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平成２０年 白老町議会運営委員会会議録 

 

 

平成２０年１月２５日（金曜日） 

  開 会  午前 １０時００分 

  閉 会  午後  ０時１６分  

  

○協議事項 

 第４回定例会：日程第６号（追加議案）について 

  

○出席委員（１０名） 

 委 員 長   山 本 浩 平 君     副委員長  大 渕 紀 夫 君 

 委   員   及 川   保 君           玉 井 昭 一 君 

         土 屋 かづよ 君           熊 谷 雅 史 君 

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

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

  

○欠席委員（０名） 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

 経 営 企 画 課 長    高 畠   章 君 

  

○職務のため出席した者職氏名 

 事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

 主     幹    森   隆 治 君 
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  ◎開会の宣言 

○委員長（山本浩平君） ただ今より、議会運営委員会を開会いたします。 

本日の協議事項でございますが、平成 19 年度第４回定例会、日程第６号関係でございます。 

局長の方から、まず日程等の説明がございます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今日の議題でございますが、現在、議会休会中でございますが、

追加議案がありましたことから、日程第６号としまして、召集をお願いするものでございます。 

追加議案の内容でございますが、町の提案として２件ございます。一般会計の補正予算１件

と、財産の処分１件でございます。 

それと議会関係としましては４件ございまして、委員の辞任、議会運営委員の辞任でござい

ますが、これが２件。それと、辞任に合わせまして、補充選任ことで、１件でございます。そ

れと町側から専決処分の報告を受けておりますので、諸般の報告として１件提出したいと思っ

ております。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、レジメの２の議案説明に入ります。 

議案２件、議案第 19 号平成 19 年度白老町一般会計補正予算第９号と議案第 20 号財産の処分

についてでございます。 

本日町側から経営企画課の高畠課長が出席でございますので、説明をいただきたいと思いま

す。 

高畠課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） それでは、私の方から議案第 19 号、それから第 20 号を続け

てご説明したいと思います。 

まず、議案第 19 号につきましては、Ａ４番の概要により説明をいたしたいと思いますので、

ご覧いただきたいと思います。１、歳入歳出予算の補正規模、一般会計第９号、2,306 万 1,000

円の増額補正でございます。財源は記載のとおりでございます。この結果、予算補正の状況で

すが、参考欄をご覧ください。一般会計、今回の計上額 2,306 万 1,000 円。合計 93 億 9,545

万 6,000 円となります。特別会計、企業会計それぞれとも今回計上される補正額無しというこ

とで、結果合計 230 億 9,561 万 5,000 円、これが現在までの予算の規模となります。 

続きまして、補正予算の主な事項ということで、歳出歳入の内容でございます。（１）歳出、

総務費 122 万 6,000 円の増額でございます。これは胆振海区漁業調整委員会委員選挙経費。こ

れは1月29日告示予定の胆振海区の漁業調整委員会委員選挙に関わる経費でございます。なお、

この経費につきましては、無投票の場合は３月の議会で減額補正させていただく予定になって

おります。この経費の財源といたしましては、全額道の支出金が当てられることになってござ

います。 

続きまして、環境衛生費、35 万 9,000 円の増額補正でございます。これは、愛がん動物管理

対策経費 14 万 8,000 円、これは、休日時間外等における畜犬処理業務増加に伴います、賃金及

び車両燃料費の不足分、この分を今回計上させていただくものでございます。それから次に、
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白老葬苑管理経費 21 万 1,000 円の増額でございます。これは、火葬業務増加に伴います燃料費

の不足分、その計上でございます。 

続きまして、土木費 2,147万 6,000 円の増額補正でございます。これは、12 月の議会のとき

に先に計上させていただきます、この調査費 88万 8,000 円、この調査結果に基づきまして、移

設経費が積算されましたので、それに基づく経費でございます。イオル再生事業に伴いますポ

ロト公園内に設置されているＳＬポロト号に関わる移設に関わる経費ということでございます。

この財源につきましては、道支出金であります地域政策総合補助金が 540 万。それから、アイ

ヌ民族博物館による負担金 350 万、それから財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の負担金が

1,137 万円ということで、その結果、この事業に関わります一般財源の負担金の合計は 209 万

4,000 円。これが一般財源の町の負担する金額ということになります。そういうことで、歳出

合計 2,306 万 1,000 円でございます。 

（２）歳入、歳入でございますが、先ほど歳出でご説明させていただきましたので、省略さ

せていただきます。 

続きまして、議案第 20 号です。議案書をお開き願います。議 20 の１でございます。これは

臨海部土地造成事業特別会計、ここの財産の処分に関る案件でございます。場所につきまして

は、次のページを開いていただいて、処分予定箇所というのがございます。ここの墨を入れて

ある部分、処分予定箇所ということで引き出し線書いてございます。ちょうど、公共中央１号

上屋、そこの北側に位置します土地でございます。処分する所在地ですが、これは白老郡白老

町石山 356 番地の３。地積面積でございますが、１万 5,068.96 ㎡。坪に直しますと 4,571 坪。

そして、処分価格でございますが、１億 5,086 万 9,600 円ということで、１㎡あたり１万円と

いう単価でございます。処分の相手方、栗林不動産株式会社でございます。以上、簡単でござ

いますが、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） ただ今、議案第 19 号、第 20 号につきまして、高畠経営企画課長よ

りるる説明がございました。この場において、特段何かお尋ねしたいことがあればどうぞ。あ

りませんか。ありませんね。 

 続きまして３番目でございますけども、委員の辞任について、局長より説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 委員の辞任でございますが、１月 22 日付けで新政クラブの方

から会派変更届けがございました。会派の代表者が熊谷議員より近藤議員に代表者を変更する

というものでございます。あわせまして、会派の構成が議員１名減になるということでござい

ます。このことから、熊谷議員、玉井議員が別紙添付させてもらっています、裏表になってお

ります。議会運営委員を辞任したいという届出がでてございますので、お諮りをいたしたいと

思います。その前に若干ご説明したいと思いますが、委員会条例をお開きいただきたいと思い

ます。委員会条例の３ページでございます。第 10 条の第２項でございまして、委員が辞任しよ

うとするときは、議会の許可を受けなければならないということになってございますので、議

事日程に上げさせていただきます。それぞれ除斥の対象になりますので、１件１件、２件の議

案となります。それと、議会運営基準をお開き願いたいと思います。24 ページでございます。
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24 ページの第２節４番。これは、議会運営委員会の構成でございます。委員は原則として、各

会派の議員数の比率により選出するということになってございまして、会派の方の希望として

は、代表者が代わりましたので、議会運営委員の変更と３名となることから、按分比率によっ

て１名になることから、２名減ということになってございます。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 今、局長から説明がございましたけれども、まずこの点について何

かご質問のある方はいらっしゃいますか、どうぞ。特にございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、４番目に入りたいと思います。委員の欠員、補充選任につきまして、局長より説

明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 現在、２名の方の辞任願いがございまして、一応２名の欠員に

なるということでございまして、新たに欠員補充をしなければならないということでございま

す。これも委員会条例の５条。欠員が生じておりますので、５番目５条に基づきまして、本会

議において補助選任しなければならないということになりますので、よろしくお願いしたいと

思います。今、先ほど言いましたように、新政クラブの方は会派の構成変更がございまして、

代表者が近藤議員になりますので、近藤議員を新たに選任したいということでございまして、

欠員１生じますので、按分比率でいきますと、４会派が３ということになりますので、そのご

議論をいただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、局長より説明がございました。欠員の補充、４つの会派が３つ

ということになります。現在、４つの会派の中で共産党さんが２名出ている状況でございます

けれども、どのように取り計らえばよろしいでしょうか。皆さんからご意見を頂戴したいと思

います。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 議運の総数は変えられないのですよね。そうすると、当然欠員が出る

ということなのですね。前回、確かくじか何かでやった記憶がありますよね。４会派３人にな

ったということで、どうするかということですね。 

○委員長（山本浩平君） 具体的に言えば、共産党さんは２名おりますので、私ども新風３名、

清風さん３名、新政クラブさんも３名ということになると思うのですね。その中から選任しな

ければならないということになるとは思います。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これははっきりしていると思うのです。３人ですから、同じ会派

ですから、新政クラブさんがいらっしゃらないわけですから、今の段階では。ですから、新政

クラブから１名と残った１名については残った２つの会派がくじ引きで決めるというのが、私

は一番妥当だと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかにご意見ございますか。そのような形でよろしいでしょうか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） ４つの会派が３人だということですから、今回急遽こういう形になっ
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たわけですよね。であるならば、新たな選出方法というのは考えられないでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 新たな選出方法というのは。 

○委員（及川 保君） 初めから補充ということになるのですか。そうであれば、今、副委員

長が言われた方法でやった方が良いかなと思います。  

○委員長（山本浩平君） 新政は１名でいいということですね。となると、清風と新風との間

で・・・。 

○副委員長（大渕紀夫君） 新政クラブさんは厳密に言えば按分では出ていないのですよね。

ゼロですよね、議長しかいないわけですから。ですから、当然按分で１人は出るのです、これ

は決まっているということですよね。本来から言ったら、議長を除けば３人いるのだから、く

じを引く権利があるかどうかという所があるのかもしれません。しかし、議長が出ているとい

うことで言えば、議長以外の人２人が出れば、３人の会派で３人になりますから、私はこれは

おかしいと思いますので、そうであれば新風さんと及川委員の所の会派でくじを引いて１名を

補充するというのが妥当ではないかという意見を申し上げたわけでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今の議会運営副委員長の提案の中身でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ではそのように選任をしたいと思います。前回と同じように、くじ

という形でよろしいでしょうか。 

〔くじ引きによる抽選〕 

○委員長（山本浩平君） 今のくじの結果でございますけれども、清風クラブさんが議会運営

委員会に１人補充するということでございます。今、決まったばかりですけども、氏名をもし

出していただけるのであれば・・・。 

○委員（及川 保君） 松田議員。 

○委員長（山本浩平君） 松田議員が議会運営委員ということで、欠員の補充ということでご

ざいます。小委員会の変更がございますけども、それは委員会の中で協議をしていただくとい

うことになると思います。 

局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） １点、提起させてもらってよろしいでしょうか。従来からの任

期中の会派変更はあまりよろしくないということは、会派割でやっている所がございまして、

役職が頻繁に変わるということは良くないという形で言われているのですが、今回、諸般の事

情で２名変更になるということでございましたので、今後このようなことが生じてきたときに、

逆の場合もあり得るわけですよ。人数が増えれば増えるほど、構成が上がっていくわけですよ

ね。だから、その辺が今後良いのかどうなのかという議論もしておいた方が良いのかなと。逆

に言えば、減した時には減るけど、プラスの時には増やさないとか、一定のルールが必要では

ないのかなと、私事務局としてはちょっと感じているのです。その辺の議論も若干いただきた

いなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、局長から提案ございましたけれども、この点について皆さん、
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いかがでしょうか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、局長が言われたのは、要するに減員になった場合は補充しな

いで、そのままやろうというふうなことが必要ではないかという意味ですよね。現実的に 20

名から 16 名に減らした中で、議会運営委員会７名というのは減っていないのですよね。ですか

ら、そういうことがまず良いのかどうかということの議論はちょっと今するというわけには、

そこの部分にはいかないと思うのです。ただ、これからそういう形で常任委員会等々辞任され

たり、変更になる場合は、その分補充しないと。議運の場合は特にそうだと思うのだけれど、

そこら辺がどうかということなのだけど、やっぱり今の状況からいけば、すごく混乱するよう

な形、これで小委員会も動きますよね、現実問題としては。だから、そこら辺はもうちょっと

合理的にやれる方法を考えた方が良いのかもしれないと、私は思いますけれど。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会派が何回も異動になるということは、議運の構成も変わって

いくということになりますので、道の議長会の方ではあまり好ましくないと言われているので

す、異動するということは。当然、委員長の按分の影響も出てくるのかなという気もしますけ

れど。ルールとしては逆に言うと、減するのはそこの会派の意思として減らす部分があります

けど、減らすときは減らすけど、増えたらそのままという部分にするのか。今後の課題でも構

わないと思いますけど、会派の中で議論１回していただいた方が良いと思います。 

○委員長（山本浩平君） 会派の中で１回議論していただきたいと思いますけれども。 

及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 16 になるということが決まった時点で、前の議会だったのですけども、

会派制度が必ずこのままでいかなければいけないものかどうか、減員になっているわけですか

ら、その辺のことも今後議論するべきではないかというふうに思っていたのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 会派制度そのものの存続とかそういうことですよね。今、及川委員

からも会派制度については意見ございましたけれども、局長から先ほど提案された件につきま

して、この場で議論して決めるというのはなかなか難しいと思いますので、今後の課題として

各会派で十分に協議を進めていただきたいなと思います。そういったことでよろしいでしょう

か。 

○事務局長（上坊寺博之君） １つ例を出してよろしいですか。こういう形で按分比率しまし

たけれども、例えば３人と３人の所が何かの都合で合体すると、一の選出が三になるのです。

そういう場合もあって、意図的にくっつけるとなると増えるのです。按分が増えてくるという

部分がありますので、議会運営上またそういう配分をむやみに変えるのは議長会の方でも好ま

しくないと言われているものですから、そういう事実もできるという認識に立って議論してい

ただきたいなという気はします。 

○委員長（山本浩平君） 次の改選まではそのままの方が望ましいという見解だということで

すよね。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 駄目だという規定はどこにも書いていないのですよ。書いてい

ませんけど、先ほど副委員長言ったように混乱する部分が出てきますので、好ましくないと。

前の局長も多分言われていたかなという気はしますけど。その部分で議論していただければと

思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、次の議題に入りたいと思います。諸般の報告についてで

ございます。専決処分の報告でございます。説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町側から法の 180 条で町の専決処分を委任いたしました損害賠

償額の決定の報告がなされておりますので、議長から諸般の報告という形で行います。内容は

交通事故。車の損傷ですね。接触事故で賠償を行うということでございます。昨年末、ぎりぎ

りに示談をしなければならないということから、専決処分を行ったということで聞いてござい

ます。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） この専決処分の報告について、皆さん何か特段ございましたらどう

ぞ。今、お尋ねしたいことがございましたら・・・。ありませんか。次に参りたいと思います。 

 第４回定例会の日程につきましてでございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会期につきましては、日程第６号としまして、１月 28 日月曜

日、１日間でございます。議事日程につきましては、別紙にお手元にお示ししていますとおり、

先ほど説明しましたように議員の辞任が２件、それと欠員補充、それと町側の議案２件という

ことになります。それと、１件意見書が提出されております。これは議長会からでございます

ので、この次に議論をしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 日程についてお話しがございました。これもよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 続きまして第４回定例会、通年議会の試行の閉会についてでござい

ます。 

局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、第４回定例会、12 月議会ですが、通年議会試行というこ

とで、２月の 29 日まで会期とってございまして、28 日まで休会してございます。第１回定例

会の予定が既に委員の皆さんにお配りしていますとおり、25 日招集されまして、28 日から本会

議ということで、29 日に第４回の定例会を招集して閉会するということはできなくなりました。

というのは、29 日にしますと、３月議会が招集されていますので、招集されたということでき

なくなってしまうのですよ。ですから、早めなければならないということで、今の予定では 20

日くらいに招集して、会期中の閉会という形で取らせていただきたいなと思っております。20

日ぐらいでよろしいかどうか諮っていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、再開、閉会日平成 20 年２月 20 日ということでございま

すけれども、そのくらいの日程でどうでしょうか、皆さん。 

何か意見がございましたらどうぞ。 

大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） これは、20 日でなければまずいということですか。私事ではなく

て、この日町村の監査員協議会、全道の監査協議会があるのです。全くこの日程がそういうこ

とに関係なく設定ができると、影響が全くないという意味ですよ。都合が感じるということで

はなくて、これは公式に全道の町村の監査員協議会というのがございまして、それが 10 時から

あるのですけども、全く影響がないし関係がないということであれば、動かすことが可能であ

れば、皆さんの合意が得られれば、公式な会議がございまして、どちらかにしか出られないで

すから、考慮願える範囲であれば、都合が悪ければもちろん構いません。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 日程的には別に構いません。というのは、３月議会が召集され

て、開会されるまでに会議が延びていなければ構わないのですよ。というのは、例えば、これ

が臨時会の想定で、臨時会が延びていって、25 日召集されてずっと伸びていくと、もう招集さ

れていますので、開会しなかったのは議会の勝手ですから、３月議会無くなってしまうのです。

それだけの話なので、多分 25 日議運があるので、その前にやった方が良いかという判断だけで

すので、別に 21 でも 22 でも皆さん出てくる日にちが近くなるのが嫌でなければ別に構わない

です。19 でも良いですし、18 でもでも良いですし、21 でも良いですし、22 でも良いです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 皆さんに特別お願いをしたいと思いますが、実は総務の常任委員会が

15 日に開催予定になっております。実はこの 20 日に予定されておりました、この議会におい

て報告をすることになっております。これは非常に厳しい日程ということで、皆さんに諮って

はいたのですけども、もし１日でも２日でも延ばしていただければ大変助かります。 

○委員長（山本浩平君） 今、21 日ぐらいどうだという話ございますけれど、どうですか。よ

ろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 21 日ということで決定をしたいと存じます。よろしくお願いを申し

上げます。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちなみに 21 日にやるということであれば、18 ぐらいに議会運

営委員会。意見書等出てきますので・・・。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのようにお願いを申し上げます。 

 続きまして日程の８番目、その他について、意見書の取り扱いにつきまして、北海道町村議

会議長会から採択の要請がある意見書でございます。 

局長より説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書ですが、これは 21 日の議会運営委員会のときに既に道

路整備促進協議会から直接来ましたものをご配布して、どういう取り扱いにするかということ

を会派で議論していただくことになってございますが、それと追って、北海道町村議会議長会
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から要請が、なるべく早めに採択して意見書を出していただきたいという案内が来てございま

して、議会運営基準によりますと 28 ページなのですが、それの４項に規定がございまして、北

海道町村議会議長会から提出要請を受けて意見書は各会派の代表者が提出者となり、議案説明

は代表質問の順序に習い順送りとするということになってございまして、取り扱うという規定

になってございます。このことから、直近の 28 日の議会に、先ほどの議事日程に書いてござい

ますとおり、提案するような形になるのではないかということでお諮りいただきたいと。 

ちなみに 12 月に全道消費者協会から灯油高騰に伴いまして意見書を出してくださいという

ことで、当町議会でも議決しまして既に出してございます。これの情報ですが、管内でそれを

元にして採択した議会というのは６議会あります。登別市、伊達市、洞爺湖町、安平町、厚真

町、白老町ということで、当然参加団体ですので、町村の方には全て降りてございまして、市

議会の方も降りているようでございます。伊達市は依頼のもので採択されたそうです。それで、

登別市につきましては、２月の臨時会で採択する予定と。それと洞爺湖町、安平町、厚真町は

議会が今、予定してございませんので、３月に事情変更という形の中で採択する予定だという

ことをお聞きしてございます。参考です。以上です。お諮りお願いいたしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、局長の方から説明がございました。この点について若干もう時

間も無いということもございますようでございますので、若干皆さんからご意見を賜りたいな

と思いますけれども。いかが取り扱ったら良いか、ご意見を拝聴したいと思います。内容とし

ては出てきた所が若干前回とは違いますけど、会派で揉んでくださいということで前回お話し

ております。会派でお話されていたかどうかということもありますけれども、伺っていきたい

と思いますけれども、新政クラブさんどうですか。 

玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） うちの会派では、もちろん逆行するけれども、この件については採択

すべきというふうに結論的には出たのですが、やはりこの財政の大変な折、１億 5,000 万のカ

ットというのは大きなことでございますので、できることならそうされないような方法で決め

たいということです。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、いかがですか。 

○委員（及川 保君） 会派での話の中では、どうするということは決まっていません。ただ、

12 月に産業厚生常任委員会の方で付託されて議決しているのですね。きちっとした対応をされ

ているのですから、そのことを議会の責任ということからすると、また正反対の状況になって

しまうものですから、その辺のことは非常に厳しい対応をせざるを得ないと。まだ結論出てい

ません。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） はっきりしていまして、２つあると思うのです。 

１つは、議会運営上いかがなものかと。言っていること自体が理解できないとか、そんなこ

とではございません。今、白老町は財政的に非常に厳しいまちですから、そういうことで言え

ば、言われていることは十分理解できます。しかし、議会としてみたときに、本当にそういう
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ことが成り立つことなのか。事情変更ということになるのでしょうけれども、その事情変更が

議会として認められる範囲になるかどうかという問題がかなり議論しました。しかし、結論的

に言えば、どこまでどうだということではございませんので、私たちは議会の権威はきちっと

守るべきだろうと。そのことをやったから議会の権威が下がるという意味ではないのかもしれ

かせん。少なくとも、12 月に全会一致で常任委員会、本会議共々全会一致で議決されたものが、

果たしてそれと違った形で出されるということがいかがなものかということでの議論になりま

した。 

もう１つ、では白老町の減る財政についてどうするかということで言えば、当然これは国で

やられていることでございまして、それに対する対案を我々は国会なら国会でやっているとい

うことも事実でございますので、そういうことで言ったら残念ながら私たちはこのことについ

ては、道路特定財源については、一般財源化すべきという考え方。そして、今の道路行政をど

うしていくかということの議論。そして、一般的に言われている環境税の導入。こういうこと

含めて、対応を取っていくべきということで、この案件については、我々は賛成できないとい

う立場でございます。 

○委員長（山本浩平君） 次、公明党。 

○委員（氏家裕治君） 会派においては、まだこれについての話し合いは設けていません。そ

れと伴って今回のこの部分に関しても、一緒に議論していかなくてはいけない部分だと思って

います。ただ、明らかにこれからの国の動き方が明確になってきた以上、それをただ確かに全

会一致の中での結論はみたものの、これからの考え方については、もっと慎重にいろいろなこ

とを考えながら進めていかなければならない事項だと、私は思っています。それについて、先

ほど副委員長が言われたとおり、議会の運営上どうなのか。その辺についてもしっかり議論し

ながら、ただ目の前にあるものについては、確かに全回出た結論を踏まえながら、しっかり議

論していかなければならないことだと思っています。この場での発言は控えさせてもらいます。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風でございますけれども、いろいろと意見がございました。

議会の筋論から言うと、前回産厚で付託されて全会一致で可決した内容と、相反するものでご

ざいますから、その部分については、非常に難しい部分もあるという認識は我々のメンバー全

員も思ってはおります。しかし、あのとき出されてきた状況と、今の地方自治体に対する現実

的な国の対応の変化を考えると、非常にこれは柔軟な対応をしていかざるを得ないのではない

だろうかと。現実的に白老町が１億 2,800 万の試算している中で、減収額がそのくらい想定さ

れておりますので、その点についてはやはり非常に財政難で現実的に考えると厳しいものがあ

ると。国のいろいろな働きかけを全く無視はできないのではないだろうかという、今の所そう

いう方向でございます。まだ、賛否についてははっきり賛成ということではないですけれども、

方向としては全員賛成になる可能性として残されているのかなという状況でございます。 

微妙な所だとは思うのですけれども、いずれにせよ 28 日にあれですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 出すか出さないかなのですね。先ほども議会運営基準を申し上

げました、基本的には道の議長会、これは全道議長会、全国議長会もそうですけど、６団体も
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そうです、歩調合せてやる部分ですから、基本的な流れとしたものは従来から提案させてもら

うのですが、但し書きの中には場合によっては提案者にならないと書いてありますから、どう

しても賛成できない方は、提案者にならないですから。 

今の状況見ますと、賛成している方は新政クラブ１つしかないのですよね。だから、それだ

けで提出できるかどうか。もうちょっと時間を置かなければならないのか、28 日に提案をかけ

るのか、提案者がいなかったらかけられないのですよ。先ほどの議事日程にも載せているので

すが、基本的には出すという方向性は従来から変わってございませんので、出すような扱いに

はしているのですが、賛成者が複数いないと出されないかなという気はします。 

○委員長（山本浩平君） 私ども微妙なニュアンスでしたけども、出すことには賛成します。 

新風。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどはっきりと駄目だよとおっしゃられたのは、共産党さん

なので、但し書きの規定に該当すると思うのですね、事情変更。ただし、事情により提出者に

ならない場合があるということでございますので。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、新風、出すことについては賛成と。 

○事務局長（上坊寺博之君） 最終的な判断は議決ですので。 

○委員長（山本浩平君） ほかに。清風さんはこの場では結論出ないと、厳しいということで

すね。 

委員外議員の発言を許可いたします。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） これは、町民からの目線に立った議論でもあるので、私委員外

議員であっても最後に委員長であっても委員外議員の意見も求めてほしいと、まず思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、求めております。 

○委員外議員（前田博之君） 私が挙手して求めたことであって、逆に皆さんの意見を集約し

た後に委員外どうですかということが聞かれなくても、私から言わなくてはいけないというこ

とになってしまうのかな。そういう意見をまず述べさせていただきます。 

それと、手続き上の問題ですけども、前回産厚で委員長が報告していますけども、もし上げ

るということになったら賛同になって、議会運営委員会で上げるということ、産厚の議員提案

なのですね。そうすると、その委員会では提案者に対して前回産厚委員長が上げて採択された

部分と本件の部分についての部分の意見というのは、求めても良いということですね、本会議

では、提案者に対して。その辺ちょっとお聞きします。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、議会運営基準を見ていただければわかるのですが、

先ほどの 28 ページですけど、全会一致になった場合に限って質疑討論を省略するとなっていま

すので、今の場合ですと全会一致になりませんので、あくまでも４の所で各会派の代表者が提

案者ですから議員提案なのです。ですから、当然質疑を受けることは構わないと。ただ、この

場に参画されて、構成員であって質疑を受けるのであったら、ここでやるべきだなという気は

しますけれども。というのは規定があって、たまたままとまらないのですけど、議長会の議案
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というのは出すのですね、基本的に。全会一致が基本的原則なのです。詰めなさいという規定

になっているのです、運営基準は。ですから、意図があって質問されるなら、ここで詰める努

力をされていただきたいなという思いはいたします。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 意見書の場合はやはり、私は満場一致が望ましいと思っておりま

す。全会一致が望ましいと思っております。しかし、満場一致でなければ出せないということ

ではなくて、今まで何度も何度も出していますから、それは出すのは構わないと、こういうこ

とです。ただ、そこについて言えば、会派代表者会議まで必要かどうかは別にして、そういう

所まで持ち込んでも良いから一致できる部分で一致していくという、そういう議論を議会運営

委員会なり何なりでして、意見書というのは出すべきだろうと、いうふうに私は思っておりま

す。ただ、今回の場合ははっきりしていますから、私は態度は表明しましたけれども、当然そ

ういうふうな形で詰めていく必要はあるのではないのかなと、この場で詰めていく必要はある

だろうなと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） 議長から、何かございませんか。この件に関して、議長会から出て

いるということなのですけど、特に何かあれば・・・。 

○議長（堀部登志雄君） 特にございませんけども、つい２、３日前から議長会の方からこう

いう要請がきたということで、今日諮っているわけですけれども、確かに皆さん言われるよう

に国挙げて今、暫定税率の継続か廃止かということで議論になっていて、地方６団体、知事会

筆頭にこれを何とか継続しいてほしいと。一方では廃止するというような形で、国会でやり取

りしている中で、今回議長会も６団体の一構成団体として、各町村にこういう形でお願いをし

たいということで来ているものですから。たまたま前回、12 月に消費者協会から出て、そうい

う形でやりましたけれども、事情が非常に著しく変化したということで来ていますので、これ

については非常に先ほど共産党さんからも言われておりました、皆さんも何となく矛盾を感じ

て、前回やって、今回全く逆の意見書を出すのだということについては、非常にいろんな思い

があると思いますけども、それらの思いは思いとして、できれば私としては白老町議会として

は、これだけ影響の大きい状況でございますし、白老町の財政状況考えると本当にこれを出し

たからなる、出さないからならないということにはなるのかどうかわかりませんけれど、やは

り我々の意見として、ぜひこれを何とか財源確保できるような形が叶うのであれば、それは出

していっていただきたいなという思いはありますけども、これはやっぱりいろんな思いはある

わけですから、それはそれぞれの委員の方に委ねなければならないと思いますけれども、私と

してはぜひこれは採択していただければありがたいなという思いです。 

○委員長（山本浩平君） どのように取り計らえばよろしいでしょうか。 

今、３つの会派が賛成の方で提出に回っても良いということで、１つははっきり反対と、１

つは保留ということでございますけれども、28 日に賛成会派３つだけで提出するという形を取

るかどうかということですよね。その点について、皆さんの中で議論していただきたいなと思

います。議長会から出てきているものの取り扱いについては、出せるということですね。そう
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いうことでよろしいですか。 

副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、これは意見書で、議長会のものはこういうふうになっ

ていますけど、議員提案ですから、一人以上の賛成者いれば出せるわけです。だから、例えば

新政クラブさんが出すと言えば出せるのですよ、二人いるわけですから。ですから、出すこと

は十分できますから、出す所がいればそれはそれで構わないのではないですか。ただ、私は発

言できないから発言しないだけで、そういうことで言えば、厳密に言えば議員提案できるわけ

ですから、幾らでも。一人の賛成者いれば出せるわけですから、二人いれば出すわけですから。

ですから、それは出すという所があれば出すということで。それは出すという所が無かったら

出せないというだけの話しですから、それはそれで構わないのではないですか。ただ、28 ペー

ジにありますように、協議によって調整が困難な場合は議会運営委員長から議長に申し出て会

派代表会議を開き、提出会派の意見聴取も行って再調整するということもできるし、道はいろ

いろあるのですけれども、そんなようなことで結論を出せばよろしいのではないかと思います

けども。 

○委員長（山本浩平君） 今、副委員長からご意見ございましたけれども、提出するというこ

とでよろしいですか。 

玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今ここにおられる人、要は５会派あるわけだけれど、当然先ほども言

われたように委員外議員もいるわけだから。委員外議員のさっきの話しは賛否の話しではなか

ったものだから、質問の話しだったでしょう。賛否の話しも一応お伺いしたらどうですか。そ

れは、例えば今、大渕副委員長が言われたように賛成する方が一人いれば提出できるのはわか

るのだけど、ここの議運の中のメンバーとしているわけだから、委員外議員と言えども。その

辺は聞くべきではないかと、私は思うのです。さっき言ったのは、質問の話しを聞いただけで

しょう。賛否の話しは聞いていないわけですよね。その辺を一応委員長として聞くべきではな

いかなと思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど、それぞれの会派には振りましたけども、委員外議員の方の

意見聞いておりませんでしたので、この意見書そのものについての賛否についてお尋ねをした

いと思います。 

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 賛否については時間ありますから、考えなければいけないです

けど、ただ私が先ほどお話ししたのは、内容的なことはいろいろな議論はありますから言えま

せんけども、ただ私たちここに議員としていますから、先般意見書を全員が採択したものを議

会の権威、品格としてどうかということを、やっぱり議論すべきだと思います。内容的なもの

は、今国民を巻き込んでかなり議論しているわけですよ。議員としては、私は町の財政を考え

ればわかりますし、町民の立場から考えるとどうかという議論いろいろありますので、やっぱ

り性質的なものはこれから国会で議論されて、裏負担に出てくるだろうし、制度的にどうする
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といいうのはまた議論になっていますけども、私は先ほども言ったように、議会の権威なり品

格がどうあるべきということを、僕は今ちょっと考えているのですよ。それで、私は先ほど言

ったように、まだ結論は出ていませんけども、もしあったら賛成者が提案したときに、その辺

の趣旨をお聞きしたいなと、まだ意見も何もありませんから、そういう意味です。 

○委員長（山本浩平君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） どうも皆に聞かれたと思うのだけど、それは会派では重々わかった中

でこの結論を私たちは出しているのですよ。それだけは言っておきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 例えば、このことについては一定限度の考え方がはっきりしてい

る部分があるのですよ。ただ、今、前田委員外議員が言われましたように、議会としてどうな

のかという所は、やっぱり必要、必要でないは別にして、中身の問題は別にして、そういうこ

とは議論しておくべきだろうと、意見無ければ良いですよ。それによって、出すとか出さない

とかではなくて、こういうことが起きた場合は原則論で言えばあり得ないことなのです。ただ、

全道議長会から来るということは、消費者協会も全道に出して、今議決が上がっているわけで

すよ。そういう中で、全道議長会から来るということは、今玉井委員も言われたように、よほ

どのことがあるのだろうと私も思います、それは。分かっていて、消費者協会が出して、議決

されていることが分かっていてきているわけですから。ですから、そういう状況というのは十

分あるのですよ。しかし、議会として見たときに、本当にどうなのか、私最初に言いましたけ

ども、そういう所は意見が無ければ構わないけど、やっぱり意見は聞いておかないと、後で禍

根を残す。あの時言ったよとかならないように、やっぱり一定の議論はしておくべきではない

かというふうに思うのです。無ければそれはそれで構いません。皆さんがそれで良いというこ

とであれば構わないのだけど、やっぱり一定の意見は聞いておくべきではないかというふうに

は僕は思います。それは出すとか出さないとかということに対することではなくて。 

○委員長（山本浩平君） この場でということですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） この場でやらないと、提案してしまったらもう終わりですから。

議論しても価値が無いですよ。今、議論しないと駄目ですから、もしあれでしたら５分なら５

分間休憩とって、その後５分でも 10 分でも良いですから、皆さんご意見あれば、それはやっぱ

りしょうがない場合もあるだろうとか、そういう意見を伺った方が良いのではないかなと思う

のですよ。そうしないと、そう意見が出ているにも関わらず出してしまったということになり

ますから、私もそこは敬遠しているところなのです。わたしは言いましたから、それはそれで

構わないですけれど。 

○委員長（山本浩平君） 内容そのものよりも、これに取り掛かるにも前後してしまっていま

すので、前回との。意見書とまた相反する内容なので、基本的にこういったケースのときは内

容そのものよりも、議会としてどうあるべきかということについて、暫時休憩をいたしまして、

若干皆さんのご意見をお尋ねしたいと思います。 

暫時休憩をいたします。 
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休憩 午前 １１時０３分 

  

再開 午前 １１時１５分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

議会のあり方ということですね。皆さん、休憩中にいろいろと議論もされたり、検討もされ

たと思います。どうぞ、ここで何か。 

公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今回の取り扱いに関しての話なのですけもの、前に私も産業厚生の常

任委員会の中で、消費者協会との話し合いの中で、前回出されたときには消費者の立場として

考えたときには、それは本当に最もな話であるし、白老町の消費という部分に関しては、白老

だけではなくて全道、全国の消費という部分で考えたら、それは真っ当な話だということでも

って取り上げて、それを議会にかけて、全会一致の中で採択したのです。あのときの事情、話

の中で、こういった今回の道路財源のものというのは、どこの自治体の関してもそういった情

報を元に消費者協会の話しがあったわけではなくて、消費者協会事態もこういった今の現状踏

まえた中で出したわけではない案件だと僕は思っています。ですから今回、消費者協会さん自

体も本当に困惑しているのではないかと、僕は実質そういうふうに思っています。今回この議

長会の方から出てきている意見書に関しては、やはりこれから白老町のことを考えたときに、

これからこれを採択するしないのことがプラスに働くのかマイナスに働くのか、このことを考

えながら進めるべきではないかと思っています。ですから財政のことでもって、これだけ白老

町で騒がれている中で、果たしてこれが進む中でこれを採択しない、またこれが国会で議論さ

れた中で廃止になったときに、白老町がどういった負担を被ることになるのかということを考

えたときには、やっぱり大きな問題になると思いますので、ですからこの案件に関しては、今

回は上げるべきだと思っていますし、多分その辺については消費者協会さんとのそういったい

ろいろな話しもこれから必要になってくるのかなと、僕は思いますけども、まずは上げるべき

だなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうでしょうか。 

新政クラブ、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 先ほども言いましたように、私たちは全てを考えた中で苦渋の選択を

してるということでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうでしょうか。 

私の見解を述べさせていただきます。確かに前回、産業厚生常任委員会で付託されて、そし

て消費者協会の幹部の方を招いてお話しを聞いた上で全会一致で採択をしたと、産厚として意

見書を出したと、この内容と相反するものではございますけれども、今白老町の財政状況です

とか、いろいろなことを考ええた場合に、確かに一度議会で決めたことに対して、それと相反

するものを出すということに対して、議会としての見識を問われる部分は確かにあるかもしれ

ません。あるかもしれませんけれども、やはり状況があの時とは大幅に違うということを踏ま
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えて、再度議長会から出てきた意見書を採択するのも、違う状況の中で議会が判断したという

ことを、やはり逆に町民にも理解をしていただけるような努力をすれば良いのかなと。確かに

このテーマ以外のことであれば、一般的に言えば大渕副委員長のおっしゃられるとおり、いか

がなものかという所はあるとは思うのですけども、それは今後こういったような手続きという

か、無いように議会としても気をつけていかなければならないと思いますけども、今回の場合

に関してはやむを得ない部分がどうしてもあったのかなという認識しております。 

土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） この道路特定財源制度そのものが、やっぱり非常に歪んだものでは

ないかと思うのですよ。道路利用者会議の方から出されている文書を読むと、道路整備をする

ために 59 兆円を提示しているわけですよ。私は、これを何十年もやられてきて確かに国内の道

路もまだ進んでいない所もありますけれども、緊急性をある所は優先的にやるということにし

て、一般財源化して実際の福祉や教育とか、そういう所に使うべきだと思うのです。別にこれ

を提出しなかったからといって、１億 5,000 万の交付金が白老町に来ないということも限らな

いと思うし、実際に国はどんどん交付金下げてきているわけですから、だから将来的な展望を

考えると、やっぱりそういうものにお金を使うべきであるし、環境税の話しもさっき出ました

けども、個人で盛んにテレビとかマスコミではＣＯ２削減を叫んでいますけども、個人が削減

する量は本当に微々たるものです。やっぱり今、中国でもそうですけれども、あれだけ工場群

があってＣＯ２を出しているわけです。そういう所をもっと考えて、本来ならば国がこういう

ことではなくて、きちっとした形の将来的展望を持てる方向に持っていかなければならないと、

私は思うのです。だから、どうだというのではなくて、そういうために道路特定財源というも

のを正していかなければならないというか、精査していかなければならないのではないかと思

うのです。私も白老町に交付金が来ないということ、これも喉から手が出るほど欲しいです。

10 年先、20 年先のことを考えたら、やっぱり今、国は何を成すべきかという所からやっていか

なないと、ただ交付金１億 5,000 万欲しいがために、それを犠牲にしていいのかなというのが、

私の意見ですけど・・・。 

○委員長（山本浩平君） 今のは意見書そのものの内容についてのお話しだったと思うのです

けれども、議会としてのテーマは関係なくどうでしょうか。あり方について、何かあれば。 

○委員（土屋かづよ君） やっぱり、私としては町民の皆さんに対する議会の姿勢としては、

あまり好ましくないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） １度可決した内容と相反するものを出すということについてという

ことですね、ご意見としては。議会としては好ましくないのではないかというご意見ですね。 

玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 倫理上な問題とか、道義的な問題というのはもちろんわかるのです。

しかし、今ここで道路財源として、白老町に２億 7,000 万いただいています。その半分がいた

だけなくなるとすれば、１億3,500万。それがあるとない差し引きすると倍ですから、２億7,000

万。今ここで２億 7,000 万白老が不足したらどうなるか。これは甚大な打撃です。ですから、
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さっきから私も言っているとおり、苦渋の選択をしたというのはこの辺のことなのです。今、

この財政がそれこそ夕張ほどにはならないのははっきりしているにしても、困難な状況にある

中で、これだけのお金を集めるとしたらどうするか。やりようないですよ。町民にそれこそ負

担かけるしかない、肩の荷が重くなる。そうすれば、町民は何と言いますか。１億 3,500 万の

税金を今いる町民の肩にかけるとしたら、町民はそれは嫌だと言うと思いますよ、間違いなく。

僕はそう思います。だから、苦渋の選択をするということにつながるのですよ。言っている意

味はわかる。だけども、やむを得ないだろうと。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） この意見書を出すときに産厚でやりましたよね。そして、消費

者協会のメンバーも初めての参考人招致ということで、かなり緊張した中での意見交換で、意

見書通していただいたということには感謝しているということは伺っています。ただ、そのす

ぐ後にこういったことで町にお金が来なくなるということを聞いて、改めて私は出すときの時

点ではやっぱり灯油とか全部高騰して、あの時福祉灯油も補正で通りましたよね、12 月に。そ

れに対してもらえない町民はやっぱり 700 万のお金を町が大変なときに出すということがどう

だということも議論になりました、そのときは。だけど、灯油の高騰ということで、それはし

ょうがないかもしれないといろんな議論が町民の中にもあるわけです。私たちもそのときは本

当に高騰ということもありまして、やっぱり消費者の願い、思いというのを受け止めて、私た

ちは賛成してやりました。だけども、その後にそのことが出てきて、私たちの勉強不足と言え

ばそうだと思うのです。暫定税率がどういう影響を及ぼすのかということは全然頭いっていま

せんでしたから、ただ高騰したから何とかしないといけないという、そういう思いで私たちも

賛成をしました。ところが今、こういう現状になって 700 万のお金を出す町が大変だろうとい

う、町民の皆さんの意識的なもの、そういったものを緩和していくときに、１億何千万のお金

が白老町に入って来ないということにはすごい迷いというか、戸惑いもいっぱいあると思うの

です、町民の中に。私たちは大きくそういう現状が私たちの掌握ミスもありますけれども、大

きく変わったということに対しては、今の現状白老町、私たち議員も今はどうなのだろうと、

無くなったらどうなのだろうということを、もちろん品格とかそういうことを言われますけど

も、やっぱりそういうことを考えるべきだと私は思って、賛成ということにしました。 

○委員長（山本浩平君） せっかくなので皆さんの意見ちょっとお伺いしていきたいと思いま

す。 

清風クラブ、及川委員いかがですか。議会としての取り扱いについていかがかという・・・。 

○委員（及川 保君） 私も先ほど言いましたけど、賛成という会派もあるわけですから、そ

ういう形で出された方が良いのではないですか。ただ、この件については、国のことを言うわ

けではないですけど、閣議決定されていますよね。確か２、３日前の新聞に報道されています

から、これはどうなのですか、国レベルの話しが出ていましたけども、うちの町議会としては

先ほど議論された状況の中で進めていった方が良いのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員。 
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○委員（熊谷雅史君） まず、先般の消費者協会からの陳情採択をして、意見を上げたという

ことについては白老町議会の意志ですから、それはそれとして残るのだろうと思います。今回、

出されている内容については、やはり要するに骨太の方針含めた国の地方自治体に対するいろ

んな絡みの中の１点だと思うのです、この案件については。ただ、相対的に考えると消費者協

会の陳情の内容等々にありましたけれども、やはり各道民、町民含めて、この高騰については

相当打撃ですよと。これを考えていただく中で、税率を下げてくれというのも１つの願意でも

あったかなと思うのですよ。ですから、その辺の所の願意を受け取って、町議会がそれで意見

書を出したということについては、確かに相対的に今の議論の中では相反するのではないかと

いう話しですけれども、やっぱり着目点を変えれば、こっちの方が大きな事案かなと思います

ので、こっちの方も採択して上げるべきだなと思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 委員外議員の前田議員。同じことの発言になるとは思いますけれど、

どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） この制度の内容的なことはいろいろ議論あると思います。自治

体側から見ればそうだし、逆に運輸会社からはっきり聞いていますけれども、委員長も関わっ

ていますから、私言わなくてもわかると思いますけども、貨物何かを運んでいる人は非常に痛

手があるということで聞いています。それが回りまわって大きく言うと、白老の経済の活性化

になるかどうかと。そういう問題も合わせて考えなければならないと思います。地方自治体側

も当然そうだと思います。ただ、議会としてどうするかという議論をされていますよね。消費

者協会と前回懇談したのですけども、話しが逆になるかと思いますけども、逆にもう一度話し

して、今の皆さんの意見聞くと、やっぱり提出時期、その他今までの経過から見ると、非常に

内容が変わってきていると、そういうことをある程度説明をして、議会としてもこうなのだと

いうことを、まだ若干時間ありますから、せっかく新しい広報委員会やって、そういうことが

できるとなっていますので、通年議会試行の中で。そういうことを活かして、ただ状況が変わ

ったから、財源が無くなるから困るという我々の立場からばかりではなくて、消費者側もこう

いうこともあるからという意見を合わせて、じゃあ私たちの方もこうやって意見書を出させて

もらうとか、そういう逆に飛び込んでいって話しを聞いて接点を求めて、それで合わなければ

議会としてどうするかということで意見書を出すとかした方が、逆に良いのかと思うのですけ

ども、ここで議論をするばかりではなくて、ちょっと行動してみて聞くということも良いので

はないかと思うのですけども、それも今やっている開かれた議会云々ということにも近づくの

かと思うのですけども、いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 今、全く新しいご意見が出てきましたけれども・・・。 

大副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 前田委員外議員にお尋ねをしたいのですけども、どこがどういう

責任でどういう立場でやられた方が良いと考えていらっしゃいますか。議会としてやられると

いうことですけど、どういう形でどこがどんな責任を持って、もう議決してしまっているので

すよね。意見書は議決して出してしまっているのです。ですから、そこことに対する理解を得
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るためにやられるのか、中身、例えば広報広聴常任委員会の小委員会がやるのか産厚にやれと

いうのか、どこがどういう形でどういう議会の権限で消費者協会と懇談をした方が良いと考え

ていらっしゃるのか、そこをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 産厚で議決しているのは事実ですから。その内容については会

議録読めばわかっていますから、僕はその内容を承知していませんから、それで言えるのかど

うかわかりませんけど、今、大渕委員が話した部分については、僕は今、広報広聴でそういう

ことができるということになっているのですから、そういう中で横断的にできるのですから、

逆に産厚に議決したものは議決した内容ですけども、今回新たに発生したので、それと合わせ

てこういう状況もありますよと、こういう陳情も来ていますと。だけど、前に消費者協会の皆

さんと話しましたけれども、意見書議決して出しましたと。非常に状況変わって、そういう話

しの状況をちゃんと説明をして、それで後、議会が判断すれば良いのではないかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そのことをどこがやるということですか。産厚がやるということ、

議運がやるのですか、それとも広報広聴の小委員会がやるのですか、どこが責任を持ってそう

いう中身のことを消費者協会と話しをするのか。議決しているのは産業厚生常任委員会が責任

を持って陳情受けたものを議決しているのです。そうであれば、今の中身をどこの部署が責任

を持ってどうやってやるのかと。やれるというのはわかりますよ。どこが責任を持ってどうい

う立場で消費者協会と懇談をされるという考えなのかということを聞いているのです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 懇談をするというのであれば、広報広聴委員会で、分科会でも

できるわけでしょう。小委員会でも懇談会という形を取ってくださいということをやれば産厚

だって、総務文教だって懇談はできるわけでしょう。今の広報広聴委員会の制度からいけば。 

○副委員長（大渕紀夫君） できるできないではなくて、どういう手続きを持って、議会とし

てそれをやるという提案なのかと聞いているのです。 

○委員外議員（前田博之君） だから、私は道路の中期計画で、議長会で逆な流れが出てきて

います。こういう部分は私らも理解できると。以前、懇談したのだけど私たちも議員として、

こういう形で理解をしてほしいとか、そういう状況にあるのだということを説明すればいいの

では。それで、意見交換をして、本当にまたその中で財政的にも理解できますよと。そういう

形の中で理解されれば良いけれども、意見が合わなければ今度やっぱり町民と話しをしたのだ

から、そういう中で今度議会がそういう部分で判断をすれば良いのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 僕が言っているのはそういうことではなくて、産業厚生常任委員

会の委員長がそのことを消費者協会に伝えて懇談するということを申し入れて、じゃあ違う趣

旨の意見書を採択したいということを理解してくれという懇談は産業厚生常任委員長がやるの

か、それとも広報広聴常任委員会がやるのか、議会運営委員会がやるのか、今議論しているの
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は産業厚生常任委員会ではなくて、この意見書の取り扱いは今のこの議会運営常任委員会でや

っているのです。ですから、どこがどういう形で消費者協会と懇談をするという考え方なので

すかと聞いているのです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今の広報広聴常任委員会がやることになるのではないか。議運

ができないでしょう。そこを理解されていませんか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 懇談というのは、どこでもできるでしょう。議会が行けば何ぼで

もできるわけですから。ただ、今の中身を相手に理解してもらうということは、参考人で来て

いただいて、議論したのは産業厚生常任委員会なのです。そこが決めているのですよ。今、新

たなものは議会運営委員会で議論されているのです。今、前田議員が言われたようなことをも

し実行するとしたら、それはどこの部署がどういう責任で相手に何を伝えるかということをき

ちっとしないと、ただ懇談して、前回通ったけど今回違うのが出たのだけどと、そんなこと言

うだけに議論するわけにはいかないでしょう。だから、議会としてやるわけですから、こちら

が申し入れてやるときはどういう趣旨でこうこうこういう趣旨で、ここの機関で、こういう中

身でやるのですよということを明確にしなければ駄目ですよね。 

ですから、僕が言っているのは、そういう所を明らかにしていただかないと、どういう形で

やるかというイメージはわかないし、例えば産業厚生でやるとしたら、委員長それはできない

と言うかもしれないし。ですから、問題提起はいいのですけれども、その具体的な中身の提起

が無ければここの議論でここは公式で議事録残っていますから、そういう場でやる場合は、そ

ういう形で提起していただかないと、議論できないでしょう。次に進んでいかないでしょう。

だから前田議員はどういう形で、例えば広報広聴常任委員会の小委員会のメンバーが当たった

らいかがですかというならそれはそれで良いです。ただ、そのとき委員長がどういう形で、ど

ういう趣旨で懇談するのかということがはっきりしないと、向こうだってこの間通したやつを

違うのに出すからわかってくれと言うのか、何なのかということをはっきりして議論しないと

駄目ではないかということを。議決されたということははっきりしていて、消費者協会で知っ

ているわけですから。その上で我々が議論するとなったら、そういうテーマを含めてきちっと

しないと、僕はできないと思います、議会の責任で。個人が懇談するなら良いです。議会とし

てやるときは、やっぱりそういうことが明確にならないと駄目だと思う。そのことをどこでど

う形で、何を趣旨でやられる構想なのかと、どういう構想で今提起されたのですかと聞いてい

るのです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私は、大渕副委員長言いましたけど、産厚が決めたのではなく

て、議会でも議決されたわけです、意見書が。それは共通の認識。それで、私が言っているの

は産厚云々ではなくて、今、広報広聴委員会で、小委員会でも、そういうことを意見を聞いた

り懇談したりすることは横断的に言えば、そこでしかできないのだということになっているの
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ですよ。そのときに、今、全道議長会でこういう意見書が出てきましたと、こういうような内

容の趣旨もありますよと、私たちとしてはこうでこうしますとか、前回で議決しているけども、

こういう状況変わったので、こういうことが変更されてきていますと、こういうことで私たち

は議会でも対応しますということを話した方が良いのではないですか。だから、そこが昨日も

総務文教常任委員会でちょっと話しあったのだけど、今の横断的な広報広聴常任委員会がどう

やって扱うかというのが出てくるのですよ。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。フリートークにいたしたいと思います。 

休憩 午前 １１時４０分 

  

再開 午前 １１時５１分 

○委員長（山本浩平君） 委員会を再開いたします。 

一通り皆様方から取り扱いについてのご意見拝聴いたしましたので、粛々と３つの会派が提

出することに賛同するということでございますので、議員提案ということになりますので、１

月 28 日の議会に意見書として取り扱いたいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどの議会運営基準の中に何度も言っていますけども、議長

会のやつは上程するのですが、場合によってはならない場合がある。今、３会派で出さなけれ

ばならないだろうと思います。代表質問の順に習って、代表者を定めるとなっているのです。

順番になってくると公明党さんなので、公明党さんの提案者になって、新政クラブ、新風さん

が賛成者ということになるのですが、それをちょっと確認なのです。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか、公明党さん、いかがですか。一応、確認というこ

とです。そのほかの所は、28 日まで期間がございますので、今、新政さん、公明さん、私ども

新風という以外に日にちがございますので、賛成者を募ったらどうかというお話しでございま

すけども。清風さん、ちょっと検討していただくということでよろしいですか。共産党さんは

明確に意思表示されていますので、そういうことでよろしくお願いいたします。 

共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） もし、そういう形になれば、28 日の朝ちょっとの時間でも良いか

らきちっと議運を開いて確認しないと、僕は駄目だと思います。そういう手続きをきちっとや

られた方が良いのではないかと思うのですけど、いかがですか。変更した場合ですよ。 

○委員長（山本浩平君） 28 日の日の議運を召集したいと思いますけども、いかがですか。よ

ろしいですか。９時半ということで、どうですか。９時半に開催いたしたいと思います。よろ

しいですか、この件につきましては。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 先ほど議論している中で、前田委員外議員の方から私どもに要望が

あったと思うのです。意見を認めてくれという意見。そのことについて、ちょっとお答えした



22 
 

いと思います。 

先ほどは各会派の、先ほど局長の方からこの意見書に対して明確に賛成の所は新政クラブ１

つだというお話し、あの時点ではそういうニュアンスになっても仕方ない内容だったものです

から、それを再度私どもも賛成します。そして、公明党さんの意見もお聞きして清風さんにも

お聞きして。一応、ほかに委員の意見があるか無いかを確認した上で、委員外議員の前田さん

の意見を求めたような形をとりました。今後も 28 日以降は熊谷委員も委員外議員ということに

なりますので、それはやはり会派制を取っている以上は会派に入っている委員と会派外の委員

外議員の違いというものは明確にここに謳われているとおりで、やはりこれからも進めて参り

たいと思いますのでご理解を願いたいと存じます。 

 その他について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方からご報告ということで、21 日の議運の時に町長がみえ

まして、現在組織機構の見直しを入りますというお話しをされていました。 

今、４月以降残る課長さん全員で検討会議設けていまして、私も入っています。先日、午後

５時から行って２時間半くらいやった中の経過だけご説明したいと思います。一応、今の方向

性としては、21 の課を減らすという方向性を出しています。大課制にすると。大きな括りです

ると。なるべく 10 人以下の課は設けないというような課長さんの流れです。なるべく課を統合

して組み替えしても良いからくっつけようというような素案になっております。その中で退職

者が 49 名おりまして、まだ想定の部分ですが、特定嘱託員、半分 20 名くらいは残るだろうと

いう想定で、今人員配置もしております。ただ、結果的に何人特定嘱託員で残るかはまだ未定

です。寿幸園の戻ってくる部分がございますので、全体としては 10 名くらい、今の予定では特

定嘱託員が残る想定でも 10 名くらいは足りないだろうと。平均して、各課１名ずつもしくは２

名減らさなければならないという状況になっていまして、今、検討会の中身の話としては、積

み上げ方式でやったら人が足りなくなるのははっきりしていますので、もうそこまで言ってい

られない状況ではないかと。10 年間でまだ倍以上の 80 人減らすということになっていますの

で、もっともっとこれからもまだまだ厳しくなるだろうということで、もう理事者があてがっ

た分でやるしかないだろうという判断の中で動いています。今、見込みとしては 13 課か 14 課

くらいになりそうな感じで今、議論をしています。その中で議会と、副町長変わりまして、議

会と監査の併任というのも今議題になっていまして、実質的には総対数は変わらないのですけ

ども、1 名職員を減して特定嘱託員という考え方です。財政健全化の問題で、監査がかなり業

務量が多くなってくるという想定はつくのですが、今どこの課も現状としてはあてがった分で

やらなければならないという現状から見たら、やっぱりその辺もなかなか強くは言えない所か

なという気はしてございます。今、中で出ているのは、一般の課もそうですが、それとは違っ

て出納室、俗に言う会計課、会計責任者の法的な位置の問題と議会と監査。これは、別に考え

た方が良いのではないかという議論も出ているのですけど。というのは、会計責任者を町の部

局にしては駄目だという規定になっているのですね。町の管理下に入れては駄目だという。で

すから、例えば税務課と兼務したら駄目だと。ただ、そこを単独に持たせて良いのかどうなの
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か、現実に。そういう状況もないだろうという議論も今出ていました。それと合わせて議会の

監査との絡みも出ていました。まだ結論は出ていませんけど、多分大幅に課は少なくなってく

るという気がしてございます。議会運営委員会の中でも今、課長の検討会会議でも議論されて

いますけど、議会の課題が出ていますので、若干議会の方でも議論していただかなければいけ

ないのかなと。というのは、監査との併任がございますので、頭数絶対数が変わらないと言い

ましても、職員が異動する部分が出てきます。多分、財政健全化法の絡みがあったら、今１人

工でやっていますけど、支援しなければならない状況が出てくるかもしれないですね。議会の

事務局体制が従来より手厚くなるということはないと思いますので、それを含めて議論を少し

は・・・。結果、町側の方の検討会議である程度まとまってきたらなかなかいじれるというの

も難しいものですから。議論されておいてはいかがかなと思っております。一応、報告までで

す。 

○委員長（山本浩平君） 今、議論するとかではないですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、検討会議を精力的にやっていまして、30 日もう一回夜にや

るのですよ。飯を取ってでも遅くまでやろうと。土日もやるという考え方して、２月の頭まで

まとめるという考え方なのです。というのは、今、係全部が退職するという所と、係の３人、

４人いる所の半数以上が退職するという所もあるのです。だから、その部分の異動も早くしな

ければならない。課長職が相当減りますので、それに合わせた内示。一応、今考えているのは、

３月に条例化して中頃に内示したいと。それでないと引継ぎが間に合わないという部分がある

のです。組織機構を固めるのは、多分２月頭ぐらいには素案として出てくるのかなと。固まる

のではないかという気はするのです。議会、ゆっくり議論するということにはならないのかな

という気がします。 

○委員長（山本浩平君） 局長、具体的に何をどう各会派に持ち帰って検討すればいいのです

か。 

○事務局長（上坊寺博之君） １つは、今の素案を検討していただきたいということですね。

今、管内の町村で議会単独で持っているのは、白老町と洞爺湖町なのです。議会事務局として

単独で持っているのは。ほかの町村は監査と併任しているのですね。だから、町はそれに合わ

せようと、考え方として。絶対数の絡みでそういうふうにしたいという考え方です。１つは、

人員体制は、今は変わりません、頭数は。頭数は議会４、監査１で５なのですけど、今、職員

が４あって臨時が１なのです、監査を入れて。それを職員３にして特定嘱託員ということの部

分なのです。もう１つ今、実態として予測されるのは、監査機能がもっと増えてくるだろうな

という想定があるのですね。そうなったときに、僕もここにいるかどうかはわかりませんけど、

職員一同努力しなければならないのだろうと思いますけど、お互いに協力し合っていかなけれ

ばならないという。 

○委員長（山本浩平君） 素案みたいなものを文章で出せますか。何も無いですから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 素案は併任なのです。１番は併任なのです。頭数変わらないけ

ど、特定嘱託員が配置されると、どこで特定嘱託員を使うかというのは別にして。 
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○委員長（山本浩平君） では今、説明ございました、何かお尋ねしたいことがあればどうぞ。 

副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） まだ、これから議論するからあれなのですけど、広報広聴の常

任委員会の開催が変わりましたよね。広報広聴という１つの大きなものが入ってきて、これが

かなりこれから増えてくるという中での、今の事務局体制でも大変になるのではないか。その

辺は今の状況聞いたら、そんなこと言ってられないと言われてしまう。そういうのもほかの議

員さんから、そういうようなことを言われて、結局議会の会議といったら１日いっぱい縛られ

てしまったりしますよね、局長なりもう１人。そうなったときの対応だとか、まして広報広聴

で出て行ったりだとか、そういうふうになったときに厳しいだろうなという話しはちょっと出

ていたものですから、これからそれを議論していくということですので。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、副議長の方からもお話しありましたけど、当然まちが事務局と監

査委員を併合したいと、こういう提案なのですけども、議会事務局の議会改革も含めて、いろ

んなことやってきたのですけども、今後の議会の上でも議会事務局の職務というか、非常にボ

リュームが出てくるであるとういう、これは予測されるわけですよね。そういう中で、こうい

う改革が出てくると、やっぱり議会事務局との議会全体との我々も職務内容をきちっと把握し

ないとなかなか、簡単に併合してもやむを得ないだろうなという話しにはならないという思い

があるものですから、その辺頭に入れておいて対応すべきかというふうには思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、こういうふうになった実態は 20 年問題で、どうしても財

政再建団体にならないという趣旨から 30 名の希望退職者とっているのですよね。計画ではまだ

まだ厳しくなっていくのですよ。というのは、10 年間で 80 名減らすということになっていま

すので、今 40 名ですからまだ減るのですよ。ですから今、課長さん方の考え方も、今自分がそ

こに残っている立場ではないという考え方の中で議論しているのですね。ですから、昔だった

ら積み上げ方式で、何ぼ足りないから何ぼ人数要るという出し方をするのですよ。そうなると、

絶対足りなくなるのは間違えないのですね。ですから、２人、３人の係は作らないと、５人以

上にしようと。くっつけでも良いから５人以上にしようと、２人の係だと１人休んだらもう駄

目なのですね。係くっつけてでも５人体制で１人休んでも何とかなるのですね。だから、そう

いう形でしようと。従来はどこにその課を持って行くという、面積の絡みがあって議論もあっ

たのですけども。例えば町民サービス課に生活環境課をくっつけたら入らないという議論があ

りますよね。今は、もうそんなことを言っている状況ではないと。分課されたって仕方がない

だろうと。施設を直すお金もかけられないという実態があるので、今、課長さん方はそういう

状況になっています。ですから、議会もそういう部分は受け止めなければならないのかなと、

私自身は思っていますけど。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） はっきりしているのは、そういう所は皆さん一定限度理解されて
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いると思うのです。もちろん、機構改革に議会がどれだけ入り込めるかということが１つあり

ますよね。町長の権限ですから。ですから、そういうことで言えば、議会と監査の部分だけの

議論なのか、全体的なことを財政問題含めて、全体的なことの議論を我々ができるのか、そこ

ら辺明らかにした上で議会事務局と監査のことだけで言えば、それはそれでどこかの場で時間

を取って、議会運営委員会なら議会運営委員会のこの次の会議の中で時間を取って、各会派で

揉んでもらって、ちょっと意見を上げてもらうと。全体的なことまでは及べないでしょう。そ

ういうことであれば、次の議会運営委員会なら議会運営委員会で皆さん方の会派から今言った

話しだけなわけですから、そのことで各会派で揉んでもらって意見を上げていただくというこ

との方が良いのではないでしょうか。全体的にやったらおかしなことになるでしょう、間違え

なく。ですから、そこだけにしてやられたらいかがですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議論してもらうのは、多分検討会議で素案がまとまったら、町

長が判断するのですよ。判断したときに、議会側として議会の任命権ですから、困ると言われ

たときに困るということですね。ということですから、今、ここの中で議論することは大渕副

委員長が言われたように議会と監査を併合することについてどうなのか。特定雇用を一人配置

せざるを得ないと言ったときにどうなのかという議論が必要なのかなと。 

○委員長（山本浩平君） 副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） そういうことで、会派で話し合うときに確認しておきたいので

すけど、今、財政の健全化計画を作ったりすると、外部監査が入りますよね。外部監査はあく

までも財政健全化の計画に対してやることであって、監査が関わることはないですか。そうい

うふうになると、監査と議会が一緒になったときに、議会の方の人間も外部監査に関わらなく

ていいのかどうなのか。その辺、確認しないと今までの監査のあり方、ほかの市町村も一緒に

していると言うけど、今、白老町は財政健全化団体になったときに、そういったものが仕事と

して入ってきますよね。それがどのくらいの仕事量かというのはみんなわからない、私も全然

理解できなのですけれども、そういったものが議会と監査が一緒になったときに関わらなくて

いいのか。それは、ほかのもの、向こうの行革の方が関われば良いのか、その辺が理解できて

いないと、今の監査とくっついただけで良いのかという判断だけで考えて良いのかどうなのか、

その辺ちょっとお聞きしたいのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、先ほど言ったように、事務量というのはあまり考え

ないようにしているのです。事務量考えると、配置というのはできないのですよね。ですから、

極端に言ったら、行財政対策と財政くっつけるかとか、そういう部分の議論。３でやるより５

でやった方が良いだろうとか、こっちの係とこっちの係をくっつけた方が良いだろうという議

論なのです。今、もしくは統合して私がここにいると仮定したら、そういうのは心配です、確

かに。もう１つ恐れているのは、住民監査請求があったときは対応できないと思います。だか

ら、そういうことを考えて人員配置するのではなく、そうなったときに例えば総務の方から併
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任してもらって支援をもらうかという部分でないと、今もう業務がこれだけあって、これがど

うだという議論してしまうと、組めなくなってしまうのですね。だから、今どこにあったら、

どことくっつけたらベターかというのをやっているのですよ。 

○委員長（山本浩平君） 委員外議員、前田議員。 

○委員外議員（前田博之君） 非常に議会と監査というのは裏腹にあって、権限の見方が非常

にけん制してしまうという部分も出てくるので、厳しい状況にあるのですよ。私の経験から言

うと、機構改革になってくると、監査と議会をくっつけるというのはいつも出てくるのです。

それはそういうことで、今、皆さんから出ていますいけど、やっぱり監査と議会の職務は会派

で議論していただければ良いと思います。それと、先ほど大渕副委員長話ししましたけれども、

組織機構だから議会云々ではなくて、理事制という目新しいものも導入してきますし、過去に

大幅な機構改革するときは、課の設置条例出てきますから議案、そうすると事前に議会にも素

案が出てきたときに、ある程度諮ってきているのですよ。そして、微調整をしてより良い組織

を作ってくるという経過がありますので、今言ったような町長の専決云々ではなくて、やはり

ある程度議長の方からも、そういうものが出たときに少しでも良いから議運の中でたたき台を

ある程度参考意見を言って、より良い組織ができるような形を作った方が良いのかなと、私は

思います。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、よろしいですか。次回の議運までに監査室と併合するとい

うことに関してのみ、各会派で議論していただきたいと思います。それからもう１点、先ほど

休憩中に、実は連絡を取られたと思うのですけども、議会運営委員の補欠補充に関しまして松

田議員にということでございましたけども、先ほどいろいろ調整を取られた結果、西田議員と

いうことでございますので、その旨皆様にご連絡を申し上げたいと思います。問題ないと思い

ますのでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 大変長らくありがとうございました。これをもちまして、議会運営

委員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 

 

（午後 ０時 １６分） 


