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議会運営委員会会議録 
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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

吉田副委員長は都合により欠席ということで連絡が入っております。西田委員外議員につき

ましては、所用があって出られないということの連絡、これも入っておりますので報告いたし

ます。 

それでは早速議会運営委員会を始めたいと思います。 

最初に協議事項から入りますけれども、局長先に何かございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。今日の議会運営委員会の審議事項でござ

いますが、一つは第３回定例会の運営等についてのご審議をいただくことと、それから２点目

として第３次議会改革とそれからもう１点は、先般の議運でも出ていましたとおり、財政健全

化に係る議会費の検討をいただく予定です。私からは以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは早速協議事項に入りたいと思います。２ページをお開きい

ただきたいと思います。最初に今定例会における予算の説明について、補正予算の説明につい

てを最初にやりたいと思います。説明を求めます。 

 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠章君）  それでは私の方から。議案第１号、平成 19 年度白老町一般会

計補正予算第４号。それと議案第２号、平成 19 年度白老町水道事業会計補正予算第２号。これ

を一括して説明いたしたいと思います。お手元に配布してございます概要書に沿って説明させ

ていただきます。 

まず１、歳入歳出予算の補正規模。一般会計第４号、6,483 万 7,000 円の増額補正でござい

ます。特定財源 5,728 万 7,000 円、一般財源 755 万円でございます。 

次に企業会計の補正予算でございます。議案第２号の分でございます。水道事業会計 217 万

7,000 円の増額補正でございます。収益的収入、特別利益、保険料 139 万 1,000 円の増額補正

でございます。これは落雷事故によります破損した計装機器、それの補修にかかる保険料収入

でございます。収益的支出、営業費用 217 万 7,000 円の増額補正でございます。これは今ご説

明いたしました計装機器補修にかかる費用 139 万 1,000 円と東町にございますＮＴＴから借用

している資材倉庫、これが老朽化しておりますので、今月末で借り受けの契約を解除いたしま

して、新たに移転場所として動かさなくてはいけないということで、その移転費用として 52

万 5,000 円の委託料、それと移転先の賃借料として 26 万 1,000 円の増額補正をするものであり

ます。なお移転先は現在ある消防庁舎、そこを 10 月１日に新庁舎に移りますから、そこの１階

部分を倉庫として活用するということでございます。 

以上の二つの補正結果から、平成 19 年度の予算補正状況でございます。参考の部分をご覧く

ださい。一般会計。今回計上額 6,483 万 7,000 円の増額でございますから、合計 92 億 9,007

万 9,000 円となります。特別会計は変わらずで、企業会計 217 万 7,000 円の増額、合計 19 億

7,592 万 7,000 円となります。合計 229 億 8,298 万 4,000 円、これが補正後の全体予算となり
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ます。 

次に一般会計補正内容でございます。２、一般会計補正予算の主な事項。 

１、歳出、総務費、262 万 9,000 円の増額補正でございます。情報化推進経費、155 万 8,000

円の減額でございます。これはＮＴＴ回線使用料、役場の庁舎から給食センターだとかそうい

うところに回線を組んでシステムを組んでございます。そこの回線使用料、２本のところを１

本に減らすだとかそういうことで、使用料を減らしてございます。それと電算システムですね。

保守点検内容の見直し、それに伴いまして委託料が減額されたということでございます。次に

税過誤納還付金等加算金でございます。これは法人町民税額の確定に伴いまして、過誤納額の

還付額として 253 万 2,000 円を計上してございます。次、賦課事務経費として 17 万 3,000 円の

増額でございます。これは確定申告に使用いたします確定申告書の作成用プリンタ、これが傷

みましたものですから更新にかかる費用の計上でございます。次、町長及び町議会議員選挙に

かかる経費の不足額、選挙ということで 148 万 2,000 円の増額補正でございます。これは選挙

にかかる費用の不足分の計上でございます。 

次、民生費 2,590 万円の増額補正でございます。地域介護・福祉空間整備事業。これは認知

症対応型のグループホームとデイサービスセンターの新築工事にかかります助成金の計上でご

ざいます。これはＮＰＯ法人ほのぼのさんが美園団地の中に新設する施設でございます。この

額は全額国からの交付金で計上されます。次に障害者援助事業経費、平成 18 年度障害者援助経

費 90 万円の増額でございます。これは平成 18 年度の障害者医療費負担金額の確定による北海

道への返還金でございます。次に町立保育園運営経費と緑丘保育園運営費等経費でございます。

これは広域保育料受け入れ事業収入がありましたことから、財源を振り替えるものです。これ

は登別市民の方あるいは苫小牧市民の方のお子さんを預かったということで、こうこことなっ

たのでございます。 

環境衛生費 44 万 3,000 円の増額補正でございます。バイオマス燃料化施設整備事業 44 万

3,000 円の増額でございます。これは事業発注にかかります事務経費及び廃棄物処理施設設置

許可申請手数料などの増額補正でございます。 

次に労働費８万 9,000 円の増額補正でございます。労働行政推進経費８万 9,000 円これは季

節労働者を対象にいたしました新たな制度が創設されまして、その通年雇用制度創設に伴う負

担金でございます。 

農林水産費 35 万 2,000 円の増額補正でございます。これは農業委員会経費ということで、北

海道農業開発公社の受託事業収入があったことから財源を振り替えるものでございます。それ

と白老ふるさと 2000 年の森管理経費 35 万 2,000 円の増額補正でございます。これは 2000 年の

森の中にございますバンガローの修繕にかかる費用の計上でございます。 

商工費 216 万 5,000 円の増額補正でございます。商工振興対策経費 90 万円の増額でございま

す。これは白老町地場産業振興奨励事業の補助申請が２件ありましたことから増額補正するも

のでございます。次に中小企業振興資金貸付金、これは６万 6,000 円の増額でございます。給

付対象者が増加したため、増額補正するものであります。次、企業誘致対策事務経費 119 万9,000
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円の増額補正でございます。これは企業誘致活動にかかります旅費の増額補正でございます。 

続きまして土木費、34 万 9,000 円の増額補正でございます。港湾利用促進経費 16 万 2,000

円の増額補正でございます。これはポートセールスに要する経費の増額補正でございます。外

国客船入港歓迎事業 18 万 7,000 円の増額補正でございます。これは昨年に続きまして９月 26

日に入港するスピリットオブオセアヌスの入港歓迎事業に要する経費でございます。 

次は裏のページでございます。消防費730 万5,000 円、常備消防施設維持管理経費395 万9,000

円の増額補正でございます。これは 10 月１日から移転いたします新消防庁舎維持管理に要する

経費の計上でございます。防災センター管理経費 334 万 6,000 円の増額補正でございます。こ

れは、国から合築しております防災センター部分の管理委託を国から受けるということで、維

持管理に要する経費の計上でございます。この財源は全額国からの委託料で支払われることに

なってございます。 

次に教育費 2,287 万 1,000 円の増額補正でございます。豊かな体験活動推進事業 28 万 2,000

円の増額補正でございます。これは緑丘小学校を対象といたしまして、人間性社会性に育む事

を目的とした、北海道の委託事業でございます。全額北海道からの委託金で賄われます。次、

小学校における英語活動等国際理解活動推進事業 96 万 4,000 円の増額補正でございます。これ

は竹浦小学校を対象といたしまして、特別英語教育をモデル的に実施するという北海道の委託

事業で、これも全額北海道からの委託金で賄われます。次、スクールバス購入事業。これは教

育委員会のスクールバスの老朽化に伴いまして、更新する事業でございます。財源は室信さん

からの 800 万円の寄付金と特防交付金 1,300 万円で合計 2,100 万円という形で購入事業を行う

ものでございます。次、小学校起業家教育実践研究事業３万 5,000 円の増額補正でございます。

これは商工会が北海道経済産業局からの助成事業として起業家教育をやるという、それとタイ

アップした緑小で行われます起業家キャリア教育に要する経費の計上でございます。子どもの

映画鑑賞普及事業 59 万円の増額補正でございます。これは文化庁の事業であり、芸術、文化の

向上を目的といたしました映画鑑賞会にかかる経費の計上でございます。これも北海道からの

委託事業ということで、北海道からの委託金で賄われることになっております。 

次に公債費 255 万 4,000 円の増額補正でございます。長期債元金償還費 255 万 4,000 円の増

額補正でございます。これはウタリ住宅の新築資金繰上償還がございましたので、それに伴う

長期債償還金の増額補正でございます。 

次、諸支出金 18 万円の増額補正でございます。各種基金積立金 18 万円の増額補正でござい

ます。これは昨年に続きまして、株式会社エレパルさんから 25 万円の指定寄付がございました

ことから、社会福祉基金に積み立てるものでございます。25 万円いただきましたが、すでに 10

万円は当初予算から計上されておりまして、そのうち３万円は別な方から寄付していただきま

して、その差額の 18 万円だけ今回増額補正しているということでございます。以上歳出合計

6,483 万 7,000 円の増額補正でございます。 

 続きまして２、歳入。 

使用料及び手数料 16 万 2,000 円の増額補正でございます。港湾施設使用料 16 万 2,000 円の
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増額でございます。 

次の国庫支出金と道支出金、ここは先ほど歳出のほうでご説明いたしました特定財源の分で

ございます。次、寄付金 818 万円。ここも先ほどご説明いたしました室信さんとエレパルさん

からの指定寄付の分でございます。 

繰越金 755 万円の増額補正。前年度繰越金 755 万円でございます。諸収入 576 万 7,000 円。

ここの３件につきましても、先ほどの歳出から説明いたしました特定財源の分でございます。

以上合計 6,483 万 7,000 円でございます。 

 次、３、債務負担行為補正ということで、２件追加してございます。6,942 万 2,000 円の増

額補正でございます。これはバンノ沢川砂防事業ということで 6,873 万円。バンノ沢砂防工事

の平成 20 年度分事業費の債務負担分でございます。それともう 1 件が事務機器賃借ということ

で、69 万 2,000 円の補正でございます。これは消防のＦＡＸにかかるリース代ということで、

平成 20 年度から 24 年度にかかる債務負担分でございます。 

 以上簡単でございますが、議案第１号と第２号の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今補正予算関係２件のご説明がございましたけれど、何か聞い

ておくべきことがございましたらどうぞ。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  なければ、経営企画課長ご苦労様でございました。 

 続きまして議案の説明 10 件がございます。白崎総務課長より説明願います。 

 どうぞ、総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは議案第３号からです。お開き願います。議案３号は、表

題としては、政治倫理の確立のための白老町長の資産等の公開に関する条例の一部改正でござ

います。内容は次ページ開いていただきまして、３ページになりますが、議案説明をご覧いた

だきたいと思います。そこに記載してございますけれども、信託法及び証券取引法の一部改正、

それと郵政民営化法第５条に基づく郵政公社の解散、こういうことに伴いまして、所要の整備

を行うということでございます。改正状況につきましては、下記の対照表にございますけれど

も、第２条関係だけですが、その中で、第４号で下線の部分ですけれども、郵便貯金という用

語を削除。それから第５号では全文削除。金銭信託ですね。第６号は証券取引法を、金融商品

取引法に改正するということで、上位法の改正に伴います用語の整備という内容でございます。 

 次に議案４号です。４号は、表題は白老町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部

改正です。次のページ開いていただきまして議案説明ございますとおり、10 月１日に移転を予

定しております。それに伴います所在地の変更をするということで、第３条では消防本部、第

４条では消防署ということで、位置を訂正するという内容でございます。 

 続きまして第５号です。表題は、白老町と地開発公社定款の変更でございます。これも次ペ

ージ開いていただきまして、議案説明を見ていただきたいと思いますが、こちらも先ほどの３

号と同様の内容でございますが、郵政民営化法の施行に伴う関係法律の整備、それと公有地の

拡大の推進に関する法律の一部改正,これらがあったことから,文言、用語の所要の整備を行う
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という内容でございます。対照表に改正箇所を下線で記載してございますが、法律の改正に伴

っての用語の改正は、次のページ開いて５ページになりますが、23 条、第１項の第２号になり

ます。下線の部分、郵便貯金または銀行という事を、郵便貯金を削除して、銀行その他という

ように変わります。その他の条文につきましては、字句の修正というよりも、句読点をつけて

整備したという内容でございます。例えば１条で言えば、「行なう」という事を、「な」をとっ

て「行う」にするというように、字句の整理でございます。 

 次に認定の１号、目次に戻りますが、18 年度の各会計の決算認定。それから認定２号は、水

道事業の決算認定。３号につきましては、町立病院の決算認定についての提案でございます。

それと報告１号、２号、３号。これに関連する附属書類の提出ということでございます。なお、

目次にあります議案第６号の議案につきましては、固定資産評価審査委員の選任同意の案件で

ございますが、これにつきましては当日配布させていただきます。なお、本日の目次にはあり

ませんが、予定としては任期満了を迎えるということで、教育委員の委員さんの選任同意、こ

れについては追加議案ということで、追加提案させていただく予定になっておりますので、申

し送りいたします。以上でございます。 

 監査意見書につきましては、３日に提出いたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今議案 10 件についての説明がございました。何か聞いておく

べきことが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） ございませんね。それでは議案の説明については以上で終わります。 

総務課長ご苦労様でした。 

それでは続きまして（４）、一般質問について。これについては 10 名の通告者が終わり、な

おかつ調整は終わっておりますので、このとおりで行きたいと思います。よろしゅうございま

すね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  次５番目。諸般の報告について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 諸般の報告につきましては、議長による諸般の報告が４件。議

会閉会中における動向、それと例月出納検査・定期監査、それともう１点は議員の派遣結果報

告でございます。それと町長の行政報告が予定されております。内容は当日配布になろうかと

思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ５番目について何かございますか。初日の日に例月の出納検査の結

果が報告されますけれど、議長から提案があったときに、ほとんどの方が見ていますと、私も

含めてがさがさと出したときにはもう終わっているという感じもございますので、一番最初に

これがあると。それからご質問のある方は、この時しか質問できませんので、そのことも一つ

お含み置き願いたいというふうに思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） そのお話ですと、通常当日分は机の上に順番に並べて配布され

ておりますけれど、監査の報告については議案と一緒に配布されておりますので、今日の資料
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の中で一緒になっておりますので、注意していただきたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  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６番目、平成 18 年度決算及び決算に関する付属書類の審

査方法について。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  決算審査、平成 18 年度分でございますが、先ほど総務課長か

らご説明がありましたとおり、認定が３件、認定１号から３号であります。それと報告３件、

報告第１号から第３号。監査意見につきましては、３日の日に監査から直接町に報告されると

いうことで、それ以降の配布になろうと思います。これにつきましては、グリーンの本を見て

いただきたいとい思いますが、申し合せ事項の１ページ、一番最初のページですね、そこにも

書いてありますとおり、17 年１月 26 日議会運営委員会で決定しておりまして、議長及び監査

委員を除く全員を以って特別委員会を設置し、審査するということになってございますので、

本会につきましても特別委員会を設置するということになろうかと思います。 

 これ順次言っていって良いですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、いいです。 

○事務局長（上坊寺博之君） それで、正副委員長の選任でございますが、これにつきまして

も、先例によりまして、総務の正副委員長が特別委員会の正副委員長を行うということになっ

てございます。 

 続きまして審査日程ですが、別紙付けさせて頂いております。別紙をご覧になっていただき

たいと思います。 

 これは昨年度とほぼ同じような日程を組まさせていただいておりまして、９月 11 日、後で全

会期日程ご説明しますが、一応９月 11 日始まる予定をしてございまして、初日は飴谷町長、山

崎教育長からそれぞれ 10 分程度で 18 年度に示されまして執行方針に基づきまして、総括をい

ただくということになります。その後監査委員から、まだ配られておりませんが、監査意見を

中心に一般会計、特別会計、企業会計全般の監査公評といいますか、それをされてから、質疑

を受けることになります。町長と教育長の執行方針の総括については、それぞれの科目におい

て質疑を受けることになっておりますので、その場では質疑を受けません。監査委員につきま

しては、15 分の間で質疑をいただくということになろうと思います。今、３日間予定してござ

いまして、初日が一般会計の約半分、２日目が一般会計を全て終わると。最後の 13 日は特別会

計と企業会計全般にわたる部分を終えて、おおむねそれぞれ３時ごろに終わりたいと思います。

審議のいかんによっては、もう少しかかるかと思っております。こういうような日程で決めた

いと思っております。 

それとあわせまして決算審査の着眼点及び地方自治法に定められております議決事件、それ

と決算の関係の法律条文を抜粋させていただいておりますので、後で見ていただきたいと思い

ます。私からは以上です。 
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○委員長（大渕紀夫君） はい。決算の審査方法について、正副含めてですけれど、今局長か

ら説明ございましたけれども、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） 監査委員及び議長を除く全員で行うということ、正副委員長につい

ては総務の正副という事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）  それでは次 7 番目。議員の派遣承認について。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議員の派遣承認でございますが、通常であれば管内の議員研修

等が入ってきていまして、一応議決事項として派遣承認を採るところでございますが、前回の

議会運営委員会の中で、議員研修については参加しないということになりましてので、本議会

については議員の派遣承認は全て採らない、議長の会議規則第 121 条の但し書きの規定で、議

長によって判断していただくような形になりますので、派遣承認は今回は提出をいたしません

という考え方でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  派遣承認の関係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）  今回派遣承認の提出はございません。 

 それでは８番目、特別委員会の調査報告について。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 現在、特別委員会、白老町財政健全化に関する調査特別委員会

を設置してございますが、一応審査期限を第３回定例会までとしてございますので、今回の議

会の中で調査報告されるということになります。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。財政健全化に関する調査特別委員会の報告、これを行うとい

うことになっておりますから、そういう形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）  それでは９番目、常任委員会の所管事務等調査の報告について。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 民生常任委員会が通年議会の試行に伴いまして、７月６日に議

長に通知しております大気汚染の測定について。８月 24 日の閉めの本会議で継続調査しており

ます。前回の民生常任委員会で全て調査終わっておりますので、本議会で報告をいただくとい

うことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 民生常任委員会からの報告がございます。これはこないだ民生常任

委員会やっておりますので、そういう形になりますけれども、この件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）  それでは 10 番目、常任委員会の継続調査について。 

局長。 



 9 

○事務局長（上坊寺博之君） これも民生常任委員会ですが、第１回の定例会で所管事務とし

て取り上げています事項、白老町の医療政策についてということでございますが、これは特に

病院の特別委員会の審査報告を受けまして、民生のほうで予定していたものでございますが、

町長のほうのまだ方針が出ていないということで、報告ができないわけですが、一応継続調査

をして、いつでも体制を取れるような状況にだけしておくというものでございます。ただし、

任期満了になりますので、報告はできません。自動的に廃案になります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（大渕紀夫君）  常任委員会の継続調査について。これ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 11 番目、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。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会運営委員会の次期所管事務調査でございますが、一応９月

定例会以降についてはそれぞれ議員さん選挙が控えているということで、活動は多分ないかと

思いますが、何かの時点で所管事務を取っておきませんと、協議する場がございませんので、

議会運営委員会のみ一応所管事務、従前と同じように所管事務項目を挙げておきたいと思って

おります。ただし、これも先ほどの民生と同じように自動的に消滅します。以上でございます。  

○委員長（大渕紀夫君） ここにおられるメンバーですけれども、所管事務調査の調査項目に

ついては議運だけ取っておく必要があるということで、そういう措置を取りたいと思いますけ

れども、よろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは 12 番目、第３回定例会の日程について、日程表が別にご

ざいますので、それを見ながら一つ局長よろしくお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応事務局案としましては、会期を９月４日から 14 日金曜日

の 11 日間という形で、一応作らさせていただいております。その中で一つ、日程案は別紙のと

おりですが、一括議案とする部分は認定第１号から第３号、報告第１号から第３号、いわゆる

決算審査に関わる部分、これは一括議題にして特別委員会を設置し、特別委員会に休会中の付

託にするということで、一括議題として挙げたいと思っております。それで委員長報告は後で

しますが、中身を少し見ていただきたいと思いますが、４日から始まりまして一般質問現在 10

人出ております。従来からの形で行きますと、１日だいたい４名ないし５名ぐらいはできるの

ですが、５名組みますといつも時間延長するような現状、５時を経過してしまうという現状が

ございますので、今回は 10 人でございますので、余裕を見た中で、３日で行いたいという考え

方でございます。ですから、４人、４人、２人という形で進みたいと思っております。初日が

３人で終われば順次ずれていくという形をとりたいと思っております。なるべく無理をしない

ような形で、３時から４時の間で上げたいと思っております。案ですので後で意見いただきた

い。６日の日は特別委員会を設置しまして、一括議案提案しまして、ここで特別委員会を設置
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して付託されるということでございます。 

後でご協議いただきたいのは、６日の日にお二人で特別委員会を設置して付託するだけなも

のですから、３日目はかなり早く終わるかなと。それで次のページを見ていただきたいと思い

ますが、今回町側の提案議案が非常に少なくて、決算の部分を除きますと６件しかございませ

ん。そのようなことで、これを６日の日に繰り上げて審議をするかということでございます。

そうすると、そこの２ページの下のほうに見ていただくとわかるのですが、11、12、13 で決算

審査特別委員会を設置すると、審議いただくということにしてございましたが、14 日の部分で

いきますと、特別委員会の審査報告と議会の部分、読み上げが数点あるのみなのです。14 日、

例えばこちらの町側の議案を６日に持ってきますと、13 日無理してでも上がるような形になる

のですね。それをどうするか。今のままで 14 日開催しまして審議いたしますと、14 日分だけ

でも非常に質疑等があればわかりませんけれども、現状で見ますとだいたい午前中で終わって

しまうのですね。その部分どうするかという事をご議論いただきたいと思います。 

それと後で出てくるのですが、追加議案が３本予定されていまして、その中で教育委員会の

選任同意が６日の日には間に合わないと。これだけはいずれにしても最後にやらなければなら

ないという部分でございますので、その点も含めましてご審議をいただきたいと思います。そ

れともう１点は３月からやっておりますとおり、冒頭で議会運営委員長の報告をしております。

そこに案を示させていただいておりますので、ご覧になっていただきたいと思います。一応今

日の審議を想定して書いておりますので、修正があれば直したいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長から第３回定例会の日程についてご説明がございました。特に

運営方法で 13 日に上げるか 14 日に上げるかと。ここのところが少し皆さんのご意見を賜りた

いと。通年議会を試行したために、議会関係の議案がほとんど上がってしまっています。若干

残っていますけれど。ですから意見書等々は、意見書１件だとか、委員会報告１本だとかはご

ざいますけれども、基本的なものは皆終わってしまっていますので、そういうことで言うと 13

日に上げられる可能性もあると。ただ蛇足ですけれど、こないだお話したように、町長の懇親

会が、町との懇親会が予定されていますので、上げる日を決められれば、今日の皆さんの意見

の中で 13 に上げるか 14 に上げるか、基本的には決めたいというふうには思ってはおります。

局長からありましたように、14 日までやるということになれば、かなり余裕があります。ゆっ

くりやってもかなりゆっくりになる。議案少ないですから。だから６日の日に一般議案をすべ

て上げるという事は、この日程で行けば十分可能だと。６本しかありませんから、十分可能で

す。ただ問題は、決算委員会のいままでは特別会計、企業会計が極めて短かったのが、今回こ

のような状況もございますので、これが長引くと少し面倒だなという気もないわけではござい

ません。ですから、余裕を持つか、それとも若干初日から３日間の間で飛ばして、そして 13

日で上げてしまうかというあたりの判断をどうするかということであります。 

 ご意見ございます方どうぞ。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今から決めるということは少しどうなのかなと。中身の
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問題があって、簡単に終わればこのとおり 13 日で上がるでしょうけれども、決算の審査の中身

によってはどうなのか。あまりせかせかして早く上げようということになってしまうと、内容

の検討を厳かにしても良いという、そういうことではないのだけれど、そういう雰囲気になる

という事を恐れるので、ゆっくりやってくださいよという時間を設ければ、だからといって余

計な質問をしてしまうということになるとおかしなことになるのだけれど、ある程度日程は余

裕を持っていたほうが良いような気がするのですけれど、いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の方。 

 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今委員長のほうから説明があったのですけれど、最後の議会でもあ

りますし、結論を縮めてしまってせかせかするというのもいかがなものかということで、でき

れば 14 日まで余裕を見て、早く終わる分については、それはそれで良いと思いますので、そう

いうふうにやったらいかがですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。 

 今、お二方からご発言ございましたけれど、私も本当にそう思いますので。１日、２日目の

一般質問もあまり時間食い込むような形ではないという事を初めから意識すれば、初めから 14

日ということで決めておけば、それはそのような議事進行を議長もやっていただけますので、

会期は 14 日ということでよろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは確認をいたします。第３回定例会の日程につきましては、

９月４日から９月14 日までの11 日間といたしたいと思いますけれど、ご異議ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは会期については、そのような形で取り計らいをいたしたい

と思います。 

 議会運営委員会の委員長報告につきましては、全く形式的に書いておりますけれども、よろ

しゅうございますね。何かありましたら言ってください。 

 それでは 13 番目、追加議案の予定について。局長から説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  先ほど総務課長も申していたとおり、追加議案がございます。

一つは経営企画課のほうで一般会計補正予算、現在補正第４号で上がってございますが、第４

号に間に合わないということで、１件補正予算がございます。 

それともう１点は、白老町教育委員会委員の選任同意２件上がってくると思います。和歌教

育委員長と山崎教育長の任期が切れるということで、９月以降の任期切れなものですから出て

くるだろうと思っています。 

それともう１点は議会側になりますが、これは特別委員会の中で議論中でございますが、一

応は特別委員会の中で上程されておりますので、健全化に関する法律の意見書、これが最短で

７日の日しか審議できませんので、それ以降の提案になるかどうかということで、一応は３本

予定してございます。 
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○委員長（大渕紀夫君） 追加議案の予定については、今、局長が説明したとおりでございま

す。何かございますか。 

 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）  それでは定例会に関するその他の事項について。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず１点目は、お手元に資料が行ってございます。先般の議会

運営委員会でご承認いただきました傍聴規則です。一応８月 27 日で、議長名で公告してござい

ます。町民に公表しなければならないという告示、すでに終わっておりまして、９月１日から

施行するということになってございます。今回の定例会からこの傍聴規則が施行されます。手

続きは一切不要という事で、事務局では準備しております。一応傍聴の心得という部分に番号

表示して、それを事務局で渡して入っていただくと。人数確認だけ行うということになります。

一応参考にご報告申し上げます。 

 もう１点ですが、意見書、要望書の提出漏れ、事務局の部分でございますが、本来であれば

８月 24 日に提示させていただかなければならなかったのですが、１件だけ未提出ございまして、

町外からの郵送のものでございます。よろしければ今回議題の中に入ってきませんけれども、

ご審議いただきたいと思います。これよりよろしければ配りたいと思いますが。 

○委員長（大渕紀夫君）  配布してください。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応配布されましたので、ご覧になっていただきたいと思いま

すが、札幌市にあります社団法人北海道被爆者協会からの陳情書が上がってきてございます。

この陳情の内容につきましては、原爆症認定制度の抜本的改善を、厚生労働省に意見書を出し

ていただきたいという内容になってございます。すでに札幌市、士別市、美幌町、余市町等で

意見書はすでに提出されているということで、７月に郵送されてきたものでございます。町外

者郵送のものでございますので、基本的には申し合せ事項の３ページの中に書いてありますと

おり、白老町民以外からの陳情、郵送による陳情については本会議に参考配布するにとどめ、

原則審査を行わないという規定がございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、局長から２件ございましたけれども、何かご意見のござい

ます方どうぞ。 

傍聴規則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） 意見書を出して欲しいという件については、町外ですので参考配布

になります。そういう措置でよろしゅうございますか。それとも何かございましたらどうぞ。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、非常にこの町外からの意見書、陳情してくれという要望

なのだけれど、非常に重要な問題で、札幌市だとかあちこちでもやっている。だけどこういう

のをまた認めてしまうとうちらの決まりに反するし、どういう扱いをしたら良いものか。例外
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として認めるというわけにもいかないでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） ですから、時期的な問題がなければ、次回の議会の時に新しい議運

に図っていただきまして、どこかの会派からこれを出していただいて、時期の問題がない場合、

出していただいて、皆さんがオーケーになればそれはそれでこの意見書は通るということにな

りますので、12 月なら 12 月の議会に出すということは可能だと思います。時期的に問題なけ

れば、今回はやはり町外ですから参考配布にして、緊急を要するものについてはここで出来な

いことはございませんけれども、12 月議会で間に合うということであれば、これを皆さん持っ

て帰っていただいて、この次の新しい中でご検討願うということではいかがでしょうか。 

 ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例外としては、認めているのは、この団体に白老町民が構成員

に多く関わっている場合は、議会運営委員会において協議するということですので、基本的に

は町外者郵送については、諮るということにはならないと思います。あとは議員さんの判断に

よって提示していただくという。 

○委員長（大渕紀夫君）  私がただ今申し上げたような措置でよろしゅうございますね。 

○委員（加藤正恭君）  いいですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは参考配布ということで、今回の議会で配布をしていただき

ます。 

 その他の事項はもうありませんか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私のほうでは用意していません。皆さんからあれば。 

○委員長（大渕紀夫君） 定例会関係の議案については全て終わりましたけれども、通して何

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） なければ第３次議会改革に入りますので、11 時まで暫時休憩といた

します。 

休  憩  午前１０時５１分 

                                             

再  開  午前１１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。５ページの第３次議会改革に

ついて。白老町議会運営基準の改正について。この件につきまして、各会派での議論及びまと

め、一定限度前回出ていまして、二つぐらいの会派が十分に議論されていなかったという報告

もございましたけれども、この件についてそれぞれご意見ございましたらどうぞ。 

 一つ私のほうからなのですけれど、広報広聴常任委員会ができるのだけれども、一応これで

は広報特別委員会は選任基準はこうだと書かれているのです。それはそれで良いのだけれど、

現在そうだからそうなのだけれど、確実にこの次は広報特別委員会というのはなくなるのです。

それなのにこれはやはり入れなければダメなものなのか。 
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○事務局長（上坊寺博之君）  削除しなければならない。 

○委員長（大渕紀夫君）  そうですよね。それが一つ、私感じた点。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それは私も思っておりました。11 ページの 15 番、今これは申

し合せ事項に入っているのですね。議会広報特別委員会の構成は、会派から推薦のあった者１

名と副議長が委員となることを原則とすると書いてあります。これは今、自動的に移しただけ

ですので、取らないと駄目だと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  いらなくなりますよね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  もう１度説明させていただいてよろしいですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今の議会運営基準を改正するというのは、議会運営基準、今、

白老町議会運営基準と定めておりますが、これは条例体系になっていないのですよ。要するに

議長が訓令していないですから、なっていないのです。ただ議会の中で一つの申し合わせみた

いな形の基準なのです。それともう一つグリーンの本で申し合せ事項というのがあるかと思い

ます。これは完全に申し合わせしたのを表現して書いてあるのですね。ですから、この議会運

営基準の中に、申し合せ事項を溶け込まして、この改正が良いということになれば、きちっと

例規上に載せて、決まりだよというふうにしたいという考え方なのです。今、あくまでも運営

基準も申し合せ事項も、議会の中の議会内のルールとしてやっていますけれど、会議規則等と

同じような位置づけで、皆さんでこれを遵守してやりましょうというような体系に持っていき

たいと。というのは、自治基本条例でも言われていますように、自治基本条例はあくまでも理

念事項を書いていますが、町側もそうですが、それぞれに今度条例体系にしていきましょうと、

整理していきましょうという趣旨なのです。ですから議会もきちっと例規上に載せてやってい

くのがよろしいのではないかということで、提案させていただいているということです。です

からあまり難しいことではなくて、ここに書いてある申し合せ事項を議会運営基準に溶け込ま

せるというだけですので。 

○委員長（大渕紀夫君） 一度決めたものをきちんと体系化すると。そして自治基本条例があ

ってそれに基づく体系をきちんとするということで、申し合わせというのはあくまでも申し合

わせですので、決め事といったら決め事なのですけれど、法的な拘束が全くないものですから、

ですからそういうものをきちっとしていくと。そうすることによって、議会が４年ごとに変わ

っても、改革がきちっと形として残っていくということなのです。そこのところが大切だと私

は思っているのです。ですから、そういう形で皆さんそういうご理解になっていると思うのだ

けれども、そういう形で一つ進めたいと、こういうことなのです。中身につきましてはいかが

でしょうか。ご意見ございます方どうぞ。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 議長も含めて会派なのですけれど、議長とは議論していなかったので

すが、他の２人とは議論したのですが、今、言ったとおりなのですね。いろいろな意味合いの

中でグリーンの渡されているもの、これから今、言った自治基本条例、これを取り込んだ中の
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体系化になっていくだろうと。主だったものはもう議運で議論されて、ある程度条例化なって

いますので、あとは細かい部分だろうと。そういう部分ではやはり議運の中できちっと議論を

尽くしていい方向に進んでもらいたいということで、議運に出ている私にその旨を任されたと

いう形になっていますので、今の考え方でうちの他の２名もだいたいそれに沿っていますので、

その方向で進めていただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。 

 この件につきましては、今、原則論申しましたけれど、そういう原則論に基づいて新しいも

のを加えるということではないのですよ。申し合わせを体系化して、きちっと条例と同じよう

な形で組み込むと。そこのことにつきましては、もちろん我々専門家ではございませんので、

そういうところを十分、申し訳ありませんけれども議会事務局のほうでやっていただきながら、

中身について問題があるところについては我々チェックしますけれども、そういう形で進める

ということでは、それはどうでしょうか。 

 ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  よろしゅうございますか。 

 ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これも一つの町の法令体系になるとすれば、別にこれがずっと

続けなければならないというわけではないのですよ。その都度その都度修正をかけていくもの

だと思いますし、例えば今８ページの中に代表質問の発言順序は会派を順送りするということ

で、クラブの名前が入っているわけですね。新しい会派になってきますと、変われば変えなけ

ればならないです。その中に一般質問、当分の間、一問一答方式を試行するという規定がある

のですよね。これも正式に直せば、ここの部分をとってきちっと組み込まないといけないとい

うことです。ですから、あまり慎重に考えなくても、１回法体系化しても間違いあれば直せば

良いですし、それは新しい議会でも十分できますし、特に支障は、私どもはないかとは思って

いるのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、局長から説明ありましたように、少し体系化していくというこ

とでよろしゅうございますか。 

 ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それではそのような形で、少なくとも各会派に降りて議論されてお

りますので、そういう形で進めていくというふうにいたしたいと思います。よろしゅうござい

ますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それは条例に取り込むということで良いですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  私はいいと思っていますけれども。良いですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（大渕紀夫君）  そのような形で。 

○事務局長（上坊寺博之君）  わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 通年議会の試行に伴う課題等の抽出についてということで２点ござ

いますけれども。この件について。 

○事務局長（上坊寺博之君） これにつきましては、一応まだ町側ときちっと整理はしており

ません。町側は町側で課題を持っていると思いますし、これは９月以降、向こう側の副町長入

れて、こちらの議会運営委員長、副委員長入れまして、１回揉むようにしましょうという話は

してございます。ただ通年議会一応終わりましたので、そこで議員の皆さん方から一応こうい

う部分が課題でないのかという事を押さえられていれば、出していただくのがよろしいのかな

と思っております。前回示しましたとおり、事務局としては専決処分の部分ですね。これは一

定限度通年議会を踏まえるとしたら、認めなければならないだろうと思っております。 

もう一つは、本会議における説明委員の出席。これは前回もご理解もいただきまして、議会

側の部分については説明入らなくて良いよということにしていただきました。こういうものも

含めまして色々と出していただくのがありがたいかなと思いますが。 

○委員長（大渕紀夫君） 通年議会試行に伴う課題の問題なのですが、もちろん今ご意見伺い

ますけれど、一つ専決処分の関係につきましては、今回はなかったのですが、このことにつき

ましては今、項目を総務課でピックアップしています。それで、定例会の会期中の中で、副町

長、総務課長及び議運の正副でどこまで詰まったかという中身だけ、その協議だけはすると。

もちろん終わった後で皆さんには諮りますけれど、一定の協議をして、何件ぐらいあってどう

いう中身のものなのかという抽出したものを少しやりたいと。そのときに通年議会の中身につ

いても若干の議論はしたいと思っていますけれども、そういう形で町側との接点は持ちたいと

いうふうに考えておりますけれども、この件についてはよろしゅうございますか。そのような

形で前回も進んだと思って、理解をしておりますけれど。もちろんその結果については、議会

運営委員会で報告するという形になりますけれども。そのような形でどれくらい詰まっている

かという確認は少ししたいと思っていますので。この件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） それから本会議への説明員の出席について。これは、前回確認はし

ましたけれど、必要に応じてということで。向こうが出たいということについては良いでしょ。

このあいだも出した方もいらしたけれど、こちらのほうでは最低これだけの説明員は出ていた

だきたいということで、あとは向こうにお任せをするというような形で、先ほど三重県議会の

話が出ていましたけれど、通年議会で問題は職員の加重負担というか、出なければいけないの

と、金銭的な部分で費用弁償ですか。その部分が知事さんからは問題提起されているようです

けれど、うちの場合は費用弁償関係ありませんから、役場の職員の皆さん方が通年議会によっ

てものすごく出なくてはいけないというようなことは極力避けるということで、必要な方に出

ていただくというようなことでいきたいと思いますけれど、この件についてはよろしゅうござ

いますよね。何度も議論されていると思いますので。 
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 それ以外追加議案の配布等々ありますけれども、今回 60 数日間の通年議会を行いまして、そ

の中での課題等々皆さん方お気づきの点がありましたら、出していただければと思います。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、通年議会のやり方、これは１年を通じてやるわけなので

すが、白老の場合は選挙の年は 11 月で期限が切れるわけですね。それですから今度始まる場合

は、新議会は 11 月から 12 月まで。１月から 12 月まで。もう１回１月から 12 月までやって、

選挙の年は１月から９月までと、こういうスケジュールになるわけだね。ただこういうふうに

するのが通年議会なのかもしれないのだけれども、予算の関連があるので、４月から３月、４

月から３月という持っていき方というのは、通年議会としては変則なのですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） いかようにも取れますけれど、議会のルールとしては暦年制な

のですよ。暦なのですよ。ですから１月、12 月。どこの議会の統計上も暦年。ですから３月が

第１回の定例会になってこうなっていく。年度ではないのですよ。 

○委員（加藤正恭君） ただ予算というのが、新しい予算というのが執行されるのが４月から

になるわけで、途中にそういう問題が出ないかどうか心配なのですが。例えば１月から 12 月は

良いですよ。ところが今度１月から３月までというのは前の年の予算を執行しているのだけれ

ど、３月の議会というのは４月の予算で執行するとなったら、４月から３月のほうが本当はや

り易いような気がするのだけれど。１月から 12 月というほうが良いのだろうか。その辺り、や

ってみなければ分からない面もあるのだけれど、そういう新年度予算との絡みからいけばどう

なのかなということが少し心配、まずい問題が出ないかなと心配しているのだけれど。どうで

すか。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今も暦年制なのですよ。ただ閉会しているというだけで。今仕

組みは途中で変わらないのですよ。ですから、３月が第１回定例会となっている。ただ会期を

どこまで持っていくかというだけの話であって、特に支障はないと思います。 

○委員（加藤正恭君）  12 月の議会はどういうふうになる。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから２通り考えると思うのですけれど、今の任期満了と、万

が一考えられるのが、解散が考えられる。実際に解散議会というのはありましたでしょ。これ

は議会自体でも解散できますし、町の権限で解散も出来ますので、解散というのは必ず 11 月と

は限らないですよね。３月とか。ですから、規定としてはそういう形となる。ですから、今、

加藤委員が言っている予算だとか年度だとか、そういうものは全然影響はないと思います。た

だ会期を設定するだけの話ですから、従来も暦年制でやっていますから、１月から 12 月という

考え方は同じなのです。例えば任期満了の年はどうなるかといった場合、定例会は１回ですか

ら任期で終わってしまうのです。ただ 11 月から 12 月までどうするかといったら、それを改選

期に当たってはそれを２回という設定をするのか、もしくは１回という設定をして臨時会で対

応する。別に臨時会でも問題はないと思います。ただ 12 月議会の場合は臨時会にしますと、一
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般質問とかそういうのができなくなってしまうのですよね。ですから、やはり任期満了のとき

は、２回としておくのが一番良いということです。ですから、解散があったときも含めて２回

としておくという。だから２回であれば、今度招集の設定ですから、１月に町長が招集するの

が通年であるとすれば、任期満了のときだけが１月と 12 月という設定をしておくと。というの

は、初議会はどうしても臨時会でないと無理なのです。議長がいませんので、任期満了になっ

て、議会の役割が変わりますので、通年というのは無理です。ですから任期満了のときは臨時

会１回、最低でも１回しなければならない。任期満了の年にあっては２回という設定をするの

が一番ベターかなと。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、長い間の４月から３月、４月から３月という慣習の元に

あるものだから、３月の議会が予算議会で４月からスタートと。予算の執行が可能になるとい

う感覚からいけば、４月から３月のほうがすっきりするような感じがする。それでも１年間だ

から、そういう感覚で。最後になってきたら１月から３月の間がピンと来ないような気がする

ものだから、疑問持ちませんか。 

○委員長（大渕紀夫君） こういうことだと思うのです。私が思うのは、全く今までと同じな

のです。なぜかというと、今だって第１回臨時会というのは１月にやるのです。定例会も 12

月が第４回だというのは、３月から始まるから、第１回から始まるわけです。だから全く同じ

感覚で良いと思います。ただ開会がされるかされないかの話だけですから、私は今と全く同じ

考え。１月に開かれる臨時会、第１回臨時会だから。今、加藤委員のおっしゃるとおりになる

と、４月から第１回臨時会が始まらないと、今の理屈からいうとおかしいということになりま

すよね。そうなりますよね。だけど今は違いますよね。１月に第１回臨時会開きますよね。だ

から同じことなのですよ。 

○委員（加藤正恭君）  臨時会ではなくて第１回定例会。 

○委員長（大渕紀夫君） 第１回定例会は１月にないから３月が第１回だという意味なのです

よ。だから同じことなのですよ。１月から始まるということでいえば全く同じことなのです。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 局長の説明からいくと、暦年で行くとなれば３月から４月までとな

ると年に２回になってしまうのではないですか。次の年は次にまたいでしまうのだから、通年

議会というのは１月から 12 月までのやつ。４月に始まって次の年の３月になると、２回になっ

てしまう。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ 12 月に切らなければ駄目だというわけではないから、年間通

して 1 年間という会期にすれば・・・。 

○議長（堀部登志雄君） 今までの色々な効き目から言って、暦年でずっとやっているという

中では、暦年で１月から 12 月までやっている中で３月からとか４月になると年をまたいでしま

うから、やはり１月から 12 月までのほうが良い。逆に４月から３月までになると・・・。 

○委員（加藤正恭君） 問題ないのだろうけれども、ただ選挙の年だけ少し変則的になる。そ
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れは仕方がないということはわかるのだけれど、ただ予算が４月から新年度という言葉が頭に

残るものだから、新年度というのは予算的には４月からというのは事実なのだけれど、そうい

うふうになってしまうものだから、新年度からということになると、４月から３月、４月から

３月というふうにしてそれを通年議会というふうにしても１年間だからおかしくはないのでは

ないかと思う。選挙の年だけはそういうふうにならないかもしれないけれども。４月から９月

までとすれば良い訳で、何かそういうふうにしたほうが良いのかなと思ったりしたのですが、

１年間だから何も変わらないことはわかるのだけれど。新鮮味が・・・。 

○議長（堀部登志雄君）  もう一つ。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君） それと、これは救急の話なのですよね。先ほど言って正副議運の委

員長と副町長と総務課長と検証をするのですけれど、検証してなんとなく次の改選期から即実

行するかというような形なのだけれど、たまたま今の状態のままで通年議会に入って良いのか、

たまたま申し合せ、取り決めみたいなもの、お互いこれはこうしよう、ああしようという取り

決めを再度議論しなければ駄目ですよね。そういうことを考えると、新しくなってもその時点

の整理があるから、即改正になって次の議会から通年に入るというわけではなく、来年の１月

からを目途に 10 月からの町との取り決めをした中でやるという形になりますね。そういう課題

で議論がそれを３月まで検討してやるか、加藤委員の話から行けばそうなるか、１月までにそ

の辺きちっと整理してスタートしようという形になるか、その辺はまだ新議員の中でも十分議

論していかないと駄目ですね。そういう形になりますね。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、議長がおっしゃったのは、改選になりますから、今の段階で現

実的に全部詰めきれないわけですよね。ですから 12 月の段階で１月から入るかどうかというこ

とは、12 月の新たに選ばれた議会と議会運営委員会の中で確認して、１月から入るかどうかと

いう事を再確認して、町との取り決め、普段どおり「やるやる」という言葉だけでは駄目です

から、そういうものをきちっと行われて、１月から入るかどうかが決定すると、こういうこと

であります。原則論としては、入るということは皆さん一致しておりますので、そういうスケ

ジュールで行ければ行くということになると思いますけれども。そのような確認でよろしゅう

ございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○事務局長（上坊寺博之君） そのようなイメージで行くのであれば、多分９月定例会以降で

すね、11 月初議会を迎えた後までに、一定限度事務局で町側と整理しておかなければいけない。

ただ前にもあったように、しばらく試行でいっていいのではないかと。今の現状のままでとい

う話もありましたし。ですから６月やったようなものを繰り返す。これも可能なのですよ。そ

れだとある程度その辺をぼやっとでもいいですから決めておいていただけたほうが、事務局と

してはありがたいと。試行であればそんなに急ぐ必要はないかなと。初議会を迎えますので、

うちもばたばたしていますので。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、通年議会を採用するということは、決めてあるわけです

よね。だからいつからするかということなのだけれども、決まっていないというか、意思統一

はしていると思うのですよ。導入するという意思確認はしている。そういう意味からいくと、

新議会は 11、12 の中で議論をして、入るものだったら１月から実行に移すという、準備態勢を

この２ヶ月の間で新議員を含めて新議会で議論すると。実行は１月からと。こういうようなこ

とでの今、イメージでいいのではないですか。どうなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 大いに意見を出してもらいたいと思うのだけれど、１回の試行でい

きなり条例改正して入るかということ。何回か試行してみて、これで全部検証して、１回で検

証して即という形になるかどうか。この辺は十分議論をしてやっていったほうが良いと。やは

り１、２回試行して、すべきなのかどうかということも十分会派の中で、皆さんで、新しい議

員の中で検討するのか、今回はこれ以上あまりいかないと思いますけれど、そういうくらいの

余裕を持ったほうが、良いのかなという気が、私としてはするのですけれど。皆さんその辺ど

んどん意見出してもらって、やったほうが良い。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  ただ 11 月の新しい議会から通年議会を入れるという考え方ではなく

て、同意は得ているのだから、11 月、12 月中で色々議論して、それを１月からやるかどうかと

いう議論を今ここでするのではなくて、11、12 の中で検討してみたらと、こういうことなので

すよ。そういうことですから、もし間に合うのだったら１月から実行したらいいのではないで

すかと、こういうことなのです。まだ試行の段階だと、11、12 の議論の中でするのだったらま

だ不十分だぞという意見が大勢であれば、まだ導入しなくても構わないという考え方なのです。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分私も６月に広報広聴常任委員会設置しましたので、たぶん

その設置を見れば、並行して動かないと、動きづらいと思います。というのは、どういう広聴

をしようかというのは、従来の形ですと、議会の定例会の中できちっと全て決めなければなら

ないのですよ。それで出て行かなければならない。通年ですと、弾力を持って出て行けるとい

う部分がありますので、たぶん広聴の常任委員会を動かすということであれば、連動したほう

が、私はすごく動きやすいのではないかと思いますけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） そこの部分で言えば、議長が言うように、１年間の試行だって有り

得る事でしょ。１年間やるのだけれど、今回は試行だよという事だって有り得る。試行だって

何だって１年間やったら１年間なのだから、そのままです。言葉だけの問題なのですよ。そこ

の部分で言えばね。言葉だけという意味は、現実的には動くという意味です。だから、そこの

ところを含めて、今、局長が言ったように、広報広聴を動かす場合、それでないとはっきり言

って動いていきません。無理ですよ。ですから、もちろん、だから試行をやらないでそれを動

かすということにはならないから、それは皆さん一致していますから、加藤委員や議長が言わ

れたように、試行も含めて 11、12 月の新たな議会の中で、そこはどうするかと、原則論として
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通年議会やるということはやるということになっているわけですから、そのような結論でいか

がでしょうか。それは試行にするかどうかというのはまたその時に議論して、しかし原則的に

入っていくということについては、ほとんどの意見が一致しているわけですから。そのような

形で進めるということで良いですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 新年度というか、選挙後の議員というのは、会派も変わる可能性があ

りますよね。新たな議員さん全然わからないで入ってきますから、その説明期間も必要でしょ

うから、それを含めて定例会は定例会の議決を得ないと、広報広聴も所管組まないと、出前と

かもさっきおっしゃったようにできませんよね。そういうことであれば、試行的なものをやっ

ていって、進めていきながらしっかり説明をして、正式に入っていけるという形を作っていく

ということで良いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは通年議会の試行に伴う課題の抽出についてという件ですけ

れども、11、12 月の中で、来年度どういう形で通年議会をやるかということは、正式に決定を

したいと。原則的には、通年議会には入る。試行であろうとどうであろうと入るということで、

行きたいと思います。同時に、問題点の抽出については、もちろんこの後ずっと出していきま

すけれども、町側との折衝をしながら、どういうような運営が良いのか、申し合せなり確認事

項なり、そういうことも同時に詰めていくという中で、この通年議会を目指してやるというこ

とでよろしゅうございますか。新たな議会の中でやるということ含めて。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  そのようにいたしたいと思います。 

 続きまして３番目、定例会後の議会運営等に関する改善検討会ということで。一般質問等々

についての反省会をどうするかという話なのですけれども。私のほうで少し提起いたしまして、

福島町議会でやられている一般質問等々の内容の、精度を上げていくというための、努力のた

めのものということで、提起をしたのですが、時間的にどうでしょうか。そこまでバタバタと

やるのはなかなか大変ですね。 

 これは継続ということで、議会事務局のほうで申し訳ありませんけれど、福島でやっている

ような資料がもしありましたら、流すというようなことで、継続といたしますか。どうでしょ

うか。いいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それではこの件につきましては、継続というふうにします。 

 次４番目、自治基本条例第８条に基づく選挙の関係です。自治基本条例の第８条なのですけ

れども、選挙ということで、町長及び町議会議員の候補者は、選挙にあたり、町政に関する自

らの考え方を町民に示すように務めます、こうあります。もちろんマニュフェスト、立会い演

説会、選挙広報の発行等々が今後の取り組みの中であるのですけれど、同時に、個人的に、新

風の議員さんから前回の選挙で連呼ばかりやらないとか、時間が決まっているのか、私は定か
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でないのですが、申し合わせで、夜になると連呼ばかりだから、街宣やっている人あまりいな

いから、日没広報カーの運用は止めたらいかがかというような申し合わせもございました。そ

ういうことも含めてある議員さんからは、議運で検討しないのですかというお話もございまし

たけれども、この件について何か考え方ございましたらどうぞ。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 前回の場合は正式な選挙で、議会が解散ということで、再選される方

も含めて大方顔ぶれが決まっていたという中身の中で、決めた内容かなというふうに私は承知

しているのです。今回は正式な選挙ですから、やはりこれから議会に出たいという方も町内で

何人か名乗りを上げているみたいですから、その方にもそういう枠組みをするということは非

常に難しいので、やはりこれは前回の申し合わせですから、今回は各自候補者がこの自治条例

に基づいて選挙をなさるということでよろしいのではないでしょうか。何も規定はない。８時

から８時まで。通常どおり連呼は慎むべきですけれども、連呼をするような選挙になるという

ことでも仕方がないのではないですか。そう思いますけれど。私の個人的意見です。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほど議運の委員長からもお話があったとおり、うちの会派の議員か

ら会派会議のときに提案があったのです。それで確か登別ですとか苫小牧も、４月の統一地方

選挙のときは開始時間を遅らせたり、終了時間を早めたりとかして、市民がどういうふうに選

挙運動についてどう思っているのかという事を考慮した上でやりまして、逆に一定の理解があ

ったと。白老の場合５日間ですけれども、毎日毎日同じ車が何十台も、市会議員ですとかにな

ると人数が多いから余計そうだと思うのですが、非常に市民からは苦情も来るという傾向にあ

るものですから、そういうふうに改正していったと。そういったことで、やはり時代背景とし

て、少し選挙運動も静かに行うというのが今の流れになってきているのではないかということ

の提起なのですね。私ども会派の中で相談したところ、やはりそういう状況に合わせていくべ

きではないかということで、開始時間や終了時間をもう少し見直ししてやってはどうかという

ような意見が出まして，うちの会派はぜひそのようにしていただきたいというお話が出まして，

議運の中で出して欲しいということになりました。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、山本委員からの説明わかるのですけれど、これは議運の中で議論

する話ではないと思います。現職の議員の集まりの中で、今、言ったように選挙は自由ですか

ら。憲法でも保障されていますので、そのやり方等々については公職選挙法にのっとってやる

わけですから、それを我々がこうだよ、ああだよと言うことにはならないと思うのです。ただ

言っている意味はわかります。そういう形であるべきだという理想論は分かりますけど、現実

論としてここで議論をして決定する中身では僕はないと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。 

 時間の問題だけではなくて、例えばこういうことがあるのですよ。選挙はがき 800 枚出しま

すでしょ。それを止めて、広報を出して、みんなで広報を出して・・・、これは福島町ではや
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っているのですよ。広報出して全戸配布するのです。そうしたら選挙はがき 800 枚といったら

全部なくなってしまうのですよ。自分の主張は全部届きますから、もちろん個々に出す出さな

いということが大切だと思われる方もいらっしゃるかもしれないけれど、自分の政策を知って

もらうということで言えば、どういうものにするか、選挙公報みたいな形でやられている町村

もあるのですよ。そうすればはがきは自分持ちだけど、郵送料金は確か白老の場合取られない

でしょ。 

○委員（熊谷雅史君）  800 枚、これは官製はがきでも私製はがきでも良いのです。私製はが

きの場合は、広報負担です。それで、選挙管理委員会に行って、選挙用はがきを下さいと言い

ましたら、普通のはがきが来ます。ですから 50 円、800 掛ける 50、これが候補者 1 人辺りの

経費として認められている。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が言いたかったのは、何を言いたかったかというとそういうこと

ではなくて、それを 800 枚で 20 人立候補した場合は、広報でなくなるわけでしょ。別にかかる

けれども、それは町内会経由で全戸配布できるという、こういうことになるわけですよ。私は

そのことを言っているのですけれど。そういうことも含めて少なくとも自治基本条例第８条で

書いているわけですから、そういう議論を議会の中でしておかないと。従来通りやるならやる

ということは理論付けして、やるのは構わないけれども、これで本当に一定限度経費が節約で

きるのであれば。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、熊谷委員の言うように、議運で議論をすることが妥当か

どうかという事を投げかけているのですよ。だから全議員の問題だから、議運だけで決められ

るものかどうか、その辺りから入らなければ。だろうと思うのだけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 事例によると思うのですよ。個々の事例、これは難しくなると思うの

ですけれども、私が言ったのは、要するに選挙の手法ですよね。今、大渕委員長のほうからも

提案があった、選挙はがきを出さないで全体の広報はどうなのかという話ですよね。全部これ

は自治条例に絡んでくると思うのです。自治条例の中では何時何分という根拠はないのですよ。

これは論じられないと思うのですよ。我々の取り決めみたいのが、現職だけで選挙をやるとい

うことには限らないわけですから。そこの難しさ、それから広報ということの考え方、これは

議論すべきだとは思うのですけれど、やはりこれは自治条例にそういうことをうたっているの

で、候補になられる方はそういう意味合いの中では、こういう取り決めをしましたよ、これに

乗ってくださいという呼びかけは私はできるかなというふうには、今、判断します。今、加藤

委員から言われたとおり、議運で論じることの中身が色々な部分の絡みが出てくるとは思うの

ですけれども、一つ一つ潰していくということになると、時間がかかるかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） これは私の考えですけれど、例えば山本委員が言われたことについ

ては、各会派から出ていて、新たに立候補される方に枠を掛けられるかどうか、それはできま

せんよ。上位法が公職選挙法ですから、当然です。それは十分認識している。ですから、現職
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は今の町民の不信、それが不信かどうかは別にして、不信を招かないような形で最大限の効果

があることを考えるというのは、そのことに新しい議員の方が乗るかどうか、またここにいら

っしゃる議員さん方だって会派によって違うだろうし、個人によって「何を言っているのだ、

私は公職選挙法に基づいてやるよ」といわれたら、それは別に何も強制することはできないの

ですよ。だけれど、そういうことをどこかで議論して、それが良い方向だったり、町民がより

そのほうが良いよと求めるようなことであれば、私はどこかで議論をするということは何も間

違っていないし、議運で議論をするというのは、各会派全部入り、なおかつ委員外議員も方も

入っているわけですから、現職議員の考え方というのは少なくとも全体に繁栄されるわけです

から、議論するということについては私は何もやぶさかではないというふうには、そこの部分

は思っています。それを強制的に「絶対新しく出る人やりなさいよ」、これは駄目ですよ。そん

なことをやったらとんでもないことになるから、それはできません。「こういうふうに決めまし

たけれどいかがでしょうか」というのは、我々はそういうふうにやりますよというのは良いか

とは思いますけれど。その範囲だと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私どもの会派は、決して議運がそういう話し合いをする一つのテーブ

ルなのかなという発想の中で、議運で出してくれということで、今日は所要があって来られま

せんけれども、会派の代表もそれを受けて議運で話をしてみますということであって、それが

議運でなじまないと、全議員が関わることということであれば、議員会というとなじまないか

もしれませんけれども、全議員で今いる話ができるような形の中で、どこかで話をするのも一

つだと思いますし、選挙に関しても一つの私は議会改革の一つの中に入っていくのかなと思う

のですよ。ですからそういう話が出たときに、公職選挙法で定められていることが決まりなの

だから、それは議題に載せるべきではないと言ってしまったら、それまでであって、やはり時

代の流れというのも汲み取っていくことも必要かなというふうに思うのです。現実的に苫小牧

とかですとかで、それはそれで一つの申し入れみたいな形になって、従わなかった人はいるの

です。従わなかった団体と言っていいかどうかわかりませんけれども、そういうところもござ

いましたし、それはそれで仕方ないことかなというふうに。そういうふうに思うのですよ。で

すから、どこか話し合いのできるテーブルだけは作っていただければ、私どもの会派としては

ありがたいなというふうに考えています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ここが何もないということであれば、会派代表者会議だとかそうい

うことになると思いますよ。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、議運で話し合うことについて私は良いと思いますよ。た

だ選挙法は選挙法で厳然とした事実があるのだからそれにのっとってやっているわけだから良

いのですが、白老町議会の場合は、前回やったように６時なら６時で連呼は終わらせて、連呼

するなと言ってもやりますから、これは押さえようがないのだけれど、６時なり５時なり決め

方なのだけれども、閉めて、後は各会場でやったように、夜はあちらこちらで集会のほうに持
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っていこうと。夜に８時くらいまで、最終日くらいは許してもらわなければ皆さん我慢できな

いと思うのだけれども、それ以外は金曜日までは６時以降の連呼は自粛しようくらいのことは

決めてもいいのではないですか。そして後の残った２時間を別な方法で各候補が考えて、集会

場なり何なりで集まって演説会やるとか、前回そういうふうにやったような気がするのですが、

その程度の規制しか、規制という言葉変だけれど、約束事というか、それしか決められないと

思いますよ。後は連呼何回とか、数こうだとか、そのようなことまではとてもじゃないけどで

きない。スピーカーは決められているのだし、高さもあれも全部決められているのだから、そ

こまで規制はできないと思う。せいぜい夜の連呼はやめようというくらいのことは決めたほう

がいいのではないですか。確かに非常に迷惑です。我々もそう思う。 

○委員長（大渕紀夫君）  これは自治基本条例で書いているのは、「選挙にあたり町政に関す

る自らの考え方を町民に示すように努めます」とこういうふうに書いているのですよ。演説も

そうですし、文章もそうですし、いろいろなことがあるのですけれど、はがきもそうだし、は

がきを止めて広報で出してもそうなのだけれども、そういうところを含めて各会派で話しても

らって、一度会派代表者会議で詰めるというほうがこれはいいのではないですか。議会運営委

員会ではなくて。 

 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） やはり前回そういう試行で、半年でまた選挙だからということで考え

てやったことなのですけど、町民の方々は、受けは好評でした。やはり良いという声が結構あ

りましたので、どれだけみんなが迷惑をしていたのかと改めて知らされたというのがあるので

すね。ですからやっぱり皆さんの紳士協定みたいなことで、それでいやだという人は自由なわ

けですから、ただそれで自分達だけの会派で決めて、自分達だけそうしようといって他のみん

なやっていたら反対に、今度あなた達やる気なかったのということになってしまいますから、

ある程度皆さんの話し合いの中で取り決められることであれば、私達もどこで出したら良いか

と思っていましたので、そういった意味では話し合える場があるというのは良いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員どうぞ。 

○委員（谷内勉君） 私も一言。前回確か６時までというようなことでやりました。私側に手

伝ってもらった人にも色々な話を聞いたのですけれど、やはり夜短くなってその時間がこう行

かないということは、非常に周りの人としては好評だったと思います。だからそれが印象に残

っていますね。ですから今回もそういうようなことで、全般的にはわかりませんけれども、そ

ういうような良いところをやはり申し合せ事項とか何とか、持っていったほうが良いかなと、

私は考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） 時間もあれですから、提案なのですけれども、定例会の最中の一般

質問が終わった辺りで議長にお願いして会派代表者会議を開いていただいて、その中で１回協

議して、そしてその後、今から各会派代表者会議やるといったら大変ですから、一応定例会の

一般質問終わったぐらいで、終わってから会派集まってやってみたらどうですか。そして必要

であれば議運でやるなり会派代表者会議でやるなりということでやられたらいかがでしょうか。
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いいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） そこら辺は臨機応変にやりたいと思います。正式な形での会議では

ございませんので、そこはそういうふうにしたいと思いますので。議論はそういう形ですると

いうことでいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは昼食を取らないであと５分か 10 分オーバーすれかもしれ

ませんけれども。 

 次５番目、簡潔にお願いします。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応これはご理解と事務局のほうから提案という形でさせてい

ただきたいと思いますけれども。今、議会事務局の中で人事評価制度の試行に伴いまして、業

績評価というのがございます。業績評価の中で課の目標、個人目標立てなければならないので

すね。その中で議会は、１人１改善をやっていこうという事を決めて、それぞれ目標を持って

やるという、今、計画になってございます。その内容は、まず議会の自分のやっている仕事を

洗い出すという部分もございますが、一つの目標の趣旨としましては、議会事務が省力化につ

ながるもの、それと経費節減の効果があるもの、例えば議会改革ですとか事務の改革につなが

るもの、併せて言えば議会運営及び事務処理の充実が図れるものを職員提案していこうという

ことで、今年は７月から９月までで、それぞれ個人、個人が自分の思いを個別表に出して提案

しましょうということでやっています。事務局の内部評価を得て実施しようということで進ん

でいたのですが、実は事務局独自でできるものもございますし、議会の承認もいただかなけれ

ばなかなか単独でやるということもならないものですから、こういうようなフローを作りまし

て、できれば議長に１回決裁をいただいた後、議会運営委員会で揉んでいただこうかと思って

います。事務局は事務局で評価しまして、次期早々な物は投げるわけではないですけれども、

継続として検討しましょうと。可能なものを議会運営委員会に上げていきましょうという事を

してございます。評価の方法としては事務の省力化、経費節減が本当に期待できるかどうか、

議会改革事務改善につながるかどうか、今、４人しかいませんから、４人の体制で実現可能か

どうか。効果が上がるにしても経費がかかりすぎていないかどうかと。こういうものをやって

いこうという今、思いをしています。これ俗に言うと、企業でいうとＱＣだと思っているので

すが、こういう流れの中で、しかし、議会運営委員会の中にも提案していって、実施してみた

いと思っています。今、一つ出ているのは、議会の改革につながるという部分が実際にもある

のです。ですからそれは議員さん方も職員提案であるという部分を受け止めていただきまして、

議会改革へ連動するものだという、職員から提案があったものを議論していただきたいという

ことで、一つ提案しておきたいと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） これについては議論をするということではなくて、事務局の側でこ

ういう取り組みをやっているので、議会が絡みますから、理解を我々が示さなければ出来ない

事もございますので、そういう形で議論をしてほしいということでございます。 
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 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、裏。３番目、財政健全化に係る議会費の検討について。

最初に谷内広報委員長からご発言がありますので、お願いします。 

 谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  時間もあれですので、できるだけ簡潔に発表をしたいと思います。 

 ８月 20 日に検討委員会というか、持ちました。その結果について、少し発表したいと思いま

す。まず検討案なのですが、広報と議会だよりの合作について。これをどうしましょうかと、

これをメインに検討をいたしました。この中の意見案といたしまして、総合情報化の趣旨に出

願するものであるが、広報と議会だけの合作ではなく、ここで合作ではなく別冊としてはめ込

み式に議会だよりを出したいと、こういうことです。意味わかりますか。今まで通りというよ

うなことで、合作にするのですけれども、それを今度は綴じ込み的にはさんで入れてやると。

何か理解できますか、いいですか。そういうようなことで、結局そうなると、表と裏は表紙が

なくなりますよね。そういうような形でスポンと真ん中に挟むと。議会は議会だよりとしての

単独となると。単独で作って、そこにポンと入れると。一緒にはさんで出してもらうと。そう

いう考えなのですよ。いいですか。そういうことの意見で一つまとまりました。 

その他の意見として、たくさん出たのですけれど、その中ではやはり議会だより独自のもの

を、ずっとそのものをそのまま行きたいという考え方なのです。ですから、今までだいたい 14

ページだったら 14 ページありますよね。ですから表と裏を抜いて、その 12 ページをそのまま、

今、言ったようにスポンと入れるという、そういう考え方でいくと。だから今、言った議会だ

より、これは、自主性はそのまま実施していくと。検討委員会もそのまま作って、そのまま実

施していくと。そういう考え方であります。この辺は、前回、前々回の意見と全くダブります

けれども、少なくとも主体性を持ってやっていきたいと、そういうことで意見として出されて

おります。 

その他の意見として、色々出ました。その中では今後の新しい議会になったときには、先ほ

ど言いましたように、広報広聴の委員会で 15 名というようなことになりますから、当然この広

報単独の特別委員会はなくなるというようなことになりますけれども、ここでもう１度ご確認

しておきますけれども、ここでは要するに、今までの議会だよりを作成すると。作成した経緯、

今までどおりに委員会のメンバーが集まって作り上げて、それを印刷をあれして、今の広報と

一緒の形に持っていくと。そういうような形は基本的には変えないほうがいいだろうというこ

とに決定をしております。あとるる意見ありましたけれども、大まかに分けたらその３項目に

分けられると思いますけれども、だいたい以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今谷内広報委員長から広報に関する内容について説明ございま

したけれども、何かご質問ございますか。 

 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今お話をうかがったのですが、結論としては従来と変わらないという
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ことですよね。当初は経費の問題でこういった話が出てきたと思うのです。その辺も加味した

中での考え方だったのかどうか、その辺をお伺いしたい。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君） もちろん前回発表しましたよね、その前の時は、今、言った経費、ある

程度主としてそういう話し合いがなされたのですけれども、それにプラスアルファー的なこう

いうような総合雑誌にしたほうが全体的に１冊にしたほうが見やすいのではないかという、そ

ういう意見もあったのですね。そういうことも色々と検討したのです。ですからこの時点にお

きましては、経費削減ももちろんありますけれども、見やすいような広報作りをするというこ

とが重点に置かれましたので、こういうような結果になったと。そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員さんどうですか。この件につきましてご質問あればどうぞ。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  私も広報委員の１人だから、その中にあるのですが、「げんき」の入

札制度なのですよ。例えばＡ社とＢ社があるとしたら、その場合「げんき」がＡ社で議会だよ

りがＡ社になってくれれば良いのだけれど、必ずしもそうはならない。Ｂ社になる場合がある

ものだから、本当はＡ社にドッキングすると枚数も多くなるから割安にできるのだろうけれど

も、金の出所が違うのですよね。「げんき」と議会だよりと別々の入札になるのだそうですよ。

そうすると必ずしもＡ社が２つ取るということにもならない、ものによってはＡとＢに分かれ

る場合があるのだけれども、それを何とか経費削減の面からいって、工夫してくれという申し

入れはしているのだけれど、物理的に出来ないらしいのです。予算の出が違うから、それぞれ

入札をする。「げんき」は「げんき」で入札、議会だよりは議会だよりで入札。たまたま一緒に

なってくれれば、Ａ社になればいいのでしょうが、必ずしもそういうふうにならないこともあ

る。今はたまたま両方ひまわりさんのようですけれど、たまたまなのです。そういう問題もあ

るのですね。本当は１冊にすると１回で済んでしまうのです。ところがそうなると、議会だよ

りというものが埋没されるのではないのか、よく読まないのではないのかという心配があるか

ら、せっかく広報広聴に常任委員会を作って、一生懸命ＰＲに努めようとしている矢先に埋没

するのであれば、今までの議会改革と逆行するというのが表面に出てきて、何とか充実した議

会だよりを作るようにしたほうがいいのではないかというような観点のほうが強く出たものだ

から、それで別々にしたと。こういうような現実であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今予算の執行する部署が違うからというお話があったのですけれども、

それは逆に局長にお尋ねをしたいと思うのですけれども、非常に頭の堅い話だなとしか思えな

いのですよ。そうであればどこか一つの方を代表して、あとで経費のやりくり出来ますよね。

差し引いたり、色々な方法ありますから、その部分はいくらでも私はクリアできると思うのだ

けれども。それが出来ないというのであれば、この広報だとかに関わらず、色々なことの削減

なりブレーキがかかる話ですよね。それとは限らず色々なところでそういったところ、これは

こちらの部署だから駄目ですよ、こちらのほうの予算ですから駄目ですよというようにすれば、 
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全然スムーズにそういったことがなっていかないような気がするのです。これは事務局のほう

にお尋ねしたいということが一つと。 

 もう一つは、独自性を出すというのはわかるのですけれど、この前このテーブルの議論の中

で、１冊にしたほうがそれぞればらばらなものよりもその家にキープしておく、新聞などと一

緒に出すのではなくてキープする、逆にいえば、ずっと保管されて必要に応じて目に触れるの

ではないかというような議論もあったと思うのですけれども、私はどちらかというと、そのほ

うが強いかなと。プラス経費が削減できるのであれば、どこかの町やっていました。あれは高

いというお話でしたけれども、白老の場合はよそから見ると随分安いというふうに聞いており

ますので、一石二鳥ではないかなというふうに私自身は感じるのですけれども。この点につい

て少しお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 契約がどういうご判断しているかわかりませんけれども、契約

にはいろいろなやり方があって、今、言われたことも実際はやろうと思えば可能です。絶対そ

れは種目が違うから別々に出すということは有り得ないと思います。やり方だと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  こんな意見も出ました。というのは、芽室町で発行している、今、「ス

マイル」というのがありますよね。あれが、今、言った綴じ込みの形になっています。ページ

を私がめくってみたのですが、一応１冊のものになって 60 ページあるのですよ。そうすると、

今、山本委員の言うように１冊にすればすぐ見られるのではないかという、そういう考え方も

わかります。だけれど 60 ページ開いてみたのですが、かなり本当に見る気になって見ないと、

なかなか見られないような感じがするのですよ。だから、そういうようなことができるだけ町

民に訴えたい部分がありますので、できるだけ今までの独自性を活かしていきたいという考え

方なのです。それが大勢の意見を占めたもので、一応そういうようなことで発表させていただ

いたわけです。 

それでもう一つ、両市町こちらまたいでいますけれども、見せてもらいました。苫小牧の議

会だよりについては、一ページしか議会の報告をとっていないのですよ。その他に、今、言っ

た議会だよりという議会に関するものが出ていますかということで聞いたのですが、出ていま

せんと。そうすると、今、言ったタイトルの第２回定例会についてと書いてあるのだけれども，

実際は 17 名の質問者が出ました。それが箇条書き的に書いてある。そして所管事務調査につい

ても箇条書き的に書いてあるということで、ああいう状態であったら、全く議会の主体性がな

くなってしまうということなのです。そしてこちらの登別の場合も、それに２ページくらいと

ってありましたけれども、いずれにしましてもやはり議員の顔が出てくるようなことはありま

せん。やはりやったことに対して箇条的に箇条書き的に書いてある。そういう感じなのです。

それから見たら、私達の白老町はものすごくＰＲが進んでいるというような、16 名になるとい

うことにおいてはそういうような主体性を持ちながら、やはり我々はＰＲしていくという、そ

ういうことにおいては、非常に必要な部分かなと私は感じましたので、こういうふうに発言し
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た。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。 

 このことにつきましては、もちろん広報特別委員会で結論出されてことですから、尊重しな

がら、なおかつ今の財政健全化に係る議会費の検討の中で、継続的に各会派の中のご意見も聞

きながらやるというふうにしたいと思います。 

 あと 15 分ぐらいの説明をいただいて、各会派で議論してもらわなければ。今の中身含めてこ

こで決めるというわけにはいきませんので、15 分位延長して 30 分位までに説明してもらって、

各会派で議論をしてもらうというのはいかがですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは大至急説明をしていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは前回の議会運営委員会で素案というか頭出しみたいな

ことでございましたので、今、財政健全化という部分で動いていまして、議会費がどういうふ

うに今後検討していけるのかというものを、まず提示してみたいと思っています。 

 まず１ページ目ですが、これは議員報酬に係る部分でございます。これの議論は新たな議会

からということになっていますので、参考に示させていただいております。まず一つは、報酬

として平成 15 年から独自削減をしていると。11 パーセント、7.5 パーセント、５パーセントと

いうことでございます。それと新たな議会から４名定数減をいたします。その時の財政効果が

いくらあるかということでございますが、19 年度 10 月の選挙以降 11 月からでございますので、

11、12、１、２、３の５か月分の波及効果としては、568 万 5,000 円の効果があるだろうと見

ています。20 年度以降は１年分ということで４名分になりますので、1,590 万 5,000 円、これ

は厳密に計算すると若干変わるかもしれませんが、そのくらいの効果が 20 年度以降出てくると

いうことでございます。ここはこれでいいですね。１つの説明として提示しておきたいと思い

ます。 

 それでは次は議会運営に係る部分でございますが、財政健全化にかかってどういう事務事業

の見直しができるかといったら、もう議会費はかなり精査していまして、あまりございません。

できるとすれば旅費等の部分が検討課題になるのかなと思います。一つはそこの網掛けの囲っ

ているところがございますが、一つは東京白老会、今、３名の議員さん１泊２日で出ていまし

て、これが 11 万円あると。町の状況を聞きますと、東京白老会につきましては、まだ結論が出

てございませんが、隔年置きぐらいに実施するような方向性で、今、検討しているようです。

今、土地の売払いとか見ていまして、東京白老会の活用も今後考えられるだろうと。企業誘致

も含めて、全体になくすわけにはいかないという部分でございました。ですから東京白老会、

私どものほうも検討の議題になるのかなと思っています。議長以下３名ですが、人数が３名で

良いのかどうなのかという部分も入るのかなと思います。 

それと港湾整備促進大会、第３商港区がスタートしたということで、次期改選からは特別委

員会の設置はなくなります。これは今、現在３名を港湾大会に派遣していまして、20 万 7,000

円かかっている。この辺の議論も必要なのかなと思います。 
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市町村アカデミーに毎年２名ずつ派遣してございます。今年で全部今おられる議員さんは一

回りいたしまして、次からは新たな議員さんになりますけれども、それが果して派遣するのか

どうなのか、当分の間凍結するのか、その部分の議論があろうかなと思います。 

それともう一つ右側のほうにありますけれども、これは、19 年度予算組みはしてございませ

ん。18 年度に予算組みして実施してございますが、隔年おきにやっております道外研修の部分、

これの検討をどうなのかという部分でございます。実際に任期中２回行くようになりますが、

初年度 20 年度やるとすれば 332 万円かかると。隔年おきですから、平成 22 年度に 186 万円の

費用がかかっているという部分で、これを見直しするといったら、今、こういう部分しか現状

としてはないのかなと思っております。 

それと次のページです。一つは前回副議長が申されましたとおり、定例会の会議録作成、こ

れを町内に移行した場合どれくらいになるのか。現在実際には臨時会、予算審査特別委員会、

決算審査特別委員会、その他の委員会の会議録はもうすでに町内でやっていまして、半分くら

いの経費は町内で賄っているという状況があります。本当に定例会の部分しか会議録センター

には出してございませんが、これを町内に置き換えるとしたら、80 万円弱ぐらいは減額になる

だろうと。ただ新たに集めてやるということになれば、すぐ移行が可能かどうかということも、

もう少し検討しなければならないと思います。 

次のページをお願いいたします。あと節減できる対象という部分でいきますと、議員研修会

等の送迎バス、これは前回福祉バスを使いましたけれど、福祉バスに置き換えていくかと。若

干の費用はかかりますけれども、こんなにはかからなくなるということでございます。 

それともう一つは議場の録音マイクの賃借料が、あとでも詳しく説明しますが、本年の９月

でリースアップします。リースアップするので、来年以降はかからないということになります

が、原状は今のここの委員会室で使っているマイクが 20 年経過しているわけですよね。音を出

したり、たまにスイッチを押すと、ピーといったり、これも限界に近いぐらいだろうと思って

おります。これは当初 24 台移行したのですけれど、今、これだけしか生きていないのです。と

いうのは、製造部品がもうないものですから、壊れてしまうと廃棄するしかない。これがどこ

まで続くかという部分もあって、後で提案しますけれども、今、議場にある半分交換して、半

分こちらに持ってくる案、半分はリースが終わってから再度取り替えるかという部分で検討が

必要かなと。それをやりますと年間これほどかからないと。年間で 30 万円位で納まるので、60

万円くらいはここで浮いてくるかなと思っております。 

あともう一つはテレビの受信料。細かい話ですけれども、１万 5,000 円かかっています。テ

レビを置けば当然払わなくてはいけないという部分があります。 

今ざっとご説明いたしましたとおり、節減できる対象というのは、ほとんどないというのが

現状ではないかなと。需要費とかそういうものも何回かの節減で最低限にしていますので，こ

れより難しいかなと思っております。 

それと次のページ、これは議会だよりの発行経費でございます。議会だよりも見直ししまし

て、現在87 万円しか組んでいません。一番多いときは200 万円近くあったと思いましたけれど、
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まず１つの大きい部分は、印刷単価が非常に落ちているのですね。白老町の場合は、過度競争

で非常に安く上がっていると。私も契約にいましたけれど、普通ではこのような金額では多分

できないと思います。この倍くらいは予算を組まないと、平常のベースでいったらならないと。

その中で総合情報紙の合本のお話が先ほど出ましたが、正直言って、これに人件費、職員が係

っている部分が人件費換算すると 50 万円程度実際にはあるのですね。これには少し字が違いま

すけれども、１人工、工事の工ですから、これ１人区になっていますから。１人工でトータル

すると２ヶ月従事しております。ですから表面上の印刷単価だけではなくて、人件費のかかっ

ている部分も、合本にすることによって削減になるという部分も押さえていただきたいと思っ

ています。総合情報誌にするのは、先ほど言っていたのは正しいのです。要するに、合本させ

て、情報を１つのツールに集めるという部分があって、なおかつ印刷単価の節減も計れる効果

を計る大きな１つの重要なものでありますが、広報が町連合に移行した部分で見ますと、それ

とは別に、今、職員定数が削減される、10 年で 75 人いなくなるわけですが、その部分の職員

に代わる置き換えという部分も役割があるということですね。実際には町連合に町の広報が行

ったときに、２人削減になって、違う部署に回っていると。今後どのような形になるかわかり

ませんけれど、人員削減は実際には全庁的なものですから、議会がまるっきり関係ないという

部分には今後なっていかないのではないかという部分がございますので、これも含めてもう１

度会派の中で議論をしていただきたいと思っております。 

節減可能な部分を少し抜き出してみましたので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  会議録録音システムの導入。これも一緒にやっていただけますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは会議録のほうにつきましては、主幹のほうからさせま

すので。 

○事務局主幹（森隆治君） 今、現在使用している議事堂の録音システムかなり古いと局長か

らお話あったと思うのですけれども、議事堂のリース７年で契約が終わるということで、実は

委員会室のほうはすでに対応年数も経って生産も中止になって、補修も効かないような状態で

す。今ある機器もいろいろな異音が発生するということで、これは使えないだろうと。それで、

見直し案なのですが、議事堂のやつを・・・、次のページ２ページ見ていただければ良いので

すけれど、それぞれ全部取り替えた場合と、２議席削減になったときの 28 基、それから半分取

り替えたということで、７年と５年のリース契約、そして購入した場合の単価ということで比

較したグラフがございます。これは見積りを取りますと、提案としては半分の５年といいます

と、５年リース契約で行くと、182 万 5,740 円で、購入が 169 万 500 円ということからいくと、

それほど大差なく、14 基で５年リースを使ったほうがいいのではないかという案でございます。

それは、議事堂のほうを 14 基変えて、残った分を委員会室でまかなえる、今の使っている機種、

今の現在のシステムを取り替えることができるというようなことで、提案させていただいてお

ります。 

 それと今まで一度も保守点検がしていないものですから、この導入にあたっては１回保守を、

オーバーホールを一応やりまして、それから使うと。先ほど言いましたように、委員会室も議
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事堂も１回も保守はやっておりませんので、これは毎年する必要はないのですけれど、例えば

隔年とかあるいは３年おきとか５年おきぐらいに保守をやったほうがいいのではないかという

ことで、参考までに３ページのほうにそうすればどのような経費がかかるということで載せて

おります。 

 ４番目については、単純に演台を動かしたり、議席を減らした場合の経費ということで見て

いただければということで、提案させていただいております。 

 最後のページには今現在あるマイクの位置ですね、議事堂のマイクの位置を載せてあります。

二重丸については撤去、丸については現状ということで、14 基の提案の中でそれぞれ位置を配

置しております。以上です。 

○事務局長（上坊寺博之君）  補足させてもらいたいと思いますけれど。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回議場のテーブルは撤去させていただくということで決まり

ました。撤去する部分とマイクを置き換えなければならないですね。マイクを置き換える場合、

今回 14 基取り替えますと、置き換えのお金はかかりません。置き換えないで移動するとしたら、

（４）の最後のところございますよね。この部分４万 2,000 円と３万 3,000 円かかるのですね。

取り替えないでやると、全部かかってしまう。半分の取替えと合わせてやるといいうことにな

れば、上の段の 5,250 円と 7,875 円、これはテーブルの撤去費ですから、これだけで済むとい

うことです。だから実際には入れ替えと撤去を合わせてやったほうが効果的だということなの

です。そうでなかったら、入れ替えなかったら７万 5,000 円くらいはかかってしまうという部

分でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、財政関係と録音関係の案が出されましたけれど、何かご質問あ

る方。このことでどういうふうにするのが一番我々として良いのかということは、各会派で議

論していただくということでよろしゅうございますか。いいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 非常に時間遅くなりました。その他のその他について、何か局長あ

りますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 持っております。もう１枚ついておりますけれど、それは三重

県の通年議会の情報を提示させていただきました。新聞に載っているものです。参考にしてい

ただきたいと思います。 

 あとは特に持ってきておりません。 

○委員長（大渕紀夫君） 大変時間が遅くなり、申し訳ありませんでした。なければ以上で終

わりたいと思うのですけれど、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）  それでは本日の議会運営委員会は以上で閉会といたします。 

ご苦労様でした。 

（午後０時３０分） 


