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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 ８月２７日（金） 

  開 会   午後 １時３１分 

  閉 会   午後 ２時１８分 

 

○議事日程  

 協議事項  

平成１９年度第３回定例会について（一般質問について） 

 

○会議に付した事件 

 協議事項  

平成１９年度第３回定例会について（一般質問について） 

 

○出席委員（１０名）  

 委員長    大 渕 紀 夫 君         副委員長   吉 田 正 利 君 

 委 員    熊 谷 雅 史 君         委 員    吉 田 和 子 君 

    谷 内   勉 君                加 藤 正 恭 君 

 議 長    堀 部 登志雄 君         委員外議員  根 本 道 明 君 

 委員外議員  玉 井 昭 一 君                西 田 祐 子 君 

           

○欠席委員（１名）  

委 員    山 本 浩 平 君 

 

○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（大渕紀夫君） ご苦労様でございます。ただ今から、議会運営委員会を開会いたします。 

山本委員につきましては、欠席の届けが出ております。玉井議員は若干遅れるそうでございます。 

 

◎調査事項 
○委員長（大渕紀夫君） 早速、協議事項に入りたいと思いますけれども。一般質問について、８月 27

日午前１0 時締切りと言うことで、10 名が届け出をしておりますので、随時、重複等々をチェックしたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、事務局長のほうで説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、私のほうから通告順に従いまして、ご説明申し上げます。 

通告番号１番でございます。14 番、大渕議員でございます。項目は１件であります。飴谷町政４年間の

総括と今後の方向についてという質問で、細かく４点ほどございます。 

１点目は、４年間の自己評価はどのように考えておられるか。これに対しまして、細かく４つございま

す。 

①が町民に対する満足度は。 

②としまして、政策面での町政運営、産業振興、福祉の向上をどのようにとらえているか。 

③問題点はなんだったと考えるか。 

④その上に立って現状をどの様に乗り越える考えか。ということでございます。 

２点目としましては、まちづくりの基本的な考えについてということで、これも同じく、細かく２点ご

ざいます。 

①でございます。現在の状況の中で、基本を何におくのか。 

②としまして、国・道との整合性をどのように考え、政策的にどのように乗り越えていくのか。という

ご質問でございます。 

３点目は、基本政策についてということでございまして、これも細かく５つ、あげてございます。 

①です。町の将来展望としてどの様な町を作っていく考えか。 

②としまして、産業政策は、全体的なバランスをどう考えているか。 

③港について、町民ができる将来像をデータに基づいて示すべきはどうかと。 

④でございます。福祉政策において、弱者に光を当てる具体的な取組みについて。 

⑤４連携の推進と町立病院の考え方についてでございます。 

４点目です。職員の力をどの様な形で引き出そうと考えているか。また、町民との協働をどの様に図っ

ていこうと考えておられるか。というご質問でございます。 

次に、通告の２番目でございます。10 番、宗像議員でございます。３項目の質問でございます。 

まず、１項目目でございますが、「森野体験館」の利活用の現状と課題についてということで、２点ご

ざいます。 

１点目、体験館の利活用の現状はどの様になっているか。 

２点目、利活用の今後の課題をどの様にとらえているか。答弁、教育長でございます。 

２項目目です。「平和教育」の実態についてということで、２点ほどございます。 

戦後 62 年を経過して、今や「戦争の悲惨さ」を忘れかけている。この時こそ「平和」の重要性を会得



 3 

させるべきだと思う。と言うことで２点ございます。 

１点目は、各学校での「平和教育」の実態はどのようになっているか。 

２点目です。今後の方向性についてお伺いしたい。ということでいずれも教育長でございます。 

３項目目です。「ミニ美術館」を目指してということで、これは１点だけですね。 

道内の市はもちろんのこと、町村には素敵な美術館を開設しているのを見かけているが、ミニ美術館の

開設をどのように考えておられるかということで、教育長に対するご質問でございます。 

続きまして、通告の３番目でございます。９番、吉田正利議員でございます。１項目の質問でございま

す。バイオマス燃料化プラント建設計画全般についてということで、６点ほど質問が出てきてございます。 

１点目です。設計コンサルタントの決定についてということで、細かく２点ございます。 

① 設計コンサルタント決定の最重点は何に焦点を当てたのか。 

② 他施設の事故例を技術的にクリアされた仕様であるか。ということでございます。 

２点目として、登別市側との協議経過についてということで、３点細かくございます。 

① ６月４日付申し入れ文書に対する協議結果について。 

② 平成 21 年４月以降、白老のトラブルを想定した協約についての必要性は。 

③ 粗大ごみ、不燃ごみを継続して登別市に依頼するとあるが、一貫性にかけているのではという質問

でございます。 

３点目です。工場敷、エネルギーの供給及び環境対策についてということで、細かく三つございます。 

① 用地費または借上費、電力、蒸気供給費、ＲＤＦ引取価格等の協定は。いかにということです。 

② 環境に影響する大気、水質、騒音、悪臭、振動、土壌汚染等の関連協議は。どのようになっている

かということでございます。 

③ プラント稼動後の公害協定の必要性についてであります。 

４点目です。高温高圧装置の構造並びにスペックについて。と言うことで10 点ほどございます。 

① 装置のキャパシティについて（時間当たりトン、日当たりトン、月何日稼動かということです。） 

② 装置の構造は同一金属一体物かと。 

③ 内壁レンガ張りか。（レンガの規格はと。） 

④ 装置の臨界温度（230℃、30 気圧）の設定理由は 

○副委員長（吉田正利君） 臨界温度の件で、230℃と書いていますが、235℃でございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 235℃。失礼いたしました。230℃を今申し上げました235℃に直していた

だきたいと思います。 

⑤ プラスチック等が、炭化過程で内壁に融着する可能性は。 

⑥ 同上の剥離する行程は増えないか。 

⑦ 立ち上り時期の全プラントのトラブルの想定は。 

⑧ 立ち上り期の装置取替、改造、補修費の分担区分は（メーカーと発注者）と。 

⑨ ガス発生と集ガスシステムの装置と安全性について。 

⑩ ドレン発生と中間処理システム及び水質汚染についてであります。 

５点目です。経済性についてということで、２点ございます。 

① プラント施設の耐用年数は17年として14億円の投資で年8,235万円/年の更新に掛かる設備費は。 

② です。プラントのメンテナンス費用はどこで計上しているか（ランニングコスト）の中です。 

６点目です。財政再建途上との関連について。 
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① 平成 20 年度決算時、対策費26 億 7，000 万円の推移を見て事業の延長も考えられないか。 

ということでございまして、町長に答弁を求めるものでございます。 

次に、通告４番目でございます。12 番、吉田和子議員でございます。 

1 項目の通告であります。生命の安全と安心についてということで３点ございます。 

１点目です。火災予防について、細かく三つございます。 

① 白老町における防火対象物件と査察の実施内容は。 

② 査察実施による指導事項につき、防火上危険と判断された物件に対する対応はいかに。 

③ 危険物施設設置の許可と検査体制はどうなっているのか。 

ということでございます。 

２点目です。火災救助警防状況について、２点ございます。 

① 火災発生までの要因とそのための予防策と、ここ５年間の減少の要因をどうおさえているか。 

② 警防出動数が 18 年度は 94 件となっているが、業務内容についてお伺いしたい。ということです。 

３点目です。救急業務について、５点ございます。 

① 救急救命士制度が誕生して 15 年になり、白老町も育成し導入しているが、その効果をどうとらえ

ているか。 

② 救急要請での緊急性の割合と対応について。 

③ 搬送、病院との連携、転送、転院等についてマニュアルはあるのか。 

④ 急病、事故、災害等の搬送に対応するためのトリアージ導入の考え方について。 

⑤ 救命率向上のためのドクターヘリの養成の考え方について。答弁者は町長でございます。 

次に、通告の５番目です。13 番、斎藤議員でございます。通告項目は１項目です。教育の方向と現状に

ついてということで、３点通告がございます。 

 １点目です。「教育再生」改革にかかわってと言うことで、細かく三つございます。 

① 教育再生会議の報告の現段階と成案になるまでのスケジュールは明示されているのか。と言うこと

でございます。 

② 学力向上の必要から「ゆとりの時間」の見直しが言われているが、「ゆとりの時間」の現状は。 

③ 指導不適応教員の処遇について指導の強化が言われているが、町内で該当する教員の割合は。 

と言うことであります。 

２点目です。児童生態の実態についてということで４点ございます。 

① 町内児童生徒の不登校・非行・いじめの、ここ数年の数値の変化は。 

② 「いじめ相談ダイヤル」の活用、あるいは「出会い系サイト」による被害量に対する危機管理体制

は万全か。 

③ 「早寝・早起き・朝ごはん」運動があるが、欠食児の状況と指導はどうなっているか。 

④ 学級崩壊といわれるような状況の発生はないか。最近の児童・生徒の落ち着きぶりをどう見ている

か。ということでございます。 

３点目です。学習指導のかかわりで、５点ございます。 

① 習熟度別学習の成果と問題点は何か。 

② 朝、始業時間前の各学校の取り組みの状況は。 

③ ふるさと教育の現状と今後の計画は。 

④ 特別支援教育の現状はどうなっているか。 
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⑤ 全国学力テスト調査の目的と、東京における不正行為に対する見解はどうか。 

と言うことで、教育長に対して答弁を求めてございます。 

次に、通告６番目でございます。６番、土屋かづよ議員でございます。２項目ございます。 

１項目目でございます。後期高齢者医療制度についてということで、５点ございます。 

１点目、制度の導入によって今までと同じ医療が受けられるのか。 

２点目です。平成21 年度から保険者ごとの特定健診制度になることでの75 歳以上の受診は。 

３点目です。地域ごとの診療報酬で格差は。 

４点目です。今後変わる高齢者の医療制度は。 

５点目、町民に対しての周知は今のままで良いか。と言うことで、町長に答弁を求めております。 

２項目目です。移住定住対策について、と言うことで２点ございます。 

１点目、商工業者が連携して立ち上げた移住促進策は、町としてどのように連動していくのか。 

２点目、５年後の人口推計が１万 9,850 人となり、人口減に歯止めがかからないが、抜本的な取り組み

は。町長に答弁を求めてございます。 

通告の７番目でございます。４番、鈴木議員でございます。２項目の通告です。 

１項目目、職員の意識改革について、と言うことで３点ございます。 

１点目、町長就任後、取り組み実施した事項は、また、実施後の町民の評価は（職員の評価も）と言う

ことでございます。 

２点目です。人事評価制度の20 年度実施に伴い試行していると思うが、現在の状況は。 

３点目、町民の意見を聞くため、接遇アンケート調査・ご意見箱の設置の検討結果は。 

町長に答弁を求めてございます。 

２項目目です。ＡＥＤについて、４点ございます。 

１点目、設置状況について、２点目、利用状況について（救急車両も含む）、３点目です、設置場所に

勤務している職員への研修状況についてであります。４点目、今後の設置計画はと言うことで、町長に答

弁を求めてございます。 

通告の８番目です。11 番、氏家議員でございます。２項目の通告です。 

１項目目の通告、明るく活力ある地域社会づくりについて。 

高齢者が社会の一員として、自分らしく活き活きと生きていける地域社会づくりがもとめられる。 

最近、「心の健康」、「頭の健康」、「体の健康」が大事であり、その予防対策の現状と今後の対応につい

て。町長に答弁を求めております。 

２項目目でございます。学校教育全般について、と言うことで３点ほどございます。 

１点目です。小中生文科省調査によると、不登校が５年ぶりに増加、道内の不登校の小中学生も288 人

増の 4,128 人と５年ぶりに増えている。町内の現状は。 

２点目です。文部科学省の来年度から小学校のスクールカウンセラーを増員する方針を決めたが、白老

町の今後の対応は。 

３点目です。今年度中に改定が予定されている小中校の学習指導要領について、基本方針を「ゆとり教

育」から、「確かな学力の向き」へと転換。言語力を全教科で育成するとあるが、白老町の今後の取り組

みは。教育長に答弁を求めております。 

斎藤議員のをちょっと見ていただきたいと思いますが。５番ですが、ここと若干似通っているところが

あるのかなということで、氏家議員にはすでにお伝えしてございます。 
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まず、１点目の不登校の部分につきましては、斎藤議員の通告２番目、不登校・非行・いじめの部分が

ございますので、ここと若干重複するのかなと思っております。それから、２点目のスクールカウンセラ

ーも、この辺で出てくるのか来ないのか、３点目の確かな学力と言うことで、斎藤議員の３番目、習熟度

別、それと１番目のほうにもゆとり時間が書いてございまして、この辺と若干重複されるかなと思いまし

た。 

次に、通告９番目です。７番、西田議員でございます。２項目の通告でございます。 

１項目目、第３商港区についてということで、３点ございます。 

１点目、港建設の町負担額は。 

２点目、建設延期はあるのか。 

３点目、建設後の維持管理費はどの程度の額か。答弁は町長に求めてございます。 

２項目目、人事についてと言うことで、今後の人事管理体性は、職員総数を減らして、今後どのような

対応をとろうとしているのか。答弁を求めるのは町長でございます。 

通告最後、10 番目でございますが、２番、熊谷議員でございます。１項目の通告です。 

平成 15 年 11 月、白老町長選挙において示された飴谷町長の公約（マニフェスト）についてであります。

２点ございます。後援会会報には、５つの柱と 30 の目標について書かれていますが、任期もわずかとな

りますが、達成度など総論として自己評価を含めどのようにとらえていますか。 

２点目、５つの柱と 30 の目標の中で、公約達成のための項目と思うが財政確立の目標が示されていま

す。状況と結果をどのように抑えていますか。ということで、町長に答弁を求めてございます。 

以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、一般質問、10 名の内容が説明されましたけれども、斎藤議員と氏家

議員が若干、バッティングしているかなと思うのですけれども、それ以外はどうですか。 

 はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 氏家議員の（３）の「確かな学力の向き」とあるのだけれども、「学力の向き」

とはどういう意味なのだろう。向上という意味なのかい。「向上」というのではないのか。言葉が変なの

だ。原稿はどうなっているの。「確かな学力の向上」だと思っていたのだけれども。 

○事務局長（上坊寺博之君） 見たら「向き」と見えたのですが、「上」です。ミスプリントではないで

す。私どものほうの見方の間違いです。訂正していただいてありがとうございました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、委員外議員、西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） ただ今私の２番目の人事についてと、鈴木議員の職員の意識改革について、

もしかしたらダブるところがあるのかなと、若干考えておりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 根本的には違うのですね。 

はい、他。よろしゅうございますね。 

ただ、各議員にお願いしますけれども、やはり、自分より前に質問されたことで答弁があった場合は、

なるべくそれは省いてください。行きがかり上、どうしても質問しなければだめだと言う場合が出るので

すけれども、それは極力避けると。原稿を書かれる方は、再質問でも原稿を書いている方もいらっしゃい

ますから、そういう中で、同主旨の質問と言うのがあるのですよね。 

 ですけれども、できる限りの範囲でそういうものは避けるという努力を、一つしていただきたいとお願

いをしておきたいと思います。よろしゅうございますね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） それでは、一般質問については以上で終わります。 

２番目、その他、その他の１、行政視察の関係について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回の議会運営委員会の中で、行政視察の関係で、時期的なものは確認を

させていただいていまして、定例会、速やかにというご回答をいただいたのですが、町側に報告しました

ところ、どうしてもその時間に組みますと、この間、登別と見ていたような状況のところも見せなければ

ならないと言うことで、今回は中止をしたいと。来年、新たなメンバーになりますので、時期の良い時に

させていただきたいというようなお話を承ってございました。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。行政視察の中止については、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、２番目。任期満了に伴う慰労会について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これにつきましても、従来の任期満了は５月だったものですから、３月定

例会で、４月選挙という形で、例年のごとく３月に懇親会を行っていました。前回は 11 月の選挙になっ

て、それで、町側のほうから、任期満了の一つの区切りでありますので、今回、中途になりますけれども

実施したいというお話がきてございます。一応定例会が終わったあと、総務課のほうで仕切りを行います。

詳しいことは、まだ会期の日程が決まっていませんので、一応 31 日以降に決められるかなと思っており

ます。いずれにしても、会費製になりますので、それもご報告申し上げたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。町側から、そういうようなお話があったと。今後、財政の問題が浮上し

た場合は、こういうことが少なくなっていく可能性が、町の職員の皆さん方も大変ですので、そういうこ

とになる可能性はございますけれども、今回につきましてはそういうことで、最後ということで、町から

呼びかけがあったと言うことでございますので、これは受けてやると言うことでよろしゅうございますよ

ね。もちろん会費制です。どうですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのようなことで、町側の仕切りで行うということでございますの

で、ご了承願いたいと思います。 

 ３番目、その他ですけれども。今、財政のお話をしましたけれども、実は議会も、町は議会以外のとこ

ろはどんどん事務事業の見直しが行われています。議会の見直しをいかがにするかと言うあたりがござい

ます。これから、私も、いろいろ考えてみたのですけれども、議会の経費の見直しで、我々が今やれるこ

とというのは何なのかと。議会費の見直しです。そうしますと、例えば東京白老会とか、登別の話はこの

間の懇親会で聞かれましたか。私のテーブルでは出ましたけれども、経費を３分の１カットすると決めた

のだそうです。そうすると、カットできないものがあるから、カットできる部分全部半分以下にしないと

だめなのだそうです。それで、行政視察は半分にしたと言っていました。それは、聞かれた方もいるかも

しれないけれど、うちのテーブルではそのような話が出まして、「行政視察は、全部半分にした」という

話を登別の議員さんはしていらっしゃいました。 

 ですから、良い悪い別ですけれども、あとはうちの視察ですね。議員の視察、それから、あと削れると

言ったら、そういうものしかないのです。ここら辺、いろいろありますけれども、議会事務局にどういう

ものが削れるかというのを、ピックアップしてあげていただくしかないと。その中で、これはしようがな

いか。これはやはり残さなければならないだろうと。いうあたりを精査するしか、やり様がないのですよ。

他のところは今、ぎりぎりまで削ってきていますからね。今までの状況の中で、１億 5,000 万円かいくら

かやるわけでしょ。 
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 とても、常識の範囲外までやらないと、ちょっと難しいと思います。ですから、私の考えとしてはどこ

までやれるかわかりませんけれども、予算査定の第 1 回目は上がっていますから。上がっていないのはう

ちくらいかな。あとは他のところ上がっているそうなので、事務局から案を出してもらったらいかがかと

思うのです。この件について、何か皆さん意見がありましたらどうぞ。 

 庁舎内全体でやっていることですから、議会だけは一切、手をつけられませんと、そういうことにはな

らないと思うのですね。 

はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今突然の提案で、議会費も充分精査していないので、我々も考えるところがあり

ますので、今日出して今日返事というわけにもいかないので、もう少し検討させていただきたいと思いま

す。後日の議運にでも、考えてみたいというふうに思いますが・・・。もちろん、それまでには議会事務

局のほうでできるものが、一つの案として提案してもらうのも一つの方法だし、我々、我々の考え方でも

カットするところはカットする。もう少し時間いただければと思いますがいかがでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 委員長が言ったように、削ると言っても削れないものもあるということであれ

ば、どういう項目が削れるのか、その辺、項目だけ出してもらえば、それでこれだけかかっていると言う

のがわかれば、これは削れますので、その辺を事務局で計算して皆さんに示してもらって、それでこうし

ようと言うことで決めていったほうがいいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 事務局、それは、一定限度整理はしていますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） これを落とした場合、いくらぐらい出るとか、そういうのは何点かはして

おりますけれども、文章はまだきちんとはなっていません。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 何年か前に、議会議事録を町民にやってもらって、それは常任委員会の議

事録はそういうふうに進んでいると思うのですが、本議会のほうはまだ札幌に出しているのですよね。例

えば、委員会の議事録は精度も上がってきているし、最初は試行でやったのですが、非常に精度が上がっ

ていると。そういうようなことで、本会議のほうもそれを適用したら、どのくらい差額が出るか、この次

まで出してもらえれば、それが可能なのかどうなのかも含めて。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 単純に半分くらいにはなるのですよ。定例会で出している分の半分近くに

はなるのですよ。ただ、時期の問題があるのですよね。というのは、今 5 人くらいで回していますけれど

も、定例会のボリュームと言ったらすごくあるのですよ。それを今やっていても、次の定例会の直近まで

かかるのです。普通の人で出すと、もっともっとかかっていってしまうのですよ。次の定例会まで間に合

わないような状況になるのかなと、それだけなのですね。 

 だから、前の時に一般質問したとか、質問した項目が確認できない状況になってくる。それだけなので

すね。今は、従来の臨時会でも短い部分は出しているのです。だから、３月定例会だと 10 日にもなりま

すよね。普通のでも３、４日あるので、それだとなかなか難しいのですよ。１日の 10 時から、４時から

びっしりかかっていますからね。 

○委員外議員（根本道明君） 方法としては、人数を多くするとか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 従来はですね、20 人公募して 10 人からスタートしたのです。結局こぼれ

てくるのです。今は５人、だからすごくいい人が５人残っているのです。できないという根拠はないです。  
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○委員外議員（根本道明君） やろうというふうな方向で考えていくと、半分になる。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今のようなことも含めて。 

はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど提案したほかに、議員報酬ですね。現在もカットはしているのですが、町

職員が 20 パーセントもカットすると言うような状況が報道されているわけですね。従って、議員報酬も

そのままで、カットしたままでいいのか、現状維持にするのか、しなければならないのか。その辺りの議

論も、どこかの場で、一応はすべきではないのかなという気がするのですよ。それで、よく例に出るので

すが、類似町村の現在のカットしたところの金額とか、管内の町村の報酬、それらを参考に調査をしてお

いていただければありがたいなと思うのですが、検討するとしてですよ。すべきではないのか、現状維持

にするのか、上げることは難しいのでしょうけれども、現状にするのか下げるのか、その辺りも議論すべ

きだと思うのですよ。そういう資料も、できうれば前もって用意していただければありがたいと思うので

すがいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、データとるのは構いませんし、それは参考になります。ただ、選挙が終

わったあとに決めないと、ここで決めて新しい人たちがそれに従うと言うことにはならないと思いますの

で、そういうことで言えばデータとして集めるのは構いませんけれども、決めるのはやっぱり新しいとこ

ろでないとまずいかなという気がしておりました。そこは。 

 ここで議論して、ここで下げると決めて、新しい人のところでと、それはちょっとまずいかなというふ

うに思っていましたので。ただ、今言われたようにデータを集めるのは構わないと。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） でもね、考え方として、議論もしないと言うことで、今度新しく選ばれた議員の

中で検討すればいいのだというのでは、それでいいのですかね。やはり、町の職員が 20 パーセントもカ

ットするよと言うことをしていますから、下げる上げるを決めるのはいつが良いのかは別な問題としても、

今カットすることが良いということになれば新年度からカットするわけでしょ。そういうことになりませ

んか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、加藤委員が言われたのは・・・。 

○委員（加藤正恭君） 町のほうでは１月からカットをすると言う方向を出しているのですけれども、議

会のほうでもそういう問題についての議論をしなくてもいいのですかとこういうことなのです。決めるの

は新たな、選ばれた議員の中でやるべきだと言うことになると、今の議会費の問題もすべてそういうふう

な範疇に入るのではないのですかと。そういうふうにはならないのですかということを言っているのです。

議会費を見直すという意味から言ってですよ。そういう意味のことを言っているのです。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ、歳費も今は自主削減で、元は変わっていないのですよね。出ている分に

ついてはね。ですから、そういうことで言えば、今見直すというのは議会費全般の話であって、歳費につ

いては、これはやっぱり議論をしないという意味ではなくて、新しく選ばれたところで議論をしないと、

何かちょっとおかしくなるのではないのかなと思うのですけれどもいかがでしょうかね。はい、議長どう

ぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 自主削減のことだからね。議員の報酬については、報酬等審議会で決めている

額は変わっていない。今、我々がやっているのは自主削減ですから、今加藤委員が言われたのも、これ自

主削減の部分で検討する必要があるのではと言うことですね。それはやはり新しい議員でやってもらった

ほうが良いのかなと。報酬等審議会で決めている額はかわらないのだから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 自主削減をしているのでしょ、だからそのまま繰り越していけば、新議員も自主

削減のままで移行すると言うことでしょ。移行するのではないのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） それは 10 月で切れます。切れるから、歳費は11 月から元に戻るのです。これ

は完全に戻ります。新たな議会で、決めない限りそれは今までの報酬でいきます。 

○委員（加藤正恭君） ただ、そういう経過があるとすれば、11 月、12 月。例えば、11 月から新しい議

員さんで報酬が支給されるわけですね。それが決まるまでの間、11 月、12 月は元の状態に戻した状態で

支給されるわけですよね。いつになるのか分からないから。だから、そういうものを継続する議論だけを

しておいたらいかがですかということを言っているのですよ。自主削減の問題、切れることはわかるので

すよ。 

○委員長（大渕紀夫君） そのことがあるから、10 月の 31 日まで自主削減をしましょうと前回決めたの

です。今の自主削減を決めたときは、10 月 31 日まで削減するというのは、任期は11 月９日くらいまであ

るのですが、それは新たな議会で決めるべきことですから、10 月 31 日までであとは全部戻りますよと。

あとについては、新しい議会で決めて削減するのなら削減する。削減しないのであれば削減しないと。こ

ういうことで決めてある中身だと思います。 

 ですから、新たな議会の部分について、今削減するかどうかというのはここの議会で決めるべきではな

いような気がするものですから・・・・。 

 それで、新たになった段階で、削減は新たな議会の中で決めるべきだろうと。こういう議論なのでござ

います。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 理屈的にはそのとおりなのですけれども、分かるのだけれども、それを１ヶ月で

も２ヶ月でも自主削減をするまでのルールをつくるまでの間もとに戻すと。ですから、そういうことより

も今のを継続するような方法を講じられないかどうかということを議論をすべきではないかと言うこと

なのですよ。どんなものなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方どうぞ。はい、吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今、加藤委員がおっしゃることの内容はわかるのですが、時期的にもう１月

しかありません。ですからそういう意味で新議員でやってもらったほうが、きっと筋がとおると思うので、

そういうふうにしたらいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の削減した経過、いろいろと議論があって我々はここまで来ているのですけ

れども、だけれども、前も確かここまでくるまでの過程で、新しくなった時には、やはり削減を些少して

も、町民にも理解されない部分が大分あるから、これは元に戻してやるべきだと、そういう経過もあって、

たまたまその後に、削減してからこの町のほうの改定が出てきたものですから、やはり新しい議員でやっ

てもらったほうが良いのではないのかなと。確か皆さん、前の時は削減する時、いつまでも行きがかり上、

なんとなく下げてきている部分があったのですよね。それでこの期から、ここで１回切ってしまって、新

たなところで、できればあまり削減しないような方向でいきたいというような方向で、皆さんで話し合っ

たという経緯もあるもので、今回はこのままいって、次の課題については、自主削減についてはまた新し

い議員でやってもらったら良いのかなというふうには思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 経過を、私も記憶が定かではないのだけれども、この削減の案は、前の議会で決

めたことですよね。それで、我々の４年前の選挙で選ばれた時に、そのままずっと来ているのではなかっ
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た・・・。１回もとに戻したのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 来てはいますけれども、その時々に毎年毎年、全部議決をあげていますから。

ですから継続されているように思いますけれど、それは全部新たにやっているということです。継続して

やったものではございませんから、それだけはっきりしています。 

○委員（加藤正恭君） それであればいいです。ごめんなさい。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、経費の問題につきましては議会事務局から出していただいて、見直

せるところは見直すというようなことで、各会派で議論をしていただきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。局長それでいいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 良いです。 

○委員長（大渕紀夫君） 皆さん、その他の件で、何かございますか。 

はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この間の議員会で決めたことを、ちょっと皆さんに。伝わっていないかもしれな

いし、伝わっているかもしれない。確認の意味で提出しておいて・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先般の、議員会の役員会を開催させていただきまして、任期満了の年に、

従来は３月の定例会でしたけれども、会期、１番最後閉めてから、勇退される議員に対して記念品・花束

を贈呈して、ご挨拶をいただいているという経過がございます。前回は、松田当時の議長と野村議員と清

水議員。たまたま町長も同じ時に勇退されている見野町長の４人に記念品・花束を贈ってご挨拶をいただ

いていると。 

今回９月の最終日、13 日か 14 日ですが、それしかチャンスがないものですから、いかがにしましょう

かということになって、まだ決めかねている人がいるのではないかということだったものですから会派の

ほうで 12 日までにつかんでいただきたいと。 

 従来も勇退するかどうか、まだ決めかねているという方は、事情をご説明して後日記念品だけは贈った

と教育長に聞いていたのですが。というのは、以前、木村直樹議員が決めかねていて、挨拶をしていない

のですよね。セレモニーをしていないのです。そういう状況があったものですから、12 日までにつかもう

と。議員会ではいればやるということにしまして、大渕委員長の会派の方はいないものですから、たまた

ま斎藤議員がいまして、斎藤議員にお話をしましたので。 

○委員（加藤正恭君） 日にちを切らなければ困るものだから、はっきりしている人はご挨拶もし記念品

もあげると、その後選挙の時期が始まる頃まで決めかねている人がいるから、その人方は、そのときには

ご挨拶はできませんけれども記念品だけは後日あげると。金額については一応、前回は１万 5,000 円くら

いのもので、本人の希望に応じた記念品をやった。従って、目録だけをあげていたのだそうです。そうい

うことがあったようです。落選した場合は当たりませんからね。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。今の件、了解しましたですね。わかりましたか、各会派の方。

了解してください。他、ございませんか。 

なけれは、本日の議会運営委員会は以上をもって閉会といたします。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午後 ２時１８分） 


