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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 ２月２７日（月） 

  開 会   午前  ９時５９分 

  閉 会   午後  １時５７分 

 

○議事日程  

 協議事項 （平成１８年第１回白老町議会定例会 関係） 

 １．提出議案 

（１） 町長提案（４６件） 

 ・ 施 行 方 針    ２件（町政執行方針、教育行政方針） 

・ 承     認    ２件（専決処分（一般会計補正予算）） 

・ 補 正 予 算      ８件（一般会計、国保、老保、公共下水、臨海部土地造成、 

介護保険、養護特別会計、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     １５件（制定２件、一部改正１１件、廃止条例２件） 

・ 町道路線の認定・廃止  ２件 

・ 指定管理者の指定   ５件 

・ その他              （町長行政報告） 

                 

（２） 議会関係（１６件）  ※意見書案を含まない件数 

  ・ 諸般の報告      ４件（議会閉会中における動向、専決処分の報告、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） 

  ・ 承     認    １件（議員の派遣承認） 

  ・ 特別委員会の設置   １件（予算東審査特別委員会） 

・ 審査結果報告     １件（予算等審査特別委員会の委員会報告）  

・ 所管事務調査報告   ２件（民生常任委員会、産業建設常任委員会） 

・ 中間報告       １件（白老港整備促進特別委員会） 

・ 所管事務継続調査   ２件（総務文教常任委員会、民生常任委員会） 

・ 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） 

  ２．町政執行方針、教育行政方針について  

３．予算の説明について  

○ 補正予算         ９件（承認第１号、議案第１号～第 8 号）     

   ○ 新年度予算       １３件（議案第９号～第２１号） 

  ４．議案の説明について  

   ○ 条例の制定      ２件（議案第２２号、第２３号） 

   ○ 条例の改正     １１件（議案第２４号～第３４号） 

  ○ 条例の廃止      ２件（議案第３７号、第３８号） 

  ○ 町道路線の認定・廃止 ２件（議案第３５号、第 3６号） 



 2 

  ○ 指定管理者の指定   ５件（議案第３９号～第４３号） 

    

※ 附則説明の省略～議案説明による 

   議案第２９号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

※ 議員の除斥について～団体の役員（直接利害関係のある事件） 

   議案第４３号 萩野公民館の指定管理者の指定について 

５．諸般の報告について  

○ 議長の諸般の報告  

（議会閉会中における動向、専決処分の報告（地方自治法第１８０条）、 

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） 

○ 町長の行政報告 

  ６．代表質問について 

○ 通告書の提出  ３月 ７日（火）   通告 １０時 締切 

○ 代表質問順番   

   ３月１４日（火） １８：００～２１：００  ① 新政クラブ 

② 公明党 

③ 町清クラブ 

        ３月１５日（水） １８：００～２０：００  ④ 日本共産党 

                              ⑤ 新風 

  ７．一般質問について 

   ○ 通告書の提出  ３月 ７日（火）   通告 １０時 締切    

  ８．議員の派遣承認について 

○ 別紙のとおり 

  ９．予算等審査特別委員会の設置について  

   ○ 新年度予算     １３件（議案第９号～第２１号） 

○ 予算関連議案     ９件（議案第２２号、第２５号～第２７号、第２９号～第３１号、 

              第３３号、第３４号） 

１０．付託案件の審査について  

○ 予算等審査特別委員会（３月２２日、２３日 ２日間）  

・新年度予算 １３件 及び 予算関連議案 ９件    計２２件 

   ○ 委員会審査報告    ３月２４日 

１１．陳情書・要望書・意見書等の取り扱いについて  

○ 陳情書 

   （１）「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書」提出に関する陳情 

○ 意見書の取り扱いについて 

○ 要望書等 

１２．常任委員会所管事務調査の報告について  

○ 民生常任員会 

（平成１７年第４回定例会）～環境基本計画の方向性について 
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   ○ 産業建設常任委員会 

（平成１７年第４回定例会）～漁業進行について 

１３．所管事務調査の継続調査について  

○ 総務文教常任委員会 

 （平成１７年第４回定例会）～小中学校適正配置について 

○ 民生常任員会 

（平成１７年第４回定例会）～ 介護保険制度について  

１４．特別委員会の中間報告について 

○ 白老港整備促進特別委員会～新年度予算関連 

３月 ３日（金） 予算関連説明の前に報告 

１５．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  

（１） 総務文教常任委員会 

（２） 民生常任委員会 

（３） 産業建設常任委員会 

（４） 議会運営委員会 

１６．追加議案に伴う議会運営委員会の開催について  

○ ３月２２日（水）午前９時３０分から （予定） 

１７．第１回定例会の会期について  

   ○ 会  期  平成１８年３月２日（木）～３月２４日（金） ２３日間 

   ○ 議事日程  別紙（案）のとおり 

○ 一括議題とする議案 

① 議案第９号～第２２号、第２５号～第２７号、第３０号、第３１号、第３３号、第３４号  

      （予算等審査特別委員会付託） 

               平成１８年度各会計予算、予算関連議案 

     ② 議案第３５号～第３５号           町道路線の認定、廃止（一括採択） 

１８．「申し合わせ」事項の追加について 

１９．議長の諮問事項について  

２０．その他の事項について  

 

 

○会議に付した事件 

 協議事項 （平成１８年第１回 白老町議会定例会 関係） 

１．提出議案  

（１） 町長提案（４６件） 

 ・ 施 行 方 針    ２件（町政執行方針、教育行政方針） 

・ 承     認    ２件（専決処分（一般会計補正予算）） 

・ 補 正 予 算      ８件（一般会計、国保、老保、公共下水、臨海部土地造成、 

介護保険、養護特別会計、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） 
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・ 条 例     １５件（制定２件、一部改正１１件、廃止条例２件） 

・ 町道路線の認定・廃止  ２件 

・ 指定管理者の指定   ５件 

・ その他              （町長行政報告） 

                 

（２） 議会関係（１６件）  ※意見書案を含まない件数 

  ・ 諸般の報告      ４件（議会閉会中における動向、専決処分の報告、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） 

  ・ 承     認    １件（議員の派遣承認） 

  ・ 特別委員会の設置   １件（予算東審査特別委員会） 

・ 審査結果報告     １件（予算等審査特別委員会の委員会報告）  

・ 所管事務調査報告   ２件（民生常任委員会、産業建設常任委員会） 

・ 中間報告       １件（白老港整備促進特別委員会） 

・ 所管事務継続調査   ２件（総務文教常任委員会、民生常任委員会） 

・ 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） 

  ２．町政執行方針、教育行政方針について  

３．予算の説明について  

○ 補正予算         ９件（承認第１号、議案第１号～第 8 号）     

   ○ 新年度予算       １３件（議案第９号～第２１号） 

  ４．議案の説明について  

   ○ 条例の制定      ２件（議案第２２号、第２３号） 

   ○ 条例の改正     １１件（議案第２４号～第３４号） 

  ○ 条例の廃止      ２件（議案第３７号、第３８号） 

  ○ 町道路線の認定・廃止 ２件（議案第３５号、第 3６号） 

  ○ 指定管理者の指定   ５件（議案第３９号～第４３号） 

    

※ 附則説明の省略～議案説明による 

   議案第２９号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

※ 議員の除斥について～団体の役員（直接利害関係のある事件） 

   議案第４３号 萩野公民館の指定管理者の指定について 

５．諸般の報告について  

○ 議長の諸般の報告  

（議会閉会中における動向、専決処分の報告（地方自治法第１８０条）、 

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） 

○ 町長の行政報告 

  ６．代表質問について 

○ 通告書の提出  ３月 ７日（火）   通告 １０時 締切 

○ 代表質問順番   

   ３月１４日（火） １８：００～２１：００  ① 新政クラブ 
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④ 公明党 

⑤ 町清クラブ 

        ３月１５日（水） １８：００～２０：００  ④ 日本共産党 

                              ⑤ 新風 

  ７．一般質問について 

   ○ 通告書の提出  ３月 ７日（火）   通告 １０時 締切    

  ８．議員の派遣承認について 

○ 別紙のとおり 

  ９．予算等審査特別委員会の設置について  

   ○ 新年度予算     １３件（議案第９号～第２１号） 

○ 予算関連議案     ９件（議案第２２号、第２５号～第２７号、第２９号～第３１号、 

              第３３号、第３４号） 

１０．付託案件の審査について  

○ 予算等審査特別委員会（３月２２日、２３日 ２日間）  

・新年度予算 １３件 及び 予算関連議案 ９件    計２２件 

   ○ 委員会審査報告    ３月２４日 

１１．陳情書・要望書・意見書等の取り扱いについて  

○ 陳情書 

   （１）「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書」提出に関する陳情 

   ○ 意見書の取り扱いについて 

○ 要望書等 

１２．常任委員会所管事務調査の報告について  

○ 民生常任員会 

（平成１７年第４回定例会）～環境基本計画の方向性について 

   ○ 産業建設常任委員会 

（平成１７年第４回定例会）～漁業進行について 

１３．所管事務調査の継続調査について  

○ 総務文教常任委員会 

 （平成１７年第４回定例会）～小中学校適正配置について 

○ 民生常任員会 

（平成１７年第４回定例会）～ 介護保険制度について  

１４．特別委員会の中間報告について 

○ 白老港整備促進特別委員会～新年度予算関連 

３月 ３日（金） 予算関連説明の前に報告 

 １５．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  

○ 総務文教常任委員会 

○ 民生常任委員会 

○ 産業建設常任委員会 

○ 議会運営委員会 
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１６．追加議案に伴う議会運営委員会の開催について  

○ ３月２２日（水）午前９時３０分から （予定） 

１７．第１回定例会の会期について  

   ○ 会  期  平成１８年３月２日（木）～３月２４日（金） ２３日間 

   ○ 議事日程  別紙（案）のとおり 

○ 一括議題とする議案 

① 議案第９号～第２２号、第２５号～第２７号、第３０号、第３１号、第３３号、第３４号  

      （予算等審査特別委員会付託） 

               平成１８年度各会計予算、予算関連議案 

     ② 議案第３５号～第３５号           町道路線の認定、廃止（一括採択） 

１８．「申し合わせ」事項の追加について 

１９．議長の諮問事項について  

 ２０．その他の事項について  

 

 

○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         委員外議員 根 本 道 明 君 

 議 長  堀 部 登志雄 君               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 

助     役  三國谷 公 一 君    総務課長    白 崎 浩 司 君 

経営企画課参事  辻   昌 秀 君    総務課主幹   五十嵐 省 蔵 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） 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。 

 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） おはようございます。本日の議会運営委員会ですが、お手元にレジメ示し

ていますとおり、平成１８年第１回定例会の議案の説明をする予定でございます。 

現在、町長からの提案に係るものとして４６件出てございます。それから議会関係としまして、まだご

審議いただいてございませんけれども、意見書を含まないで１６件という予定になってございます。以上

であります。 

○委員長（大渕紀夫君） なお、委員外議員である玉井委員につきましては、５分から１０分程度遅れる

ということの連絡が入っております。それでは、早速協議事項に入りたいと思います。 

提出議案のほうから進めたいと思いますので、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 従前ですと、提出議案のほう予算の関係を先に説明しまして、それから一般

議案の説明ということなんですが、この場をお借りしまして一般議案の議案２5 条の職員の給与条例の改

正が出ておりますが、それに関連いたしまして、昨年人事院勧告から出ておりました給与制度の関係を先

に説明させていただきたいというふうに思います。 

 新給与制度の概要ということで、資料配付させていただいておりますのでご覧いただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 予算説明の後ろについていると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今配ったそれの 4 番目くらいに入っております。今日配付した資料でございま

す。よろしゅうございますか。はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） それでは、この機会に議員の皆様のほうに新給与制度の考え方についてご説明

を申し上げましてご理解をいただきたい件がございますので、よろしく願い申し上げたいと思います。 

 今、２５号議案関連ということで申し上げましたけれども、今定例会に２５号議案で継続的に行ってお

ります職員の独自削減の分の議案を提案させていただいております。合わせて関連いたしますが、今総務

課長のほうから話がありましたように、２００５年秋の人勧におきまして、地域給の導入を柱とする新し

い給与制度の考え方が示されておりまして、これを受けまして町では現在、人勧を基本尊重に本年４月か

らの実施に向けて職員組合と鋭意協議を進めているところでございます。給与制度の詳細はお手元の資料

の通りでございまして、後ほど詳しくご説明させていただきたいと思いますけれども、この度の改正は約

２０年ぶりの大改革と言われておりまして、全国一律の給与体系から、初めて地域ごとに差をつける、い

わゆる地域給という考え方が導入されていること。それから、あるケースでは４３歳で定昇がストップい

たしまして、以降定年まで昇給なしという例。それから、若年層ほど影響が大きいなど、現行制度と新給

与制度との比較では、生涯賃金で約２１，０００，０００円もの引き下げとなるというケースが想定され

ておりまして、職員にとっては大変大きな問題・課題を含んだ制度というふうに認識をしております。こ
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のことから、現在労使の十分な協議が必要との判断で精力的に組合との交渉を進めておりますけれども、

ひとつは他の自治体も同じように困惑しているのですが、新制度の具体的な運用を定める人事院規則とい

うものがございますが、これが２月１日に示されたということで、この１ヶ月間の中では組合との具体的

な内容を公表するにあまりにも時間がないということ。  

２点目といたしまして、この４月から新制度を導入した場合には、人件費といたしましては全会計で約

２２，０００，０００円の減が見込まれますが、本町においてはご案内のとおりこれから議案２５号でも

ご説明申し上げますが、この独自削減では、約５８，０００，０００円の人件費の減となっており、独自

削減が新給与制度を大幅に上回っているなどの理由から、現段階ではこの調整が整わなくて、結果として

労使協議が整っていないという状況にございます。 

結論なんですが、このような状況から、この度の取り扱いといたしましては、議案第２５号による独自

削減を優先させていただきまして、この４月からの新給与制度の導入は見送らせていただきたいというふ

うに考えてございます。それで、今後ですけれども、本年度見直しを予定しております財政改革プログラ

ムでの位置付けを含めまして、労使において協議を整えてその上で新給与制度を導入させていただきたい

と。そういう考えでおりますので議会のご理解を賜りたいということでございます。 

制度の内容につきましては、このあと資料に基づいて詳しく説明させていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは、お配りしました資料に基づきまして今回の新給与制度の概要につ

いてご説明申し上げます。 

 １点目には、今回出ました新給与制度の基本的な考え方でございます。前段で書いてありますが、後段

の従前の「年功序列的な給与制度から、職務・職責・勤務実績に応じた給与制度移行を図る。」というこ

とで、２点目に書いてある改正内容が提示されました。  

 大きく分けて（１）～（３）の改正でございますが、  

（１）給料表及び給料制度の見直し 

 ① 全体として給料表を４．８％引き下げ 

 ② 高年齢層の昇給を抑え、若年層の引き下げをしないで、給与昇給カーブをフラット化する。 

   １～３級（若い職員） ０％、４級（係職） ２～３％、５級（係長職）４．４～５．１％、 

６級（係長職） ５．４～７％、８級（課長職） ７％ 

 ③ 級の統合 現行１～８級を１～６級に改正、これについて図表２ページ（１）で現行と新旧の比較

を記載してございます。 

 ④ 号俸の分割  現行の１号俸を４分割し、新１号俸～新４号俸と４分割するという内容です。この

表も２ページ下段にありますが、（３）のイメージ図のとおりです。 

 ⑤ 枠外昇給（特号俸）の廃止 

   給料表の号を超えて、現在は定期昇給といいますか、１８月、２４月、これで昇給させているので

すが、これを全面的に廃止するということで、最高号俸 ６級２４号俸、７級２２号、８級２１号

俸になると、これ以上枠を超えられないということです。 

（２）地域手当及び広域移動手当の新設 

   地域手当 ３％～１８％の中で６区分しております。広域移動手当としては３％～６％、３％ある

いは６％ということで２区分しています。 

   地域手当は地域によって民間との給与格差があるということで、北海道の場合は、北海道・東北で
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民間の給与を設定していますが、これを採用しました給料表ができております。大都市圏について

は、この分の上乗せとして３％～１８％を手当として上乗せすると。 

   広域移動手当も、移動で６０ｋｍ～３００ｋｍ未満の場合は３％上乗せ、３００ｋｍ以上の場合は

６％上乗せするというような手当を新設するということでございます。 

   このイメージとしては２ページの（２）これの右側の欄のとおり国のほうでは給料平均４．８％引

き下げまして、この原資を持って地域手当と広域移動手当に充てるという内容でございます。 

（３）勤務実績の給与への反映（能力給制度） 

 ① 特別昇給と普通昇給の統合（特別昇給の廃止） 

   現在、１５％の枠内で行える特別昇給を廃止 

   勤務実績による昇給上乗せに変更 

 ② 昇給区分を５段階に 

   Ａ 極めて良好（新８号俸） 

   Ｂ 特に良好（新６号俸） 

   Ｃ 良 好 （新４号俸） 

   D やや良好でない（新２号俸） 

   Ｅ 良好でない（昇給なし） 

 ③ 昇給期の統一 

   現在の年４回（４月、７月、１０月、１月）を１月１日の１回に統一（人事評価をすることを含め

る。） 

（４） 改正の経過措置 

① 給料表の引き下げによる現在給料額の保障（新旧給料月額の差額を支給） 

② 平成１８年度～平成２１年度までの間、昇給幅を新１号俸抑制、良好であれば新４号俸いきますが、

新１号俸抑制するの良好であっても３号俸しかいかないと．これを４年間すると１号俸結果的には

抑制になるという形になるものですから、その部分を４年間で実施するという内容でございます。 

２ページ以降の説明になりますが、先ほど説明と重複する部分がありますけれども、図表によって説

明しますので、先ほどの分からない部分あったかと思いますけれども、図表によって説明いたします。

五十嵐主幹の方から説明させていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、五十嵐主幹。 

○総務課主幹（五十嵐省蔵君） 説明させていただきます。２ページ目をお開きください。３ 改正内容

詳細説明ということで、（１）級の統合です。先ほど説明しましたが、上の表が現在の１級から８級まで

の給料の級になっております。 

役 職 係 員 係 長 主 幹 課 長 

現 行 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

↓ 

役 職 係 員 係 長 主 幹 課 長 

現 行 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

※ 課題は、昇格する回数が少なくなることから、昇格するたびに給料の額の若干の上乗せがあります。

それが、昇格する回数が少なくなるので昇給メリットが少なくなるということがあります。 
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（２）給料表の平均４．８％引下げということで、左側が現行です。市町村、国においても給料額があ

りまして、国においては給料額の上に１２％の調整額があります。それが、改正後に市町村のほうを見て

いただきたいのですが、４．８％下がります。市町村は下がったままです。国においては４．８％下がり

ますが、地域手当てというのを同時新設いたしまして、３～１８％の 6 区分で支給するということになり

ます。それからもうひとつが３～６％の広域移動手当ということで、※印にありますが、課題は国におい

ては地域手当等で増減なしとなります。国では給与原資の配分変更ということで、給与総額の中味に配分

変更という言い方をしておりますが、市町村においては４．８％の引下げという実態になります。４．８％

というのは、官民格差が平成１４年～１６年の３カ年を平均にしました、北海道・東北が一番低かったと

いうことでそれに合わせた数字でございます。 

 （３）号俸の分割と特別昇給廃止、能力給イメージなんですが、先ほど白崎課長も説明しましたが、定

期昇給の１号俸というのは左側にあります。それが右側のように新１～４号俸という４区分に分割されま

す。現在定期昇給１号俸以外に、特別昇給というのが１５％以内で１号俸認められておりますが、それが

新給与制度によりまして、今度勤務実績により昇給ということになります。右側の矢印なんですが、今ま

での１号俸、新しい新４号俸というのが今まで通りの４号俸、それから特に良好というの新２号俸ですね、

今までの０．５号俸分上乗せということになります。それから極めて良好というものが今までの特別昇給

１５％枠内１号俸と同じ新８号俸となります。 

 これから制度の改正をするわけなんですが、実際は極めて良好、例えば５％ですとか、特に良好１０％

以内という％の配分になっています。そうしないと給料表総額を超えてしまう可能性がありますので、一

応％で枠を決めると思います。 

 右側の良好でないというのがあります。これ勤務実態がよろしくないという職員ですね。あともしくは

戒告・訓告等の処分を受けた職員となると思います。それから、昇給しないという職員もおります。これ

は懲戒処分を受けた職員が対象になると思いますが、この辺の最終の詰めを今後していく予定です。 

 続きまして３ページ目です。（４）勤務実績導入後の昇給イメージということで、勤務実績導入という

のは能力給ということです。左側に現行の昇給があります。この例では、６級９号俸が平成１８年ですよ

と。それから毎年定期昇給しまして平成１９年は６級の１０号俸、平成２０年６級の２０号と上がってい

きます。それが、勤務実績、能力給の導入後についてはＡさん、Ｂさんという２例を示しておりますが、

良好の新４号俸ずつ昇給した場合には今までどおりの昇給と同じになっております。Ｂさんという方は１

８年度においては極めて良好の８号俸、今でいう特昇を受けた職員ということですね。それが１８年でい

きますと８号俸増額となります。１９年については特に良好で６号俸昇給した場合ということです。Ａさ

んの場合は１９年では４級３２号俸ということになります。ところがＢさんの場合は平成１９年４級３８

号俸ということで、今までの号俸で比較すると１．５号俸ほど多くなるということになります。これはあ

くまでも参考例ですのでこのようになるかどうか別としまして、こういう昇給イメージということです。 

 続きまして、（５）現在給料保障イメージということで、先ほど白崎課長が「現在給料額を保障します

よ」と説明しましたがその説明です。これは、新４号俸の良好で昇給した場合ということで説明させてい

ただきます。現行の昇給左側にあります。平成１８年６級９号俸があります。３２８，４００円です。そ

れが一度右側の改正後の昇給、平成１８年４級２５号俸３１２，６００円に置き換えられます。 

 右側の例を見ていただきたいのですが、平成１８年４級２５号俸３１２，６００円です。実際は現行の

給料額は３２８，４００円です。差額が１５，８００円になります。この１５，８００円を保証しますと

いうことです。それで平成１９年度にいきます。一度下には下がりますが昇給はしていきます。平成１９
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年度については４級２５号俸から４級２９号俸に良好で新４号俸昇給します。そうすると給料額が３２０，

９００円になります。もともとの給料額３２８，４００円の差額が７，５００円でます。これをまた保障

しますよということで、実際は１８年、１９年は３２８，４００円の給料額となります。平成２０年度に

おいては４級３３号俸になります。そうなると給料が３２９，１００円で３２８，４００円を若干超えま

す。これから通常どおり、良好でいくと新４号俸ずつ昇給していくということになります。※印にも書い

てありますが、現行で６級９号俸（３２８，４００円）の者は、新４級２５号俸（３１２，６００円）ま

で下がりますが、現行の給料額３２８，４００円に達するまではその差額を補償するものです。 

（６）課題等になっておりますが、今言われております課題があります。 

 ａ 現在継続している独自削減（７／８級▲４．０％、５／６級▲２．５％、３／４級▲１．５％、１

／２級０．５％）との整合性をどうするか。平成１８年単年度分では独自削減が全会計▲５８，０

００，０００円、新給与制度を実施した場合には効果額▲２２，０００，０００円。 

この２２，０００，０００円というのは、先ほど（５）で説明しましたが、現在給料保障イメージで

現給保証ということになります。ということは昇給しない者が出てくるということなんですが、それを

昇給しない分の効果額ということです。実際は１～４級の始めくらいまでは昇給していきます。４級の

始めのほうから課長職の８級までが大体が何年かの昇給停止に入っていくという形になるという効果、

それがこれです。 

ｂ 試算では４３歳程度で昇給停止となる。（定年まで昇給なし） 

これは別なグラフで説明させていただきます。  

 ｃ 若年層については最高号俸が７％引き下げられていることから影響が多き 

 例えば２０歳の職員については、将来最大７％の引き下げ額までの達しますので、その影響がもろに出

ます。 

 ｄ 高年齢層は現給を保障されるので削減率は７％になるが、実際の削減率は低い 

例えば私のように、現給保障をされる者については、現給保障ある程度の給料までいっていますので、

削減額は７％まで達しないと。３～４％くらいで止まってしまうということになります。  

ｅ 若年層にとっては、現行給料制度と新給与制度では、最大２１，０００，０００円程度の生涯給与

額の差になる（退職金、年金にも影響あり） 

ｆ 国との比較では、白老町の平成１７年度のラスパイレスは９４．７％である。実際は５．３％下が

っております。 

最後の４ページ目のグラフを説明いたします。これ現行の６級、係長職まで昇給するということで試

算したものです。新給与制度で良好の新４号俸で昇給させた場合ということで理解していただきたいと

思います。上の●がついている線グラフが現行の給料制度です。これは２３歳から始まっていますが、

２３歳で１８０，０００円弱くらいから最高が４２０，０００円を超えたくらいまで到達するというラ

インで、下の▲のついた線グラフが新給与制度のラインでございます。２３歳１８０，０００円弱くら

いから始まりまして、これでいきますと６０歳で最高号俸が３９１，２００円と一番右側になると思い

ます。これが新４級の９３号俸ということになります。  

 その上の四角の吹き出しの中にありますが、現行の給料表でいきますと６級２４号俸が最高号俸で４

１５，３００円と、その差約２３，０００～２４，０００円でしょうか。という差が出るということです。

但し、現行で枠外昇給という２４号俸を超えた昇給を１８月、２４月で昇給しておりますので、実際は４

２５，０００円程度の係長職がいるのが現状でございます。ただ、今後は下にありますように３９１，２
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００円が最高号俸ですのでこれ以上あがることはないということになります。 

それで、横に点線が３本あると思います。３６歳３年間昇給停止という点線があると思いますが、３６

歳の職員については、上の●の線でいっています。これでいくと給料が３１０，０００円くらいでしょう

か。ところが、新給与制度になると３年間の昇給停止、先ほどいった現給保障で３年間程度昇給停止をし

まして、４０歳くらいで新給与制度の線にぶつかります。それから新給与制度のラインに入っていくとい

う形になります。 

２番目の真中の点線については４０歳の職員です。４０歳の職員は、上の線でいって３８０，０００円

弱の給料になっています。それが、約６年間ほど昇給が停止しまして、４８歳くらいになって新しい給与

制度のラインに入っていきます。 

一番上の点線です。４３歳の職員については現在給料が３９１，２００円の新給与制度の最高号俸を超

えているということなっております。ですからこの方は定年まで１７年間程度は昇給しないでこの給料で

すということになります。一応参考ですで、多少の年齢の差はあります。 

それと、一番左の下になります。２３歳の生涯賃金で先ほど説明しましたが、これでいくと２１，００

０，０００円程度の差、３０歳では１９，０００，０００円、５０歳となりますと、だんだん現給保障が

されていきますので少なくなっていくということになっております。５５歳以上は現在昇給停止しており

まして、現給保障されるので影響はないという形になります。以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、新給与制度の概要についての説明がございましたけれども、この場で

聞いておく必要があるというようなことがございましたらどうぞ。吉田正利副委員長。 

○委員（吉田正利君） 給与システムの説明はよく分かりました。これからのシステムとしてはこのよう

の方法が正当だと思います。それで、このシステムを評価する評価方法についてはどうなんでしょうか。

給与を評価する評価システムはどのような方法を取るのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今回資料等の説明をしましたけれども、一番最初の基本的な考え方にもあり

ますとおり、職務・職責・勤務実積に応じて給与制度を考えているということと、合わせてそういうこと

とで、昇給の評価が変わってくるということで、その根拠となるのは人事評価なんです。人事評価を給与

に反映しましょうと。勤勉手当にも反映しましょうという形になっていますので、これについては人事評

価も、これには導入してセットで新給与制度を構築するという形になっております。 

合わせて追加させていただきますけれども、給与制度のほうは国のほうの人勧では 4 月１日の導入です

が、そういう形で試行で人事評価を入れまして、昇給期が１月１日に統一するということで、これについ

ては１９年１月１日に人事評価制度の評価をするという形にはなっております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、五十嵐主幹。 

○総務課主幹（五十嵐省蔵君） 今課長が説明しましたが、若干説明させていただきます。 

 給与制度については先ほど助役が説明いたしましたが、今の現状でいくと 4 月１日導入に間に合わない

ということで十分な協議を今後していくと思います。それで、組合関係等と合意がありまして、給与制度

改正ということになりますが、勤務実績によった能力給については、昨年から議会等でも言われておりま

すが、今年４月から目標管理制度に基づいたシートの試行はしていきたいということで考えております。

それを１年行いまして検証して、それから運用していきたいと考えておりますので、給与制度の導入と能

力給の導入時期が若干ずれることになると思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利委員よろしゅうございますか。加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） １ページの２改正内容のうちの（２）地域手当及び広域移動手当、これは数字の

とおりなんだけれども、白老町においては該当しないとこういう説明があるのだけれども、東北・北海道

が官民格差が非常に大きいというようなことからいけば、白老がなぜこの対象に該当しないのか、そのあ

たりはどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今ご質問のあった部分その通りで、資料にも書いていますけれども２ページ

（２）※印２つのところに書いていますけれども、官民格差が一番大きいというのは、北海道・東北地域

だということで、その差額分を持って－４．8％で定めたのが新しい給料表なんです。この部分はいわゆ

る官民格差の部分としての４．８％ですから本給どおりですよと。ただ、大都市圏に行くとその官民格差

が狭くなりますから、その部分として地域手当として上乗せしますよというのが２ページの右側に書いて

いるところなんです。 

 北海道・東北については地域手当というのは加味しませんよということなんです。もうひとつ追加する

と先ほどの広域移動手当も、白老町については特に移動ありませんので、これもについても全然該当して

こないと。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 大体分かるのだけれども、しからば国家公務員の場合は、広域移動手当はわかる。

例えば本州から北海道へくるというようなこともあるのだろうけれども、国家公務員だけは地域手当がつ

いているというのはどういうふうに説明されるのですか。国の場合は地域手当が対象になっていますね。

３％～１８％つくようになっている、これはどういうふうに解釈したら良いのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 国家公務員だけということではなくて、白老町が該当しないということは、

大都市圏、例えば北海道でいう札幌市だとかですね。こういところは地域手当の先ほど３～１８％の 6 区

分ありましたけれども、その部分の札幌では３％がつくと、白老の場合はそういう地域手当の対象地域に

なっていないということでない。給料だけで手当はつかない。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） もう少し追求したいのですが、北海道の中で地域手当のあたるところとあたらな

い地域があるわけですね。例えば胆振管内はだめだとか、そういうのはあるのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 北海道の場合は札幌だけです。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員よろしゅうございますか。ほか、はい山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほど人事評価システムのお話が出たのですけれども、人事評価システムをです

ね、導入した場合においてもこれだけ長い期間の昇給停止、特に４３歳の方はものすごく長いですね。４

０歳の方も長い、３６歳の人でも３年間も昇給停止と。こういうことにおいては逆に僕は士気の確保とい

うのが難しいのではないかのかと。人事評価システムを入れて、やはり効果を出すためにはこんなに長い

期間、昇給停止というのはいかがなものかなというふうに感じるのですが、その点についてどのように考

えられていますか。 

○委員長（大渕紀夫君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） おっしゃることはそのとおりだなという部分はあります。確かに従前でした

ら、現行の制度でいきましたら定期昇給ということで、１年１年通常の業務をやっていれば定期昇給にな
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っていくということなんですが、今４．８％落ちますのでその部分での昇給停止は、この事例として 6 級

までの話しですけれどもあると。これが、例えば 7 級にいくということは管理職になると、主幹職になる

とかですね、そういう部分で昇格していくと違う給料表にいきますから、その部分では早く到達するとい

うことがありえますので、今これはそのまま推移した場合ということなものですから、今の 6 級というこ

とは係長職でずっといった場合ということなものですから、最大こういうふうになるよということなんで

す。確かにいわれるとおり、働いても働いても昇給しないというのでは、大変士気に影響する部分がある

のかなというふうには抑えております。 

 当然そういう人事評価の中で、これは全員が特に良好とか、新 6 号俸とか新 8 号俸、これは配分があり

ますので全員がいくということではなくて、通常であれば良好な形で 4 号俸ですか、そういうような形で

ここの計算通りな形でですね、良好に行くという形になると思いますけれども、いずれにしても人事評価

システムの中では、前から委員会の中でもご説明しましたけれども、頑張った人にはそれなりの評価を与

えるということが人事評価もそういう制度の中では進めたいというふうに思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 能力給についてお伺いしたいのですけれども、これは評定の段階でいろいろ内容

があると思うのですが、これは今現在、評定する場合に絶対評価と総体評価というのがありますよね、町

の場合は、今言った絶対評価のほうで査定していっているわけですね。その辺ちょっとお伺いします。現

在とこれからも含めて。 

○委員長（大渕紀夫君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 先に現在のほうを言いますと、現在人事評価制度ということで制度を導入し

た形は入れておりませんので、現在そういう評価はしていないと。これから導入するというのは、先ほど

いいましたとおり、総体の給与費を増減することにはいきませんので、極めて良好が何％、それから良好

が何％、特に良好が何％、ということで全体の割合を決めますので評価としては総体評価になるというこ

とになると。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ほか。はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 人事評価制度、これについての評価する項目等については、一定の国からの人

事院の基準があるのか、それともそれぞれの町で項目的にそれを全部決めて、そして評価するのか。それ

が 1 点と、今言った総体評価だから一番上が例えば 5％あれば、一番下も５％と、中心が半分であると、

そういうような形で決まるわけですね、％というのは。その 2 点。 

○委員長（大渕紀夫君） 五十嵐主幹。 

○総務課主幹（五十嵐省蔵君） 1 点目の評価については国から示されているのかというところですが、

国家公務員の人事評価については通知等は来ておりますが、他の市町村、県等を見ますと、独自に作って

いる例が多いです。うちのほうも独自にやると思います。 

 それからもう1 点が、先ほど資料のほうで説明しましたが、極めて良好が例えば５％ですよと、特に良

好が１０％ですよと、残り良好が例えば８５％。それ以下については例えば訓告だとか、戒告だとか、勤

務実態がすごく悪い職員ということになりますので、どちらかというと給与比でいきますと、良好と特に

良好と極めて良好で給与費を形成していくことになると思いますので、それでいくと給与額はこういうこ

とはないと思います。という回答でよろしいのでしょうかね。 

○委員長（大渕紀夫君） はいほか、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） もう一度聞きたい。今のところ評価というのが非常に難しいと思うのだけれども、
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良好でないとかというのは処分を受けたとかという現実の問題があるから分かるのだけれども、ただ単純

に出席率が良いから上がるのだとかという、仕事に対する実績というか、非常によい効果があったとかな

んかという抽象的な問題になるのだけれども、まじめに出勤しているということは、はっきりしているか

らわかるわけなんです。だけれどそれ以外の、ノウハウについてはそのあたりの評価についてはどのよう

に考えておられるのかね。 

 今後の問題として、それはどうですか。項目があるんですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 五十嵐主幹。 

○総務課主幹（五十嵐省蔵君） あとで説明する機会があると思うのですが、今は私のほうで考えている

のは勤務実態による調査、執務態度、能力等によるということで、実際は目標管理シートというのを目標

管理というのでしょうか。行政管理というのを主に評価の基準になっていくと思いますが、それは自分の

仕事の、例えば最優先目標を決めさせる。その中でそのウエイトを決めさせる。ということを目標を確認

させて、それによって評価をかけるというやり方をしていきたいと思っております。 

 評価者の面接等によって、評価をかけていくというような形を考えております。今時点では大ざっぱな

説明で申し訳ないのですが以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そういう基準的なものは、これは当然必要なことなのだけれども、人間が人間を

評価するものだから、そこに非常に難しさがあると思うのですよ。そのあたりきちんとしないと、好きだ

から上げる、嫌いだから、そういう単純な問題ではないのはよく分かるのだけれども、そのあたり十分注

意しないと、人間と人間ですからいろいろ違うと思うのですよ。考え方とか態度とかね。たまたま良い課

長に会う場合と悪い課長に会う場合、そこまでいっては悪いのだろうけれども、にらまれている課長と好

かれている課長と、いろんなことがあると思うのだけれども、そのあたりスタンダードにきちんとした線

は引いて誰が見ても良いというような形にしてもらいたいなという希望なんだけれども、そのあたりどう

ですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 昨年の総務文教常任委員会の中でも、基本的な考え方というもので説明させ

ていただきました。当然今加藤委員さんの懸案される、恣意的に評価がされないかどうかということだと

思いますけれども、当然制度として確立するということですから、その評価基準に基づいて上司が評価す

ると。これについては、評価するほうもですね、やはり一定の習得するまでの研修も必要でしょうし、評

価されるほうもですね、これは自分がどう評価されているか、評価者も評価される側もお互いに納得する

というのが必要だと思います。これについては、評価される側も自分がどう評価されているかということ

も知りえるといいますか、教えてもらうといいますか、そういうことも当然制度の中に入れていきたいと

いうふうに思っています。 

 当然人が人を評価するということが、非常に難しいよというのは、総務文教常任委員会の中でもご意見

はありましたし、私どもも非常に難しい仕組みなのかなと。そこをどう、制度の中で組み込んでいくかと

いうのが、やはり評価制度の視点になるのかなというふうに思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 総体評価の場合、ちょっと心配があるのですけれども。例えば前の年が非常に評

価がよくて、極めて良好というような状態できて、次の年にものすごく成績になるというそういうケース

というのは非常に少ないと思うのです。ということはどういうことかといいますと、総体評価でもって良
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く評価をさせたと、それがずっと引きずっていかないかという、そういうことが非常に心配ではないかと

思うのですよ。この辺についてどうですか。 

○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） 今現在具体的に評定調書とか、先ほど大枠でいいました何％枠とか、という

形では国のほうではきています。うちのほうも基準を決めまして、その評価をするという、これから具体

的に詰めていかなければだめかと思っていますけれども、今懸念される目標を定めた中で評価するわけで

すけれども、今言われたとおり極めて良好だとか、特に良好だとか、という評価が連続いかないかという

ことだと思いますけれども、1 年、1 年、それは今回の評価の中で、評価者とその制度を熟知した中で、

評価していきたいというふうに思っていますので、まだちょっと具体的に評価制度も固まってはございま

せんので、適切な答えにならないかもしれませんけれどもね。そういう中での、評価制度の中で評価を設

定していきたいというふうには思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか、ほか。1 点だけ、さっき山本委員が発言された件なんですよね。

私もそこのところが極めて重要な部分だなと。もちろん給料は保障されるわけだからね、そこは十分承知

しているのだけれども、例えば４0 歳、４３歳。このくらいの人たちが新５級、６級ですか、新４級以下

の人だと思うから、割合としてはどれくらいの人が５級、６級にいけるような状況になるんですか。今多

分新４級でつまっている部分がここらへんだと思うのだけれども、その人たちが仕事に対する意欲を失う

とですね、白老の役場はとんでもないことになるのではないかと私は思うのですよ。 

 問題は、その新５級、６級にいける人がどのくらいの％でいるのかということは大体でも分かります。 

○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） 今手元に資料を持ってきていないのですが、今現在一般事務職でですね、い

わゆる管理職といわれる主幹・課長が全体の２２～２３％なんです。他の問題も入ってきますけれども、

やはり団塊の世代を含めてですね、５０歳代で占める割合が非常に高くなってきているということで、今

他市町村と比較して若干白老の管理職の占める割合が多いんですね。そういうことでいうと、やはりこれ

から退職していかないと、ポストの問題がありますので、なかなか下の人たちがあがっていくポストがな

くなってくると。 

私たち他の問題で今やっていますけれども、今５５歳以上の高年齢者といいますか、その課長さんたち

が係長になった年齢、それから主幹職になった年齢、課長職になった年齢を比較しますと、今現在やっぱ

り１０歳くらい遅くなっているというような状況なものですから、やはりそこら辺は今ご指摘のとおり、

非常に今の４０歳代の人たちが昇格するというのが、非常に厳しくなってきているのが現実なのかなとい

うふうに思っています。そういう中でそれでは５級にいかなければずっと横滑りなのかというような問題

も、やはりひとつの大きな問題、課題なのかというふうにおさえております。 

 今後、それを早急に、１年で解決するというふうにはならないと思いますけれども、その要因としての

ひとつには組織・機構をコンパクトにして、ポストの縮減も図りましたし、そういうことで言えば、ひと

つには役定の問題もありますし、そういう中では長期的な、年数をかけた中で解決していかなければだめ

なのかなというふうに、現在若い人たちの昇格の年齢というのが課題になっているというのが実態です。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました良いです。ほか。はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） この表を見ても昇給制度というのが分からないので、誤解して聞くかもしれない

のですが、３ページの６級９号俸の３２８，４００円という人が差額保障がされるというのがありますよ

ね。その上の説明で、極めて良好のということは、その人材として逸脱してがんばったというのがあると
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思うのですが、そうすると差額補償するということは、極めて良好でポント昇給の額が上がったときに、

上がらなくても保障をさせるというのがあるということはね、その昇格が本人にとってはどうなの。その

裏の４ページからいくと、ある程度金額が上がってしまうと昇給停止になるというのがありますよね。 

そうすると、すごい頑張ってポンポンとあがったけれど、ある程度になったら昇給停止が早くくるとい

う計算にはならないのですか。見ていてちょっと思ったんですけれども。 

○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） 今言われているとおりなんですね。先にいった、３ページの（５）のイメー

ジのとおりですね、これは通常良好ということで４号俸ずついくと。今のもらっている給料を超えないま

では、今の給料の分まで保証しますよということは、逆に言うとそれ以上給料が上がらないということで

すね。１年も２年も。 

 本来左の図のとおりですね、現行制度でいくと１年に一度ずつ上がりますから、平成２０年では３４６，

８００円のところまでくるのですけれども、新給料表でいくと平成２０年でいうと３２９，１００円のと

ころまでしかいかないということを説明する表なんですね。 

 それと後段でいいました、例えば特に良好ですよで６号俸いくと、極めて良好だよと８号俸いくという

ことは、今の現在の給料よりも超えてしまうと、もう新給料表のほうへいきますから、これが６号俸、８

号俸ととんとんとんとんいっちゃうと、もう給料表の枠の中に、最高号俸にきますから、先ほど説明した

とおり枠外の昇格はありませんので、それでストップとなります。 

 ただ、考えられるその人はやはり昇格すると思いますね。昇格すると係長でもらっていた給料のひとつ

上にいきますので、それを新５級のほうの給料表で上がっていく。本当にそういう優秀な人は課長に上が

っていくという形になると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、よろしゅうございますね。それでは、新給与制度の概要については以上

を持って終わります。続きましてもうちょっとやります。 

 それでは、補正予算案の概要についてお願いいたします。はい、経営企画課辻参事。 

○経営企画課参事（辻 昌秀君） 私のほうから、補正予算ということですので、承認第１号～議案第８

号まで、別紙で補正予算の概要という資料を説明します。（補正予算説明） 

○委員長（大渕紀夫君） はい、補正関連の議案の説明がございました。この際聞いておくべきことがご

ざいましたらどうぞ。ありませんね。それでは暫時休憩いたします。再開を２０分といたします。 

 

休  憩 （午前 １１時１０分） 

 

再  開 （午前 １１時２０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。 

 平成１８年度白老町各会計予算案について、辻経営企画課参事。 

○経営企画課参事（辻 昌秀君） 私のほうから、議案の第９号～第２１号までですね。各会計の当初予

算について一括してご説明させていただきたいと思います。 

 説明資料のほうは、予算の概要を先日事前にお配りしておりますけれども、予算の委員会の中で詳細の

説明をいたしますので、議運の中では総括的に説明させていただきたいと思います。資料のほうは今日お

配りの資料で、平成１８年度白老町各会計予算総括表、裏側が一般会計になっていて若干説明資料になっ
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ていますけれども、これでご説明させていただきます。  

 この総括表につきましては、先日事前に郵送してございます。予算の概要の１ページ目と数字的には同

じものでございます。 

 先ず、一般会計でございますけれども、予算総額は、経常経費・事業費合わせまして、９，９２８，０

００，０００円で、前年度と比較して３１６，０００，０００円、３．３％の増となってございます。こ

の内容につきましては後ほど裏面の資料でご説明いたします。 

 次、特別会計でございますけれども、国民健康保険事業特別会計につきましては２，７０６，０００，

０００円ということで、前年度対比４４８，０００，０００円、１９．８％の増となってございますけれ

ども、これは１８年度だけの伸びではなく、１７年度の当初予算自体ちょっと低い見積りをしていて、補

正予算で増額してございますけれども、一応２カ年間の伸びの要素が含まれているということで、この医

療費の部分についてはそういうことでご理解いただきたいと思います。 

 次、老人保健特別会計につきましては、３，０１１，０２８，０００円ということで、約３９，０００，

０００円の減額でありますが、ほぼ前年度並みの予算となってございます。 

 次、公共下水道事業会計につきましては１，４１４，９８７，０００円、７．８％の減になってござい

ますけれども、主に事業費関係の減額というようなことでございますけれども、計画区域を見直して、一

部地区については合併浄化槽ですね、そういうのに切り替えるというようなことから、事業費が前年度対

比で８０，０００，０００円の減となっているということが大きな要因でございます。 

 次、学校給食特別会計については７９，０３４，０００円の計上、１，４１６，０００円の減、１．８％

の減ということでございますけれども、ほぼ前年度並ということで、給与費の改定行わないでほぼ前年度

並みの予算でございます。 

次、工業団地造成事業会計３，４００，０００円ということで２３，９３５，０００円の減でございま

すけれども、長期債の償還が終了したことから主に維持管理に要する費用のみの計上となって、減額とな

っております。 

 臨海部土地造成事業会計１２，１２８，０００円、３０，６８０，０００円の減、２０．２％の減です

けれども、これは元利償還金の減額から減るものでございます。 

 港湾機能施設整備事業特別会計につきましては５０，９０４，０００円ということで、ほぼ前年度並み

の予算となってございます。 

 墓園造成事業特別会計につきましても、ほぼ前年度並みの予算額ということになってございます。 

 介護保険事業特別会計１，３１８，１７０，０００円の計上でございまして７９，０４８，０００円の

増、６．４％の増ですけれども、これにつきましては介護給付費の伸びに対応した増額になってございま

す。 

 特別養護老人ホーム事業特別会計１，１５０，４５１，０００円、前年度対比９４５，４１４，０００

円の増、伸び率で４６１．１％の増となってございますけれども、これにつきましては改築事業を行うこ

とから、前年度対比で大幅な伸びになってございます。  

 特別会計につきましては、以上でございますけれども、特別会計の総額につきましては９，８５７，６

３５，０００円。前年度対比で１，２５８，２９６，０００円、１４．６％の増ですけれども、大きなも

のとしては先ほどご説明しました特別養護老人ホームの改築事業経費、あるいは国保会計の伸びがほとん

どとなっております。 

 次、企業会計でございますけれども、水道事業会計の計のところですけれども、この計は収益的支出と
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資本的支出の合計額になってございまして６９５，０７９，０００円、前年度対比で２９，５９３，００

０円の増でございますけれども、主に増の要因としては資本的支出の事業関係の伸び、４５，２７８，０

００円。これが総合計額になってございます。 

 次、国民健康保険事業会計の計でございますけれども、これも支出の合計ですけれども、１，３３９，

９３５，０００円、前年度対比６３，９０５，０００円の減、４．６％の減ということでございます。全

体的に減額になってございますけれども、この資本的支出の中にはですね、これは前年度より減額にはな

ってございますけれども、各種検診受診者のための待合室の設置が計画されてございます。 

 企業会計の合計では、２，０３５，０１４，０００円、３４，３１２，０００円の減ということでござ

います。全会計合計いたしますと支出ベースでの合計額ということになりますけれども、２１，８２０，

６４９，００円ということになりまして、前年度と比較して１，５３９．９８４，０００円、７．６％の

増となっておりますけれども、この伸びの大きなものといたしましては、先ほどご説明の特別養護老人ホ

ームの部分の伸び、あるいは一般会計の事業費で４４４，０００，０００円、これは主に消防庁舎の改築

の分でございますけれども、そういうような内容になってございます。 

 次、この表の下に各会計に対する一般会計からの繰出しということで、出資金も含めまして記載してご

ざいますけれども、合計といたしまして１，３７１，６２８，０００円、増減１２２，５１３，０００円

の減、８．２％の減ということでございますけれども、経常経費分と事業費分分けてございますけれども、

事業費分につきましてはこれは特別養護老人ホームの改築の関係での一般会計からの繰出しの増という

ことでございます。 

経常経費分１３０，６４１，０００円の減につきましては、会計ごとの内訳については記載してござい

ますけれども、下水道会計で１２２，２００，０００円ほど、臨海土地造成事業特別会計で３０，０００，

０００円ほどの減ということですけれども、さらに国保の１２，６７７，０００円の減、この３つの会計

実は１７年度については３会計合わせて、赤字解消分ということで１００，０００，０００円計上してお

りましたけれども、一般会計が極めて財源難ということから、１８年度につきましては赤字解消分の計上

を見送って３会計で１００，０００，０００円ぽっきりにしてございます。国保が２０，０００，０００

円、下水が５０，０００，０００円、臨海部が３０，０００，０００円というような内訳になっておりま

す。 

下水道会計のさらに５０，０００，０００円増える減額分につきましては、元利償還金の財源として、

地方財政措置で、特別な起債の発行が制度的に出てきたということから、繰出しがその分減るというよう

な内容が入ってございます。全体的な全会計の概要は以上でございます。 

次、一般会計の部分、若干補足いたしたいと思います。裏面をご覧になっていただきたいと思います。

一般会計の予算総額については、先ほどご説明いたしましたけれども、増減額で３１６，０００，０００

円の増ということでございますけれども、このうち消防庁舎の分がございますので、消防庁舎を除きます

と、記載はしてございませんけれども、実質的には５４，０００，０００円くらいの減になるということ

になってございます。 

歳入につきましては、町税でございますけれども、増減額でご説明いたしますが、町税につきましては

固定資産税の３年に１回の評価換えによる減額などを見込んでおりまして、前年度対比で約６４，０００，

０００円２．９％の減になってございます。地方交付税につきましては、３，４２２，０００，０００円

の計上ということで、前年度の当初予算対比２２，０００，０００円、０．６％の増になっておりますけ

れども、このうちの普通交付税につきましては、実際１７年度の先ほど補正予算で計上した実績と比較し
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ますと、２％減の３，２１７，０００，０００円を見込んでございます。そのうち財源留保分ということ

で５５，０００，０００円を差し引きまして、３，４２２，０００，０００円のうち普通交付税につきま

しては３，１６２，０００，０００円を当初での計上としてございます。実績では－２％とというような

見込みですけれども、前年度の当初予算と比較すると０．６％伸びる結果になっているということでござ

います。 

国、あるいは北海道からの交付を受けます譲与税、あるいは各種交付金の総体で申し上げますと前年度

対比６８，７９０，０００円の増になってございますけれども、これにつきましては、三位一体改革によ

る税源移譲としての所得譲与税が、ほぼこの 6９，０００，０００円ほど増えるというような内容を織り

込んでございます。あと、国・道支出金につきましては、歳出見合いの関連でほぼ横ばいになってござい

ます。繰入金につきましては１１７，3２３，０００円、２５．３％の減でございますけれども、増減の

大きなものといたしましては、町債管理基金あるいはその他特定目的基金ということで、事業見合いの部

分でございます。財政調整基金につきましえては、前年度ほぼ同じ水準の２５８，３７６，０００円の繰

入を見込んでございます。 

町債につきましては、総額１，５０６，５００，０００円でございまして、増減額で３６６，４００，

０００円の増でございます。この中で、通常債といわれる事業充当分につきましては４１４，７００，０

００円の増を見込んでございます。これは主に消防庁舎の部分の増が大きな要因となってございます。 

その他といたしましては、前年度対比備荒資金の償還の部分について８４，０００，０００円減ですけ

れども、トータルでは５０，０００，０００円のプラスになってございます。歳入は以上でございます。 

次、歳出でございまして、経常経費につきましては１２８，１５１，０００円の減、１．５％の減でご

ざいます。給与費につきましては前年度対比で２０，５３１，０００円の減額となってございます。冒頭

ご説明した新給与制度の関係等でいきますと、前年度とほとんど同じような内容での計上ということにな

ってございますけれども、この内訳につきましては一般会計の独自削減分、全会計で５８，０００，００

０円といっていた部分が、１７年度予算のほうも減額して計上しているということで、この独自削減分に

ついてはほぼ増減の部分についてはほとんどないということで、減額分の大きなものは職員数の削減分と

いうことで、約６０，０００，０００円ほど減額要因になってございます。退職者８名、採用２名を見込

んでですね、ただ定期昇給分ということで一応２９，６３８，０００円増える要因ございますので、そう

いうものの差し引きの中で約２０，０００，０００円の減ということでございます。 

公債費につきましては、前年度対比１８，６１３，０００円の増、繰出し金につきましては先ほど、冒

頭ご説明した部分で１３０，６４１，０００円の減でございます。 

あと一般行政経費につきましては、６７４，０００円の減に留まってございますけれども、予算全体で

すね、歳出削減の見直しをしてトータル予算７９，０００，０００円ほどの削減効果というのが実際出て

はいるのですけれども、扶助費のなかで身体障害者の援助事業とか、あるいは国の制度改正で支給年齢が

拡大になります児童手当の給付金。そういう増える要因がございますので、一般行政経費についてはほぼ

横ばいということになってございます。 

次、事業費につき増しては、４４４，１５１，０００円の増ということで、この詳細につきましては予

算の概要を事前にお配りしておりますので、そちらのほうを見ていただきたいと思います。 

以上で一般会計、特別会計、企業会計の予算の説明を終わらせていただきます。 

後、本会議のなかではまだお配りしてございませんけれども、三位一体改革の影響とか、あるいは増減

の大きなものとか、そういう追加資料も調整して配付する予定でございます。 
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○委員長（大渕紀夫君） ただ今ご説明がございましたけれども、詳細につきましては予算説明、予算審

査等特別委員会がございますので、その中で細かいことについては質疑をしていただくと。今回どうして

も聞きたいということがございましたらどうぞ。 

 ありませんね。それでは予算関連は以上で終わります。 

○事務局長（上坊寺博之君） お配りしておりますレジメの訂正をお願いしたいと思います。 

 ２ページ目の４番、議案の説明という項目ですが、条例の改正２０件となってございますけれども、こ

れ１１件の誤りですので、訂正いただきたいと思います。単純な誤りですので訂正をお願いしたいと以上

です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、条例関係のご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） それでは、私のほうから一般議案の提案の説明をいたします。議案の２２号

～４３号までなんですが、先に２２号お願いいたします。 

２２号、これは白老町町民ふるさと農園条例の制定でございます。町民が農業にじかに触れることによ

り、農業への理解を深める場として、また遊休農地を有効活用することで、農業の振興と地域の活性化を

図ることを目的に町民ふるさと農園を設置するため、この条例を制定するものであります。 

位置につきましては、第２条で規定してございますけれども、字白老７９４番地―１、及び７９４番地

－４ということと、それから使用料については、１区画２５坪程度になると。１区画５，０００円という

ことで、内容はそういう内容でございます。 

次に議案２３号ですが、これは白老町障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例というこ

とで、新規の制定です。障害者自立支援法に基づき設置する白老町障害程度区分判定等審査会の委員の定

数を定めるための条例制定であります。委員の定数は第１条に規定してございますが、８人以内とするも

のでございます。 

次に議案第２４号です。これは先に説明した議案２３号の白老町障害程度区分判定等審査会の委員の報

酬及び費用弁償を定めるという内容でございます。特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関す

る条例の表の区分に７項として、先ほどいいました白老町障害程度区分判定等審査会の会長・委員の報酬

を定めるという内容でございます。 

次に議案第２５号です。職員の給与に関する条例の一部を改正する条例ということで、冒頭給与条例の

改正についてのお願いをしてございますが、今回、ここで改正の内容は、１つは、勤勉手当の支給率の改

正です。これにつきましては昨年１１月の第５回臨時会の改正で、人勧に基づきまして１２月分を０．０

５月分引き上げをさせていただきました。０．０５引き上げということで１２月分の支給０．７５月分と

改正しましたが、今回はその増額分の０．０５月分を６月と１２月に均等に割り振りするということで、

０．０２５ずつ割り振り、６月・１２月ともに支給率を０．７２５月とする改正が１点でございます。そ

れと２点目が附則で規定してございますが、給料の自主削減でございます。 

平成１７年１月から自主削減を行っておりますけれども、附則の規定が１８年３月３１日で終了すると

いうことから、これを１９年３月３１日まで延長し実施するという内容でございます。先ほどもご説明し

てございますが、自主削減の削減効果額は、全会計で約５８，０００，０００円ということでございます。 

次に議案第２６号になります。議案２６号につきましては、特別職の職員で常勤の者の給与・旅費の条

例の改正ですが、いわゆる町長・助役の給与支給の一部改正でございます。改正内容は一般職の改正と同

様でありまして、１つは先ほどいいました期末手当の支給率の改正です。昨年改正の０．０５月分引き上

げ分を、６月・１２月に０．０２５ずつ割り振って、６月期は２．１２５、１２月期は２．３２５月分の
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支給率に改正するというのが１点です。それから、附則のほうで改正しているのは自主削減の継続であり

ます。こちらのほうも附則の規定が１８年３月３１日で終了するということから、これを１９年３月３１

日まで延長するという内容でございます。 

次に議案第２７号です。こちらは教育長の給与支給の一部改正でありますが、改正内容は前議案の２６

号と同様であります。 

次に議案第２８号です。議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正ですが、改正点は先ほ

どご説明のとおり期末手当の支給率を改正するという内容で、前議案と同様でございます。 

次に議案第２９号です。白老町介護保険条例の一部改正でございますけれども、介護保険法の改正によ

り介護保険料の改訂および新たな保険料率区分の設定を行う改正でございます。条項がたくさんあります

けれども、改正内容としては今の２点でございます。 

次に議案第３０号です。白老町介護予防生活支援事業条例の一部改正でございますが、高齢者等への配

食サービス事業の利用者負担額について４００円を５００円に改正するものであります。 

次に議案第３１号です。白老町重度心身障害者及び１人親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正

でございますけれども、これにつきましても障害者自立支援法の改正に伴って、一定の要件を満たす当所

入所者を北海道と共同して実施している本町の重度心身障害者及び１人親家庭等医療費助成事業の対象

とするため、第３条第１項第３号を削除するという内容であります。 

次に議案第３２号ですが、白老町行政改革推進委員会条例の一部改正でございます。所掌事項に行政評

価に関することを加えるものでございます。このことにより白老町行政評価外部評価委員会設置要綱を廃

止し、事業効果の向上を図るため行政改革推進委員会と行政評価外部評価委員会を統合するという内容で

ございます。議案の内容につきましては、行政評価に関することを加えるということの内容でございます

けれども、このことによって委員会を統合するということで考えております。 

次に議案第３３号です。白老町放課後児童クラブ条例の一部改正でございますけれども、現在町内４カ

所にある児童クラブに、新たに虎杖浜地区に虎杖浜児童クラブを設けるための改正でございます。 

次に議案第３４号です。白老町国民健康保健病院事業の設置等に関する条例の一部改正でございます。

議案説明にもありますけれども、町立病院内にシャワー入浴させることができる特殊浴室を設置すること

に伴って、一般病床室を廃止することから、一般病床９８床を９２床に改正するという内容でございます。 

次に議案第３５号、これにつきましては町道路線の認定です。合わせて３６号は町道路線の廃止の議案

でございます。３５号の認定につきましては南仲通り以下５路線。廃止は日の出３丁目一番通り以下３路

線であります。位置図につきましては、添付の図面の通りでございますので説明を省略させていただきま

す。 

次に議案第３７号、白老町身体障害者ホームヘルパー派遣事業条例の廃止と、議案第３８号の白老町精

神障害者居宅介護等事業条例の廃止をする条例の制定でございます。いずれも障害者自立支援法の施行に

伴って、身体障害者ホームヘルパー派遣事業及び精神障害者居宅介護等事業は指定事業者が行うこととな

ることから、本条例を廃止するという内容でございます。 

次に議案第３９号～４３号までの５議案でございますけれども、指定管理者制度に基づく指定管理者の

指定議案でございます。議案第３９号は白老経済センターを、４０号は白老ふるさと２０００年ポロトの

森を、４１号は北吉原ふれあいプラザを、４２号は白老町スポーツ施設及び白老桜ヶ丘公園、第４３号は

萩野公民館を、それぞれ指定管理者を指定するという内容でございます。 

以上雑ぱくですが、４３号までの提案議案の説明を終わらせていただきます。 
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○委員長（大渕紀夫君） ただ今、関係条例を含めた説明がございましたけれども、この際聞き置くこと

がございましたらどうぞ。 

ございませんか、それでは町関係の予算及び議案についての説明は以上といたしたいと思います。ご苦

労様でした。 

 議案の説明についてということで、２ページ目の４番の※印がついております。そのことについて事務

局長から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、ご説明申し上げます。議案第２９号ですが、これ先ほど総務課

長からご説明ありましたとおり、介護保険条例の一部を改正する条例でございますが、これについては先

ほど附則が３ページほどございまして、基本的には一部改正条例については、改正文を読まないで附則を

読んで議案説明で説明するということになってございますが、附則があまりにも長いということで、これ

で説明しても担当のほうではあまりよく分からないので、議案説明ないしその添付書類で説明したいとい

う要請がございました。過去にも消防の一部条例改正、国の基準が変わって附則処理する膨大な資料も、

過去には省略させた経過があるということなので、これをお諮りしたいと思っております。 

 内容的には、附則で激減緩和料金にさせるという内容が附則でございます。これをちょっとお諮りいた

だきたいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 議案第２９号白老町介護保険条例の一部を改正する条例の関係なんですけれど

も、附則が見て分かりますように２ページから３．４ページとありますけれども、これは今までは担当の

ほうで読み上げているのですけれども、資料による説明にしたいということですけれどもいかがでしょう

か。 

〔｢異議なし｣という声あり〕 

 よろしゅうございますね。 

 はい、もう１本。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次議案４３号でございますが、一番最後でございます。指定管理者の関係

ですが、そこでもちょっとレジメのなかに書いてございますが、団体の役員、直接利害関係のある事件に

該当するだろうということで、議員の除斥の対象になるのではないかということでお諮りしたいと思いま

す。 

議４３―３ページお開きいただきたいと思いますが、議案の参考資料です。この中で萩野公民館の管理

運営委員会に指定管理者をさせるという内容ですが、役員構成の中で委員長から監査までの役員構成にな

ってございまして、この中の事務局長１名ということで、近藤議員がなっておられるということで、ご本

人さんにも確認したのですが、役員構成ですということでございますので、これは除斥の対象になるので

はないかと。資料一部お配りしてございます。解説書のコピーですが、この中の５―６ページのほうで常

時支配力を有する者という規定がございまして、この問いに法人についてはすべて該当しますと。任意団

体については性格・構成を考えて判断すべきであるという規定がございます。この団体任意団体でござい

ますので、この規定が該当するのですが、この中でも書いてありますとおり、疑わしきは除斥することが

望ましいという規定がございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 次のページに町内会というのもございます。この件につきましては除斥の対象

とし、除斥をするということにしてよろしゅうございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 方法でございますけれども、議長が宣告して除斥をする場合と、お諮りを

して除斥をする場合がございます。これは明確にきちんと除斥ですよということではないものですから、
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お諮りをして合意を得て、除斥という処置を取りたいと、事務局ではそういう考えでいますがよろしいで

しょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） そういう形でよろしゅうございますか。議会全体の合意の上で除斥をするとい

う処置をとるということでございます。よろしゅうございますね。 

 それでは５番目の諸般の報告からにつきましては、どう考えても終わりませんので、ただ今から暫時休

憩といたします。開会を午後１時といたします。 

 

休  憩 （午前 １１時５６分） 

 

再  開 （午後  １時００分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ２ページ目の５．諸般の報告について、事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 諸般の報告につきましては、４件ございます。まず、１点目は議会閉会中

における動向。皆さんのお手元に添付しております。１２月から議会始まる前の予定を書いてございます。 

 それから専決処分の報告が１件あります。これは自治法の１８０条で長に委任した部分でございます。

先ほど補正予算でもご説明あったかと思いますが、損害賠償の件で、１件１，０００，０００円以下。公

営住宅の電柱が腐食して倒れて車を損傷したというものでございます。これの報告を１件受けてございま

す。 

 議案と一緒に配付されているかと思いますが、例月出納検査・定期監査、それから財政援助団体の監査、

これが入ってございます。これにつきましては先般の議会で、基金の状況というお話がございましたが、

これは１月分まででございますので、間に合ってございませんので、次回 6 月以降からそのような書類が

つこうかなと思っております。 

 それともう１点、議員の派遣結果報告ですね。これは会議規則の１２１条但し書き、議決した以降議長

の判断により派遣するものでございます。以上４件報告をすることになります。以上であります。 

 失礼しました。それともうひとつ、町長の行政報告。これ一応、今のところ予定であるということで、

これはまだ手元のほうにはきておりませんので、当日配付になろうかと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 諸般の報告について、よろしゅうございますね。 

 では次６．代表質問について。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご説明申し上げます。代表質問について、今日会派の代表の方に通告書の

書式をお渡し申し上げております。７日火曜日午前１0 時で通告締め切りでございますので、時間厳守よ

ろしくお願いしたいと思います。代表順序ですが、前回の議運でもご説明しておりますが、１4 日火曜日、

ナイター議会になります。トップバッターが新政クラブさんです。公明党さん、町清クラブさんというこ

とで１日目を終える予定でございます。１5 日は日本共産党さん、新風さんということでナイター議会に

なります。 

ちなみに前回お聞きさせていただいたときに、公明党さんと町清クラブさん決まっていなかったのです

が、できれば今回お知らせいただきたいなと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、新政クラブどなたですか。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。 
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○委員長（大渕紀夫君） はい、公明党さん。 

○委員（吉田和子君） 氏家です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 根本です。 

○委員長（大渕紀夫君） 日本共産党は私でございます。新風。 

○委員（谷口 勉君） 鈴木さんになっています。 

○委員長（大渕紀夫君） すべての会派が代表質問を行うということであります。よろしゅうございます

ね。 

 それでは、７．一般質問について。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、一般質問についてでございます。同じく通告書の提出締め切りが 3

月７日１０時になっております。一般質問の通告書については、すでに全議員に通知しておりますので、

できれば早目に出していただけるとありがたいと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうござますね。８．議員の派遣承認ついて。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、議員の派遣承認でございます。添付資料を添付してございますが、

承認第２号ということで議決をいただくものでございます。現在２点予定が決まってございまして、管内

町村議会議長会定期総会５月２９日、厚真町、議長が出席です。それと北海道町村議会議長会定期総会６

月８日、札幌市で行われます。これも同じく議長が出席の予定でございます。以上２点であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 議員の派遣承認ついて、よろしゅうござますね。 

それでは、続きまして９．予算等審査特別委員会の設置について、事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、予算等審査特別委員会の設置でございます。ちょっとお開きいただ

きたいと思いますが、この青いものの申し合わせ事項の一番最初をお開きいただきたいと思います。 

 そこの、２．予算審査の方法についてということが書かれてございます。当初予算の議長を除く全議員

をもって、予算等審査特別委員会を設置し審査するということになってございますので、今回新年度予算

でございますので、特別委員会を設置するということになります。 

 案件ですが、先ほど議案説明でもございましたとおり新年度予算が１３件。あとでご説明申し上げます

が、予算関連議案が９件、議案２２号、２５号～２７号、２９号～３１号、３３号、３４号の９件でござ

います。合わせてカッコ書きのものをすでにご説明申し上げます。 

 これは正副委員長の互選の方法でございますが、議会の先例によりまして当初予算及び予算関連議案に

かかる審議は議員全員、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、総務文教常任

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申し合わせをしてござい

ます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、予算等審査特別委員会の設置の部分については以上であります。内容に

ついてはこの次１０番目にございますので、設置と正副委員長の関係につきましては、慣例に従いますの

でよろしゅうございますね。 

 それでは内容について、１０．付託案件の審査について。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、付託案件の審査ですが、議案もまた議事日程のところでご説明した

いと思いますので、日程のみご説明しておきたいと思います。 

 資料ついてございます。議会の日程表。これは町側と当初打ち合わせをしたときの資料です。これにつ

いては議案の件数等がまだ掌握していない中で話してございます。当初予定しておりましたのは、３月２
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２日、２３日、２日間。計２２件の審議を行うと。委員会報告ですが、次の日、本会議において報告をい

ただく予定になっております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 議案の中味とですね、ここに２日間の日程なんですけれども、従前２日半とか、

３日ということはなかったかもしれませんけれども、２日で上がっているということではないのですね、

予算委員会は。それで以前の議会運営委員会で、一般会計と特別会計を分けてやってはどうかというよう

なご議論もございました。私は先ほどの局長との話の中では、２日間ではあとに引っ張ると大変なことに

なってしまうと、この日程では。 

 あと２４日の本会議だけしかございませんので、ちょっとこの日程を考慮したほうが良いのではないか

ということで、２０日から予算委員会に入ったほうがいいのではないかというお話を先ほどからしており

ました。その件について局長のほうから。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、私のほうから、今回議案が出てきまして、新年度予算１３件、これ

は毎年変わらないのですけれども、予算関連議案９件ということになってございます。例年ですとこの半

分くらいの件数、４～５件というところが実際の議案の件数だと思います。そのようなもので例年よりは

若干多いかなと思っておりますので、仮に２日間で少し残った分を翌日に廻すとなると、本会議予定され

ていますので、当然本会議を開いてから１回休会にして委員会を続行しなければならないということにな

ります。最終日もどのくらいという部分もありますけれども、延ばすと大変かなと思っています。 

 先ほど委員長とお話したのですが、２２日、お休みの間があるのですが、２３日早く終わったら終わっ

たで、逆に前のほうにずらしたらどうかということを委員長とお話していました。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 今お話ありましたように、早く終わった場合２３日削ることはいくらでもでき

ます。ただ、遅くなった場合、延会になったり、いろんなことになりますので、従前のように時間がない

から早く上げよう。意見がなくてもどんどんいってしまうという予算審査のやり方、議会としては極めま

ずいやり方だと私自身は思っております。議会運営上はですね。 

 私自身は２０日からやって、早く上がる分については２３日早く上がってもかまわないというような処

置のほうが、議会としては極めて円滑な運営ができるのではないかというふうに思って、今問題提起をし

たわけでございます。各議員の皆様方のご意見を賜りたいと思います。 

〔｢異議なし｣という声あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 良いですか。議長何かございませんか。良いですか。 

 それでは、全員の方が２０日から予算委員会を行うというご意見のようですので、そのように変更いた

します。予算委員会は２０、２２、２３日とし、終了次第閉会とすると。こういうふうな取り扱いにした

いと思いますけれども、よろしゅうございますか。それではそのようにいたしたいと思います。 

 それでは、１１．陳情書・要望書・意見書等の取り扱いについてでございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、陳情書・要望書・意見書等の取り扱いについてご説明させていただ

きます。従来事前配付をさせていただいていたものですが、今回提出がぎりぎりということもございまし

て、今日始めて皆さんのお手元に配布させていただいております。別添、違う説明書が付いているかと思

いますが、その中でご説明したいと思っています。 

 陳情書ですが、１件きてございます。公共サービスの安易な民間開放は行わず充実を求める意見書を提

出に関する陳情ということでございます。これは意見書を出してくださいという陳情でございます。これ

は、提出者が日本国家公務員労働組合連合会、国家公務員の組合から届いてございます。 

 続いて意見書でございますが、４件出てございます。  
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 意見案第１号でございます。更なる総合的な少子化対策を求める意見書案、提出者は公明党でございま

す。 

意見案第２号、高齢者への負担増に反対し安心の医療制度改革を求める意見書案、提出者は新風でござ

います。 

意見案第 3 号、米国産輸入牛肉への特定危険部位混入に対する意見書案、同じく新風でございます。 

意見案第 4 号、若者の雇用対策の抜本的強化を求める意見書案、日本共産党でございます。以上４件出

てございます。 

要望書等でございます。この間、全員協議会でもご説明ありましたとおり、公有地払い下げに関する要

望書が、白老建設協会より出てございます。 

もう１件が苫小牧広域農業協同組合から出てくるものですが、平成１8 年度酪農畜産政策・価格対策に

関する意見書提出に関する請願についてと、一応請願の形式出てきてございますが、請願の様式を満たし

てございませんので、一応要望書等で取り上げさせていただいてございます。これは持参したときに確認

してございまして、そういう形で１回議運のほうへ参考配付になりますけれどもよろしいですかというこ

とを聞いたら、それでもかまわないということをいっておりましたので、要望書等で取り上げさせていた

だきました。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今説明ございましたけれども、意見書案につきましては、本日配付ですの

で７日の議会運営委員会で議論をいたしたいというふうに思いますので、各会派でそのような取り計らい

をしていただきたいと思います。 

 次、陳情書につきましては、これは全く外部ですので参考配布というような取り扱いに。はい局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 申し合わせのところを見ていただきたいのですが、3 ページをお開きいた

だきたいと思います。 

（１０）一番上のところですが、こういう規定で申し合わせをしております。白老町民以外のものから

の陳情及び郵送による陳情については、本会議に参考配付するにとどめ、原則審査は行わないものとする。

ということになってございますので、今言った陳情書については参考配付になろうかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今のところの引き続きがございまして、ちょっとお諮りしたかった部分がござ

います。この苫小牧広域農協の場合は、住所がこういうふうにはなっておりますけれども、ここの名前は

入っていませんけれども、白老町の農協もこの構成団体に入っているわけです。これを全く議会が参考配

付にいきなりしていいものかどうかというのがちょっと、私は引っかかるところがございまして、今のと

ころの後にですね、白老町民の多くが構成員となっている団体等から郵送による陳情があった場合は、そ

の都度取り扱いを議会運営委員会において協議するものとする。となっているんですよ。名前は白老町は

入っていないですけれども、構成員は明らかに白老町民の方も含まれますので、この取り扱いをいかがい

たすかなということでございます。 

 すみません。今の申し合わせの２ページにですね、請願・陳情及び意見書は各定例会開催日の 5 日前、

議会運営委員会前までに受理したものに限りその定例会で取り扱い、請願及び陳情は所管の委員会に付託

して閉会中の継続審査とする。とこうなっているわけですよ。今日これは議題にはなっているんです。な

っているのですが意見書の様式にはなっていないんですよ。 

 ですから本日、ここにいるメンバーがどなたかなればいいのだけれどそうもいかないでしょう。そうな

ると産建なら産建で、一番良いのはこの中身でＯＫになれば、産建なら産業建設常任委員会で出してもら

えれば一番良いのですけれど、受付が今日とみなすか。請願ですからね。意見書の形態になっていないん
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です。意味分かりますか。ですから、意見書の形態になっていないということは、今日この議論をしたと

いうことで受け付けたことにするか、意見書の体裁を取っていないから参考配布にするかという、そこら

辺が微妙なところがございますので、お諮りをしているのです。 

 休憩します。 

 

休  憩 （午後  １時２０分） 

 

再  開 （午後  １時２６分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 広域農協から出されております請願書の形式は取っておりますけれども､これ請願書ではないのですが､

意見書を提出していただきたいという中味なんです。内容につきましてはね。そういうふうになっていま

すし、相手先もはっきりしておりますので､この件につきましては白老町の町民の皆さん、農業の方々す

べて関わっているということもございまして、今日これは受け付けたというふうにいたしまして、会期中

の中で産業建設常任委員会の中で議論をしていただきまして、そこの結論で提出するかどうか、最終日ま

でに決めていただいて、その上で措置をすると。つきましては休憩中にも出ましたけれども、農協の皆さ

ん方のご意見も、若干は確認をする。ただ、これには意見書を出してくれという中味ですから、さほど問

題はないかと思いますけれども、そのような取り扱いで行いたいというふうに思いますけれどもよろしゅ

うございますか。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう１件なんですが、その前にある公有地の払い下げに関する要望書なん

ですが、これこの間の全員協議会でもお話されたように、新年度予算に絡むんですよね。従来ですと最終

日の一番最後に参考配付は配付するわけです。それであればもう予算審議が終わっちゃったあとになるも

のですから、これを事前に配ったほうが良いのか、ちょっと確認いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、全員協議会の中で議論されております内容でございます。それに関する

要望書が建設協会から出ておりますけれども、これ最終日に配れば、全く意味がない中味でございまして、

事前に配布したほうがよろしいのではないかと思うんですけれどね。よろしゅうございますでしょうか。 

〔｢異議なし｣という声あり〕 

それでは、建設協会から出されている要望書につきましては事前配付といたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 初日で良いですね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、良いです。以上で陳情・要望・意見書の取り扱いについての議論は終結

いたします。７日に意見書については議論を行います。  

 続きまして、１２．常任委員会の所管事務調査の報告について。事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 常任委員会の報告でございますが、今回は２つの委員会でございます。民

生常任委員会が環境基本計画の方向性についてということでございます。産業建設常任委員会は漁業振興

について。他の１７年度の 4 回の定例会で取り上げた部分のつきましては継続ということになっておりま

す。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） １２．１３番目よろしゅうございますね。 

 それでは１４．特別委員会の中間報告について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先般、白老港整備促進特別委員会が開かれました。これは新年度予算に関
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連するものですから、予算審議の前に中間報告をいたしたいというものでございます。そこに 3 日と書い

てございますが、状況によっては２日目の一番最後のほうにということで、今準備をしております。 

○委員長（大渕紀夫君） この件よろしゅうございますね。それでは１５．常任委員会及び議会運営委員

会の次期所管事務調査事項について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次期所管事務調査でございますが、例年会期中に協議をいただいてござい

ますけれど、今回は 3 月 6 日の本会議終わった後に、各常任委員会で議論していただくことに予定してお

ります。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、よろしゅうございますね。１６．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（上坊寺博之君） 今町側に確認している部分については、追加議案として 5 件くらいありそ

うだということでございます。１点は１７年度の一般会計補正予算、今回 8 号で出ておりますが、９号を

予定していると。それと町立病院の補正予算第 3 号、これについてはまだちょっと微妙だというお話しを

されていました。もう１点は工事請負契約の締結についての議案がでると。あと港湾に関する議案が２件、

公有水面の埋め立てに関する議決でございます。これについては１７日くらいまで、告示の関係がござい

ますという話をされていましたので、１７日以降でなければ議案として出せないということなものですか

ら、２２日予算等審査等特別委員会でございますが、その前に９時半頃から委員会を開きまして説明を受

けたいなと思ってございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 追加議案の関係及び議会運営委員会の開催について、今説明あったとおりでご

ざいます。よろしゅうございますね。 

 １７．第１回定例会の会期について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会期でございますが、先ほど来日程示していますとおり２日から開催いた

しまして２４日で終わるということで、会期を２3 日といたしたいと。議事日程別紙ついてございますの

で、それを１回見ていただきたいと思っております。 

 その中で一部訂正をいただきたいと思っています。第１日目 3 月２日、日程第７と第 8 の間に裏のペー

ジにございます議案 3９号から４３号の指定管理者の部分をずらしていただきたいと思います。そこに入

るようになります。というのは当初は新年度予算という形でお聞きしていたのですが、補正予算の中で債

務負担が出てくるものですから、ここでは先議の関係で間に合わないので、初日に指定管理者の部分を持

っていきたいということでございます。議案 3９号から４３号までの 5 本です。 

 この補正予算の第９号、日程第８に関係してくるものですから、それの先議ということになります。よ

ろしゅうございますか。この日程にもよるのですが、できれば３日の冒頭で特別委員会の中間報告という

ことになってございますが、これは議事日程では１日目のほうにも入れておきますので、もし入れるよう

であれば中間報告までしたいという考え方でおります。  

 ３日、６日が予算関連議案と予算の説明を受けることになります。先ほども申し上げていましたが、通

常でありますと予算関連議案、４～５件なんですよね。今回９件くらいあるということで、日程的にはい

つもよりかかるかなと思っています。通常開催から議案全部説明するまで３日間普通日程を取ってござい

ますが、今回３日が高齢者大学の卒業式がございまして、午後から議会開催するんですけど、２日半しか

取れないんですね。ですから日程的にきついかなと思っているんです。現在は６日で上げるような予定を

してございますけれども、もしかすると７日午前中、本会議がかかるかもしれません。その状況によって、

なるべくなら５時とか６時まで引っ張らないで、１日１日余裕を持ってやっていきたいなと思っているも
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のですから、もしかしたら７日に食い込むかもしれませんので、その部分ご了解していただきたいなと思

っています。 

 １４、１５日がナイター議会の代表質問でございます。１６、１７日と一般質問になります。一般質問

まだ人数が決まってございませんので、例年の人数予定で今１日半くらいかかるかなと。それと予算等審

査特別委員会ですが、先ほども決めていただきましたとおり３月２０、２２、２３日という形で３日間予

定を取るということにしてございます。 

 最終日ですが、残っている予算に関係しない議案６件ほどと、それから予算の委員会の報告を受け、あ

と議会の議決を行います。一応そういう日程で進めたいと思っています。 

 その中で一括議題とする議案でございますが、１つは予算等審査特別委員会に付託する議案でございま

す。先ほどずらしましてあとから入っていますけれども、予算が１３件、予算関連が９件ということでこ

れを一括いたしたいと。それともう１点は最終日に議決します３５号、３６号の町道路線の認定・廃止、

これ従来から一括上程で一括採択してございますので、その通りさせていただきたいということでござい

ます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、お諮りをします。第１回定例会の会期でございますけれども３月２

日から３月２４日までの２３日間といたしたいと思いますけれども、ご異議ありませんね。 

〔｢異議なし｣という声あり〕 

 会期については以上のように決定いたします。ただ、７日の日、休会となっておりますけれども本会議

が午前中のみ開かれる可能性もございます。一般質問締め切りは会議と同時刻でございますけれども、で

きればなるべく早く、出し忘れがないように気を付けて各会派に徹底をしていただきたいというふうに思

いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは続きまして、１８．申し合わせ事項の追加について。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご説明申し上げます。先般の２月１７日の議会運営委員会で決定させいた

だきました本会議中の資料請求の関係でございますが、このように申し合わせで表現したいと思っており

ます。 

 本会議において、議案審議中に係る関係資料の請求はこれを許可しない。但し、議長が特に必要と認め

た場合は会議に諮って許可することができる。という申し合わせの定めをいたしたいと思います。一応案

として提案したいと思います。 

 多分、申し合わせ事項の最初のページに入ると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、先日、１７日の議会運営委員会の資料１で説明を受けておる中味のもの

でございます。ここでは「これを許可しない」と表現されておりますけれども、そのあとにありますよう

に、本会議に諮っての場合ＯＫと。基本的にはこの前学習しましたように、相手は出さなければいけない

というそういうようなものにはなっておりませんので、こういうような表現が適当だろうということで事

務局のほうで考えていただきました。よろしゅうございますか。 

 資料請求の関係におきましては「本会議において、議案審議中に係る関係資料の請求はこれを許可しな

い。但し、議長が特に必要と認めた場合は会議に諮って許可することができる。」これを申し合わせ事項

に入れますのでご了解を願いたいと思います。 

 次、１９．議長の諮問事項について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議長の諮問事項ですが、先般の議会運営委員会でも議論がでておりまして、

会派持ち帰りということになってございました議員報酬の独自削減についてでございます。以上でありま
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す。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、この件につきまして、各会派でご議論を願っていると思いますので、各

会派のご意見を賜りたいと思います。最初に町清クラブ。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 前回は私どもは、削減については反対という姿勢をとってきたのですが、今回も

そのことについて議論をしたのですがまだ結論は出ていないと。ちょっと難しい問題がありまして、そこ

までいっていなかったのですが、空気としては削減には反対したいという気持ちを持っておるようなんで

すが、はっきりしていないのですが、そういう状態です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブは続行すべきということでございます。理由は、前回述べたとおりで

す。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新風。 

○副委員長（吉田正利君） 町側の結論もございますし、ともかくこの情勢を判断して継続するというこ

とに決定いたしました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、公明。 

○委員（吉田和子君） 情勢はあまり変わっていないということで、継続すべきということで。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、私のところも継続すべきという意見であります。町側の結論も出ていま

すのでそういうような形になりました。参考のために委員外議員のご意見を伺ってまいりたいと思います。 

委員外議員の両名の方どうぞ。玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 継続すべきと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 私は前回と同じように、やはりこれ継続には慎重であるべきだと思ってお

ります。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。まだひとつの会派が結論が出ていないようであります。時期的には７日

で間に合うということですから、それまで持ち越したいと思います。 

ただ、これ私がいっていいのかどうか分かりませんけれども、もうこれ何度か賛成多数で決まってきて

いるんですね。こういう問題が賛成多数、これ議会の原則ですから全然問題はないのですけれども、ただ、

議員の歳費というものがこういう形で反対賛成の中で決めていいって良いものかどうかというのが、これ

議事録に残るからなおいっているのですけれど、それはもし詰めれるところが少しでもあるのであれば、

僕がいっているのは良いとか悪いとかではないです。こういう問題はなるべく意見書と同じように、全会

一致が望ましいのではないかなという気が、この頃とみに強くしているのでございます。原則論でいえば、

賛成多数は何もおかしなことではございませんので、それはそれでいいのですが、ただ、何度も何度もこ

ういうことが賛成多数で決められてくるということが、議会運営上いかがなものなのかというふうに、私

も思っているんですよ。ですから、どちらかということは全然、そんなこと考えていません。そんなこと

ではなくてです。そこら辺も含めてですね、各会派で再度ご議論願えればというふうに思っているんです

よ。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、それは非常に、今のところは定数の問題が、議運の中ではし

ているのですが、我々の会派では定数を削減しようというのもあるんです。その代り報酬はいただきまし

ょうと。そういうことも絡んでいるものですからちょっと。現在の場合は２０名でおさえているから、皆

さんのような感じになるのですが、ずっとこのままいっているということになると、定数の削減はどうな
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るという問題も微妙に絡んでいるものだから、まだはっきりした結論が出ないのですが、７日までにはは

っきりさせます。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかちょっとこの件について、議会運営委員会で私がこういう形で、最終的に

採決でもいこうという形に、今まではきているのですけれども、そういうことを含めて何かご意見ある方

いらっしゃったらどうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） これは会派の意見ではなくて、私見でいいますけれども、この状態というのは、

この案件については仕方がないと思います。なぜかというと、これは議会の個人の判断基準が優先する事

案ですから、会派の中でも、加藤会派代表もいろんな議論の調整の中で苦労されているのだと思います。

しかし最終判断は「可」か「否」ですから、それを見るとこういう状態になっても仕方がないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか、ご意見ございませんか。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 会派というのは、この間も議論していますが政策的な問題があるということでね。

例えばうちらの会派で５人ですから、３対２に分かれても、例えば３が賛成ということになれば、あとの

２人はそれに従うと。こういう姿勢でいきたいと思っております。会派が中で、例えば３対２で分かれた

ので、自主投票ということはあえてすべきではないなという考え方を持っておるんですがね。そこまで調

整がいっていないと、こういうことでござい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） 私も、公式な場でもいっていますけれども、政務調査費が悪いとも思っていま

せんし、今の歳費が高いなんて全然僕も思っておりません。ただ、今の社会情勢と町の状況の中での判断

でございますので、そういうことを今熊谷委員がいわれましたように、採決もしょうがないという中味も

ございますけれども、できればなるべく一致できるような形でいきたいものだなというふうに私自身は思

っておりますので、ちょっと今問題提起させていただいたと。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 主観ですけれども、会派で議論していませんが、この議員報酬という問題は審議

会である程度決まることなんですね。自主的に我々下げているということなんですが、これ議員定数とで

すね、できうれば別々に議論するのではなくて、議員定数はこうしよう。そのかわり報酬はこうしようと。

こういうような考え方も必要ではないかと。「報酬は上げるよ、下げるよ」。「議員定数は別ですよ」と。

こういう考え方ではなかなか難しいのではないのかなと。ですから両方ともできうれば並行でいって、そ

のかわり定数は下げると。報酬は高くはないのだからいただきましょうと。こういうような考え方も。相

対的には減るわけですから、そういう議論もこれから議運の中でもすべきではないだろうかという気がし

ているんですけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか。はい、吉田正利副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 考え方として、定数問題と現在協議している内容を一緒に考えるとなかなか

結論難しいなと。定数問題が出たときに、今の削減問題をどうするかというのは、私はそのときはそのと

きでないかと思うのです。というのは、やはり、もし定数が減員されたと、このまま減額されて報酬が削

減されてどうなのかといってくると、考え方が違ってくるのではないかと。逆にいうと現状維持か、また

考える必要があるだろうという意見もあるわけです。 

 ただ、私は今、今回の場合は町のほうの見解が先に提案されちゃって出ている建前もありますし、それ

について議員報酬があとでどうこうなってくると、ふれあいの問題考えますので、今回の場合止むを得な

いのではないかという考えになっているのですが、そういうふうなところで時点的には別々に考えて結論

を出すべき問題ではないのかなという気がいたします。今削減に意向が賛成であっても、もし議員定数が

マイナスになったときには、今のままスライドできないのではないかという考えも一部にあると思います。 
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 町の行革と財政のひとつのポイントが、毎年毎年このままで、果たしてどうなのかなという気がいたし

ます。ですから、やはりどこかでこの問題にけりついて良いのじゃないのかなという気がいたします。今

過渡期ですから、これは止むを得ないという結論に達しますが、そのような考えです。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかございますか。はい、委員外議員玉井議員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 根本的に私は、１１年前から２２名の定数の時から定員を１８にして、減った部

分を上乗せすべきだと。こういう意見をずうっと今でも言ってきているのですけども、それが一番いいの

ではないかと私は思っているんです。ですから、今加藤委員がいわれたように定数問題とやはり議員報酬

の部分は、これは切り離されないのではないかなと。というのは総体的な予算の関係もあるから切り離さ

れないのではないかと私は思うのです。 

 今北海道全体ですけれども、報酬は内地よりずっと安いということから、もう少し報酬は上げるべきと、

こんなふうに思っているんです。ただ、今の削減については、時期的に止むを得ないというのは当然思っ

ております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長何かありますか。何かありましたらどうぞ、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 私のほうで提案しまして、こういう形になっているのですが、先ほど加藤委員

もいわれましたように、今の流れではこういう形になるのですが、今定数の問題等も皆さんに審議をお願

いしているのですが、やはりひとつの区切りとしてこういうことをやっていると、今考えてみるとその任

期内でまわりの状況が変わらなければ、１回決めたことはそのままやらざるを得ないのかなという感じが

しますけれども、やはり改選期とか、そういった時期に一旦、今までのは全部チャラにして戻して、その

時点から改めて考えるというような形に、どうしてもなってしまうのかなという感じがするんですよね。

だから、次の定数削減についていろいろ議論ある中では、やはり当然こちらからの要望として、いま言わ

れていたように、削減はするけれど報酬もきちんとした形で位置付けしてやってもらわなければだめだと

言うような意見もつけて、報酬等審議会で町のほうから諮問して、毎年話し合っているわけですから、そ

の中でそういったところの話も十分、こちらの意向も汲んでいただいた中で、定数削減と報酬とをひっく

るめて話しを持っていかなければ、定数だけは議会で報酬は我々勝手に決めさせてもらいますというよう

な形にはならないのではないかという具合につくづく感じているのですが、現時点でやはり自主削減、職

員もやっている、理事者もやっているという中で、議会だけ元に戻すかという、高い安いは別にしてそう

いう状況ではないものですから、本当に皆さんには大変迷惑をかけていますけれども、そういった中で考

えて、今諮問している定数削減等に絡めてですね、報酬も議会としてこうあるべきだというものをきちん

その時点で議会で考えて、次の時点で対応するというような形で考えてもらえればありがたいなという具

合に考えています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、先ほどお話しましたようにこの件につきましては７日の議会運営委

員会で最終結論を出す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ね。 

 ２０．その他。 

○事務局長（上坊寺博之君） その他、私のほうで用意しているのは連絡事項です。本会議閉会後の懇親

会、今回は町側が主催です。最終日６時から、ホテルほくようのほうで準備をしているということです。

まだ、詳細は決まってございませんので、決まり次第皆さんのほうへご連絡申し上げ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） この件はよろしゅうございますね。委員の皆様からその他について何かござい

ませんか。追加議案が出た場合はその日開くということですから、追って連絡がいくと思います。追加議
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案が出た場合は議運をやります。ほかございませんか。  

なければ、議会運営委員会を以上で終了いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 １時５７分） 


