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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 ９月 ８日（金） 

  開 会   午前 1０時００分 

  閉 会   午後 ０時０８分 

 

○議事日程  

 協議事項 （平成１８年第３回白老町議会定例会 関係） 

 １．提出議案 

（１） 町長提案（２１件） 

 ・ 承     認    １件 （専決処分の承認（水道事業会計補正１件）） 

・ 補 正 予 算      ５件（一般会計、国保・下水道臨・港湾機能・介護保険特別会計） 

     ・ 条 例 改 正      ８件（制定（２件）、一部改正（６件）） 

・ 選 任 の 同 意      1 件（教育委員） 

・ 認     定    ３件（平成１７年度各会計・水道会計・病院会計決算） 

・ 報     告    ３件（平成１７年度決算に伴う付属書類） 

・ そ  の  他      （町長行政報告） 

（２） 議会関係（１５件）  ※意見書等を含まない件数 

  ・ 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（損害賠償１件）、

例月出納検査・定期監査、議員の派遣結果報告） 

  ・ 特別委員会の設置   １件（決算審査特別委員会） 

  ・ 承     認    １件（議員の派遣承認） 

  ・ 陳情の審査報告    １件（陳情第１号） 

  ・ 決算審査報告     １件（決算審査特別委員会） 

  ・ 所管事務調査報告   ３件（総務文教・民生・産業建設常任委員会） 

  ・ その他        ４件（常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査） 

 

  ２．予算の説明について（６件） 

○ 承認（専決処分）    １件（水道事業会計補正／承認第１号）    

   ○ 補正予算        ５件（一般会計、国保・下水道臨・港湾機能・介護保険特別会計／  

                    議案第１号～第５号） 

 

  ３．議案の説明について（１５件）  

   ○ 条例の制定改正    ８件（議案第６号～第１３号） 

   ○ 選 任 同 意    １件（教育委員／議案第１４号） 

  ○ 認     定    ３件（認定第１号～第３号） 

  ○ 報     告    ３件（報告第１号～第３号） 

 

 ４．一般質問について  
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  ○ 通告書の提出 ９月４日（月）午前１０時締切 通告者：８名（１5 項目） 

    （９月４日の議会運営委員会で調整済み。） 

 

  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（損害賠償１件）、例月出納 

  検査・定期監査、議員の派遣結果報告） 

○ 町長の行政報告 

 

  ６．平成１７年度決算及び決算に関する付属書類の審査方法について 

○ 決算審査特別委員会の設置について 

     ・認  定   ３件（認定第１号～第３号） 

     ・報  告   ３件（報告第１号～第３号） 

○ 正副委員長の選任について 

 

７．議員の派遣承認について  

 

８．意見書の取り扱いについて  

（１） 意見書案第１５号  ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書（案） 

（２） 意見書案第１６号  医師・看護師等の大幅な増員を求める意見書（案） 

（３）  意見書案第１７号  雇用保険の特例一時金の廃止・改定に反対し、国の季節労働者対策  

 の強化を求める意見書（案） 

 

９．陳情書の取り扱いについて  

（１）中国における法輪功学習者の臓器摘出の実態調査を求める陳情書 

（２）療養病床の廃止・削減計画の中止と介護保健事業等の充実を求める陳情書業等の充実を 

求める陳情書 

 

10．要望書等の取扱いについて  

 （１）弁護士による依頼者密告立法（ゲートキーパー立法）に反対する決議 

 

11．陳情審査の結果報告について 

 ○ 平成 18 年第 2 回定例会 産業建設常任委員会へ付託 

  ・陳情第 1 号 白老町役場内に企業誘致に特化した専門課設置に関する陳情書 

 

12．常任委員会所管事務調査の報告について  

○ 総務文教常任委員会 

・ 平成１８年第２回定例会 

町税の概要について 

○ 民生常任員会 
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・ 平成１８年第２回定例会  

医療保険制度について 

○ 産業建設常任委員会 

・ 平成１８年第２回定例会 

    観光行政の今後の取り組みについて 

 

13．常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査について  

（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 

 

 14．第３回定例会の日程について 

   ○ 会  期  平成１８年９月１２日（火）～９月２２日（金） １１日間 

   ○ 議事日程  別紙（案）のとおり 

○ 一括議題とする議案 

① 認定第 1 号～第 3 号、報告第 1 号～第 3 号（決算審査特別委員会付託） 

② 議案第 6 号～第 7 号（国民保護協議会及び対策本部設置条例） 

○ 先議する議案 

① 議案第 6 号～第 7 号、一般会計補正予算（第 4 号） 

 

15．その他の事項について  

 （１）全員協議会の開催について 

○ ９月１３日（水） 時間未定（本会議終了後） 

・地域生活支援事業の概要について （健康福祉課） 

  （２） 決算審査特別委員会について 

 （３） 一般質問者による資料の議場内での配布について 

 （４） 東京白老会の派遣者の決定について 

    ・時  期  平成１８年１１月２２日（水）  

    ・会  場  東京都 

    ・派遣者   ３名 

 （５）議会費の補正予算要求について 

 （６）その他 

   ・本会議におけるクールビズについて 

 

○会議に付した事件 

 協議事項 （平成１８年第３回白老町議会定例会 関係） 

 １．提出議案 

（１） 町長提案（２１件） 
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 ・ 承     認    １件 （専決処分の承認（水道事業会計補正１件）） 

・ 補 正 予 算      ５件（一般会計、国保・下水道臨・港湾機能・介護保険特別会計） 

     ・ 条 例 改 正     ８件（制定（２件）、一部改正（６件）） 

・ 選 任 の 同 意    1 件（教育委員） 

・ 認     定    ３件（平成１７年度各会計・水道会計・病院会計決算） 

・ 報     告    ３件（平成１７年度決算に伴う付属書類） 

・ そ  の  他       （町長行政報告） 

（２） 議会関係（１５件）  ※意見書等を含まない件数 

  ・ 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（損害賠償１件）、

例月出納検査・定期監査、議員の派遣結果報告） 

  ・ 特別委員会の設置   １件（決算審査特別委員会） 

  ・ 承     認    １件（議員の派遣承認） 

  ・ 陳情の審査報告    １件（陳情第１号） 

  ・ 決算審査報告     １件（決算審査特別委員会） 

  ・ 所管事務調査報告   ３件（総務文教・民生・産業建設常任委員会） 

  ・ その他        ４件（常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査） 

   

  ２．予算の説明について（６件） 

○ 承認（専決処分）    １件（水道事業会計補正／承認第１号）    

   ○ 補正予算        ５件（一般会計、国保・下水道臨・港湾機能・介護保険特別会計／  

                    議案第１号～第５号） 

 

  ３．議案の説明について（１５件）  

   ○ 条例の制定改正    ８件（議案第６号～第１３号） 

   ○ 選 任 同 意    １件（教育委員／議案第１４号） 

  ○ 認     定    ３件（認定第１号～第３号） 

  ○ 報     告    ３件（報告第１号～第３号） 

 

 ４．一般質問について  

  ○ 通告書の提出 ９月４日（月）午前１０時締切 通告者：８名（１5 項目） 

    （９月４日の議会運営委員会で調整済み。） 

 

  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（損害賠償１件）、例月出納 

  検査・定期監査、議員の派遣結果報告） 

○ 町長の行政報告 

 

  ６．平成１７年度決算及び決算に関する付属書類の審査方法について 

○ 決算審査特別委員会の設置について 
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     ・認  定   ３件（認定第１号～第３号） 

     ・報  告   ３件（報告第１号～第３号） 

○ 正副委員長の選任について 

 

７．議員の派遣承認について  

 

８．意見書の取り扱いについて  

（１） 意見書案第１５号  ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書（案） 

（２） 意見書案第１６号  医師・看護師等の大幅な増員を求める意見書（案） 

（３）  意見書案第１７号  雇用保険の特例一時金の廃止・改定に反対し、国の季節労働者対策  

の強化を求める意見書（案） 

 

９．陳情書の取り扱いについて  

（１）中国における法輪功学習者の臓器摘出の実態調査を求める陳情書 

（２）療養病床の廃止・削減計画の中止と介護保健事業等の充実を求める陳情書業等の充実を 

求める陳情書 

 

10．要望書等の取扱いについて  

 （１）弁護士による依頼者密告立法（ゲートキーパー立法）に反対する決議 

 

11．陳情審査の結果報告について 

 ○ 平成 18 年第 2 回定例会 産業建設常任委員会へ付託 

  ・陳情第 1 号 白老町役場内に企業誘致に特化した専門課設置に関する陳情書 

 

12．常任委員会所管事務調査の報告について  

○ 総務文教常任委員会 

・平成１８年第２回定例会 

町税の概要について 

○ 民生常任員会 

・平成１８年第２回定例会  

医療保険制度について 

○ 産業建設常任委員会 

・平成１８年第２回定例会 

    観光行政の今後の取り組みについて 

 

13．常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査について  

（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 
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（４）議会運営委員会 

 

 14．第３回定例会の日程について 

   ○ 会  期  平成１８年９月１２日（火）～９月２２日（金） １１日間 

   ○ 議事日程  別紙（案）のとおり 

○ 一括議題とする議案 

① 認定第 1 号～第 3 号、報告第 1 号～第 3 号（決算審査特別委員会付託） 

② 議案第 6 号～第 7 号（国民保護協議会及び対策本部設置条例） 

○ 先議する議案 

① 議案第 6 号～第 7 号、一般会計補正予算（第 4 号） 

 

15．その他の事項について  

 （１）全員協議会の開催について 

○ ９月１３日（水） 時間未定（本会議終了後） 

・地域生活支援事業の概要について （健康福祉課） 

  （２） 決算審査特別委員会について 

 （３） 一般質問者による資料の議場内での配布について 

 （４） 東京白老会の派遣者の決定について 

    ・時  期  平成１８年１１月２２日（水）  

    ・会  場  東京都 

    ・派遣者   ３名 

 （５）議会費の補正予算要求について 

 （６）その他 

   ・本会議におけるクールビズについて 

 

○出席委員（９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  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） おはようございます。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） おはようございます。本日は第３回の定例会の告示日になっております。 

定例会の議案関係のご説明をいただく予定でございます。よろしく願いいたします。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは早速、協議事項に入りたいと思います。 

町側の提出議案関係の説明を求めたいと思います。 

はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） この時間をお借りしまして、議案の説明の前に、今回９月５日から発生しま

した台風 12 号による高波の被害、この対応について時間をお借りして説明をいたしたいと思います。詳

細につきましては改めて行政報告の中で説明させていただきますが、今回議員の皆さんにも、対応あるい

は情報についてご心配をおかけしまして、この場を借りてお礼申し上げます。 

現在のところの概略ということでご説明させていただきますが、５日午前中からある程度の情報が入っ

てきましてパトロールを実施しておりましたが、実際には５日の午後３時 15 分に対策本部を設置しまし

て、その警戒対応に当たったというようなことで取組みました。 

現在被害の状況ですけれども、越波による住宅の床上浸水、それから店舗の壁と窓ガラスの一部破損、

これが見受けられますが、それと国道の一部交通規制等々がありました。土現にもお願いしまして海岸の

対応ということで対応させていただきまして、幸いにも人的被害はございませんでしたが、昨日までその

対応に当たっていたと。昨日の昼くらいからは特に情報は、本部のほうへ来なくなりましたので、直接的

な被害はもう収まったのかなというふうに思っております。 

なお、被害額等の数字的なものにつきましては、今集計しておりますので、行政報告のなかで報告させ

ていただいきたいと思います。 

その対応中の避難の状況でございますけれども、虎杖浜公民館に１世帯２名、北吉原生活館に８世帯８

名が、５日の夕方から非難をいたしました。北吉原生活館につきましては翌日６日の午前８時には全員帰

宅することができました。しかし、虎杖浜公民館の２名につきましては、先ほど言った自宅が床上浸水の

被害を受けて、自宅に戻れないという状況で、今日現在今をもって、虎杖浜公民館のほうに避難している

と、その対応としては、虎杖小学校の前にあります旧教職員住宅が１戸空いていますので、そこに住まわ

せるということで、昨日あるいは今日も後片付け、清掃をやっておりまして、電話等の移設もあるもので

すから、ご本人は 11 日の月曜日に引っ越したいということで対応をしております。 

現在のところ大枠な被害状況、避難状況をこの場を借りて報告させていただきたいと思います。以上で
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す。 

○委員長（大渕紀夫君） 先日の台風による影響の報告が今ございましたけれども、何か特別聞きたいこ

とがございましたらどうぞ。はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 補足になりますが、２名の方ですがリハビリテーションの前の大村さんとい

う方なのですが、単身の方なのですが、たまたま東京にいるお姉さん夫婦が来られたときにこういう被害

にあって、お姉さんのご主人は翌日すぐに東京に帰られたと。お姉さんと一緒に今片付けをしているとい

うことで２名なのですけれども、町民１名町外者１名ということの中身でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） ちょっとお聞きしたいのですけれども、土のうで対策した個所、何カ所くらいあ

りますか。 

○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） 土のうしたところは、カニ御殿の前、それから共楽さんの前辺りですかな。 

細かいのがあれば別ですけれども、大きいのは２カ所くらいかなと思います。北吉原海岸ですね、２カ

所ありますね。身障者住宅の前は特に土のうはないですね。北吉原と竹浦、３カ所か４カ所になると思い

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。はい、吉田副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 虎杖浜に避難する方については、名前はなんといったでしょうか。 

○総務課長（白崎浩司君） 引っ越してから町内会長さんへもご連絡と思っていたものですから、まだ連

絡もしていませんけれども、町民の方は大村由美子さん、竹浦１２９ですね。虎杖浜生活館のほうが近い

ので避難所はそこにしたのです。１人なのです。たまたま今お姉さんが来ているので、避難者は２名にな

っていますけれども、お姉さんも方向性が出るまでいるということなのですけれども、そんなに長いこと

にはならないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしいですか。はい、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今回非難をされたときに、保健師さんがついてくださったということで、避難さ

れた方々はすごく安心して一夜を過ごすことができたということの感謝の言葉があったということなの

で、一言添えておきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 先ほど言いましたように、北吉原生活館のほうの避難は、ちょうど萩野の身

障者の住宅が最寄にあったということで、有事の際歩行ができないということで、事前にリフト車をお借

りしまして避難しました。そういうような状況なものですから保健師も当日来ていただいて、朝までとい

うことで対応しました。合わせて大村さんのほうもあまり体調がよろしくないということで、前から対応

している保健師が避難した時から、昨日もずっと常時連絡を取って、体調を管理していると。保健師のほ

うも対応しているという状況でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） ちょっと確認したいのですけれども、町の職員と、我々議会議員との接点という

か、つながりというか、そういうのはどうなのですか。全然そういうのはないのですか。言っていること

分かりますか。 

○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） 今言われるのは、町のほうで災害対策本部を作って、それでその情報が議員
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さんのほうへ入らないよと。 

○委員（谷内 勉君） 逆にそれと反対に、議員さんが例えばこういうことをやって欲しいとか、そうい

うようなのはありますか。 

○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） ここ最近は、特に組織の中で連絡というのはないのです。以前に、町内全域

で大型の被害があったときに、議員は議会のほうの対応としてですね、現地を見に行くだとか、そういう

ようなことの対応をしたときに災害対策本部から、被害状況も含めて常時連絡をしたというのはあるので

すが、各々の被害の時には、議員さんのほうへ直接連絡するだとか、そういうことは特にその都度対応は

していないですね。その地区の地区連絡員だとか、議員さんのほうから逆に連絡いただいたときには個別

の対応ということで対応はしていますけれども、議会と対策本部ということでどうこうというのは大型災

害といいますかね、そういうときには当然取りますけれども、今回程度では、特に組織立てて連絡すると

いうようなことは特にとっておりませんでした。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。それでは災害関係については以上で終わります。では議案のほうの説明を

お願いします。はい、岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） それでは、議案目次に沿いまして承認第１号専決処分の承認を求めるこ

とについて、平成 18 年度白老町水道事業会計補正予算第２号から説明させていただきます。 

 別途、お手元のほうに概要書という２枚つづりのものを用意させていただきましたので、概要版に沿っ

て説明させていただきます。 

１．歳入歳出予算の補正規模 企業会計 水道事業会計（第２号）でございます。本件については、す

でに借入しております利率削減のために、企業債繰上償還補償金として 355万円を支出するもので、その

財源は企業債償還補償金 355 万円を充当するものであります。昭和 56 年、57 年の借入のものでございま

す。 

 続きまして、議案第２号平成 18 年度白老町一般会計補正予算第４号から議案第５号平成 18 年度白老町

介護保険事業特別会計補正予算第２号まで、一括してご説明させていただきます。概要書の２ページ目に

なります。 

 １．歳入歳出の補正予算規模、一般会計（第 4 号）でございますが、総額 856 万 3,000円の増額補正で

ございます。特定財源、一般財源は記載のとおりです。詳細については後ほどご説明いたします。 

 続きまして、特別会計、総額１億 2,616 万 9,000円の増額です。国保事業特別会計（第３号）でござい

ますが、歳出として、保険財政共同事業拠出金１億 2,401 万 7,000 円であります。これにつきましては、

共同事業といいまして新たに制度が成立したという内容のものでございます。 

 医療保険制度改革関連法案、これが可決成立したことに伴いまして市町村間の財政の安定化を図ること

を目的として、１件 30 万円以上の医療費について、市町村国保の拠出による保険財政共同安定化事業と

いうものが創設されたものであります。このことから白老町負担分１億 2,401万 7,000 円を拠出するとい

うことになってございまして、歳入についてはこのところから交付されるという内容のものでございます。 

 続きまして、下水道事業特別会計でございます。第３号ということになってございますが、申し訳あり

ません。第２号でございますので訂正をお願いいたします。下水道事業特別会計（第２号）です。歳出、

管渠維持管理経費 144 万 3,000円というふうになってございますが、これについてきましては下水道マン

ホール嵩下げの補修工事及び周辺の路面補修ということで、地域的には北吉原ゆうかり団地他３地区。要

するに下水道のマンホールの蓋の高さ調整という部分の支出でございます。歳入については下水道使用料
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を当ててございます。 

 続きまして港湾機能施設事業特別会計（第２号）でございます。 

 歳出、港湾機能施設運営費 43 万 7,000 円でございますが、平成１７年度の消費税額が確定したことに

より、不足額が生じたために補正するものでございます。 

 続きまして、介護保険特別会計（第２号）でございます。 

 歳出、介護認定調査経費 27 万 2,000円の増額でございますが、これにつきましては、本年６月 20 日に

なります。公用車の物損事故の発生に伴う保障賠償金の支出であります。場所については虎杖浜公民館駐

車場におきまして、停車中の車に健康福祉課臨時職員が後進させた際に衝突したというもので、車両の修

理代を支払うものでございます。 

なお、全額これにつては保険で賄うというものでございます。 

 一般会計、特別会計あわせました総額が１億 3,473 万 2,000円の増額補正となってございます。 

 続きまして、一般会計の主な事項についてご説明いたします。 

（１）歳出 

 議会費 △１，０２５，０００円  

本年第１回定例会で議決しております議員報酬について整理するもので△411 万 6,000 円です。 

新たに議会運営経費といたしまして、町立病院の運営に関する調査費として道外研修する旅費といた

して 309 万 1,000円を増額してございます。 

 総務費  ４，８８６，０００円 

  庁舎改修事業費、現在庁舎の暖房をボイラーで運転してございますが、このボイラーが故障したため

に修繕するということでいろいろ検討してございましたが、設置してから 13 年経過しているという

ことで、耐用年数が 15 年ということもあり修理したとしても本体そのものがあと数年しか持たない

という事情もあり、この度石油ストーブに切り替えるというものでございます。ですから、ボイラー

の運転を石油ストーブに切り替えるということでそれに必要とする経費 475万 7,000円を増額してご

ざいます。 

  国民保護計画策定事業でございますが、これは計画策定に伴います委員報酬 12 万 9,000 円を増額し

てございます。 

 民生費     ５９，０００円 

  社会福祉計画行政事務経費△11 万 2,000 円でございます。新たに地域生活支援事業というものが創

設されまして、この事業のほうにただ今いいました事務経費を移すと。科目の移行でございます。障

害者福祉計画を見直す内容のもので科目変更で減額してございます。 

  地域介護・福祉空間整備事業 2,500 万円を増額するものでございます。これにつきましては、認知症

対応型のグループホーム新築工事の助成金 1,500万円、同じく認知症対象型のディサービスセンター

新築工事助成金 1,000 万円です。 

  この財源につきましては、全額国からの交付金によるものであります。 

  支援費扶助事業等推進事務経費 133 万 8,000円の増でございます。これにつきましては、障害者自立

支援法に伴いますシステム開発資金及び運営経費の負担が発生したことから増額するものでござい

ます。 

  障害者援助事業経費△2,903 万 6,000 円でございます。先ほどと同様障害者自立支援法に伴います制

度改正でありまして、支援費から給付費に変わったものであります。さらに利用者の本人１割負担、
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対象者の減といったものから減額するものでございます。 

  障害者自立支援事業経費△93 万 2,000 円でございます。これが地域生活支援経費の移行ということ

です。 

  障害者地域共同作業所運営事業経費△250 万 5,000 円でございます。同じく地域生活支援経費の移行

ということです。 

  知域生活支援事業経費 630 万 6,000 円の増です。これが新たに創設されまして先ほどいいました移行

された部分を織り込んだものです。 

 環境衛生費  ９２３，０００円 

  予防接種事業経費、ましん、風疹の対象年齢が１歳下がったことによる増でございます。 

 農林水産業費 ５２１，０００円 

  中山間地域等直接支払交付事務経費 11 万 5,000 円及び私有林対策事業 40 万 6,000 円の増でございま

すが、事務経費の補助額が確定したということで今回整理するものでございます。 

 商工費  １，２０３，０００円 

  企業誘致対策事務経費 95 万 3,000 円の増でございます。企業訪問への旅費及びパンフレットの不足

による増額という内容でございます。 

  観光客誘客推進事業 25 万円の増額であります。広域事業での町負担分でございます。 

 土木費  １，２６０，０００円 

  港湾利用促進経費でありまして 22 万 8,000 円の増額でます。これにつきましてはポートセールスに

伴います旅費の増額であります。 

  港湾施設管理経費 32 万 2,000 円の増額であります。港湾区域内におきまして道路等の修繕が発生し

たものでございまして、その分を増額するものでます。  

  外国客船初入港歓迎事業 38 万 6,000 円の増額でございます。これにつきましては 10 月２日、中米地

中海にあるハバナ船籍の船が 100 名程度のお客様が初入国ということで、歓迎に要する費用でござい

ます。スプリット・オブ・オセアヌス号 4,200 トンクラスの船ということであります。 

  港湾建設事務経費でございますが、港湾建設協議に伴い旅費の不足がありましたので、32 万 4,000

円増額するものでございます。 

 教育費   ４８６，０００円 

  地域見守り活動推進事業でありまして、地域防犯活動の一環として危険マップ等に要する経費 28 万

2,000円でございます。 

 諸支出金  ２５０，０００円 

  各種基金積立金 25 万円でございます。これにつきましては、教育関係施設整備への指定寄付がござ

いました。株式会社エレパル札幌というところなのですが、北電の関連会社でありまして、白老町に

会社の厚生施設があるということで、日ごろ白老にお世話になっているということで 25 万円の寄付

があったものでございます。 

 歳出合計 856 万 3,000円でございます。 

（２）歳入 

 町税 ５３，５９１，０００円 

  町民税 3,902万 7,000円、これは税制改正による所得割の増でございます。 

  固定資産税 1,456 万 4,000円、これにつきましては土地家屋の評価換えによる増でございます。 
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 地方特例交付金△１２，４６２，０００円 

  地方特例交付金、決定額が 3,743万 8,000 円でありますが、減税補填特例交付金の減でございます。 

 地方交付税△７９，４２６，０００円 

  普通交付税、決定額が 30 億 8,257 万 4,000 円で決定して、それに伴う減額であります。 

 使用料及び手数料  ８７４，０００円 

  港湾施設使用料（現年分）でございます。 

 国交支出金、道支出金については、先ほど歳出で説明しました特定財源の分でございます。 

 財産収入      ５１０，０００円  

  流木売払収入、これは入札の結果多く札が入りましたので増となってございます。 

 寄付金       ２５０，０００円 

  先ほどご説明した部分でございます。 

 繰入金    ３１，４４６，０００円 

  財政調整基金繰入金であります。 

 繰越金     ６，８８５，０００円 

  前年度繰越金でございます。 

 諸収入     ３，３５８，０００円 

  保育所広域入所受託事業の収入でございます。 

 町債     △５，６００，０００円 

  減税補填債△260 万円及び臨時財政対策債△300 万円となっておりますので補正するものでございま

す。 

歳入合計    ８，５６３，０００円 

以上で、議案第１号から第５号までの説明を終えさせていただきます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今予算関連の説明がございました。特にこの場で聞いておくことが

ございましたらどうぞ。よろしゅうございますか。はい、それでは経営企画課長ご苦労様でした。 

 続いて一般議案のほうへ移りたいと思います。はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 私のほう、６号議案から順次ご説明申し上げます。 

 議案第６号でございます。白老町国民保護協議会条例の制定についてということで、議案説明次のペー

ジの議６―3 の書いておりますけれども、国のほうで、法律で制定してございます外部からの武力攻撃に

対する対応ということで、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民

保護法が成立されましたが、これに基づきましまして町の区域における国民保護の措置に関し広く住民の

意見を求めるため、国民保護協議会を設置しなければならないことになっておりますので、その組織と運

営に関する事項を今回本条例で制定するという内容でございます。 

 なお、条文の中にありますが、委員の構成につきましては 35 人以内ということで、国関係、道関係、

町関係ということと、民間のトラック協会、歯科医師会とか、町内の各種団体を入れまして、各委員に依

頼し国民保護協議会を設置いたしたいという内容でございます。 

 次、議案７号でございます。これも関連する議案ですが、白老町国民保護対策本部及び白老町緊急対処

事態対策本部条例の制定についてということで、こちらのほうも先ほどと同様に、武力攻撃事態等におけ

る国民保護法に基づきまして、町としての国民保護対策本部、あるいは白老町緊急対処事態対策本部に関

する事項を定めるという内容でございます。 
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 なお、緊急対処事態ということにつきましては、武力攻撃に順ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行

為ということで、そういう事態になれば後段の白老町緊急対処事態対策本部とうような名称になるという

ような内容でございます。 

 次に議案第 8 号です。消防組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定についてということでございます。これにつきましては、消防組織法が改正され、条項の移動があった

ということで、同法を引用している白老町消防団条例、あるいは白老町消防本部及び消防所の設置に関す

る条例、もうひとつは白老町職員定数条例、この３条例の一部改正をするという内容でございます。 

 議案第９号になります。９号につきましては、白老町国民健康保険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。健康保険法などが改正され、出産一時金の支給額が増額されましたので、本町の国

保加入者にいついても増額するための改正であります。記載のとおり 30 万円を 35 万円に改めるという内

容でございます。 

 次に議案第 10 号です。白老町老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

ですが、こちらのほうも法の改正に基づきまして、医療費助成対象者の自己負担割合を２割から３割に変

更されたので、本条例に付いても、対象者について同様に変更するという内容でございます。 

 次に議案第 11 号です。白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてでございますが、こちらのほうも法の改正ということで障害者自立支援保護

の施行に伴い、児童福祉施設に入所している者の医療費が自己負担となることから、当該者を道と共同で

実施している助成事業対象者とするための改正でございます。その他は文言の整理でございます。 

 続きまして議案第 12 号です。こちらのほうも白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてございます。こちらのほうも先ほどの議案第 11 号と同様に、障害者自立支援法の

改正に伴って、道と共同で実施している助成事業対象者とするため本条例を改正するという内容のもので

ございます。 

 次に議案第 13 号、白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の一部を改正す

る条令の制定についてでござますが、宅地造成等規正法の一部が、これも法の一部が改正されまして、許

可を受けた宅地造成工事計画の変更を行う場合についても、許可申請が必要となりまして、それに係る手

数料を定めるため本条例を改正するという内容でございます。 

 新旧対照表、議 13―４になりますね。新旧対照表にあるとおり、右側の改正後の金額を新たに変更の

時の手数料ということで設置すると。額については、１号で定められている工事許可、すでに規則で制定

されていますけれども、許可手数料と同額という内容でございます。 

 次に議案の目次だけにあります。白老町教育委員会委員の選任につき同意を求める議案につきましては、

人事案件につき当日配付させていただきます。なお、人事案件につきましてはこの他に１件予定しており

ますので、これにつきましては新ためて議運を開催していただきまして、説明をいたしたいと思っており

ます。 

それと、認定１号から２号、３号につきましては、平成 17 年度の各会計の決算認定、それと水道事業、

国民健康保険病院事業の決算認定についてでございます。合わせて、報告１号、２号、３号につきまして

は、決算に関する付属書類の提出ということで提案を予定してございます。 

以上雑ぱくですが、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、予算以外の議案関係の補てんがございました。特に聞いておく

べきことがございましたらどうぞ。ありませんね。それでは議案関係の説明以上で終わります。ご苦労様
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でございます。 

 引き続き議会関係の協議を行いたいと思います。１ページから。はい局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから議会関係の報告させていただきます。ここにも注釈書いてい

ます。意見書ここに入れてございません。一応 15 件を予定しております。 

議長の諸般の報告ということで４件、閉会中における動向、専決処分の報告、これは先ほど補正予算の

ところでご説明しました交通事故の賠償の専決処分の報告がございます。 

それと監査から例月出納検査、定期監査の報告がございます。 

６月定例会以降の議員の派遣結果、これの報告がございます。 

それと、次ですが、特別委員会の設置。決算審査の書類が出てございますので、これを例年どおり付託

される特別委員会を設置ということになります。 

それと、承認です。承認は議員の派遣承認、９月定例会以降 12 月までの派遣を予定しているものの承

認をいただく予定でございます。 

陳情審査の報告、これは６月に陳情第１号として、産業建設常任委員会に付託しました陳情案件の報告

が出ております。 

続きまして決算審査の報告、これは９月定例会で付託します。決算審査、会期内に行いますので最終日

に報告がでます。 

それと所管事務調査の報告が３件、それぞれの常任委員会から出てございます。それと、次期所管事務

調査、多分道外視察のほうの関係になると思いますけれども、これが各常任委員会。それと議運の所管事

務調査が出る予定でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは、２番３番は終わりましたので、４番目一般質問について。局

長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一般質問でございますが、先般の議運で提示しましたとおり、９月４日

10 時に締め切ってございまして、通告者８名 15 項目の質問が出ております。これはすでに調整済みでご

ざいます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、よろしゅうございますね。続きまして５番目諸般の報告について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 諸般の報告ですが、先ほど申しましたとおり議長の諸般の報告４件、町長

の行政報告が予定されているようでございます。これは、当日に配付しますということです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） これはよろしゅうございますね。続きまして、６番目平成 17 年度決算及び決

算に関する付属書類の審査方法について。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは慣例によりまして、決算につきましては昨年度から、議長・監査委

員を除く全員で特別委員会を設置するということになってございまして、今定例会の会期中に、休会時に

行うということになってございますので、一般質問の最終日 13 日に設置していただくことになるかと思

います。もうひとつ正・副委員長、当然委員会会議規則によりますと、委員の互選という形になってござ

いますが、申し合わせ事項によりまして、所管の委員会の正・副委員長が当たるということになっており

ます。昨年度は総務のほうの正・副委員長がやられております。これも、過去に議論がございましたので

ちょっと練っていただきたいなと思います。以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 決算審査特別委員会の設置、これについてはよろしゅうございますね。確認済

みでございます。正・副委員長の選任についてはいかがでしょうか。ご意見ございます方どうぞ。 

 私が言ったのですけれども、もちろん総務の正・副委員長で構わないとは思うのですけれども、ただ、
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予算も決算も同じ方がやるというのはどうなのかなというのは考えられるんですね。できれば、私は違う

ほうが望ましいのではないかと思っていたということなのです。それで前回提起をしたということであり

ます。 

 経験するとかという意味ではなくて、予算も決算も同じ正・副委員長でいかがなものかと、そのあたり

です。それが問題なければ構わないと思います。前回は、総務の正・副委員長がやっておりますのでね。

はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私は、問題ないと思いますけれども、正・副委員長は総務で良いと思います。以

上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 私も、予算決算の委員長は従来どおりで良いかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。よろしゅうございますか。それでは、本会議で諮って総務文教委員

会の正・副委員長を決算審査特別委員会の正・副委員長という方向でいきたいと思います。よろしゅうご

ざいますね。 

 次、７番目議員の派遣承認について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料を添付してございますので、資料の４．派遣承認についてというとこ

ろご覧いただきたいと思います。承認第２号になってございます。一応最終日に一般議案が審議されたあ

とに議論することになります。 

 一応、９月から 12 月までに予定しているものが書いてございます。６件あります。 

白老町行政視察 10 月４日、これ全議員になります。胆振管内町村議会議員研修会、これ壮瞥町です。

現在参加確認をしているところです。これにつきましても全員でございます。 

白老東高等学校創立 20 周年記念式典、議長にご案内がきていますので、これは議長の派遣になります。

東京白老会、これにつきましては経営企画課のほうから一応３名程度ということで、予算も３名組んでご

ざいます。派遣要請が来ていますので、あとで別項目立てておりますのでご審議いただきたいと思います。 

第 50 回町村議長全国大会、東京都。これは議長が出席です。東京白老会と同じ日にちになります。 

続きまして、胆振管内町村議会議長会定期総会、12 月６日壮瞥町、議長になります。合わせまして６

件の承認をいただく予定であります。以上であります。  

○委員長（大渕紀夫君） 東京白老会については後ほどご協議をいただきたいと思います。他の派遣承認

につきましてはよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。それでは、８番目意見書の取り扱いについて、前回

配布のものとファックスで配付のものと２通りございます。これについてのご協議を願いたいと思います。 

 最初に（１）意見書案第15 号ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書について、はい局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） これについては、前回配付させてもらっています。全文読みますか。 

○委員長（大渕紀夫君） 読む必要はございませんね。これにつきまして、各会派でご議論願っていると

思いますので、意見を求めたいと思います。町清クラブ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブ加藤でございます。これについては賛成をいたしたいと思います。特

に意見はありません。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政も承認いたします。賛成します。 
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○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 同意いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところも賛成です。全会一致ということでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、これについてはそれではそのような計らいをいたしたいと思います。 

 次に意見書案第 16 号 医師・看護師等大幅な増員を求める意見書。これについて町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブ加藤ですが、同意をいたしたいと思います。ただ、この文書の中で大

幅な増員という言葉があるのです。大幅な増員でなければだめなのかという部分もなりますので、増員程

度にしておいてはいかがかと。大幅でなければだめなのだということでは、ちょっと大渕委員長らしい意

見だなと思ってみているのですけれども。その当たりはいかがでございましょうか。賛成はいたしますか

ら。 

○委員長（大渕紀夫君） 構いませんよ。はい、次新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政も同じく賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 同意いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） はい、賛成いたします。ただ、今加藤委員のほうからも出ましたけれども、医師・

看護師などの医療従事者の大幅な増員というか、増員はするべきだというふうには思っているのですが、

増員した分を都市集中型になりがちですよね。それを地域に適正に配置する方法があれば良いと思ったの

ですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） それは当然ですよね、そういうことを目指してやったのだけれども。 

○副員長吉田和子君） ただ、増員だけ言っちゃうと、増員はされても地方に配置されなけれ意味がない

かなと思って、そういう言葉が一つ入るとちょっと違うかなと思ったのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、これは今勉強中の中味に極めて似ておりますので、記の 4 項目めおこし

まして、専門的な表現だから、今日資料もって来ていないのですよね。皆さんが合意できるような中味で、

要するに医療過疎をなくすると言う意味と、看護師の場合、白老の町立病院も正看護師がいないというこ

とによって､収入減になっているのですね。ですから、都市集中型を改めさせるというような意味の文言

を 4 番目に付け加えまして、ファックスするなり何なりで周知したいというふうに思います。それは非常

に良いご意見だと思いますので、私も全くそのとおりでございます。全会一致でよろしゅうございますね。 

 次、雇用保険の特例一時金の廃止・改正に反対し、国の季節労働者対策の強化を求める意見書。 

はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ファックスさせてもらいましたけれども、字が間違っていますので訂正さ

せていただきたいと思います。１番上の表題「改訂」となっていますけれども、これ「改定」になおして

いただきたい。それと、記の１番のところも同じです。これも同じく直していただきたいと思います。以

上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブ加藤ですが、賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 次新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政も同じです。 
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○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 同意します。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） はい同じです。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは全会一致で進めたいと思います。意見書の取り扱いについてはよろし

ゅうございますか。すべて全会一致と。２番目の医師・看護師の部分については「大幅」を削り、「記」

に新たに 4 項目を起こして、「都市集中型を改める」と。どちらの表現にするかは別にいたしまして、そ

ういう表現を加えるということで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、局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、意見書 3 件とも全会一致になりましたので、取り扱いの規定によりま

して質疑討論省略するということで計らいたいと思いますがよろしいでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 当然、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、討論省略いたしますのでよろしくお願いいたします。 

では、次に９番目陳情書の取り扱いについて。はい、局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 陳情書ということで、２点郵送がされております。申し合わせ事項の中に

入ってございまして、申し合わせ事項の 3 ページになります。陳情書の取り扱いの 3 ページ、（10）のと

ころをご覧になっていただきたいと思いますが、白老町民以外からの陳情及び郵便による陳情については、

本会議に参考配付にするにとどめ、原則審査は行わないものとすると。こういう規定になっております。

以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 今局長から、読み上げられましたように、他市町村から来たものについては、

白老町民が関わっていない場合は、参考配付ということで原則決めております。陳情、次の 10 番目要望

書も含めまして、参考配付ということでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、陳情書及び要望書については、参考配付といたします。 

 次、陳情審査結果報告について、局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどもお話ししましたが、６月第２回定例会で産業建設常任委員会に付

託されました、陳情第１号白老町役場内に企業誘致に特化した専門課設置に関する陳情書。これにつきま

しては、審査結果が出ておりまして今回報告がございます。 

 委員会のまとめとしては、趣旨採択すべきものと決定でございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、陳情審査の結果報告については、今局長から説明のあったことでござい

ますけれども、これ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） 次に、12 番目常任委員会の所管事務等調査の報告について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） いずれも第２回の定例会、６月で所管事務としておこしたものでございま

す。総務は町税の概要について、民生につきましては医療保険制度について、産業建設につきましては観

光行政の今後の取り組みについてということで、それぞれ委員会報告がされる予定でございます。以上で

あります。 
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○委員長（大渕紀夫君） はい、３常任委員会すべて報告がございます。これについてもよろしゅうござ

いますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 次に、13 番目常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務調査等について、

はい局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、次期所管事務調査の関係ですが、議会運営委員会については従

来どおり所管に関わるものの取り組みをいたしますが、それぞれ常任委員会につきましては、今回は行政

視察ということで内容が組まれると思います。19 日、決算審査の予定でございますが、そのあとにそれ

ぞれの所管の委員会を行いまして、正式に決定していただくということになろうかと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、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） 次に、14 番目第３回定例会の日程について、会期は平成 18 年９月 12 日火曜

日から９月 22 日金曜日までの 11 日間、議事日程が配付されておりますので議事日程を見ながら局長から

お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご説明申し上げたいと思います。まず、次の５ページを見ていただきまし

て、一括議題とするものが２件ございます。認定第１号から第３号、報告第１号から第３号がすべて決算

審査に係る部分でございますので、これを一括して特別委員会に付託するということで一括議題にさせて

いただきたいと思っております。 

 議案第６号と第７号、先ほど総務課長からご説明がありましたとおり、国民保護法の関係で設置するそ

れぞれの協議会、対策本部、これについても一体性がありますので一括議案とさせていただきたいと思っ

ております。 

 もう１点ですが、先議する議案ということで、同じく議案第６号と第７号、これは一般会計の補正予算

で、協議会の委員報酬が上がりますので、補正予算の前に先議するということになろかと思います。それ

を含めてご説明申し上げたいと思います。 

 それでは、議事日程の全日程となっているのを見ていただきたいと思います。 

 まず、12 日に開催をいたしまして、諸般の報告を終わりましてから一般質問に入り、一応８名でござ

いますので２日に分けまして、4 名、4 名ということになろうかと思います。１番鈴木議員から 4 番の斎

藤議員まで１日目に終えたいと思います。 

 当初ここに所管事務と書いておりましたけれど、今のところ後段の 19 日にしたいと思っております。 

 ２日目でございます。２日目に一般質問引き続きまして5 番目の土屋議員から 8 番目の氏家議員まで行

いたいと思います。一般質問終わりましてから、先ほど言いました認定第１号から第 3 号まで、報告第１

号から第 3 号までの６議案を１回上程しまして、特別委員会設置のあと議会会期中の審査付託をしたいと

思っています。 

 それで、14 日から 21 日まで休会にいたしたいと。もしくは 20 日まで、あとで協議していただきたい

のですが休会にすると。というのは決算審査が入りますので、決算審査のための休会と。 

 １点だけお諮りしたいと思いますが、21 日第 3 号に書いてございますが、昨年度実績では２日半で上

がっているのですが、一部午後から補正予算やったほうがいいのかどうか。今の予定ではこれを 21 日に

組みますと 22 日の議案では午前中で終わるかなと。そうするのか、それとも決算は決算で終えてしまう

のかということで、ここだけご審議いただきたいと思います。というのは、休会の日にちがちょっと変わ
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りますのでご審議をいただきたいなと思います。 

 私の予定では、最終日議案から議会報告まで終わり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、ただ今ご説明にありましたように決算委員会は本会議ではございません

ので休会になります。それで 21 日に決算委員会が早く終わった場合に、21 日から本会議に入るかどうか

ということなのですよ。入って、22 日若干早く終わったほうが良いのか、決算委員会が終わったらそれ

で止めてしまって 22 日にやるかと。どちらかなんですけれども、ご意見ございます方どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 21 日は、途中半端にしないできちんとしたほうが良いかと思うんですよね。決

算審査特別委員会は１回で終わって、次の日に本会議をすると。そういうふうにしたほうが、22 日は午

前中で終わると言いますが、本会議終了後各委員会と、委員長会議とかいろいろあるようだから、無理し

て午前中に終わらなくても良いのではないのかと。逆算するとそういうふうに持っていたほうが良いので

はないかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。通常ですと 22 日、１日あれば十分終われるという局長の判断のようでご

ざいますので、今加藤委員がいわれたような形で、決算委員会は決算委員かで切りまして、22 日本会議

をやって終わると。余裕が詰まっているのであれば、早くやったほうが良いのですが、今局長に聞きまし

たらそういう心配はないようです。議案の量が少ないですから、大丈夫なようですから、今加藤委員がい

われたような形で行いますか。議長良いですか。 

 それでは、21 日は決算委員会で終わりということで、決算委員会が終わり次第、決算委員会を終わる

と。それで 22 日本会議というふうにいたしたいと思います。 

 ここに書かれていますように、会期につきましては今の 12 日から 22 日までの 11 日間、これはよろし

ゅうございますね。 

暫時休憩をいたします。11 時 10 分から開会をいたします。 

 

休  憩 （午前１１時００分） 

 

再  開 （午前１１時１０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。 

 15 番目その他の事項についてというところの協議をいたしたいと思います。 

 １、全員協議会の開催について 別紙ございます。別紙見ながら、局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、全員協議会の関係でご説明申し上げたいと思います。健康福祉

課のほうから、障害者自立支援法における地域生活支援事業の内容についてご説明したいということでご

ざいました。今回一般会計の補正予算で、これに関係する補正予算を計上しております。ただ補正予算の

中で、概要説明するというのは、なかなか時間の関係で難しいだろうということで、補正予算の審査にか

かる前に全員協議会を開いていただいて、議員の皆様に事業内容の概要をご説明したいという内容でござ

います。これ議決関係ですので、報告のみということになります。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、全員協議会につきましては、予算関連入る前ということでございますの

で、13 日以前ということになりますので、13 日の一般質問が終わったあとということになる可能性が高

いと思いますけれども、そのような形で全員協議会を開くということでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） はい、それではそのようにいたしたいと思います。時間については後日きちん

といたしたいと思います。 

 次、決算審査特別委員会について、別紙がございますので別紙を見ていただきたいと思います。審議方

法についてでございます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいでしょうか。決算審査についてお諮りしたいと思います。13 日

の設置でございますので、まだ特別委員会が起きてございません。正・副委員長もその場で正式に決定し

ますので、今は主体がない状況でございます。ただ、19 日から予定してございますので町側にはある程

度伝達したいと私のほうで考えております。昨年度行いました状況で、ここでご審議いただくのはちょっ

と違うかなという気もするのですが、時間がないものですからご審議いただいて、これで１回通知してお

きたいなと思っております。 

 内容としましては、19 日に特別委員会を開きまして、昨年度も町長と教育長に昨年度の執行方針に 10

分程度で総括していただいております。それと監査委員から、それぞれの会計、一般会計・特別会計・企

業会計の監査意見を一括して 15 分程度報告していただいております。 

 そのあとに、一般会計から入りまして特別会計・企業会計をご審議いただくという流れで昨年度も進み

ました。一般会計は概ね２日間、特別会計・企業会計につきましては概ね１日ということで進めさせてい

ただきたいなと思っております。 

 今のところ資料請求は、前回もありましたので 11 日 10 時までで一応締めさせていただいて、そのあと

各課に回します。それも合わせて今日このあとに通知させていただきたいなと思っております。以上であ

ります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、審議日程のあらあらですけれども、まだ特別委員会設置されておりませ

んので、昨年度に準じて行うと。次のページに決算審査の着眼点、関係条文等々出ておりますけれども、

目をとおしていただきながら、このような形で進めるということで、事前に町側と打ち合わせをしたいと

いうことでございますけれども、よろしゅうございますか。 

 なお、今ありましたように資料につきましては、11 日までですのでよろしく願いしたいと思います。 

 それでは、次に一般質問による資料の議場内での配付について、別紙でございます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応一般質問に伴いまして、議場内で資料の配付をしたいという申し出が

ございます。加藤議員のほうからございまして、それをお諮りしたいなと思っております。 

 参考に本の写しをつけさせてもらっていますが、それを見ていただきたいと思います。一応ここは、質

問と資料等と書いていますので、それの重要な部分だけ傍線引かせてもらっています。 

 まず 1 番目、質問するとき、例えば演台に物を持ち込むことができるかという質疑なのですが、ここの

中で、「議会は言論の府ですから質問は口頭によるのが原則です」という書き方がしています。一切禁止

しているという形式的なものはないのですが、基本的にはあまり肯定的ではございません。次のページを

お開きいただきたいと思います。ただ今の案件の該当するのが次の項目なのです。「質問の際、資料や写

真を他の議員に、町側も含めまして配付することができるか」ということでございます。これにつきまし

てはあまり肯定的ではございません。質問の内容は執行機関等についてそのことの分かる、要するに言論

です」よということが書いていまして、好ましいことではありません。これはなぜかと言いますと、資料

を配布して資料に基づいて質問をするということになると、例えば表になっていたり、大きなものである

と「ここの数字」とか、「ここ」とか、「これ」とか、「あれ」とかと使う場合があるんですよね。そうな

ったとき、後日会議録を見ると何がなんだかさっぱりわからないと。そういうものを避けるために、基本
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的には好ましくないですよというというような書き方がされています。 

 これは、完全に禁止する規定はどこにもございませんので、ここでは議会運営委員会で取り扱うのがよ

ろしいのではないかという書き方をしています。基本的には議長の議事整理権でございますので、最終的

には議長の判断によるのですけれども、こういうことでございます。 

 もうひとつ参考に、せっかくですからお話しておきたいと思います。次のところにアンダーラインがあ

るのは、引用する文献、何かの文献だとか、例えば第三者の言葉だとか、そういうものを引用することが

どうかというのが書いてありますが、これは基本的には「ほぼ好ましくない」と言っています。というの

は、議員自身の自らの考え方を述べるのですから、聞いたような話しですとか、何かを引用すると言うの

は好ましくありませんという書き方をされております。  

 それと、次のページをお開きいただきたいと思います。次に質問で資料要求することができるかと言う

ことが書いてあります。これも結論的にいいますとアンダーラインが引いてあるように、「議員のほうか

ら質問で資料要求することは認められません」という書き方をしております。 

 質疑の中で、資料要求はできないということを前に決めさせてもらいましたので、このような内容です。

一応、これもあとで見ていただきたいなと。こういう中味の中でご議論いただきたいなと。資料を配りた

いのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、配ってください。とりあえず配ってもらいますから。暫時休憩します。 

 

休  憩 （午前１１時１８分） 

 

再  開 （午前１１時２０分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。胆振東部関係の状況もございますので、局長からその

ことを先にお話願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） この絡みありましてですね、東部のほう聞いてみたのです。厚真の議会は

先ほど私が言ったとおり、会議録の編さん上困る。できないと言うことで厚真は禁止しているようです。 

他の町は事例がないと言うことです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今一般質問を行いたいという加藤議員の資料の内容も配布をいたし

ました。内容がどうのこうのではなくて、今の文献を含めて、この配付をどのようにするかということで

のご協議を願いたいと。こういうことでございますので誤解をしないでいただきたいと思います。中味が

どうのこうのということではございませんのでね。 

 今後のこともございますので、先例等々含めてございますのでこのことも十分考慮しながらご議論願え

ればと思います。ご意見のございます方どうぞ。はい、吉田副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 資料の根源について、ちょっと質問させていただきますが、これは議員の皆

さんに承知していただくために配布するという内容なのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私の質問のときにですね、口頭でいうのが原則なのでしょうけれども、具体的に

私が質問していることがわかるというための資料であるというふうに理解してもらえればいいと。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 従前も加藤委員が、議場で自分が精査したという資料を配られて、それに基づい
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て質問をされた経緯がありましたけれども、今、局長のほうから文献の説明を受けたような中味には、僕

はとらえていないですよね。確かにそうあるべきだろうということの中味は分かりますけれども、議事録

に取れないような質問ではなかったなと思うのですよ。「あれ」「これ」という言い方はしていなかったと

思うのです。我々も口頭でいわれても、近隣の市町村の数字がこうこうといわれても、聞いている部分で

は、言っているとおり言論の府ですから、質疑ですから、理事者側に答弁を頼んでいるときに、我々が質

問者の趣旨がさらに分かるという分の資料の配付だと思うので、そういうルールというのかな。 

 ポンとこれを出されたもので、「あれ」「これ」というのをしないという一定のルールを作れば、僕は配

付しても構わないのではないかなと思いますけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。加藤委員 

○委員（加藤正恭君） 原則的に先ほどの質問の資料等で、こういうふうに「否定はしないけれどもあま

り好ましくない」とこういうようことなのだけれども、いつも私は議長の了解を得てですね、勝手に持っ

てきて配付しているわけではなくて、「議長、資料があるのですが配付を許可していただけますか」とい

うふうに許可を取って配付していると。ということでルール的には問題ないかと思うのだけれども、本来

は局長のおっしゃるように議事録等の精査のためにはまずい面もあるのかなと自分自身も思っているの

ですが、ただ質問するととき数値のことになりますと、口で自分の原稿どおりにぺらぺら言っていても、

聞いているほうも分からないのではないのかなという心配があるものですから、「こういう数値です」と

資料を提出しながら、お互いに見ながら質問を受けるほうもするほうもしたほうがより分かりやすいなと

いうふうなことで、全部使おうとは限らないのですが、そんなつもりでお願いしているわけなのですけれ

ども。 

 テープに入らないような抽象的な質問は、できるだけ避けたいというふうに十分気を付けてやりたいと

思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 私自身が思っているのは２つあると思うのです。１つは、当日議場で配付する

のが良か否かということでございます。ですから、事前にその日の当日、例えば朝きちんと入れていただ

いて、その旨を徹底していただいておくと。それは持っていけるわけですから。職員さんのほうは事前に

机の上に置くのが良か否かというのを聞きまして、「これから配付します」。休憩して配付するのではなく

事前に配布するというようなことのほうがいいのではないかということが１つです。 

 もうひとつは、今加藤委員が自らおっしゃられたように資料があるけれども、議事録が残ることを十分

意識していただいて、その上で資料を見ながら質問していただく。これは非常に親切なことだし、こうい

うものが出されたほうが我々も理解しやすい。職員の皆さん方も理解しやすいのははっきりしています。

ただ、そこは十分注意して、「ここにこう書いてあるけれど」というような表現ではなくて、例えばむか

わ町はいくらというような形で、そういう形で質問をしていただくと。 

 この２点かなというふうに、私自身思っているのです。ですから、休憩して当日会場で配付ではない方

法で配付していただけないものかな。そのほうがいいのではないか。そのことをきちんと徹底する手立て

だけは、どんな形か分かりません、「質問しますから、ここに入っている資料を持って行ってください。」

ということを休憩室で言うとか、そういうことでは、質問資料を出される方いかがでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） 一般質問というのは、質問に対する答弁も当日、その場に行って事務局長が渡し

てくれるということなものですから、前もって私のほうの資料だけ出すというのはいかがなものかと思う

のですよ。ですから、できうれば、私が演壇に着いたときに配布してもらうというのが、本来の建前では

ないかという気がするのですけれどもね。この数値は持って帰って構わないわけですから私としては、前
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もって配付すると「何よこれ」というだけのことで、質問をすることによって生きてくるという資料です

から、それから見ると、私が演壇に座ったときに配付してもらうのが１番良いかと思うのですけれどもね。

いかがですか。どんなもんですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 先ほど委員長のほうからお話ありまして、私としてはできれば、質問されるの

は議員それぞれの質問ですし、当然資料も自分が質問する上で、「これが参考になるよ」ということで事

前に配るという中で、その場で「資料配付しますからどうですか」と言われても、今までの中ではそれな

りにやっていただきましたけれども、うちのルールという形にしておいたほうが良いなという感じもしま

す。今回、先ほど局長のほうから話のありましたようなこともありまして、参考のために各議員に自分の

質問の趣旨がきちんと分かってもらえるようにするのであれば、事前に「私の質問において、数字的なこ

とが多くなるもので、こういう資料を参考に見ていただきたい」という形でやっていただいて、当然理事

者のほうには、私は資料をやる必要はないのではないかという感じはするのですけれどもね。当然そうい

う質問をするというのは事前に分かっているのですから、それなりの資料をきちんと向こうは持っている

だろうしね。 

 できれば、当日その場で、質問しているときに資料配付、議長いかがですかと言われるより、こういう

のは事前に配布してもらって、資料として議員からそれぞれの議員に情報提供だということで配っていた

だいたほうがスムーズにいくような気がして。その場でとなると非常に議長も大変なんでね。そういう面

で今日言ってくれているのでしょうから、できれば事前に各ボックスに入れて、「私の質問上、数字がい

っぱい出てくるけれども、このようなものから出しているのです」というようなことで、事前に資料を各

自に配っていただいたほうが良いような気がするのですよね。私の立場としてはですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今お話し伺って、それぞれ、ある程度申し合わせではないですけれども、きちん

とその時その時で資料を出して良いですよということになったら、きちんと事前に出しますといっても、

どういう資料を出されるか分からないですよね。ですから、こういう議運とかの場で、「私はこういった

資料を出したいのです」と、きちんと、それは前もって配るかどうかは別として、それもちゃんと決めて

おいたほうが良いと思うのですけれども、こういうものを配りたいのですがという了解をもらっておくと

いうことも、これからどんどんそういうことになって良いと言うことになると、それぞれが自分の思いの

中で、ポンポン出すようになると、それがいいことなのだと思いますけれど、ただある程度、何が出され

るかわからないということがあると、本当は好ましくない状況の中での、でも必要で出すのだと言うこと

であれば、こういう議運の場できちんと、ある程度こういうものを出しますと。こういった資料を出した

いと思っていますということを、予告しておくというか、その時に了解を得ておくとか、そういったこと。 

 それから、さっきおっしゃったように、事前にそれを配るのかどうなのか。議会が始まる前に配るのか

どうなのか。理事者側のほうへもそれを渡すのかどうなのかということも、個人の自由でいいのかどうな

のかということ、ある程度基本的なことを決めておいたほうが良いような気がするのですけれども。 

 各議員がそれぞれ自由に出して良いということになったとうことで、前もって厚い物を出したりとか、

それはいいのかもしれませんけれども、その辺の事前のものというのは必要なような気がするのですけれ

ども、どうでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、その他。委員外議員西田祐子議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 今回の加藤議員の資料はですね、ご自分の質問することが、結局相手にと
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ってどういうことなのかということを、質問いただくための資料だと思うのですよね。私も２度ほど議長

にお願いいたしまして議場で資料を配付させていただいたことがございますけれども、その時の資料とい

うのが、議員の皆さんに知っていただきたいという、事前にですか。本来であれば分かっていただきたい

という部分の資料でありました。 

 ですから、今回加藤議員ができればというふうにおっしゃっているのは、やはり事前に知っておく資料

なのか、当日加藤議員が何を意図として質問しているのかというのと２つ在るのではないかなと思ってい

るのです。 

 今回の加藤議員のような場合は、申し訳ないですけれども、当日配付、事前にと言うよりもむしろ議長

の許可を得られたほうが良いのではないかと思うのです。 

 私が以前に配付をお願いした時みたいな形なのは、もっと早い時点で議員に配布をするような、そのよ

うなしくみがあればありがたいなと思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。今議長のお話し含めて若干整理しますと、質問するための提出資料につい

て、議運に事前に諮るべく必要があるかどかということ。それから、理事社側に配付をするかどうかとい

うこと。配付の方法ですね。もちろん質問の内容については、「これ」とか「あれ」とか、「資料に書かれ

ているように」とかという表現はしないということは当然でございます。 

 そういう場合は、議長から議事整理権を用いて注意していただくと。これは、資料を認める場合、議長

にそういうふうにやっていただくしかございません。 

 ただ、配付の方法という意味は、例えば先ほどの加藤委員の要求を満たすとすれば、可能なのは議長の

議事整理権の中で、これは今局長に聞いた話なのだけれども、例えば、たまたま１0 分前に休んだんだと。

その質問者が１0 分で終わったと。だけど再度加藤委員が質問に入る前に休憩を取って、議場で配付をす

ると。１0 分間休みの中で、そうすると一定限度、先ほど加藤委員がいわれたことについては要求が満た

されますよね。本当の事前配布かどうかといえば、5 分や１0 分は違うかもしれないけれど、少なくても

条件的には同じくはなるのです。 

 そういうことが議長の議事整理権として、１0 分前に休んだのだけれどまた休んで、人が変わるから休

んでその間に配付をするというようなことは、加藤委員の要求を満たすということでいえば、それは議事

整理権の中では不可能ではない話しです。面倒ですけれど。 

 ですからそんなことも含めて、考えられる範囲では考えられるのですよ。ですから、事前に議運で配布

の資料の承認を受ける。ただ、事前に配布の承認を受けたら、町側は分かりませんけれども、我々は会派

の連中みんな分かるということになるのだよね。だから休憩とって配付する必要があるかとどうかいうこ

とになるのだよ。それはなってしまうのです。ですから、理事者側に配布をするかどうかということ含め

て考えたら、そこら辺がルール化必要あるのかなというふうに私は考えているのですけれど。 

 そのことが良いとか悪いとかではなくて、もとにしてご議論願えればと思います。どうぞ。 

 まず、議運に事前に諮る必要があるかどうか、この点についてどうでしょうか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ぜひ、議運で諮っていただいて、判断をしていただければ大変良いと思います。 

 こういう資料を前もって作るべきだと思うのです。当然だと思います。今日、議運にかけてもらったと

いうことは大変結構だと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、はい吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 配付の目的が相手側に、町側に必要なのかどうかという目的によっても違う

と思いますし、議員内部で事前に公表したほうがいいという、そのような目的を持っていると、資料の内
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容によってやはり配付の方法が違うのではないかと思うのです。今の段階で、例えば加藤委員の資料を拝

見いたしまして、この資料のデータそのものが、数の問題で、各市町村の数字が載っているわけですから、

正確な数字がどうかという問題も、やはり確認する必要があると思うのですね。 

 ですから、データあるいは資料の内容によって、いろいろと配付の方法も違ってくるような気がいたし

ますので、ともかく当面の間は事前に議運に諮って承認を得たほうが、正確な運びができるのではないか

と思いますので、私はそのような見解を持ちます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。今日ここでルールを全部作ってしまうということは、ちょっと難しいと思

いますので、とりあえず当面は、議場で一般質問のときに資料配付したい方は、事前に議運に諮っていた

だくということ。これが絶対に諮らなくてはいけないとかそういうのではなくて、当面はそういうことで

ルール化するまでは、ひとつはそういうかたちで出された加藤委員もそうやっておっしゃっていますので、

そういう形にまずはしたいと。これはまだ決め事ではございません。当面はそういう形でいくと。 

 もうひとつはですね、これは今日議論しておかなければいけないのは、理事者側に、議員も理事者も全

部に配布するかどうかという問題なのです。ここが１つあるのです。このことによって、配付の仕方が変

わるのですね。理事者側に配付しないということになれば、それはやり方いろいろありますのでね。です

からそこら辺はいかがでしょうか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私の希望としては、理事者側にも全員配布していただきたいと。そうしなければ

私の質問が、趣旨が十分分からないと。もちろん担当課がありますから、これは財政のほうなものですか

ら、財政以外はいらないのではないかという議論があるかもしれませんが、あの人にやってあの人にやら

ないというわけにはいきませんので、全員に配付して私の考え方を聞いてもらいたいというふうに希望し

たいのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 厚真のほうでも確認していたのですが、理事者に渡して伝わらないという

ことは。多分ここを引用するのですよね。議事録作ったときに残らなくなってしまう。向こうに資料がな

いと伝わらないということは多分引用になってしまう可能性があるのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 意味分かりますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議事録を見たら分からなくなってしまう。数字とかそういうものをきちん

と全部言ってもらわないと会議録には残らなくなっちゃうのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私、質問するのに、これ全部の数字をいちいち読むということはしませんから、

そういう意味ではなくてですね。こういうもの出されていることについての質問が主になると思うので、

苫小牧の数字は 15.9 だから良いとか悪いとか、そんな議論はしません。そういう趣旨ではないというこ

とだけはご理解いただきたいと思うのです。 

ですから、苫小牧の数字はという程度で終わることなく、もし数字をいうとしたら 15.9 とかきちんと

いいますけれども、これをご覧くださいだけでは、何のことか分からないことは、私も十分承知しており

ますので、聞くほうだって分からないと思うので、そのあたりは十分気をつけたいと思うので、そういう

心配はないかと思うのですが、もしそういうところがあったら、議長から注意していただければ結構かと

思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 突発的なことで、議長から注意していただければいいというのだけれど、要す
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るに何のためにこの資料を配ると。議員も理事者も全部持っていて、質問して、全くその質問でこの表を

使わないというのであればこれは要らないわけですしね。そして、表に基づいてだとか、資料に配付した

とおりとかといわれると。それをなくするというのであれば、資料自体配付する意味がないのではないで

すか。黙ってただ見ていればいいのであれば、この中のものを使わないという質問のしかたをするのであ

れば資料はいらない。そういうことではないですか、違うのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そういう意味ではないのですよ。細かく数字を、苫小牧は何％、何が何％だとか

とそういうこというのではなくて、全体的な流れというものから質問をしていきたいと。こういうことで

すから、いちいち数字をどうのこうのということではございませんので、数字は出しませんよ。見れば分

かるわけですから。だから、この数字はおかしいとか良いとか悪いとかってそういう質問ではないという

ことだけご理解いただきたいと思います。 

 ただ、質問してみなければ分からない面がありますので、もし議長から見ておかしいなと思ったときは、

即座に注意していただければ結構かと思います。すぐ、私自身訂正するなりしたいと思いますから。十分

それは気を付けてやるつもりでおります。そういうご批判があるとすればですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、加藤委員の場合はこれに基づいて質問したいので、理事者に配って欲しいと

いうことですよね。やっぱり、さっき西田議員がおっしゃったように資料を出す人によっては、これは議

員だけに見てもらえばいいのですというのもあると思うのですよ。それを受け入れるかどうかだと思うの

です。その個人の意思を受け入れるかどうかを決めるべきなのかな。出してやっていく中でまずいことは

議長がきちんとそれを指摘すればいいことかなと思うのですすれども。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかどうですか。今後のことについては結構です。今回の取り扱いだけを今日

はやっておかないと終われませんので、今回の取り扱い、ですから先ほどいっていますように加藤委員は

理事者側まで配布したいというご意見です。配付の方法についても直近が一番いいというご意見でござい

ます。そういう中でルール化するには今回では無理ですから、今回どうするかということで、直近に配布

してほしい。理事者側までも配付して欲しいと。質問・発言については十分気をつけるし、もし逸脱する

ことがあったら議長に注意していただくということはやぶさかではないと。このようにおっしゃっていま

す。この取り扱いについていかがいたすかということでご協議を願いたいと思います。 

 今議長のお話しもございましたけれども、今回につきましては、前回そういう形でやっておりますので、

まだ今過渡期の段階でございますので、加藤委員が言われるとおり全員に配布すると。ただ、本当の直近

に配付するということは、休憩をして配布するということは、「議長、配布したいのです」といわれて、

休憩を取って配布するというのは、僕はちょっといかがなものかという気が前からしているのです。この

趣旨も、そういう意味からいうと、私はそれはちょっと違うような気がしているのですよ。 

 ですから、直近は十分理解できますので、議事の流れのなかで。もし今回の場合は、西田議員が終わっ

た段階で議長に休憩を取っていただいて、その時に休憩して、そして机の上におかせてもらうというふう

にすれば、ある意味では直近になりますので、そんな形で今回対応してはいかがかなと思うのです。 

 ちょっと折衷案みたいですけけれども、議長の意見も今あったことは十分承知しています。そのことは

今後の議論ということで、今回につきましてはそのような形で、前回も理事者も含めて全員に配付したと

思うのです。ですからそんなような形でいかがなものでしょうかね、議長。 

○議長（堀部登志雄君） それは議運で決まれば、それはそれで結構なのですが、この資料自体は加藤委
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員が自分ですべて作った資料なのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） これは、こういう趣旨の資料を出してもらいたいということで、議会事務局を通

じて担当課で出してもらった数字でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 町から出ている資料を、議員をとおしてまた理事者のほうへ配布するというの

は、それは何か、話が戻って申し訳ないのだけれど、そこまでする。今回のご意見についてはそれはそれ

で、今後、将来にわたってどうするかということはこれから決めることだけれども、今回のことだけで言

えば、議運で配付するとなればそれは全員に配布して結構ですけれども、本来の趣旨からいったら町から

出てきている資料を議会議員をとおして、また町に配布するというのも、これもいかがなものかという感

じがしたのでね。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私が一般質問するための資料だということをご理解いただきたいと思うのですよ。

そうしないと、数字が分からなければせっかくやっても意味がないと思うものですから、「こうです」「あ

あです」と言う質問をするための数値であるということで、別に役場にはもちろんこういう資料はあるか

ら、我々のところに来るのでしょうけれども、一般質問する権利は当然我々にあるわけですからね。です

からこういう数値を用いてやるということには、不正確な数値を持っていったのではおかしなことになり

ますからそれはできません。だから、自分の質問のために結果論でご批判を受けたいと思うのですが、良

かったか悪かったかは結果論としてご批判は受けたいと思うのですが、一応そうしなければ話しが進まな

いものですから、意見がかみ合わなければまずいなと思うものですから、そういうことでお許しをいただ

きたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。今回の取り計らいについていかがいたしましょうか。この文章の中にも書

かれていますけれども、202 ページのところに書かれていますけれども、「議会は言論戦であり、傍聴者

も含めて聴いて分かる活動でなければならないと。」こういうふうにもなっておりますので、ここら辺は

十分考慮の上、質問を組み立てていただきたいというふうに思います。 

 私が申しましたように、今回につきましては、今回バシッとだめだというふうにもならないと思います

ので、今回については全体に配布をすると。配布については休憩を取って配付をしていただくということ。 

そして、今後については、資料を出す場合は議運にかけていただいて、きちんとした形での申し合わせな

り、またルールを決めたいと思います。 

 今回についてはそのような形で、これは今回だけです。形で処理をしたいというふうに思いますがいか

がでしょうか。 

 〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 良いですか。議長よろしゅうございますか。それでは議長にお願いをいたしま

して、そのような形で運営をしていただくと。当然「この資料によりますと」となんていうようなことが

ありましたら、きちんと指摘をすると。傍聴者のいる前で指摘をするということはきっちりやっていただ

く。ということでお願いしたいと。 

なお、この文章につきましては、必ず各会派で持ち帰って議論してください。なるべくしばられないよ

うに、言論の府ですから十分議論ができるような形の中で最良の方法を見つけ出したいと思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 
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一般質問における資料の議場内での配付については、今回につきましてはそのような措置で進めさせて

いただくということでよろしゅうございますか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、そのようにいたしたいと思います。 

 ４．東京白老会の派遣者の決定について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 経営企画課のほうから、東京白老会へ従前同様に議員さんの派遣の要請が

来てございます。場所は全国町村会館、千代田区永田町にございます。派遣者は予算上は３名みておりま

す。この日、２２日の夜６時からなのですが、11 月 22 日、日中先ほどの派遣承認のとおり議長会が東京

で開かれていまして、議長は多分間に合うかなと思います。ですから議長を含めて３名を選出していただ

きたいと思っております。 

 過去の経過を申し上げますと、東京白老会につきましては主に常任委員長もしくは特別委員会、港湾等

の委員長が中心となって参加されていました。一応３期以上の方につきましては全員１回以上はすでに行

っております。昨年度は２期の方、鈴木議員が民生の委員長だったものですから、昨年から鈴木委員長が

行ってございます。私のほうからは以上であります。ご協議いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 東京白老会の派遣について３名、議長は決定しておりますけれども、あと２名

ですけれども、委員長経験者で行っていない方はどなたですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今現在、特別委員会も含めまして行っていない方は、２期の方で小西議員

が産建の委員長になりました。それと港湾の山本委員長と広報の谷内委員長、この３人です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、いかが取り計らいをいたしますか。ただね、ここでどうのこうのとちょ

っとやりづらいものですから、議長とですね、議長は決定しておりますから、常任委員長の小西委員長は

行くということになると思います。ただ都合もあると思います。それで、ちょっと議長と入っていただい

て、３人で協議願ったらどうですか。それで決まらなければ随時決めていただくと。ここで決めるという

ことにもなりませんので、議長に入っていただいてそれを決めていただいて、それは議運で認めるという

ことでいかがですか。良いですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、そのようにいたしたいと思います。ここに対象者でいらっしゃる方は、

山本委員と谷内委員がいるのですが、そういうことでよろしくお願いします。 

 はい、続きまして ５．議会費の補正予算要求について、別紙見ていただきたいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回、目的地もまだ定まっておりませんでしたので、報酬額減額する相当

分を振替えておりました。ただ、今回の査定の中で目的地がはっきりしたということで、整理しようとい

うことで整理をしております。 

 まず、先ほども補正予算のところでご説明ありましたけれども、増額するものとして全体では 309 万

1,000 円，内訳としまして町立病院の特別委員会の先進地視察。第１班は宮城県、第２班が千葉県と大分

県、第３班が愛知県と京都府ということで、総体的に 259 万 7,000 円くらい旅費がかかります。 

それと、町立病院の道内の分です。２回見ております。もうすでに１回目は執行してしまいました。鵡

川に行った分、これは研修会振替えていますので、研修会の分に振り向けると。それと砂原のほうへ１回

行くようにはしています。この５万円をバスとして、もしかしたら足りないかもしれません。福祉バス等

をもしか活用できるのであれば予算執行しなくてもいいかなと思っております。 

 それと、病院の特別委員会で１回勉強会をしようということで、講師謝礼が 10 万円見ております。誰
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を呼ぶかということも、全然目的のないまま組んでいますので、一番遠いところ鹿児島県で旅費を組んで

おります。これは当然、東京のほうであれば東京のほうで支出ということになります。 

 それと、常任委員会の部分で民生の常任委員会、今予定されているのは三連携の関係で、岩手・宮城に

行く予定になっておりまして、これは町のほうからですが、医院長と助役が見てきたほうが良いだろうと

いうことが言われていますので、その分の２人分の旅費を組みました。それで総体で 309 万 1,000 円。未

執行であれば当然残すような形になると思います。多少足りないのであれば、他のところから流用するよ

うな形になります。 

 減額分につきましては、３月に独自削減しました411 万 6,000 円をそっくり減額して充てるということ

にしたいと思っております。これで予算査定は受けてございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議会費の補正予算の要求について、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） はい、それでは ６．その他。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから情報として流しておきたいと思います。すでにクールビズに

つきましては９月いっぱい本会議、委員会すべてＯＫだよということで、すでに議運の中で決めさせても

らっていますが、情報としては町側のほうの対応ですが、町側はやはり本会議できちんと望むべきだろう

というような各課長の意見が多いのだそうですよ。それで町側はネクタイと背広ということで統一するよ

うであります。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） クールビズはクールビズですので、各自判断をして、ただ町側はネクタイ背広

で臨むということですから、そこは十分考えて対応していただきたいと思います。よろしゅうございます

ね。もう１件。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今ちょっと、情報回します。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会運営委員会にはちっと違う部分もあるのですけれども、時間的な問題等々

含めてございますので、今ちょっと局長から提起していただいてご協議願いたいと思います。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいでしょうか。私のほうから若干お話ししたいのですが、この新聞

記事についてはすでにポケットのほうへ入れていまして、皆さんご覧になっているかなと思います。 

 先般、大渕委員長とお話しして、病院の特別委員会の絡みなのですけれど、１回くらい研修できないだ

ろうかという話をして、今回公営企業法の全部適用と一部摘要でどこが違うのかという議論になったので

すよ。私、財政のほうへ行ってきまして、そういう部分で説明できる人はいないだろうかと言ったら、町

にはいないので道に聞いてみるかいという話しになりまして、たまたま支庁経由で紹介してもらったのだ

そうです。道のほうで適任者がいると。北海道の市町村課で森主査という方なのですが、この方公営企業

法の関係をしていて、病院の健全化もしていると。たまたまこの新聞の記事の内容も話せるという人がい

るよということになったのですよ。 

 それであれば議員研修になるのか、議員会の研修になるのか、まだ判断つきませんけれども、１回やっ

てはどうなのかなと。今病院は重い課題ですからね。公営企業法の全適と全道の病院の健全化の取り組み

と、今道が構想として持とうとしている中核病院の関係を１回お聞きしたほうがいいのかなと私が思いま

したので提案させていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） それで私お話聞いて、先ほど吉田和子委員長ともお話しましたけれども、10

日前、視察に行く前にですね、公営企業法の全部適用というのは今ほとんどの雑誌に出ているのですよ。 

小さい病院も、町村立病院でも公営企業法の全適やっているところが結構あるのです。民生で行く藤沢
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市もそうでございます。 

 それで、ここがきちんと分からないと、なんで公営企業会計になっているのかということが分からない

で我々やっているということになりますので、私はこれはぜひ 10 日前にやるべきだろうということで、

原則論でいえば病院の小委員会でやらなければいけないことなのですけれども、時間と日程と主催、私が

考えているのは、議員会長さん、議員会主催でやれないかなということでね。お金あまりかからないので

す。義務免で来てくれるようですから、仕事中にくるという意味ですからあまりかからないのですね。旅

費と費用弁償だけです。 

 ですから、うちの議員会主催でやって、職員にも来ていただいてということで。それは当然諮ってもら

わなくてはいけませんから、12 日の前にこれをやっておかないと、やると決めておかないとそうはなら

ないものですから、それで今日、諮らせていただいたということなのですよ。 

 議員会でこの方を呼んでやると。日程につきましてはこちらと向こうの日程がありまして、こちらのほ

うは空いている日程が本当にないのです。26 日、28 日。それとうちの視察の勉強会２日とっていますけ

れども、３日か５日、このどちらかというくらいの日程しかございません。相手の日程もございますから、

今言いました 26、28、視察の勉強会３日、５日取っていますからこのどちらかということで。３日は報

告会あるのですけれども視察の勉強会も 10 時からやらないと間に合わないからやります。昼間 10 時から

やる。 

やっぱり 26、28 日が有望です。26 か 28 日相手が都合よければ、そこでやりたいと。良いですね。こ

れはしようがありません。ただ 10 日前にやらなければ、私は意味がないと思っておりますのでぜひ 10

日前にやりたいということであります。 

そんなことで議会事務局のほうに、議員会主催でやっていただくというようなことになりますがでよろ

しゅうございますか。 

はい、これは後ほど病院の小委員会ではきちんと承認をもらいます。そういった措置取りたいと思いま

す。バタバタ来ましたけれども他、局長のほうから何か。それから議長何かございますか。 

○議長（堀部登志雄君） 別にありません。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の方、何かございますか。 

○委員（加藤正恭君） これ説明して。  

○委員長（大渕紀夫君） 小委員会の承認まだ得ていないものですから、それでなんですよ。 

 これはですね、１班は宮城県栗原市と大和町、ここに視察に参ります。随行者は丸山町立病院事務長。

２班は大分県の大分市、佐賀関の病院と千葉県東金市ここへ行きます。二瓶政策推進室長が随行いたしま

す。３班は愛知県の東栄町と京都府の福知山市です。そこに岡村政策推進室参事と清水看護師長が視察に

参ります。議員については３班体制で割っておりますので。 

 班割も全部決まっておりますけれども、小委員会で確認を得た後、若干、病院の特別委員会をやりまし

てその中できちんとした説明をいたしたいと。ちょっと病院のほうの関係の特別委員会がございますので、

その場でやりたいということなのですけれども了解してください。 

それでは、他になければ終わりたいと思いますけれどもよろしゅうございますか。 

 はい、若干時間が過ぎましたけれども、以上を持ちまして議会運営委員会を終了いたします。ご苦労様

でございました。 

 

（閉会 午後 ０時０８分） 


