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平成１８年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１８年 １２月 ８日（金） 

  開 会   午後 1 時２８分 

  閉 会   午後 ２時５８分 

 

○議事日程  

 協議事項 （平成１８年第４回白老町議会定例会 関係） 

 １．提出議案 

 ２．予算の説明について 

 ３．議案等の説明について  

４．一般質問について  

 ５．諸般の報告について 

 ６．会議案について 

７．意見書の取り扱いについて  

８． 請願書・陳情書・要望書等の取り扱いについて 

９．各常任委員会等の報告について  

 10．審査報告について 

11．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  

 12．第４回定例会の日程について 

13．その他について  

  

 

○会議に付した事件 

 協議事項 （平成１８年第４回白老町議会定例会 関係） 

 １．提出議案 

 ２．予算の説明について 

 ３．議案等の説明について  

４．一般質問について  

 ５．諸般の報告について 

 ６．会議案について 

７．意見書の取り扱いについて  

８． 請願書・陳情書要望書等の取り扱いについて  

９．各常任委員会等の報告について  

 10．審査報告について 

11．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  

 12．第４回定例会の日程について 

13．その他について  
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○出席委員（１１名）  

 委 員 長  大 渕 紀 夫 君         副 委 員 長  吉 田 正 利 君 

 委   員  熊 谷 雅 史 君         委   員  山 本 浩 平 君 

        吉 田 和 子 君                谷 内   勉 君 

        加 藤 正 恭 君         議   長  堀 部 登志雄 君 

 委員外議員  根 本 道 明 君         委員外議員  玉 井 昭 一 君 

        西 田 祐 子 君 

 

○欠席委員（０名）  

 

○説明の為出席した者の職氏名  

総務課長   白 崎 浩 司 君        経営企画課長  岩 城 達 己 君 

  

○職務の為出席した者の職氏名  

 事務局長   上坊寺 博 之 君        事務局主幹    中 村 英 二 君 
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◎開催の宣言 
 
○委員長（大渕紀夫君） ご苦労様でございます。ただ今より議会運営委員会を開会いたします。 

 お諮りをいたします。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」という声あり〕 

○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。 

 

◎協議事項 
 

○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） ご苦労様です。本日の議会運営委員会ですが、第４回の定例会の関係議案

等につきまして、ご審議をいただくことになっております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 早速、協議事項に入りたいと思います。 

1 番目、提出議案の説明に入りたいと思います。町長提案のもの 13 件ございますけれども、予算関係

先ですか。はい、それでは予算関係を先に説明を受けたいと思います。岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） それでは、承認第 1 号専決処分の承認を求めることについて、平成 18

年度白老町一般会計補正予算第７号でございます。別様で一枚ものでございますが、専決処分の概要とい

うものをお配りさせていただいておりますので、そちらのほうをご覧いただきたいと思います。 

 １．歳入歳出予算の補正規模 

  一般会計（第７号）  8,112 千円の増でございます。一般財源 8,112千円でございます。 

 予算補正の状況でございますが、今回経常分 8,112千円を追加し、総額で 101 億 1,137万円とするとい

う内容のものでございます。 

 主な事項でございますが、 

 （１）歳出 

   総務費 8,112 千円。 政策推進事務経費 112千円、観光振興施設取得事業 800 万円でございま

す。内容につきましては、厚生年金保養ホーム取得に関する入札補償金であります。この結果につ

いては、11 月 16 日に入札行為が行われまして、不落札になってございます。よって本予算につて

は配当としてございますが、予算執行はしていないという状況になってございます。なお次回入札

は未定という状況でございますので、これが減額補正ということには今のところならないという状

況であります。それに伴って 112千円は旅費の計上をしているというものでございます。 

 （２）歳入 

   繰入金 8,112 千円。財政調整基金からの繰り入れを充当しているものでございます。以上１点目

の専決処分の承認を求めるについてのご説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、専決処分の承認についての説明がございましたが、何か聞いておくべき

ことがございましたがどうぞ。はい、ございませんね。それでは次お願いいたします。岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 続きまして議案第１号、平成 18 年度白老町一般会計補正予算第８号及

び議案第２号、平成 18 年度白老町公共下水道事業特別会計補正予算第３号、並びに議案第３号平成 18
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年度白老町立老人ホーム事業特別会計補正予算第２号、合わせてご説明申し上げます。 

 これも別様で、一枚ものでございますが補正予算の概要書をご覧いただきたいと思います。 

１ 歳入歳出予算の補正規模 

 一般会計（第８号）   32,506 千円。特定財源 4,711 千円、一般財源 27,795千円。この詳細につい

ては後ほどご説明します。 

 特別会計 

  下水道事業特別会計（第３号） 129 千円の減額でございます。 

   歳出 下水道業務一般事務経費 △129 千円。これにつきましては平成 17 年度の消費税額の確定

により、税務署からの還付金があったことから削減するものです。額の確定が９月末になってござい

ますので、今回の補正で対応するものでございます。 

   歳入 下水道使用料 △20,799千円、消費税還付金 37 万円、資本費平準化債 490 万円と公共下水

道事業債（特別措置分）1,540 万円。この２点の起債でございますが，平成 17 年度の起債借入額が

確定したものでございます。この額の確定に伴いまして、先ほどの公共下水道料 20,799 千円の減を

するものでございます。以上が特別会計の公共下水道分第３号です。 

  老人ホーム特別会計（第２号） 108 万円の増でございます。 

   歳出 特別老人ホーム改築事業 108万円でございます。 

   これにつきましては、来年２月に新施設に入居、引越しをするということもございまして、２、３

月分の施設運転経費、燃料費、光熱水費等 1,065千円の増額、温泉利用等の申請手続き 203千円等の

費用が歳出でございます。 

   歳入 老人施設整備道補助金 63,802 千円の増額でございます。当初国の補助制度も８割程度を見

込んでいたところですが、この度 10 割国の補助が確定したことから、その分の増額という部分でご

ざいます。それから、補助金が増額になったことによりまして、介護サービス施設事業債 6,430万円

の減、先ほどの補助金が 63,802 千円というふうなことから、一般会計からの繰り出しも後年次にな

りますが、減っていくということの対応ができるようになりました。 

その部分を今回、補正するものでございます。その結果、平成１８年度の予算補正状況でございま

すが、今回計上分、一般会計 32,506千円を追加し、合計で 101 億 4,387 万 6,000円となります。ま

た、特別会計については 951千円を追加し、総額で 127 億 7,764 万 1,000円となります。この結果、

総予算額では 249 億 5,669 万 3,000 円となります。 

２ 一般会計補正予算の主な事項 

（１）歳出 

総務費 1,143千円の増でございます。 

  主な点について申し上げますと、臨時職員経費 2,477 千円の増額でございます。これは職員の退職補

充分に伴う不足分を追加補正するものでございます。 

  次に、情報化推進経費であります。6,903 千円の減でございますが、新住民管理情報システム入れ換

えによる単価等の件で精査したものでございます。 

  次に、国際姉妹都市ケネル市代表団受入事業 55 万円の減額でございますが、北海道市町村振興協会

からの２分の１の支援がございましたので、総額 110 万円の２分の１、55 万円を減額するものでござ

います。 

  続きまして、一番下になりますが、北海道知事・道議会議員選挙経費でございますが、18 年度から 
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要する経費を計上してございまして、5,243 千円。これすべて道からの支援金ということになります。

特財対応でございます。 

 民生費 2,091 千円の増額でございます。  

  北海道後期高齢者医療広域連合準備経費 303千円でございますが、今まで市町村が担ってきました高

齢者医療制度を、法改正で都道府県ごとの広域連合となることから、その準備委員会負担金として計上

するものでございます。 

  裏面に移りまして、特別養護老人ホーム会計繰出金 1,578千円は、先ほど特別会計のところで申し上

げた内容、一般会計からの繰出分でございます。補助対象外となる部分の繰出しでございます。 

  次に、国民年金事務経費 21 万円でございます。国民年金多段階システム作成委託料でございます。

所得による免除制度を現在の２段階方式から４段階に移行するもので、全額国からの委託金で賄うもの

でございます。 

 環境衛生費 1,402千円の増でございます。 

  主な点では、環境衛生センター運営経費というところで 987 千円の増額ですが、環境衛生センターに

ございます一般廃棄物処分場からの浸透水を処理しておりますが、その水処理施設の中に、攪拌機とい

う器具がございます。これは微生物が底にいて悪い菌を食べていくものなのですが、そこの攪拌機が故

障したことから、その機器の取替え費を計上しているものでございます。生物が底に残るのを攪拌して

空気を入れて抜気しなければならないという部分の器機の取り替えというものでございます。 

 農林水産業費 ０円でございます。 

財源振替でございまして、町民ふるさと農園整備事業でございます。当初区画を 80 区画と言うこと

で予算計上してございましたが、開園が遅れたということもありまして、31 区画の町民の皆さんの利

用があったことから、348千円の収入減となりました。この分を一般財源で充当するものでございます。 

 商工費 7,672 千円の増でございます。 

  中小企業振興資金貸付金 795 千円でございますが、中小企業の運転資金の貸し付け増に伴います保障

料補給金でございます。 

  次に、企業立地助成金 6,877千円の増額です。昨年２月工場開設を行いました阿部牛肉加工への、設

置助成と雇用助成分の計上でございます。課税基準日が１月１日であったことから、当初予算には盛り

込めなかったことで、この度補正予算として計上させていただいたものでございます。 

 土木費 2,717 千円の減額でございます。  

 白老駅北広場整備事業 2,987千円の減でございますが、特定財源であります特定防衛施設周辺整備調整

交付金の交付額の確定と事務事業執行の整理による減額補正でございます。 

 消防費 941 千円の増額です。 

  火災予防啓蒙活動経費 941千円の増額でございます。これは虎杖浜地区の女性消防隊による地域づく

り助成金が採択されたことによりまして、軽可搬ポンプ、組み立て式水槽等を購入するもので 941千円

全額が、この地域づくり助成金で賄うものでございます。 

 教育費 588 千円の増額でございます。 

  小学校施設管理経費及び中学校施設管理経費、並びに給食センター運営経費、それぞれ小学校が 1,963

千円、中学校が 140万円、給食センターが 1,077 千円の増額となってございます。小中学校においては、

灯油、それから給食センターには重油でございますが、それぞれ原油高騰によって、この度補正するも

のでございます。 
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  これ以外の役場ですとか、コミセン、いきいき４・６等の公共施設につきましては、現在設定温度を

20 度ということで、とにかく節約しているということでなんとか補正をしないで、今回はしのげる状

況ですが、子どもたちが寒い思いをして学校にいるということにはなりませんので、どうしても足りな

い部分を今回補正するものです。また、給食センターも同様に、給食献立が作れなくなるという状況に

なりますので、この度補正するものでございます。 

  なお、今後の原油価格の変動によっては、３月補正もありえる状況となってございます。 

 額が小さいのですが、小学校学力ステップアッププロジェクト事業 98 千円の増額でございます。こ

れは、緑丘小学校６年生の算数の学力向上支援員の配置でございます。教員ＯＢが指導に当たるという

ことで現在調整してございますが、来年１月から３月分の３か月分の経費を見込んでございます。全額

北海道からの支援によるもので、事業は３カ年事業ということですから、今後も引き続いて支援してい

くということでございます。 

 続きまして、幼稚園就園費補助金でございます。3,932 千円の減額でございます。これは国の制度の

改正でございまして、兄弟姉妹の第２子の支援について、小学校３年生を当初予算で見込んでございま

したが、この度小学校１年生というふうに確定しましたことからその分を減額するものでございます。 

給与費 21,371 千円の増額でございます。 

 職員等人件費でございます。主な内容としましては特別会計や企業会計と一般会計間の人事異動に伴

う増と、課長職１名、主幹職 13 名、主査職 14 名の昇格による人件費の増となってございます。また、

職員手当等では時間外手当の増、それから期末手当、共済費の率改正によっての増額分、総額で 21,371

千円となってございます。 

諸支出金 15 千円の追加補正でございますが、虎杖浜の紺谷マツノ様から、５円玉貯金ということで

１万 5,000円の寄付をいただいてございます。 

 この結果、歳出総額 32,506千円となってございます。 

（２）歳入 

 国庫支出金、道支出金、寄付金については、先ほど歳出でご説明したとおりでございます。 

 繰入金については、27,586千円、財政調整基金繰入金を充当してございます。 

 諸収入の関係でございますが、立木補償金 209千円です。これは北電の送電線下の立木伐採保障でござ

いまして、石山と竹浦地区総面積 8,977 ㎡の立木伐採の補償金でございます。この結果歳入について

32,506千円となってございます。 

 以上、議案第１号から第３号、あわせて説明を終わります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今町側から財政に関する説明がございましたけれども、何か聞いて

おくべきことがございましたどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。なければ岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 議案第４号でございます。経営企画課所管してございますので私のほう

から説明したいと思います。 

 議案第４号は白老町自治基本条例の制定についてでございます。ページが議４―１になります。 

白老町自治基本条例の制定についてということですが、本件につきましては平成 17 年の７月から、そ

れぞれ町民部会、議会におきましても特別委員会、行政側においても職員プロジェクト会議等を設置し、

この策定に向け取組んできたところでございます。本年に入りまして２月には骨子案をまとめまして広く



 7 

町民に中間報告会を開催し、本年４月には各分野ごとから報告された条例原案を、全体を通して成案化す

るというための条例策定委員会を設置いたしまして、町民から３名、議会から２名、行政側から５名の代

表 10 名による条例策定委員会を開催し、この度 12 月議会で本条例の内容を提案するものでございます。

簡単でございますが以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、白老町自治基本条例についてのご説明がございました、何か聞き置くこ

とございますか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。もう１件どうぞ、経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 次飛びまして、議案第８号工事請負契約の締結について、ページは議８

―１をお開き願います。工事請負契約の締結についてでございます。 

１.契約の目的、平成18 年度施行バンノ沢川砂防工事でございます。 

２．契約の方法、制限付一般競争入札 

３．契約の金額、82,425,000 円 

４．契約の相手方、道南綜合・田中特定建設工事共同企業体 代表者、構成員は記載のとおりでございま

す。 

 次のページ、議案説明でございます。 

１.工事場所、白老郡白老町字白老782 番地１（白老駐屯地内） 

２．完成期限、平成 19 年９月 28 日 

３．工事概要、床固工 Ｎ＝２基  

床固というのは、河川の一番流れる河床という部分です。その部分を安定させるために設置していく工

法でございまして、ほうっておくと川がどんどん洗掘されていくと、そのことを防止する床固工というの

を２基設置するものでございます。 

本川では５基、支川では８基の計画があり、本川については５基完了してございますが、そのうち１川

２基、今回施行いたしますので残りは６基を計画的に施行していくと。目標年度としては平成 20 年度の

完了を目的としているものでございます。それぞれ規模については、（１）、（２）記載のとおりでござい

ます。また、詳細の図面も添付の内容のとおりでございます。以上議案第３号について説明を終わります。  

○委員長（大渕紀夫君） はい。工事請負契約の締結について何かお聞きすることがございましたらどう

ぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それでは財政関係ご苦労様でございました。続きまして、一般議案に入

りたいと思います。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは、私のほうから議案第５号以降、今の説明ございました議案第８号

を除いて諮問第２号までご説明申し上げます。 

それでは議案第５号です。議５―１です。 

議案第５号、白老町職員の再任用に関する条例の制定についてということでございます。議案説明を開

いていただきたいと思います。議５―11 ページです。 

議案説明の中にも記載してございますが、公的年金の支給開始年齢の引き上げによる定年退職後の生活

に不安を覚えることなく職務に専念できるよう、雇用と年金の連携を図るという趣旨のもとに地方公務員

法の一部を改正する法律が、平成 11 年交付され新たな再任用制度が導入されております。すでにこの再
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任用条例につきましては、議員各位につきましてはすでにご承知のとおりですが、平成 13 年第４回定例

会に提案しまして、総務常任委員会審査を経て、平成 14 年第１回定例会において審議否決されたところ

でありますが、それから４年を経過すること、民間においても高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の

一部を改正する法律により、高年齢者の再雇用制度が平成 18 年４月から施行されたこと。また、当時の

審査意見で出された給与月額及び勤勉手当の支給について、今回の本条例の附則第２項で、常勤雇用職員

の採用の規定を適用しないという規定を定め、短時間勤務の雇用とすることから、給料月額は嘱託職員並

とし、期末勤勉手当は支給しないとする内容でございます。 

こういう内容で本町においても、法律の趣旨を踏まえ、定年退職者等の新たな再任用制度を定める本条

例を再度提案いたすものでございます。本条例の議案説明の末尾に、議案第５号の資料を添付してござい

ます。先ほどの説明のとおり本条例につきましては法の主旨に基づきまして、基本的な再任用の条例を制

定してございますが、附則の２項で常勤職員を適用しないというような規定を定め、今回提案するという

先ほどの説明のとおりなのですが、資料につきましては常勤勤務職員、それから短時間勤務職員というふ

うに分けて説明欄を作っております。 

１ページにつきましては、１施行期日が平成 19 年４月から６任期末日については記載のとおりで、平

成 13 年に提案したのと同様でございます。２ページ、３ページにつきましては、関係条例の整備と言う

ことで、再任用職員の常勤勤務職員、それから短時間勤務職員ということで、勤務時間については常時勤

務職員、短時間勤務職員のところに記載してございますが、常時勤務職員の勤務時間の５分の２から５分

の４までの範囲内ということで定めると。 

それと、８週休日、９勤務時間の割り振り、10 年次休暇、11 中途採用者の年次有給休暇日数、12 年次

休暇の付与日数、これにつては前回と同様でございます。 

13 育児休業、14 給料月額、15 支給しない手当につきましても前回提案と同様でございます。16 期末

手当、17 勤勉手当につきましては、短時間勤務職員については支給しないということで変更してござい

ます。あと 18 退職手当は支給しない。前回と同様でございます。19 時間外勤務手当、20 通勤手当につ

いても前回と同様でございます。 

 次、４ページ、５ページ、６ページにつきましては、支給開始年齢、それから今後再任用に対象になる

職員数、最後の６ページにつきましては今回提案の再任用職員の短期職員ということで記載していますが、

３級の給与額の嘱託職員並で３／４勤務で 16 万 950 円。今徴税の嘱託職員が※印の参考のところに書い

ていますが 15 万 9,900円ということで、嘱託職員並みの月額給料になると。 

（２）再任用職員の給与額試算ですが、これにつきましては今説明のとおり常勤職員の３／４時間とい

うことでございます。ちなみに試算で書いておりますが、月額 16 万 950円の 12 月ということで年額 193

万 1,000 円強の年収額になります。 

 いずれにしても、先ほどの説明のとおり賞与は支給されないということで、これが年収額ということで

ございます。それと、一番下段の比較につきましては、民間比較ということで本年４月１日から民間のほ

うでも導入されて、再任用制度が確立されておりますので、参考までにＡ社、Ｂ社ということで記載して

ございます。これの年収比較ということで比較表を提出させていただきました。議案第５号につきまして

は雑ぱくですが説明を終わらせていただきます。 

 次に議案第６号でございます。白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてです。これにつきましては次ページの議案説明で説明いたします。 

 人事院規則の改正に伴いまして、休息時間の廃止及び休憩時間の見直し、更に国家公務員に準じて１週
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間の勤務時間数を 40 時間に改正するという内容でございます。 

 比較表にございますとおり、現在１週間の勤務時間につきましては、第２条に規定してございます１週

間辺り 38 時間 45 分になっておりますが、これを 40 時間に改正すると。 

 第３条で規定しております勤務時間は１日につき７時間 45 分でございますが、これを１日につき８時

間という改正をするものでございます。 

 施行期日につきましては、平成 19 年４月１日から施工するという内容でございます。ただ、今回の改

正に向けて、いち早い行政サービスの向上を図るということで、明年１月１日から実施できる部署につい

ては実施すると、施行するということで考えておりまして、全庁舎、教育委員会、健康福祉課、水産港湾

課、その一般部署の部分につきましては１月から現在８時 45 分から 17 時 15 分の勤務時間ですが、８時

30 分から 17 時 30 分に、始業 15 分、終業 15 分延長するという形をとりたいというふうに思っています。

なお、交代勤務職場、消防、保育所、病院、これらにつきましては勤務調整ができ次第、施行の体制に入

ろうということで考えております。 

 次に議案第７号でございます。白老町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございます。これにつきましても議案説明で説明いたします。議案説明のところの中段に書いてございま

すが、特別職の報酬等の額については、物価の推移や社会経済情勢等の変化に的確に対応する必要がある

ということから、同審議会を常設化いたしたいという内容でございます。 

新旧対照表のところにございますとおり、現在は第 3 条の規定のとおり必要の都度町長が任命し、２項

で、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任される。ということで、現実に諮問を受けた時点から、

答申をした時点で、審議会そのものはなくなってしまうということで委員も解任されるわけですが、これ

を先ほどの説明の理由のとおり、常設化いたしたいということで、他の審議会同様、委員の任期を２年と

いうことで改正をいたしたいという内容でございます。  

改正内容については雑ぱくですが以上でございます。 

次に、議案第９号でございます。議決事項の変更についてということでございます。これにつきまして

は、平成 18 年６月議会で議決されました白老町立特別養護老人ホーム寿幸園の指定管理者の指定期間の

変更をお願いするという内容でございます。 

次ページに議案説明がございますので、そちらのほうで説明をいたします。 

新しい寿幸園につきましては、今工事中でございますが施設の完成につきましては２月末を予定してお

りまして、２月末には新施設への引越しを行うというようなことでスケジュールを組んでおります。従っ

て、新施設の開設とともに社会福祉法人天寿会で運営することが最もスムーズな移行を図れるということ

の双方の協議が整ったことから、指定期間の開始を１ヶ月早め、当初の期日では平成 19 年４月１日でご

ざいましたが、１ヶ月早め 19 年３月１日から指定管理を行うということで変更期日をお願いするもので

ございます。 

次に、議案第 10 号でございます。北海道後期高齢者医療広域連合の設置についてでございます。こち

らにつきましても、議案説明の議 10―９に記載しているとおりですが、平成 20 年４月から 75 歳以上の

者などを対象とした，新たな後期高齢者医療制度が創設され、当該事務は法律上、各都道府県の広域連合

により処理することになっております。北海道においても、道内全市町村で構成する後期高齢者医療広域

連合を設置するため、構成団体である本町の議会の議決を得ようとするものでございます。 

次に諮問第１号、第２号でございますが、いずれも人権擁護委員の推薦につき意見を求めるという案件

でございます。 
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諮問第１号につきましては加藤忠さん、諮問題２号につきましては田中弘子さんでございますが、いず

れも人権擁護委員は町長が議会の意見を聞いて、法務大臣に推薦を行い、法務大臣が委嘱するという内容

でございますけれども、今回提案しています第１号の加藤忠さんにつきましては、次のページにございま

すが、平成３年６月から人権擁護委員に委嘱されておりまして現在６期です。７期目ということでお願い

しようとするものでございます。 

諮問第２号の田中弘子さん、竹浦 198番地 482 ですが、新任でお願いするという内容でございます。 

ちなみに任期は３年で、本町においては５人の委員がいるという内容でございます。以上雑ぱくですが一

般議案について説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。ただ今説明がございましたけれども、何か聞き置く点がございましたら。

はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 議案第６号について質問しますが、これ一般職の勤務時間の延長ということ

は、給与そのものの体系が変わらない。時間だけ延長するということですね。 

そうしますと、逆に言うと基本給そのものは、この延長した分だけ下がりますね。 

○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） 今のご質問は、時間単価が下がるかというご質問でよろしいですか。 

○副委員長（吉田正利君） いえ、全体です。給与そのまま据え置きで勤務時間だけ延長されるわけです

ね、そうすると、例えば月あたりでもなんでも構わないのですが、延びた時間分だけ基本ベースが下がる

という意味ですよね。給与は変わらないわけですから。勤務時間だけ延びますね。 

○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） 言われていることの、そのとおりでございます。勤務時間だけ延びまして、

月額の給与は変わらないということですから、裏返しをすればベースが下がるということです。もう少し

具体的に言うと時間外単価も分母が変わりますので、勤務時間数が変わりますので、時間単価も下がると

いうことになります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 勤務時間帯の変更ということは、労働条件が変わるわけで、国家公務員に乗

じて条例だけ変更するということはどうなのでしょう。それは簡単にできるのですか。 

 例えば、組合との調整とかなんかは必要ないのでしょうか。 

○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） 今のご質問の表題にございますが、組合との協議ということでございますけ

れども、これにつきましては、当然組合との協議を済んでの提案ということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 再任用の件でお尋ねしたいのですけれども、内容をどうのこうのというのではな

くて、以前に議会で否決されたような内容の問題ですので、町当局としても今回提案して再度否決という

のは、やはり好ましくないと思いますし、我々もそのように思います。民間のほうも変わったということ

もあって、想像ではおそらくそういう否決という形にはならない可能性のほうが高いようには個人的には

思いますけれども、取扱いで慎重になさったほうがよかったのかなと。いきなり出して定例会で質疑応答

して、そのあと賛成反対で、またもし分かれてそれが否決になってというような形は望ましくないなとい

うふうに思ったものですから、その辺のところ当局としてはどのようにとらえていらっしゃるのかなと。 

 前に否決された経過を踏まえていることですね。 
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○委員長（大渕紀夫君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 本案につきましては先ほどの説明のとおり、過去の経過がございまして、先

ほどの説明のとおりでございます。私どもの議案につきましては法律に基づいての法律提案ということで、

平成 13 年の時も、そういうことでの提案。しかし、社会情勢等々、民間の経済情勢等々のなかで今日に

いたっているという経過を踏まえて、今回提案するに当たってはやはり民間が法律の義務化がされている

ということと法律の趣旨を踏まえて前回の審議会の意見を踏まえた中で、改正すべき点は改正して今回提

案させていただいているというふうに思っています。 

 私どもも前回の本議案の取扱いが、本会議だけではなくて委員会で十分審議していただいておりますの

で、今回もこの提案につきましては、これからの議運の中で取り決めになると思いますけれども、本会議

ではなく、委員会で十分審議いただいた中で、審議をしていただければというふうには私どもも思ってお

ります。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。ございませんか。 

それでは、ただ今お話がございました再任用制度についての取扱いの協議をいたしたいと思いますけれ

ども。前回は、総務文教常任委員会の中での議論ということになっております。今回どのように取り計ら

えばよろしいかということでありますけれども、ご意見のございます方どうぞ。 

 どなたも意見がございませんようですけれども、私自身は総務文教常任委員会の中で、今山本委員がお

っしゃいましたこともありますし、前回の経緯もございます。経済情勢の好転というのも何を基準にして

いるかとか、いろんなことがあると思うのですね。それで、今後の財政的な問題にも関わってきますので、

私は総務文教常任員会の中で慎重審議をしたほうがいいのではないかという考え方を持っておりました

けれども、それに関してご意見ございましたらどうぞ。ございませんか。一般議案でそのまま行うという

ふうにいたしますか。それとも総務文教常任委員会に付託して、きちんと議論をするというほうがよろし

ゅうございますか。 

 １点お尋ねしたいのですけれども、本会議ではないもので、今は立ち入ったことは聞けないのですよね。

ただ、１つだけ前回かなりいろいろな点で指摘されたことがございますけれども、この再任用は、今ちょ

っと見ただけですから、はっきり言えないのですけれども、例えば全員が希望した場合には全員が再任用

になるのかどうか。この条例の中で振り分けること、この人だけは再任用を認めるけれども、この人は認

めないというようなことは、この条例で可能なのかどうか。可能か可能でないかだけで結構です。審議す

るというわけにはいきませんのでその点どうですか。はい、白崎課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 資料の１ページにございますとおり、採用方法を記載してございます。ここ

に３ 採用方法に記載してありますとおり、従前の勤務実績に基づく選考によりということでございます

ので、手を挙げれば全員ということではなくて選考をさせていただくというふうに思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） それは法律的に可能ですか。例えば、今人事評価制度ございませんよね。そう

いう中で、そういうことが法律的に可能なのかどうかということ。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 制度としての人事評価という、制度の構築は今やっていますけれども、いわ

ゆる面接選考とか、勤務実績の選考とか、これは法的にも選考するということが差し支えないと思ってい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 当時の総務文教常任委員会で審議されて否決になったと。また再提案と、こうい

うことなのだけれども、その時の総務文教常任委員会のメンバーも変わっていますし、いろいろと社会情
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勢も変わっているということからいけば、もう一度総務文教常任委員会に付託したほうがいいのではない

かと。十分議論して結論を出すと。こういうほうが、今も２、３、質問、疑問があるやに伺うので、これ

は本会議ではないから、聞きたいことがいっぱいあるらしいのだけれども聞けませんから、そういうこと

は本会議でやるというのはなかなか難しいので、総務文教常任委員会に付託ということでお願いしたいと

思いますがいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） どうでしょうか。はい吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 加藤委員の考え方に賛同したいわけですけれども、職員の人事評価制度もま

だ完全に実施されていないわけでございまして、やはりこれらについては、職員の基本的な問題にかかる

ことですから、時間をかけて総務文教常任委員会に付託して真剣に討議すべき問題だと思います。以上で

す。 

○委員長（大渕紀夫君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 先ほどの委員長の法的にという部分で、資料を調べてはっきり言いまして地

方公務員法の文面の中にも、先ほどの資料のとおり法律の条文の中に、「選考により」ということで、従

前の勤務実績等に基づく選考により採用することができますよという条文がございます。ですから法的に

どうなのかというようなことのご質問に対しては、法的には構わないというふうにお答えいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。今２名の方から、総務文教常任委員会に付託したほうがいいのでは

ないかというご意見ございましたけれども、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） よろしゅうございますか。はい、それでは反対の方がいらっしゃいませんので、

総務文教常任委員会の委員会付託といたします。 

 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） 会議規則第 39 条で、議案等の説明、質疑及び委員会付託という部分がござい

ます。説明を受け、質疑の後、付託をするというふうになっているわけですけれども、提出者の説明は討

論を用いないで会議に諮って省略することができるという文面がついております。いきなり付託をするか、

決算なんかの場合は全く、事前に皆さん知っていますから、言って付託しますけれども、この場合説明を

全然しないでというのは傍聴の方などがいらっしゃったら、何がなんだか全然わかりませんので、説明を

受けてきちんと。インターネットの報道もございますので、質疑を受けてやったほうがいいのではないか

と思います。どちらでも取れるというふうになっておりますのでね。 

 説明を受けて質疑のあと委員会付託をするというふうにいたしたいと思いますが、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） いいですね。はい、根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） これ委員会付託をして、最終的にどこまで結論を出せばいいのかというふ

うなことなのですか。 

○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） 本条例の部分での附則で、施行期日平成 19 年４月１日ということでの本提

案をしていますので、スケジュール的には 12 月提案で、付託をいただいた中では３月議会で審議という

ことで構わないというふうに思います。 



 13

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。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） それでは議案についての説明は以上で終了いたします。総務課長ご苦労様でし

た。それでは、２時 30 分まで暫時休憩といたします。 

 

休  憩（午後２時２０分） 

 

再  開（午後２時３０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。 

それでは、議会関係の議題に入りたいと思います。 

２番目の議会関係の内容について説明を、事務局からお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） １ページに戻っていただきまして、議会関係の今回の提案の内容をご説明

申し上げたいと思います。 

 一応議長から、諸般の報告４件ございます。それから会議案、前々回ご説明しましたとおり地方自治法

の改正がございまして、当面必要な部分の改正を行いたいということで、会議規則と委員会条例２本の改

正を予定しております。それと意見書審議いただきますけれども、現在６件出てございます。あと、派遣

承認１件ございます。それと所管事務調査の報告４件、今回議会運営委員会、議会改革も入ってございま

す。それと特別委員会、自治基本条例の審査報告がございます。 

 その他として、次期所管事務調査の報告をする予定です。４番目から、２ページのほうから入りたいと

思います。 

一般質問の関係ですが、４日の日、ご審議いただきましたとおり４日 10 時で締め切っておりまして、

９人の方の通告がございます。合わせて 19 項目でございます。 

５番目の諸般の報告、議長の諸般の報告、先ほど言いましたように４件ございます。一応閉会中におけ

る動向、別紙を見ていただきたいと思います。 

９月定例会以降、本定例会開催までの議会の動きをお配りするということになっております。それと専

決処分の報告、これは法律180 条の規定で議会が町に委任をした部分でございます。損害賠償の額の決定

ということで、交通事故の発生がございます。損害賠償額６万 3,876円、これが議長に報告が届いてござ

います。 

それで、前回ご審議いただきましたとおり、インターネットの被害者の関係がございまして、今議会か

ら当事者甲乙につきましては読み上げないということにいたしたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

続きまして例月出納検査・定期監査の報告が監査委員から来てございます。議案のほうについているか

なと思います。これは読み上げません。あとで見て質疑のある方はお願いいたしたいと思います。 

あと、議員の派遣結果報告です。これは９月議会以降に、派遣承認の議決をとった以外のもの、但し書

きの規定で議長において派遣をすることができるということになってございますので、主に町内における

各種の会合に出席したものが主でございます。これもあとで見ていただきたいと思います。 

一応、諸般の報告はこの４件ということで上げたいと思っております。以上です。 

 次にいきます。会議案よろしいですか。 
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○委員長（大渕紀夫君） 続けてください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会議案第２号でございます。これは白老町議会会議規則の一部を改正する

規則の制定についてということで、議案説明のところ３ページを見ていただきたいと思います。地方自治

法の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 53 号）は平成 18 年６月に成立いたしまして、同年 11 月 24

日に政令により施行されました。それで、議会が関連する条項を直すものでございます。今回必要がある

だろうということで直す部分につきましては、常任委員会への議案提出権並びに議会運営委員会及び特別

委員会に関する改正を行うものでございます。それで今回法律の改正で、専門的知見の活用ということで、

専門家の活用が図れることになりましたが、それともうひとつ、電磁的記録の会議録の作成。これについ

ては当面実施の見込みがございませんので、実施する検討に合わせて修正をしたいという考え方をしてご

ざいます。一応直す事項は新旧対照表がついているとおりでございます。 

 次、委員会条例の改正です。会議案第３号になります。白老町議会委員会条例の一部を改正する条例の

制定についてということでございます。これも議案説明３ページ目でご説明します。 

 法改正の内容は先ほどと同じとおりですが、この中のうち、閉会中の議長による常任委員会の選任、従

来の法律では閉会中、常任委員会の移動はできませんでした。今回議長の権限によって選任ができるとい

うことになりましたので、これを盛り込みたいということです。それと常任委員会の所属制限の撤廃、１

常任委員会ではなく複数常任委員会が加入できるということにつきまして、今議員定数議論中でございま

すので、この協議を待って改めたいということを申し述べます。以上の内容で修正をしたいということで

ございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 会議案の件、今までの件について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７番目、意見書の取り扱いについてということで、先日配付を

いたしました意見書を出していただきたいと思います。  

 それでは意見書案の取り扱いについてを協議いたしたいと思います。意見書案第１号から参りたいと思

います。 

 それでは意見書案の第１号「法テラス」の更なる体制整備・充実を求める意見書（案）、公明党から出

されております。この件についての各会派のご意見を伺いたいと思います。町清クラブ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブでございますが、賛成をいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政も賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 新風も賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところもこれは賛成です。はい、全会一致でございます。 

 続きまして意見書案第 19 号「マザーズサロン」（仮称）設置の早期実現を求める意見書（案）、公明党

から出ておりますけれども、これについてのご意見を伺いたいと思います。加藤委員町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、賛成をいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政です。賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 新風、賛成します。 
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○委員長（大渕紀夫君） 私のところ賛成ですけれども、これ、前からこうなっているのですけれどもこ

の言葉、もうちょっと横文字、全体がそうなっているのです始めから、だからだめなのですけれども、も

うちょっとなんとか言葉がならないのかなという気がしたぐらいですね。カタカナね。「ハローワーク」

もそうですけれどね。 

 はい、全会一致ですね。次いきます。意見書案第 20 号公営住宅の家賃見直しに関する意見書（案）で

す。私のほうから出させていただきました。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブです。この問題について数字的な問題もありますので、都市建設課な

どにも伺っております。確かにこういう状態にあると。ただ、白老町にとってこれが実行されればどうか

という面では、「担当課とすればこれは都市部では大きな影響があるだろうと。ですけれども白老町にお

いてはあまり影響はありませんよ」と、こういう話はありましたけれども、将来的には少子化の問題から

派生してこういう問題が出てきた、今まで二人だったのが一人になるとそれでその分が空いてくるといっ

たらおかしいが、それだけ変わってくるからとこういうことなのですが、会派としては賛成をいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政も賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 新風でございますが、本案についてはいろいろと協議いたしました。それで、

都市間地方の格差はありますけれども、特に公営住宅の面についてはこのような趣旨もあるけれども、一

般との関連からすると、逆にいじることないのではないかという見解もございます。しかしながら、全体

的な話し合いの中で、それらを含めて協議いたしましたけれども、一応賛成ということで決定いたしまし

た。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） 公営住宅のもともとのできた要因を考えると賛成ということです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、全会一致でございます。 

 続きまして意見書案第 21 号放課後子どもプランの拡充を求める意見書（案）、これも私のところから出

させていただきました。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、賛成をいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 基本的には賛成ということですが、ある委員から、「施設基準や運営基金を作り

子どもの生活を継続して安定的に保障する指導員の配置基準や労働条件の改善が急がれます。」この労働

条件とは一体なんなのだろうと。それでちょっとお聞きしたいのですけれど。どういうことを願意として

いるのかちょっとお聞きします。 

○委員長（大渕紀夫君） この件は、今学童保育の指導員さんは、ほとんどが正規職員じゃない方が非常

に多いのですね。これは全国的にそうなのですが、そういうものが制度化していく中できちんと職業とし

て認められるというのでしょうか、そういうことが必要ではないかということを含めているという意味で

す。もちろん制度化している市町村もございますよ。ただ、札幌を含めましてそうではないところが極め

て多いのですね。そういう意味でございます。 

○委員（熊谷雅史君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 賛成します。 
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○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは全会一致でございます。 

 はい、続きまして意見書案第 22 号日豪ＦＴＡ交渉に関する意見書（案）、新政クラブの熊谷委員から出

されております。これについて町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブです。非常に日豪という外交問題でございまして、果たして町レベル

での議論としてはいかがかという感じはいたしますが、地元の広域農業協同組合からも強く陳情書も出て

おりますので。そういう意味で願意を組んで賛成をいたしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 新風、基本的には賛成でございます。特に今問題になっております日豪の貿

易関係の協定につきましては、白老町においては牛肉関係、農産品の体制もありますので、これは大いに

するべきだと思います。賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところです、私も全く同じで、言葉も断固阻止するというくらいのきつい

言葉が必要ではないかと考えております。これは全くこのとおりで、進めるべきというふうに思っており

ます。公明。 

○委員（吉田和子君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、全会一致でございます。 

続きまして意見書案第 23 号森林・林業政策の充実と新たな財源措置を求める意見書（案）、これにつき

ましてはまだ意見書案としては、この文章でいいかどうかということはまだ加藤委員と宗像委員とお話し

されていないのですね。 

お諮りをいたします。加藤委員これは出すお考えでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） ちょうどこの議員連盟にも、私ども白老町は入っているものですから、当然こう

いう出されたものに反対するわけにもいきません。出さざるを得ないと思うのですが、文章的なものは考

えていません。 

○委員長（大渕紀夫君） 文章は同じになりますか、同じになればちょっと今協議したい。私は読んでき

たのですけれど。 

○委員（加藤正恭君） こんなもんでしょうね。だけど難しくいっぱい書いているから。 

○委員長（大渕紀夫君） 別紙２です。このままで良いと僕は思って、これがそうだと思ってきたんです

僕は。これ簡単なのです。私読んだのだけれどわかりやすかったです。 

○委員（加藤正恭君） これでやりましょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員と宗像委員と二人で、これは出していただけるということでよろしゅ

うございますか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） はい結構ですよ。今日出さないとだめか。この文章と全く同じですからご理解い

ただきたいと。 

○委員長（大渕紀夫君） 今加藤委員からそういうお話がありました。我々が加盟している団体でござい

ますので、宗像委員は監事でございますのでこの文章で出されるという加藤委員の言明がございましたの

でこの文章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） それでは別紙２の文章で意見書案を出していただくということで、全会一致と



 17

いうことでよろしゅうございますか。 

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それではそのように取り計らいをいたしたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 確認をさせていただきたいと思います。今すべて６本については全会一致

ということでございますので、申し合わせ基準の２ページ目に書いているのですが、議長は会議に諮って

質疑討論を省略するということでよろしいでしょうか。  

〔｢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ね、質疑討論省略。全会一致でございますのでね。その

ようにいたします。次のページ４ページです。８番目、請願書・陳情書・要望書等の取り扱いについてで

すけれども、陳情書の１番目、リハビリテーションの改善を求める陳情書、これにつきましては白老町内

の方が入っておりませんので参考配付といたしたいと思います。 

 陳情第２号につきましては、ただ今意見書案が新政クラブから上がりましたので、これにつきましては

取り下げていただく形になると思いますけれども、陳情書についてはそういう取り扱いでよろしゅうござ

いますか。どうぞ局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 苫小牧広域農協の意見書をあげていただく陳情書でございますけれども、

これは取り扱い前ということで、本来であれば取下げを出すのですが、そういう措置をとらないでまだ諮

っていませんので、普通に取下げをしていただくという形をとりたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 続きまして、要望書の関係ですけれども、１番目の森林・林業関係につきまし

ては、意見書が出ますので参考配付その他ございませんので、これはなしということになります。（２）、

（３）、（４）につきましては要望書でございます。商工会のほうも白老の商工会入っているようですけれ

ども、これは要望書で配付をしていただきたいということのようですので、この（２）、（３）、（４）につ

きましては各議員に参考配付をいたすという処置をとりたいと思います。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） それではそのような処置を取らせていただきます。 

 続きまして９番目、各常任委員会等の報告について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、すべての常任委員会の報告書があがってきてございます。総務につ

いては３回目の定例会で取り上げました自主自立のまちづくり、子育て支援について、一部町の教育委員

会の事務調査もしております。民生と産業建設常任委員会につきましては、道外視察が主でございます。

あと、議会運営員会につきましては先ほど申しましたとおり議会改革の報告をすると、これについてはす

でに皆さん見ていただきまして、承認をいただいてございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、常任委員会の報告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、次に審査報告について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは自治基本条例の特別委員会の調査報告でございます。昨年の７月に

設置しました委員会の報告を先般の特別委員会で一応締めましたので報告させていただくと。町の議案の

提出前に報告するということになります。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、特別委員会の報告についてよろしゅうございますね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは 11 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
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について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） １月から３月までの次期所管事務調査事項でございますが、これはまだ決

まってございません。本会議の１日目、12 日の本会議終了後に各委員会を行いたいと思っております。

従来どおり第１については総務、民生につきましては控室、産建につきましては応接室ということで終わ

り次第行い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、所管事務調査の関係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） 最後に第４回定例会の日程についてということで、議事日程全日程案が配布を

されております。２枚ものになっておりますけれども、12 月 12 日から 14 日までの３日間ということに

ふうになっております。局長、何か補足がありましたらどうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、事務局として案を立てましたのは３日間でございます。１日目が一

般質問４名までと思っております。２日目が一般質問５名までと、質問件数で多分２日で終わるのかなと

思っております。３日目から実質的な審議を行いたいということで、先ほども言いましたように 14 日の

冒頭に、自治基本条例の制定に関する特別委員会の調査報告書をするということにいたしたいと思います。 

 それと議案 10 号でございますが、高齢者医療広域連合の設置でございます。これ一般会計の補正予算

がございますので先議になりますので、10 号で先議を行いたいということであります。後、番号どおり

ずっといきます。 

 ひとつ議決事項の変更、これも機関変更で、債務負担等の処置がいるのかなということでありますけれ

ども、このあと額がまだ確定しないのだそうです。現年度予算ですので債務負担必要ではないので、１月

以降の補正予算で出したいということが言われておりました。 

 多分２日目はそんなに長くかからないのかなと思います。ただ、新しい条文が２つ条例４と５、それと

広域連合の関係。これ全文読み込みなのでこれがちょっと時間がかかるかなと思っております。一応３日

の予定を立てております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今議事日程についての説明がございました。お諮りをいたします。

第４回定例会の日程につきましては12 月12日から14日までの３日間といたしたいと思いますけれども、

これにご異議ございませんか。 

〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって、第４回定例会の日程につきましては 12 月 12

日から 14 日までの３日間といたしたいと思います。その他。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一点、項目でもれていまして、承認第２号の派遣承認について、これを見

ていただきたいと思います。今 12 月 16 日におけます議員研修会。これは議会として行うということを議

長のほうからありましたので、一応全員研修という扱いで派遣承認をとりたいという考え方でございます。 

 それと、今１月の町内の状況、成人式等がぼつぼつと出てきましたので、ここに載せてございませんが、

町内の事業についてはこれに加筆したいと思っております。今来ているのが成人式、新年交礼会等ござい

ますので、それをちょっと議長の絡みで入れたいと思っております。それだけご了解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 承認第２号の関係で、議員の派遣承認の件につきましては、このあと派遣承認

がございましたら付け加えて 12 日からの議会に提出をいたしたいと、こういうことでございます。よろ

しゅうございますね。 
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〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） その他何かありますか。それではその他、別紙が行っていると思いますので、

ちょっと見てください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、町民意識調査。これ毎年経営企画課のほうでやってございますが、

まちづくりの意見提案ということで議会関係は７件出てきてございますので、意見に対する回答をしなけ

ればならないということで、事務局で右側のほうにちょっと報告書案を書かせていただいております。ご

覧になっていただきたいと思います。 

 一応、質問の、意見の主なものは、６件が議員定数に関わる部分です。最初の１点目は傍聴の低調さを

指摘されてございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、これは参考に目を通していただきたいと思います。他ありますか。 

 委員の皆様、その他何かございましたらどうぞ。ありませんか。 

 それでは、以上を持ちまして議会運営委員会を閉じたいと思います。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午後 ２時５８分） 


