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平成１９年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１９年１２月 ７日（金） 

  開 会   午後 １時３１分 

  閉 会   午後 ３時００分 

 

○議事日程  

 協議事項  

１．平成１９年第４回定例会における一般質問について  

平成１９年１２月 ７日（金） 午前１０時 締切  通告者１２名 

○ 通告順 

① 前 田 博 之 議員 （２項目） 

② 吉 田 和 子 議員 （１項目） 

③ 山 本 浩 平 議員 （２項目） 

④ 西 田 祐 子 議員 （２項目） 

⑤ 松 田 謙 吾 議員 （２項目） 

⑥ 玉 井 昭 一 議員 （５項目） 

⑦ 斎 藤 征 信 議員 （２項目） 

⑧ 土 屋 かづよ 議員 （２項目） 

⑨ 氏 家 裕 治 議員 （３項目） 

⑩ 鈴 木 宏 征 議員 （１項目） 

⑪ 大 渕 紀 夫 議員 （２項目） 

⑫ 及 川   保 議員 （３項目） 

    計 １２名   （２７項目） 

２．意見書案について 

○ １１月３０日 全会派一致した意見書案 

（１） 意見書案第１７号 後期高齢者医療制度に関する意見書（案） 

○ 再調整の必要な意見書案 

（２） 意見書案第１８号 食品偽造事件の根絶を求める意見書（案） 

（３） 意見書案第２０号 第二次地方分権改革にあたり地域間格差の解消を求める意見書（案） 

（４） 意見書案第２１号 「森林環境税（仮称）」の導入を求める意見書（案） 

３．陳情書について 

○ 陳情第２号  アイヌ民族に関する総合的施策確立のため国に審議機関設置を求める意見書 

の提出についての陳情書 

４．会議案第４号（追加議案）について 

   ○ 会議案第４号  白老町議会会議規則に一部を改正する規則の制定について 

      ・改正内容 ～会議録署名議員の人数の変更    ２名⇒３名 
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５．通年議会の本格実施について 

○ 本格実施（１／１試行） ～ 条例の改正（会議案提出） 

○ 試 行 継 続 ～ 会期の延長（最終日に日程の追加） 

○ 継 続 審 議 ～ 最終日に閉会中の所管事務調査の議決が必要 

６．議員報酬の独自削減について 

７．その他について 

 

○会議に付した事件 

協議事項  

１．平成１９年第４回定例会における一般質問について  

平成１９年１２月 ７日（金） 午前１０時 締切  通告者１２名 

○ 通告順 

① 前 田 博 之 議員 （２項目） 

② 吉 田 和 子 議員 （１項目） 

③ 山 本 浩 平 議員 （２項目） 

④ 西 田 祐 子 議員 （２項目） 

⑤ 松 田 謙 吾 議員 （２項目） 

⑥ 玉 井 昭 一 議員 （５項目） 

⑦ 斎 藤 征 信 議員 （２項目） 

⑧ 土 屋 かづよ 議員 （２項目） 

⑨ 氏 家 裕 治 議員 （３項目） 

⑩ 鈴 木 宏 征 議員 （１項目） 

⑪ 大 渕 紀 夫 議員 （２項目） 

⑫ 及 川   保 議員 （３項目） 

    計 １２名   （２７項目） 

２．意見書案について 

○ １１月３０日 全会派一致した意見書案 

（１）意見書案第１７号 後期高齢者医療制度に関する意見書（案） 

○ 再調整の必要な意見書案 

（２） 意見書案第１８号 食品偽造事件の根絶を求める意見書（案） 

（３） 意見書案第２０号 第二次地方分権改革にあたり地域間格差の解消を求める意見書（案） 

（４） 意見書案第２１号 「森林環境税（仮称）」の導入を求める意見書（案） 

３．陳情書について 

○ 陳情第２号  アイヌ民族に関する総合的施策確立のため国に審議機関設置を求める意見書 

の提出についての陳情書 

４．会議案第４号（追加議案）について 

   ○ 会議案第４号  白老町議会会議規則に一部を改正する規則の制定について 

      ・改正内容 ～会議録署名議員の人数の変更    ２名⇒３名 
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５．通年議会の本格実施について 

○ 本格実施（１／１試行） ～ 条例の改正（会議案提出） 

○ 試 行 継 続 ～ 会期の延長（最終日に日程の追加） 

○ 継 続 審 議 ～ 最終日に閉会中の所管事務調査の議決が必要 

６．議員報酬の独自削減について 

７．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 

    土 屋 かづよ 君                熊 谷 雅 史 君 

    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） 

                  

○職務の為出席した者の職氏名  

 事 務 局 長  上坊寺 博 之 君         書   記  久 末 雅 通 君 
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◎開催の宣言 
○委員長（山本浩平君） ただ今から、議会運営委員会を開会いたします。 

 

◎調査事項 
○委員長（山本浩平君） 本日の協議事項ですけれども、その他も入れて７つの項目がございます。 

 まず、１項目目ですけれども、平成19 年第４回定例会における一般質問について、通告者が 12 名とい

うことでございます。局長より内容等につきまして説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご苦労様です。今日の10 時に通告を締切らせていただきまして、12 名の

通告がございましたので、順次ご説明申し上げたいと思います。 

 通告の 1 番、前田議員でございますが、２項目３点、細かく言いますと 14 点ほどございます。一つの

財政運営の考え方についてでございます。２つありまして、1 項目目としては新「自治体財政健全化法」

について、５点ございます。 

 １点、未曾有の財政危機に直面しているが、町長としての財政自立に向けての基本的な考え方について

でございます。 

 ２点目として、町として試算した財政健全化法に基づく連結実質赤字比率と将来負担比率の財政指標数

値を示されたいと。 

 ３点目でございます。財政健全化判断比率で「財政の早期健全化」（黄信号団体）または「財政の再生」

（赤信号団体）の転落基準を超えた場合、履行しなければならない義務行為と課題は何かということでご

ざいます。 

 ４点目です。いずれの場合の財政破綻の予防対策として住民負担と行政サービスの制限についてでござ

います。 

 ５点目です。財政再建策計画策定の見通しと公表かつ町民に対する説明責任と町民参加・参画のあり方

についてでございます。 

 ２項目目でございます。住民説明会、これは８月に行ったものですが、再生団体回避の対策額26 億 8，

000 万円の 20 年度達成状況についてでございます。 

 １点目の、人件費６億8,100 万円の算出根拠と地域経済への影響額についてでございます。 

 ２点目です。土地売却額 15 億 9，000 万円の根拠（場所、面積、単価）・・・・。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩します。 

休   憩 （午後 １時３４分） 

 

再   開 （午後 １時３５分） 

○委員長（山本浩平君） それでは、会議を再会いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２項目目の②です。土地売却額 15 億 9,000 万円の根拠（場所、面積、単

価）、19 年 11 月末の売却額とその内容、20 年度までに売却できる見通し、売却額に達しなかった場合の

財政運営の影響とその責任はということでございます。  

３点目です。基金繰替え運用額２億円の具体的運用方法とはいかにか。 

４点目です。平成20 年度予算編成との整合性はどのようにとられているかということでございます。 

 大きな２項目目です。全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）についてでございます。 
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 １点目、全国学力テストについて教育長の考え方と今後の方針について。 

 ２点目、全国学力テストの結果による町内小中学校の全国、全道平均での位置はいかにあるかというこ

とです。 

 ３点目、教育委員会として児童生徒の学力・学習状況を把握、分析はしているのか。 

 ４点目です。その結果として、学校及び児童生徒の成果と傾向、そして課題はどのようなものか。 

 ５点目です。家庭や児童生徒への日常の学習指導や学習状況の改善につなげるため、町として方針を示

し具体的指導を進めていく考え方はについてでございます。 

 いずれも、町長と教育長に答弁を求めてございます。  

 二人目、通告の２番目でございます。吉田議員でございます。１項目ですが、大きく２項目８点ござい

ます。地域医療環境についてということで、１項目目は、白老町立国民健康保険病院の運営についてでご

ざいます。 

 １点目、病院経営の健全化につき第３次、第４次行政改革の中で重点項目として改善を図っており「経

営診断」及び「経営シミュレーション」に基づき、内部検討会議も実施する中で18 年度決算、19 年度の

経営状況をどうとらえているかでございます。 

 ２点目です。「保健・医療・福祉の三連携推進方針」で医療の拠点としての白老町立病院の担っている

役割と推進状況についてでございます。 

 ３点目です。道が示している「自治体病院広域化連携構想」道内 30 区域での集約構想に対して町の考

え方についてでございます。 

 ４点目です。その他の公立 38 病院についての診療所化を含む規模減少の検討が求められているが町の

考え方と実施の可能性についてでございます。 

 ５点目です。総務省が示した「公立病院の経営改革に関するガイドライン」、 

・ 08 年度中の改革プランの策定をチェック公表 

・ ３年連読病床利用率 70％以下の病床数削減などの見直し 

・ 再編、ネットワーク化や経営形態の見直し等 

整合性を図りながら、病院の役割を明確にした方向性が示さなければならないと思うが考え方を伺いたい

ということです。 

 次に２項目目でございますが、安心して子どもを生める環境づくりについてでございます。 

 １点目、産婦人科医師不足と分娩実施施設の減少による白老町民への影響をどのようにとらえているか。 

 ２点目です。「お産難民」、「たらい回し」事件の中で、妊婦を守るために「広域的連携」の促進の中で、

またネットワーク化の中で白老町民を守るための要請が必要ではないかと言うことでございます。 

 ３点目です。里帰り出産の対応についての各産科医療への要請についてでございます。町長に答弁を求

めてございます。 

○委員外議員（吉田和子君） ⑤の策定とチェックの公表「を」を｢と｣に、ごめんなさい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 失礼いたしました。一部訂正をお願いいたします。（１）の⑤の２番目、

08 年度中の改革プランの策定をチェック公表、｢策定を｣を｢と｣に直していただきたいと思います。 

 次、よろしいですか。 

 ３番目の通告です。山本議員でございます。２項目８点の通告でございます。 

 １項目目、財政再建に係わる町立病院の方向性についてでございます。これにつきましては、今、前に

もご説明しましたとおり、吉田議員と項目的、内容的には若干重複されるのかなと思います。 
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 １点目です。現状維持で推移した場合の今後５ヵ年の不良債務の見込みはどうかということでございま

す。 

 ２点目です。病院の方向性の方針決定が遅れている理由はいかにあるのかということです。 

 ３点目です。白老町における救急医療の現状と広域連携をどのように考えておられるか。 

 ４点目でございます。方針決定のタイムリミットを明確に示すべきと考えるがいかがかということでご

ざいます。 

 ２項目目です。つくり・守り・育てる漁業の推進について、４点ございます。 

 １点目です。漁業従事者の現状と環境変化などによる今後の見通しについて。 

 ２点目です。人口リーフを活用した育てる漁業の効果をどのようにとらえておられるか。 

３点目です。漁業専門員配置後の成果をどのようにとらえておられるか。 

４点目です。今後の研究課題や事業の取り組み及び支援体制についてでございます。いずれも、２つと

も町長に答弁を求めてございます。 

 ４番目の通告です。西田議員でございます。２項目、９点ございます。 

 １項目目です。教育方針についてということで８点ございます。 

 １点目です。新教育長として、教育方針全般について、どのような理念や構想を持っておられるかと。 

 ２点目です。保育園の統合と民営化についての基本理念でございます。 

 ３点目、小中学校の統廃合についての基本的な理念でございます。 

 ４点目です。幼児教育についての基本的理念でございます。 

 ５点目です。家庭教育について基本理念でございます。 

 ６点目です。初等教育、中等教育の基本的な考え方はいかにと。 

 ７点目です。いじめ問題やメール問題等の対処法はどのように考えているか。 

 ８点目でございます。学力向上のための読書活動をどのようにとらえておられるか。今後の教育目標を

どこにおいて進められるのかということで、教育長に答弁を求めてございます。 

 ２項目目です。町長所信表明から。10 月３日の前教育長退任後、約２ヶ月間教育長が不在でした。教

育行政は、小中学校統廃合、保育園統合、いじめ問題、学力テスト等山積みする課題がありながら、新教

育長の選任が遅れた理由はどこにあるのかと。 

 また、町長は教育行政に２ヶ月間の空白をできたことについてどのように考えていらっしゃるかと。町

長に答弁を求めております。 

 通告の５番目でございます。松田議員でございます。２項目６点の質問でございます。 

１項目目でございます。町長の執行方針と基本姿勢についてということで。 

1 点目です。定年退職含めてベテラン職員が 41 名辞める。残った職員の給与 20％カットを協議中であ

り、その上に財政再建の大きな問題、町民一人ひとりに優しい「安全・安心」の地域づくりと言うが達成

できるのかどうかという質問でございます。 

２点目でございます。これにつきまして前田議員のほうと若干重複するところが出てくるのかなと思わ

れます。今後の財政の収支見通し、財政再建団体転落回避の方策、道内ワースト３の連結実質赤字比率の

現状と、使用料・手数料・新税の導入についてでございます。 

３点目です。きちんと検証して、大幅な事業を削減すると述べているが、削減策の内容と第３商港区建

設を凍結すべきと思うが考え方はどのように。 

４点目です。町長の町づくりの姿勢は、マラソンランナーではなく駅伝ランナーであると述べておりま
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すが、真意をお聞きしたい。 

５点目です。アイヌ民族政策の進め方について、アイヌに対する偏見と誤解は根強い。白老町のイオル

構想は教育型で進めると述べているが、どのような偏見と誤解が子ども達にあるのかお聞きしたいと。町

長に答弁を求めております。 

２項目目です。寿幸園の運営状況についてということで。寿幸園の運営状況と建設費外総事業費の総額

と民間委託の内容についてお聞きしたいと。町長に答弁を求めております。 

次に、６番目の通告でございます。玉井議員でございます。５項目９点についてのご質問でございます。 

まず１項目です。白老町の人口が２万人以下にならないように考えるべきと思うがどうかということで

３点ございます。 

１点目、人口が少なくなれば、町民の負担が多くなるのではないか。 

２点目でございます。平成 19 年 10 月 31 日現在の人口は２万 587 人であるが、２万人以下になるのは

時間の問題と思うがいかにかと。 

３点目です。平成 18 年度に亡くなった方は、274 名で出生者は 126 名となっており、148 名減である。

何もしなければ、平成 24 年頃には２万人を割る可能性が高いと思われるがいかに。町長に答弁を求めて

おります。 

２項目目、港湾の関係でございますので、松田議員と若干重複するのかなと思っております。第３商港

区を早期実現し、大企業に利用していただくこと、及び企業誘致の根幹となるようにすべきと思うがどう

かということでございます。日本製紙白老工場、旭化成白老工場他、各企業に白老港を多種多様に利用し

ていただき、各企業が大きく飛躍し、雇用の拡大になればと思うがどうかと言うことでございます。町長

に答弁を求めてございます。 

３項目目です。各施設の早期民営化及び活性化のために努めなければならないと思うがどうか。 

（１）町立病院について、（２）保育所について、（３）給食センターについてでございます。町長に答

弁を求めてございます。 

４項目目です。少子化をストップさせる考えがあるかどうかでございます。間接的ではあるが、企業誘

致が進み増大すればするほど、少子化のパーセントは減少するものと思います。町民、町理事者、町職員、

町議会４者が一体となり企業誘致に取り組むべきと思うがいかがか。（人口が増加しなければ、町の発展

は困難であると思います）と。町長に答弁を求めてございます。 

 ５点目は、納税についてでございます。納税の公平性確保のための納税対策の強化を図るとあるが、ど

のような対策を行うのか。不納処理５年を 10 年にしてはどうかという考え方です。町長に答弁を求めて

おります。 

 次、７番目の通告でございます。斎藤議員でございます。２項目 10 点ございます。 

 １項目目です。原油高騰による影響と対策についてでございます。 

 １点目、白老町内におけるガソリン・灯油価格の変動状況はどのようにあるか。 

 ２点目です。町財政上の影響をどのように押えているか。その対策は。 

 ３点目です。冬を迎えて、低所得者はもちろん、町民の生活上、緊急事態とも言える状況で、行政とし

ても何らかの対策を講じることが必要と思うがと。 

 ４点目です。原油高騰からくる諸物価値上げがどう現れているか。また、便乗値上げ等に対する町の監

視体制はあるかどうかということでございます。 

 ５点目です。町の対応策として指導や通達があるのか、あれば公表すべきと思うがいかがということで、
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町長に答弁を求めてございます。 

 ２項目目は、第３商港区建設と現状についてでございます。港につきましては松田議員、玉井議員が同

じく質問を通告されておられます。 

 １点目です。現在の町財政事情と港湾建設続行の整合性についてでございます。 

 ２番目です。向後 10 年間の町財政再建方針の取組みの中に、これ以上の港建設による負債は町民の理

解が得られるかどうかと言うことでございます。 

 ３点目です。将来的な町費持ち出しの見通し、費用対効果の分析、将来を見通した港の利活用計画等を

町民に明示し、将来への展望を示すことが急務ではないでしょうかと。 

 ４点目です。完成後の港湾運営の方法として、近隣港湾との共同管理・運営の方向を考えるべきと思う

がいかがかと言うことでございます。 

 ５点目です。実績をあげている中で、地方港湾からの昇格への道はあるのかどうかと言うことで、町長

に答弁を求めてございます。 

 ８件目でございます。土屋かづよ議員でございます。２項目ございます。５点です。 

 １項目目です。後期高齢者医療制度についてで､３点ございます。 

 １点目です。厚労省は保険料の一部凍結を打ち出しましたが勤労者の扶養家族として健保に加入してい

る人だけとの理由どのようなことか。 

 ２点目でございます。後期高齢者の診療報酬体系の骨子案 10 月４日ですが、複数医療機関での受診の

是正、検査・投薬の制限、在宅看取りなどを推進するとしているが、具体的にはどのようなことなのかと。  

 ３点目でございます。長期療養者が入院する療養病床の大幅削減について国の地域ケア構想とはどのよ

うなものかと。町長に答弁を求めております。 

 ２件目です。石山地区（岩倉団地方面）の道路整備について、２点あります。 

 １点目です。石山大通りからライラック団地までの冬期の路面凍結対策についてどのようにあるか。 

 ２点目です。団地内に入る地点に信号機の設置の予定はということです。 

 次に９番目の通告です。氏家議員でございます。３項目10 点ございます。 

 １項目目です。港湾整備計画につきまして、これにつきましては、松田議員、玉井議員、斎藤議員も同

じような通告がございます。 

 １点目、完成間近な第３商港区について、町が目指す町の姿について。 

 １点目です。現在の利用状況から第３商港区が供用開始することによって町がどう変わっていくのかに

ついて。 

 ２点目です。白老港が完成することによってもたらされる町の経済効果をどのように試算しておられる

か。 

 ３点目です。今後の港湾整備計画の課題はどのようにおさえているかということでございます。これに

つきましても町長答弁です。 

 ２件目です。白老町道路整備計画について。４点ございます。 

 １点目、現在使われていない街路灯、防犯灯の撤去について。 

 ２点目です。町内の見通しの悪い交差点をどれだけ認識していらっしゃるか。また、改善についての考

え方でございます。 

 ３点目です。町内主要道路から国道 36 号への標識の設置増が必要と考えるが、今後の道路標識の設置

の考え方についてでございます。 
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 ４点目です。町内のごみ集積ヶ所付近の舗装・補修対策が必要と考えるが、今後の進め方はいかにかと。

答弁を求める者は町長でございます。 

 ３件目、学校教育について。適正配置についてでございます。これは西田議員のほうにも１項目ござい

ます。 

 １点目、教育長不在の中、現在進行中の中学校統廃合の進め方に支障はなかったのかと。 

 ２点目として、現在の進捗状況はいかに。 

 ３点目の、財政難の中、一部道改築、改修、スクールバスの運行計画等、今までの計画に支障は生じな

いのかと。教育長に答弁を求めてございます。 

 次 10 番目の通告は、鈴木議員でございまして、１項目２点の通告でございます。 

 白老町小中学校適正配置基本計画についてということで、これは西田議員と氏家議員に項目があります。 

 １点目です。中学校統廃合の進捗状況についてでございます。 

２点目、小学校統廃合の時期（予定）はいつごろであるかということで、教育長に答弁を求めてござい

ます。 

 11 番目の通告です。大渕議員でございます。２項目10 点の通告がございます。 

 １項目目でございます。安全安心の地域作りについてということで。 

 １点目です。専門員の配置とあるが、現状（各相談業務）との関連はいかにあるかと。 

 ２点目でございます。地域医療環境の充実についてということで、細かく３点ございます。この地域医

療につきましては、吉田議員と山本議員も病院関係の質問がございます。 

 １．医師確保について、２．町立病院の改革について、３．地域の病院との連携について、でございま

す。 

 ３点目です。防災時の対応として、通信手段の確保についての質問でございます。 

 ４点目、町政モニター制度と外部評価制度の関係はどのようになっているか。町長に答弁を求めてござ

います。 

 大きく２点目でございますが、行財政の現状と問題点・財政再建への取り組みについてでございます。

行財政、財政再建につきましては、前田議員、松田議員が質問されてございます。 

 １点目です。現状分析をどのように行ってきたのか（国・道の見通し、国の方針の読み込み、素案への

生かし方、系統制）でございます。 

 ２点目、重要懸案事項の具体的進め方と財政との関連、整合性についてでございます。（４連携と病院。

給与カットと人員削減、工業団地・臨海部・下水の特会の運営、港、土地の売却、学校・保育所の統廃合） 

 ３点目です。弱者に対する対応策はいかに。 

４点目でございます。基本的には住民負担を最小限と考えておられるかどうかでございます。 

５点目、改革を実行するための機構改革と体制作りについてでございます。 

６点目、新財政改革プログラムの正案完成の時期はいつになるかと言うことでございます。 

最後 12 番目の通告ですが、及川議員でございます。３項目６点の通告があります。 

１項目目です。町立病院の運営全般につきまして、これにつきましては吉田議員、山本議員、大渕議員

が同様の質問をしてございます。 

１点目です。町長の方針が延びている原因はなぜか。（議会としての姿勢は示しているが） 

道が示した「自治体病院等広域化構想」が要因なのでしょうかということでございます。 

２点目です。町民から町の中核医療施設として存続要望が多い中で、町長のお考えをお伺いしたいと。 
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３点目です。先般の選挙公約の中で、平成 20 年度から「地域医療環境の充実」を掲げているが、その

内容をお伺いしたいと。 

4 点目です。「安全・安心・安定」な町づくりと、町立病院の示す役割についてお伺いしたい（三連携も

含めて）と言うことでございます。 

２項目目です。石山新生台地区のバイパス道路について。大きく１点ですね。財政問題はあるが、長期

的に町の計画に入れる考えはないかお伺いしたいと。現在の状況では、道路が山際を通るため、冬期間の

除雪が難しい。これにつきましては、土屋議員のほうも同じような質問をされております。答弁を求める

ものは町長でございます。 

３点目です。福祉行政についてということで、社会福祉協議会の果たす役割についてお伺いしたい。民

間の活力を引き出す方向に力を注ぐべきと思うがいかがということで、町長の答弁でございます。 

以上 12 人から、以上の内容で通告を受けてございます。 

○委員長（山本浩平君） はい、ただ今局長のほうから、一般質問の通告内容についての説明がございま

した。12 人出ているわけでございますので、多小似通った質問はございますけれども、特に文言等変更す

る必要などあるかないか、その辺を皆様にお諮りしたいと思いますけれども、特にどうですか。ないです

ね。何か感じたところある方、いらっしゃればどうぞ。  

はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今までも、こういうのが結構あったのですけれども、ただ、町側も答弁をし

なくてもいい部分はしなくてもいいというふうに言っていただいたほうがいいと思うのですよ。これにつ

いては誰だれさんが答弁をしましたとか、そういうことを言わないで、「これは前に答弁をしています」

ということで、そこは答弁されないで、進められるところは進めると。それについて、あと聞きたいとこ

ろは聞くというふうにしていったほうが合理的ではないかなと。答弁もここに出ると、１答目だけは答弁

しなければだめなように、町側も思って答弁しているのではないかなと。 

何か同じようなことを答弁しているのですよね。だからそういうのをなくしたほうがいいと思うのです

よ。そして、最後のほうの人はそれはそれでしようがないです。その中で自分が疑問に思っているところ

を聞くと。こういうふうにしたほうが合理的ではないか。誰かの削るとかそういうことはできませんから、

そのほうがいいのではないかと思うのですが。 

○委員長（山本浩平君） 今、大渕副委員長から町側の１答目の回答も、合理的に行ってはどうかと、同

じことを１答目でお答えをいただかなくてもよろしいではないかということでございますけれども、どう

ですか、皆さん。 

同じ内容のものについては、省略していただいたほうが、本当にスムーズに合理的に行えるかなと思い

ますので、その辺は議会側はこのように考えていますというようなことで、町側にお話しするということ

でよろしいですか。 

 ただ、回答の中で、どうしても向こうのほうが同じような回答をしてしまうケースがないとも限らない

と思うのですよ。その辺は仕方がないとして、議会としてはこのようなことでどうでしょうかと言うこと

で、合理的に答弁を考えてください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） では、そのような申し入れをしたいと思います。一般質問につきましてはよろ

しいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君） それでは、２項目目の意見書案についてでございます。 

局長のほうからお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書案についてでございます。審議残りが４件ございまして、１件目は

確認でございます。11 月 30 日、全会派一致、一応はいたしてございまして、別な団体から出てきた部分

であればよろしいということで、全文作り直してございます。これは前にも見ていると思いますので、こ

れを今日、確認をいたしたいと。まずこれを先にお願いします。 

 意見書案第 17 号、後期高齢者医療制度に関する意見書（案）でございます。 

○委員長（山本浩平君） これにつきましては、前回、今、局長から説明がございましたように、他のと

ころから出ているものに全文置き換えるということで皆様方のご理解をいただいていたのですけれども、

そういった内容のままですね。これで、皆さんよろしいでしょうか。全会派一致ということで、何かあれ

ばどうぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、この意見書つきましては内容を変更いたしましたので、全会一致と言う

ことでよろしくお願いいたします。 

 次に、再調整の必要な意見書案につきまして、局長から説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、意見書案第 18 号、日本共産党さんのほうからお出しいただいたも

のなのですが、訂正の上再提出ということになってございまして、食品偽造事件の根絶を求める意見書

（案）、アンダーライン記―２、記―３を一部修正してございます。それに訂正をされて再提出というこ

とですので確認をお願いしたいと思います。１つずつのほうがよいですね。 

○委員長（山本浩平君） はい、そうですね。どのように変更されたかということを、出されているとこ

ろの大渕副委員長のほうから説明願います。 

○副委員長（大渕紀夫君） この２番目と３番目の部分、消費者が明確に理解できる食品表示をというふ

うに言われましたので、そういうふうに、そのまま入れました。それで、ここには２つのことが書いてい

たのですけれども、それはカットしました。こういうふうにしていただきたいということで、これが入れ

られればオーケーですよと言われた点と、３番目については行政指導をきちんと入れてくださいという話

しでしたので、「慎重かつ迅速に対処し的確な行政指導を行うこと」というふうに文章を挿入したと。こ

の２つが前回の私に言われた部分だったので、そこを直して提出したと。こういうことでございます。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。この点につきましてお諮りしたいと思います。

いかがでしょうか。では、まず、会派ごとに確認してまいりたいと思います。 

 〔「問題ない」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、このように訂正したということで、皆様から、今、「問題ない」と

いうお話しでございますので、全会一致で提出をさせていただきたいと思います。提出者は、このほか各

会派の代表ということでよろしいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全員賛成であれば賛成者として。 

○委員長（山本浩平君） 賛成者としての提出ということであげます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、意見書案第20 号につきまして、局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書案第 20 号は、北海道町村議会議長会から送付されてきまして、議

会のほうで意見書を出していただきたいということで、第二次地方分権改革にあたり地域間格差の解消を

求める意見書（案）でございまして、前回追加として出させていただきましたので、読む時間を少しいた
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だきたいということで持ち帰ってございます。21 も同様でございます。 

 ちなみに、21 の「森林環境税（仮称）」の導入を求める意見書（案）につきましては、森林林業議員促

進連盟と同じ文章なのですね。そういう部分を含めて協議をお願いしたいと。 

○委員長（山本浩平君） はい。まず、20 号からまいりたいと思いますけれども、新政クラブさんいか

がでしょうか。 

○委員（熊谷雅史君） 問題ないです。 

○委員長（山本浩平君） 問題ないということですね。清風クラブさんいかがでしょう。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。この２点ともうちとしても問題ないです。 

○委員長（山本浩平君） はい、公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党も問題なしです。 

○委員長（山本浩平君） はい、日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、２件ともオーケーです。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。今、２件ともというお話もありましたけれども、

20 号につきまして。新政クラブも問題がないということで全会一致ということにさせていただきたいと思

います。 

 それでは、意見書案第21 号、「森林環境税」の導入を求める意見書（案）につきまして、お諮りしたい

と思います。新政クラブさんいかがでしょうか。 

○委員（熊谷雅史君） 先ほど局長が言ったように、森林連盟に我々の議会入っていますから、そういう

ところからの要請ですから、内容的に「新税」ですから、この税的なことについての議論は当然あろうか

と思いますけれども、意見書で導入を検討してくれということですから良いのではないかと思います。 

委員長（山本浩平君） はい、清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 私のところも同じです。 

○委員長（山本浩平君） はい、日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、結構です。 

○委員長（山本浩平君） はい、公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） はい、同じです。 

○委員長（山本浩平君） 実は、新風、私どもなのですけれども、反対では決してないのですが、議長会

から出られたということで、議長にお尋ねしたいということがありまして、内容としてもわかるのですけ

れども、全国でまだ加盟していないところもたくさんございますですよね。この税金について、地方の議

会から税金を導入してくれということは、どういうことなのかと。国のほうでこういったことに関しては、

積極的に進めるということであるならばわかるのだけれども、地方のほうから税を、導入を求めて、いわ

ゆる国民一人一人に税の負担を強いるということになると思うのですけれども、これについてどうなのか

なという意見が、うちの会派の中で出ていましたので、これを求める意見書の採択の理由と申しますか、

議長会の中で、何か出たご意見があればお尋ねしたいと思いました。 

 はい、お願いいたします。議長。 

○議長（堀部登志雄君） この件については、６月だと思いますけれども、全道議長会の総会の席が札幌

で行われるのですが、そのときにこういう意見書、各地域で課題となっていること、問題とされているこ

とについて、お互い提案をして、認めて、こういう形で行動しようということで決めるわけですけれども、

そのときに、たまたまこれ、後志管内の議長会から提出された項目なのですね。 
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 たまたま白老が担当で、胆振管内からは町立病院の関係のことについて、私のほうから提案して、それ

で議長会で全会で採択されて、こういう形でそれぞれの地域の、北海道全体の地域のそれぞれの課題をお

互い出し合って、それを 20 項目近くはあると思うのですけれども、それを全道議長会として国のほうへ

働きかけていこうというような形で決まっている項目なのですよね。 

 それを、定例会毎に時期を見計らって、各町村にお願いして、そういうことで取り上げていただくとい

うような形になっている。その部分なものですから、それぞれの地域で、特に後志管内ではこういった形

のものをぜひ国のほうへお願いして欲しいのだというような思いで出しているものですから、そういう経

過で今回出てきていると言うことでご理解いただきたいなと。 

 たまたま、今、ちょっと遅れましたけれども、管内の２回目の総会がございまして、その席でもこの議

案を各町村に送付してあるので、ぜひご理解いただいて意見書を上げていただきたいのだという要請も受

けてきたところでございますので、そういったいろんな思いはあろうかと思いますけれども、ぜひそうい

う主旨で出しているということでご理解をいただければなということでございます。 

 地方から税金を取るのを上げろと。これ前からその問題については、それぞれ考えがあろうかと思いま

すけれども、私としてはこのような・・・。 

それが良いか悪いかは、やるべきだという意見もあれば、やるべきでないという意見もありますけれど

も、それについては皆さんで考えて賛同していただければなという具合に思います。そういうことですの

で・・・。 

○委員長（山本浩平君） はい、わかりました。私ども会派といたしましては賛成をいたします。そうい

うシステムの中で上げられてきたことだということも説明をいたしたいと思います。 

では皆さん、これも全会一致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） はい、ありがとうございます。それでは続きまして・・、はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、提出者でございますが、17 号、18 号については、日本共産党の大

渕議員が代表になるということで、町村議長会の部分から出されてきたものについては、代表質問の順に

順送りで提出者になるということが、運営基準で決まってございまして、それでいきますと 20 号が日本

共産党ということになります。21 号が新政クラブということになります。まず、それ１点の確認と、４本

とも全会一致と言うことでございますので、討論を省略するということの確認をさせていただきたいと思

います。 

○委員長（山本浩平君） はい、今、局長から説明のございました意見書（案）20 号は、共産党さんの

提出者と、21 号につきましては新政クラブさん。そして、討論を省略するということでございますけれど

も、皆さん異議ございませんですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、では、そのように確認をさせていただきました。 

それでは３番目に入りたいと思います。 

陳情書につきまして、陳情第２号ですね。局長説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 陳情書が３日付で送付されてきてございまして、基準は一応、定例会の開

催５日前までに受けたものについて議案にするということになっているのですが、これ、今回送りますと

３月議会ということになりますので、よろしければ皆さんに諮って取り上げてみてはどうかと言うことで

上げさせていただきました。 
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件名は、アイヌ民族に関する総合的施策確立のため国に審議機関設置を求める意見書を出していただく

という陳情書でございます。北海道ウタリ協会から送付されてきてございまして、陳情書の要旨とそれか

ら、資料の添付ということで、資料は分厚いですが添付させていただいております。今取り上げないと３

月議会で諮ってやるから６月まで延びる。普通、定例会が 12 月中と想定しているからこの時期に届けら

れたのかなと思います。 

 今回取り上げないと、３月にかけて６月議会で報告になるのです。今取り上げましても３月議会の報告

になるわけです。 

○委員長（山本浩平君） この件につきましてお諮りしたいと思います。 

はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員長、今、局長の説明だと、今、議会にかけても３月だとの説明でしたね。と

いうことは、総務文教常任委員会に付託されるということでよろしいですか。 

○委員長（山本浩平君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前に、ＢＳＥのときもご説明したように委員会付託をするのは原則なので

すね。付託しないで可決してもいいのですけれども、ただ、意見書を求めているものですから、意見書案

の作成がいると思いますので、付託したほうがよろしいかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、この件につきまして、皆さん。 

はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 産業厚生常任委員会に付託して３月までに結論を出すと。時期的には、これ

ちょっと全文読みましたけれども、12 月までではなくて３月までに出しても間に合うのではないかという

ふうに、私は自分で勝手に、読んで思いました。ですから、生活環境課だから産業厚生常任委員会に付託

して、これはきちんと議論をして、文案のこともありますから、意見書案を出すかどうかということを３

月までに結論を出すということが良いのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） ３月までに結論を出すということで、産業厚生常任委員会付託と言うことでよ

ろしいでしょうか。ちなみに局長、10 日の日に産業厚生常任委員会に付託案件ありますよね。それまでに

間に合わせたほうがいいのですか、それとも・・・。そんなことはないですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） 従来でいくと閉会中の継続審査になります。これから通年議会どうなるか

わかりませんけれども、基本的には閉会中の継続審査。３月議会で委員会報告していただくという形にな

ります。 

○委員長（山本浩平君） では、産業厚生常任委員会に付託ということにいたしたいと思います。よろし

くお願いをいたします。 

続きまして４項目目、会議案第４号（追加議案）につきまして、局長、説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、先の議運で会議録署名議員を２名から３名にさせていただきたいと

いうことを申し上げてご了解いただきましたが、私もうっかりしていまして、会議録署名議員の人数の指

定は、会議規則の中にうたわれているものですから、今までの手続上は不適切な処理であったかなと思っ

ています。改めまして、会議規則を変更しまして、変更後から３名に正式に、それで今回の手続補正した

いということで、会議規則を直すということで提案させていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、今、局長のほうから説明がございましたけれども、このことについて何

か、皆さんお尋ねしたいことがございましたらどうぞ。はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 12 日の再開冒頭で、これ議決ということですか。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 最終日で。 

○委員（熊谷雅史君） 最終日でいいの。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今まで３人という形で、手続上やっていましたけれども、これは不適切と

いうことで、13 日から一応２名に戻しまして、規則を直し次第３名にするという形をとりたいと。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 会議規則の第何条ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 120 条。 

○副委員長（大渕紀夫君） 120 条、そうですね。はい、わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 最終日にということで、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） では、そのようにいたしたいと思います。 

 それでは５項目目、通年議会の本格実施につきまして、これも局長から、説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、今日まで各会派持ち帰りで再議論していただくということになって

ございました。そこにも書いておりますとおり、新議会では３通りの方法がございまして、本格実施１月

１日からするということであれば、会議案として定例会の回数を定める条例を変更しなければならないと

いうのがまず１点でございます。 

 試行を継続すると、６月から９月の議会までに１回試行してございますが、12 月から３月までまた再度

試行するということであれば、議長が会期の延長を諮らなければならないと。最終日に日程追加いたしま

して、２月の末まで会期を定めるという延長の議決をとらなければならないということがまず一つです。 

 もう一つは、本格実施、継続実施もしない場合、継続審議にしましょうということであれば、最終日に

閉会中になりますので、各所管事務調査の議決が必要になると。この３通りが考えられますので、これを

含めて今後どうしていくかというのを議論をいただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。それでは、各会派で何度か検討していただいた

と思うのです。それで、前回までの経緯をお話ししますと、ほとんどの会派が１月１日で出発していいと。

いわゆる専決事項につきましては了解されたということでございます。一部、まだ慎重にすべきだという

ところもございましたので、清風クラブさんですか、再度検討いただいたと思うのですけれども、清風ク

ラブさんのほうからお話いただければと存じます。 

○委員（及川 保君） 先般の議運の結果も踏まえて、会派の中で議論をいたしました。しかしながらや

っぱり、なかなか今までの経過の議論も含めて、一応まとめたものが資料としてあるのですけれども、な

かなかその辺の理解が難しい状況にあります。先般も、局長といろいろと話させていただいたのですけれ

ども、なかなか専決の部分も含めて、それから通年で実施したときに議員の身分といいますか、その辺の

こともなかなか説明、理解されないというか、その辺が非常に厳しいものがありまして、とりあえず試行

でいったらどうだろうかという意見でございます。 

○委員長（山本浩平君） はい、清風クラブさんから試行を継続してはいかがかというお答えでございま

した。確認させていただきたいのですけれども、清風さん以外に関しましては１月１日から本格実施を行

ってもいいという認識でよろしいですね。公明さんもそういうことでしたですよね。わかりました。 

 こういうことに関しましては、本当に全会一致で進めたいなというふうに、私自身は思ってはおるので

すけれども、その議員の身分についてと言うお話がございましたけれども、前回もそういったお話の中で、

今までとは全然変わりませんよというお話もあったのですよね。その中で、どの部分がまだ不安に思われ
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ているのか、その辺についてちょっと。清風クラブ及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風です。議会で今までどおりと、試行の際も実は今までどおりの状況でありま

したね。今までどおりと議会の中で取り決めをして乗り移ったとしても、町民側の受ける側としては、通

年だろうと。通年ということは毎日専職という部分が出てくるのではないかと。この辺のことをちゃんと

クリアしているのかということなのです。実は。 

 うちで決めたとしても、それは今までどおり同じなのだと。状況をいくら説明したとしても、これがな

かなか理解されない部分なのです。だから、いずれにしてもこの部分については議員としてのきちんとし

た身分保障も含めて、乗り移っていくのならいいのだろうけれども、今の状況の中で、結果的にはそれが

どんどん拡大していく状況になっていくのではないかと。良い方向で向かえば良いのですけれども、逆に

本当に厳しい方向に向かっていく状況がどうしても想像されてしまうのですね。 

 もう一点は、通年議会ということであれば、やはり一般質問というのは定例会という形で、今までのよ

うな臨時会ということはないわけですから、定例会という状況になっていくと、当然一般質問もされるの

は当然だろうというような意見が一つありましたね。 

 もう一つは、いい部分での理解はされているのですね。前回の議運でもありましたけれども、何か突発

で町にことが起こったときに、これ常任委員会で必ず取り上げられる、現状を即対処できる仕組みである

ことは、はっきり間違いないわけですね。その辺のことは十分理解されているわけですから、問題がその

部分なのですね。その部分でどうしてもなかなか折り合いがつかないという状況です。 

○委員長（山本浩平君） はい、どうぞ。 

○委員（及川 保君） 正・副委員長、前議会の中でも十分ここで議論されたおふた方ですよね。である

ならば、その辺の詳しい説明をできる場を作ってもらえるかどうか。それも質問させていただきます。 

○委員長（山本浩平君） 通年議会の中身についての説明という意味ですよね・・・。 

○委員（及川 保君） 時期的に、今日がタイムリミットということであれば話は別ですけれども・・・。  

○委員長（山本浩平君） １月１日から始めるかどうかということは、それか、試行にするか、あるいは

継続審査にするかというのは結構審議していますので、できる限り決めていきたいなというふうに思いま

す。 

はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 及川委員の会派の話は、中身があまり熟知できていないという判断をせざるを得

ないのかなと。ですから、前回あった議論というのは、私はやっぱり今まで議論に加わっていなかった人

たちが、そういう考え方を持たないだろうかと、その再確認をしたのですよ。やっていることはわかって

いるのでしょ。広報広聴ということも形で進んでいくから、そういう部分でわれわれの立場だとか、やっ

ていることだとか、町民に理解してもらうということをアピールしていこうということになっていますよ

ね。 

 当然、我々の責務というのも自治法の中に明記されているわけですなら、それを遵守するために通年議

会をしても今までと何も変わらないということは理解できたでしょ。その辺だと思うのですよ。それがや

っぱりまだ理解されないということであれば、やはりこれ、１月１日の施行は難しいかなと思います。 

ですから、また試行継続ということをやらざるを得ないのかなというふうに今思いますけれども。その

２つだと思いますけれども。それを議論したほうが早いのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 今、新政クラブ熊谷委員からそのようなお話しでございますけれども、皆さ 

んいかがですか。よろしいですか。 
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今、清風クラブさんから出された問題につきましては、基本的な中身についてメンバーも変わったわけ

だから、はじめから原点に戻って説明をいただきたいというような内容に近いと思うのです。内容として

はですよ。 

今回、この議案に関しましては、今までの改選前までの経過を申し上げますと、１月１日から本格実施

に向けてやっていこうというそういう流れだったのですよ。そういう流れで、その確認のために「さあ、

どうですか」というようなことの、前回もそうですけれども今回そのような議案だったのです。 

 ですから、通年議会の中身について、確かに新しく入られた方もいると思うのですけれども、これにつ

きましてはやはり今までの流れを説明をしていただいた中で、それで賛成か反対かというようなことであ

ればわかるのですけれども、新たにまた説明ということになりますと、通年議会ばかり出なくて、何か他

のことに関しましてもそのようなことになってくるのではないのかなというような、私としてちょっと懸

念があるのですよね。 

はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） これは、議会の立場としては非常に良い制度だというのは理解しているわけです

よ。問題になっているのは、先ほど言った２点の、取り決めはするけれども、スタートするけれども、現

実にそういう状況が今後いけるのかいということなのです。このままの状況の取り決めだけでね・・・。 

 一般質問や何かもそうなのですけども、今試行でずっとやっていますよね。これ、実際は試行ではない

ですからからね。完全乗り移りですから、前回副議長が新人議員も含めて、先輩議員の方々が取り決めた

ことは十分議論されている部分であるから、議会を元の振り出しに戻すなというようなお話もあったので

すけれども、それもまたわからないわけではないのですけれども、やっぱり全員が納得した中で履行すべ

きだと私は思うのですけれどもね。 

 その辺のことがきちんとクリアされていないという部分が、一部わからないという、どうしてもそこが

ひっかかると。理解されないまま履行ということには多分ならないでしょう。だから、局長とのお話の中

でも、今年６月から９月まで試行という中でやった状況踏まえて、いろいろと精査したのですけれども、

確かに問題となるところはクリアされているなというのは私自身も理解はしたのですけれども。 

 現実に問題となるのは４月の専決、３月末の部分の予算の関係でも、その辺の部分まだこれからやって

みなければわかりませんよね。現実に今までは専決でやるしかないわけですから。今までと状況が変わら

ないというのが、誰が考えても同じではあるのですけれどもね。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休   憩 （午後２時３８分） 

 

再   開 （午後２時４６分） 

○委員長（山本浩平君） 再開いたします。やはり、全会一致と言うことで、こういったことに関しまし

ては各会派が理解をした上で、やはり進めたいというふうに思いますので、試行継続ということに関して

は異論はないということですよね、清風さんは。はい、では、試行を継続いたしまして、会期を延長する

というやり方で試行を継続して、それまでの間にいろいろと再度、会派内でも協議をしていただきたいで

すし、いろいろ精査をしていただきたいというふうに思いますけれども、それ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） はい。それでは、通年議会の本格実施につきましては、試行継続ということに

いたします。 
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はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） １点だけ。試行継続ということでよろしいのですが、先ほど言いましたよ

うに、会期の延長をしなければならないのですよ。多分、３月定例会が開かれるのは３月上旬だろうと思

います。ですから、いつまで会期を持つかということですね。会期と招集日がダブりますと、３月定例会

はなしになりますので、その辺を気を付けて会期を設定しなければならないかなと思っています。ですか

ら、多分２月の下旬くらいまででしょうと思います。今年２月29 日までです。 

○委員長（山本浩平君） ２月 29 日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） はい、もう１点確認をさせていただきました。 

はい、副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） やっぱり、今の議論の中で、もう中身を蒸し返すのではなくて、会派の中で

議論をしていただくわけですから、会派の長の方がご説明をしたと。しかし、なかなか会派の方が理解し

てくれないと。それと中で議論をするという、本当に会派の中で議論して、これをどうするかというのと、

ここに出ている方はわかっているのだけれど、他の方がわからないのだよというのとではこれ随分違うの

ですよ。会派制をとっているというのはどうしてかというと、例えば、ここで意見書なら意見書が、全会

一致で会派の長も含めて決まったら、それは会派が全部従うという意味なのですよね。ですから、会派の

長が「僕はわかっていますよ。会派の中でわかっていない人がいるのだ。」というのであれば、それはや

っぱり会派の長がきちんと勉強されて理解していただくなりなんなり、そういう努力をしないと会派がま

とまっていかないような気がするのです。 

 ですからそこだけ、僕は良いとか悪いとか言っているのではなくて、会派の在り方というのはそうでは

ないと、会派制をとっている意味がなくなってしまうと思うのですきっと。だから、会派の皆さんが「皆

さんは同じ意見だけれど、私はこういうことでだめだと。」これは何もいいのです。みんなが賛成したか

らしなくてはだめだと、そういうことではないからね。だから、そこら辺は、今副議長も言われたように

会派の長の方がきちんと聞いて、会派の皆さんに正確に理解してもらうということを続けなければ、やる

にしても、やらないにして、そういうことはぜひ努力をしていただきたいなと。会派制をとっているとい

う意味は、この議会運営委員会がそういう形で開かれているということはそういうことだと思いますので、

そこだけは確認しておきたいと思って発言させてもらいました。 

○委員長（山本浩平君） はい、今の件についてよろしいですか。そのようなことに関しましては、各会

派ともよろしくお願いをしたいと思います。 

 続きまして、６番目、議員報酬の独自削減につきまして、これもいろいろと意見が別れおりまして、再

度各会派でいろいろとご意見を戦わせていただいたというふうに思います。どこの会派でも結構です。ど

うぞ。ご意見の述べたい会派からどうぞお願いします。  

はい、新政クラブさん。 

○委員（熊谷雅史君） 前回も、同じ意見になるとは思うのですけれども、うちはやはり、新財政改革プ

ログラムを町側が示している以上、従前の定数が減ったといっても、その効果額と含めて従前５％、７％、

11％という削減率でしたけれども、おおむね、一番何もない議員さんについては 10％、これを基準に削減

すべきではないか。そのように我々の会派はなっております。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。 

はい、共産党。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 20％と言うのは、職員が 20％だからと言う根拠なのです。10％だと、なか

なか根拠をどうやって示すのかと言ったら、根拠の言い方がないものですからちょっと困るのですよね。

だけど、町のほうは、今のままでいったら１月からやる可能性がありますよね。そうすると議会が、この

ことによって納得しないからとって延ばすのはまずいと思うのです。要するに今回の 18 の最終日に、議

会としては姿勢を示すべきだと言う考えなのです。ですから、そこでは変な言い方ですけれども、20％で

なければ絶対だめだよと言いません。だけど、今議会からやるべきだと。ここがすごい重要だと思うので

す。これ３月からやったのでは、全然もうだめだと思うのですね。 

 ですから、私は今回からやるべきだと言うことであって、皆さんの意見が 20％どうしてもいかないと言

うことであれば、20％でなくても構いません。やるべきだと言うことであります。基本的には 20％だけれ

ども・・・、今議会で決めてやるべきだと。そこはいつまで経っても決まらなければどうにもならないの

だから、そういう意味です。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。 

清風クラブさん、はい、どうぞ。 

○委員（及川 保君） 清風もたびたび、会派会の中でやっていますけれども 10％だろうという考え方

です。 

○委員長（山本浩平君） はい、10％と言うことですね。 

はい、公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） うちも、先回から公明党としては５％の現状維持、そして定数削減によって、熊

谷委員のほうからもお話がありましたけれども、定数削減だけではないですね。議会改革の中でやってい

ることは。例えば視察の問題だとか、これからまだまだ議会改革に取り組まなければいけないという現状

の中で、これ以上の削減と言うのはあって良いのかというのもやはり考えるわけです。 

 ですから、10％が妥当なのか20％が妥当なのかと言われれば、それはどこを基準にと、僕もそれは疑問

に思います。ただ、現状維持も５％プラスあと５％下げるのであれば、その５％を、例えばいろいろな議

会活動の中にうまくまわせないものかという考え方は、僕も依然変わらない部分はあるのですけれども、

ただ、下げるにしてもトータル的に考えた時には、やはり10％くらいが妥当なのかな。中身は各会派さん

の考え方とはちょっと違うかもしれないけれど・・・。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですけれども、先だっても会派会議をいたしまして、いろいろと深く議論

をしましたのですけれども、私どもは現状維持という意見であります。 

 と申しますのは、前回も述べましたけれども、やはり議会改革等の中で、議員の削減も議長の諮問でご

ざいました。町のいろんな具体的な財政がいろいろと出てくる前の諮問ではあったと思いますけれども、

そういった行財政的に白老町はなかなか厳しいということは、その時点でも皆さん把握していたわけで、

その中で、議員全員で話をして思い切った削減をいたしまして 16 人になったと、それによって議会費の

削減率も18％か 19％、約20％近くまで削減していると。この辺の努力は私は、町民の方々も理解をして

いただけるものというふうに認識しております。また、議会自ら下げることによって、同じ地方議会で近

隣の市ですとかの格差がますます広がっていくわけでございまして、それは本当にこれからの議会の活性

化を考えたときに、若い議員が手を挙げて、こういう町政の場で仕事をしてみたいと言う人たちが増えて

いくのかどうなのかということも、やはり考えるべきだというふうに思います。決して高い基準から下げ

ると言うことではなくて、ぎりぎりの非常に厳しい中での削減と言うことでありますから、例えば町の職

員が 20％カットしたから、我々も絶対にやらなければだめだというのは、私の会派は議論は別だという意
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見が多かったのですよ。 

 具体的にいえば、例えば、灯油、ガソリン、いろんな値上がりしていましても、議員はそういう手当が

あるのかと、各種手当があるのかというと何もないですよね。しかしながら、我々定数を削減することに

よって、議会に対応する機会も大幅に増えていくことになっております。現実を見た場合に、削減が必ず

しも、議会活動が活発化になることとは、僕は逆に半比例するのではないかなという部分も考えられなく

はないと思いますので、うちの会派としてはやはり現状を維持した中で、町民に理解をしていただく。こ

ういうことも議会としては必要ではないかなというような意見で、私どもはまとまりました。 

 はい、公明党氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の、委員長の新風さん、現状維持と言うのは５％削減の現状維持という意味で

すか。 

○委員長（山本浩平君） 今までどおり。 

○委員（氏家裕治君） ５％削減ですね。今までどおりとそうですね。 

○委員長（山本浩平君） 逆にいえば、特に何も削減すべきではないと言うことです。その維持です。 

はい、副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今回だけ、委員外議員の意見もきちんと聞いておかないと。この問題につい

てちゃんと一致しなければだめですからね。委員外議員の意見を聞いてください。 

○委員長（山本浩平君） では、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 簡単にいいます。私は常に 35％と言っていますけれども、これについて

は先ほど委員長がいったいろいろなもろもろの条件については、地方自治法の改正によって第３機関を設

けてうんぬんとできますので、そういう形のかなで議論もされると思いますけれども、当面は、私は今回

からやるべきだと思います。そして、パーセントについては、私は35％と言っている以上、何パセーント

にするとは言いませんけれども、それに限りなく近い額で皆さん協議されたらいかがかと思いますし、私

の意見です。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。それでは、まだ意見も分かれているところでご

ざいますし、広報広聴常任委員会が３時からあると言うことでございますので、また、通年議会も試行継

続ということになりましたので、まだ間に合うと言うことでございますので、次回の議論にしたいという

ふうに思います。 

７番、その他について、局長。特にないですか。わかりました。 

では、以上を持ちまして議会運営委員会を閉会いたします。ありがとうございました。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ３時００分） 


