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議会運営委員会会議録 

平成１９年１１月３０日(金曜日) 

   開 会  午前 １０時００分 

   閉 会  午後  ２時５０分 

                                            

○議事日程  

―協議事項― 

平成１９年第４回定例会について 

（１） 提出議案 

（２） 町長所信表明 

（３） 予算等の説明について 

（４） 議案等の説明について 

（５） 一般質問について 

（６） 諸般の報告について 

（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 

（９） 請願書・陳情書・要望書の取り扱いについて 

（10） 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 

（11） 追加議案に伴う議会運営委員会の開催について 

（12） 第４回定例会の会期について 

（13） 全員協議会の開催協議について 

（14） 通年議会の本格実施について 

（15） 平成２０年度予算編成における議会費の要求について 

（16） その他について 

                                            

○会議に付した事件 

―協議事項― 

平成１９年第４回定例会について 

（１） 提出議案 

（２） 町長所信表明 

（３） 予算等の説明について 

（４） 議案等の説明について 

（５） 一般質問について 

（６） 諸般の報告について 

（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 
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（９） 請願書・陳情書・要望書の取り扱いについて 

（10） 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 

（11） 追加議案に伴う議会運営委員会の開催について 

（12） 第４回定例会の会期について 

（13） 全員協議会の開催協議について 

（14） 通年議会の本格実施について 

（15） 平成２０年度予算編成における議会費の要求について 

（16） その他について 

                                          

○出席委員（１０名） 

委 員 長  山 本 浩 平 君       副 委 員 長  大 渕 紀 夫 君 

委   員  及 川   保 君       委   員  玉 井 昭 一 君 

委   員  土 屋 かづよ 君       委   員  熊 谷 雅 史 君 

委   員   氏 家 裕 治 君            議    長   堀 部 登志雄 君 

委員外議員  吉 田 和 子 君       委員外議員  前 田 博 之 君 

                                             

○欠席委員（０名） 

                                            

○説明の為に出席した者の職氏名 

  町    長  飴 谷 長 藏 君    総 務 課 長  白 崎 浩 司 君 

  経営企画課長  高 畠   章 君    経営企画課主査  高 尾 利 弘 君 

                                            

○職務の為に出席した者の職氏名 

  事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

主     幹   森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

本日の協議事項でございますけれども、平成19 年第４回白老町議会定例会関係の協議でござ

います。 

まず初めに提出議案につきまして、局長より説明願います。                                    

○事務局長（上坊寺博之君） 第４回定例会の提出議案でございますが、町長の提案に係る物が

９件ございます。内訳としまして、町長の所信表明１件でございます。それと補正予算４件、一

般会計、国保会計、介護特別会計、それと病院会計でございます。条例の一部改正が２件ござい

ます。それと選任同意。副町長の選任同意１件、教育委員会委員の選任同意１件、２件の９件で

ございます。 

それと議会関係でございますが、意見書を除く件数として５件ございます。諸般の報告が３件

です。閉会中における動向、それと、例月出納検査でございます。それと議員の派遣結果報告で

ございます。次１件を削除してください。会議案入っておりました。それと、意見書５件出てご

ざいまして、道の議長会から２件、今日お配布しておりますが、２件追加されてございます。そ

れと会派から３件ございます。承認が１件、議員の派遣承認でございます。会議案は訂正願いま

す。合わせて４件ですね。訂正をお願いいたします。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。これにつきまして何かございますか。 

 なければ２番目でございます。町長の所信表明について。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町長の所信表明につきましては、当日配布させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

続きまして、この協議事項の順番でいきますと、予算等の説明ということになっておりますけ

れども、本日は町長がこの議運に出席されております。  

町長の選任同意、人事案件につきまして、まず町長の方から説明を賜りたいと存じます。 

 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 皆さんおはようございます。副町長と教育委員、教育長に係る人事案

件でございますが、12 月３日にご提案させていただきます。また副町長につきましては、今、

２名体制ということでございましたが、１名という提案でございます。重要案件が山積しており

まして、大変厳しい体制ではございますが、この財政状況を考えたとき、また職員の早期退職等

がございます。そういう関係から、まず理事者からと。大変厳しい状況でございますが、当分の

間１名の体制で対応したいと、こういう考え方でございます。 

また、教育委員、教育長につきましては、空席の期間が長くなりまして、議会ならびに教育関

係機関には大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、この場をお借りいたしましてまずお

詫びを申し上げるしだいでございます。なお今回の人事にあたりましては、まず教育長の関係で
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ございますが、10 月３日が任期の満了の日でございました。町長選挙が 10 月 28 日ということ

でございまして、すぐ任期が切れる町長がその前に教育長を選任するということは、なかなか適

当ではないのではないかという判断を実はいたしました。これは私の判断でございますが、その

ことによって、私も少なくとも町長と教育長、副町長については、一体として選挙が終わってか

ら考えるべきではないかということから、本当に時間がかかりまして、そこまで時間がかかった

ことについても皆さんにお詫びいたします。 

なお、副町長につきましても、職員の大量退職があって、その理事者という副町長という立場

から退任するわけでございますが、これも任期内満了してから私は副町長も選任したいという、

副町長に対する配慮もございました。辞めるのとすぐ同時に次の副町長を同時にというのはなか

なか、これが65 歳とかの年齢であれば、年齢的な用件もあってあれなのですが、そういうもろ

もろがございました。これは私なりの判断でやったことでございます。そのことについて、議会

ならびに町民の皆さん、教育関係の皆さんにご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。 

私の方からは以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。ただ今町長の方から 12 月３日の人事案件の

議案につきましての説明がございました。この場で特に皆さんの中で何かお尋ねしたいというこ

とがあればどうぞ。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。人事問題ですから本会議で聞くというわけにいきませ

んから、名前ではなくて、一つはですね、今の町長のお話では当分の間ということですから、基

本的には副町長の件ですけれど、２名体制でいきたいというような理解で、当分の間１名という

ような表現をされたように思ったのですけれども、今後２名体制で行きたいという考え方という

ように受け止めたのですけれども、それで良いかどうかということ。 

もう一つ、担当だと思うのですけれども、教育長の任期についてはわかりました。ただ今後選

任した場合は、任期は10 月３日ではなくて新しく選任したときから４年間ということになるの

でしょうか。そこだけ。そうでないと10 月３日だったらまた戻って同じくなってしまいますの

で。それは実務担当で結構です。今度12 月３日に選んだら、この次は12 月３日に教育長を選ぶ

というふうになるのかどうか、その点だけお尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 当分の間という私の方からのお話いたしましたが、今までの経験上は

２名体制がベストなのかなと、実は思っております。ただ、この厳しい時期ですから、我々理事

者が副町長１名ということで頑張っていこうという事を職員にもきちっと示す必要があるので

はないかと思います。課題が山積しておりますので、今後もっと厳しいいろいろなことがあるか

もしれません。ただ私は１名より２名がベストなのかなと思っております。この２名の配置につ

いては、過去に部長制というものがございました。部長制を廃止する代わりに逆に助役を２名体

制にしようという背景もございます。これについてはまだまだ見極めが必要でございますが、私

の経験上からは、２名がベストなのかなと思っています。ただ今回はこういう非常事態でもござ
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いますので、１名で頑張りたいというのが私の考え方です。教育長については・・・。 

○委員長（山本浩平君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ２点目の教育長の任期の関係でございますので、それは私の方か

らお答えさせていただきます。結論から申し上げますと、選任されてから４年間ということでご

ざいます。くどく説明になりますけれども、教育長につきましては前回残任期間ということがあ

りました。これは選任されている方が途中で辞められたという場合は残任期間ということになり

ますけれども、今回は選任されておりませんので、選任されてから４年間ということになります。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長よろしいですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい。 

○委員長（山本浩平君） 他に皆さんから、特にこの場でお尋ねしたいということがあればど

うぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） ございませんか。 

 それでは町長は公務がありますので、これで退席ということになります。ご苦労様でございま

す。 

 それでは３番目の予算等の説明につきまして、高畠経営企画課長の方からお願いいたします。 

 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） それでは議案第１号、平成 19 年度白老町一般会計補正予算第７

号、それと議案第２号、３号、４号の平成19 年度白老町立国民健康保険病院事業会計補正予算

第１号、この４件を一括してご説明させていただきます。まず慣例に従いまして、お手元に配布

させていただいております概要書、それに沿いましてご説明いたします。 

○委員長（山本浩平君） 概要書が手元にまだないようですので、暫時休憩いたします。 

休  憩  午前 １０時１１分 

                                             

再  開  午前 １０時１５分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

ただ今配られる前に、先に条例の改正につきまして、４番になりますけれども、議案等の説明。  

白崎総務課長の方からお願いいたします。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは申し訳ございません。 

先に議案５号、６号の説明をさせていただきます。議案書をはぐっていただきまして、議案５

号の部分です。白老町職員の再任用に関する条例の一部改正でございます。この再任用制度につ

きましては、今回の改正につきましては、20 年度から６年間凍結するものということでの改正

内容でございます。この再任用制度については今年度から運用しておりますけれども、行財政プ

ログラムに基づき、定員管理を進めるため、この度早期退職を促し、勧奨退職者の嘱託職員制度、

通称特定嘱託員制度と呼んでいますけれども、この制度を定めたことから、条例による再任用制



 6 

度を凍結する内容でございます。５号につきましては以上です。 

 次６号です。白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。これの改

正内容でございますが、年次有給休暇の取り扱いでございます。現在暦年ということで１の年と

いうことで、暦年で対応していますが、これを年度の取り扱いにするという内容でございます。

これにつきましては、採用退職につきましては、基本的には年度で取り扱っていることから、制

度の適応に当たって実態に即し、効率的な運用を図るため、改正するということでございます。

具体的には１年間で20 日年次有給休暇付与されますけれども、４月の採用はいわゆる月数の案

分といいますか、それで４月の採用であれば15 日と。それから５月、６月、７月と日数が減っ

た形で付与されますが、実態としては１月になりますと、１の年という暦年でということで 20

日支給されます。退職が実は３月と、基本的に定年退職が３月といったときにですね、１月にな

るとまた新たに20 日付与されるというようなことから、これを採用、退職の実態に即して年度

で、４月に入って20 日付与すると。そして翌年の３月までというような勤務実態に即した形で

改正いたしたいというような考えでございます。ちなみに国の方は従前どおり１の年ということ

で、暦年で取り扱っていますけれども、実態に即して白老町はこのように改正いたしたいという

ことで、ご提案する内容でございます。なお、今回提案しています提案２件につきましては、以

上の説明のとおりでございますが、このあとに今、組合と協議しております給与条例の改正を協

議しております。協議が整い次第、追加議案としてご提案申し上げたいと思っております。それ

については、一般職、特別職を含めて条例改正、合わせてそれに付随する補正予算、関連する補

正予算を追加提案させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。私の方から以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。ただ今総務課長の方から議案第５号、６号

についての説明がありました。特にお尋ねしたいことがあれば委員の皆さんどうぞ。 

 ございませんか。 

 それでは条例改正の案件につきましては、以上にいたします。 

 前に戻りまして、予算等の説明につきまして、高畠経営企画課長よりお願いいたします。高畠

経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 大変申し訳ございませんでした。再び説明に入らせていただき

ます。議案第１号から４号まで一括してご説明いたします。先ほど配らせていただきました概要

書に沿ってご説明いたします。 

 １、歳入歳出予算の補正規模。一般会計第７号、１億 2,008 万 7,000 円の増額補正でございま

す。特定財源、一般財源につきましては、記載のとおりでございます。内容等詳細につきまして

は、後ほどご説明いたします。次に特別会計でございます。国民健康保険事業特別会計第２号、

66 万 2,000 円の増額でございます。これは歳出、総務費２万 6,000 円の減額、これは賦課徴収

事務経費等の増額及びレセプト点検経費の減額補正によるもので、結果的に２万6,000 円の減額

になったものでございます。保険給付費 30 万円の増額補正でございます。これは葬祭給付費等

の増額になったことによる補正でございます。次に老人保健拠出金38万8,000 円でございます。
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これは拠出額の確定が行われましたことによります増額補正でございます。次の歳入でございま

す。国庫支出金66 万 2,000 円の増額でございます。これは財政調整交付金の増減補正でありま

す。 

 次に介護保険事業特別会計第２号。歳出、保険給付費ゼロ円。これは当初介護保険計画という

のはユニット計画ではなくて、最小必要で計画されてございます。それに従いまして特定入所者

介護サービス経費、これが最小必要で予算計上されておりまして、予算が1,727 万 6,000 円不足

してございます。それに対しまして、介護予防給付経費、これが年度末に想定いたしましてもか

なりの剰余金が出るという予想がつきましたので、今回介護予防給付経費から特定入所者介護サ

ービス経費に予算を振り替えたということでございます。 

 次に企業会計。病院事業会計第２号、一時借入金の補正、限度額２億円の増額補正であります。

この結果７億円の限度額が９億円の限度額に変更になるものでございます。これは収益の悪化に

伴いまして、一時借入金を増額するための補正でございます。 

 次に予算補正の状況でございます。参考のところをご覧ください。まず合計の欄で一般会計、

今回経常額１億2,008 万 7,000 円、合計94 億 1,117 万 6,000 円。特別会計66 万 2,000 円の増額

でございます。合計 117 億 1,764 万円。企業会計は今回経常額ゼロということで、19 億 7,592

万 7,000 円。合わせまして231 億 474 万 3,000 円でございます。これが補正後の全体予算規模と

なります。 

 次に２、一般会計補正予算の主な事項。（１）歳出、総務費、136 万 9,000 円の増額補正でご

ざいます。内容は、まず初めに臨時職員経費30 万 7,000 円の増額補正でございます。これは臨

時職員の退職あるいはその補充のために結果的に生じました増額分、そこの増額補正でございま

す。次に職員研修経費でございます。30 万円の増額補正でございます。これは管理職を対象と

いたしましたメンタルケア、その研修費の増額補正でございます。これは先日北海道振興協会か

ら地域づくり助成金事業として認められて、補助金が交付決定されたことに伴いますものでござ

います。次に収納管理事務経費76 万 2,000 円の増額補正でございます。これは事務量増加に伴

いまして、収納事務の事務量増加に伴いまして、臨時職員を繁忙期に雇用するということで、増

額補正するものでございます。 

 民生費、41 万 4,000 円の減額。内容につきましては、地域福祉推進事業経費、３万 5,000 円

の増額補正でございます。これは民生委員推薦会開催経費の増額補正でございます。これは民生

委員が１名欠員したということで、その補充のための推薦会のための経費でございます。それか

ら施設入所者措置費支弁経費、210 万 8,000 円の増額補正でございます。これは他の自治体の施

設における措置者が１名増加したことと、介護サービス利用者が４名増加したということで、増

額補正しているものでございます。この分ですね、入所者分担金として 41 万円が特定財源とし

て充当されます。それから次に支援費扶助事業等推進事務経費、これは 90 万 2,000 円の減額で

ございます。これは委託料、委託契約だとか、賃借契約ございます。それらの入札差金分の減額

補正でございます。次に総合保健福祉センター管理運営経費、56 万 1,000 円の増額補正でござ

います。これは総合保健福祉センターの非常用発電機のバッテリーの取替えや、旧厚生年金雇用
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ホーム、今はヴィラスピカ白老ということで12 月 22 日オープンされますが、そこから温泉が分

湯されております。その分湯使用料につきまして、その運営会社と協議が成立したことによりま

して、今回５カ月分の使用料として増額補正するものでございます。合わせまして 56 万 1,000

円の増額でございます。 

 続きまして町立保育園運営経費でございます。これは他の自治体からたけのこ保育園に転入が

あったことによる財源振り替えでございます。これには保育園の保育入所受託事業収入 68 万

8,000 円が特定財源として充当されます。それから緑丘保育園運営費等経費でございます。これ

は 292 万 7,000 円の減額補正でございます。これは当初予算から言いますと、１、２歳児の入所

園児が減ったことによりまして、運営経費が軽減されたと。それに伴います減額補正であります。

次に保育所広域入所経費、71 万 1,000 円の増額補正でございます。これは本町の児童２名が他

の自治体の保育園に入園していますことによる委託料の増額補正でございます。 

 次２ページ目をお開きください。次、環境衛生費、１億1,027 万 3,000 円の増額補正でござい

ます。内容ですが、有害昆虫駆除対策経費ということで、山本聡氏より 10 万円の指定寄付があ

りましたことにより、財源振替するものでございます。次に環境衛生センター運営経費 23 万

3,000 円。これは水処理施設環境衛生センターの水処理施設、汚水ポンプ、これが老朽化したた

めにその新しいポンプに取り替えるための経費の計上であります。次に地域バイオマス利活用助

成金交付事業、１億1,004 万円の増額補正でございます。これはエポックサービス社白老工場建

設に掛かる助成金の計上であります。この１億1,004 万円は全額国からの交付金が充当されます。 

 次に農林水産費６万 2,000 円、私有林対策事業、６万2,000 円の増額補正でございます。これ

は、整備対象林が拡大したことによります増額補正でございます。これも道支出金と緑化基金が

充当されます。 

 次に商工費 10 万 5,000 円、商工振興対策経費10 万 5,000 円の増額補正でございます。これは

白老町商店街空き店舗活用事業の申請があったことによります増額補正でございます。これは旧

若草本舗がありました店舗、空き店舗になってございました、そこに新たな店舗を開設するとい

うことで、申請があったことに伴います増額補正であります。 

 次に土木費 44 万 9,000 円の減額補正でございます。内容はまず河川改修事業、これバンノ沢

でございますけれど、財源振替でございます。これはバンノ沢の砂防事業補助金、これを一般財

源から補助の方に振り替えたものでございます。次に白老駅北広場整備事業でございます。44

万 9,000 円の減額補正でございます。これは事業費確定及び執行残整理に伴います減額補正であ

ります。 

 続きまして消防費、４万 4,000 円の増額補正でございます。これは防災行政無線施設整備事業

で、４万 4,000 円の増額補正です。これは本年度事業費が確定したことに伴います増額補正でご

ざいます。これはご存知のとおり平成19 年、20 年の２ヶ年事業として債務負担行為で２ヶ年事

業で整備を行う事業でありまして、今年度２割、来年度８割という割合で交付を受けまして、事

業を執行してございます。その結果、本年度事業の事業費が確定したということで、当初予算に

比べまして４万 4,000 円の増額補正となったところでございます。 
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 続きまして教育費、59 万 7,000 円の増額でございます。これはスクールバス購入事業、財源

振替です。これは寄付金から基金繰入金の財源を振り替えるものでございます。実はこれは特防

交付金と室信さんの寄付、両方合わせましてバスを購入するということで、当初室信さんから寄

付いただいたものを一つの財源、もう一つは交付金ということで予算措置させていただきました。

しかしその後北海道防衛局と協議したところ、寄付金との合わせた事業というのは事業の性質上

好ましくないということで、一度基金にその800 万円を繰り入れまして、そして再度基金から繰

り出すという形で財源措置、そういう形にさせていただきたいということで、北海道防衛局もそ

れであれば構いませんという話になりましたので、そういう形の補正にさせていただきたいとい

うふうに思っています。次に放課後児童対策事業経費、これは59 万 7,000 円の増額補正でござ

います。萩野児童クラブに障がい児が受け入れされました。それに伴いまして臨時指導員が増員

ということになりまして、その経費の増額分でございます。 

 次に給与費でございます。これは財源振替であります。職員等人件費の財源振替でございます。

これは放課後児童対策事業補助金の一部と、それから北海道権限移譲事務交付金を給与費に充当

するということの財源振替でございます。 

 次に諸支出金850 万円の増額でございます。これは各種基金積立金850 万円の増額です。これ

は先ほどご説明しましたように、スクールバス購入財源でありました800 万円と、それから苫小

牧市にあります神谷病院から50 万円の指定寄付がありましたことから、基金に積み立てるもの

であります。 

 以上歳出合計１億 2,008 万 7,000 円となったところでございます。 

続きまして、（２）歳入でございます。ここの分担金及び負担金、国庫支出金、道支出金、それ

から寄付金につきましては、歳出でご説明したとおりでございますので、説明を省略させていた

だきたいと思います。 

 次に繰入金でございます。531 万 1,000 円、これは財政調整基金繰入金270 万 4,000 円の減額

補正でございます。これは一般財源が今回の補正により減額されましたことによりまして、財政

調整基金に繰り入れるということの減額補正でございます。 

 それから次の諸収入のところですが、109 万 9,000 円の増額補正でございます。この中で温泉

水使用料11 万 1,000 円とございます。ここの部分ですが、先ほど歳出でご説明いたしました総

合保健福祉センターの管理運営経費のところでご説明いたしましたが、旧厚生年金保養ホームか

ら温泉分湯使用料、これに充当するものでありますが、温泉を分湯されたものを社会福祉協議会

のデイサービスと寿幸園で使用しております。それぞれデイサービスで使用した分、寿幸園で使

用した分、合わせまして11万1,000 円を利用料としていただくという部分の歳入でございます。 

 以上歳入合わせまして、合計１億2,008 万 7,000 円となってございます。 

 以上簡単でございましたけれども、議案第１号から議案第４号まで合わせて説明を終わらさせ

ていただきます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。平成 19 年度の補正予算の概要につきまして、

ただ今高畠経営企画課長より説明がございました。 



 10 

特に皆さんお尋ねしたいことがあればどうぞ。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 参考の為に聞いておきたいのですが、諸収入のところで温泉水の利用

料が 11 万 1,000 円。先ほど５ヵ月分の使用料という話がこの金額なのでしょうか。その確認で

す。 

○委員長（山本浩平君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 11 月、12 月、１月、２月、３月。11 月をスタートとして３月ま

での５か月分の温泉水使用料です。これは１月約５万 2,000 円程度になってございます。11 万

1,000 円というのは、月当たり同じ金額、使用料、見合い分だけいただくという設定になってご

ざいます。連動しています。よろしいでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか氏家委員。 

 他に。及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。今の温泉の件ですけれど、契約をしたということなのか、契

約をしたから多分こういう金額出てきているのだと思うけれど、根拠とかいろいろあるはずなの

ですけれど。例えばメーターを付けて送っていますよとか、こういう細かな部分がいまいち不明

なものですから知っておきたいと思います。これをまた議会でやりますとまずいことになってし

まうので。 

○委員長（山本浩平君） 本会議の中で質問していただいた方が良いと思いますので、よろし

くお願いいたします。この議事につきまして何かあれば。 

 ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 高畠経営企画課長どうもご苦労様でございました。総務課長もどう

もご苦労様でございました。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議案の今ご説明をいただきましたが、２ページの４の下のところ

にも書いてありますが、人事案件の議案は当日配布ということになっていまして、議会運営基準

の６ページを開いていただきたいと思いますが、一応確認です。議会運営基準の６ページの８番、

人事案件については提案当日の議題に供する直前に配布するということになっておりますので、

３日の日に配布されます。それで、３日の９時半から、人事案件の中身のご説明いただいてござ

いませんので、説明を受ける議会運営委員会を開かさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして５番目にまいります。一般質問につきまして、局長お願

いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一般質問につきましては、３日の町長の所信表明を受けた後に、

７日の金曜日ですが、一応午前10 時で締め切りをさせていただきたいと思います。７日の１時

半から議会運営委員会で調整を行いたいと思います。それで、今回新しい議員さんもございます
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ので、一応確認をしていただきたいのですが、町側との質問がある方の確認を第２次議会改革の

中でしてございます。一般質問される方は２時に議員控え室の方にお越しいただきたいと。議会

運営委員会に所属されている方は終わってからと。そのあと広聴の小委員会開く予定ですが、広

聴の小委員会の方は、15 時ですのでその前にということでお願いしたいと思います。以上確認

でございます。 

○委員長（山本浩平君） この一般質問につきましては何か皆さんご質問ございますか。 

 なければ６番目。諸般の報告について、局長説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 諸般の報告につきましては、お手元に配布させていただいており

ます。議長の報告としまして、閉会中における動向、例月出納検査・定期監査、それと並びに議

員の派遣結果報告でございます。町長の行政報告につきましては、重要性報告があるということ

で、これにつきましても当日配布させていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんよろしゅうございますか。 

 それでは７番目、議員の派遣承認につきまして、局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議員の派遣承認です。議会の方の提案になります。議長提案にな

ります。12 月定例会以降３月定例会まで、今予定されております、主に議長でございますが、

一応派遣承認の議決をいただくということになっています。別紙、案のとおり提案させていただ

きたいと思います。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） これも皆さんよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 続きまして意見書の取り扱いにつきまして、それぞれ各会派で揉ん

でいただいたと思いますので、それぞれお尋ねしてまいりたいというふうに思います。この順番

どおり行いたいと思いますけれども、まず意見書案第17 号、後期高齢者医療制度の来年４月か

らの実施の中止を求める意見書につきまして。提出者は大渕議員でございます。 

 それでは新政クラブさんどうでしょうか、いかがですか。 

○委員（熊谷雅史君） 新政です。意見書いただいて、非常にどこに願意があって何が言いた

いのかというのは、確かに書いてあることで理解をしなければいけないとは思うのですけれども、

このようなふうになるのかなというのがまずこの事案については１点ですね。あとは参考配布で

付いている中で読ませていただいたのですけれど、北海道社会保険推進協議会というところから

同じような内容で出ています。こちらの方が、もし出すのであれば分かり易いのかなと。そのよ

うに私達は思っています。ですから、大変恐縮ですけれど、大渕代表から出されている意見案に

ついては、賛成はできないということであります。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさんいかがでしょうか。 

○委員（及川保君） 言われていることはわかるのですね。わかるのですけれど、現実に来年

４月からの実施の中止を求めているわけですけれど、現実的にこういうことができるかどうかな

のですね。これが１つ出ました。それともう一つこの中身中段の説明の中で、「医療差別を行う

世界でも例のないひどい制度です」と、こういう文言になっているのですけれど、本当に世界で
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そういう状況があるのかどうか。この辺が実は全く私達も分からない部分でありましてですね、

例えばアメリカであれば、特定階層の人達はこういう保険制度は適応されているみたいですけれ

ども、大半の一般社会の人達はそういう状況にはないということは、実はわかってはいるのです

けれど。この辺の文言が非常に抽象的で現実なのかということも、それが分からないという部分

がありまして、厳しいなと。言っていることはわかるのですけれど、賛成しかねるという状況で

ございます。 

これの説明が今、出来ますか。大渕副委員長いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） まず一通りお尋ねした上で、回答いただきたいというふうに思って

います。続きまして公明党、氏家代表いかがですか。 

○委員（氏家裕治君） この文章の中で先ほど出ましたけれど、「世界でも例のないひどい制度

です」ということで書かれている部分がありますけれど、この国民皆保険というのは、全国でも

例のない日本独特の保険制度ではないのかなと思っておりますし、また確かにこれから少子高齢

化が進む形の中で、高齢者に対しての医療制度負担というものがこれから必要になってくる部分

があるのかもしれない。支える側に、また、同等の負担も出てくるのかもしれない。この辺を今、

しっかり国会の中で議論してもらっている最中でありますので、こういった形の中でこうだと決

めつけるような言い方というのは、どうなのかなと思っております。また、その次の後半の部分

にもありますけれど、あくまで新制度自体は正しいとして来年４月からの実施を改めようとして

いないと。これは今、議論の中で今後どうあるべきなのかという事を、まだまだこれから議論進

む形の中でされているのではないかなと、私は思っていますので、この辺の言葉の文言というこ

とに対しては賛成できませんし、ましてやこの後に先ほども出ましたけれど、北海道社会保障推

進協議会ですか、これから出てきている後期高齢者の医療制度の要望書、こういった部分の要望

であれば、こういった形の中で出されたらどうかなと思いますけれど。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 私ども新風なのですけれど、この言いたい内容に関しては理解も出来るところもあるのですが、

初めに新政クラブさんがお話ございましたけれど、私どもも見比べたときに、北海道社会保障推

進協議会ですか、陳情団体、こちらの方から出てきているこういう柔らかい表現のことであれば

賛成できるという、こういう意見でございます。 

 以上につきまして、提出されております共産党さんどうでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今のお話で、例えば「部分的な凍結でなく」という部分、また「世

界に例のない」、これは一般的に言うアメリカの医療とヨーロッパの医療が全く違うという意味

であります。アメリカの医療というのは、言われるとおり事実そういう部分ございますからね。

これは、アメリカは皆保険ではありません。ヨーロッパは日本よりもっともっと進んでいる部分

沢山ございます。ですからそういう意味での中身なのですけれども、ただこのことは私自身は今

の段階で議論する気はありません。なぜかと言うと、できれば私、なるべく全会一致が望ましい

と思っています。ですからそういう視点で言うと、もちろん私も社会福祉推進協議会から出てい

るこれ読んでいます。もし皆様方がこれで出していただけるのであれば、私はこの中身で十分だ
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と思っておりますので、全会一致が原則ですので、こちらの方に振り替えて出せれば、全会一致

で出していただきたいと、こういうことでございます。こちらのことで言えというのであればい

くらでも言いますけれど、無駄ですから、そういうことはやらない方が良いと思いますので、そ

ういう意味です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。今提出者からそのようなご意見ございまし

た。社会保障推進協議会の方から出されている内容のものに振り替えて、そして全会一致という

事をお願いしたいということでございますが、皆さんどうでしょう。異論ございませんか。 

公明党さんもよろしいですか。 

 要望書の方で出ております後期高齢者医療制度に関する要望書の（４）ですね、北海道社会保

障推進協議会から出ているこの内容のものに、まるっきりシフトしていただいて、差し替えして

いただいて、提出していただくということでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） ではそういったような形でお願いをいたします。 

 続きまして意見書２番目ですね。提出者大渕議員になっていますけれど。食品偽装事件の根絶

を求める意見書でございます。 

新政クラブさん。 

○委員（熊谷雅史君） 新政です。よそのクラブの話も聞いて見たいと思いますけれど。これ

については、基本的には賛成をしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。清風クラブ。 

○委員（及川保君） 清風クラブです。この件については賛成したいという思いでいるのです

けれど、この説明の中での（３）なのですね。「内部告発への対処の迅速化を図ること」。これは

非常に奨励するとなると、会社ではなく国や道に対してのことを言っているのでしょうけれども、

この辺の言葉が引っかかるなということが実はありまして、内容的には賛成です。 

○委員長（山本浩平君） この点については後で審議したいと思います。 

 公明党さんいかがでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 今年に入ってこういった食の安全についての問題が数々出てきていま

したので、こういった意見書があるのも確かかなと思いますけれども。ただ記述にあります（２）

の職の安全に係る行政の縦割りを改め、食品表示は製造年月日表示と期限表示の併記を義務づけ

ること。ただこれ義務づけることだけで果して安全性が確保されるのかと言われれば、私はそれ

だけではないだろうなと。それではないだろうと。共産党から出ている部分では２と３、内部告

発への対処もそういったものを絡めて対処することが必要なのだという言われ方なのかもしれ

ませんけれども、ただそういった製造年月日だとか期限表示の併記を義務づけることよりは、も

っともっと国の法律自体を改めていかなければいけない問題なのだろうなと思います。全体的に

は、内容的なものについては理解できます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 私ども新風なのですけれども、内容につきましては賛成をいたします。ただ３番目の内部告発
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への対処の迅速化を図ることというのは、どういったことを意味しているのかという事をまずお

尋ねしたかったなというふうに思っております。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 一つは内部告発の問題なのですけれど。例えば苫小牧のミートホ

ープの時もそうですし、苫小牧教育委員会の給食で使っているとき、これは内部告発が実際あっ

たのですよね。だけれど取り上げなかったということで、苫小牧の市議会でも非常に問題になり

ました。ですから私が言っているのは、内部告発をすることを奨励するとかではなくて、内部告

発があった場合は、それをきちっとすぐに取り上げると。そしてそれを行政なら行政できちっと

調べることをやらないと、苫小牧の教育委員会には父母から相当あったはずです。新聞報道何度

もされていますけれど。ですからそういうものをきちっと内部告発があった場合取り上げる場所

と中身がなければ、これは書いているとおりわからないのですよ。わかる方法がないのですよ。

これ全部ほとんど出たのは、内部告発ですよね。ですから内部告発を奨励するみたいに読み取ら

れると困るのだけれど、もしこれ文章があるのだったらそれはそれで構わないですよ。ただ内部

告発があった場合に取り上げられる機関にしておかないとわからないのですよ。調べようがない

わけだから。内部告発があったって警察が直接は入れるかと言ったら、現実的には入れないわけ

ですよ。ですからそういう意味で、そういうことをきちっと取り上げられるような形を取らなく

てはいけないということです。そういう意味です。 

 それともう１点は、法的な問題ですね。もちろんこれは法律、例えば食品表示の部分も法律で

決めなかったら、多分こうはならないと思いますので、これだけではないと私も実は思います。

人数もっと増やすとか、輸入の食品の検査する人を増やすだとか含めて、こういう食に係る部分

の公務員の方を増やさなかったら、たぶん対応はできないというふうに思うのですけれども、そ

こまで書くとなるとなかなか大変かなということもあってですね、最低食品表示は製造年月日と

期限表示を付けることが最低必要ではないかということで、当然これは法律的になっていかなけ

ればどうにもならないことだろうというふうに思って、こういう要求をしていると、こういうこ

とです。ただ内部告発の対処の問題についてはもっと良い表現あれば、これは変えた方が良いか

もしれないですね。内部告発を奨励するという意味ではないからね。そういうふうになると違う

話だから。混乱すると困りますから。ただ言いたいのは、告発があった場合、なるべく早く取り

上げないと、被害がこういうふうに大きくなるということなのですよ。だから内部告発の対処の

迅速化と書いてある。そういう意味なのだけど。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 私のところは今の説明で、内部告発の内容はそういうことなのかと

いうことは、説明を聞いてわかりましたけれど、皆さん他に。 

 及川委員。 

○委員（及川保君） 協議の中でこの期限ですよね、賞味期限とか消費期限とかいろいろとあ

るのだけれど、この辺の文言をもう少し若干なりとも入っていれば良いのかなというのも、協議

の中でありました。この辺のこともなかなかわからない部分があるものですから、この辺のこと

まで入れる必要があるのかどうなのかも。 
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○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここ書いているとおりで、これは賞味期限ではなくて、作った日

と、ここまでは安全だよという日を書けということなのですよ。賞味期限というのは食べて美味

しい期限だというのでしょ。これから後は駄目だというわけではない。駄目だというわけではな

く、食べてもなんでもないというのでしょ。ここまでは美味しく食べられる期限なはずだと私は

認識している。そうではなくて、作った日と、賞味期限ではなくて、これ以降は食べたら駄目だ

よという日を書けということなのですよ。 

○委員（及川保君） 確認なのですけれど、それが文章の中に書いている消費期限表示のこと

ですよね。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） もし３番目、皆さんが言われたような誤解を招く、私どもも内部

告発を奨励するように受け取られると困りますので、もしそこを変えた方が良いというご意見ご

ざいましたら、こういうふうに変えた方が良いという知恵がありましたら出してもらった方が良

いと思います。 

○委員長（山本浩平君） 何かございませんか。 

 副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） 私も２番のところが少し引っかかったのですけれど、表示内容

がすごく縦割りですから、すごく複雑なのですよ。消費者がわかりやすい表示をするべきだとい

う事を入れた方が良いのか、ちょっと一言そういうのがあると、誰もが見て、それが使える食べ

られる期限が明確にわかる表示の仕方というふうにした方が、また消費期限だとか入ってしまう

と、その辺が皆さんわからないでいるので、行政できちっと１本化してきちっとそのものが食べ

られる、使える期日を明確にするように１本化するべきだとかという方が良いような気がしてい

たのです。こないだ表示の勉強してきたのですけれど、すごく複雑なので、表示する方も複雑で

わからなくて、表示された方もわからないでいるという、そういう現状があるというお話があっ

たのです。それは縦割りの１番の難点だというお話もありましたので、そういったことを明示す

れば良いのかなということと。内部告発というこの言葉が、告発というからあれなのか、内部か

らの慎重にきちっと調査をするべきだというふうに入れた方が良いような気がするのですよね。

これだけだとどうしても内部告発を奨励しているように思えるのですね。やはり内部からのそう

いうものが出てこないとわからない部分というものが、絶対あると思うのです。ですから、内部

のそういう人達を守るということも、一つあると言っていましたよね。だからそういう守ること

と、慎重な審査と、そういうものが必要じゃないかという事をプラスして入れたら良いような気

がするのですけれど。告発を奨励するのではなくて、それも消費者にとっては一つの大事な部分

だと思うのですよね。そういうのがないとわからないわけですから。そういうものを入れると良

いのかなというふうに少し思って見ていたのですけれど。具体的な言葉は今、出ない。 

○委員長（山本浩平君） 今副議長の方から提案ございましたけれども。 

 大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 食の安全に係る行政の縦割りを改め、消費者が明確に理解できる

食品表示を義務付けること。それと、内部告発への対処は、慎重かつ迅速に進めること。どうで

すか、今、言ったので。良いですか。それではそのように改めます。 

○委員長（山本浩平君） その迅速化のことなのですけれども、どこに対してということが必

要かなと思うのです。行政が取り上げるということですよね。それを入れないと、一般民衆とい

うことではないわけですから、行政が迅速に取り上げてもらいたいということですよね。そうい

う言葉をやはり載せた方が良いと思うのですが、どうでしょうか。皆さんどうですか。 

 新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 国の機関を一つ、告発の部分では、きちっとした明確なものを作って

いただくというのを盛り込んだ方がよろしいのではないですか。 

 こないだのミートホープの事件のとき、報道の絡みで聞きますと、当初北海道の保健所の方に

申し出たと。ところが取り合ってもらえなかったと。農水省の方から逆に北海道の方に言ったら、

受けたのか受けていないのかというああいう揉め方というのもありましたので、やはりきちっと

した所轄というか、決めてもらったところにそういう機関を作るべきだというのを入れた方がよ

ろしいのではないですか。縦割りですから。 

○委員長（山本浩平君） ミートホープの場合は、国もそうなのですけれど、市役所自体で取

り上げるのが少し遅かったところもあったのですよね。教育委員会というか。所轄というか。行

政という一つの大枠の言葉にしてはどうかなと思うのです。熊谷委員のおっしゃることもよく分

かるのですけれど。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） このことでいろいろと時間をかけるというわけにもいかないと思

いますので、今、山本委員長が言われたように、行政の部分を入れるということと、熊谷委員が

言われたそこの部分を入れるということなのだけれど、そういう趣旨のことがわかるものを入れ

るということで、この次の、その時にこういうことでどうかというふうに提示させていただくと

いう案はどうでしょうか。そうでないと、ここで文章作って時間かかっても仕方がないので、そ

こら辺は相談して、議会事務局からも知恵もらって、適切な表現、今、言った皆さんの意味が理

解できれば良いわけですから、そういう形で対処させていただくというわけにはいきませんか。 

○委員長（山本浩平君） では 12 月７日の議運に間に合わせていただくということでよろしい

ですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） そのようにさせていただきたいと思います。 

 続きまして意見書ですね。アフガン問題の政治解決に転換を求める意見書。これも共産党さん

からの提案でございます。 

 清風クラブさん。 

○委員（及川保君） 清風クラブです。この件についても言われていることは十分わかるので

す。賛成ということで。 
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○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、賛成ということで。公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） このアフガン問題の政治的解決に転換を求める意見書という文であり

ますけれど、このアフガンの問題というのは本当にまだ根深い問題がありまして、つい最近も韓

国でしたか、テロの捕虜に取られて２人が殺されたという事件もあります。こういった政治的解

決が出来ないから、今、こういった外交問題の中で安保理決議の下、国として取り組んでいる問

題ではないのかなと私は思っています。これが１国平和主義ではなく、そういった国連安保理の

決議の中でしっかりと国際貢献していくことが、これからも必要になってくることであり、この

文面の中では私達公明党としては賛成できかねないという部分ではあります。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブは全く賛成できません。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもいろいろ慎重な意見がございまして、全く反対だというのも

おりましたし、今の世論調査の動向を見ると、（１）新テロ特捜法案につきましては刻々と世論

調査の数字もだいぶ変わってきているので、もう少し国の流れを見据えるべきだということと、

やはり国際貢献ということは、日本の国益を考えた場合は行わなければならないという意見は、

それはまとまっておりますので、私どももどちらかと言うと、この内容であれば賛成できかねる

ということでございます。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここに書いていますように、国際貢献は私達はやったらだめだと

言っているのではなくて、医療や教育、産業復興など民生支援を中心とした国際貢献をすべきだ

という意見なのですよね。ですから、今の状況で言えば国で議論されているわけですけれど、今

のお話では、少し一致するという状況ございませんので、この件につきましては、われわれの意

思はこういう意思ですけれども、意見書として提出することについては取り下げさせていただき

たいと思います。採決はしない、取り下げさせていただきたいと。なるべく今まで言っています

ように、全会一致が望ましいと思いますので、今回はこれは取り下げます。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。３番目のアフガン問題の政治解決に転換を求める意

見書に関しましては、取り下げるということでございます。 

 続きまして意見書案第20 号。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書案第 20 号と 21 号、出させていただいておりますが、今日

提案させていただいております。実は28 日、26 日の北海道議長会の理事会で各議会の方に降り

てきたものでございますので、今日まだ見てないと思いますので、１回読ませていただきたいと

思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。一応時間があれば今日出て我々の判断になる。もちろ

ん全道議長会ですから基本的には賛成ということは理解していますから。理解していますけれど、

一応会派で揉ませてほしいという意見なのですけれどもいかがでしょうか。７日で間に合うと思
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いますので、すみませんけれど。やはり一応全道議長会から出ているものでも各会派できちっと

議論した方が良いのではないかという私の意見なのですけれど、いかがでしょうか。諮ってくだ

さい。 

○委員長（山本浩平君） 各会派で持ち帰って議論をした方が良いのではないかという、今、

提案が副委員長の方からございましたけれど、皆さんいかがですか。 

新政さんどうでしょうか。今の提案。 

○委員（熊谷雅史君） はい。 

○委員長（山本浩平君） 公明さんどうですか。 

○委員（氏家裕治君） はい。 

○委員長（山本浩平君） では、20 号、21 号、この意見書に関しましては、各会派持ち帰りで

議論をしていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 1 件よろしいですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 確認ですが、運営基準を開いていただきたいと思います。28 ペー

ジです。一応運営基準の規定はこのようになっていまして、４番ですね、４番、北海道町村議会

議長会から提出要請を受けた意見書は、各会派の代表者が提出者となり、提案説明は、代表質問

の順序に習い順送りする。ただし事情により提出者にならない場合があるという記載があります

ので、原則提案するということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（大渕紀夫君） 理解しています。 

○委員長（山本浩平君） 原則提案ということになっているという説明がございましたので、

配慮を願いたいなと思います。 

 続きまして、陳情９番目、請願書・陳情書・要望書等の取り扱いにつきまして。陳情書等がい

ろいろと出ておりますけれども、白老町以外のものに関しましては、慣例によりまして、参考配

布ということにさせていただきたいと思っているのですけれども、それでよろしいでしょうか。 

 及川委員。 

○委員（及川保君） 今、この（４）のＢＳＥの全頭検査実施に関する陳情書。これはとまこ

まい広域農業協同組合から出ているのですけれど、これはとまこまい広域農業ですから当然我が

町も含まれている中ですよね。この陳情書を委員長は参考配布という話をされたのですけれども、

我が町としての得意な黒毛和牛を生産する産業の場ですよね。一翼を担う部分ですね。昨日です

か、北海道新聞にも出ているのですけれど、知事が北海道は全頭検査しますと、こういう強い決

意を、実は、これから望もうとしているわけですね。そこを少し後押しするような何かが必要で

はないかと私は思っていたのですけれど、いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。この件につきましては、私、少し説明不足

でございまして、この後皆様に、実は、お諮りしたいなと思っておりました。白老も当然これ関

係ございますので、一応産業厚生常任委員会の委員会付託というようなこともできますので、局

長の方から説明していただいてよろしいですか。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 陳情書・要望書等の関係の取り扱いですけれど、これも議会運営

基準を１回開いていただきたいと思います。26 ページです。一応確認ですので。26 ページの５

番目に記載されております。読みます。 

 白老町民以外の者から陳情及び郵送による陳情については、本会議に参考配布するに留め、原

則審査は行わないものとすると。ただし、白老町民の多くの構成になっている団体、及び白老町

民から郵送が合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。

こういう規定が一つあります。 

それともう１点ですけれど、会議規則を開いていただきたいと思います。92 条です。92 条、

請願の委員会付託ということになっておりまして、これは陳情も同じです。陳情は請願書の例に

より処理するということになっておりますので、この中で第１項の中段ほどに書いてありますが、

請願を所管の常任委員会または議会運営委員会に付託するということになっておりますので、さ

っきの議会運営基準の規定によって取り上げることになれば、付託しなければならないというこ

とになりますので、とまこまい広域農協の部分が取り上げるということになった場合は、付託と

いうことになりますので、お願いいたします。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今そのような説明が局長からございましたけれど、どのような取り

扱いにしたらよろしいか、皆様のご意見を伺いたいと思います。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 議会運営基準と会議規則ではそうなっていますよね。ただこれが提出

者になれば、意見案として採択されるかどうかというのが議運でできるということですよね。今

清風さんの方からそういう提案があったのなら、意見書として出された方がいいのではないです

か。そういう絡みは一つはあるけれども、要するに、配布された案件が自分達の会派でこれは大

切なことだと。会派としてこれは提出すべきだということになって、意見案として出すという形

をとればいいのではないですかという事を私は言ったのですが、それは無理なのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長、説明してください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には構わないと思います。原則５日以内となっているので

すけれど、定例会の５日前までに出しなさいということになっているのですよ。ですからもう無

理ですけれど。ここが認めれば原則ですので、会派の代表者から議長宛に提出すれば、それは意

見書として受けて構わないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そのような形で、今、議運でオーケーであれば、この案件に限らずこ

れから出てくるもので提案したいものがあるのですけれど、お諮りしていただきたいと思うので

すけれど、良いですか。 

○委員長（山本浩平君） まずこの案件についてまだ他のご意見もあるかもしれませんので、

お伺いしたいと思います。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、熊谷委員が言われたような形の解決の仕方と、もう一つは期
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日が間に合えば産業厚生常任委員会に付託して、そこで揉んで、当然上げるということになるわ

けです。これは意見書出すということになります。そうすると、今の状況では３月になってしま

うのですが、期日の問題さえ解決できれば、産業厚生常任委員会に付託するという手もあるわけ

ですよ。解決の仕方というのは、そのどちらかで、原則を曲げる方が良いのか、期日が間に合う

のであれば、産業厚生常任委員会に付託して３月に上げるということで良いのかと、そこら辺も

判断があると思うのですよ。ただ先ほど及川委員言われたように、実際知事は全頭検査やるとい

っていますからね。３月で良いのかどうかという判断はあるとは思いますけども。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、大渕副委員長からそのような意見でたのですが、一応陳情書

の場合は期限の問題が重要だと思うのです。ですから方法としては、初日に委員会付託して、会

期中に委員会やっていただいて、最終日ですので、委員長名で提案してもらうのが、一番すっき

りしていい形だと思うのですよ。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ということは、３日に委員会付託をして、17 日なり18 日までに常

任委員会の委員長名で一致すれば意見書出すという手続きを取るという意味ですね。わかりまし

た。その方が良いと思います。 

○委員長（山本浩平君） どうでしょうか。産厚の委員長もおりますので。玉井委員どうでし

ょうか。 

○委員（玉井昭一君） 皆の合意であればいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） そのような形でよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） そのような取り扱いにさせていただきたいと思います。 

 それとですね、最後の要望書のところをご覧になっていただきたいのですけれども、これに関

係しているところが、ＮＰＯ白老消費者協会が関係しているものが、（５）ですね。灯油等石油

製品の価格を引き下げるための緊急対策を求める要請について。この取り上げをどうするか、皆

様方協議していただきたいと思います。今の同じような形ですね。委員会で取り上げていただい

て、意見書を作るかどうかと。そのようなことも含めましてご審議していただきたいと思います。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私達の考え方としても、これも非常に大事なことなので、当初言って

いた形で意見書案として出せるかという事を確認したかったのですけれども、今の流れで言うと、

３日の日にこれも産業厚生の方に付託をしていただいて、やはり意見案として最終的に出すかど

うか、これをやった方が良いと思いますね。これも大事な問題ですから。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今、新政さんからそのようのお話ですが、清風さんどうでしょうか。 

○委員（及川保君） 清風です。最もだと思います。やるべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 公明さん。 

○委員（氏家裕治君） 同じく。 
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○委員長（山本浩平君） 共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 良いです。 

○委員長（山本浩平君） 私どもも異論ございません。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から手続きとしましては、これは陳情書でないものですか

ら、付託はできないです。産業厚生常任委員会で自主的に取り上げてもらって、合わせて意見書

上げていただくということになりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） 今、局長から説明ございましたけれども、要望書ということで、付

託ではなくて意見書としてまとめていただくということでございます。それでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） よろしくどうぞお願いをいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう１点ありますので、よろしいですか。要望書ですが、まず１

番目の要望書です。森林環境税の導入に関する意見書採択についてという要請が来てございます

が、これは北海道議長会と同じように、白老町の議員さん全員が加盟している団体でございます

ので、これの取り扱いを審議していただきたいと思います。ただしですね、道の議長会の方から

同様の意見書を出してくださいと来ていますので、これで解決するのかなと。内容的にはほぼ同

じだと思ったのですけれど。 

 もう一つ。（２）番目の全国市議会議長基地協議会という団体がございますが、市の議長会な

のですが、これには町村の議長も加入しているのですね。白老町も基地を持っているということ

で、一応組織団体になっております。その辺の部分をご協議いただきたいと思います。 

 あと、（３）と（６）については従前どおり参考配布でよろしいのかなと。 

○委員長（山本浩平君） （１）、（２）に関しましても、白老町としては関係しているという

説明でございますので、ご審議いただきたいと思います。（３）、（４）、（６）は参考配布という

ことでございますけれども、（１）は先ほど説明ございましたように、議長会からも同じような

ものが出ているということでございますので、そういう形でどうでしょう。よろしいでしょうか。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 基地の方、これは所管となったら総務ですよね。予算の関係だから。 

これは総務でやってもらうよりないのではないですか。  

○委員長（山本浩平君） （２）につきましては、総務文教の方で取り上げていただいてはど

うかというご意見でございますが。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） いいですか。内容的にはですね、全国市議会議長会の基地協議会

から要請来ているものについては、別紙様式で地元の選出の国会議員に働きかけてくださいとい

う、要するに郵送してくださいという内容なのです。意見書を出せとかではなくて、その裏に書

いてありますね。要望書、これがすでにはんこ押されて３部届いていまして、これを送ってくだ

さいと、単なるそういうことなのです。そういう内容のものです。 
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○委員長（山本浩平君） どうでしょうかね。意見書まで作る内容かどうか。 

 及川委員。 

○委員（及川保君） 送付するという、選出議員に対して送付するというのは、これはやって

もいいのではないですか。意見書出すということではないですね。そうであるならば、私どもの

町も当然関係するわけですから、送っておいた方が私は良いと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 送付するという取り扱いで良いというご意見ですが。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） いずれにしても予算確保のために、出すべきところに出していくとい

うことしかない。そこでいくら頭悩まして考えても仕方がない。 

○委員長（山本浩平君） 議長名で提出するということでどうですか皆さん、よろしいですか。  

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） そのような取り扱いにさせていただきたいと思います。以上要望書

につきましては、そのような扱いということで。（１）、（２）、（５）は先ほどのような扱いをし

て、（３）、（４）、（６）は参考配布ということにさせていただきたいと思います。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全部一度確認させてもらいます。２ページまで戻っていただきま

して、意見書の取り扱いについてからです。意見書案第17 号につきましては、北海道社会保障

推進協議会から要望書が出ているものと全文差し替えるということで、提出。全会派一致という

ことでよろしいですね。意見書案の番号が17 番です。それと意見書案第18 号、食品偽装の関係

ですが、基本的には全会派一致ですが、内容修正をして再提出、７日までということでよろしい

ですね。それと19 につきましては取り下げるということになります。20、21 は番号が１番ずつ

繰り下がります。19、20 になります。19 と 20 については、次回 12 月７日まで会派持ち帰りし

て内容を確認したいということでございます。一応 19、20 は審議途中ですが、17 と 18 は全会

派一致でございますので、議会運営基準の規定に従いまして、討論省略ということでさせていた

だきたいと思います。 

それと９番、請願・陳情の関係ですが、陳情書の部分でございますが、（４）のＢＳＥの全頭

検査に関する陳情書。これは３日に上程して産業厚生常任委員会に付託すると。あとの部分につ

きましては、１番から７番まで４を除く部分については参考配布ということになります。 

それと要望書等でございますが、1 番の森林・林業・活性化議員連盟から来ている部分は、見

ますと道の議長会から送られてきたものとまるっきり同じでございますので、これは道の議長会

の方に委ねたいと思います。２番面も基地協議会の関係ですが、これは議長名で国会議員さんに

送ると。それと３番目は参考配布です。４番目、後期高齢者、これは先ほどの部分で、意見書案

と全文すりかえるということです。５番目の灯油の部分につきましては、産業厚生常任委員会で

取り上げていただいて、議論して意見書をまとめていただくということになります。６番は参考

配布ということで。以上であります。確認です。 

○委員長（山本浩平君） それでは次にまいりたいと思います。 
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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きまして。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、通年議会やるか試行やるかやらないかによって変わるので

すが、議決取るか取らないかの違いだけですので、一応12 月 13 日本会議終了後、一般質問の日

ですが、終了後、各常任委員会をさせていただきたいと思います。このうち総務と産業の方で所

管取り上げるものを決めていただきたいと。試行通年議会をやらなければ、広報広聴も確認しな

ければならないということでございます。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 確認をさせていただきました。 

 続きまして 11 番目。追加議案に伴う議会運営委員会の開催につきまして。 

局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほど総務課長も申していたようにですね、追加議案が予定され

ております。８件ございまして、これは、今回の給与の削減に係る部分の予算案と条例改正でご

ざいます。これにつきましては、１個可決１個否決ということにはならないものですから、一括

上程させていただきたいと思います。それでですね、今、組合協議の最中でございまして、なる

べく早くと言ってございますので、14 日朝９時に説明を受けるということで、今、予定してご

ざいますけれど、もし遅れるようであれば17 日の朝ということで、一応予定だけしておいてい

ただきたいと思います。９時半からが良いのか、９時からが良いのか。少し議案件数が多いもの

ですから、９時にいたしましたけれど、その辺の部分で少し協議いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 一括議案８件出されておりまして、14 日か 17 日の９時から説明をい

ただくということでございますけれども、この件につきまして皆さんどうでしょうか。 

 今、14 日がよろしいのではないですかというご意見が玉井委員からございましたが。間に合

わなければ17 日ということですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ９時からがいいか、９時半からがいいかということですよ。 

 ９時でいいですか。 

○委員長（山本浩平君） 時間の方、９時でよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 14 日かあるいは 17 日の９時ということでございますので、よろしく

お願いいたします。 

 12 番目、第１回定例会の会期につきまして、局長説明お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応会期につきましては、19 年 12 月３日招集でございますので、

最終目途が 18 日ですので、18 日で 16 日間という案を、今、組んでございます。ただし、通年

議会の本格実施か試行かということは決めてございませんので、単純に従来どおりの日程で示さ

せてもらってございます。案は別紙案のとおりでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 
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○事務局長（上坊寺博之君） いいですか。３日招集になるものですから、３日の日に会期決定

するのですが、これだと切ってしまうという案ですので、この後の議論になりますが、それも含

めて議論していただきたいと。 

○委員長（山本浩平君） 通年議会と少し関わってくる事なので、これは少し 14 番目の所で議

論をしたいなというふうに思っていますけれど。それで良いですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいです。 

○委員長（山本浩平君） では、全員協議会の開催協議につきまして。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応全員協議会の開催を予定があります。後期高齢者医療制度に

ついて、町民課から別紙付けておりますとおり、４月から実施されるということの中を受けまし

て、今、まだ盛んに調整している最中だそうですけれど、内容を説明いたしたいと。約１時間ぐ

らい。質疑があればもっとなるかもしれないということでございました。３日の日すでに予定と

してファックスさせていただいておりますが、３日の日の日程の中に、よろしければ組み入れた

いという内容でございます。 

○委員長（山本浩平君） お諮りしたいと思います。町民課から全員協議会の開催の要望がご

ざいました。後期高齢者医療制度につきまして。 

［「いいです」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。ありがとうございます。本会議終了後です。 

○事務局長（上坊寺博之君） 確認いいですか。ファックス差し上げていますとおり、本会議終

わった後に広報広聴の常任委員会、前回の議会運営委員会で決めていただきましたとおり、小委

員会、分科会の設置をした後に、全員協議会という形になります。よろしいですか。 

○委員長（山本浩平君） よろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、通年議会本格実施につきまして。これは総務課長から

説明があるのでは。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしければお呼びするのですけれど、時間的にどうでしょう。 

○委員長（山本浩平君） 例の専決処分の説明です。 

 どうしましょうか皆さん。午後からにしますか。午後１時から再開ということでよろしいでし

ょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 大変申し訳ございませんけれども、皆さんよろしくお願いいたしま

す。 

暫時休憩させていただきます。 

休  憩  午前 １１時４８分 

                                             

再  開  午後  １時００分 

○委員長（山本浩平君） それでは午前中に続きまして、休憩を閉じて委員会を再開いたしま
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す。 

日程の 14 番目でございます。通年議会の本格実施について。地方自治法第 180 条の専決処分

の委任につきまして、まず町側から説明をいただきまして、その後皆さんで協議をしていきたい

というふうに思います。ではお願いいたします。 

 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 確認させていただきます。議会の委任による町長の専決事項につ

いてということで、町側から要請した文章は配布されているのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） ございます。 

○総務課長（白崎浩司君） それではその要請文章に基づきまして、説明させていただきます。 

改選前の議会運営委員会等々で１度説明させていただきましたが、改めまして今回の議運で説

明させていただきます。 

 お配りした資料のとおりですね、今の議運の委員長の説明のとおり、通年議会を行う場合に、

いわゆる専決事項としまして自治法の179 条の専決が適用にならないというようなことで、180

条での専決をしていただきたいということで、記載の６点ほど提案させていただきます。ちなみ

に個別に説明いたしますけれども、これにつきましては従前から179 条によってですね、専決を

させていただいている項目を、今回180 条でということで、お願いする案件でございます。新た

に追加する項目ではなくてですね、こういう状況であれば179 条で専決をしなければならない項

目というふうに捉えております。６点ありますけれど、１点から４点については、財政的な問題

がありますので、経営企画課の方で説明して、５点、６点を私の方で追って説明をいたしたいと

いうふうに思います。それではお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） 高尾主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） それでは、財政の方を担当しております高尾と申します。

説明させていただきます。 

まず１点目と２点目の項目につきましては、予算が会計年度内の日付で予算を成立させなけれ

ばならないということで、実際には３月末ぎりぎりとか４月以降になってから金額が確定するも

のにつきましては、３月 31 日にさかのぼって専決処分を行っているというのが、これまでの実

情でございます。順番に具体的に申し上げますと、一つ目の詳細に関しましては、借入金の確定

額が、４月以降にずれ込むという、そういった町債もありましてですね、その決定に合わせて額

を予算で調整しまして、整理しまして、専決処分を行うことというふうにしております。特に新

たな借入れという部分で書いてありますけれど、これにつきましては、借入れ自体、金額自体は

新たな借入れなのですが、事業としてはもうすでに議決されている事業で、それらのものを一般

財源から起債に振り返るというような形で、一般財源を下げるというような形をとると。ここに

書いてあるのは、できるだけ有利な起債で、交付税措置もあるものということで、一般財源を取

り崩して起債にするというものが主なものとなっております。それに伴う財源事業費の増減だと

か、ほとんど原案ですけれど、そういうもので整理するという事をしております。 

 二つ目の交付税等の一般財源とかなっていますけれど、こちらにつきましては、国や道からの
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交付金、贈与税などにつきましては、３月末ぎりぎりに額が通知されてくるものもあります。実

務上３月31 日までに議会を開催してというのが少し難しいということで、いつもそれらの収入

額の整理と、それに伴って財政調整基金などの繰入金も額を調整しているということになりまし

て、これも予算の整理ということで、実質４月以降に行っているのですけれど、３月 31 日付で

専決処分をしているというものであります。この中で寄付金や繰出金も入っていますけれど、ま

ず寄付金については例年３月末に寄付されるものが実際にありまして、それら、その年度に処理

するということで、実際にあるのは３月30 日とかなものですから、その会計年度で処理しなけ

ればならないということになりますので、それは予算化すると。積立金もしなければならないも

のですから、予算化するということにしております。繰出金につきましては、若干遅れて、特別

会計の決算の状況が少し変わったりするときに、一般会計から他会計の方に繰出ししますけれど、

そのときに決算固まるのが、出納閉鎖期間ということで、遅れて来ますので、それに合わせて赤

字出さないようにだとか、赤字をできるだけ少なくするようにということで、繰出し金やりくり

する場合もありますので、今後、特に連結比率の関係などでそういう操作が必要になってくると

思いますので、そちらもこの専決項目に入れさせていただいております。 

 次３点目の繰上充用に関することなのですけれども。皆さんご存知かと思うのですけれども、

繰上充用につきましては、地方自治体の一般会計とか特別会計ですね、企業会計を除く部分なの

ですけれども、赤字決算が認められていないということから、実質的に赤字が生じた場合には、

例外的に翌年度の予算から当てるということになります。決算処理上これは必ず行わなければな

らない処理であって、これにつきましては、予算の成立の日付は、出納閉鎖期間末日の５月 31

日までに行うということになっております。今、うちの通例で、実際に決算額が確定するのが５

月 31 日までお金の出入りがあるものですから、出納処理が完全に終了するのが、６月の第１週

とかになるのが現状なのです。それを終えてから、実際に確定した額で翌年度の予算に繰上充用

金として上げるものですから、実際にこれも６月以降に専決処分書を作成して、日付をさかのぼ

るというような状況で、今現在のところは作成しております。 

 ４番目の災害等のという部分なのですけれど、これは除雪なども含めまして不測の事態を想定

して取ってあるものなのですけれど、こういう場合本来的に契約等の前に予算が成立していなけ

ればならないということが建前になっておりますので、これらを実施する場合には、また日付を

坂上って専決処分をしなければならないと。これは想定されるものですから、その対応として、

こちらの方の専決処分として提案させていただきました。いずれにしましても、専決処分自体最

小限にとどめるという認識で、先ほども言いましたけれど、これまでも行ってきたものでありま

して、専決処分してこれまでも議会の皆様に承認を得てきているものであります。私の方から以

上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは私の方で引き続き５点、６点という説明をいたします。 

 ５点につきましては、記載のとおり会計年度末における日切れ扱いの法令の改正に伴う必然的
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な条例の改正を行うということで、上位法の法の改正に伴って、条例を改正しなければならない

というような項目です。具体的には、今までの取り扱いとしては、年度末に地方税法の改正、合

わせて国保税も一部ありますけれども、具体的には年度末における地方税法の改正が、今までも

専決いただいているところでございます。３月議会に概要説明して、４月に入りまして専決をし

ているというよう内容ですが、地方税法及び施行令、施行規則の改正が、毎年年度末に行われ、

改正内容が４月１日に施行となるものも含むことから、３月31 日付で専決処分を行っていると

いう内容です。実際には施行令とか規則、条例の準則の通知が４月にずれ込むというようなこと

から、実質的には４月に入って改正作業を行って、専決処分をさかのぼって行っているというよ

うな状況です。ここ最近の条例改正は、３月の年度末で言えば、平成 18 年が３月31 日付で交付

されていると。17 年が同じく 31 日、16 年も３月 31 日、15 年が３月 31 日ということで、本当

の年度末に法律の改正がされているというようなことで、これに伴っての条例の改正の作業は４

月の中過ぎに入ってしまうというようなことから、従前の取り扱いが先ほど説明したとおり、議

会の方に概要説明して、その後に専決処分しているというような内容でございます。 

 ６点目、これは記載のとおりですね、解散・欠員等の事由に基づく選挙費の補正に伴う歳入歳

出予算の補正ということで、こういうのはしょっちゅうあるわけではございませんし、まれな事

例なのですが、４年前のことも現実的には白老町議会もありました。解散になるとそれについて

の議会の開催が不可能でございますので、それについての選挙費の補正は、そういう場面であれ

ば専決をさせていただきたいという内容でございます。以上簡単でございますけれど、説明させ

ていただきました。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。以上の点につきまして、皆様方から質疑を

伺いたいと思います。質疑のございます方どうぞ。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） １点目、２点目に絡むと思うのですが、いろいろ我々も調査研究の中

で、いろいろな形を想定したり、こういうことなのだなということの中身を勉強してきたつもり

なのだけれど、やはり、今回、この通年議会をやることによって、町側の今まで我々の議決の絡

みのスタイルで少し気になる所というのが、その仕組みは分かるのですよ。３月31 日のことで

会計処理もしなくてはいけないし、それを暇がないからと専決処分でしていたということもわか

るのだけれど、この間、財政の問題できちっとわかりやすい状態にしなければ、町民も納得しな

いと思うのですよ。それで、問題はないと思うのですよ。赤字は出せないという根底の中で、例

えば特別会計で繰上充用したやつを計上して、足らない分を一般会計からルール分だという話が

いっぱい出てくるのだけれど、送り込むと。実質の赤字はどうなのだろうというのが、非常に見

えづらくなるという一面も、こういう部分では持ちますよね。それを我々も理解できるようなス

タイルを、専決処分をやるとしたら、事前にこうなりますよという説明をしていただけるという

考え方がありますか。 

○委員長（山本浩平君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） これは従前からずっとやっていまして、専決処分をする案件と
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いうのは、基本的に専決処分という行為を執行部側で乱用するだとか、そういったことはほとん

ど有り得ないような内容しか従前からないものですから、そういった観点で私達専決処分させて

いただいています。ですから、あえて事前に説明するということは、あまり考えなくてもよろし

いかなと思います。ただ、議員おっしゃるように、分かりづらい、予算の部分について分かりづ

らい、そこの部分だけはきちっと説明しなくてはいけないのかなとは思っています。そこはこの

案件を専決処分でお願いしたいといいうことと別な観点で捉えていただいて、ここの部分につい

ての予算の仕組みがわからない、そういったことは、今度は別に説明するだとか、そういうこと

は必要かなと思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そうすると、今高畠課長の話を聞くと、今まで我々は信頼関係の中で、

そういうテクニックを使って、予算なり歳入歳出を虚無と言ったら悪いけれど、無いものをいじ

るということにはしていませんと。きちっとしていることでやっていますというふうに判断して

良いですね。わかりました。 

 それからもう1 点。予算上でわかりづらい物については説明が必要かなというのは、別観点と

言っていますけれど、私はこれに絡んで、こういう取り決めをするのだから、極端に言えば、議

長が今度専決の権限を持つわけですよね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 180 条というのは、議会は議決権のうちで本当に軽微な物について

は、議会の議決をなしで町が執行できるように専決処分をすることに法律上任すということです。 

○委員（熊谷雅史君） 私もそういうふうに言いたかったのだけれど、言葉足らずで申し訳な

い。そうなれば、議長の方に、こういうことで専決処分をしますよという、説明をするというこ

とは考えられるかどうか。その辺どうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） ただ今の最後の質問の件は、従前も専決処分する場合は、議会の

方に報告させていただきまして、専決処分の取り扱いは、書類とか云々でなくて、承認は専決処

分させていただきますと。緊急の事態もありますし、先ほど説明したとおり、議会に説明して専

決処分の承認を承諾を得て、専決処分していくのもありますし、いずれにしても議会の方には事

前に、専決処分の話は今までも通じてやっております。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そういうのは確認取れなかったものだから、今、聞いて、そうであれ

ば、この180 条を理解した上で、我々は通年議会という事を、これから議論していくというスタ

イルになるのかなというふうに思うのですけれど。再度確認ですけれど、それで良いのですね。 

○委員長（山本浩平君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 冒頭説明したとおり、新たに通年議会になるから 180 条でお願い

しますねという項目を挙げたのではなくて、ここに書いている部分は、今まで179 条の専決処分

をやらせてもらっていたという項目です。もう少し具体的に言うと、180 条の専決処分は今まで



 29 

なかったのかというと、下段に書いているとおり、軽微なものということで、工事の 100 分の１、

400 万円を超えない範囲内でだとか、100 万円以下の和解とか調停だとか。よく私どもで説明し

ます、交通事故があって損害賠償だよとか、ああいうものは、もう和解していますよということ

で、次の議会まで持ち越すのでなくて、そういう軽微なものは良いですよということで、この下

段に書いている部分については、今までも 180 条で議会の方で承認いただいて専決やっているの

ですね。今回はこれにプラスして 180 条でやってもらえないだろうかという、条文の適応の違い

だけなのですけれど。今まで使っているものと同じなのですけれど、条文の適応の違いだけで、

そういうことを180 条で承認していただけないでしょうかというような内容なのです。 

○委員（熊谷雅史君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 他に。ございませんか。 

 委員外議員、前田議員。 

○委員外議員（前田博之君） いま少し教えて欲しいのですが。総務課長のお話を聞いたら、

専決処分をするのは、あえてここに項目を入れたのは何の為かということが、179 条で今までや

っていたものを180 条でここに列記して欲しいという話なのですよね。そうすれば、あえてここ

に挙げなくてはいけないという財政上の、運営上の問題というのは、今までやってきたものであ

るのですか。 

○委員長（山本浩平君） 白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今のご質問は、あえて項目、180 条の項目に挙げないと駄目な理由

があるのかということですよね。財政上の理由は何もないです。180 条の適用するということで

のお願いは、通年議会をベースに考えていますので、通年議会になったら179 条で議会を招集す

る時間的余裕がないということが、適用にならないと、開会中ですから。だから、179 条の適用

にならないから、180 条で拾ってくださいという意味です。中身は変わらない。179 条の適用が、

要するに通年議会で開会中ですから。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） それはわかりました。これから議会で議論すると思うけれど、

申し訳ないのだけれど、今、主査の方の話があったのだけれども。そうすれば、最終日に留める

と今までと変わらないということで運用があるのだから、ただ 180 条に変えたという話なのだけ

れど、それはこれから議会で議論すると思うのだけど。  

1 点だけ聞きたいのですが、先ほど２の中で繰出金の増減に関することの中で、赤字が出てき

た場合に一般財源と繰り受けの関係で調製するというような話をしていましたよね。この部分に

ついて、逆に、非常に財政運営上大事な話が、まず専決する側にしたら、たいして便利が良いの

だけれど、議会がチェックする機能の中で、そう簡単にやれるのかなと。それで、後半に書いて

いる、歳入と歳出の予算の補正をすることという言葉を使っているのですよね。非常に言葉の使

い分けが、今後運用上微妙になってくる可能性があるのと。 

もう１点。各会計の繰上充用に関することで、内容的にはわかります。ただ出納閉鎖期間に３

月 31 日に仮に工業団地会計が一時借入金の限度額を作っていますよね。それが今はたぶん会計
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勘定の運用の基金、やり繰りして増減で多分をそれでやっておいて、14 億円あるから、限度額

で借入れを起こしていると思うのです。それが他の会計も厳しくなってきたときに、その予算書

でうたっている一時借入金の限度額が３月 31 日にそれができなかったときにどうするかという

ことが出てくるのです。そういうときに、専決でやるよということは良いのだけれど、それが１

日の差で運用して、また借入れ起こすのだから、夕張の例から見れば非常に危険なところがある

のですよ。その辺は運営上どうなのかと思うのだけど。  

○委員長（山本浩平君） 高尾主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 繰上充用の方がいいですか。今の例えば工業団地の場合で

すと、今、現状は銀行からの借入れです。多少水道のようにいつも要増あるところが、会計間で

の貸し借りはしておりますけれども、後は基金、これからだんだん少なくなってきますけれど、

おっしゃる心配のとおりなのですけれども、基金で、後は銀行からの借入れということで、重複

しながら借りているということで、実際には銀行が貸してくれている以上はその辺の心配は特に

ないということになります。だんだん赤字も、今、対策練っていきますので、その中で少なくな

っていくとは思います。 

○委員長（山本浩平君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君） 補足いたしますけれど、先ほど午前中の議運でも説明しました、

企業会計の病院会計の２億円限度額を上げるというのがありますよね。あれもご心配なさった一

例なのですよね。あれも早めに予測を立てまして、年度末にはこのままで行ったら穴が開くだろ

うという想定の下、今回の議会でご承認いただいて限度額を引き上げると、そういった措置なの

です。そう考えますと、実際に水道事業だとか、水道・下水、それから病院、この３つがやはり

実態としてかなり事業をやっております。そこで歳入歳出というのが頻繁に来ます。そういった

部分で前田議員がおっしゃるような恐れというのは、可能性としてはあるのは、実は三つなので

す。それ以外は出来上がったものを売るだけですから、それほど大きな事業変動の結果が歳入欠

損になるということはほとんどないと思うのです。その辺のところをきちっと注視していただい

てやれば、行政の方もその辺十分理解していますので、そのような恐れのない中で、もっと前の

方で議会に図って補正かけるというふうには運用していかなければいけないかなとは思ってお

ります。 

さらに今の話ですが、例えば１番目の話ですが、昔はなかったような行革債だとか、行政改革

がどの程度進んでいるかによって起債が認められるものだとか、地域再生債だとか、そういった

ものが出てきております。これら額の確定が年度をまたぎまして、実際に確定するのが４月にず

れ込んでしまうのですよね。ですから日付をさかのぼって３月 31 日でそれらが歳入としてなっ

たという形に、実は納めなくてはいけないものなのですよね。そういったものが出てきますし、

それから２番目の部分なのですが、これは実は３月27 日付で贈与税関係、年に数回に分けて分

割されて来るのです。だいたいの額の予測はできるのですけれど、小さくは 10 万、20 万、大き

くなると100 万ぐらいの差が実は出てくるのですよ。予想が立たなくて、３月 27 日ぐらいに確

定して、そして補正かけるというものが実はあります。そういう現状から３月 31 日に議会を開
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いてしまいますと、その日が議決日なのですね。確定するのは４月明けてからです。４月明けて

から議会で議決されると、その日付は動かせないことになってしまうのです。そういったことも

あるものですから、その辺のことを理解していただいて、従前どおりこの179 から 180 という根

拠の下、専決処分していただきたいと考えております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員よろしいでしょうか。 

 他、皆さんございませんか。なければ総務課長そして経営企画課の２名の方本当にありがとう

ございます。ご苦労様でございました。 

 それでは前回の議会運営委員会の中で、本日のこの専決180 条の専決処分につきましての説明

を受けた後に、本格実施をどうするかという事を再協議するということになっておりました。前

回二つの会派が１月１日から行うべき。あと二つの会派がすりあわせをしてもっと精査をすると。

その上で試行期間などを設けてやるべきでないかというようなことでございました。もう一つの

会派は議論を深めて、皆さんの議論を見た上で判断したいというような内容であったというふう

に思います。完全に今そういう形で分かれてはいるのですけれど、今、説明を受けた中でこの件

についても再度協議をしたいと思います。いかがでしょうか。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） うちのクラブは、今、言うとおり 180 条の絡みが、町側の考え方や、

これから出てくるようなことの想定が、かなり見えないという話をしていたものですから、今回

の説明を聞いて、これは町側との絡みでは解決したというふうに、今、認識をしております。そ

ういう絡みからいうと、１月１日の施行でいいのかなとは思うのですけれど、逆に今度我々の立

場の方を考えると、通年議会をしたときに、会期は丸１年ですよね。そうなったときに議会の活

動等々についてはすごくメリットがあるというふうに思うのですが、プライベートだとかプライ

バシーの絡みがどのように想定されるのかなというのは、皆さんの意見を聞いてみたいなと思う

のですけれど、どうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 私は今、意味がよく分からなかった。プライベートやプライバシー

とは具体的にどのようなことですか。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 通年議会ですから、議会開催されていないときは休会中ですよね。そ

うすると通常開催されていない休会中に町内に居て、例えば私的なことで、これは町民方の考え

方もいろいろあろうかと思いますけれど、例えばどこかに飛行機に乗って出かけるとか、娯楽を

していたとか、ゴルフをしただとかということになったときに、どのようなことの町民の対応が

出てくるかなと。わかりますか。極端に言えば、議会開会中なのに遊んでいるのかと、そういう

ことが想定されませんかと。それは皆さんどういうふうにお考えですかという事を聞いてみたい

と、そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 通年議会といえば 365 日開いているよと。その中でそういったとき

にどのように町民が思うのか、その辺のところですよね。どう議会として説明するかということ

ですよね。 
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 及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。今、町の説明は先日らいこの委員会でも専決についてはいろ

いろと話をうかがったりしていますので、さらに今、町の考え方もきちっとこの中で説明を受け

たので、理解はしたのですけれど。会派全体としてはしていませんので、この件についてはまた

持ち帰ってやりたいと思います。ただ今、新政さんから出たことなのですが、これも実はすでに

かなりの議論をされているのかと思っていたら、今、突然そういう話が出てきているところを見

ると、白老町議会としてどのような形でやっていくのか、これは出ていますよね。乗り移ったと

きの要綱は出ているのですけれど、一方で例えば通年議会となると、常に定例会なわけですから、

この中で独自の条項として年４回は今までのとおりやりますよと。一般質問、代表質問含めて、

年４回の中で今までどおりやりますとうたってはいるものの、これも決め方だと思うのですけれ

ど、考え方としては常に定例会なわけですから、一般質問しても当然のことなのだろうと。やら

ないということが、なぜできないかという話も会派の中では出ているのですよ。そのこともどう

いうふうになっていくのか、町議会として決めておけばいいのでしょうけれど、それが本当にで

きないと既定していいものなのかという話も実は出ています。 

それともう一つは、今新政さんから出たような、議員の、１年間通年ということになると、い

ったい定年退職された年金の他の議員さんとか、社長さん、プライベートいうか、自分の個人の

法事だとか結婚式だとか、自分の趣味だとか、そういう部分があるだろうから、きちっと議論さ

れているのかなという疑問も実はあったのですけれど。今、新政さんからも出ましたので、その

辺のこともきちっとした中でできないものなのかなと、実は考えていたのですよね。これもまた

持ち帰って、その話もしてみたいと思うのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） 今の熊谷委員と及川委員から出た話なのですけれど、これは我々の

改選前の話に戻ってしますのですよ。今の議論ですと、スタートラインに戻ってしまうのですよ。

と、申しますのは、その部分については、私の印象では、とっくにクリアされておりまして。と、

申しますのは、当初、司会の私が話をして良いのかどうかわかりませんけれども、実は私どもの

新風会派は賛成ではなかったのですよ。そういった熊谷委員がおっしゃったようなことに対して、

ものすごく触れるのではないかと思いまして、通年議会というのは、特に他に仕事を持っている

議員にとっては非常に辛いものに、現実的にいろいろ厳しいものが出てくるのではないかという

ところも一つあったのですけれど。当初から今までと開会の日数も日程も変わらないし、逆に公

務災害のときですとか、常任委員会が活発化になると。その他に関しては何も変わらないのだと

いうそういう説明をずっと受けていたものですから、その部分に関してはもうクリアしているも

のというふうに、私どもの会派そのようには認識しておりまして、それであれば１月１日からや

るべきではないかという考え方になったのですよ。今、局長の方からも若干説明いただいてもい

いですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 通年議会の議論をするときに、大前提としては、議会の定例会を

定める条例というのがあるのですが、それを提案できるのは、町長と議員が提案できるという話

をいたしました。ですから、議員が提案して回数を変えることは可能でしょうと。ただ、招集権
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というのは議会にないわけですよね。町長にしかないのですよ。例えば通年、年に１回としても、

町長はいつでも開いていいわけですよ。１月に招集しなくても、極端に言うと、12 月に招集し

てもいいのですよ。ですから、あと臨時会で対応していけば、これで年１回招集になるのです。

ただ議会が今、議論の中でそういうような方向を生かそうとしたら、町と議会と一致した考え方

でやらないとできないという大原則があってですね、それであれば今の基本的なルールというか、

やり方を変えないで導入しましょうという経過に至ったということなのですよ。ですから、一般

質問もそうなのです。言っているとおり、何回もできるのです。定例会でありますから、招集告

示はいりませんので、一般質問もできるという解釈なのですけれど、これも町側との関係がうま

く保たれないと、通年議会はできないということなのですね。先ほど言ったように、いくら１回

にしたって招集しなければ無理な話ですから、これを通年議会、議会にとってはメリットが沢山

あるという考え方の中から、現状どおりやりましょうということの結論に至ったという感じなの

ですね。言っていることがわかりますか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そもそも定数 20 から 16 になるという中で、議会のチェック機能

をどうやって上げるかという問題から、この問題は出た問題なのです。そして、議会が議会とし

ての役割を町民の皆さんに責任をうるためにはどうすれば良いかという議論の中で出た問題な

のですよ。ですから、我々がチェック機能をやるためには、常任委員会が所管事務調査の項目を

きちんと取らなかったら議論できないということでは、定数が減ったのだからチェックできない

ではないかという中で、それをクリアするためにはどうしたら良いかという話になっていって、

その中で通年議会をやることによって、常任委員会はいつでも議長に届出をするだけで開けると。

これはやはり町民にとっても議会にとっても非常に進んだ形になるのではないかという議論の

中で出てきたのが、この通年議会なのですよ。しからば今、言ったいろいろなもろもろの問題が

出てくるけれどどうするかということに、もちろんなりました。その中に今、局長が言われたよ

うに、それは従来の状況を変えないよ、同じですよと。ですから要綱の中に書かれていますよう

に、本会議は３月、６月、９月、12 月の定例に再開する。ただし緊急議案等審議が必要な場合

は、その都度本会議を再開すると。きちっとうたっているわけですよ。だから、それ以外はやら

ないということですよ。ですから今までと同じ中で、議会としてチェック機能を上げたり、議会

の権能を上げるにはどうすれば一番いいかという中で出てきた問題だということなのです。まず

そこのところを積極的な部分を抑えて話をしないと、これはバックしていくだけなのですよ。だ

んだんだんだん。だからそういうことが前提で議論されてきたという事を私は言いたい。そのこ

とがなかったら、何もバックしてやらないというのだったら、何もそれはそれでいいのですよ。

そうすれば広報広聴常任委員会から何から全てが今度機能しなくなっていくわけです。広報広聴

常任委員会だって全部今度所管事務調査の議決をもらわなかったらできませんから、日常的にで

きなくなるということになりますよ。ですから、そういう連動した中で総合的に定数が20 から

16 になったとき、議会が本当に町民にきちっと責任を負うためにどうすれば良いかという中で

いろいろ試行錯誤の中で、１年もかけて考え出してきたのがこの案だと、こういうことです。で
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すから、各会派の中でそういう議論がされていない方が、そこの部分についていえば、私はおか

しいと思っていますよ。積極的な部分でなくなってしまうというふうになると、議論する意味が

なくなってしまうのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休  憩  午後  １時４３分 

                                             

再  開  午後  ２時０９分 

○委員長（山本浩平君） それでは休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 12 月７日の議会運営委員会まで、前田議員、清風も話し合いをしていただいて、この件につ

いても会派持ち帰りとして再度協議したいと思います。  

 暫時休憩をいたしましてですね、再開を２時 20 分といたします。 

休  憩  午後  ２時１０分 

                                             

再  開  午後  ２時２３分 

○委員長（山本浩平君） それでは休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

日程の 15 番目でございます。平成20 年度予算編成における議会費の要求につきまして、事務

局より説明願います。 

○主幹（森隆治君） それでは説明させていただきます。３枚程あるかと思います。 

１枚目が集計になっております。私どもの議会については、三つの事業区分ということで、な

っております。 

ちなみに議員報酬経費等、これが平成 20 年度の予算については、6,676 万 8,000 円というこ

とで要求したいというふうに考えています。内訳は、20 名から16 名に定数削減による減という

ことでございます。ちなみに、平成19 年度が8,269 万 3,000 円。これから引きますと、増減額

が、1,592 万 5,000 円と。増減率が△の 19.26 ということになります。 

続きまして、議会運営経費でございます。これについては、20 年度の予算要求が908 万 2,000

円と。これはどのような内訳があるかといいますと、実は下の方に議会だより発行経費がゼロに

なっています。これは今回広報広聴常任委員会が新しく申請されたということで、議会運営経費

の方に持ってきております。ですから今までの議会だより発行経費はゼロということで計上して

おります。その内訳なのですが、議会だより印刷計上による増ということでプラスの75 万 6,000

円が増でございます。会議録作成実績見合い計上による増、これも先ほどいいましたように、委

員会が増えたことによって会議録も増えるということで、18 万 6,000 円の増ということです。

それと会議録録音システム導入の件。△の 60 万円というのは、これはリース契約が終わりまし

て、今年からやっているのですけれど、30 機あったところが今年 14 機やっています。20 年度は

２年目になります。それに伴う減でございます。これが△の60 万円ということです。 

それと、東京白老会、港湾整備促進大会による派遣議員の減。これは議論していただきまして、

１名ずつ減ということで、△の６万 9,000 円ということでございます。あと、管内議長会道外視
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察は４年に１度実施による負担金等の減ということで、20 年度はないですから、△の16 万円と

いうことです。 

下に続きまして、テレビ受信料、議員会費で支出減。これは皆さんで言っていただきまして、

１万 5,000 円は議員会で持った方が良いのではないかという事で、落させていただきました。こ

れが△の１万 5,000 円です。その他もろもろの削減、△の14 万円ということで、トータルが 908

万 2,000 円。ちなみに平成 19 年度の予算額が912 万 4,000 円。△の４万 2,000 円の増減額がご

ざいます。増減率が、△の 0.46 ということでございます。 

続きまして、議会だより発行経費。これは先ほど言いましたようにゼロということで、削減が

87 万円、△の87 万円、増減率 100 パーセントということでございます。ですから、議会費とし

ては、合計 7,585 万円の予算要求です。平成 19 年度は、9,268 万 7,000 円、増減額△の 1,683

万 7,000 円、増減率は△の 18.17 ということでございます。 

２枚目です。これがそれぞれの内訳になります。下の方に書いてあります議員報酬軽視等とい

うことで、報酬は先ほど言いましたように、内訳が記載のとおり20 名から16 名に減になった数

字を載せております。職員手当等についても同様でございます。共済費等についても人数の関係

上そのような金額になります。トータルは6,676 万 8,000 円ということでございます。 

続きまして議会運営経費でございます。共済費、これについては記載のとおりでございます。

賃金についても以上のことでございます。旅費については、先ほどいいました東京白老会、線を

引いてありますが、説明欄にそれぞれ３名から２名になったとか書いております。そのような形

で要求したいというふうに思っています。旅費については、132 万 4,000 円でございます。次も

議会運営経費に当てますけれど、交際費。先年は20 万円でしたけれど、10 パーセントの削減と

いうことで、18万円を計上しております。需用費につきましても記載のとおり、昨年が54万7,000

円のところ、48 万円ということで、△の６万 7,000 円の減でございます。燃料費、食料費、こ

れについては印刷製本費についてもそのとおりでございます。ただここでいう印刷製本費、今ま

でなかったのですが、議会だよりしらおい印刷製造というのは、先ほどの議会だよりのところか

ら持ってきた金額がここに計上されていることによって増えております。役務費。これについて

も手数料は昨年と同様でございます。筆耕翻訳料、これについては先ほど言いましたように、委

員会が増えることによって会議録作成の金額が増えるということで、計上しております。 

次のページでございます。３ページになりますけれど、使用料及び賃借料、これについてもそ

れぞれ記載のとおりでございます。ただ大きいのが、先ほど言いましたように、賃借料の中でマ

イクのリースが終わったことによって14 機設置したと。それの２年分の計上ということで、こ

れが大きな△の60 万円ということでございます。備品購入費、これは昨年なかったのですけれ

ど、購入するということは、会議録とか委員会記録のスチールケースを置いているのですけれど、

もう満杯の状態で対応できないということで、一つ計上させていただきました。これが４万

9,000 円増ということでございます。負担金については、差し引き増減のところに書いてあると

おり、管内議長会道外視察、あるいは基地調整交付金、それらに書いてあるとおり負担金を計上

させていただきました。これが 73 万 9,000 円ということです。以上でこの小計が 908 万 2,000
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円と。ちなみに先ほど19 年度は912 万 4,000 円、△の４万 2,000 円という内訳でございます。 

最後になります。議会だより発行経費。これにつきましては先ほど言いましたように、全部落

とさせていただきました。これが議会運営経費の方に計上しております。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。ただ今説明いただきましたけれど、全体で

約昨年度から比べると18.17 パーセントの減ということになっていますけれど、皆様方から何か

質問、質疑を承りたいと思います。何か分からないこととかあればどうぞ。 

 皆さんまずどうですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 委員外議員、前田議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 直接云々ではないのですけれど、会議録、本会議はどこかセン

ターに頼んでいるのですよね。委託。これはもう少し早く上がってきませんか。私が職員のとき

もそうだったのですが、早めに見たいと思うのですけれど、上がってくるのが次の議会ぎりぎり

なのですよね。だから、お金がかかるのであれば、減額している部分を少しまわしてでも早く仕

上がるような委託契約みたいなものができないのかと思うのですけれど。これも議会改革の一つ

だと思うのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） どうですか事務局。 

○主幹（森隆治君） 今実際に出して出来上がってくるまでに約２ヶ月かかっているのです。

これは急いでやっても２ヶ月くらいはかかるかなという実態でございます。会議録センターは札

幌になりますので。あと委員会とか何かについては町内の方、そういうことでやらせていただい

ております。 

○委員外議員（前田博之君） そういうことで、もし検討できれば。 

○委員長（山本浩平君） 検討事項ということで、事務局よろしくお願いします。 

 皆さんの方から何かございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） ありませんか。 

 この件に関しましては、承認されるということでよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 それでは最後になりますけれど、その他につきまして。議員報酬の件でございますけれど。12

月 17、18 日ぐらいまでには何とか決定すべきではないかという、前回の確認をいたしました。

その中でまずおさらいいたしますけれど、共産党さんが 15 パーセントから20 パーセントぐらい

の範囲ではどうかということです。新政クラブさんは削減の方向で議論すべきと。公明党さんは

削減した額を視察、調査費等に充当してはどうかという案でございます。清風クラブさんは、定

数削減や議会の将来を考えたとき、10 パーセント程度は必要ではないかということいでござい

ました。私どもは、定数削減や委員会対応の機会増加を考慮した場合は、現状維持すべきだと。

元来高いものとは思えないというお話でございましたけれども、その後会派の会議の中で皆様方
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また議論されたと思うのですけれども、どうでしょうか。 

清風クラブさん。 

○委員（及川保君） 私のところは同じなのですよね。削減、私も載せていますけれど、議員

削減をやったという意味合いが、その辺のことも当然あったということを理解して欲しいのです

ね。そういう意見です。 

○委員長（山本浩平君） 他どうでしょうか。新政クラブさん。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブは、前回は削減の方向で検討すべきでしょうということの

中身というのは、今日予算書が出てきましたけれど、やはり４名減らした効果額というのが１年

間で 1,600 万円に近い効果額があるわけですよ。それも加味して考えると、現状で今、我々がや

っている５パーセント、７パーセント、11 パーセント。このパーセンテージが基本になるのか

なと、新風さんが言っているとおり思うのですよ。だけど今の財政状況考えると、やはりそのこ

とでは町民の皆さんの理解はなかなか得づらいだろうと。それから改選のときに思い切ってとい

う数字を出された候補者がいて、今現存して議員さんになられている方もいます。そういう数字

が今、町内では一人歩きしています。そういう部分を考えると、今、プレスいないのでいいので

すけれど、おおむねやはり10 パーセントぐらいが妥当ではないかというのが、我が会派の考え

方ですね。これは１年、１年の提案になっていくのですけれど、やはり来年度また財政状況考え

て、大変だなということであれば、またそこで議論していくということでいいのかなという意見

です。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。公明党さんどうですか。 

○委員（氏家裕治君） 今回熊谷委員の方からも出ていましたけれど、今回 20 名から 16 名に

した効果額が 1,683 万円。私はいろいろ会派の中で話し合った中で、削減枠を例えば調査費だと

かこれから始まる常任委員会だとか、視察の方にそういった経費として上げるべきではないかと

いう話で持っていたわけですよね。特に白老町の場合は、これは特に言いわけとかではなくて、

町民の方に対してもずっとそういうふうな形の中で、私は私なりにそういった形の中で説明して

きたつもりでいますし、政務調査費や何かを持たない町議会でありますし、そういった中では、

そういった削減額を削減額として町民に見せるのは確かに見栄えは良いのかもしれないけれど、

果たして議会議員としてしっかり動けるのか動けないのかということで考えると、それだけの歳

費も必要かなと私は思っていますので、ただ、今、調査費と一緒にしてしまったことが皆さんに

とって誤解を招いている部分があるのかなと思っていますけれど、本来の今までの削減額が５パ

ーセント、７パーセント、11 パーセントというのがもしたたき台であるのだとすれば、削減も

あるでしょうということで持ってうちの公明党としても上げていましたので、もしたたき台とす

るのであれば、その辺をベースに考えるべきではないのかなと。それ以上のものは考えていませ

ん。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。日本共産党。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今、言われますように、政務調査費がないということ

と、報酬が高いかといったら、これは高くないです。白老ぐらいの議会の活動をやっていて、私
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は本当に高くないと自分では思っています。ただ今の町の状況と財政状況を考えるときに、私は

職員の皆さん方が20 パーセントをやられるという事を考えたら、これは期限を切るという必要

はあると思いますけれど、やっぱり今、氏家委員が言われましたけれど、決して町民に迎合する

とかと私は言っているのではないです。だけれど町民の感情としては、私のところに何件も電話

が来ました。何パーセントを大渕さんは考えますかと。そのことで考えるからと言われましたか

ら。事実私が言われました。これは本当の話ですから。だから、やはり職員の皆さんの20 パー

セントというのは課長クラスで150 万円も行くわけですから、当然議員の歳費とは違うけれども、

やはり私は20 パーセントぐらいはやらなければどうにもならないだろうなと思っているのは事

実です。ただ、ずっとやるというのではなくて、やはり期限を切ってやらなければ、これもどう

にもならなくなるのではないかという気がしています。誰も議員やらなくなるのではないかなと

いう気も、率直に言ってしていますので、ただ現段階として私は 20 パーセントやるべきだと言

わざるを得ないということであります。以上。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 私ども新風でございますけれど、前回の考え方といっこうにぶれておりません。と申しますの

は、やはり16 人に削減したときに、けんけんごうごうと皆様で本当に議論して、決まるのにぱ

っと決まったわけではなくて、いろいろな議論を通じた中で16 ぐらいにしなかったら駄目では

ないかというのは、私どもの会派は、その時のその削減率、これも全体のいわゆる今回の一人辺

りの報酬を下げるかどうかということも加味して考えるべきだというふうに我々は思っており

ます。それと、議会の機能を高め資質を高めるために通年議会も行うわけでございますし、一人

辺りの仕事量というか、町民の付託というのは非常に増えてくるものだというふうに考えていま

すので、本日においては私どもの新風としては、前回と同じ考え方をキープしていたいと思って

おります。以上です。 

 どうぞ、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、大渕副委員長が言われたとおり、私も今回の選挙戦の中でいろい

ろなことを聞かれました。議員報酬はどうなるの。削減するのという話をされた中で、多分これ

は会派だけではなくて個々の皆さん議員それぞれが聞かれたことだと思うのです。私はやはりこ

れから確かに今、財政状況が厳しいという話、そのとおりなのです。そして職員の方々にも給与

の削減等々強いられること、それも十分わかっています。ただ私一つ考えたことは、例えば議員

というのは４年の審判を受けるわけです。皆さんそこを少し考えて欲しいのですよね。この４年

間をどう動くかでもって、氏家やはり駄目だと、お前みたいな考え方をしている人間は駄目だと

いう言われ方をしなければいけないのか、やはり今回16 名の中でこういう動きをした、こうい

うまちづくり出来たな、議会活動出来たのだなと、言われるかだと私は思うのです。ですから、

確かに先ほど言われたように迎合するとかしないとかではなくて、今回 16 名の集まった議会議

員の中でこの４年間をどう動くか、どう働くかによって、町民の理解は得られると私は思ってい

ますから、そういった面での議論ができれば良いのかなと、私は思っています。それも会派の中

ではいろいろな部分で話し合って今、大渕副委員長も言われた、委員長の方からも出たので、一
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応私達の考え方もここで話させておいて頂きたいなと思って話しました。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今の質疑を聞いていると、16 名に削減をするといった議論のときには、

この財政の問題というのは、はじめは考えないでおこうという事だったのですよね。その余った

削減額をどう使わせていただくかという議論もあったのですよ。ところがそういう議論をしてい

る最中に、総務省から出る財政再建法が出てきて、うちの町、「えっ」という話になってしまっ

た。それで今回の選挙ですよ。それでやはり今回は19 年１月に施行された白老町の自治基本条

例に基づいて、自分は４年間何するのだよと訴えて選挙を戦ってきているわけですよね。その中

でこの議員報酬について、町民に訴えている方もいらっしゃるのですよ。当然私も皆さんの合意

の中で、私は変な話なのですけれど、月額報酬のだいたい 17 か月分頂戴していると。2 ヵ月分

を皆さんから集めると、約 1,000 万円程度になると。削減額が約1,600 万円ですから2,500 万円

効果が出ますと。４年間で１億円出ますよと。そういう提案をしてみたいという話をしているの

です。だけれどこれは約束は出来ませんよと。合意ですよと。今、そういう議論なのですよね。

だから、政務調査費、削減分を私もいただきたいですよ。やはり報酬はそういう意味も含めて従

前いただけるものをもらった方が良いと思っています。だけれど、状況的に財政問題が今、切っ

ても切れないことを考えないと、その辺のところの妥協点をやはり見つけないといけないのかな

というふうに思うのです。ですから今、我々一般議員が、前回やっていたのは５パーセント、副

議長さんについては７パーセント、議長さんについては11 パーセント。これをならすと、一般

議員のところで10 パーセントぐらいが妥当かなというと、当然副議長さんのパーセンテージも

替わってくると思うのですけれど、そうすると町民の皆さんに説明しに行くときに、こういう形

で我々はやはり考えていますよということは言えるのかなと、思うのですよね。そういう議論の

方に持っていった方が良いかなと。確かに言われている話は必要な話です。これから資質高める

ために削減額を調査費だとかそういう部分に当ててくれとか。私達もあの時は完全に言いました。

だけど、そうであれば今の報酬がその活動費に自分達が使うのだよという事を明言すれば、町民

の方も納得する方もいらっしゃるだろうし、ただ財政問題と見ると、なかなか厳しい部分がある

のかなと。そういうのは我々の会派で話して、だいたい従前やっていた削減額の倍を出すという

考え方になるのかなという考え方ですね。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 他にみなさんございませんか。 

なければ前回も委員外議員の前田議員からも意見ございましたけれど、今回同じ内容のことで

討議していますので、ぜひまた発言を求めます。 

○委員外議員（前田博之君） ありがとうございます。私も今大渕副委員長がおっしゃったと

おり、町民はまず１点として財政が厳しいと。町長も削減すると。職員も私、別な形で聞いてい

ますけれど、我々も20 パーセントカットするのにどうして議員さんカットしないのという声が

非常に職員の中からも正直なところ多いです。だれかれじゃないという話もあったし、私は今、

話したように、財政が厳しい折、私達もそういう認識をするために、削減はするべきだと思いま
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す。私は最後の採決加われませんけれど、私の議員としても35 パーセントいうことでうたって

いますけれど、これはいろいろと意見がありますから固執しませんけれど、なぜかと言ったら、

氏家委員も言っていましたけれど、私も歩いて、これからは議員さんは人数も減って一生懸命活

動すると思いますけれど、それに合えば見合った、という町民の評価も得ると思いますけれど、

前がどうだこうだではなくて、単純に私と向き合った町民の方は、今までどうだったのですかと。

そういう部分を含めて、１回襟を正して、削減してスタートし直したらどうですかという部分の

声もありました。そういう形で私は議員の報酬はこういう財政状況ですから、議員も襟を正すた

めにカットすべきだと、こう思っています。 

○委員長（山本浩平君） 35 パーセントということには固執しないという発言がございました

けれど。 

○委員外議員（前田博之君） 私は採決には加われませんので、意見として言わせていただき

ますけれど、それは議論の中で見据えていきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） それぞれいろいろと意見が分かれるところでございまして、ここで

今日結論出ないと思うのですね。今日皆さんの議論をうかがって、申し訳ないのですが持ち帰っ

た中で再度検討していただけますでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） よろしくお願いをいたします。その他で事務局からございませんか。  

○主幹（森隆治君） はい。 

○委員長（山本浩平君） 今日は長い時間本当にありがとうございました。 

これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

（午後２時５０分） 


