
 1 

平成２０年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２０年１２月１２日（金曜日） 

   開  会  午後 ２時２９分 

   閉  会  午後 ５時４９分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．平成２０年定例会１２月会議の運営について  

 ２．平成２１年定例会の召集について（通年議会） 

 ３．第３次議会改革について 

 ４．その他について  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．平成２０年定例会１２月会議の運営について  

 ２．平成２１年定例会の召集について（通年議会） 

 ３．第３次議会改革について 

 ４．その他について  

                                         

○出席委員（９名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

 委  員 西 田 祐 子 君      委  員 及 川   保 君 

 委  員 近 藤   守 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

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

 議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 土 屋 かづよ 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     総 務 課 長   岩 城 達 己 君 

     経 営 企 画 課 長   高 畠   章 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。  

（午後 ２時２９分）  

  

○委員長（山本浩平君） 本日の協議事項でございますが、すべて 12 月会議の内容となってお

ります。きょうは、町側から岩城総務課長、高畠経営企画課長が出席していただきまして、提

出議案について説明があるということでございます。 

 それでは早速、（１）提出議案から協議してまいりたいと思います。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 私のほうからは、議案第１号から議案第７号。それと、一番

最後の議案第 24 号の工事請負契約の締結案件、この８件についてご説明させていただきます。

まず初めに、補正予算でございます、第９号。Ａ４版の概要書、３枚お配りしていると思いま

すが、それにてご説明させていただきます。 

 まず、歳入歳出予算の補正規模でございます。一般会計（第９号）、6,344 万円の増額補正で

ございます。財源につきましては、記載のとおりでございます。 

次に特別会計、３会計でございます。国民健康保険事業特別会計（第３号）、114 万円の増額

補正でございます。内容といたしまして、出産一時金の制度改正に伴います増額補正でござい

ます。次に、介護保険事業特別会計（第２号）、155 万 4,000 円の増額補正でございます。主な

補正内容でございますけれども、要介護認定制度の変更に伴います介護保険事業処理システム

の改修費。それと補助入力機器の購入及び高齢者の生活機能評価健診終了に伴います補正でご

ざいます。それと次、後期高齢者医療事業特別会計（第２号）、55 万 2,000 円の減額補正でご

ざいます。これは、広域連合運営費、負担金確定に伴います減額補正でございます。 

次、企業会計２会計でございます。まず最初に、水道事業会計（第２号）でございます。56

万円の増加補正。そして、この内容でございます。10 月から料金収納業務を臨時職員対応から

嘱託職員に変更したことに伴います給与費の増額補正でございます。そして次に、病院事業会

計（第１号）、400 万円の増額補正でございます。これは、医師紹介手数料として増額補正する

ものでございます。企業会計合わせまして 456 万円の増額補正でございます。 

一般会計、特別会計、企業会計合計 7,069 万 4,000 円の増額補正となってございます。予算

の規模でありますけれども、参考のところの 20 年度の予算補正状況というところで、まず一般

会計のところです。今回計上額 6,344 万円。合計 101 億 2,674 万 8,000 円となっております。

次に特別会計。今回計上額 269 万 4,000 円。合計額 96 億 7,765 万 1,000 円でございます。次、

企業会計でございます。今回計上額 456 万円。合計 16 億 1,510 万 4,000 円でございます。合計

でございます。今回計上額 7,069 万 4,000 円。総合計 214 億 1,950 万 3,000 円。これが補正後

の予算規模となります。 

続きまして、一般会計補正予算の主な事項でございます。（１）歳出、総務費でございます。

総務費 493 万 8,000 円の増額補正でございます。職員研修費、財源振替。これは職員のメンタ
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ルヘルス研修が、北海道市町村振興協会助成金の対象となりましたので、一般財源から特定財

源に 30 万円分を振りかえるものでございます。それから、情報化推進経費でございます。95

万 5,000 円の増額補正。これは新財務会計システム更新事業の確定によります精算と税の特別

徴収に伴いますシステムの共同化にかかる委託料の補正でございます。特定財源といたしまし

て、北海道市町村振興協会助成金 150 万円が充当されます。そして次、秘書事務経費でござい

ます。150 万円の増額補正でございます。これは企業誘致活動や中央省庁要請活動にかかる旅

費、交際費の増額補正でございます。次のページお開きください。賦課事務経費でございます。

407 万 7,000 円の増額補正。これは個人住民税、公的年金税特別徴収制度にかかります経費の

増額補正でございます。次、農業委員会委員選挙経費 100 万 1,000 円の減額補正。それと次の

胆振海区漁業調整委員会委員選挙費 122 万 3,000 円の減額補正。これらはいずれも選挙が行わ

れなかったということで、減額補正したものでございます。また、胆振海区漁業調整委員会委

員選挙にかかる道費補助 122 万3,000 円も同時に減額補正するものでございます。それから次、

民生費 3,893 万 2,000 円の増額補正です。地域福祉推進事業経費 902 万 3,000 円の増額補正。

これは福祉灯油購入助成金にかかる補正でございます。特定財源といたしまして道の補助金、

地域政策補助金 451 万 1,000 円。そして国の臨時交付金 328 万 1,000 円が充当されます。次に

介護保険事業特別会計繰出金 177 万 6,000 円。それと後期高齢者医療事業特別会計繰出金 55

万 2,000 円の減です。これは特別会計の補正内容で説明したとおりでございます。次に、医療

機関併設型小規模介護老人保健施設開設準備事業 1,987 万 5,000 円の増額補正でございます。

これは町立病院の３階に開設いたします老健施設の開設費用の計上でございます。特定財源と

いたしまして、道費補助金 1,450 万円を充当いたします。それから次、総合保健福祉センター

管理運営経費 347 万 2,000 円の増額。それと福祉館管理運営経費５万 3,000 円の増額補正でご

ざいます。これらは、いずれも燃油高騰にかかる増額補正でございます。次に、アイヌ民族博

物館緊急支援事業 500 万円の増額補正でございます。これは博物館の入込客数減による収入減、

これに対する助成金でございます。それから児童手当給付費 28 万 5,000 円の増額補正でござい

ます。これは平成 19 年度の児童手当交付金、これが確定したことに伴います清算でございます。

それから次、町立保育園運営経費でございます。これは財源振替ということで、町外の園児受

け入れ増に伴います財源振替でございます。特定財源 535 万 2,000 円の一般財源を受託事業収

入としての特定財源に振り返るものでございます。次に、環境衛生費 469 万 5,000 円の増額補

正。国民健康保険事業特別会計繰出金 76 万円。これも特別会計の補正で先ほどご説明させてい

ただいたとおりでございます。次、公衆トイレ管理経費５万円の増額補正でございます。これ

は、役場前と駅舎の中にあります公衆トイレの修繕経費の計上でございます。次に、愛がん動

物管理対策経費 30 万 7,000 円の増額補正でございます。これは休日だとか夜間出勤増に伴いま

す臨時作業員賃金の増額。それと野犬掃討用車両の冬タイヤの購入の計上でございます。それ

から白老葬苑管理経費で 50 万 8,000 円の増額補正でございます。これは燃料費の高騰分と火災

設備等の修繕費の補正でございます。それから次に、環境衛生センター運営経費 84 万 1,000

円の増でございます。これは、燃油高騰分の増額と環境衛生センターにあります重機、これの
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補修費にかかる経費の計上でございます。次に、バイオマス燃料化施設整備事業 222 万 9,000

円の増額補正でございます。これは、燃料化施設の建設に係ります事務費の精査。それと施設

開設にかかる備品等の購入の経費の計上でございます。次、農林水産業費でございます。344

万 5,000 円の増額補正。農業経営安定化事業９万 9,000 円の増額補正でございます。これは、

総合対策で先ほど説明した事業でございます。次、畜産振興推進事業。これは 43 万 4,000 円の

増額補正。これは草地造成面積増に伴います負担金の増額補正で、特定財源として農家の負担

金 31 万 5,000 円。それと道の補助金 11 万 7,000 円が充当されます。次に私有林対策事業 291

万 2,000 円でございます。これは、私有林整備にかかる国の交付金事業。これが採択されたた

め予算計上するもので、特定財源国費 291 万 2,000 円が充当されます。次に、商工費 630 万円

の増額補正でございます。商工対策振興経費、これは、新規に開業する事業者からの申請があ

りましたので、空き店舗活用利用補助金を増額補正するものでございます。特定財源として、

臨時対策事業交付金 10 万円が充当されます。これは、場所はおかむら化粧品の横の居酒屋まさ

べがやっていたところに、新たに手芸の店ＫＯＮＮＯ という名前で開設されるものでございま

す。それから次に、土木費でございます。1,278 万 7,000 円の増額補正でございます。河川管

理経費 10 万 7,000 円の減額補正です。これは道から管理委託を受けております河川の樋門等の

点検基準の変更に伴いまして、委託料の減額補正を行うものでございます。特定財源として、

道費 33 万 3,000 円が減額されます。それから、町営住宅維持管理経費 306 万 3,000 円の増額補

正でございます。これは、緊急修繕増加に伴います修繕費の増額補正でございます。次に、町

営住宅改修事業ということで 983 万 1,000 円の増額補正でございます。これは公営住宅に設置

されます火災報知機。この設置事業でございます。地域住宅交付金が普通は事業の対象になる

のですが、耐用年数を過ぎた住宅。これに対しては、地域住宅交付金の対象外となりますので、

今回は国の一次補正で臨時対策交付金事業。この対象となったということで、その地域住宅交

付金対象外の公営住宅に 540 戸分。これに対して火災報知機を設置する事業でございます。次、

消防費。これは、防災行政無線（同報系）施設整備事業財源振替ということで、当初起債事業

で掲載しておりました飛生地区の個別受信機。これが、国の一次補正によります臨時対策公金

事業。これの対称になるということから、起債から全額国費に財源振替をする補正でございま

す。それと次、教育費 113 万 3,000 円の増額補正でございます。教育委員会事務経費７万 4,000

円。それと、スクールバス運行経費 56 万 7,000 円。それと小学校施設管理経費 32 万 5,000 円。

中学校施設管理経費 25 万 1,000 円。これらはいずれも燃油高騰に伴います燃料費の増額補正で

ございます。次、幼稚園就園費補助金 327 万 7,000 の減額補正でございます。これは、国の補

助基準、これが変更されたことによりまして、就園補助金の減額補正でございます。同時に特

定財源国費 76 万 4,000 円を減額補正いたします。それから次に、放課後児童対策事業経費 103

万 1,000 円の増額補正でございます。これは、児童クラブに対する障がい児受け入れ人数が増

加したことに伴いまして、臨時指導員を増員したということで、その賃金の増額補正でござい

ます。これは全額道費 103 万 1,000 円が充当されます。それから次、公民館運営経費 46 万 1,000

円の増額補正でございます。これはコミセンの地下燃料タンク油量計の修繕費の増額補正でご
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ざいます。次、資料館運営経費 22 万 8,000 円の増額補正。これは資料調査にかかる旅費の計上。

それと燃油高騰に伴います燃料費等の増額補正でございます。それから次、給食センター運営

経費 144 万 7,000 円の増額補正でございます。これも燃油高騰に伴う燃料費の増額補正でござ

います。次、給与費 1,047 万 7,000 円の減額補正でございます。これは今年度途中で２名の正

規職員の退職分と介護保険事業への人件費の振りかえによる減額補正でございます。それと放

課後児童対策事業費 136 万 1,000 円が財源充当とされるため、結果的に一般財源の減額は 1,183

万 8,000 円がここの人件費の部分は減額補正されます。次に諸支出金でございます。各種基金

積立金 107 万 7,000 円の増額補正でございます。これは指定寄付金を各種基金の積み立ててい

るものでございます。次のページをお開きください。歳出合計 6,344 万円ということです。 

次、（２）歳入でございます。分担金及び負担金 31 万 5,000 円の増額補正。畜産担い手育成

総合整備事業負担金。これは先ほどご説明しましたので。ここの（２）歳入のところ、大体説

明歳出でしましたが、説明をつけ加えたい部分についてのみを説明いたします。国庫支出金の

ところの地域活性化緊急安心実現総合対策交付金 1,658 万 1,000 円の増額補正。これは先ほど

来、説明しております国の一次補正予算。これで決定した景気後退に伴います総合対策臨時交

付金事業でございます。今回、白老町には 1,658 万 1,000 円が交付されまして、今回の補正の

中で、まず福祉灯油助成事業。これに 328 万 1,000 円。それと防災無線に 336 万 9,000 円。そ

れと町営住宅火災報知機の設置。これに対して 983 万 1,000 円。それから商店街の空き店舗活

用事業に 10 万円ということで、合計 1,658 万 1,000 円、この交付金を充当してございます。そ

れから道支出金のところで、道支出金の上から２つ目。病床転換助成事業交付金 1,450 万。こ

れは老健施設の改修にかかわる道の交付金でございます。29 床掛ける 50 万円をそういう単位

で交付されております。それから次に、財産収入のところでございます。資源回収ごみ売却収

入ということで、222 万 9,000 円増額補正してございます。これは、環境衛生センターに回収

されております鉄製品の売却収益でございます。ちょうど売却をしたとき、単価の一番高いと

きにやってございますので、いい単価で売れたそうでございます。この部分については、先ほ

どバイオマスの燃料化施設開設、それに係る経費。それに全額充当するという考え方をしてご

ざいます。それから次に、寄付金でございます。178 万 7,000 円の増額補正。これは指定寄付

が 170 万 7,000 円。それと一般寄付金８万ということで、178 万 7,000 円。ふるさと納税がこ

の中で 66 万円です。それとケイホクグループのほうから 100 万円の指定寄付がございます。そ

れとさらに、東京で白老を愛する仲間たちということで 12 万 7,000 円。これは蔵でチャリティ

ーコンサートをやったとき、その益金を寄付してくれたものです。ですから、これもふるさと

納税と同じような主旨でいただいた寄付でございます。合わせまして 178 万 7,000 円。それか

ら繰越金でございます。1,646 万 4,000 円前年度繰越金。今回の補正で前年度繰越金はほぼ全

額支出という状況でございます。歳入、これで合計 6,344 万 4,000 円という計上でございます。 

それから次、（３）債務負担行為でございます。全部で９件ございます。これは萩野公民館管

理業務ほか８件ということで、指定管理にかかる債務負担行為７件。それと農業安定化事業利

子補給金及び事務機器賃借２件の合計９件の債担行為でございます。それとつけ加えますが、
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今回の補正の中で燃油高騰分。この分の総トータルが 617 万 6,000 円という額になってござい

ます。以上で、議案第１号から第７号までの補正予算の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、ただいまの第１号から第７号までの補正予算の説明につ

きまして、特段この場でお尋ねをしたいことがあればどうぞ。及川委員。  

○委員（及川 保君） １点だけ。民生費の中で医療機関併設型小規模介護老人保健施設の、

開設準備事業。これ、ソフト面の係る事業なのか、2,000 万円近い財源なのですけども、何か

施設の改築のようなものなのか、１点だけ。 

○委員長（山本浩平君）  高畠企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） これは、ソフトではなくて建物です。壁の塗りかえだとか廊

下の色の塗りかえだとか、病院の部分と老健施設の色分けをするのに、廊下の色等を変えなく

てはいけないのです。そういう経費だとか、あるいは備品関係。食堂の例えばテレビだとかテ

ーブルだとかいすだとか、そういった備品関係に要する経費。それからシステム。老健施設の

医療事務。それを行うためのシステムの導入。パソコンを入れたり、ソフトを入れたり。そう

いったことにかかる経費でございます。  

○委員長（山本浩平君）  ほかございますか。なければ補正予算についてはこれで終わりたい

と思います。高畠課長は、まだありますか。  

○経営企画課長（高畠 章君） 工事請負契約。一番最後の・・・。 

○委員長（山本浩平君）  それを先にお願いいたします。高畠企画課長。  

○経営企画課長（高畠 章君） それでは、議の 24－１をお開きください。議案第 24 号でご

ざいます。工事請負契約の締結ということで、継続事業でずっと自衛隊の駐屯地。この中で事

業をやっております、バンノ沢川の砂防工事の契約案件でございます。まず、１ 、契約の目的、

平成 20 年度施行、バンノ沢川砂防工事。２、契約の方法、制限付一般競争入札。３、契約の金

額、7,665 万円でございます。４、契約の相手方、道南総合・田中特定建設工事共同企業体で

ございます。主な内容としましては、次のページを開いていただきます。平面図がございます。

これに書いてありますとおり、バンノ沢の本川ではなくて、支川のほうです。床固工№７、№

８。この２つの床固工の工事でございます。まず、平面図位置図を確認していただいて、あと

? 体工事などは次のページ１、２ページに書いてあるとおりでございます。以上、簡単ですけ

ども、これで説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの議案第 24 号につきまして、特段お尋ねをしたいとこがあ

ればどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  ございませんね。それでは経営企画課長、どうもありがとうござい

ました。続きまして、岩城総務課長どうぞ。  

○総務課長（岩城辰巳君） 私のほうからは、議案第８号から議案第 23 号まで説明させていた

だきます。ページが議の８－１になります。初めに、議案第８号から 13 号までの６議案は、地

方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律並びに地方公務員の育
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児休業等に関する法律の一部改正に伴い、本町の関係条例を制定、あるいは一部を改正するも

のであります。このことから、法律の改定内容がわかるように、それぞれ議案説明書をきょう

追加配布させていただいておりますので、よろしくお取り計らい願いたいと思います。 

 それではまず初めに、議案第８号、白老町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定

についてであります。地方分権の進展等に対応して地方公共団体の公務の効率的かつ適正な運

営を推進する法律の主旨に基づき、専門的な知識経験を有する職員等を採用するための根拠条

例を制定するものでございます。任期付採用とは、一定期間に業務終了が認められる場合と、

一定期間に限り業務量増加が見込まれる場合で、任期は３年。特に町長の必要と認める場合は

５年を限度とし、採用の方法は競争試験又は選考によるものでございます。どんな例があるか

といいますと、説明資料の概要のところを見ていただきたいのですが、例えば訴訟等で大きな

裁判に至った場合、その必要期間、弁護士さんを雇用するといった場合。あるいは、行政が研

究開発、専門的な部分で何か取り組む場合、そういったときにこういう任期付の職員を採用で

きるという法律に沿って、本町の条例を制定するという内容のものでございます。 

 続きまして議案第９号、白老町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の制定

について。地方公務員法の一部改正により、修学部分休業制度及び高齢者部分休業制度が設け

られたことから、本町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し、必要な事項を定めるも

のでございます。修学部分休業とは、大学その他の条例で定める教育施設で学ぶ場合に、勤務

時間の短縮を可能にしたこと。高齢者部分休業は、定年退職の５年前から定年退職の間に勤務

時間を短縮することを可能としたものであります。休業時間は、１週間当たり 20 時間までとし、

給料は休業部分を減額するものであります。つまり、役場職員の身分でありながら大学へ行っ

て勉強したいと。そういった場合に時間休とって行くことができるということです。それから、

定年５年前というのは、新たな資格を取ったりして、定年後の生活設計を立てていくと、そう

いうことで資格を取りにいく。そういった部分にこういう休業制度を設けることができたとい

うもので、その間は給料は減額するということでの制度の確立でございます。 

 続きまして議案第 10 号、白老町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について。地方公

務員法の一部改正により、職員の大学等における課程の履修又は国際貢献活動等の自己啓発等

休業制度が設けられたことから、本町職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるもので

ございます。大学等の課程の履修は、国内外の大学、その他の条例で定める教育施設の課程を

履修するもの。国際貢献活動は、国際協力の促進に資する、外国における奉仕活動のうち条例

で定めるものへ参加できるものであります。休業期間は３年を超えない範囲内。給与は無給と

なります。先ほど第９号と議案 10 号との違いでございますが、先ほどご説明しました９号のほ

うは午前中例えば勤務していて、午後から学校へ行ったり。要するに通勤、通学が可能な範囲。

この 10 号のほうは、完全に３年間休職をして、国内のどこか大学へ行ったりとか、あるいは国

際貢献でどこかの外国へ行くという部分の制度の違いでございます。 

 続きまして議案第 11 号でございます。白老町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について。地方公務員等の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い本町職員の
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育児短時間勤務の制度を導入するため、本条例を一部改正するものでございます。内容を申し

上げますと、少子化対策が求められる中、公務においても長期間にわたる育児と仕事の両立が

可能となるよう、育児のための短時間勤務制度が定められたものであり、対象としましては、

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤職員。勤務のパターンは、概要書にあるよ

うに、１日４時間、１日５時間、週３日、週２日半から、この４パターンから選択するもので

あります。休職している間の給与は減額になります。また、育児短時間勤務を任用することも

できるという内容でございます。 

 続きまして議案第 12 号、白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について。議案第 13 号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

２議案でございますが、今説明しました議案第 11 号の育児短時間勤務制度の導入に関連して、

議案第 12 号につきましては、勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するもの。また、議

案第 13 号は、職員の給与に関する条例の一部をそれぞれ改正するものでございます。 

 続きまして議案第 14 号、白老町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について。健

康保険法施行例等の一部改正に伴い出産、育児一時金の一部を引き上げるための改正をするも

のであります。14 号議案でございますが、３万円を上限として加算する内容で形成するもので

ございます。 

続きまして議案第 15 号、白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について。白

老町総合体育館等、各スポーツ施設の休館日、利用時間、料金等施設の収支バランスを改善す

る目的で改定するものでございます。 

 続きまして議案第 16 号、白老町立保育所条例の一部を改正する条例の制定について。たけの

こ保育園と海の子保育園の統合に伴い、所要の改定を行うものでございます。 

 続きまして議案第 17 号から議案第 23 号まででございますが、各指定管理者の指定について

の議案でございます。白老経済センターなど、指定管理者制度を導入している公共施設の指定

管理者の指定期間は３年間でございますが、平成 21 年３月 31 日をもって満了するため、21 年

度以降の指定管理者の指定について議会の議決を求めるものでございます。以上、雑駁でござ

いますが、23 号議案まで説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございました。それでは議案８号から 23 号までの今説明

がございましたけれども、特段お尋ねしたいことがあればどうぞ。前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 議案８号と議案９号ですけど、これは法律が平成 16 年に両方と

もできているのです。20 年に上がっているということは、町のほうで何か含みがあるのかどう

か。任期付職員については私も議会の中で多少は質問していましたけども、今４年。施行期間

もあると思うのですけども、何か含みを持って上がってきているのかどうか。あるいは、単純

に条例を制定したのかどうか、その辺。 

○委員長（山本浩平君）  岩城総務課長。 

○総務課長（岩城辰巳君） 特別含みがあって時間が変わってきたということではありません。

実際に施行されて、胆振管内の設置状況、そういったことの含みも多少見ている期間がござい
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ました。先ほどもちょっと申し上げたとおり、これをすぐ施行する案件といいましょうか、例

題をあげさせていただいた弁護士さんですとか研究開発、そういう部分がすぐ本町に該当する

状況ではなかったことと、これに沿って法が定まって、またその部分が追加という部分も結構

あるのです。そういうこともきちんと判断した上で、本条例も制定したほうが妥当ではないか

ということで、今回条例提案。それらの内容を確認した上で提案させていただきました。  

○委員長（山本浩平君） ほか、ございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、８号から 23 号までの議案の説明は終了させていただきた

いと思います。それでは、局長のほうから説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２ページの（３）をご覧になっていただきたいと思います。今、

議案の説明をいただきましたが、特に総務課長からの説明でございます。８号から 13 号の新規

議案が３件。この法律改正に伴いまして、一部改正が３件ございますが、その中で、議案を見

ていただければわかるのですが、一部修正のところは字句の追加がかなりございます。例えば、

議の 11－11 ページ。議の 12－９ページ等をちょっと参照していただきたいと思いますが、か

なり追加になっているのです。従来ですと新旧対照表、読んでいただくという部分が主だった

のですが、お読みになっただけでは全然理解が多分乏しいと思いますので、議案８号から 13

号までにつきましては、きょうお手元に追加資料配布していただきましたが、新旧対照表とい

うことではなくて、追加資料に基づいて説明を受けさせていただきたい。ですから、新旧対照

表の説明は省略したいと、まずそれが１点でございます。 

それと議案第 23 号でございます。萩野公民館の指定管理者の指定でございます。指定を受け

る団体、萩野公民館管理運営委員会。この団体の役員構成の中に、近藤委員が役員になってお

られるということで、直接利害関係がある事件に該当しますので、議案第 23 号については近藤

委員の除斥をお願いしたいということでございます。２点、お諮りいただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、米印になっているところ確認でございます。まず初めに、

議案第８号から 13 号は新旧対照表の説明を省略いたしまして、きょう配られた説明資料で説明

をするということでございますが、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それともう１点、議員の除斥について。近藤委員が団体の役員で関

係があるということで、除斥をしていただくということの確認です。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）  では、（４）議席の一部変更。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  （４）でございますが、先の５日の議会運営委員会で委員長の

ほうから会派として提案がございまして、議席の変更を議長に申し出られてございます。議席

変更いたします。本間広朗議員、１番から６番に議席を変更し、１番を欠番とすると。これは

議長の職権でございますので、議長が宣言するということになります。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 前回出たことでございますので、確認ということでよろしいですね。  
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  続きまして（５）一般質問について。これは先般の議会運営委員会

の中で調整済みということでございます。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  次、（６）諸般の報告について。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 議長の諸般の報告としまして、毎回同じですが、議会閉会中に

おける動向。それと監査の報告資料。それと派遣結果報告。冒頭で３件行う計画です。町側か

ら行政報告が予定されてございまして、まだ手元に届いてございませんので、当日配布という

ことにさせていただきたいと思います。諸般の報告については以上でございます。  

○委員長（山本浩平君） 特に質問ございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 引き続きまして、（７）会議案についてですね。会議案５号から８号

まで。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これについては、議会改革の中で議会運営委員会を中心に議論

していただいた部分でございます。先般、条項を整理してまとめていただきましたので、今回

それぞれの条例規則を提案すると。４本になります。一括で上げたいと思っています。すべて

関連がございますので、一括で上げたいと思います。１本１本見ますと、そうでもないのがあ

りますけど、全部見渡しますと相当長文になりますので、これ全文改正、新規制定ですので、

本来は全部読まなければいけないのです。これを読んでいますと 30 分以上かかると思いますの

で、省略をさせていただきたいと思います。議長が必要があるときということで、会議録には

これを全文掲載したいと思っておりますので、そのような取り扱いをしていただきたいと思い

ます。一応、直していただいたところ、整理してすべて掲示させてもらいましたので、これで

いいかどうかということでございます。一応、議会運営委員会の委員会提案という形でつくら

せていただきました。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君）  前回の議運で審議をした内容だというふうに思います。米印に書い

てあるとおり、一括議案ということで会議録には議案を掲載するということでございます。こ

れもよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、提案の仕方としては、資料１の会議案第５から提出しま

すということまで言って、本文省略ですので、最後の議案説明だけ説明する形になります。４

本とも同じように、議長が一括上程するときに本文は長文のため省略し、合わせて会議録に掲

載する旨を宣告するという手続きになります。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  続きまして（８）議員の派遣承認についてでございます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 別紙５についてでございますが、定例会 12 月会議以降３月まで

予定しておりますけど、今のところ胆振東部市町議会懇談会が予定されてございますので、こ

れを派遣承認を取りたいと。それと期間外ですけども、２月 16、17 日市町村アカデミーの町村
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議員特別セミナー。これについては、申し込みの関係がございまして、既に派遣承認取ってご

ざいます。本間議員、松田議員、前田議員。一応、３名が行くということになっておりますの

で、合わせてご報告しておきます。派遣承認はそういうことになります。 

○委員長（山本浩平君）  派遣承認については、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（９）意見書の取り扱いについてでございます。各会派

で意見書の取り扱いについては既に調整済みだというふうに思いますので、それぞれ各会派に

お尋ねをしてまいりたいと存じます。それではまず初めに日本共産党さんから出ております、

①の意見書案、労働者派遣法の改正に関する意見書につきまして、どちらの会派からでも結構

です。では、公明党さん、どうですか。 

○委員（氏家裕治君） 労働者の派遣法の問題については、昨今いろんな部分で取りざたされ

ている部分があるのですけども、これはちょっと時間のかかる問題かなと私は思います。なぜ

かというと、やはり使う側と使われる側の状況がありますよね。昨今、トヨタだとかキャノン

だとか、大手の会社がなぜこういったリストラといいますか、季節雇用の部分も切り捨ててい

くのかということになると、経済情勢の中で、臨時でこういう労働派遣という形の中で、人材

派遣を行っている、そういった制度によって、事業実績がだんだん見込まれなくなってくると、

一番しわ寄せの来るところがここである。これが、もし正社員であったとしても同じだと思う

のです。やはり、会社が成り立っていかなければ、結局は雇用もできないという話。この辺の

問題が難しいところだと思います。確かに、この労働派遣法の改正を求めていく中で、共産党

さんから今回こういった意見書が出てきています。この中では必要な部分もあるのかなと思い

ますけども、果たしてこれをやったときに、労働者の働く場が狭まるおそれはないのかと。確

かに今は切り捨てられている状況はあるかもしれません。ただ、よくよく考えたときに、企業

がそれを踏まえて、派遣労働は使わない。それだったら、もう少し時間をおいて会社の行方を

云々という話になったときに、限られた時間の中だけで、こういった人も必要なのだと。こう

いったところも必要なのだというところで、企業が思っているところを、果たしてこちらから

あまりにも極端に言ってもいいのかどうかということが、すごく不安なのです。かえって労働

の働く環境を狭める形になってしまうのではないのかなと、そう思うのは私だけなのかわかり

ませんけども、確かに昨今、雇用体制の不備によるいろいろな問題が報道されていますし、私

もああいうのを見ると心苦しく思う１人なのですけども、今回の意見書という部分で出すとき

に、余り短絡的にやめるという部分で押し通してしまってはどうなのかなと思ったものですか

ら、その辺について提出者の共産党さんの大渕委員のほうから聞いていただければなと思って、

一言言わせていただきました。 

○委員長（山本浩平君） 一通りお尋ねをしてまいりたいと思います。清風クラブ、及川委員。  

○委員（及川 保君） 清風です。私どもは、この意見書については基本的に賛成です。  

○委員長（山本浩平君）  新政クラブ、近藤委員。  

○委員（近藤 守君）  私のほうも、大変なこういう雇用の問題があるときに、出してもらっ
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て反対する理由もないので賛成と。  

○委員長（山本浩平君） 私どもも、この問題については、なかなか取り扱いが難しいなとい

う意見が出たのです。と申しますのは、先ほど公明党さんから出た意見もそのとおりだなとい

うところもありますし、また労働者のほうも正社員ではなくて、そのほうが望ましい方々も実

際にいるわけです。正社員ではなくて、将来的には今派遣でやっているけれども、違う夢を実

現するための、正規雇用の社員にわざとならない方々もたくさんいるわけでございますので、

非常にその辺はデリケートな問題なのかなということで、ちょっと意見まとまらなかったので

す。ただ基本的には、今の社会情勢、社会不安をそこへ招いていることに関しましては、これ

も非常に問題もありますし、これによっていろいろな犯罪もふえていく可能性もないとは言い

切れない部分もあります、社会不安ということで。そういうことをかんがみますと、おおむね

賛成はしたいかなとは思いますけども、ちょっと申しわけないですけども、まとまりきれなか

ったというところでございます。 

それでは、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君）  私は、基本的に賛成でよろしいです。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、提出者の日本共産党の大渕副委員長から説明をいただけ

ればと思います。  

○副委員長（大渕紀夫君） これを我々が出したのは、厳密に言えば原則論なのです、これは。

だから、起こってくるいろんなこと、例えば今山本委員長が言われた、派遣社員が全部正社員

になりたいと思っているかどうか、それはわからないです、はっきり言えば我々も。そういう

方もいらっしゃると思うのです。そこで一生懸命働いて、お金を貯めて何かほかのことをしよ

うという、いらっしゃると思う。ただ、ここで言っているのは、氏家委員が言われるのもそう

なのですけども、原則論としてはやはり派遣社員という身分が、もうちょっときちんと保証さ

れる必要があるということなのです。要するに、今の場合は、やっときのうですか、きょうで

すか、寮は出なくてもいいよというようなことが、厚生労働省のほうで出したそうですね。あ

したまで出て行けというのが、１カ月なら１カ月の余裕。そういうことなのですよ。そういう

ことが今やられることによって、若い人たちが苫小牧の話もたくさん聞いたのですけど。実は、

苫小牧職安の前にはいないのです。あれだけ切られても。苫小牧職安には来ていないのです。

どうしてかといったら、全部札幌なら札幌の派遣会社が雇うから、切ったら苫小牧の職安には

行かないのです。ひどいものです。だから、あとはどうなるかというと、寮を出された人は車

の中で電話を持って待っているわけです。次の派遣に行くところから電話来ないかと。これは、

全部ではないです。私が聞き取りやった中で、何件かですけど。だから、そういうことという

のはやはり今の状況ではまずいのではないかという原則論です、これは。だから、派遣をやめ

ろとは書いていないです。派遣がだめだとも書いていないです。だから、もうちょっと働く人

たちの権利を守ってほしいという、非常に最低限の。もっときつくやる部分もあるのかもしれ

ないですけども、そうではないというふうに理解をしていただきたいなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  ただいまの説明をお聞きいたしまして、私ども会派は賛成したいと
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思います。公明党さん、いかがですか。  

○委員（氏家裕治君） 記の部分で、意見書の説明部分については、今の大渕委員の話で納得

します。記の（１）の部分なのですけども、登録方は例外として厳しく制限すること。日雇い

派遣とかスポット派遣は直ちに禁止することとなっていますけども、この部分なのですけども、

日雇い派遣、スポット派遣というのも、例えば大阪の例見たり、いろいろな部分を見ると、必

要なこともあると思うのです。こういった部分で、生活の生計を立てている、本当に最低限の

生活を支えている方々も中にはいると思うのですけども、ここでその部分を直ちに禁止するこ

とと、これを言い切ってしまっていいものなのかどうか。それについては、文章的にどうなの

ですか。僕もこれについては、先ほど山本委員も言われたように、本当にデリケートな部分の

問題も踏まえているものですから。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これを言っているのは、要するに日雇い派遣やスポット派遣は、

もちろんだめだということなのです。どういうことかというと、長いほうがいいという意味な

のです。ここで言っているのは、はっきりしているのです。だから、それだけなのです。だか

ら、日雇い派遣を望む人のほうが多いという場合があるかどうかわからないけれども、大体は

1 日より２日のほうがいいのではないかとそういう意味で、そのことによって雇う人がいなく

なってしまったというのは困る、はっきり言ってそれはそうだと思う。ただ、ここで言ってい

るのは、あくまでも日雇い１日行って辞めるというのはなくて、少なくても計画が立てられる

ような、１週間というのがいいのかどうか、１カ月がいいかどうかわからないけど、１日より

は長いほうがいいという意味なのです。だから、そこら辺が、もしそれでもということであれ

ば、それは削っても構わないと思うのだけど、意味はそういう意味ですから、そこはちょっと

誤解されないで考えてほしいなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  氏家裕治君。  

○委員（氏家裕治君） 大渕副委員長の今、記の前段で言われたことがすべてだなと思うもの

ですから、ここで直ちに禁止することということになってしまうと、なぜ私がそういうことを

言うかというと、今インターネットだとか携帯でもそうなのですけども、仕事を探すときに週

に２日の仕事を探す主婦の方もいらっしゃるのです。時間もこちらの指定の中で捜されている

方も中には現実にあるのです。ですからそういった部分で、もし考慮できるのであれば、スポ

ット派遣については禁止するという言葉ではなくて、もう少し緩和した形の中で書いてもらえ

ればよろしいかなと思うのですけども、皆さんの意見も踏まえた形の中で。 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ３時３２分  

                                         

再開 午後 ３時３２分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて会議を再開いたします。私も氏家委員と同じようにち

ょっと引っかかったのは、日払いとは書いていませんけども、日払いを希望されて働いている
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方もたくさんいらっしゃいますよね。そういう方々がだめになるようなことではまずいかなと

いうふうには、ちょっと思ってはおりました。表現、何か変えることがもしあれば、あれなの

ですけども。そういう意味合いではないということですね。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。直ちに禁止するという文書を入れ変えるか、それとも

カットするか、どちらか考えたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  それでよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩します。  

休憩 午後 ３時３３分  

                                         

再開 午後 ３時４３分  

○委員長（山本浩平君）  それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 次の意見書に入りたいと思います。奨学金制度を変質させる滞納者情報通報制導入の撤回を

求める意見書案でございます。これにつきましては、協議をされたところからどうぞ。清風ク

ラブ、西田委員。  

○委員（西田祐子君） 清風といたしましては、基本的に賛成させていただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  新政クラブ。  

○委員（近藤 守君） 新政ですけども、非常に難しい、前回ももめた中身ですね。やってい

いのか、非常に難しいですけども、これをやらないとまたいろいろと支障が起きるのかなとい

うふうに思いますので、新政クラブとしては賛成の方向であります。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。  

○委員（氏家裕治君） うちも、本当にこれについては、いろいろな部分で意見があると思う

のですけども、まず前段の主旨はわかるのです。例えば奨学金を無利子に戻すということが、

果たして今後の奨学金制度を維持していくために、これが本当に維持していける方策になって

いくのかどうかということが、まず一つ問題だと思うのです。例えばイギリスなんかの例をと

って言われている部分があるのですけども、一定の収入年 300 万円に達するまで返済を猶予す

ることという部分あるのですけども、うちの家族構成の話をしてもあれなのですけども、卒業

したばかりの場合は年 220 万円とか 230 万円程度の収入の中でやっている方々もたくさんいら

っしゃると思うのです。その中でも約束事なのです、これははっきり言ったら。その中で返済

をし、計画的に自分達の生活を持って行くと。例えば、非正規雇用の方々。今回のトヨタのリ

ストラや何かにあったという。そういったときの制度を逆に求めていくのが、就職につくため

の猶予期間だとか、そういったものの制度改正というのであれば、私はちょっと納得できるの

ですけども。一定収入 300 万円という金額を設定してしまいますと、今まで努力をしながら勉

学に励み、また就職につき、就職といっても大企業ではなくても、小さな企業でもしっかり働

きながら返済していっている方々の、そういった勤勉性だとかを考えてみると、余りにもこれ
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は一概に言い切れないのではないのかなと思ったりした部分がありました。ですから、その辺

については、今回この運営委員会の中で話を聞いてみたいなという思いでおりました。 

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけども、この意見書を見る限り、滞納者というのが非

常に多くて、こういったような制度が導入されようとしているのかなというふうにも思います。

これはやはり何かの手だてをするということで、そういったことを導入するということだと思

いますので、一概には廃止がいいかどうかというのは、ちょっと難しいのかなというふうに、

そういう意見がうちのほうは出ました。以上です。ただ、反対ということでもないのですけど

も。これもちょっと共産党さんのほうにお伺いしたいと思います。  

前田委員外議員どうぞ。  

○委員外議員（前田博之君） 私は、原則的に賛成です。確かに悪質な滞納者います。しかし、

やはり勉学に励むためには、この制度のいろいろな内容があります。無利子の制度もあるし、

利子もあるのですよ。それはそれぞれの選択をするべき話であって、ですけどやはり学ぶとい

う原則を守るためには、この制度は変質させるべきでないと思っていますし、何らかの形で、

私も受けたことがあるのですけど、私は一括で後で払いましたけども、ほかの友達も聞いてい

ますけども、やはりそれは個々の資質の問題であって、これ以上悪質なのもいますけども、こ

の中読みましたら、奨学金制度をやっている側にも責任があるのです。やはり滞納しないよう

に納めてもらうような形でやればいいのですけども、貸しっぱなしなのです。それを今度第三

者を通して、個人情報あるにも関わらず、そういうことやろうということ自体、私はそういう

やり方はおかしいと思います。やはり、本来の制度をちゃんと守って、受給された人の部分の

生活状態を考えながら、ケース・バイ・ケースでやるべき制度だと私は思っています。それで、

原則的には賛成です。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ここにも書いていますように、ものすごい滞納者がい

るとか、そういうことではないのです、この場合は。基本的にはどなたかがおっしゃいました

ように、非常に勤勉に支払われているというふうに認識しています。ですから、そういうこと

で言えば、支払っていないのが悪いと。もちろん払わないほうが悪いのだけれども、そういう

意味というのは少ないのかなと、私は理解しています。それと、収入が 300 万円がいいかどう

かというのは、これは皆さんのご意見で十分どうにでもなることかと思います。ただ、やはり

勉強をするという人が悪意な人がいれば別ですけども、勉強したいという人ができないという

のは、やはりそこのところが一番大切だろうと思っています。ですから、そういうことで本当

に今体験した方のお話もあったけども、僕は奨学資金借りたことがないからわからないけど、

それで本当によかったからもうちょっと出して、僕もこういうものをもっともっと維持したい

と思われるようなものにしていけないものかなという、そういう気はすごくしています。です

から、何か今は勉強が本当にしたいけどできないという人が少ないのかもしれないけど、そう

いうものが日本の国から少しずつなくなっているような気がして。だから、勉強したい奨学金

くらいは無利子でできないものかなという、そういう思いはあります、率直に言って。ただ、
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この 300 万円がいいかどうかというのは、またちょっと別な話で、それは皆さん方で議論され

ても構わないと思うのだけれど、考え方としてはこうあるべきかなと思っているのですけど。

私はその範囲です。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も今の思いは大渕委員の言われたとおりだと思うのです。前田委員

外議員も奨学金を受けたことがあるという話聞いていましたので、奨学金の無利子の制度は、

本当に氷山の一角の方々くらいしか使えないのでしょう、無利子の部分というのは。成績によ

っては。ですから、そういった部分を無利子で奨学金が使えるようになれば本当に一番いいこ

となのです。でも大半の方々が、有利子の国の教育資金だとか、そういったものを使っている

方がほとんどなのですよ。ほとんどという言い方は、ちょっと語弊があるのかもしれないけれ

ども。ただそういうふうに考えると、無利子にしても、この奨学金制度を維持しなければいけ

ないということに重きを置いたときに、果たして無利子がいいのか、その辺はやはりちゃんと

した議論をして財源をそこへ求めていかなければならない、本当に大事な問題だと思うもので

すから、今回この部分についてちょっと気になった部分があったのです。給付制の奨学金制度

を導入すること。これも本当に理想です。私たちもそういうふうに思います。ただ、これも奨

学金制度を維持するために果たしてそれを今できるのかできないのかということも、今後の大

きな課題だと思うのです。少子化がどんどん進んできて、こういった経済情勢の中で行きたい

学校にも行けないような状況をつくってはいけないという、本当に同じ思いでいるのですけど

も、果たして無利子にすることがいいのか、給付制の奨学金制度にするのがいいのかというこ

とについては、もう少し皆さんといろんな議論を重ねた中で、何とかこの奨学金制度を維持し

ていけるような体制づくりを整えていかなければいけないということが必要なことだと思いま

す。ですから、前段で書かれているクレジットカードで個人情報を流すとか、そういったこと

については控えていかなければいけない、もう少し考えていかなければいけないことなのかも

しれませんし、記の部分で私は私なりに気になった部分があったものですから、ちょっと意見

だけ申し上げさせていただきたいなと思います。  

○委員長（山本浩平君） この点についてどうでしょうか。議論しますか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私の考え方というのは、先ほど申し述べたとおりです。ただ、こ

こに書いてあるすべて無利子に戻すというところを基本的には無利子に戻すとかいうことには

なるかもしれませんけれども、国の財源化まで議論をするということになっていくと、これは

なかなか大変なことになります。私も議論をするということにあれば、十分そういう議論をし

たいと思っているほうです、はっきり言えば。もっともっと違う形でお金を使えることはある

と思いますので、ですから、そういうことにはなると思うのだけれども、私は一定の収入は 300

万円というのは、これはさっき言ったとおりです。あとは、望ましい形というのは、やはり基

本的、原則的には無利子であり、給付制になるというのが一番望ましいだろうなというふうに

思っていると。これはもうそのとおりです。ただ、変えるとか変えないとか、そんなことを言

っているのではなくて、考え方というのはそういう考え方です、そこは。ただ、すべてという
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のがちょっとあわないということであれば、原則的には無利子に戻すということとかで構わな

いと思うのだけれど、そういう文章表現の問題ではなくて、考え方ということであれば、そう

いう考え方が望ましいと思うし、そうあるべきだと。国はやはりそういうことを、これからの

日本を本当に考えたり、少子化のこと、子供のこと、日本の将来のことを考えたら、やはりこ

こにお金をつぎ込まない国というのはきっとだめになってしまう、滅びてしまうかなというふ

うに思っています。やはり、いい悪い別にして、考え方の違いがあったって、明治のときにあ

れだけ多くの人たちがお金ない中で頑張って、やはり結実した人が出たというのは、やはりこ

ういうところに金をかけなければだめだというのが、原則論にはそういう考え方だから。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私もこの制度を維持するために、ここの前段の中にも書かれていると

おり返済率は 94％、ほとんど 100％に近いほどの返済率はあるのですよ。だから、結局そうい

ったものを踏まえて考えると、情報機関に個人情報を提供するだとか何とかというものについ

ては、こういったものについての撤回を求め、制度自体を維持するための政策だとかは別の問

題だと、僕は考えています。もし、共産党さんのほうで（２）の部分についての文言の整理が

もう少しできるのであれば、その辺を求めて私たちは賛成したいなと思います。 

○委員長（山本浩平君）  いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 結構です。どういうふうにするかは考えますけれども。  

○委員長（山本浩平君）  吉田委員外議員。  

○委員外議員（吉田和子君） 奨学金すべて無利子に戻すということよりも、無利子がやはり

理想的だと思うのですよ。安心して借りられるためには。そういった制度にするべきではない

かということと、それから低賃金の事情で支払いというのは、返済が困難というのは、返済す

るときに、ここに状況に応じて相談体制があるのですよ。自分が何年で払うという契約をする

のです。ですから、こういったイギリスのような一定の収入を考慮したりだとか、そういった

支払方法の相談体制をしっかり持つとか、そういうほうがいい。私もこの金額入れると、うち

の息子もすごく低い給料なのですけれども払っているのです。うちにいるから払えるのだと思

っていますけれど、やはりいろんな安くても高くても払わない人もいると思うのです。だから、

金額を入れると、少ない給料で払っている人は、何なのかと思うのではないかと私も思ったの

で、この金額はちょっと私は。ただ、イギリスの一定金額の支払いができるまで猶予するとか、

そういったことは文言としては入れてもいいと思うのですけど。金額的なものはちょっと考え

るべきかなというふうに思います。  

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。  

○委員長（山本浩平君）  では、次回までに直せるところは直してきていただくということで

よろしいですか。  

 では続きまして、後期高齢者医療の資格証明書の扱いに関する意見書でございます。これに

関しましても、日本共産党さんから提出されております。これについて、いかがでしょうか。

新政クラブさん、いかがですか。  
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○委員（近藤 守君） これもまた非常に難しい問題で。でも、もうやむを得ないのかなとい

う結論に達しています。  

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、いかがですか。  

○委員（西田祐子君） 清風です。意見書案に賛成します。  

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。  

○委員（氏家裕治君） 全体的にこれでいいと思うのですけれども、記の前段の後段の部分。

「これは、国の特別対策から逸脱し、運用基準として相当収入以下にも資格書交付を広げるこ

とを示したもので、低所得者から資格証明書を取り上げることになる恐れが極めて大きいもの

です」この部分の相当収入以下という部分の解釈が、ちょっと何回か読んだのですけれども、

理解できなかった部分があるものですから、それについて説明していただきながら、もう１度

考えさせてもらいたいなと思うのですけれども。  

○委員長（山本浩平君）  新風は基本的に賛成をいたします。  

では、前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君）  私も原則的に賛成です。  

○委員長（山本浩平君）  今の公明党さんの質問について、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これについては、非常に表現としてはまずいなと、私も思ってお

ります、はっきり言って。それは、斎藤委員とも話をして。要するに相当収入以下というのは、

非課税世帯のこと、普通一般的に言えば指しますよね。相当収入以下の人に資格証明書を広げ

るというのはだめだよということでしょう、当然ですよね。低所得者から資格証明書を取り上

げると、これは、間違っています。これは、国保証です。すいません。そうでないと、意味が

通じない。それで、同じことになってしまうでしょう。これは、後期高齢者医療保険証という

のかな、正式に言うと。後期高齢者医療保険証を取り上げることになるおそれがあるから極め

て大きいから、だめになるということで、ここは、私は直していなかったです。要するに後期

高齢者の人達が受けている保険証という意味です。だから、ちょっとわかりづらいのです。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕が言うのは、記に書かれていることは別に問題はないと思うのです。

その前段の説明文の文言をもうちょっと整理してわかりやすくしていただけると、今言われた

とおり、せっかく記ではちゃんとした文書になっているのですけれど、この文言の整理だけの

話なのです。ちょっと理解できなかった部分あったものですから。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。それはもう資格証明書間違っているから、当然そうな

るのは当たり前です。すみません。国保証で直したと思っていたのですけれども、直っていな

かったものですから。国保証も違うから、そこについてはもうちょっとわかりやすくします。

これについては、そういうふうにつくっていますから、すみません。ここの「逸脱した」とい

う、そのあとの文言については、もっとわかりやすくしますから。前段のことがありますから、

これはそのほうがいいいと思いますからそういうふうにします。意味はいいですね、中身は。  
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○委員長（山本浩平君） 訂正すれば賛成ということでよろしいですね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私、直したのですけれど、以下のこと全部要望しますという、

前回要望に全部直したはずなのです。要請で直したはずなのですけど。要望にしないというこ

とで前回したと思います。 

○委員長（山本浩平君）  表現を訂正、お願いしたいと思います。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 日本共産党さんの部分、確認させていただきたいと思いますが、

労働者派遣法については、（１）の部分を日雇い派遣、スポット派遣を直ちに禁止すること。こ

れを含めて１番の部分の字句を直すということですね。奨学金の部分は（２）。この部分をもう

１回精査していただくと。それと、後期高齢者の部分につきましては、前文の下のほう。これ

はというところから極めて大きいものですという部分まで含めて文字の訂正をお願いしたいと

思います。  

○委員長（山本浩平君）  続きまして、安心の介護サービス確保を求める意見書案でございま

す。これは、公明党の氏家委員から提出されてございます。これについていかがでしょうか。  

新風ですけれど、まったく問題なしというふうに考えております。  

○委員（近藤 守君） 新政も問題ありません。  

○委員長（山本浩平君）  共産党さん、いかがですか。  

○副委員長（大渕紀夫君） 後にしてください。  

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさん、安心の介護サービス確保を求める意見書案。これ

についていかがでしょうか。  

○委員（西田祐子君） 賛成です。  

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君）  賛成です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 賛成でいいです。 

○委員長（山本浩平君）  全会一致ということでございます。訂正もなしということで整理を

させていただきたいと思います。  

続きまして、食の安全の確保の取り組み強化を求める意見書案でございます。これについて

いかがでしょうか。新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） これは本当に大事なことだと思うのです、ですから全面的に賛成です。  

○委員長（山本浩平君）  私どもも賛成でございます。清風クラブさんいかがでしょうか。 

○委員（西田祐子君） 賛成です。  

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君）  賛成です。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。中身はいいです。ただ、これとこの前のやつ、いつ出

したのでしたか。同主旨のもの、何か半年くらい前に出していなかったですか、これ２つとも。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） 介護サービスについては、これはあくまで介護報酬の改定による離職

率だとか人件費の問題だとか、これについて入れているのですけども、前々回共産党さんから

出ている、これとまたちょっと違います。ですから一応、主旨的にはちょっと踏み込んだ形の

中で入れているものでございます。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 食のやつも何か同じような議論をしたような気がしているのです。

それはいつだったですか。別にこれは毎回出してもいいのですか。全然当てにならない記憶な

のだけど、以前は１年間くらいたってから、何か意見書という同趣旨のものは出すと。それは、

季節労働者の関係で、ずっと 20 年くらい出していたのです。そういうことがなかったらいいの

です。僕は全然構わないのだけど、何回出してもいいのかどうかというのが 1 つあったのと、

何か同じ議論をしたような気がすごくしていたので、食のことで。それも氏家委員と。食の安

全で。ミートホープの後で。それで、何回出してもいいのだったら別に議会の意見書だから、

国に出すのだから出したほうがいいのだったら、別に構わないのです。ただ、一応私の認識で

は、1 年ぐらいはというようなことを、自分の中で前にあったものだから、毎回毎回同主旨の

ものが出ていくと、ちょっとどうかなというだけだったのです。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 議会の意見書ですから、基本的には 1 回限りなのです。1 年だ

からいいとか、３カ月だからいいとかということではないのです。それが解決されるまで、き

ちんと見るというのは本来の意見書です。それでなかったら、いい加減に上げるという主旨に

なりますから。ただ、過去は近くになったら整備されていて、ある程度時間たっていれば出し

ていたような気もします。道路の関係では、農協から来るもの 1 年に 1 回くらい出しています

から。ただ、基本的には議会の意思ですから、1 回出したものが解決されるまでは意思として

残っていますので、基本的にはそういうような主旨なのです。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 安心の介護サービスの確保を求める意見書については、僕も前回意見

書調べさせてもらって、確か大渕委員といろんな話をしたことがあったなと思って、内容を調

べてみました。でも、中身は違うものですから、今回改めて介護サービス離職率が一番高いと

いう部分の話の中から、今回この意見書を出させてもらいました。ただ、この食の安全確保の

取り組みについての強化を求める意見書。これ、前回同趣旨の意見書がもし提出されたとすれ

ば、その辺については事務局のほうにしっかり調べてもらって、同じ主旨のものであれば削除

したいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ４時１１分  

                                         

再開 午後 ４時１５分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて会議を再開いたします。これ、全会一致ということで
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えよろしいですね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 確認させていただきます。意見書 23、これは仮の番号ですけど、

23、24、25 は再度調整。26、27 については、全会一致ということでよろしいでしょうか。先に

26、27 を 23、24 に番号をつけ直したいと思います。というのは書類、先に整理しておきたい

ので、そういう形にさせていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  確認でございました。  

 続きまして、（10）に入ります。請願書、陳情書、要望書の取り扱い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）  これも前回配布させていただいておりますが、一応陳情書が２

件届いております。日本動物霊園連合というところから、陳情書という名前で出ていますけど、

内容は移動火葬車の罰則に伴った厳しい処置を求めるという内容の陳情書です。それと介護療

養病床廃止の中止を求める陳情書。これは北海道保健委員会から出て来てございます。 

それで、グリーンの運営基準の 26 ページ見ていただきたいと思います。５番でございます。

基本的には町外郵送物の陳情書に当たっては、５の規定が 13 年に定めております。町民以外の

者から陳情及び郵送による陳情については、本会議参考配布するに留め、原則審査は行わない。

ただし、町民の多くで構成になっている団体、町民から郵送があった場合は、その都度取り扱

いを議会運営委員会で協議をするという規定になってございます。規定からいきますと、この

２つとも参考配布となりますので、ご審議をいただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  この陳情書の意見につきましては、参考配布でよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  要望書、３つでございます。  

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、形式の整っていない要望書等がございます。１つは、第

130 回北海道歯科医臨時代議員会の決議文。北海道医師会からです。生産資材高騰に伴い行政

支援の要望について。とまこまい広域農業協同組合から。この内容は今回の運輸関係に係る燃

油高騰の支援。先ほど説明あったもの一部あったかと思います。それと３点目、平成 21 年度基

地対策関係予算所要額確保に係る要請について。全国市議会議長会基地協議会から。この３点

が来てございます。いずれにしても、基本的には参考配布かと思われます。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 要望書につきましても、参考配布という取り扱いでよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、そのようにさせていただきたいと思います。 

（11）各常任委員会の所管事務調査の報告について。産業厚生常任委員会と広報広聴常任委

員会がございます。これについて、局長から説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  休会中に所管事務調査が終了してございます。１つは、産業厚

生常任委員会、鉄鋼スラグの現状について。燃油高対策について。もう１つは、広報広聴常任

委員会。先般全員で行いました議会懇談会について、この２つが予定されてございます。私か

らは以上です。 
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○委員長（山本浩平君）  これについてもよろしいですね。特にございませんね、質問等は。 

 では（12）定例会 12 月会議の日程でございます。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、４日間日程を組んでございましたが、基本的に一般質問

の部分が５名の方ということになりましたので、別紙全体日程の部分をご覧になっていただき

たいと思います。資料６です。一応、今事務局で考えているのは、このように進めていきたい

と思っております。第１日目は、議席の一部変更。先ほども言いました、冒頭に議席の一部変

更しまして、会議録署名議員を指名いたしまして、諸般の報告が終わった後、一般質問。いつ

も４人組むのですが、今回５名ですので、３名組みたいと思っております。それで、できれば

終わった後、先ほどの３件の議運をやっていただいたらよろしいかなと思っております。それ

と次の日、第２号ですが、２日目です。一般質問、残り２名の方終りました後、後でも説明し

ますが、先議の関係の議案をできるだけ終われれば終わりたいなと思っています。一つは、議

案第 14 号国民健康保険の一部を改正する条例。先ほども説明受けました出産一時金の関係。予

算計上に関係ございますので、先議になります。それと、第 17 号から次のページの 23 号まで。

指定管理者の指定でございます。これは、議案第２号の補正予算の債務負担の絡みで先議にな

りますので、指定管理者の指定までできれば２日目に終わりたいと思っております。終わった

後、総務文教常任委員会の委員会協議会を開く予定になってございます。それと最終日ですが、

第３号が町の議案関係残りの分を行いまして、先ほど説明しました議会関係の条例。それとま

た、この後議論をいただきますが、議員報酬がもしかあれば会議案の９号になります。それと

承認と意見書案。意見書については 16 日の終わり次第協議をお願いしたいと思っております。

こういう流れでいきたいと思っております。それと、最後の本会議終了後、全員協議会。白老

町行政機構改革についてという全員協議会を予定しておりましたが、一応組合とは協議が済ん

でいるのですが、組合の職場報告。これが 12 日。きょう以降になるということでございますか

ら、その前に全員協議会ということにはならないということで、これを延期させていただくと

いう要請が来てございます。21 年の定例会の会期決定の召集日に全員協議会を説明して、その

後本会議開かれるタイミングを見て条例提案をしたいという流れで行政のほうは考えておられ

るようでございます。ですから、議案第 14 号と 17 号から 23 号は補正予算議案第２号の関連議

案になりますので、先議になります。それと先ほど言いましたように、議会の第３次議会改革

で関連する条例規則の変更４件は一括提案をしたいという形で今考えてございます。私からは

以上です。 

○委員長（山本浩平君）  今局長のほうから報告ございました点について、何か質問ございま

すか。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） ということは、１月８日に行政機構改革の全員協議会をやると、

こういうことでございますか。了解。 

○委員長（山本浩平君）  ほか。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 同じことを質問しますけれども、８日に全員協議会で説明して、その

後同じ日に本会議でやるということですか。同じ案件を。それとも説明だけして、またそれを
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提案するのは別の日にち。 

○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、前考えていたのは、最終日に全員協議会で説明を

して、１月に議案提案をしたいと、こういう流れでしたけど、18 日に全員協議会にまだ組合の

関係でかけられないということですので、今１月８日を予定しておりますけど、１月８日全員

協議会で説明をして、その後１月末か２月の初めでもしかるべき時期に議案を提出したいと。

その中で案件があれば、それと合わせて出すのだろうと思います。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、ありませんか。新政クラブ、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） ８日全員協議会入ったわけですよね。私たまたま 14 時から高齢者自

動車講習が入っているのですよ。これ移動できないものですから、やるのであれば午前中にぜ

ひ全員協議会をやってほしいなということを要望します。 

○委員長（山本浩平君）  調整できますか。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、後でご説明しようと思っているのですが、町のほ

うで８日が当初議案予定していましたので、日程的に８日でもいいですよということでした。

基本的に会期決めるだけですから、４時頃にお願いしようかと思っています。その後議員会、

前に話したように新年会を予定するということでございますので、町側は説明が逆に言うと１

時間くらいなのです。説明して意見聞いてということでございますので、逆に２回来ることに

なるのですがよろしいですか。２時からやれば、議案がなくなりますので、会期決定ですから

５分で終わるのです。その後委員会の所管事務調査等を決めていただいたとしても、30 分か 40

分。その後全員協議会を説明すると大体いい時間なのです、５時半くらい。当初、議員会の役

員会では、そのような流れだったのです。16 時くらいからやって、そのまま流れるという。 

○委員長（山本浩平君）  ちょっと後で調整ですね。今ここで時間取ってもどうしようもない

と思いますので。いいですか、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） はい。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今回の本会議の流れについてなのですけども、18 日の議案、補正予算

で始まりますよね。その中で今回、産業厚生常任委員会の中で、燃油高騰についての所管を取

っていますよね。それについての意見を申し述べているはずなのですよ、行政に対して。これ、

補正予算の説明を受けてから、産業厚生常任委員会の所管事務取った意見というか、そういっ

たものも何か順番がおかしい話にならないかと思って。結論は出ているのですよね。その中身

についても、今回産業厚生常任委員会のメンバーが何人かいらっしゃいますけども。大渕副委

員長どうですか、この辺。何か流れ的に変になりませんか。本来行政に求めた結果が今、補正

予算となって出てきていますよね。これは、別にどうのこうの言うわけではないですけど、産

業厚生常任委員会で所管として取ったものに対して、いろいろ協議して行政に求めた結果、補

正予算として組まれてきているものがあるものですから、中に。それは、しっかりと産業厚生

常任委員会の一つの実績として残しておいたほうがいいような気がするのです。後先になって
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しますと、何だという話になりませんか。僕、そういうふうに思ったものですから、ちょっと

今確認だけしておきたかったのです。 

○委員長（山本浩平君）  局長、どういうものですか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的に案件として掲示しているものであれば、当然前に報告

したほうがよろしいと思います。それであれば、今回一般質問３人なのです、初日が。ですか

ら、一般質問の前に委員会報告を終わらせてしまうという方法はあります。だから、１番最後

の日程の 37 番はなしにして、２番と３番の間に入れるという。もうそれであれば、流れとして

ずっと。多分、従来ですと４人入れますので、３人ですから、多少は早く終わるだろうと思い

ます。２件の委員会報告ですから、多分 15 分で終わると思いますので、そんなに時間はとらな

いかなと。議事日程組まなくてはいけないので、第３として、一般質問を第４に、以下ずらし

ていくということです。 

○委員長（山本浩平君）  初日の町長行政報告の後に意見書の報告を行うという案が出たので

すけども。暫時休憩といたします。  

休憩 午後 ４時３２分  

                                         

再開 午後 ４時３３分  

○委員長（山本浩平君）  会議を再開いたします。意見書の取り扱いなのですけども、広報広

聴常任委員会の分に関しましては、調整をするということで。  

○事務局長（上坊寺博之君）  間に合いそうだということで。  

○委員長（山本浩平君）  大丈夫ですか。それであれば、この産業厚生常任委員会も広報広聴

常任委員会も初日の町長の行政報告の後に行うということで確認をさせていただきたいと思い

ます。ほか、この日程の件で何かございますか。 

なければ、（13）追加議案に伴う議会運営委員会の開催について。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） これ、きょうの全員協議会で説明は受けております。ですから、

省略しようと思えば省略は可能ではないかと思ってはおりますけど、一応最終日 18 日の９時半

から白老町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、追加議案が予定されております。

追加議案を予定されておりますので、議会運営委員会を開くかどうかということ、これを議論

いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  どのように取り扱ったらよろしいでしょうか。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。きょうの説明を受けて、協議会で説明受けているのだ

けども、原則的にはこれはやはり開くべきものでしょう。議会運営委員会を。この議案の中に

はないわけだから。新たに追加議として出るわけだから、30 分早く来るということでいえば、

ほとんど 30 分早く来ているのだから、きちんとはやりルールどおりに。きょう全員協議会やっ

たからしないということにはしないほうがいいと思うけど。私は議運をやったほうがいいと思

います。 

○委員長（山本浩平君）  どうですか異論ありませんね。 



 26 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、12 月 18 日９時 30 分から議会運営委員会行うということ

にしたいと思います。 

 続きまして、（14）平成 20 年白老町議会定例会の閉会について。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、今回６月から通年という形で行われてきておりますが、

12 月 28 日まで会期をとっているのです。ただ、12 月会議終わりますと、会議開かれる予定が

多分ないだろうという予定してございます。会議規則の中で、会期中であっても議決で閉める

ことはできるという規定はございますので、18 日をもって閉めたいという提案でございます。 

○委員長（山本浩平君） これについてもよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  異論はないと思うのですが。よろしいですね。 

その他（15）も提案する議案の協議についてでございます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会派持ち帰りになっておりました議員報酬の独自削減について。

各会派の合意が取れましたら、会議案の第９号で改めて提案したいということでございますの

で、ご協議をお願いします。  

○委員長（山本浩平君）  これについて、各会派協議ということになっていたことでございま

す。新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 私の会派では、持って帰ったのですけど、やはり現状ではなくて、さ

らに削減幅を大幅にして、当初町職員並みの 20％ということできたわけです。現状を見たとき

に、なかなかそういうこともできないのかなということで近い数字といいますか、プラス幾ら

かの案まで下げざるを得ないのではないかということで結論に達しております。これは、職員

は 20％と超過税率についても我々は 1.65％から 1.7％にしたということを踏まえて、議員もみ

ずから幾らかでもそういうことですることで足しになればいいのかなということでございます。

ですから、必ずしも 20％という数字にはこだわりませんので検討いただきたいと、こんなふう

に思っています。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。  

○委員（氏家裕治君） 私たちは、今の現状の 10％の報酬削減、これを維持すべきだというふ

うに考えております。例えば今、20 名の議員から 16 名の議員定数になって、この中で皆さん

はいろんな仕事を持ちながらやっている方々もいらっしゃると思うのです。その方々、自分も

含めて、その現状を見ると、これ以上報酬削減云々に踏み込んだときに、議会の出席率すごく

悪いのですね、はっきり言ったら。これ以上そういったところで、ただ出てくればいいとか、

そんな感覚で考えられてしまったら困るような気がするのです。もともと昨年の 11 月に定数削

減の中で行われて、16 名の中で議会の運営されていますけれども、その中でもっと報酬削減

10％という形の中で決めてきたものですから、私は今年度に限っては、この中ではしっかりこ

れを維持していくのが、私たちの努めなのかなと、決めたことですから。それ以上踏み込むこ

とになると、仕事を理由にして議会に出て来なかったり、いろんなことがあると思います。私
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は、そういった部分をはっきりさせたほうがいいと思うのです。ですから、今後の議員報酬の

話だとか、議員定数削減の問題だとか、これはあくまでも議会改革の中でこれからどんどんま

た話をしていかなければいけない問題でしょうけども、今回についてはこの 10％削減について

の維持をしていくことが私たちの努めだろうなと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  清風さん、いかがでしょうか。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブは基本的には反対です。しかしながら、10％の削減を実施

しております現状を考えると、やむを得ないのかなと。ただ、さらに削減をということになり

ますと、反対させていただきます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 新風でございます。これ、議論しました。町の議員の給与カット 20％

と議員報酬を一緒に考えるのは、まったくナンセンスであるという考えでございます。できる

ことなら上げて、もっともっと活動を。今でも非常にほかの議会から比べると登板する機会も

多いですし、活発だと思うのです。さらに 10％を独自削減しているにもかかわらず、なおかつ

町の職員並みにやるべきだという考え方には賛同できません。よって、現状維持ということで

ございます。 

日本共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 10％についてはもちろん問題ありません。それはやるべきです。

ただ、それ以上上置きするという議論がまだ詰まっていないのです、うちの会派は。本当にそ

こをやるとしたら、全体が一致できる形。私はある意味で言えば、ここ何年間かは仕方ないの

かなという考えは僕自身あります。下げざるを得ないという考えはあります、10％以下に。だ

けど、一つは議員全員が一致できる形が望ましいだろうなと、下げるにしても。ですから、そ

このところ時間がもうちょっとないと難しいのかなという気はしています、この間の話を聞い

た中でも。ですから、10％はまったく問題なくやるべきだと思っていますけれども、ちょっと

それ以上の例えば今、近藤委員が言われたように、そういう気持ちはわかりますけれども、何

ぼでもいいと言ったら、これから決めることになったら 12 がいいのか、15 がいいのか、20 が

いいのか、25 がいいのかとなってしまうと、20％やれというなら議論の余地はあるのだけれど、

そうでないとなると、これは結論出るのかなという気はしているのです、僕 自身は。では、15％

ならいいのかと言われたら、15％の根拠って一体何なのかとなったら、自分自身でもちょっと

わからないです、はっきり言って。ですから、今の現状でいけば、非常に厳しい中で必要だと

いう近藤委員の言っていることはよくわかるのだけど、そこら辺の議論、タイムリミットとし

て間に合うのかどうか。やるのだったら僕は全体の一致できるというふうに。こういうものと

いうのは、多数決でやるものでもないような気はしておりますので、そういう議論までしか到

達しておりません。10％は結構ですけど。 

○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）  私は前回の議運でも申し上げているとおり変わりませんので、

そういうことを理解していただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  各会派のご意見の中では、新政さんが職員並みに近いくらいやるべ



 28 

きだというご意見ですけれども、おおむね現状維持というところが多かったと思いますし、共

産党さんにおかれましては、まだ全会一致というような形でないと難しいのではないだろうか

というようなご意見だったというふうに思います。皆様方の意見を伺っていますと、今の現状

維持ということに関して異論はないように思うのです。さらに上げるという、もとに戻すとい

う意見はどこも出ていないわけですから、そういったような押さえ方しか今の状況ではできな

いのかなと、このように思います。ですから、会派の合意の場合、会議案第９号に上げるとい

うことでございますけども、これは独自削減につきましては、今の現状であれば、このまま現

状維持をするというようなことにしかならないのかなと思いますが。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の委員長の言われたとおりでいいと思いますが、全会一致で歩み寄

れる部分が 10％となっているのであれば、それを維持していくのだと。大渕副委員長が言われ

たように、今後の議論の中でそういった話は出てくるかもしれません。そのときにしっかりと

した議論を重ねていくことが必要だと思いますし、それは定数の問題だとか、これからの議会

改革のいろんな取り組みありますよね。そういった形の中で取り組んでいくことが必要なのだ

と、僕は思います。 

○委員長（山本浩平君）  議長、何かありますか。議長。 

○議長（堀部登志雄君）  この件について、非常に時間も迫っているという中で、今いろいろ

意見が出た全会一致というような、理想的ですけど、なかなか難しいなという認識を受けまし

た。その中で委員長が言われましたとおり、削減をしないのだと。もとに戻すのだという意見

がどこからも出ておりません。さらに、現状より多くしてはどうかという新政クラブさん、あ

るいは無会派の方から出ておりますけれども、こういう状況下では先ほど誰かから出ていまし

たように、ある時期こういうこと、じっくり議論するというようなことは必要だと思いますし、

ぜひやっていかなければだめだなと思いますので、今回については、できれば私としては前回

並みの形で提案していくべきではないかということで、特に議長からもそういう形でお願いし

たいなと。原則的に反対という。しかしながら、さらに上積みすることだけは、どうしても認

められないという意見もありますし、現状のままであればいろんな情勢も考えて協力できると

いう部分が感じられましたので、できれば私としては前回並みの 10％、副議長 15％、議長 20％

という形で提案していただければいいかなというぐあいに思います。意見は意見として拝聴し

ておいて、そういう形でやっていただけたらなというぐあいに思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほど委員長の発言で、議員報酬の部分をもとに戻すという意見はな

かったという言われ方したのですけど、私一番最初に基本的には反対であるというふうに言っ

ていますので、その辺は勘違いしないでいただきたいと思いました。 

○委員長（山本浩平君）  申しわけございません。清風さんに関してはもとに戻すというのが

基本的な考え方だということですね。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 前回のときにも、うちの及川代表が言ったと思うのですけど、通年議
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会をして、これだけ議員活動をしている中で、きっちりいただくものはいただいて、しっかり

議員として活動するべきだという考え方を、私たちの会派は持っておりますので、ですから基

本的には反対であると。ただ、全員が一致してとしてということであれば、やむを得ないのか

なと。それ以上は無理だとしたら、反対させていただきますということです。  

○委員長（山本浩平君）  意見の分かれるところではございますけれども、おおむね現状維持

はやむなしというような押さえで、今回の会議案第９条に関しましては現状維持、10％削減と

いうことで、上げさせていただくという結論でよろしいでしょうか。新政さん、よろしいでし

ょうか。 

○委員（近藤 守君） やむを得ないです。  

○委員長（山本浩平君） では、そのような押さえ方にさせていただきたいと思います。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  一応今、おおむね 10％やむなしと、副議長 12％、議長 20 とい

うことで前回並みなのですけど、議員報酬だけは委員会提案ではないのです。議員提案になり

ますので、慣行になりますと、議会運営委員長が提案者になって賛成者をつくるわけです。今

は基本的にはやむなしなのですけど、原則論を言いますと一致していないのです。ですから、

名前をどう連ねるかというのを確認していただきたいと思います。当然、委員長が提案者にな

るのですけど、賛成者として。前々回は、確か無会派の全員で。ただ、今 35、10％以上という

のは基本的には 10 とかみ合いませんので、提案者になれるのかどうかというのを確認。 

○委員長（山本浩平君）  確認をさせていただきたいと思います。公明党さんは、異論はない

ですよね、提出者に関しましては。新政クラブさんはどうですか。ではちょっと検討してくだ

さい。清風クラブさんは、先ほどのあれから言うとだめですよね。そういうことになりますよ

ね。日本共産党さんは。  

○副委員長（大渕紀夫君） いいです。  

○委員長（山本浩平君）  公明党さん、日本共産党さん、私の名前で提出してということです

よね。あと、新政クラブさんはどうされるか。副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ちょっと、僕が思うには、こういうのはなるべく全会一致が望ま

しいと思っています。ですから、例えば清風クラブさんも全員が賛成したのであれば、この意

見には反対はしないよという基本的には考えなのです。原則論で言えば、下げるということは

反対だけど、みんなが賛成したら賛成するよという言い方なのです。今の言い方は。新政クラ

ブさんもそうです。それから、前田委員外議員はちょっとわかりませんけれども、そういうこ

とをきちんと話してもらって、僕はこういう問題というのはなるべく基本的に一致していれば、

全体でやらなければおかしなことなのです。自分達で自分達の報酬を下げるわけでしょう。み

ずから下げているわけですよ。ですから、そういうことから言えば、もっと下げるべきだとい

うこと、だから反対だよと、それはそれでちゃんと理屈通っていますけども。そうでない場合

は、なるべく全体が一致できるということが大切だと、僕はいつも思っているのです。だから、

もし必要だったら新政クラブさんと清風クラブさんは、やはり名前だけだから打ち合わせぐら

いしてもらって、その結果を議会事務局へ電話する、名前出すか出さないか。連絡するという
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ことにしたほうがいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、大渕副委員長が言う話になると、原則論はみんな持っているわけ

ですよ。自分達だって原則論は持っているのです。ただ、どこで歩み寄れるのというと、うち

らの考え方だったら 10％ですよという話になるではないですか。委員長だって違うと思います

よ、原則論から言ったら。 

○委員長（山本浩平君）  原則論は西田委員に近いです、うちは。  

○委員（氏家裕治君） だから、今歩み寄れるのは、ではどこなのだということで全会一致の

中でやっていくことが、僕はそうだと思うし、何だかんだ反対だというならそれはしようがな

いけども。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 原則論はこうだけど、ほとんどの方が賛成するのだったら、我々

は賛成しますよという意見、これは及川さんもそうだったのです。前回もそうだったのです。

そうであれば、そういう形になるものであれば、僕はしたほうがいいのではないかと。私どう

してもこれならないという人、無理やりなれとかそんなこと言っているのではなくて、議会と

いうのはそういうところで一致していける部分を探せるのだったら、探したほうがいいだろう

と。いやだというのなら、無理やりやれとかそんなこと言っているのではないです。だけど、

下げるということであれば、そういういう形のほうがいいのではないですか。自分達がみずか

ら下げるわけだから、誰かに言われて下げるわけではないでしょう、ここで決めて下げるのだ

から。僕は、そのほうがいいと思うという意見です。 

○委員（近藤 守君） 賛成します。 

○委員長（山本浩平君）  賛成。清風クラブさんは検討していただくということでよろしいで

すか。では、検討をお願いしたいと思います。前田委員外議員に関しては、賛成者になれない

ということですよね。あくまでも、ご自分のスタイルがありますよね。熊谷委員外議員に関し

ましては、後で確認という以外ないですよね。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  時間も５時近くになりますので、速やかに次の議案に入りたいと思

います。２、平成 21 年白老町議会定例会の召集について。（通年議会）ということでございま

す。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  資料７で１月の日程を示してございます。先ほどもちょっと議

論になったのですけど、議員会の役員会の中では、新年会を復活して、定例会を４時頃に召集

してもらって、委員会の打ち合わせを済んで、それから流れてはという話もございましたので、

一応町側は当初議案を予定しておりましたので、８日でということでございました。一応、８

日で組ませていただきたいなとは思っておりますけど、今議員会長の時間等もありましたので

どうするかと、この辺が議論になるかと思います。予定は、会期の決定と議案１件。部の設置

条例が出る予定でしたので、これが全員協議会に変わるということだけです。議案ではないで
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すから、１時間くらいかかるだろうなと予定してございます。おおむね４時から仮に開いたと

したら５時半くらいで全部総トータル終えて、近間に流れてはどうかと。それであれば１回で

済みますと。今回議員会の役員会の中で出ているのは、町の三役はお呼びしないで、議員と事

務局だけでということになっております。というのは、町も新年早々ですから、多分いろんな

行事入っているだろうということで、議員会だけということになっています。先ほども出てい

ましたように、10 時にやって夜また集まるということも可能ですけど、この辺も含めて議論い

ただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 勝手申しわけないですけども、例えば午前中にやったときは自分の車

で来て帰りますけども、１回で午後全部続けてやった場合、お酒が入りますからどうしても営

業車はお願いしなければならないのです。であれば、午前中は自分の車で来て、午後から懇親

会には営業車で集まるようにしてもらえばいいのかなというふうに、勝手に思ったのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  これ、来年の１月ばかりではなくて、毎年続くのです、その辺

も含めて考えたらいいかなと思います。たまたま全員協議会ありますけど、何もないのです普

段。会期決めるだけなのです。ですから、議長が開会宣言して、会期諮って決まったら、それ

で延会なのです。10 分かからないと思います。５分くらいで本当に終わる。ですから今後、来

年はたまたま全員協議会ありますけど、10 時に開いたら、10 時 15 分に帰るということになり

ます。それであれば、４時過ぎに集まって、委員会で所管事務、分科会の協議等して。しかる

時間に動いたらどうかと。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、委員言われたのは車の話でしょう。４時に自宅から営業車の配置

をしてもらえればいいし、問題ないのですよね。今、近藤委員言われたのは、車で１回来て。

車を置いて行くという話が前提になっていたからそういう話になったので、そういうことでは

ないということですよね。 

○委員長（山本浩平君）  今、近藤委員は 10 時にしてもらいたいということですよね。 

○委員（近藤 守君） 希望的には。でも、高齢者講習なのです。もう、決まっているのです、

指定なので。２時から５時まで。  

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ５時０３分  

                                         

再開 午後 ５時０７分  

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。16 時から行って新年会に臨む

というような方向で行っていきたいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  ３、第３次議会改革についての議会運営基準の変更でございます。
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資料８、資料９を参考にしていきたいと思います。局長、説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ２件とも持ち帰りになっている部分でございまして、改めて配

布したものではございません。きょうは、多分お持ちではないと思いましたので、一応参考に

印刷しました。賛否公表の関係で、試行的にやるというのが資料８です。資料９につきまして

は、委員会の所管事務調査中は一般質問をしないという規定でございます。一応この２件、持

ち帰り協議になっておりますので、議論いただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  それではまず、賛否公表の試行案について伺っていきたいと思いま

す。公明党さん、いかがですか。  

○委員（氏家裕治君） 今回、こういった改正が必要ということで、改正後の文面が出ていま

すけれども、私たちはこれでよろしいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 結構です。  

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさん。  

○委員（西田祐子君） 結構です。  

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 結構です。  

○委員長（山本浩平君）  私どもも異論はございません。 

前田委員外議員いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君）  よろしいです。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、議案に対する賛否公表試行の案については、この改正後

ということで、事務局のほうで案を出されていますけど、このとおり行うということにしたい

と。新年から行いたいと思います。  

 続きまして、資料９の件でございます。委員会審査及び調査と一般質問の関係についてでご

ざいます。共産党さん、いかがでしょうか。  

○副委員長（大渕紀夫君） 意味はわかるけれど、18 のただしの後、どうなのでしょう。これ

は、まずはいらないと思います、私たちは。１回の議論しかしていないのですけど、なかなか

必要だと思う部分と表現をどうするかという部分と今まで暗黙の了解でやってきたことが、な

かなか難しくなってきたということもあるのですけども、そこら辺をどういうふうに取り扱う

かというあたりが、まだきっちりうちの会派では意思統一されていないというのが実態であり

ます、１回しかやっていませんけど。 

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 確かに、ただしというところは、非常に引っかかる部分であります。

その上に、質問の主旨の執行機関へ伝える調整を行うということは、ある程度すり合わせまで

はいきませんけど、この部分は入るのかなという気はしているのです。ですから、私のところ

はただし以下はいらないという気はしています。  

○委員長（山本浩平君）  公明党さん、いかがですか。  
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○委員（氏家裕治君） 15 については、これは必要なことなのでしょう。ただ、18 については、

文言の整理をしたほうがいいと思うのです。質問者が主旨を述べる場というのは必要だと思う

のです、行政に対して。質問の趣旨を述べる場を設けるというのは必要だと思うのですけども、

執行機関に伝える調整を行うだとか、答弁のすり合わせ調整は行わないだとか、何かこの辺書

く必要ないのではないかと思うのです。ただ、主旨がわかるような、主旨というか行政側へ質

問の主旨を伝えることは、僕は必要なことだと思いますし、ちゃんと答弁をもらうためにも、

どういった質問の内容なのかということをちゃんと主旨の説明をする場所は必要だと思います

けども。14 時に議員控室においてだとか、この辺はどうかと思います。だから、答弁のすり合

わせ調整を行わないとか、この辺の文書はいらないと思うし。質問者として通告書出したから

いいんだみたいな話になったら困ると思うのです、いずれにしても。ですから、その辺は文書

の整理だけちゃんとして、もうちょっと整理したほうがいいような気がします。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（西田祐子君） 清風といたしましては、15 番、18 番につきましては、これは会派の中

でいろいろな意見が出まして、基本的には、これはどうもおかしいという考え方です。具体的

にまだ細かいところまで行っていないですけど、例えば 18 番にしましても、執行機関に伝える

といっても、質問者は議長に伝えるのですよね、出すのですよね、質問書を。それなのに、執

行機関へ伝えるとか、何かこれちょっとおかしいということで、正直言ってこれ自体を話はし

ているのですけども、15 番、18 番に関してはおかしいよと。そこまでは意見はしたのですけど、

それ以上はまだ詰めていない段階です。 

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけども、先ほど出たとおり 14 時とか議員控室、括弧。

これらはまったくいらないのかなというふうに思います。ケース・バイ・ケースによって、時

間的なものも変更になるということも考えられないこともないと思いますので、これは必要な

いと。それと、ただし答弁のすり合わせ調整は行わないというものはいらないのかなと考えま

した。以上です。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ただこれは、ここに携わっていなかった議員さんもい

らっしゃるかもしれませんけれども、町長に１問目の答弁書をもらうというときに、活発にき

ちんと議論をしたいから、質問の主旨がきちんとわかるようにしてほしいということがあった

のです。そういうことに基づいてやられていることなのです。ですから、答弁書はもらわなけ

ればだめだよ。だけど、質問の主旨が伝わるようなことはやらないよということにはならない

ことだと思うのです。ですから、そこのことも十分経過もあるわけで、それは答弁書を出すべ

きだといったとき、向こうは拒否できるわけです、いくらでも、町側は。ですけど、今までの

中で言えば、非常にそのことがよかったということもありますので、我々はそこのところもき

ちんと押さえた上での議論にしていかないと、一方通行になってしまうと困るかなという感じ

はしておりました。文書表現とはまた別です。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員どうぞ。  
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○委員外議員（前田博之君）  議長のほうから話あって、事務局長が整理したと思いますけど

も、だから事務局長云々ではなくて、議長の諮問ですから、私は活発に言わせてもらいますけ

ども、まず頭に質問と答弁は十分かみ合い活発な議論となっていますけども、今大渕副委員長

も話ありましたけども、そういう部分も含めるという部分もありますけど、そのときにそれで

はそういうことをやめたほうがいいのではないかと。直接議論したほうがいいのではないかと。

かみ合っていないだろうと。これだけ、私は今までの経過から言うと、これだけやっても１問

目でかなりかみ合っている答弁もらっていると思いませんから、そういう部分からいくと、こ

ういう部分でいってまずどうなのかということです。それと、改正後に 15、16、18 書いていま

すけども、本来 14 の部分で、これが議長の裁量行為なのです。議長の裁量行為をなぜこれだけ、

ここまで議員の活動を拘束しなければいけないのかという、私は問題があると思います。 

そして、言葉で言わせていただきますと、前に前に行こうと言っている議会改革が、逆に議

員の部分拘束してしまうのです。だから、議会改革後退になるのです。それと 15 については、

これは緊急の場合の議会活動をどうするかということで、弾力的な運用にする場合は、これを

入れてしまったら拘束されるのです、逆に。私も前回言っていますけども。それと 18 について

は、なぜ議長の裁量行為なのに、ここまで時間、場所を設定してもらって、小学生の行動を規

制するみたいな、自主性のないような形にしてしまうのか。非常にこれを書いて出した、我々

議員が自主的な能力がないのかということになるのです。だから、私は 14 の中であとはケー

ス・バイ・ケースで議長の裁量行為として与えられているのだから、その中でやるべきだと思

います。ですから、ここの部分については、文言として規定するのは反対です。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の前田委員外議員の言っていらっしゃることはよくわかるのだ

けれども、例えば 15 番のことについて言えば、要するにこれは常任委員会で所管事務調査につ

いて取り上げられていることについて言えば、一般質問はなじまないという、これは暗黙の了

解として前田委員外議員が事務局長やっていらっしゃったときも、そう言っていらっしゃった

のですよ、ご本人が。私もそういう指示を受けました。そういうことを私は、揚げ足を取ると

かではなくて、そういう暗黙の了解が、了解として認められなくなったときに、ルールが必要

かどうかという話なのです、今の議論は。そこら辺、18 番とは違うのです、15 番は。18 番に

ついては、今前田委員外議員が言われたように、第１問目はいらないよと。第１問目の答弁書

はいらないよと。それで正々堂々とやるべきだというご意見ですから、これはこれでいいので

す。私はいいと思うのです。１問目の答弁書をもらうということが１つのそういうことになっ

ていたわけだから、それが要らないということであれば、それはそれで構わないわけです。み

んながそこで一致すればいいわけです。答弁書は来なくなるというだけの話ですから。ただし、

答弁書はほしいけども、こちらの意見は言わなくてもいいよと、それはやっぱりまた違うので

す。だから、そこら辺のところはきちんと区別して議論していかないと、全部一緒になってや

ってしまうと、今までの経過の中で行われている部分を全部さらにするということだったら、

それはそれでそういう意見だから構わないけども、そこら辺のところははっきりさせて議論し



 35 

ていかないと混乱するのではいかなという気がしてしまうのだけど。どうですか。 

○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） 15 については、私が言っているのは、前回もありましたけども、

個々にしなくても、そういう弾力的な運用をするために、逆に一番最初に委員会報告を一般質

問の前にやって、一般質問できるというような、そういうような運用を諮ってきているときも

あるのです。そういうことをやっているのですから、ここで委員会の終了まで許可しないとな

ってしまうと、そのときの使い方によっては、かなり杓子定規的な解釈されてしまうと拘束さ

れると、私はそういう意味で言っているのです。ただ、今大渕副委員長言った部分で、私も過

去ありますけども、それはそういう部分で必要だと思いますけども、そういうことが出て来る

のではないかということで、私は文書にしなくても、そういう議運とか会を通して共通認識で

していれば、いろんな弾力的な運用もできるのではないかということです。 

それで、もう１点言ったのは、前も話した、十分な活発な議論をするというときには、逆に

答弁調整もしないで、直接やりましょうと。そのかわり１問目の答弁は出しますよという議論

の話だったから、答弁調整して質問を出さないという意味ではなくて、双方のそういう原点の

話で言っていることですから、その部分は誤解しないでほしいと思いますけども、18 について

はさっき言ったような話で、本当にこれはちょっと拘束し過ぎるのかなと、私は思います。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、前田委員言われたことはわかります。15 番目のことなのだけ

ど、こういうことだと僕はいつも思っているのだけど、所管事務調査やるということは、その

中で質問するわけだから中身がわかるわけです。そこで矛盾が出るわけです。意見に反映しな

いこともあるから。ということは、所管事務調査をやらなければわからなかったことを持って

質問するというのはだめだよということなのです。それは委員会終えてからやりましょうと、

そういう意味でしょう。だから、そういうことが、僕は前田委員外議員が今言われたように、

わかっていらっしゃるのだったら、それはそれでそういう運用で、議長の裁量でやればいいわ

けだから、議長がこれは所管事務調査で取り上げるからだめだよと言えばいいだけのことだか

ら。そういうことが、ただ、共通認識になっていないとおかしいのではないかとなってしまう

から、それは共通認識にすべき中身だと、前田委員外議員が今言ったように、例えば会派なり

議運という場で共通認識にしておく必要があるだろうと、文面にしないのであればそういうこ

とです。それから、18 番目の僕が言ったことでいいのでしょう。要するに前田委員外議員言っ

ているのは、一般質問の答弁書をもらわないという意味でしょう。それだったら僕は別にそう

いう意見があって何もおかしくないし、皆さんが１問目の答弁書をもらわないということでや

るのだったら、それはそれで構わない。あとは町のほうが勝手にわからないところを聞きに来

る、以前と同じようになってしまうというだけのことだから。前はそうでしたから、現実的に。 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩といたします。  

休憩 午後 ５時２４分 
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再開 午後 ５時３０分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて会議を再開いたします。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  議会運営基準の一番最初の表紙を見ていただきたいと思うので

すが、そこに制定してから改正してきている経過がございます。19 年の９月に今まで、前田委

員外議員もよくわかっていると思いますが、申し合わせ事項というのは別にあったのです。そ

の申し合わせ事項をやめようと、運営基準に合体しようということで、19 年の９月に申し合わ

せ事項は一切廃止をして、議会運営基準に全部溶け込ませたという経過があるのです。ですか

ら、わりと前田委員外議員言われているように、意識すればいい問題も文書表現になっている

のです。例えば、質問するときには原則として原稿をつくりなさいとまで書いてあるのですよ。

そして、それで発言しなさいと書いてあるのです。だから、そんな単純なことまで書いてある。

ただ、運営基準ですからだめなら取ればいいし、その時々で変わると思います。ただ、当時申

し合わせ事項をやめて、取り込もうと言ったのは、やはりあいまいにしておくのが議会運営上

よくないということで溶け込ませたという経過があるということだけはご報告申し上げておき

ます。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  この件につきましては、保留ということにさせていただきたいと思

います。いろいろなご意見がございますので、きょうは決められませんので。資料８のものは

全会一致ということになりました。 

４、その他についてです。（１）資料 10。議員会長からございますか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 登別市と白老町の議会合同研修会の事前協議の結果を報告します。 

○委員長（山本浩平君）  資料 10 を参考にしてください。 

○委員（近藤 守君） 会議内容は平成 20 年の合同研修ということで、11 月 28 日、白老から

私と斎藤副会長と前田理事そして事務局長と行って登別市側と打ち合わせを行いました。一応、

協議の結果、登別市議会は松山議員会長、木村副会長、事務局長、担当主幹、主査が行ってお

ります。開催時期は、年明けまして 21 年２月４日水曜日、午後３時から。場所、登別市役所議

会第１委員会室で行いたいということです。そして、会議が終わりました後、懇親会を研究会

終了後、ホテル平安で、会費 5,000 円でやるということです。研修のテーマですけども、議会

改革の取り組みということでございます。研修会の進行の目安としましては、午後３時開会。

３時 10 分登別市議会、白老町の取り組み、20 分を２人でやりますので 40 分かかります。登別

市の発表者は天神林副議長。白老町議会におきましては、山本議会運営委員長にお願いしたい

ということです。中身につきましては、登別のほうはわからないのですけども、白老町議会に

つきましては通年議会が大変登別のほうでも見ておりますので、そのことについてお願いした

いということです。それから、16 時報告が終わったあと、グループ討議します。これは登別市、

白老が 4 グループに分かれて、半数ずつ出しまして、グループ発表。進行係とか書記とかとい

うのをつくりまして、グループ発表を行います。そして、17 時 20 分には閉会ということです。

そして、グループ討議の際には、次年度以降のテーマも検討するということで決まっておりま

す。以上です。 
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○委員長（山本浩平君）  何か質問はございますか。ありませんか。では議員会長からの報告

ということで押さえたいと思います。西田委員。  

○委員（西田祐子君） ２月４日といったらまだ寒いですよね。まだ雪があって帰りのバスで

すが、今までは大きなところにポンポンと降ろしておいてくれてよかったのだけど、夜だし雪

もあるし、ある程度帰りの道のこと、考慮していただければありがたいかなと。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、福祉バスを頼んでありますので、お願いすれば当然時間

かかったらかかっただけお金払うようになりますので、多分可能だと思います。営業車ではな

いですから。  

○委員長（山本浩平君）  ほか、ございませんね。（２）その他。議長。  

○議長（堀部登志雄君） 私のほうから、12 月４日に行われた胆振管内７町の議長会の総会が

１年に２回あるのですが、その総会がありました。その内容についてご報告いたしたいと思い

ます。全道議長会の理事会の報告がありまして、その内容についてご報告いたしたいと思いま

す。まずこの中で、全道議長会で取り組まれていること、いろいろと報告事項がありまして、

その中で第１番目として式典等の招待出席についてとか、そういうのがあるのですが、たまた

ま 10 月 23 日、東京赤坂御苑で開催された園遊会に道の議長会の会長と副会長が招待されて出

席したと。あるいは、議長会として要望事項。これを関係方面に要望した事項等々の報告があ

りました。例えば、支庁制度改革による緊急集会。これは、道のほうに要請。道議会に会長、

副会長が行って要請したと。そういうようなことがありまして、特に我々に関係することにつ

いて報告したいと思います。 

３番目に、後期高齢者の医療広域連合議会議員の補欠選挙がよくあります。たまたま今回、

当管内の議長会で中田豊浦前議長さん、今回の選挙で引退しましたけど、この人が後期高齢者

の議会議員のメンバーだったのです。一番最初に皆さん投票された方なのですが、この人が辞

めて、そのあと議会議長会のほうから８名出すようになっていますから、その分が欠員になる

ということで、３月の定例会でまたこの補欠選挙があるのです。それで、後任が胆振管内の議

長会からは今回は出さないで、前は桧山と胆振で１人だけだったのです。その関係で今回中田

議長が退任されて、新たに議長会としては桧山のほうから出るような形になるかなということ

なのですが、最終的には２月 13 日の全道議長会の理事会で候補者が改めて決まります。といい

ますのは、町村長のほうから８名、町村議会から８名、市町会から８名、市議会議員のほうか

ら８名。この４つから８名ずつで 32 名の議会構成しているのですが、たまたま首長のほうが今

回胆振から出したいという意向もあるようで、議会のほうは胆振から出ないで桧山のほうから

出すような形になるのではないかというような、そんな動きが今あります。そういうことで最

終的に２月 13 日の道の議長会の理事会で決まりますので、その中で３月に誰を投票、補欠選挙

は必ずありますので、そういう形になります。 

それからもう一つ。大きな関係では、第 29 次の地方制度調査会。これで、地方制度調査会、

専門小委員会において審議されているいろんな議会制度のあり方というものが今いろいろ議論
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されております。その中で、各項目たくさんありますので、後ほど皆さん見てもらえればと思

いますが、例えば町よりの議決事項の拡大ということで、今回松田議員の質問にも出てありま

すけども、町有林とか町の財産の売るときの金額要件、面積要件。これをもうちょっと縮小す

べきだとか、そういうような議論も今議論されております。これは、追ってきちんと決まれば、

それで決定されれば降りてくるのでしょうけど、そのような議論等もやられております。その

中で一つ大きなのは、議員年金の関係。これは、総務省で今専門の小委員会をつくって検討さ

れております。それで、現実的に今のままの状態ではもうパンクしていかなくなると。それで、

どういうことを今総務省で研究会を立ち上げてやっているかといいますと、何せこのままの存

続では維持できないということで、議員年金の掛け金を引き上げるか、また遺族年金といって

議員で亡くなっている遺族の方に出るということになっていますけど、その遺族年金をこのま

まにするかどうかということを非常に財政的に問題ありまして、来年の２月頃に統一見解を出

したいということです。この背景にありますのは、今まで 3,200 あった市町村が 1,800 まで合

併の嵐でなくなりました。そのくらいになりました。町村議会が 999、1,000 はあったのです。

そういうことで、やはりとてもではないが今の議会議員年金を支えていくだけのものができな

いということで、今研究会を立ち上げて来年の２月までに結論を出すということですので、こ

の辺を一つ頭に入れておいていただければというぐあいに思います。特に今、地方制度調査会

で検討されている事項については、私のほうに資料ありますので、これは後ほど見ていただけ

ればいいかなと思います。 

それと、来年度の行事予定について、ほぼ日程的に決まりましたので、議員の研修会６月 30

日。これは札幌コンベンションセンターで行われます。それから、あとは全道議長会でやる、

これが１番大きなあれです。これが６月 30 日に決定されております。あとは、特に皆さんに報

告をしておくことは余りないと思いますけども、たまたま今回の管内議長会の役員改選があり

まして、現在私、昨年の５月から副会長という立場で中田議長が会長で私が副会長ということ

と、北海道市町村職員の退職手当組合の副会長ですか、それの議員にもなっていたのですけど

も、この度の改選で私が今度会長に指名されたと、選任されたということでございます。従い

まして、これからは町村議長会の理事というのも会長の場合なります。それと、北海道町村議

会議員の公務災害補償組合議会というのがありますけども、これの議員、この２つの役につく

という形になりましたので報告いたします。副会長が退職手当組合の議会議員になるというこ

とでございます。これは、任期は 23 年の５月までです。前任者の中田議長の残任期間というこ

とでなりました。ちなみに、会長は私で、副会長は洞爺湖町の篠原議町。幹事に安平町の泉田

議長。同じく幹事に壮瞥町の松本議長ということでございます。 

主だった報告は以上でございます。また、何か議長会で今度理事という立場になりますので、

議長会に行って理事会というのは年に１回、２回とありますので、そのときに何か皆さんのご

意見、要望等あれば積極的に反映していきたいなというぐあいには思っております。以上、雑

駁ですけども説明を終わらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員会外議員。 
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○委員外議員（前田博之君）  会長になったことに対して白老町としてもいいことですので、

過去にも先輩の議長さんがそういうことになって、一生懸命活躍した議長さんいますけども、

事務局が大変になってくるのですよ。昔は大会行くときに、議長会の事務局が付き添いをした

とか、いろいろな会議の招集やったりとか、その辺いかがですか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  今、管内議長会の事務局は町村会で持っているのです。ですか

ら、山本さんが今事務局長という立場ですので、町村の事務局は今、変わりいなのです。です

から、その辺から見ると、前の洞爺でやっていたようなかかわりというのは、今議長さん持っ

たところには多分ないと思います。  

○議長（堀部登志雄君）  今、町村会と議長会と監査委員協議会も専門に山本薫事務局長が２

つ、３つ、４つ全部引き受けて、一括で今管理しているようになっていますので、そういう意

味では今までは大変だったようです。 

○委員長（山本浩平君） ほか、ございませんね。その他、皆様からございませんでしょうか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（山本浩平君） 非常に、きょうは長い間の協議になりました。申しわけございませ

ん。以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。  

（午後 ５時４９分） 


