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○ 開会の宣告 

○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。 

                                           

○委員長（大渕紀夫君） 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」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって委員会条例第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。次に本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日の議会運営委員会の協議事項ですが、第

１回の定例会に向けましての審議でございます。それと併せまして、議員定数の削減に伴う議会機

能、特に委員会のあり方についてご議論いただく予定です。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、さっそく協議事項に入りたいと思います。町側の提出議案、

町長提案のものが38 件ございますけれども、その内容について説明をしていただくようにしていき

たいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、今回、第 1 回目の定例会でございますので、執行方針等につ

いては町長、教育長ございます。資料については、当日、一応、配布させていただく予定でござい

ます。執行方針については以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それでは、説明をしていただきたいと思いますけれども、議案の

関係が先ですね。それでは、議案の説明について。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは、私の方は先に一般議案の方の説明をさせていただきます。

今日、お配りしてございます議案書を開いていただきたいと思いますが、議案番号で言いますと23

号から説明申し上げます。よろしいですか。 

 それでは議案の 23 号です。これは、白老町副町長定数条例の制定についてということで、下段の

附則にありますように19 年４月１日から施行するということで、内容は次のページをご覧いただき

たいと思います。議案説明のところに記載してございますけども、助役制度を廃止し、副町長を設

けるという内容とする地方自治法の一部を改正する法律が本年４月１日から施行されるということ

で、本町における副町長の定数を定めるため条例を制定するという内容でございます。地方自治法

の一部改正の内容はですね、ここの部分だけで言いますと自治法の規定の中では、市町村に助役１

人を置くという規定がございますが、これが改正されまして、市町村に副市町村長を置くというふ

うに改定されました。併せて、同じ条例の中でですね、副市町村長の定数は条例で定めるというこ

とで定められております。したがいまして、助役を改め副町長にということと、副町長の定数を今

回、定数条例で改正するということで、内容につきましては、従前どおり、副町長の定数は２人と

するという内容でございます。 

 次に議案の 24 号です。議案 24 号は前号の23 号の絡みでございまして、自治法の改正に伴っての

関係条例の整理ということでございます。これにつきましては、議案説明をお願いいたします。24
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の３です。先ほど言いました自治法の改正なのですが、議案説明のところにも一部書いております

が、一部改正の主なものは先ほど言いました、いわゆる自治法の改正の中では副知事及び助役制度

の見直しに関する事項が一つ。二つ目が出納長及び収入役制度の見直しに関する事項。それから、

三点目が吏員制度の廃止に関する事項。それから、四点目が監査委員制度の見直しに関する事項が

主な自治法の改正の内容になっています。先ほど23 号の方は、助役の副町長への見直しということ

です。こちらの方は、自治法の改正に伴って関係条例を改正するという内容でございまして、先ほ

ど言いましたとおり、副町長制度の新設、それから、収入役制度の廃止などを内容として関係条例

の字句を修正するという内容でございます。 

 具体的な内容につきましては、次のページの24 の４。新旧対照表がございますが、白老町税条例

の一部改正では、左側が改正前、右側が改正後ですがアンダーラインのところです。町吏員という

表現を町職員に改める。それから、白老町畜犬取締り及び野犬掃討条例の一部改正。これも吏員を

職員に改正する。それから、下段の方になりますが病院の事業の設置に関する条例ですが、この中

では収入役を会計管理者に行なわせると。収入役というのは廃止になりますので、会計管理者に行

なわせると。それから、行政財産の徴収条例の方では、自治法の改正によりまして条項の移行によ

っての改正です。それから、一番最後です。白老町特別職報酬等市議会条例の一部改正。これは助

役という表現を副町長に改めるという内容でございます。 

 次に議案 25 号です。こちらの方も自治法の改正の絡みです。25 号は白老町収入役事務兼掌条例

を廃止する条例ということで、収入役の廃止になりますので白老町収入役事務兼掌条例を廃止する

という内容でございます。 

 次のページ。議案説明をお願いいたします。白老町につきましては、ここに記載のとおり、平成

10 年８月より収入役を廃止し、助役がその事務を兼掌しているところでございますけども、今回、

収入役制度が廃止され当該事務を新たに設置する会計管理者が司るとなるため、本条例を廃止する

ということでございます。今回の改正につきましては、助役が事務兼掌をして収入役を行なう自治

体が増えてきた現状、それから、会計事務の電算化の進展等を踏まえ収入役の廃止に至りました。

なお、会計管理者、先ほど言いました収入役に代わって当該事務をする会計管理者ですが、会計管

理者は補助機関である職員のうちから町長が命ずることとされたと。一般職の職員が会計管理者と

いうことで発令されます。これにつきましては、会計事務を司るということで一般事務を司るとい

う内容でございます。 

 それでは、次に行きまして、議案の26 号です。職員の給与に関する条例の一部改正ということで

ご提案なのですが。ちょっとページ数が多いですけども、議の 26 の 36。一応、文章で議案説明を

記載してございますが、この部分を分割して今回の給与条例の改正の内容を説明申し上げます。こ

こに書いてあることでございますけども、今回の改正の項目につきましては、一つは給与構造の見

直しということで、これが平成17 年の人事院勧告で出されました、いわゆる地域給の導入というこ

とで、１点目は地域民間給与の反映ということで平均 4.8％引き下げた地域給の導入をするという

こと。 

 それから、２つ目には年功的な給与上昇の抑制ということで、中高年齢層の給与水準を７％引き
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下げ、給与カーブをフラット化すると。それで、先ほど平均4.8％というのは、全体で4.8％という

ことで若い職員の方は引き下げは０％です。高齢者職員の方になるほど引き下げ幅が大きくなりま

して、最高で７％ということになります。 

 それと３点目には職務・職責、それから、勤務実績の給与への反映ということで能力給の導入と

いうことで、具体的には、前にも給与の改正の部分は説明しておりますけども、今現在の１号俸を

４分割して細分化されたということと、今後、人事評価制度の確立とともに勤勉手当への反映をし

ていくということが給与構造の見直しの１点目です。 

 それから、２点目。管理職手当・扶養手当の改正です。これにつきましては、平成18 年の人事院

勧告からということで、具体的には管理職手当、現在、定率制、課長12％、課長補佐職、主幹です

けど９％ということで、各々の給料に12％・９％をかけるということで定率になっていますが、こ

れを定額制にすると。現在、支給されている12％の相当額を定額にするという内容でございます。 

 それから、扶養手当の改正につきましては、少子化対策に対応するということで３人目以降の子

などの手当額を 1,000 円引き上げ、子の手当額を同額としたということ。現行はですね、配偶者は

13,000 円、扶養親族1 人目 6,000 円・２人目６,000 円・３人目以降が5,000 円になっています。こ

れを３人目以降も同額の6,000 円にするということで1,000 円引き上げるという内容です 

 それから、３点目。独自削減の継続です。これにつきましては、本年の３月31 日までということ

で独自削減を行なっていますが、これを継続するということで19 年４月１日から20 年３月 31 日ま

での間、現在行なっている独自削減と同率で削減を行なうという内容でございます。削減額として

は約 6,800 万。 

 今回の給与条例の改正をしようとする内容は、以上の大きく分けて３点です。それで、議案の中

では附則の方で給料表の改正の部分だとか、それから、附則の方では対応する級の対応級、それか

ら、対応号俸、適用号俸ですね、それを表として記載してございますので、結構ページ数は多くな

りましたけど内容は以上のとおりでございます。 

 次に議案 27 号です。議案 27 号は特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改

正ということで、これも先ほどの助役を副町長に改めるということと併せて附則で独自削減を継続

するという内容でございます。議の 27 の１の附則に次の１項を加えるということで 11 項ございま

すが、これにつきましては職員と同様な内容で19 年４月１日から20 年３月 31 日まで、いわゆる現

行の削減率をもって継続するという内容でございます。それと、次ページの新旧対照表につきまし

ては、先ほど説明したとおり助役を副町長に字句を修正するという内容でございます。 

 それから、議案 28 号です。28 号は教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部

改正ということですが、内容につきましては前号の27 号と同様でございます。こちらにつきまして

も、現在行なっている独自削減率をもって19 年４月１日から20 年３月 31 日まで引き続き削減を行

なうという内容でございます。あとは、助役を副町長に変えるということの字句の修正でございま

す。 

 次、議案29 号です。これにつきましては、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改正でございます。次のページ、議案説明をお願いいたします。これにつき
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ましては、議案説明に記載のとおりですね、学校教育法の一部改正がされまして、盲学校・ろう学

校及び養護学校が特別支援学校に一本化されたということで、この部分で字句を修正するというこ

とで、新旧対照表に載っておりますが下線の部分、先ほど言ったとおり、盲学校・ろう学校及び養

護学校の部分を特別支援学校に改正するという内容でございます。 

 次に議案第 30 号です。これは、社会教育委員設置条例の一部改正ということで、次のページをご

覧いただきたいと思います。次のページ、議案説明ですが、白老町社会教育委員の定数の見直しを

行なうという内容で、現在、新旧対照表の改正前ですが、定数として15 人ということで表現されて

いますが、これを15 人以内ということで改正をお願いするものでございます。 

 それから、議案31 号。白老町介護予防生活支援事業条例の一部改正でございます。これにつきま

しても１枚開いていただきまして、議 31 の３に議案説明がございます。高齢者及び障がい者等への

介護予防生活支援事業の一部事業が介護保険制度の地域支援事業及び障がい者自立支援制度の障が

い者福祉サービス事業に移行し、提供されているサービス事業との整理を行なうとともに引き続き

継続する事業及び利用者負担額の見直しを行なうという内容でございまして、次のページに新旧対

照表がございますが、新旧対照表の中で第３条の実施する介護予防生活支援事業、この中で改正前

の１号・６号・７号、これを削除しまして、改正前の５号を改正後移動支援事業に字句を改めると

いう内容です。それと、一番下段の別表の方ですが、これも先ほどの３条で説明したとおりですね、

１号の部分を削除。それから、６号の部分を削除になっておりますので、ここで言えば（１）と（５）

が削除と。それと、改正後の方はですね、（４）の移動支援事業に事業名は変わりましたけども、こ

れの利用負担額を細分化し、町内・町外に分けたと。単位も往復を片道に改正するという内容でご

ざいます。 

 次に議案第 32 号です。白老町在宅介護支援センター設置条例を廃止する条例でございます。次の

ページに議案説明が載っておりますので、議 32 の２でお願いいたします。この議案説明のとおりで

すね、18 年の４月、介護保険の見直しに伴いまして地域支援事業が創設され、その機能を一括して

行なう中核機関として地域包括支援センターを新たに設置したということから、在宅介護支援セン

ターの機能は地域包括支援センターへ移行したことに伴い、本条例を廃止するという内容でござい

ます。 

 次に議案第 33 号です。白老町老人憩の家設置条例の廃止条例でございます。これも次のページを

お願いいたします。議案説明の中段からでございますけども、老人福祉における事業展開は現在、

白老町総合保健福祉センターを中心に進めているところでございますが、老人憩の家の機能は引き

続き担保できることから、当該老人福祉施設としての用途を廃止し、子供たちの健やかな育ちを地

域で援助するための新たな施設として再生させ、少子・核家族化における施策を展開していくこと

から本条例を廃止するという内容でございます。 

 次に議案第 34 号です。34 号につきましては、白老町保健師養成就学資金貸付条例の廃止条例で

ございます。これにつきましても、次のページの議案説明をお願いいたします。この条例につきま

しては、保健師を確保するため就学資金の貸付制度を運用してきたところでございますが、平成11

年度以降、当該制度に基づく貸付の実態がなく、当初の目的を達成したということから本条例を廃
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止するという内容でございます。 

 次に議案第 35 号です。35 号につきましては、白老港の臨港地区内の分区における構築物の規制

に関する条例の一部改正ということで、こちらにつきましても次のページをお願いいたします。構

築物の建設規制を行なっているところでございますけども、規制対象物の一つである貯油施設のう

ち危険物に該当しない動植物油を貯蔵する施設について、規制対象構築物から除外するためという

ことで本条例の一部改正を行なうということで、新旧対照表が下段に付いておりますが、改正後の

下線の部分を加えるという内容でございます。動植物油類を貯蔵する施設を除くという、この部分

を加えるものでございます。 

 最後に議案第36 号です。財産の処分ということで、処分する財産、それと、処分の相手方につき

ましては記載のとおりでございます。 

 以上、雑駁ですが一般議案の方の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、議案の関係での説明がございましたけれども、何か聞き置くこ

とがある方おられましたら、どうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ありませんか。それでは、総務課長ご苦労様でした。 

 続きまして、予算関係の説明をお願いしたいと思います。岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） それでは、私の方から補正予算関係から、まず、ご説明したいと

思います。 

 議案第１号、平成 18 年度白老町一般会計補正予算（第９号）。関連ございまして、議案第９号の

平成 18 年度白老町立健康保険病院事業会計補正予算（第２号）。１号から９号までご説明申し上げ

ます。今日、お配りしております、お手元の方に18 年度補正予算の概要という２枚綴り、ホチキス

留めのものがお手元にあろうかと思います。平成 19 年白老町議会第１回定例会に提案する平成 18

年度補正予算の概要というものでございます。説明前にですね、始めに今回の補正の主な要因は、

事業の執行残及び事務経費の不用額の整理が主な内容となってございます。 

 内容についてご説明いたします。１．歳入・歳出予算の補正規模です。一般会計第９号。１億 1,766

万 2,000 円の減額補正です。特定財源ですが、１億 2,268 万 3,000 円の減。一般財源については502

万 1,000 円の増となってございます。詳細は後ほどご説明します。 

 次に特別会計。国民健康保険事業特別会計第４号ですが、1,478 万円の減。歳出ですが、総務費

20 万 2,000 円ですが、国保運営経費の医療制度の改正に伴う共同電算システム改修の町負担金を国

保連合会に支払うもので20 万 2,000 円の増額補正です。以下、保険給付費、それから、拠出金等に

つきましては、実績見合いの額の確定で減額してございます。歳入につきましても、歳出に伴った

額の確定でございます。 

次に公共下水道特別会計第４号。3,760 万 6,000 円の減額補正です。主なものは工事請負費等の

執行残の整理でございます。歳入につきましても、額の確定でございます。 

次に臨海部土地造成事業特別会計第２号です。51 万 2,000 円の増額補正であります。歳出、公債

費 51 万 5,000 円ですが、一時借入金の利子、償還金の不足分の計上であります。歳入については、
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財産収入51 万 2,000 円を計上してございます。 

次に港湾機能施設特別会計第３号。84,000 円の増額でございます。歳出ですが、公共上屋の使用

時間増に伴う電気代の不足分を計上したものでございます。歳入につきましては、諸収入 84,000

円を計上しております。 

次に介護保険事業特別会計第３号でございます。6,651 万 6,000 円の減額補正でございます。ま

ず、歳出ですが、事務費・介護給付費及び地域支援事業の支出見込額の減でございます。歳入につ

きまして、支出見込額に伴う減額整理でございます。 

続きまして、老人ホーム特別会計第４号。1,117 万 9,000 円の減額補正であります。歳出・歳入

は記載のとおりでございますが。寿幸園でありますが、この度、指定管理者に移行しますことから

本会計での３月支出分を減額整理するものでございます。 

 続きまして、企業会計です。水道事業会計第３号。37 万円の増額補正であります。浄水場との通

信機器について不具合が生じたことから、その通信費について委託先から損害分を補てんしてもら

うものであります。資本的支出の国庫補助金返還金28 万 6,000 円ですが、消費税の精査でございま

す。 

次に病院事業会計第２号でありますが、債務負担行為他ということでございます。合計で 2 億 4,677

万 7,000 円の減額でございます。 

 次に２ページをお開き願います。18 年度の補正予算状況はここに数値を記載のとおりでございま

すので朗読を省略いたします。 

 次に２．一般会計補正予算の主な事項であります。１、歳出。議会費116 万 8,000 円の減額補正、 

不用額の整理であります。 

次に、総務費 1,420 万 3,000 円の減額補正でありますが、町営防犯灯維持管理費について 99 万

9,000 円の増額でございます。これは電気代の不足分を計上したものでございます。 

次に、民生費 8,540 万 6,000 円の減額補正であります。主な点としまして、中段の介護保険特別

会計繰出金 1,127 万 2,000 円の減額補正でありますが、実績見込額の整理に伴う繰出金の減額でご

ざいます。次に障がい者援助事業経費でございます。1,525 万 6,000 円の減額補正です。障がい者

自立支援法の改正に伴う整備でございます。次に総合保健福祉センター管理運営経費 133 万 8,000

円の増額でございますが、いきいき４・６の暖房用燃料費ですが、Ａ重油の高騰による不足分を計

上したものでございます。続きまして、児童手当給付費でございますが 1,852 万円の減額でござい

ます。実は児童手当給付費でございますが、特例給付分の重複計上があったものから約 1,600 万円

の減額補正になったものであります。当初予算で被用者の区分に計上すべき予算を非被用者に誤っ

て計上してしまった金額が約 1,000 万円程度ございます。残り 600 万につきましては、当初 469 名

を認定し、積算しておりましたが実績見込で390 名ほどになり、その差79 名分から実績により減額

するものであります。今後、このようなことが二度とないよう十分注意をするとともに深くお詫び

申し上げます。 

続きまして、環境衛生費であります。1,103 万 6,000 円の減額補正であります。国民健康保険事

業特別会計繰出金 445 万 8,000 円の増額でございますが、出産育児一時金の不足分を計上したもの
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でございます。 

次に労働費12 万 6,000 円の減額ですが、不用額の整理です。 

農林水産業費 341 万円の増額補正であります。畜産振興総合対策事業 769 万 2,000 円の増額補正

でありますが、事業の見直しによる堆肥舎及び草地整備の増であり、全額、分担金を充ててござい

ます。 

続きまして３ページになります。商工費 196 万 6,000 円の増額であります。まず、商工会補助金

108 万 4,000 円の増額補正でありますが、商工会事務局長の人件費の増でございます。昨年４月１

日主幹職から課長職へ昇格になったことに伴う経費と共済費の計上でございます。 

続きまして、土木費1,056万1,000円の減額補正であります。道路施設維持補修経費2,065万3,000

円の増額補正でございますが、これは除雪費２回分を計上したものでございます。雪が降らなけれ

ば、当然、次年度へ繰越すということになります。それから、港湾施設管理経費80 万 3,000 円の増

額でございますが、これも臨港道路における除雪費の計上でございます。 

続きまして、消防費59 万 8,000 円の減額であります。増額分が一部ございまして、消防・救急活

動経費 22 万 6,000 円の増額でございますが、これは日本消防協会から寄贈のありました広報車の冬

タイヤ・保険料の計上でございます。 

続きまして、教育費 107 万 4,000 円の減額補正でございます。教育費欄の一番下ですが、体育施

設指定管理経費 252 万 4,000 円の増額でございます。これにつきましては、温水プールの燃料費の

不足分と昨年、プールで細菌発生に伴う水取り替えに要した経費を計上したものでございます。 

続きまして、公債費は747 万 3,000 円の減額でございます。 

給与費につきまして 747 万円の増額でございます。職員と人件費でありますが、退職手当組合負

担金であり、昨年の率改正に伴う清算であります。諸支出金113 万 7,000 円の増額でございます。 

各種基金積立金でございます。昨年、お亡くなりになりました山手元町長様のご家族から社会福

祉基金へ100 万円の寄付をいただいたものの計上でございます。 

合計欄 1 億 1,766 万 2,000 円の減額でございます。 

 次に、２．歳入。国有提供施設等交付金 522 万 2,000 円の減額でございます。これは白老駐屯地

施設の単位費用の見直しに伴う減でございます。次に、地方交付税 1,311 万 1,000 円の増額でござ

います。普通交付税の額確定、30 億 9,568 万 5,000 円。これを整理してございます。なお、特別交

付税は３月中旬に額確定の見込みでございます。 

続きまして、主な点で国庫支出金 7,908 万 3,000 円の減額でございます。主なものは次ページ、

４ページになります。４ページ一番上の家賃対策補助金 2,389 万 9,000 円の減額でございます。公

営住宅の家賃対策補助金でありますが、制度が廃止になったことによる減額補正でございます。次

に、地域住宅交付金 2,657 万 8,000 円の減額でございますが、採択基準の見直しによる交付金の減

額でございます。次に、道支出金 661 万 2,000 円の減額でございます。増減ございますが、増額の

部分では、この欄の下、消防庁舎整備事業補助金で 1,500 万の計上をしてございます。地域政策補

助金、これは道の支出金でございますが、これが採択になった部分を財源充当してございます。次

に寄付金でございます。101 万円の増額であります。先ほど申し上げました指定寄付の山手様から
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の 100 万円と、虎杖浜のブラボーダンスサークルから１万円を虎杖浜公民館運営経費へ寄付をいた

だいてございます。以下、繰入金、諸収入、町債については歳出に伴う増減でございます。合計で

1 億 1,766 万 2,000 円でございます。 

 次に債務負担行為でございますが、追加５件、変更11 件、廃止１件、計 17 件でございます。 

 以上で説明を終わりますが、３月定例会会期中に特別交付税の額が確定する見込みでありますこ

とから追加で補正予算を提案する予定でございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。ただ今、補正予算関連の説明がございましたけれども、これにつ

いて何か聞きおくことございましたら、どうぞ。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） ２ページお願いしたいと思うのですが、一番下段の栽培・資源管理型

漁業推進経費ですか、240 万減額となっておりますが、これは例の専門員の件でございましょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 240 万の計上が当初ございました部分は、漁業専門員の人件費分

を計上したものでございます。 

○副委員長（吉田正利君） わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。他。 

 無ければ、次に新年度予算についての説明を願います。岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） それでは続きまして、平成19 年度予算関係についてご説明申し上

げます。 

 議案第 10 号平成 19 年度白老町一般会計予算から議案第 22 号平成 19 年度白老町立国民健康保険

病院事業会計予算、関連ございますので一括してご説明申し上げます。お手元の方に白老町の予算

概要という資料があるかと思います。平成 19 年度白老町予算の概要でございます。これに沿って、

ご説明申し上げたいと思います。 

 それでは、まず、１ページをお開き願いたいと思います。平成19 年度白老町各会計予算総括表で

ございます。予算規模ですが、一般会計、Ａ欄でございます。総額 91 億 6,100 万円。前年度対比7

億 6,700 万円の減額でございます。率にして 7.7％。内訳といたしましては、支出欄の経常経費 80

億 5,833 万円。前年度対比 9,507 万 8,000 円の減額。率で 1.2％減。事業費につきましては、11 億

267 万円。前年度対比 6 億 7,192 万 2,000 円の減。率で 37.9％の減でございます。事業費の主なも

のといたしまして、消防庁舎整備、日の出団地公営住宅等の事業完了、それから、白老港建設事業

の見直し等による減額となってございます。 

 続きまして、特別会計。合計 10 会計の総額でございます。87 億 6,164 万 6,000 円であります。

前年度対比 10 億 9,598 万 9,000 円の減。率として 11.1％の減でございます。増減の大きな会計で

ございますが、まず、国民健康保険会計。医療費制度の改正によるもので 2 億 100 万円増でござい

ます。率で 7.4％の増。老人保健特別会計でございますが、受給者数の減によりまして 1 億 6,800

万円の減。率で 5.6％の減。臨海部土地造成会計、公債費の減によりまして 4,100 万円の減。率で

33.9％の減。老人ホーム会計でございますが、改築事業の完了等により10 億 9,900 万円の減。率で

95.6％の減でございます。なお、老人ホーム会計は今後、起債償還ございますので会計はそのまま
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残る形になります。 

 続きまして、企業会計でございます。２会計の合計で 19 億 5,175 万 7,000 円の支出になります。

前年度対比 8,325 万 7,000 円の減。率で 4.1％でございます。増減の大きな会計としましては、水

道会計。資産減耗費、それから、企業債償還金の減がございます。 

 全会計の総額、13 会計の合計が198 億 7,440 万 3,000 円でございまして、前年度対比で19 億 4,624

万 6,000 円の減。率で8.9％の減となってございます。最近 10 ヵ年の中ではもっとも会計予算の小

さい小額予算ということになってございます。 

 続きまして、一般会計の繰出です。一番下の欄でございますが、合計、前年度対比で 9,300 万の

減。率で 6.8％の減でございます。増減の主なものとしまして、病院会計に 8,000 万円の減額とな

ってございます。なお、平成 16 年度と 17 年度に実施しました公共下水道会計、臨海部土地造成会

計、国保会計の総額１億円の上乗せは19 年度についても見送ってございます。 

 続きまして、同じ概要書の２ページ、３ページになります。一般会計の歳入歳出の内訳及び構成

比となってございます。まず、主な歳入の増減と内容でございます。町税に付きまし２億 45 万 6,000

円の増額になってございます。主なものといたしましては、固定資産税については 765 万 6,000 円

減でございまして、これは償却資産の関係で減となってございます。町民税が２億 639 万 1,000 円

の増額となってございますが、これは税源委譲に伴う増額で１億 7,000 万円ございます。それから、

定率減税の廃止分に3,000 万円ございます。こういったものが主な内容でございます。 

 次に譲与税、交付金２億 1,280 万円の減でございます。所得譲与税１億 4,470 万円でございます

が、この分が町民税の方に移行した形になってございます。それから、地方特例交付金 3,310 万円

でございまして、これは減税補てん分でございます。 

 次に地方交付税１億 200 万円の減額でございます。普通交付税で１億 2,200 万円の減、それから、

特別交付税は逆に 2,000 万の増ということで見込んでございます。この結果、普通交付税は 30 億

4,000 万円、18 年度の普通交付税額が30 億 9,568 万 5,000 円ですので1.8％の減ということであり

ます。これにつきましては、地方財政計画、いわゆる地財計画でございますが 4.4％の減というこ

とになってございますが、白老町におきましては本年１月に総務省の財政課長内かんという数値か

ら、さらに白老町ベースの試算を行ないました結果でございます。 

 次に特別交付税２億 8,000 万円でございます。2,000 万の増を見込んでございますが、決算ベー

スではおよそ３億円で近年、推移してございます。これをベースにしまして試算してございます。

その結果、合計で33 億 2,000 万円となってございます。 

 次に財産収入 5,715 万 4,000 円の増でございます。土地売払収入に 3,264 万 2,000 円。物品売払

収入として2,308 万 8,000 円をそれぞれ前年度より増額を見込んでございます。 

 次に繰入金 4,231 万 5,000 円の減でございます。財政調整基金 6,239 万 7,000 円を減額してござ

います。 

 次に町債ですが、５億 1,630 万の減と。主なものとしまして、消防債３億 2,190 万円、これは消

防庁舎の部分でございます。それから、土木債２億 4,080 万でございます。 

 続きまして、経常的歳入と財源不足額の状況でございます。経常的歳入合計で79 億 5,511 万 4,000
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円でございまして、前年度対比で 3,019 万 2,000 円の減となってございます。経常的歳入歳出の差

引きでございますが、１億 321 万 6,000 円の減。対前年で 6,488 万 6,000 円の減となってございま

す。財源不足額の計でございますが、２億 4,037 万 9,000 円の減。前年度対比で 8,529 万 7,000 円

の減でございます。内訳としまして、財政調整基金からの繰入としまして１億 9,600 万円と、行政

改革推進債4,400 万を合わせて、およそ２億 4,000 万を見込んだものでございます。 

 続きまして、経常経費の財源不足ですが１億 321 万 6,000 円の減。前年度対比で 7,188 万 6,000

円の減でございます。事業費の財源不足ですが１億 3,716 万 3,000 円の減。前年度対比で 1,341 万

1,000 円の減でございます。 

 続きまして、主な歳出の増減と内容でございます。まず、経常経費 9,507 万 8,000 円の減でござ

います。これは主な要因としまして、繰出金 8,487 万 3,000 円の減でございますが、この内、病院

会計 8,000 万円減額の部分を見込んでございます。 

 続きまして、目的別の主な増減内訳についてご説明いたします。まず、総務費でございますが、

2,454 万 9,000 円の減となってございます。主な内容としまして、臨時職員の経費で 857 万 8,000

円の減。それから、情報化推進経費で 3,093 万 5,000 円の減となってございます。逆にプラス要因

としましては、選挙費用としまして2,473 万 2,000 円の増となってございます。 

 続きまして、民生費でございます。4,113 万 4,000 円の減でございます。主な内容としましては、

在宅介護地域支援センター運営事業経費でございまして、696 万 5,000 円の減。それから、町立保

育園運営経費 638 万 9,000 円の減。緑丘保育園運営経費 659 万 1,000 円の減というものが主な内容

でございます。 

 続きまして、環境衛生費１億 1,884 万 5,000 円の減でございますが、主なものとしまして一般廃

棄物広域処理経費 3,584 万 6,000 円の減でございますが、これはゴミの広域処理分の減でございま

して、平成18 年度ダイオキシン対策の負担分がありましたことから、この差が減額になってござい

ます。それから、先ほど言いました町立病院の繰出金8,000 万円の減というものでございます。 

 続きまして、労働費から消防費に関係しましては全体的な経費の見直しで減額してございます。 

 続きまして、教育費ですが、保健体育総務費 612 万 9,000 円の減でございます。体育協会運営経

費でございますが、一部事業の見直し及び辞任の減等によるものでございます。 

 次に公債費。公債費全体としましては 6,253 万 6,000 円の増となってございますが、この内、地

方債元金 6,809 万 2,000 円の増がございます。これにつきましては、臨時財政対策債の元金償還が

スタートしたもので、主なものとしては平成15 年度に６億円充てた部分の償還が始まるという部分

でございます。 

 次に給与費でございますが、全体的には 4,554 万 3,000 円の増額でございます。職員数削減分と

しましては、退職者を含めて 6,698 万 1,000 円の減となってございますが、その他、プラス要因と

しましては、まず、会計間移動で 3,942 万 8,000 円の増額。これは寿幸園から４名一般会計に移る

分、いわゆる会計間移動の分でございます。さらに退職手当の清算負担金 6,878 万 4,000 円の増額

がございます。これは３年に１回、退職手当の清算があるわけですが、平成19 年がちょうどその年

にあたるということで、およそ 6,900 万の増額になったというものでございます。一般会計の独自
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削減分としましては、6,517 万 8,000 円。これは平均で 2.6％の独自給与の削減を行なっている分。

こういったものが引き続いて計上してございます。 

 続きまして、諸支出金でございます。基金管理費 382 万 9,000 円の減でございます。主な内容と

しましては、繰替運用分。前年度と同額を計上してございます。各基金からの繰入分の繰戻しとい

う部分でございます。予備費につきましては、701 万 6,000 円を計上してございます。 

 以上、２ページ、３ページ、それから、４ページにまたがって一連して説明を申し上げました。

以下ですね、５ページから最後のページまでは今、説明しました詳細、それぞれ項目ごとに、それ

ぞれの概要の方に盛り込んでございますので、こちらの方を目を通していただきたいと思います。

なお、詳細につきましては予算説明、それと、予算審査特別委員会、これらの中で内容をさらに説

明していきたいとこのように考えております。以上、雑ぱくでございますが説明を終わりたいと思

います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。特別、何か聞いておきたいことございますか。この後、予算説明

及び予算審査特別委員会がありますのでよろしゅうございますね。それでは、新年度予算について

の説明は以上で終了したいと思います。ご苦労様でした。暫時、休憩といたします。 

休   憩      午前 １０時５５分 

                                           

再   開      午前 １１時０５分 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開します。議案の関係でちょっと１件ございますので、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議案 26 号、先ほど説明されました職員の給与に関する一部改正の条

例ですが、私、この条例案を今日、見たのですけど、基本的に議案説明の場合はですね、附則条項

全部読んでいただくということになっておりまして、先ほど附則以下見たと思いますがかなり長い

条文になっていまして、この中でまず、一時的にはですね、この表を省略させていただきたいと。

附則別表１・２が付いてございますが、これに何ヶ月以上１とか51 とかいっぱい入っています。こ

れはちょっと説明を省略させていただきたいなと思っております。まだ、総務課長とつめておりま

せんが、附則以下12 号までございますが、この中で読むものと改正部分の読まなくてもいい部分も

あるのかなと思っていますので、ここについては一部省略をさせていただきたいなと思いますが、

お諮りいただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 議案第 26 号の附則部分ですけれども、附則を 16 ページから全部読むと

35 ページぐらいまであるのかな。もちろん、別表については省略したいと思うのですけど、附則部

分ですね、１から 12 号まである。この部分でも、関係のない部分については総務課長と協議の上、

省略できるものは省略したいと考えますけれどもいかがでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 説明は新旧対照表の方でさせますので、そのようなことでご理解願いま

すか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それでは、事務局と総務課と打ち合わせの上でですね、必要なも
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のは読み上げさせますけれども、それ以外については省略というふうな手続きを取りたいと思いま

す。 

 続きまして５番目、諸般の報告について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 諸般の報告です。お手元に配らせてもらっておりますとおり、閉会

中における動向、それと、12 月定例会以降の議員派遣の件です。それと、専決処分の報告、地方自

治法の 180 条で町の方に委任しました専決処分が１件届いております。内容的には損害賠償です。

博物館の関係で、仙台市の方に特別展の関係で荷物を搬送した時に、向こうの器物を損壊してしま

ったということで、その分の損害賠償をしなければならない。100 万円以下でございます。それと

あとは、議案の中に入っていますとおり、例月出納検査・定期監査・財政的援助団体等監査の監査

委員の報告が議長に届いております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。諸般の報告について、何かご質議のある方どうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。それでは、次。６番、代表質問について。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 代表質問の件でございますが、一応、第１回定例議会、執行方針に

合わせまして代表質問をするということになってございます。一応、13 日・14 日、２日間予定して

おります。ナイター議会ということで 18 時からおおむね 21 時までの間で行なう。通告の締め切り

は３月６日。１日のうちに執行方針をいただきまして、３月６日に締め切りということになってお

ります。質問の順番ですが、13 日の第１日目のナイター議会では冒頭、公明党でございます。２番

目に町清クラブ。３番目に日本共産党。14 日、翌日になりますが新風、新政クラブの順になってお

ります。以上であります。できましたら、質問者が決まっていれば、この場でお願いしたいなと思

っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 質問者が決まっているところ、随時。公明党。 

○委員（吉田和子君） 吉田がやります。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員ですね。２番目、町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 及川議員にお願いしてあります。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところ、日本共産党は斎藤征信。新風。 

○副委員長（吉田正利君） 鈴木議員にお願いしてあります。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政。 

○委員（熊谷雅史君） 小西秀延。 

○委員長（大渕紀夫君） 代表質問５名は以上のような形で行なうということでございます。ナイ

ター含めてよろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、次。７番、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、通告書の提出、代表質問を合わせまして

６日の 10 時までで締め切るということにしております。それぞれの通告書については、もうすでに
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配布してございますのでよろしくお願いしたいと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。一般質問の通告書は個々の議員に行っている

と思いますけれどもよろしゅうございますね。 

 それでは、次。８番目、議員の派遣承認について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 派遣承認でございます。承認第１号ということでお手元に配布させ

ております。まず、１点目は国際姉妹都市ケネル市訪問ということで、４月26 日から５月５日まで

カナダのケネル市の方に議長が派遣されます。それともう２つございます。管内の議長会の定期総

会並びに全道の議長会の定期総会、それぞれ記載のとおり、議長派遣ということで議決をいただき

たいと。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 議員の派遣承認について。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） 続きまして、９番目。予算等審査特別委員会の設置について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 新年度予算、これにつきましては、先例によりまして議長を除く議

員全員の特別委員会を設置することになってございます。議案案件ですが、新年度予算が13 件。議

案第 10 号から 22 号まで。 

 それと、ちょっと議事日程を見ていただきたいと思いますが、全日程が書いてございますが、そ

の次のページをちょっと見ていただきたいと思います。議案６件が関連議案として担当課の方から

先議お願いしたいということで来てございます。まず、一つは職員の給与改定。特別職の給与改定。

それと教育長の給与改定。それと社会教育委員の設置の一部改正、定数を 15 から 15 以内に変える

ということで、予算にはもうすでに15 以内で組んでございます。それと、介護予防生活支援事業の

一部改正。それと、在宅介護支援センターの廃止をする条例。この６本を一応、議案関連として一

緒に議決するというものでございます。 

 併せて正副委員長の決め方ですが、これも先例によりまして総務文教常任委員会の正副委員長が

行なうということになってございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 予算等審査特別委員会に19 本議案がかかるということでございますけれ

ども、この件について、どなたか、ありましたらどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。それでは、10 番目。付託案件の審査について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 付託案件の審査・報告についてでございます。あとにも出てきます

けど、総務の方の審査報告が１件ございます。それと、今、設置します予算等審査特別委員会。こ

れを一応３月23 日、最終日に報告の予定です。予算審査特別委員会は今のところ19 日・20 日・22

日と考えてございます。昨年は２日半ぐらいかかっていますので、一応３日を組ませていただきた

いと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 予算等審査特別委員会につきましては３日間の日程で行ないたいという

ことであります。委員会の審査報告につきましては最終日ということであります。この件につきま

して、よろしゅうございますね。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次、11 番。請願・陳情、意見書、要望書の取り扱いについて。

別紙、先に送られておりますので、それをまず、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） まず、１点目です。最初にお配りしたものの最後から２番目です。

これは題名として『公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の安心・安全の確立を求め

る意見書採択を目指す陳情』ということで、北海道国家公務員関連労働組合協議会から提出されて

おるものです。これにつきましてはですね、申し合わせ事項に定めてございます。青い本の申し合

わせ事項の３ページです。３ページの上になります。（10）白老町民以外の者からの陳情及び郵送に

よる陳情について本会議に参考配布にとどめ、原則、審査を行わないものとするという規定になっ

ております。 

○委員長（大渕紀夫君） 以上のことで、この『公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生

活の安心・安全の確立を求める意見書採択を目指す陳情』につきましては、参考配布といたしたい

と思いますけれどもよろしゅうございますか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それでは、参考配布といたします。続きまして、意見書です。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書の取り扱いでございます。これにつきましては、それぞれの

会派の方から提出をいただいたものでございます。 

 まず、１件目が、一応仮番号ふっておりますけど、意見書案第１号として日本共産党さんから出

ております。『国会議員の「事務所費疑惑」の徹底究明を求める意見書（案）』。 

 次に意見書案第２号としまして、『母子加算廃止と児童扶養手当削減の中止を求める意見書（案）』

ということで、同じく日本共産党さんから上がってございます。 

 ３番目です。意見書案第３号。『「がん対策推進基本計画」の早期決定を求める意見書（案）』とい

うことで公明党さんから出てございます。 

 意見書案第４号。『公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書（案）』ということで、

同じく公明党から出てございます。 

 ５番目。意見書案第５号でございます。『全国森林環境税の創設を求める意見書（案）』というこ

とで、全国森林環境税創設促進連盟というところから提出をいただいております。これについて、

ちょっと注釈を付けたいと思います。これにつきましては、すでにお配りしていますとおり、白老

町の方に一回経由して出されております。と言いますのは、この連盟の方に白老町が構成員として

加盟してございます。その中で、加盟している町の議会から提出を求められているものでありまし

て、町側から議会に諮っていただきたいということを受けてございます。これにつきましてはです

ね、昨年の 12 月定例会で森林林業活性化連盟の方の意見書を議会で提出させていただいております。

その中に環境税の創設というものもすでに各関係機関の方に提出していますので、それも含めてご

議論いただきたいと思います。ですから、これは町の方の意向を受けて再提出するということにな

ると、短い期間というか、３ヶ月で同じような意見書を出すということになりますので、その辺も

お諮りいただきたいと思います。以上であります。 
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○委員長（大渕紀夫君） それでは、各会派のご意見を最初に賜りたいと思います。 

 それでは、意見書案第１号『国会議員の「事務所費疑惑」の徹底究明を求める意見書（案）』、こ

れに対して。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 反対いたします。内容的には、今、いろいろとこの問題については国会で

議論なされている部分でありまして、地方議会からの意見書としてはなじまないのではないかとい

うことでありますので。そういう意見ですので賛成はしません。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） 私たちの方でも党の幹事長がこのことについてはきちんと指摘すべきとい

うことでやっていますので賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。それでは、委員外議員のお２人の方に参考意見をお聞き

したいと思います。ご意見ありましたら、どうぞ。玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 特別、意見はありませんけど賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） １会派がちょっと反対という方もいらっしゃいますけれども、提出をさ

せていただくということで行きたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、意見書案第２号。『母子加算廃止と児童扶養手当削減の中止を求める意見書（案）』。

町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） 内容的に私もちょっと調べたのですが、この母子加算、ちょっとお聞きし

ていいですか。教えてください。母子加算のことなのですが、母子加算は片親がいないことにより

というふうになっているのですが、これは父親がいないことということではないのかなと。それと、

都市部で一人当たり23,260 円というのは、各市町村は市町村対応ですから、一応、例として都市部

というふうに出したということですね。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです。 

○委員（吉田和子君） それともう一点なのですが、ここがちょっと引っ掛かったのですよね、文

章ね。「この２つの制度が必死の子育てをしながら働く母子家庭の命綱の役割を果たしてきました」
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と、真ん中辺なのですけど、「働いても働いても貧困から抜け出せない母子家庭では」というのは、

私はこれちょっと引っ掛かったのですよね。「働いても働いても貧困から抜け出せない」というのは、

母子家庭で一生懸命働いても収入的には保証されていない部分もあると思うのですけども、そうい

う置き方に変えたら、母子家庭で一生懸命働いて、子育てしているお母さん方にとっては「働いて

も働いても」と言われると。厳しく言うつもりで書いているのかもしれないのですが、一生懸命努

力をしても成り立たないというか、生活がやっぱりきちんとめどが立たない部分もあると思うので、

そういった方に。これは、一生懸命働いているお母さん方には責任の無いことですのでね。なんか、

この言葉がちょっと引っ掛かりました。以上です。 

 あと、ＯＥＣＤで「貧しい家庭の子どもは不十分な教育しか受けられず成長の可能性が阻まれが

ちで、貧困が次世代に引き継がれていく危険がある」というのは、これは日本を指して言っている

ということなのかな。それとも、世界的な難民だとかそういう人たちを含めて入れているのだと思

ったのですが、これがここに当てはまってくるのかなと。ちょっと何となく、そんな思いもしなが

ら。だから、どうすれということはないのですけど。日本だけのことを言ったら駄目なのかもしれ

ませんけど、母子加算と児童扶養手当は日本の制度のことで言っていますので、やっぱり日本はあ

る程度奨学資金制度だとかいろいろなことがあって、努力する子ども達が教育を受けられる場とい

うのはわりと作られてきていますので。いや、駄目だということにはならないのかもしれないです

けど、当てはまるかなとちょっと思いながら。出すことには賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、「働いても働いても貧困から抜け出せない」という部分の表現の問題

がちょっと議論されましたけれども。「抜け出せない」というのは、全部が対象になるかどうかとい

うのはちょっと疑問ですよね、そういう意味で言うとね。 

○委員（吉田和子君） 「抜け出せない」というのが何かね。必死で頑張っているお母さん方にす

れば、「抜け出せない」というのは。どこかで我慢しているのかもしれないのですけども、「抜け出

せない」と言われると。厳しいということの中で一生懸命 1 人で頑張っているわけですから、それ

でも、なおかつ厳しい現状が続いていることの表現の方がいいような気がするのですが。1 人親と

いうのはやっぱり厳しい現状というのはわかるのですけど。一生懸命働いて明るく前向きにやって

いるお母さんもいますのでね。「働いても働いても貧困から抜け出せない」というのはちょっと。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、そこだけ変えても後ろ続かないですよね。続きますか。 

○委員長（大渕紀夫君） 「働いても厳しい現状から抜け出せない母子家庭では制度廃止は文字通

り死活問題であることは明白です」と。どうですか。 

○委員（吉田和子君） その方がいいですね。 

○委員長（大渕紀夫君） あと、ＯＥＣＤの関係なのですけどね。これは今、言われたとおり、全

世界的なことで書いていて、こういう表現をＯＥＣＤがしているという意味なのですよ。そういう

ことなのです。ただ、日本にこれが全部あてはまるかという表現ではなくて、今の母子家庭という

のはやっぱり世界的に極めて厳しい状況にあるということの表現なのですけれども。ですから、警

告していると書いているのですよね。 

○委員（吉田和子君） このＯＥＣＤの「貧しい家庭」というのは、決して母子家庭ばかりではな
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いのかなというふうに思いますけどね。 

○委員長（大渕紀夫君） それはそうですね。そうしたら、今、言われた真ん中の部分ですね、「働

いても厳しい現状から抜け出せない母子家庭では」という文章でいかがでしょうか。 

○委員（吉田和子君） 「厳しい現状にある」でいいのではないですか。「抜け出せない」というの

があるから。 

○委員長（大渕紀夫君） 「働いても厳しい現状である母子家庭では制度廃止は文字通り死活問題

であることは明白であります」と。よろしゅうございますか。 

○委員（吉田和子君） はい。その方がいいような気がします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それでは、委員外議員の玉井委員どうですか。西田議員。どうぞ、

西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 賛成いたします。先ほどのＯＥＣＤの部分のところの「約３倍の」

というところなのですけども。今の日本の状況では貧困というのですか、裕福層と貧困層が極端に

なりつつあるという中で、やはり最低限の水準というものをきちんと保ってほしいなという意味で

ここを書かれたのだろうと思いますので、ぜひ、この文章のままでお願いしたいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それでは、意見書案第２号については全会一致ということでよろ

しゅうございますね。 

 では、次に行きます。意見書案第３号『「がん対策推進基本計画」の早期決定を求める意見書（案）』

についてを議題に供します。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 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） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところもこれについては全部賛成です。 

 委員外議員の方、どうぞ。玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、意見書案第３号につきましては全会一致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） 続きまして、『公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書（案）』

についてを議題に供します。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 同じく賛成します。 
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○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 考え方なのでございますが。戸籍制度そのものは現在、市町村が管理

しておりまして、公開そのものについては特に公開を認められている裁判とか公証人、弁護士関係

が主体になっているわけでございます。それで、この今の内容については公開制度そのものがやは

り不備があるという考えなのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 原則公開ということになっていましたけれども、やっぱりそれがいろいろ

な問題点があるということでの原則非公開へ変えるものであるということだと思うのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） そのような考え方で、例えば発行するにあたってどこでリークして公

開制度に問題が発生しているのか、ちょっと具体的な考え方を出されていないのですが、これにつ

いてはどうお考えでございましょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） すみません。もう１枚説明の資料を付ければよかったのですけども、私も

そちらの方をちょっと見ただけで十分に読んでいませんので、もし、あれでしたらそちらを後ほど

皆さんにお渡ししたいと思います。 

○副委員長（吉田正利君） 賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。私のところも基本的には賛成です。これはや

るべきだと思うのです。ただね、ここ。例えば「不正請求・不正利用に対する罰則を強化すべきで

ある」。これはそのとおりなのですけれども、これだけの表現だとどういうふうになるのかよくわか

らないと。罰則が駄目だと言っているのではないです、僕が言っているのは。そうではなくてね、

こういうふうに書いてしまうと幅が全く我々理解できないのですよね。それで、今まで原則公開制

度だったというのは吉田正利副委員長も言われたように理由があって公開制度だったのですよね。

ですから、そういうことで言うと、もし、そういうことがあるのであればね、それも資料か何かが

あればなと思っております。ただ、考え方としてはこれはもう全くそのとおりだと私も思っており

ます。ただちょっと、そういう点が何点かあったものですから。 

○委員（吉田和子君） 資料が付いていましたので、それを付けようと思って一応フロッピーには

入れたのですけど出してもらわなかったものですから、それは後で提出いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。委員外議員の２名の方。玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、全会一致ということでよろしゅうございますね。それでは、

そのように取り計らいをいたしたいと思います。 

 次、意見書案第５号。両方の資料が行っております。片方は環境税の設置を求めると。前回 12

月に採択した意見書の２番目に同じ表現がございますけれども、３ヶ月しかたっていないのですけ
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れども。我々、議員連盟が入っているものについてはこういう形で意見書を採択したと。町側に団

体は別なのだそうですけれども、そこから、やや同趣旨の内容の意見書を出してほしいというもの

が来たとこういうことでございますけれども、これについての取扱いについてご意見のある方はど

うぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブでは今、文面を詳しく精査したということではないのですけど、

環境税ということについて非常に税の創立を目指すという内容から、これを読むと市町村、加盟し

ていないところという絡みで書いていますけれども、実際に森林に関わる企業だとか団体まで影響

する可能性があるのではないかということでですね、これはやっぱり皆さんの意見を聞いて判断せ

ざるを得ないのかなと。それで、やはり我々、森林林業のそういう団体に入っているということも

周知してですね。そういう意見になっています。ですので、うちのクラブとしてはいい、悪いとい

うことではなくて皆さんの意見を拝聴させていただきたいという立場であります。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の会派のご意見を賜りたいと思います。私の会派ではですね、これは

いいということにはなったのです。なったのですけれどもね、ただ、３ヶ月前に出ているというこ

とだけなのですよね。僕らが議論したのは。ほとんど同主旨なのですよ。それを３ヶ月前に出した

ものを上げるというのは。今までは１年たった場合は上げていますよ、白老の議会は。全く同趣旨

かと言ったらそうではないのです。ない部分もあるのですけどね。言っている中身が同じなのです

よね。そこの点がなければ、我々は賛成するという考えなのですけど。 

 局長から同趣旨のものについての考え方について、ちょっともう一回言ってください。すみませ

ん。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会が意見書を出せるのは、陳情行為だとか要望行為は議会は禁止

されていますから、地方自治法の規定で 99 条で意見書を出せるということになっているのですよ。

それで、基本的に出す方向性というのは同じですよね。環境庁とかそういうところに出すわけです

から。ですから、一回意思を表明しているので二度表明してしまうという部分があるのかなと。た

だ、それが出したから変わる、変わらないというのはないと思いますけど。ただ、議会の意思とし

て出して、再度出すということが。前回出したばかりですから。町側の方には、文面は違いますけ

ど中身は同じですから議会の方でそれは・・・という場合もありますよというお話だけはしておき

ました。町はそうなったら仕方ないねという話はしていましたけど。ただ、これも12 月に文書が来

ていてですね、主旨としては12 月に出してほしいということだったらしいです。ただ、議会と町側

の関係があって間に合わなかったというだけ。 

○委員長（大渕紀夫君） 陳情の場合はね、みなし採択というのがあって意思が確認されたという

ふうにできるのだけど、これはそういうふうにはならないですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会の意思ですから、陳情は願意に基づいた採択ですから、それに

はならないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ということは、町側にはやっぱり出さなかったら、「出さなかった」とな

るのだね。何もないということは出さなかったということになるのだね。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは１回、議会として承知していますから、再度は出しませんよ



 - 21 - 

ということにしかならないと思います。だから、意見書提出と決議と同じようなものなのですね、

議会としての意思だから。 

○委員長（大渕紀夫君） 町の方に 12 月の議会で提出した意見書と同趣旨でありますと。この内容

については、我々は意見書を送付しておりますので今回については提出をいたしませんということ

を言うことはできますね。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは構わないです。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうふうに言って、出さないというのは出さないというのはどうで

すか。何も町に言わないというのもちょっと。加盟しているところに名前が出ているのですよ、白

老町と。そうなると、何も言わないというのはちょっとまずいかなというふうにも思いますので。

そういうふうに言って、我々は同趣旨のものを出していますということで、今回はこれについては

出さないということにしたらいかがでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。それでは、そのようにいたしたいと思います。 

 要望書。日本国憲法の尊重・擁護に関する要請。これについては他団体ですので参考配布とさせ

ていただきたいと思いますがよろしゅうございますか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それでは、意見書・要望書等については以上で終わりたいと思い

ます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書第２号から４号まで一応、全会一致で提出。それと、第１号

については一部反対がございましたので一致しない提出ということでさせていただきます。これに

ついてもですね、全会一致の場合は質疑討論を省略するということに決めてございます。先ほどの

２ページの（６）ですが、全会一致で提出を決定した意見書は議長が会議に諮って質疑討論を省略

するということになっておりますので、１以外は質疑討論を省略させていただきたいと思います。

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。 

 続きまして、12 番審査報告について。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは先ほどもちょっと言いましたけど、第４回定例会で総務文教

常任委員会で付託されております議案第５号白老町職員の再任用に関する条例の制定について。す

でに全議員に報告案件の文書はお配りさせていただてございますけど、原案のとおり可決すべきも

のと決定してございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 続きまして、13 番目。常任委員会所管事務調査の報告について。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは委員会報告です。３常任委員会ともございます。産業建設常

任委員会は２件になってございまして、これにつきましても、それぞれ最終日23 日のほぼ最終に報

告するということでお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） この件はよろしゅうございますね。 

 続きまして、14 番目。常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査事項について。局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 一応、次期の閉会中の所管事務調査ですが、これは議決事件になり

ますので、今、予定しているのは１日、審議状況にもよりますけど１日の本会議終了後各常任委員

会お集まりいただきまして決定させていただき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） １日に決定する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） 15 番目。追加議案に伴う議会運営委員会の開催について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほど岩城課長からもありましたとおり追加議案が、確定ではござ

いませんが一応３件今のところ予定されているようでございます。一般会計の補正予算。国保会計

の補正予算。それから、老人保健会計の補正予算と。これをですね、22 日までに出るということで

ございますので、22 日の９時半、本会議が始まる前 30 分でございますが一応議会運営委員会を開

かせていただきまして提案させていただくと。議案につきましては、最終日 23 日に上程するという

ことに予定しております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 追加議案に伴う議会運営委員会を３月22 日９時半から行なうということ

ですけれどもよろしゅうございますね。忘れないでひとつ参集のほどをお願いいたします。 

 16 番目。第１回定例会の会期について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会期につきましてはもう予定として皆さんに流せていただいており

ますが、今回わりと例年より少なくなってございまして、別紙のとおり議事日程が付いております。

ちょっと見ていただきたいと思いますが。３月１日、招集・開催でございます。会期決定から合わ

せまして、補正予算。それと議案 35 号・36 号、これにつきましては臨港地区の土地の売払いに絡

むものでございまして業者対応の関係で早く議決をいただきたいと。23 日に議決しますと手続き上

動けないので、できれば早めにいただきたいということでこれを冒頭に持ってきたいと思っていま

す。それと、総務文教常任委員会の審査報告。これも第１日目に行ないたいと思っております。ま

ず、ここで１日目は終了する予定でございます。その次に書いておりますけど、先ほど言いました

ように本会議終了後各常任委員会。総務文教常任委員会の方については所管事務調査のまとめをす

るということで併せて行なうと。そこにちょっと書いてございませんが、病院の小委員会を民生が

終わりましたら続けてやるということになっております。審議状況によっては、時間が食い込むよ

うですと５日の本会議終了後に行ないたいと思っております。 

 ２日目ですが、２日目につきましては予算関連議案と新年度予算の関係を説明いただくというこ

とになってございます。たぶん、例年でいきますと一般会計の歳出ぐらいまでの説明で終わろうか

なと思っています。それで５日目、月曜日にずれますが一般会計の歳入から特別会計終わりまでと

いう考え方をしてございます。 

 ４日目の 13 日、ナイター議会です。先ほど発表者を決めてもらいましたとおり、３会派、おおむ

ね９時までということになっています。14 日も同じくナイター議会で代表質問。これについては、

おおむね８時から８時半ぐらいで終わろうかなと思います。それと15・16 日、一般質問です。これ

につきましては、通告が締めなければ人数が確定しないと。例年ですと、この範囲内で終わるかな

と思っております。16 日一般質問が終わりましたら、まだ正式には産建の方には言っておりません
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が委員会協議会を、今、要請２本来てございますので、これを産建の中で行ないたいと。 

 それから、19 日から 22 日まで予算審査特別委員会。先ほど言いましたように22 日に議会運営委

員会で追加議案の説明を９時半から行ないたいということでございます。 

 23 日最終日でございます。議案の方が副町長制定から保健師の廃止まで。わりと件数はそんなに

ないようです。それと予算審査特別委員会の審査報告を終えまして、あとは議会関係ということで。

一応、件数には載せておりますけど報酬の関係はまだ決まってございませんので、一応枠だけここ

に入れているというだけでご理解いただきたいと思います。それと議員の派遣承認から意見書に続

きまして、この第５号は先ほどの話で無くなりました。消していただきたいと思います。常任委員

会の報告、それから、所管事務調査を決めまして閉会という流れでいきたいと思っております。 

 ですから、会期としては 23 日までの 23 日間という予定をしております。それともう 1 点は、予

算関連で一括議案、議案26 号から 32 号の６本と予算関係、合わせて19 件を一括議題とするという

ことであります。 

 それと、合わせて別紙にお配りしておりますとおり、今議会から議事日程を決める時に委員長報

告をするということでこれを示させてもらっております。ここの中で意見書の件数と意見書の取扱

いが若干変わりますので文言を整理したいと思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、ご説明ありましたように第１回定例会につきましては３月１日

から３月 23 日までの 23 日間といたしたいということと、一括議案については 10 号から 22 号、26

号から 28 号、30 号から 32 号ということで予算委員会に付託をするということであります。なお、

報告については今議会から議会運営委員会の委員長が報告をするということで、その文案も行って

おりますけれども。以上のような形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。 

○事務局長（上坊寺博之君） それともう 1 点いいですか。その他で話せばいいのかなと思います

けど関連がありますのでですね、１件。開会の前にですね、冒頭に全国町村議長会の表彰がござい

ますので中出議員と及川議員、開会前に表彰状の伝達を行ないたいと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。開会前ですので１日ですね。10 時ちょっと前だそうでございます

ので若干早めに来ていただきたいと思います。 

 今日、午後から用事がある方は。午前、午後という指示を何もしていなかったのですけれども。

17・18・19 と全部やりますと午前中には終わらないという状況なのですけれども。18 と 19 だけは

今日やります、どうしてもね。それで、17 番目について、いかが取り計らいをしたらよろしゅうご

ざいますか。午前中ということであれば、そのような形の中で今後のことを協議したいと思うので

すけれども。今日、午後からというのはちょっと都合があれでしたら。どうですか。よかったら、

やります。よろしゅうございますか。 

 それでは、19 を先にやりたいと思います。では、19 番につきまして。 

○事務局長（上坊寺博之君） その他事項でございます。これは例年、本会議終了後に懇親会を行

なってございますが、今回は町側の主催です。最終日、時間終わりまして、従前ですと18 時からや
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っているのですが、勤務時間が延長になっておりますので 18 時 30 分からさせていただくと。場所

はホテルいずみです。13 日か 14 日まで出席報告をしていただくことになってございますので、そ

れまでに人数を確定して、配車の関係、バスですね、それは別途お知らせしたいと思っております

のでよろしくお願いします。これ１点です。 

○委員長（大渕紀夫君） 本会議終了後の懇親会についてはよろしゅうございますね。 

 それでは、午後から議員報酬の独自削減についてという件と議員定数の削減に伴う議会機能の向

上について、この２点についての協議を行ないたいと思います。13 時まで暫時、休憩といたします。 

            休   憩      午前 １１時５４分 

                                           

再   開      午後  １時００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。委員外議員の玉井議員と西田議

員は若干遅れるそうでございます。委員外議員ですので、こちらが必要とした時にのみ発言を許さ

れるということですので会議は進めたいと思いますのでお願いいたしたいと思います。 

 それでは、18 番目の議員報酬の独自削減について。これから先に議論をしたいというふうに思い

ます。先ほど説明がありましたように町の動きもこういう状況の中ででございますけれども、先般、

ここには会派の代表の方いらっしゃいますけれども、議長から結論ではなくてね、どういう方向で

考えるのかということが出されておりますけれども、そのことに沿ってちょっと議論をして、いず

れにせよ結論を出さなくてはいけない中身なものですから、先にこれをやりたいと思います。各会

派のご意見を賜りたいと思います。どこからでも、どうぞ。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 先般、提案をいただきましたけれども、19 年度の議員報酬の件につき

ましては一応、先般の資料にしたがいまして削減率、その他の手法については提案のとおり会派で

は承認いたしましたのでそのような方向で結構だと思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他、どうぞ。無ければ、私のところ先に言います。 

私のところはどうするかという話になりましてね、町の方向も全て話をしまして、中身も話をし

まして、従来どおり延長すべきということで。中身としては10 月までで手当は１回しかありません

ので、１回で全部やるということで 10 月までやってはいかがかと。あと、11 月分は日割になるは

ずなのです、確か。今度、日割になったはずですから、いくらもないですのでね。10 月までにして、

そして、そこで６月のあれで引いてしまうというふうにしてはいかがかということであります。 

 はい、どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 我が会派も同じ考え方で、10 月いっぱいまで。任期満了までということだ

ったのですけども日割になりますので10 月いっぱいということで。歳費の削減を提案どおり進めた

いということであります。以上であります。 

○委員（吉田和子君） うちの会派も従来どおりの削減率で実施をしていただきたいということで、

これもやっぱり解散時期までということで、そういう結論です。 

○委員長（大渕紀夫君） どうぞ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、前回は、私どもは削減案については反対をいたしまし
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て、決められた報酬をいただきたいという要求をしております。大勢はそうではなかったというよ

うなことから今の考え方はまだ具体的には進めておりませんが、現状維持ではなくて削減を継続す

ることはやめてほしいということで、今のところはそういう状態にあります。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ということは、町清クラブさんはカットはしないということですね。 

○委員（加藤正恭君） そのとおりです。 

○委員長（大渕紀夫君） ４つの会派がカットすると、１つの会派がカットしないという状況です

けれども、これについてご意見ありましたら、どうぞ。そういう状況なのですけれども、今回のこ

とにつきましては今日初めて各会派が意見を述べたということなのですよね。ですから、会派の皆

さん方はどうするかという議論しかたぶんされていないと思います。もちろん、それで変わるとか、

変わらないとかというのがあるかどうかわかりませんけれども、少なくても今の状況を再度会派に

下ろす必要はありませんか。下ろす必要がなくて、ただ、ここで多数決で決めるというのも何かち

ょっと変なような気もしますので、どのような取扱いにするかということなのですけれども。加藤

委員。 

○委員（加藤正恭君） 主観で申し上げるのはいかがかと思うのですが。この間もそういう問題が

出て特別報酬審議会でそういう議論をされたやに聞いております。私もちょっとそこは疑問なとこ

ろがあるのですが、総務課長は確かにカットする前の金額で妥当なのかどうかというふうには言っ

たようなのですが、それを信ずるより仕方ないかと思うのですが、非常に議会活動も活発化してお

りますし、条件は皆さん確かに１年間という、１年間と言っても10 月いっぱいということですから

11 月からの新議会についてはまた別な問題なのでしょうけれども、一つの流れとしてですね、一回

そういうふうにしてしまうともう上げるということはなかなか難しいと思うのですよね。下げたら

下げっぱなしになるという。だからと言って、上げたからといって下げられるかと言ったらなかな

かそうもいかないので、その辺りをもう少し議員報酬というものを真面目に、みんなが不真面目だ

という意味ではないのですが、北海道全体としても全国レベルからいって低い、北海道の中でも胆

振管内はまだ低いとこういうような状態。それで、皆さんご存知だと思うのですが安い高いという

のは何かということは、組長に対するパーセントが低いとこういうこと。組長が今、47 都道府県の

中では４番目か５番目に北海道の組長の報酬は高いと。そして、地方自治体、我々の方は北海道中

でも下の方だとこういうような状態があるのでね。もう少し何かきちんとしたものが必要ではない

のかなと。会派で安い高いということを議論する次元の問題ではないという気がしてならないので

すよね。だから、全道的な問題として考えなければならないという気がするのですけどもね。それ

は条例で決めることですから、各自治体で安くするなり、高くするなりは決めればいいことだとは

思うのですが、総体的に物事というのは考えていかなくてはならないのではないのかなという気が

実はしているものですから、その辺りももう少し議論をしてほしい。確かに町民の感情からいけば

安いに越したことはないし、我々も町の理事者たちも下げているわけですから下げるのが当然だと

いう風潮がですね、必ずしも私は正しいとは思っていない一人なのですよ。これはあくまでも会派

での話ではございません、主観でございますから。その辺り、もう少し検討する余地があるのでは

なかろうかという気がするので、できうれば、もう少し私ども会派としてもう一度議題にしたいな
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と思っております。新年度はすぐ始まるわけなのですけども。私は、会派としてはそうなのだけど

も大勢がそうであればそういうふうに従うのにはやぶさかではないという考えは持っております。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他の方、ご意見ありましたら、どうぞ。 

 うちの会派もかなり議論をしました。それで、多くもらえる、もらえないという議論はなかなか

大変でございまして、どこに基準を置くかというのは今、加藤委員が言われましたようにね、全国

的にはそういう状況ですし、全道的にはそういう状況だということは、これはもう事実です。もう

はっきりしているわけですよ。ただ、元が高いか安いかという議論はもちろんあるのですけれども、

現在の役場の職員の皆さん方のカットの状況と、今の状況で言えばさらなるカットがされるような

風聞が流れておりますけれどもね。そういう状況の中で我々がどういう態度を取るべきかというよ

うな議論の中で、これ以上増やすというわけにはちょっと行かないだろうけれども、現状はやっぱ

り継続するしかないのではというような議論になったのです。それで、うちの議会がじゃあ活動日

数が少ないのかと言ったら、そんなことはなくてですね、極めて多い活動日数で活動しているとい

うことは事実です。ただ、今の状況の中で職員、理事者全員がそういう状況の中で我々だけが、加

藤委員がいみじくもおっしゃられましたけれども、今の状況の中で元に戻すというのはやっぱり相

当なことでございますので、そういう意味で言えばやっぱり継続しかないのかというような意見で

したね。実態としてはそういうことです。 

 他、どうですか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） うちの会派も話し合いをしまして、もし、これをまた持って帰っても同じ

結論をまた持って出て来るというような気がするのですが。やっぱり一回カットをしたということ

で、いつまでこれが続くのかなという正直そういう話しも出たのです。それで、本当に財政的にこ

れから良くなっていくという方向性はあまりありませんしね、ましてや職員も皆さん、自分達のカ

ットということが余儀なくされていますから、私たちもそれに伴って一緒に行動を起こしていくと

いうことではないですけども。安い高いでは議論はなかったです。ただ、やっぱり今の時というも

のを考えた時にはカットということは仕方がないと言うか、やって行かなければならないのだろう

なということでの結論で今回は持って来ました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、ありませんか。加藤委員、ちょっと。先ほどね、もう一度会派で議

論したいというふうにおっしゃられたと思うのですけれども、それは１回持ち帰ってもう一度回り

の状況を含めて議論してほしいとこういうことでございましょうか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 各他の会派の方々の意見も前回から私も聞いておりますから、もう一度時

間をいただければ、そうしてもらいたい。できうれば、皆さんと足並みを揃えたいとは思っており

ます。ただ必ずしも、私どもは自分たち議員が安い高いなんて言える立場ではないことも十分承知

していながら、はたしてこういう状態でいいのだろうかという気持ちもあるのです。他の議員さん

も皆持っていると思うのですが、世間がこうだからこうすべきだという風潮の方が先走っているの

ではないのかなと。だから、それに対して抵抗するかということはなかなか難しいことも十分わか

っております。来年度の予算にも関わる問題でしょうから結論はなるべく早く出したいとは思うの
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ですけれども。でも、私どもの会派だけですからね、反対はですね。ですから、決を採ってもらっ

て、それに従っても構いません。決を採るということになればですよ。前回も私どもは反対してい

ますから。 

○委員長（大渕紀夫君） 賛否はもちろん自由でございますから。６日にあるのですよ、もう一度

議運が。これは当初からある議運でございますし、十分間に合います。一般質問の締め切りの時で

すけどね。その時に結論を出すと。変わらないというところは別にそのことを無理矢理会派で話を

しなさいというわけではないですから。６日に結論を出すということでよろしいですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） いいですね。それでは、議員の報酬の独自削減についてということにつ

いては６日の議会運営委員会で結論を出すということですので、各会派、必要のあるところにつき

ましては６日まで会派会議を行い結論を持ち寄っていただきたいとこういうふうに思います。よろ

しゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのように取り計らいをいたします。 

 続きまして、17 番目。議員の定数削減に伴う議会の機能向上についてということで、ご確認のと

おり６月の定例会までにきちんとした方向を出すということになっております。確認されているの

は「委員会のあり方について」、「通年議会のあり方について」、「議会報告会・町民懇談会のあり方

について」、「政策研究会のあり方について」と。これは実施の方向で確認をされております。具体

的には「委員会のあり方について」と「通年議会のあり方について」というのが今、現在進行形の

状況で進んでおります。３番目、４番目についても、もちろん各会派で議論をし、案があれば出し

ていただきたいのですけれども、当面、この順番のとおりに一定の議論を進めたいと。前回伺った

ことにつきましては、委員会の設置の数については一番上に書かれています。各会派のご意見は一

度聞いておりますけれども、今後の状況でどういうふうに議論していくかということで一つご議論

を願いたいと思います。ただ、前回確認されていることが１点だけございます。特別委員会のあり

方という部分の３番目。予算・決算特別委員会のあり方とございますけれども、これについては従

来どおり特別委員会方式でやるということで全員の合意を得ております。ですから、これについて

は従来どおり行なうということで各会派一致しております、全て。無会派の方も含めて一致してお

りますので、これについては議論の余地はないという理解をしております。それ以外についての議

論を、前回聞いておりますから一回りして聞くことはいたしません。それぞれ、ご議論を戦わせて

いただきたいというふうに思います。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの考え方を申し上げたいと思います。前回の委員会の設置数と

いうのは３常任委員会ということで私どもは申し上げたと思います。ただ、あの席上で特別委員会

は全部常任委員会の方に併合するということにして、予算・決算だけは特別委員会をするとこうい

う考え方でおりました。その後ですね、私どもの会派で議論をいたしました。たまたま、この間の

議運で後半にですね、議会広報、それから、広聴の問題、それから、議会報告会、懇談会でもいい

のですが、そういうものを含めたという提案が実は大渕委員長の方の会派から提案がありました。
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非常にユニークだし、いいなということで会派に持ち帰っていろいろ議論をしました。その結果で

すね、広報と広聴と議会報告会、懇談会、そういうものを一つの常任委員会として所管をするよう

なふうにした方がいいのではないかということになりました。それで、４つにしたらいかがかとい

う提案を今回、私どもはしたいと思います。 

 それで、たまたま何かの本に出ておったですが、ある学者の人か、ジャーナリストの人かはあれ

ですけども、「今後、議会に期待されるものは何か」というような論文がありましてね。その中に「開

かれた議会」、それから、「討論する議会」、それから、「行動する議会」とこういう３つの提案をし

ております。「開かれた議会」は当然、我々も現在やっておりますし、「討論する議会」これもなる

ほど各議員の資質の向上もありますが、「行動する議会」というのは何だろうとそういう話を実はみ

んなとしたわけです。「行動する議会」というのは広報もその内の一つでしょう。それから、出前の

常任委員会も「行動する議会」でしょう。それから、議員の報告会。これは最たるものだなという

ようなことになると思います。それで、この部分が白老町の議会としては非常に遅れていると言っ

たらちょっと語弊がありますが、弱い部分ではないのかなと。それで何となく今までは２回ほど議

会報告会をやっております。それはやむにやまれずやったという側面もあるのですね。というのは、

町長選挙の問題があった。それから、定数削減の問題があったと。こういうようなことから２回ほ

ど町民の意見を聞くような場所を設けた。それで、今後はですね、少なくとも年に１回か２回はテ

ーマがあろうがなかろうが何か常任委員会で一つのテーマを設定して義務づけすると。そして、町

政懇談会なり、町政報告会、名称は別としてですね、そういうものをＰＲする。ＰＲと言ったら語

弊がありますが、町民のところへ行って議会報告会をするとそういう義務づけをしたら、「行動する

議会」になるのではなかろうかと。前回、吉田和子委員からですね、議員会がやったらなんていう

お話もちらっとあったやに聞いておりますけれどもね。議員会でやると言ってもですね、なかなか

そういうわけにもいかないので、広報と広聴と議会報告会・懇談会を兼ねた政策を検討するような、

名称は別なのですが、そういう常任委員会を一つ設置したらどうだとこういう考え方で私どもは４

つにしたいとこういうことでございます。それで、人数は１議員は２委員会に所属する、16×２で

すから 32、４で割ると８と。だから、１常任委員会に８人の委員数でやってみたらどうだとそうい

うような考え方で今回臨んだわけでございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 新風です。私、広報を担当したことはないのですが、広報を担当した

委員にいろいろと話を伺いますと、年４回と言えども非常に神経も使うし、仕事量も非常に多いと

いうようなことで広報については何らかの形で特別の委員会で運営したらいかがかと。今、加藤委

員がおっしゃったように、それに広聴、議会報告を含めた議会としての広聴会並びに議会報告会を

町民にアピールするにはやはり今の場合は広報しかないわけでございますので、そのような意味も

含めて広報の立場をもうちょっと強化して、そして、議会の流れを町民にアピールした方がいいの

ではないのかというような意見が出て参りました。実際に私、広報を担当したことがないので詳し

いことはわかりませんけれども、話を伺うと非常に広報の活動というのは時間も要するし、神経も

使う委員会であるということが出されておりますので、そのような意味で今、加藤委員がおっしゃ
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ったような４常任委員会の他に広報をやっぱり何らかの方法で独立させて運営した方がベターでは

ないのかなというような私どもの見解でございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） ３常任委員会は３常任委員会で、今の広報特別委員会の中に議会報告や広

聴会も含めた中身を入れて特別委員会として残すと、議会広報に関しては。名称は変えていいけれ

ども。常任委員会ではなくて、特別委員会として残すとこういう考え方です。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブです。常任委員会のあり方については、るる私の口の方から新

政クラブの考え方はずっと伝えていたつもりだったのですけれども。この度、会派会議をしまして、

前回、加藤委員の方からも言っていましたけれども、大渕委員長の方からの提案も含めて皆さんに

こういう考え方もあるのだということで投げかけをしてみました。会派の中ではやはり定数が減る

ということで作業量については当然アップするわけですから量はやっぱり増えるのですよと。ただ、

局面が増えるということでちょっと懸念があるよという考え方が中心だったのですけども。３常任

委員会ということで皆さん、そういう部分では精査する部分があるのではないかと言っているよと

いうことを言いましたところ、じゃあ、あまり２常任委員会だけでは、やっぱり固執するのはちょ

っとやぶさかなのかなというふうな意見になりましてですね。特別委員会を含めての話はこの間も

言ったとおり、イオルと港については従来の所管であった産業建設常任委員会の方に統合させてい

ただくという考え方はかわりませんけれども、議会報告会等々を含めて広報特別委員会の話もそう

いうことで議論したのですけれども。一つの考え方として議会運営委員会をこのまま常任委員会に

して、これに広報特別常任委員会の併合、それから、広報広聴と言うのですか、それも公務災害を

含めて考えられるのかなと意見が出ましてですね、最終的には常任委員会が４つになるか、３つに

なるかという話にまで行きまして、これはやはり皆さんの会派の考え方をもうちょっと聞いて結論

を出してみようかという話にはなったのですけれども。従来、言っているとおり我々の懸念してい

るところはやっぱり常任委員会が増えることによって、やはり議会に足を運ぶ回数が多くなるとい

うことと、それから、議会の経費のことまで詳しくはわかりませんけれども、やはり常任委員会が

増えることによって常任委員長が当然ポスト的に現存と変わらないという形になるわけですね、考

え方として４つということになると。そうなると、４人減ってポストが変わらないということにな

ると、やっぱり経費は当然率としては高くなるだろうと。この辺もやっぱり皆さんと議論しなくて

はいけないのかなという話も出ましてですね。とりあえず、弾力的にですね、我が会派は今まで言

っていた形をちょっと方向を変えたいというところまで一応会派では議論をしてきました。それで

今、言ったとおり予算・決算特別委員会については従来どおり全員でやる特別委員会の形で進んで

ほしいということなのですね。ただ、広報についてはそういう話が出ましたので、今、加藤委員の

方からはそういうアイディアもありましたし、こっちは特別委員会でそのまま残すべきだという考

え方なので、それを拝聴させてもらって、また次回意見をすり合わせしたいなというふうに新政ク

ラブは思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） 私どもの会派は一応３常任委員会ということで、広報・広聴をどうするか

ということと、それから、常設な特別委員会イオルと港湾については常任委員会の方に持って行く

と。原則というか、それは通年議会をやるということで必要に応じて常任委員会、港に関しても、

イオルに関しても持てるだろうということで３常任委員会ということで一応。それで、広報・広聴

のあり方は特別委員会にするかどうかは別としても、考え方としては特別委員会となったとしても

４つになるだろうということの考えは変わりません。これは通年議会のことなのですがね、ほとん

どの会派がこれでやって行くべきではないかということなのですが、ただ、それによって私たちの

考えは通年議会をやって初めて特別委員会を常任委員会に持って行っても委員会がやりやすくなる

ということでの３常任委員会というふうに言っていますのでね。通年議会を行政側がどう捉えてい

るのかね。その辺のすり合わせというか、意見交換というか、そういうものは進んで行っているの

かどうなのか。議会がはっきり決定していないから進められないのかな。その辺はどうなのでしょ

うね。そっちの方の意見を聞かないで、こっち側は特別委員会も通年議会で必要な時に設けられる

から特別委員会を常任委員会に入れるという方向性が出てきているのに、通年議会が進んでいかな

ければ通っていくのかどうなのか。その辺はどうなのでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 通年議会の件と議会運営委員会の件。今、ちょっと議会運営委員会の話

が出ましたから。常任委員会と議会運営委員会の違いを含めて、そのことについては一通り意見を

述べてから再度取り組んでいる中身についてお話をしたいというふうに思います。一通り全部が言

っているような格好になっていますので、一応、私の方の意見を言えばそれで終わりですから、一

通り、ちょっと言いたいと思います。 

 一つは、我々の会派の基本的な考え方は特別委員会は常設的なものはやはり設けない方がいいの

ではないかという考え方です、基本的には。ですから、それには広報特別委員会も入るという認識

です。ですから、当然、特別委員会は議会が構成されてからずっと最後まで持つということ自体が

特別委員会ではないわけですから。ですから、そういう考え方から、まず、出発しているというこ

とをご理解願いたいと思います。ですから、常設的な特別委員会は設けないということです。です

から、イオル、それから、広報、それから、港湾、これについては設けないということです。しか

らば、そういう状況の中でどうするかということになるわけですけれども。先ほど加藤委員が言わ

れたものと同じです。ここに３常任委員会と書いていますけど、我々は４常任委員会の考え方でご

ざいます。それはこの間申しましたように、広報・広聴常任委員会というものを設けるということ

であります。当然８人ずつと。議長が抜けるかどうかは別にして８人ずつという構成にしてはいか

がかと。 

 ただですね、そこでちょっと今、議論が出てきたことが一つございまして、これに議会運営委員

会を入れると５つなのですよ。５つというのは多いのではないかという意見が実際に出てきました。

それで、私は前回言ったように許されるものであれば、なるべく違った形の人が関わって議論をす

るということは議論の活発化にとっては、私は極めて大切だと自分では思っているのですよ。ただ、

うちの会派の中から５つといったら、ちょっと何ぼなんでもね。正副議長に、特別委員会が無くな

っても委員長が５人でしょ、７人になるよね。監査も入るね。だから、そういうことで言えばいか
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がなものかという意見が今、出ています。ただ、結論は出ていません。議論はうんと活発化にすべ

きという議論があるものですからね。ただ、いくらどうやっても私たちは議会運営委員会が１個と

常任委員会が最低でも３つは絶対必要だという考え方で今は進んでいるということであります。 

 それで、通年議会と議会運営委員会の件について、局長から。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、議会運営委員会の、先ほど広報・広聴を併合してはという話

があったのですが、通常の常任委員会と議会運営委員会というのは設置仕方が異にするのですよ。

そして、常任委員会というのは委員会条例の中で調査する事件を明示できるのですけど、議会運営

委員会というのは法律事項なのですよね。法律事項で審査するものが決まっているのですよ。です

から、それに付け加えるというのは、調査していませんけど、たぶん駄目ではないかなという気は

いたします。 

 それともう一点の通年議会の部分ですが、前々回の議運の中で町と議論する方が先ではないかと

いうことで再三調整してきました。そして、町の方は予算の対応もあったものですから、なかなか

できなくて。23 日に寿幸園の見学の後に三國谷助役と白崎総務課長、それと議運の正副委員長と私

が入りまして詰めは多少させてもらいました。それで、向こうから疑問な点を出してもらいまして、

それにお答えするような形で１回はさせてもらっています。たぶん、委員長も副委員長もそう認識

されていると思いますが、おおむね実施するにあたっての理解は得られたのかなという気はしてい

ます。ただ、理事者の話は今後ですので。その場では三國谷助役からお話されていたのは、おおむ

ね、わかったと。正式に町長の方に内容を伝えますと。それで、その後、町長の方がある程度理解

されたら町長と議長とお会いして正式に取り組みの方向性でということはお話を伝えてもいいので

はないですかというところまでは行きました。こんな程度でいいでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 通年議会については今、お話されたとおりでございますので、取り組ま

れているということでございます。おおむね、今の局長の判断でいいと思いますけども。副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） そのとおりでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ということで、通年議会については取り組まれているということでご理

解を願いたいと思います。その上に立って、再度、会派の状況を含めて議論を。それ以外のことで

も結構ですから。やっぱりこうあるべきだというようなことをどんどん、どんどん言い合った方が

いいと思いますので思っていることを一つ言ってください。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私どもは当初、特別委員会、イオルも港湾も重要だということで残した方

がいいという意見だったのですけれども、皆さん、新風以外は常任委員会、産建か何かに入れてし

まえばいいという意見だったので我々もそれに同調することにいたしまして、３常任委員会でいい

と。それで、先ほど代表から話がありましたけども、議会報告の特別委員会ですね、これに関しま

しては先ほど新政クラブさんからもお話がございましたように、それを常任委員会にすることによ

っては非常にポストが増えてしまうという、やはり問題に当たったのですね、我々もですね。定数

を４減するけれどもポストは増えると。これははたしていかがなものかなというようなことも含み

ましてですね、我々は広報に関しては非常に内容も多いし、これは残さないとできないという意見

が強かったものですからね、これを残してプラス議会報告会等々も含めた中で特別委員会として残
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して行なうのがベターではないかという意見だったのです。しかしながら、私ども実は４人が集合

しての時間がどうしても取れなかったものですから、３人で会議を開いての結果でございますので

今日の議論を含めた中で再度その辺も含めて４人集まった中で慎重に検討したいなというふうに考

えております。ただ、今のとことろ、こういうようなことで私どもは３常任委員会プラス広報を残

すということになりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤ですが。先ほどちょっと申し上げた中で足らない部分も

ありましたのでお話したいと思うのですが。その前に、先ほど新風の吉田副委員長から、広報は特

別委員会で残すべきだと。しかし、広報は必ずあるものですから、これは特別委員会ではなくて常

任委員会みたいなものになってしまうのですよね、結果的には。それで非常に、新風さんからは宗

像議員が広報の委員になっておりますね。私もそうですし、広報の委員長はおられますけれども。

正直なところ、そんなにひどいものではございません。本当は最初から全てですね、全部自分達で

編集するのであれば大変です。しかし、お手伝いしているのはですね、一般質問・代表質問の原稿

を一定の枠の中に収める作業というもので、あとは議会事務局が枠組みはほとんど作っていただき

ますから。その後、ゲラをですね、字が間違っているかどうかと全体のバランスを見る程度でです

ね、しかも、今のところ年に４回しか発行していませんから、そんなにひどい作業だとは思いませ

ん。委員長がどういうふうに思うかはわかりませんけれども。最初から最後まで全部、議員がやっ

ているところもあるらしいのですが、それは大変です。確かにそれは大変ですけども、議会事務局

の方で担当の者を一人専門に付けてもらってやっておりますので、それほどの作業ではないとこう

いうことで理解してもらえればいいと思うのです。ですから、片手間にと言ったら語弊があります

が、広報と広聴ともう一つ、議会報告会を兼ねたものをドッキングしてやった方がいいのではない

かというのは、先ほど申し上げたように「行動する議会」というのは何かということを考えた場合

にですね、もう少し議会で、役場の庁舎の中で議論するのももちろん結構なのですけれども、議会

で何をやっているのよということが我々は広報しか今のところないのです、ＰＲするのはですね。

ですから、出前常任委員会なんていう画期的なこともやっています。それもしょっちゅうやってい

るわけではなくてですね、陳情書が出た場合に、例えば萩野から出たら萩野へ行ってやるという程

度のことでですね、やはり、ここでやる常任委員会の方が多いわけですね。出前というのは、本当

はできるだけ外へ出てやればいいのでしょうけども、なかなかそうはいかない。だとすれば、「行動

する議会」としては何かと言うと、やはりＰＲすることも兼ねてそういうふうにこっちから行って、

年に１回か２回必ず定期的にやると。定期とか細かいことは別ですけれども、それを専門に検討す

るような常任委員会を作った方が確実にやれると思うのです。今までは議運でやっていましたね。

議運というのは法律的にもう決められてね、本来、広報などをやるところではないと思うのですよ、

議運というところはね。非常に法律化されて、することはもう決まっている部署ですから。その点、

臨機応変にやれるのは常任委員会だと思うのでね。３つを私どもは４つにしたのですが、それだけ

委員長が１人増えるではないかと言うけれども、現在でも常任委員会入れると４つですよね。です

から、５つにするから１つ増えるだけなのですよ。委員長・副委員長ポストが１つ増えるというだ
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けでですね。なるべく仕事を分散するようにした方が私はいいと思うのですけどね。だから、白老

町議は 16 人にして、委員会を４つにするというのはいかがなものかという先ほど議論がありました

けれども、できるだけ仕事を分担するという意味においてもですね、なるべくそういうふうにした

方がいいのではないかなと。おそらく興味あるのは、僕は広報と広聴と議会報告会、その常任委員

会の方が非常に面白いポストになるのではないかなと。それだけ責任は重大ですよ。重大ですけれ

ども、そういうポストの方が今後「行動する議会」として、白老町として非常に重要なポストにな

るのではないのかなというふうに気がしてならないのですけれども。その辺りいかがですか、皆さ

ん。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 話の中でも皆さん非常に16 名になるということでいろいろなチェック機

能が低下しないためにということなので、いろいろな常任委員会の数等出ていますけど。基本的に

は非常に常任委員会の数、我々新政クラブの立場では２ということだったのですけど、これにはあ

まりこだわらないでいこうということで再度話し合ったのですけども。いろいろ考えている中で非

常に皆さんもすでに百も承知でこういう議論をしていると思いますけども、16 になりますと仕事の

量は間違いなく、私のつたない頭でだいぶ考えたところですね、同じ仕事量をするとすれば、やっ

ぱり 33％は増えるのですよね。それを今度、常任委員会に２箇所に所属してやるということになる

と、それが今までの数と仕事量から見ると同じ項目とやったとすれば倍になりますので、今まで10

日間で済んでいたものが 20 日間、やはり 20 回出て議論しなくてはならないというようなことにな

るわけですよね、物理的に計算していきますと。そういうことで、非常にそういうことも十分加味

して根底において話し合っていただければなと。だから、どんどんやるのだと、やることについて

何も押さえるつもりは毛頭ないですけども、現状の中でですね、今の常任委員会の数であってもや

はり用事があって欠席される方もいるし、用事があるから昼から今日は出られないとか何とかとい

ろいろな時間制約もある中で今の倍の活動量をやるのだということについてね、やはりその辺も十

分加味して。確かにチェックする機関も多くすればするほど皆さんには良くなってと思いますけど

もね。議員としての職務というのは必ず全うしますけども、現実問題として本当にそれがきちんと、

数をたくさん作っていっぱいチェックするからということで仕組みをいっぱい作っても、それが現

実問題になった時にですね、いやいや、たくさんメンバーにいるのだから私一人は今日は欠席して

もいいのだみたいなそういう考えでやられては非常に逆効果になる部分もありますので、その辺も

できれば十分考慮した上でですね、できればシンプルにしておいた方がいいのかなということ。 

 それから、今、考えたのですけど広報の常任委員会にするということは、これはどうなのですか。

例えば常任委員会を作るということはあくまでも行政を分担してチェックするというような、予備

的にするというような、常任委員会というのはそういう性質があると思うのですけど。広報・広聴

になるとあくまでも議員同士の、議会の中だけのことですからね、これがやっぱり常任委員会とし

てなじむものかどうか。局長、その辺ね。広報常任委員会、役目として広報・広聴が入ろうが何し

ようが、議会報告会が入ろうと、これは行政とは関係のない委員会みたいになるのですよね。はた

して、これが常任委員会というような形でなじんでいくのかなというような思いもあるのですけど。
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その辺についてはどうなのか。そういうことを十分念頭に置いて大いに議論してね。常任委員会の

数が多いから委員長が多い少ないというのは、まず、別な次元のレベルで。本当にそれだけ作って、

皆さんね、今より倍の労力を使って本当に充実した活動ができて行けるのかなということも一つ考

えていただければなという具合に思います。そうした上で数も決めていった方がいいのかなと。１

委員会の数とか委員長のポストがどうのこうのという以前にね。それがやっぱり非常に現実の中で

も、委員会活動をやっている中でも出席率がどうのこうのとかというような話もないわけでもない

わけですから、その辺も含めて一つ考えていただければいいかなという具合に思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 広報常任委員会を設置するという部分についてはまだまだ精査して

みなくてはならないのですが、基本的には設置する部分で法律にはその部分は駄目だという書き方

はしていないのですよね。だから、これは議会ばかりではなくてね、行政全体に関わる部分の意見

の聴取はその委員会で可能なのかなと。そうすれば、全部の部署の事務の広報・広聴に関する部分

はそっちに任せるとかと決め方によるのではないかなと気がします。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） たまたま今度、町の広報げんき、これを今度委託すると言っていました

よね。それで、そうなってくると議会広報も議会として、今度、委員会や何かでいろいろな人の意

見を聞けるとか何とかそういう部分も設けられるあれもあるし。議会の広報も例えばね、非常に専

門的なあれもいるし、できれば、ある程度定数も削減になったことだから、そういうものを委託す

るなんていうことも考えられないのかなというふうにちらっと考えたのですけどね。広聴や何かは

別としてね。その辺のあれも視野に入れて考えてもいいのかなという具合にも思ったり。その辺も

皆さんで議論してもらったらどうかなと。ちょっと行きすぎかな、これは。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 今、広報の話が出ていて、私が発言しないのもちょっとおかしいと思います

ので。加藤委員からも話がありましたけども、大変だ、大変だと言うけどたいしたことはないので

はないかとそういうような話が先ほどちょっと出ましたのですが。確かに、この大変だというのは

ね、私が感じるところでは必ず１回あれした時は２回集まらなければならないのですよ。だから、

最初にやって、そして、もう１回集まって修正をすると。それが期間が決められていて、非常に短

期間と言ったらあれですけども、その期間内にやるということであれば、これもやっぱり負担にな

る人は結構に負担になるかなとそういう感じはいたします。ただ、今言った原稿づくりとか何とか

というのは、レイアウトから何からみんな事務局の方々がきちんとやってくれますので、後は今度、

我々に原稿を分担した時にですね、これをみんな分担してやっているのですけども、この分担した

原稿づくりというものも、やっぱり私みたいに能力が無い人は非常に原稿づくりにも気を使います

し、なかなかできないのですよ。ですけど、字数は決められていますよね。そして、その中に今言

ったどれを収めてどれをあれしようかというそういう構成的なものというのが結構やっぱり時間を

要するのではないかと。大変だということは要するにそういう集まりばかりではなくて、原稿構成

についても非常にやっぱり苦労しているというそういうことではないかと私は感じます。ですから、
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今、議長からの話でね、前にも今言った町広報のげんきと一緒にしたらどうだという意見も出てい

ます。そして、それを今度はどういうふうに形を持って行くかということになれば、今ここですぐ

にはパッとは言えませんけども、いずれにしても縮小傾向にあるということは事実かもしれません。

ですけども、やはり議会としての主体性は僕は必要だと思うのです。だから、今言った議会だより、

例えば一緒にした時にどうなるかということをもっともっと、やっぱり議論すべきではないかと思

う。これはちょっと話がずれましたけどね、だけど、やっぱり私はそう思います。ですから、今の

あれとして主体性を持って、本当は町民に知らせる唯一の手段と言ったらあれですけども、議会と

してはですね。これはやはり重要視すべきではないかというそういう考え方は私持っています。で

すから、これはやはり単独な形でやるという、そのことに対して私は賛成しなければならないなと。

そういうふうに私自身として考えております。ですから、今言った出前トークでも何でも、そうい

う意味を含まれた一体のものでやるという、その名称はどうであれ、やはりそういうことを絶対残

してやって行かなければならないというそういう考え方を私は持っていますのでね。この辺のとこ

ろをやはりもうちょっと議論のする余地があるとそういうふうに感じております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほども申し上げたように、「行動する議会」ということが私はどうしても

引っ掛かるのですね。ですから、今後はやはりできるだけ町民のところへ行って、町民に知らしめ

るということ、それに力を入れて行かなければならない時代であるということは皆さんわかってい

ると思うのですよね。ですから、そのためにはどうするかということなの。だから、広報は広報で

今までやっていますから、中身がどうのこうという問題は別として、それはそれなりにやっている

からそれはいいのですが、やはり町民のところに行って、町民に議会というものはこういうものだ、

ああいうものだということを今後は力を入れて行かなければならない時代であるということは間違

いないと思うのですよ。それが、私が読んだ中に「行動する議会」だよと、今後はそうあるべきだ

よとこういうふうに示唆しているのだろうと思うのですよ。しからば、それはどうするかというこ

となのだけど。ただ、漠然と年に１回か２回やろうではないかという約束だけではなかなかやっぱ

り進まないのですよ。ですから、専門にそういうことを考える委員会というものを作ると。心構え

としてもそういうふうにすれば、必ずやらざるを得なくなりますからね。そういうことをやっぱり

作った方が非常に。何だ、せっかく作ったはいいけど何もやらないではないかと言われないような

委員会にするためにもですね、そういうものに義務づけというか、一つの仕事を与えるということ

をすれば必然的にやると思うのです。そういうふうに持って行かなければ駄目だと思うのですよね。

だから、議長はそういうものはあまり消極的な話なのだけれども。この問題は議長の諮問によって

今、検討しているものですからね、あまり究極的な話を最初からされたらまずいのですよ。皆さん

の意見を聞いて、それをまとめるのが議長の立場だと思うのでね。途中でああだこうだという意見

はね、私は差し控えていただきたいと思うのです。そうしないとね、諮問しておいて自分が意見を

述べたのなら何のために諮問しているのかと本当はそう思ってしまうのでね。そうではなくて、や

はり皆とこれからの白老町議会をどうするかということを考えた場合に、一つの仕事を与えるよう

なポストを作った方がですね、仕事が多い少ないは別です、それなりに一生懸命やればやるだけ仕
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事が増えるのは当たり前です。さぼれば楽なのですから。ですから、それでは駄目だということを

念頭に置いてやらなければ駄目だと思うし。欠席する議員がどうのこうのということは、これは論

外です。そんなことまで考える必要はございません。必ず、議会があったら、委員会があったら出

席するのが議員の仕事だと思ったらですね、１人欠けるか、２人欠けたら委員会できないのではな

いかなんてそういう消極的な考え方ではなくて、体の調子が悪ければ別ですけれども、できるだけ

調子のいい時は必ず出席するような姿勢は議員として当然持つべきでね。そういうところまで、私

は考える必要はないと思いますね。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 先ほど新風さんの方から常設の特別委員会のうちの２つ、港湾とイオル

については常任委員会に入れてもいいという主旨の発言がございました。そうなりますとね、全会

派がここの２つについては一致できるところがもう一つ出てくるのですよ。そうした後のことはこ

れからまた議論するのだけど、そこについてはそういうことでいいのですね。 

 それでは、１つずつ順番にそこはもう議論しなくてもいいというふうにして行かないと駄目なも

のですから。イオルの特別委員会と港湾の特別委員会については、特別委員会としては新たには設

置しないと。10 月まではありますけどね。設置しないということで意思統一できますね。よろしい

ですね。それでは、一つそこのところについてはもう議論抜きでやっていただきたいと思います。 

 それで、もう一つ。先ほど私、委員長のポストと言ったのですけど、20 人で７つあるのですね、

委員長は。常任委員会３つと議会運営委員会と特別委員会が３つあるのですよ。だから、７つある

のですね。今、特別委員会が２つとりあえず無くなるということになると、今の案でいくと最大で

も常任委員会４つと議会運営委員会が１つですから５つということにはなるのかなという気はしま

した。もちろん、手当の問題等々はちょっと別にいたしまして、そういう状況なのかなという気は

いたしました。 

 どうぞ自由にもうちょっとね、議論をして今のように詰めていく部分。私は議会広報も特別委員

会で残すというのは、そういう視点から言うと、常設の特別委員会を残すということに対して私は

疑問を持っているのです。ですから、特別委員会というのは事が起きた時にやって、終わった時に

終わるというものが特別委員会ですから、今回の自治法の改正というのはそういうことをクリアす

るためのものではないのかなという理解なのですよ。私の理解はです。ですから、議長が先ほどお

っしゃいましたけど、私は広報・広聴みたいな関係の常任委員会を作ることについては全く問題が

ないという意識でいます。ですから、常任委員会にするという意味は特別委員会と違うというのは

そこが一番違うわけですから、私は理論的にはそういうことがいいのかなというふうに思っている

ということですね。そんなことを含めてちょっと議論したらいかがでしょうか。委員外議員の方、

もし、ご意見がございましたら今のことについて発言を許したいと思います。委員外議員玉井議員

どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 時々耳にすることなのだけれども、数が多いというわけではないの

ですが、議会の広報はもう廃止すべきではないかという意見を時々聞きます。げんきは町の計画と

いうか、そういうものが載っているので重要性はあると。だけども、議会広報は、もう議会が終わ

って１ヶ月も過ぎてから出ると、情報的にはもう遅れているし、だから、そういうものはもう廃止
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をしてお金をかけない方がいいのではないかと。これは参考までに、そういうことを言っている人

たちが結構います。私も聞いているのだけど。だから、さっきもちょっと出ていた、もし、げんき

と議会だよりが一緒になるなんて言ったら、どっちが重要性があって、どっちがいらないのかとい

うことになっていくとそうなるのかなという気はするのですよ。だから、その辺も踏まえて議論し

ていただければなと私は思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今、玉井議員がおっしゃっていましたが、議会広報の発行の日程が遅

れることはいろいろと研究の余地があると思うのでございますが、やはり議会独自で町民に活動内

容を知らしめるということについては、予算の面は別にしまして、私はむしろ何とかやっぱり予算

を取ってですね、今以上にやはりこの活動を積極的に展開すべきだという考えを持っているのでご

ざいます。そういうふうな意味で、例えば今の４回から数を増やしてですね、これからいろいろと

開かれた町民会議ということで出前したり、いろいろと議会活動も広くなると思うのですが、むし

ろ、そのような現状の議会活動の内容を議会広報に載せてアピールしていくという方法が僕はベタ

ーではないかと思うのです。私は今の広報を無くするということについては非常に疑義を持ってい

る一人でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 私も議会広報とげんき、町の広報、これが例えば一緒になった時にどうなる

かということをちょっと考えてみたのですが。他の町の広報を見るとだいたいページ数が非常に少

なくとっています。仮に苫小牧のあれから見ましてもね、だいたいページ数２ページか、多い時は

３ページぐらいかな。そのぐらいのスペースしか確かとっていないのですよ。ということは、一緒

にした時に薄れると言ったら悪いのですけども、その存在感が非常に議会としての報道として無く

なるのではないかというそういう気がしてならないのですね。ですから、やはり広報ということ、

これについてはやはり残して従来どおりやった方がいいかなとそういう考えを持っております。 

○委員長（大渕紀夫君） どうですか。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 常任委員会のあり方について、ずっと考えていたのですけども。広報とい

うのはあくまでも議会側の活動を皆さんにお知らせするというものだというふうに捉えているので

す、私は。広報・広聴というものが入ったにしても、それは議会側が出前で出て行くとか報告会を

するとかというのは、これは議会ではなくて議員の活動なのですよね。それを常任委員会化すると

いうことがどうなのかなと、ちょっとその辺がまだしっくりこないのですよ。他の常任委員会はほ

とんどが全部行政側のやっていることをチェック機能として議会側がその所管を持ったり。ちょっ

と委員会の考え方が違うと言われれば、もしかしたら足りないところがあるのかもしれませんけど

も。常任委員会の役割というのはあくまでも行政側とのパイプ役だったりチェック機能だったり、

やっていることをどうなのだろうかということをこちら側がどんどん意見を言っていくというもの

なのですけど。広報に関しては外へ向かって、町民に向かって行くものだというふうに私は思うの

ですよね、それを常任委員会化して。特別委員会の名称がいいかどうかというのは別問題として委

員会としては必要だと思っています。これは無くするものではないというふうに思っています。他
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の方の議会の関係をちょっと聞いてみますと、広報は先ほど加藤委員がおっしゃったように議員さ

んが自ら作っていますので、議員の日当があたったりする常任委員会とは別に全部無償でやってい

るというのも聞いていました。そういうふうに考えると常任委員会と一緒に、プラスイコール広報

がなるのかなというのがちょっとね。その辺がちょっとまだクエスチョンマークなのです、私の中

では。そのことが町民側から見てね、常任委員会として常設して他の委員会と同じような形で議員

さん方の広報活動がなるということがどうなのだろうと今ちょっと。ただ、そういうふうに思って

いるのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 確かにね、現在ある３つの常任委員会というのは役場の組織の中での所管

事務調査ということでも担当が全部割り振りされていますね。ですから、そういう面ではいいので

すが。今、考えられている新たなもう一つの広報・広聴というものはそういうものがないのです。

だから、私もその点ね、常任委員会にしてどうなのかなという感じは実はしたのですよ。ですけれ

どもね、議会というものを考えた場合にそういうことばかりが仕事ではないのだと。議会活動をＰ

Ｒするというか、町民のところへ行って自分達の意見を述べたり向こうの話も聞いたりする場とい

うことになりますと、これはまた別な問題になってくるわけですね。ですから、常任委員会として

しなくても特別委員会でもいいのですけれども、特別委員会って作っても常時あるわけですからね。

常任委員会と同じ、広報と同じくなるのですよ。ですから、常任委員会にした方がきちんとしてい

いのではないのかなと。そうすると、仕事としてやるわけですよ。常任委員会としての選ばれた人

たちの仕事としてやるわけですから。その点、特別委員会というものは仕事が無ければ特別委員会

は招集されないのですよ。イオルでも、それから、港湾でもそうなのですよ。港湾で何か問題があ

る時に特別委員会。イオルでも何か国の予算が決まったら招集されるというだけでね。そういう状

態ではなくて自分達で作って、そして、広報もそうですし、広聴もそうですし、報告会も自分達で

作ってやると。だから、ユニークだなという常任委員会になると思うのですよね。そういう点では

今ある３つの常任委員会とはちょっと性質を異にすると思うのです。それで、その点を議長がはた

して整合性があるのという疑問を呈したところだろうと思うのだけれども。事務局長の説明では別

に問題はないのではないかという話だったものだから、それで私はいいのかなと。そういうユニー

クなものも白老町は作ったよと。そして、別にそれはそれでやるよと。だから本来、議会運営委員

会でやるものではないと思うのですよね。広報だとか広聴だとか、それから、議会報告会とか懇談

会とかね。そういうものは議運でやる性質のものではないと思うのですよ。ですから別に、広報・

広聴をくっ付けて、くっ付けてと言ったら語弊があるけれども、それが一つの一環ですからそうい

うふうにした方がいいのではないかなというふうに私は考えたのですけどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今のご意見なのですけども、あくまでもですね、この議会報告会に関しま

しても議会改革の一環として提案をされたものですから、これを議運に提案されたことにおいては

別に何も問題は無かったと思いますし、これからも議会改革に関しては議会広報委員会ではなくて、

やっぱり議運になるのかなというふうに私は思うのですよ。 
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 それと、私ども会派の会議の中身をもっともっと細かく申し上げますと、当初、うちは特別委員

会はそのままにした方がいいという意見だったのですけども、他の会派は全員違うということでじ

ゃあどうしようかと、じゃあいっそのこと全部３常任委員会に振ったらどうだという意見になった

のです。細かくお話しますけども、私と吉田副委員長は広報に今まで担当したことがなかったもの

ですから、どの程度の容量でどれぐらい大変なのだということをよく理解していなかったのですね。

その上で、今の総務文教に入れてしまったらどうなのだろうという意見も出てきたのですよ。とこ

ろが広報特別委員会の経験がある議員さん、宗像さんではなくて鈴木さんからなのですけれども、

やることはたくさんあるので、これは今ある常任委員会に入れるとか総務文教に入れるというのは

ボリューム的には難しいですよと。だから、他のものは常任委員会に吸収したとしても、広報に関

しては特別委員会として残すべきではないかと。これで私どもはまとまって、そして、その中に先

ほどの議会報告会等も含めたらどうなのだという意見にまとまったのですよ。このような経過だっ

たのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、山本委員からの指摘があった前の方の話ね。だから、議会改革の一環

として議運でやっているのですよと。それはそのとおりなのです。それはそれで議論してやってい

るのですが、改革が一つ進んでですよ、もうそういう議会報告会とか議会懇談会というものは改革

が終わっているのですよ。そして、常にそういうことをやるということになったら、いつまでたっ

ても議運でやっていなければならないものかということを考えた場合にね、一つの専門的な常任委

員会にやらせるというふうにしてしまった方がはっきりしていいと思う。改革はもう別なまた改革

をすればいいわけでね。提案されれば、議運で議論されればいいわけで。一つ軌道に乗ったという

ことになれば、一つの常任委員会で進めて行ってもいいのではないかという考え方からいけば、問

題ないのではないかというふうに僕は思うけどね。その辺りはどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 局長に確認と、ちょっと教えてもらいたいのだけど。私の勘違いかもしれ

ないけれども、ちょっと広報だとかいろいろな条文を見ていると議会運営委員会というのは設置義

務はないのだよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 設置義務はないですよ。条例で設置できると。 

○委員（熊谷雅史君） ないですね。条例で認めた時に設置ができるということですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。 

○委員（熊谷雅史君） この話はね、よく聞いてください。この議運のやっているスタイルという

のは僕も非常に大事なことなのだけれども、この議会運営委員会というものは別に設置しなくては

いけないということでしょ、常任委員会とは。 

○事務局長（上坊寺博之君） 常任委員会もそうですよ。全部ですよ。 

○委員（熊谷雅史君） 僕の聞いているのは。 

○事務局長（上坊寺博之君） 自治法上でしょ。 

○委員（熊谷雅史君） だから、この議会運営委員会の今やっているスタイルを常任委員会の中で
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はできないのですか。議運の仕事を常任委員会の中でできないのかと。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほども言いましたとおり法律事項なのですよ、議会運営委員会と

いうのは。法律の中に常任委員会の設置と議会運営委員会の設置がある。議会運営委員会の仕事っ

てそこで決められているのですよ。というのは、一つは議会運営に関する事項。もう一つは議会の

会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。もう一つは議長の諮問に関する事項。これが議会

運営委員会の業務だとなっているのですよね。だから、設置しなくてもいいのですよ。 

○委員（熊谷雅史君） だから、僕が聞いているのは、今言った４つの項目を常任委員会の中でも

扱えるのかということです。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただね、法で言っている常任委員会というのは、その部門に関する

当該地方公共団体の事務に関する調査なのですよ。だから、まるっきり違う。 

○委員（熊谷雅史君） だから、それに付随して、それは付託というか、条例の中で変えて、それ

が常任委員会の中に盛り込めないのかということを聞いているの。意味わかりますか。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会運営委員会の代わりに常任委員会でできないのかという意味だ。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは法で示しているとおり、やっぱり別だと考えた方が解釈は間

違いないと。 

○委員（熊谷雅史君） そうしたら駄目なのだね。僕が言っているのは、議運を広聴に委員会にし

てくっ付けてしまった方がいいのではないかなとそういうことですよ。そうするとすっきりしてし

まうのだよ。広報も大切なのだし、議運も大切なのだし。だから、そこのところの形が違う。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩します。２時半まで。 

休   憩      午後 ２時２０分 

                                           

再   開      午後 ２時３２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。ご意見ございます方。 

委員外議員西田議員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 広報・広聴のことについてなのですけれども、私も加藤委員の意見

に賛成なのですね。なぜかと申しますと、白老町議会ばかりではなくて全国的に議会としての住民

の知る権利というものを確保できるのではないかなと。やはり、マスコミなんかでもずいぶん取り

上げられていますけれども、議員のいろいろな問題について話題になっておりますので、やはり、

そういう意味からもまず住民が知る権利を議会が積極的に公開していくという姿勢は新しい試みで

はないかなと思っております。 

 ２つ目にですね、例えば、今、インターネットで配信していますね、議会。そういうものに対し

まして、また、ホームページも持っておりますし、ですから、議会側として町民の方々にいかに、

例えば行政のことであろうとどんなことであろうと広く知っていただく、わかりやすくお伝えする、

そういうことを専門にやるところをですね、例えば今回もし、やるとしたら全国初かもしれません

けれども、そういう新しい試みもあってもいいのではないかなと思っております。以上でございま
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す。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、特別委員会の数、常任委員会の数を含めて広報・広聴がどうするか

というようなことが議論の中心になっているわけですけれども、いずれにしても先ほどもどなたか

からご発言ありましたように、増えれば大変な状況になるということは事実であります。ですから、

そういうことも十分考慮に入れて議論を重ねて行かなければいけないと。ただ、これは６月までは

全体的な意見をまとめなくてはいけません。そうでありますので、会派で煮詰めるところは段々煮

詰まってきてはいるのですけれども、煮詰めるところを増やしていくというようなところではやら

なくてはいけませんので。そういう点でもうちょっと意見ありましたら、どうぞ。いいですか。そ

れではですね、ちょっと確認をいたします。常設の特別委員会のあり方という部分で、イオルの特

別委員会と港湾の特別委員会については特別委員会として設置をしないと。それから、予算・決算

については特別委員会で行なうと。この２点までは確認してよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） はい。今後、この定数の削減に伴う委員会のあり方について言うと、常

任委員会の数をいくつにするかということ。そして、現在の議会広報特別委員会をどのような形に

していくかと。この辺りが意思統一できればいいのかなというふうに思っておりますので、その点、

各会派で一つ議論をしていただきたいと思います。委員会のあり方についてはよろしゅうございま

すか。今後、その点を議論しながら数を決めていくということでよろしゅうございますか。６月ま

でですから、あまり時間がありませんので、この次からきちんともうちょっと詰めて行きたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 次に通年議会の関係ですけれども、先ほど局長から説明がありましたように町との話し合いをい

たしました。結果としては、町は持ち帰り町長とお話をして、町長と議長の話し合いの持てる場を

作りたいとこういう結論なのですけれども、前向きだというふうな理解を、前向きというか駄目だ

ということでやるということではないということは思いました。情報によりますと、この間、岡本

さんが言っていた白馬村がやらないような状況になったようでございます。この間、厚真に行って、

ちょっと厚真の状況を聞いてきましたら厚真も、考えてちょっと勉強するかとその範囲なようでご

ざいます。うちがちょっと進んでいるかなという状況はありますけれども。この通年議会について

何かご意見ありますか。白馬村のやらなくなった理由はわかりますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい。一応、主幹が白馬の方に電話を直接かけたのですよ。それで、

聞いていただきまして、基本的に部長さんもちょっと言っていましたけど、両翼がいるのだそうで

すよ。推進したい派としたくない派とがいて、その数が拮抗しているのだそうですね。少数で反対

しているのですって。 

○委員長（大渕紀夫君） 強力に反対している人と、強力に賛成している人がいるという意味です

か。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、なじまないのだそうです。どちらも折れないから。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩をします。 

休   憩      午後 ２時３７分 
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再   開      午後 ２時４２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。通年議会につきまして、ご意見

ございます方。じゃあ、この状況で進めて行くということでよろしゅうございますね。 

 それから、報告会と研究会について、各会派で議論がされておりますか。まだですか、現段階で

は、具体的に。わかりました。同時進行で進めるということですので、ご意見ございましたら各会

派でちょっとまとめていただきたいというふうに思います。進めるということについては決まって

いますからね。それでは、他、何かございますか。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、ちょっと長時間にわたりましたけれども、本日の議会運営委

員会を閉会したいと思います。よろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

                                          

○ 閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、閉会をいたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ２時４４分） 

 


