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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５日（金曜日） 

   開  会  午後 １時３０分 

   閉  会  午後 ２時３０分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．平成２０年定例会１２月会議の一般質問について 

 ２．新財政改革プログラムについて 

 ３．全員協議会について 

 ４．白老町議会運営基準の一部改正について 

 ５．その他  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．平成２０年定例会１２月会議の一般質問について 

 ２．新財政改革プログラムについて 

 ３．全員協議会について 

 ４．白老町議会運営基準の一部改正について 

 ５．その他  

                                         

○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 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      委員外議員 玉 井 昭 一 君 

 議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

 委  員 近 藤   守 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     行 財 政 対 策 室 長   山 口 和 雄 君 

     行財政対策室主幹   大 黒 克 己 君 
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○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

主   幹   森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  まず先に出席状況ですけれども、土屋委員からは本日所用があると

いうことで欠席の申し出がございました。また、近藤委員からも欠席の申し出がございまして

かわりに玉井議員が出席をしていただいております。無会派の熊谷議員からは連絡はまだきて

おりません。時間となりましたので、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

（午後 １時３０分）  

                                         

○委員長（山本浩平君）  本日の協議事項１番から始まりまして５番のその他までということ

でございます。２番目の新財政改革プログラムにつきましては、行財政対策室長が出席される

予定でございますけれども、課長会議の時間と若干重なっておりますので、この２番目は最後

のほうに回したいと思います。それでは、１番目の定例会 12 月会議の一般質問についてから協

議を始めたいと思います。それでは局長、説明をお願いします。 

○局長（上坊寺博之君）  一般質問の通告ですが、本日 10 時で締め切らせていただきました。

通告順番になっておりますが、５名の方から８項目の通告がありましたので、順次協議をお願

いしたいと思います。 

まず１人目です。２番、前田議員でございます。２項目７点の通告でございます。 

１項目につきましては、町立病院の運営及び改革に関するプランと施設改築（建てかえ）計

画についてでございます。１点目ですが、町立病院に理念・方針は示されているのか伺います。

２点目です。「町立病院の改革に関するプラン」策定の必要性・内容・期間そしてプランの名称

等について伺います。３点目です。改革に関するプランの視点とその対策、そして実効性につ

いてと、新財政改革プログラムとの連動性について伺います。４点目です。20 年度末の不良債

務額及び累積赤字額と改革期間中に発生する経常収支赤字額の合算赤字総額はいくらか。また、

赤字総額に対する財政支援総額とそれぞれの対策額はいくらになるのか伺います。５点目です。

町立病院の改築（建てかえ）着手の時期と規模、そして財源確保の具体的な方策を伺います。

答弁を求める者は町長です。 

２項目です。福祉施設（いきいき４・６等）の温泉使用の現状と課題について。１点目、旧

厚生年金保養ホームからの温泉を使用している施設と目的、そして使用条件等はどのようにな

っているのか伺います。２点目です。（1）の施設で温泉を利用してこれまで以上に健康増進等

を図っていくための方策、そして課題があるか伺います。答弁を求める者は町長でございます。 

 ２人目、通告の２番目でございます。15 番、吉田議員です。２項目９点です。 

１項目目として、企業誘致と誘致対策について。１点目です。厳しい経済情勢の中で、企業

誘致の現状と本町の誘致活動の進捗状況をどのようにとらえておられるか伺います。２点目で

す。白老町行政機構の見直しに当たって、機構改革案において企業誘致室を設置する方向であ

ると伺っているが、その室の設置目的及び体制をどのようにされようとしているか伺います。

３点目です。白老町として、今後においてどのように誘致活動を進めようとしているのかその
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考え方を伺います。答弁を求める者、町長です。 

２項目です。放課後こどもプラン推進事業と学力向上についてでございます。１点目、放課

後こどもプランについてのニーズ調査を行うと聞いているが、その調査結果はどのようなもの

であったか。また、その調査結果を白老町にどうように生かされていくのか伺います。２点目

です。「学校支援地域本部事業」の進捗状況はどのようになっているのか伺います。３点目です。

事業の円滑な実施を図り、一体的な活動を促すためにもコーディネーターの配置が最も重要と

考えるが、その配置についての考え方を伺います。４点目です。放課後児童健全育成事業（児

童クラブ）と放課後こども教室事業の一体的または連携をとった事業展開をされる考え方はな

いか伺います。５点目です。現在、小中学校においても課題となっている学力向上について、

白老町のおかれている現状と課題をどのようにとらえているか伺います。６点目、学力向上を

図るために、放課後こども教室における学習支援のあり方についての考え方を伺います。答弁

を求める者、教育長です。 

３番目の通告です。10 番、大渕議員です。２項目９点の通告となっております。 

１項目、白老町の将来展望について。１点目、財政改革プログラム成案後、将来展望をどの

ように考えているか。２点目、財政改革プログラム成案後、実行上の問題点は。３点目、計画

期間８年間の懸案事項は何か（具体的に）。それに対する取り組みは。４点目、懸案事項を含め

た基本構想・計画との整合性は。５点目、８年後、10 年後の白老町のまちづくりについて。６

点目、まちづくりと基盤整備、産業活性化と現状の課題について。答弁を求める者、町長です。 

２項目です。４連携の推進と財政のかかわり及び町立病院とのかかわりについて。１点目、

医療費と財政問題、４連携推進の展望は。２点目、財政問題で後退したと思われる福祉・介護

行政について。３点目、町立病院の将来構想について。経営問題、医師確保、町民との信頼関

係、利便性、改築構想、予防医療でございます。改築構想等による部分につきましては前田議

員と重複しているかなという感じがいたしました。 

次です４番目の通告です。12 番、松田議員です。1 項目７点でございます。町有林の運営方

針と竹浦 405 番１の保安林 130.5 ヘクタール（ 130 万 4,799 平方メートル）1,350 万円で売却の

経過と町有林の分譲方針についてであります。１点目、町有林の保有面積と天然林・人工林そ

れぞれの蓄材積について。２点目、昭和 45 年から平成 20 年まで 38 年間にわたる人工林事業に

投資した総事業費は。３点目、平成 14 年度からの天然林択伐施業の考え方及び年度ごとの事業

面積と樹種・本数・材積・胸高直径・売り払い価格は。４点目です。天然林施業・人工林保育

事業の今後の考え方について。５点目、広大な財産売却は議会・町民の合意が必要と思うが考

えは。６点目、今後の町有林の売却と天然林の立木の売却計画は。７点目、町有宅地・工業用

地・臨海部の土地売却方針についてでございます。答弁を求める者は町長でございます。 

５番目の通告です。３番、西田議員でございます。港湾についてでございます。１点目、岸

壁取り扱いのトン数は年間どの程度であるか。また第１・第２商港区の岸壁ごとの１平方メー

トルの取り扱い数量は全国平均と比べてどの程度であるか過去３年程度のデータを開示願いま

す。２点目、岸壁の整備状況と今後の計画はどのようになっておられるか。３点目、漁港区と
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海岸整備、環境の変化等をどのようにとらえ対応していく考えか。４点目、護岸工事による周

辺環境の変化はあるのか。答弁を求める者、町長でございます。 

見たところ重複したのは一部分ございますが、余りなかったかなと思っております。私から

は以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ５名の方から一般質問が提示されておりますが、この中で何か皆様

方から質問、ご意見、ご指摘ございましたらどうぞ。ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、この一般質問についてはこれで終了させていただきます。

続きまして３番目、全員協議会について局長のほうから説明を願います。  

○局長（上坊寺博之君）  全員協議会につきましては、４件の要請がきてございます。別紙つ

いておりますが見ていただきたいと思います。 

 まず１つ目は、行政組織機構の見直しについてということで総務課からきてございます。一

応これにつきましては本会議中 19 日までの期間でお願いしたいと、ただ、組合と今折衝中でご

ざいまして最終的な結果が出るのが 11 日ということでお聞きしておりますので、なるべく後段

に持っていって、できればお願いしたいという主旨でございます。12 月中に組合とのある程度

の合意が達成できなければ１月の召集議会で説明を申し上げたいと、その後１月か２月の会議

のある中で議案提案する考え方でございます。それともう一つバイオマス燃料化施設整備事業

でございますが、収支計画の説明、業務委託先の説明等をしたいということで、これは本会議

中いつでもという部分でございます。 

 もう一つの３点目ですが、金融危機、原油及び原材料高騰等による景気後退に伴う総合対策

についてということでございまして、今回の補正予算の中に組み込まれておりますので、これ

についてはなるべく早目にやりたいと、できれば再開する前にという話もございました。 

 それともう１点ですが、町営住宅条例の改正ということでこれはまだ未確定な部分がござい

まして、公営住宅法が改正になって急激に家賃が上昇する世帯があると、激変緩和に今５年傾

斜としているところなのですが、道のほうが７年に今状況を見て直すという部分がございまし

て、それを合わせて見ながら条例提案をしていきたいと、まだ条例提案は出ておりません。こ

れも 11 日くらいにわかるということでございますので、わかれば原油高騰と合わせてやっても

いいのかと思っております。開催する時期とやるかやらないかも含めて協議いただきたいと思

います。議会運営基準の 33、34 ページをお開きいただきたいと思いますが、33、34 の協議会

でございます。一応従来の流れからきますと議会運営委員会を経由して全員協議会を開催する

かしないかというのを決めることになってございまして、原則は事前協議にあたらないと事前

協議は行わないという原則がございますので、それを踏まえてお願いしたいと思っております。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 一番最初に組織の機構改革、これを説明して質疑して意見調整すると

確認しているではないですか、これは余り・・・  

○局長（上坊寺博之君）  これはまだすぐ議案に上程されていませんので、いずれにしても今
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回説明しても議案が出てくるのは 1 月以降ですから。一応議会の考え方も聞きたいという部分

だろうと思います。 

○委員長（山本浩平君）  いいですか。ほか何か皆様方からございますか。議長。  

○議長（堀部登志雄君）  金融危機の関係、補正予算に組み込まれていると。今回補正予算に

出てくるのですね。そうしますと、一般質問が終わってからこの議案に入る前に協議会を開い

て、できれば協議をお願いしたいということですよね。  

○局長（上坊寺博之君） ただ、12 日に議案を全部議会に出しますので、定例記者会見の中で

町はその対策部分について発表してしまうのです。ですからそれ以後になってしまうのですが、

その間になれば、多分一般質問の数が少ないですから 16、17、18 日の３日間で見ておりまして、

19 日まで延ばさなくてもいいだろうと思っています。ですから 12 日に議案を受けて 16 日か 17

日に全員協議会をやるか、それとも 12 日４時から定例記者会見ですからその前に全員協議会を

開くかということになります。事務局としては、10 時から議運ですから、10 時から全員協議会

をさせてもらって終わり次第議運をやるということでどうなのかと思っていましたけど、下の

２から４番までこれはもう最終 11 日で４番も確定しますので、（２）、（３）、（４）については

12 日に 10 時から終わり次第議運をやると、（１）については組合との関係がございますので、

これは最終日の 18 日という考え方を今のところ事務局として腹案としてもっておりますけど

も、そのようなことでご承認いただけるのであれば明日通知を出したいと思っております。 

○委員長（山本浩平君）  大体の日程が、今事務局から腹案が述べられましたけれども、そう

いったスケジュールで皆さんよろしいでしょうか。何か異論あるいは質問があればどうぞ。 

副委員長ありませんか。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。４番目については出ない可能性もありますね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  出ない可能性もあります。 

○副委員長（大渕紀夫君） 基本的には、（２）、（３）を 12 日にはやるということですね。わ

かりました。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ですから、バイオマスの関係もありますので時間がかかるかな

と思っております。午前中くらいかかるなという気がします。  

○委員長（山本浩平君）  それではちょっと休憩します。 

休憩 午後 １時５０分 

                                         

          再開 午後 １時５４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。 

10 時に全員協議会、午前中いっぱいで全員協議会を終了して２時 30 分から議会運営委員会

というようなことで皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  そのように進めさせていただきたいと存じます。続きまして４番目

になります。白老町議会運営基準の一部改正について、局長説明お願いします。 
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○局長（上坊寺博之君）  １から３まで示させてもらいました。簡単に決まる部分と持ち帰っ

てもらう部分があろうかなと思っておりますので、きょう提示をさせていただきたいと思いま

す。まず代表・一般質問の質問席での発言でございます。これは今変更いたします会議規則等

を含めての部分で、既に代表・一般質問については質問席で行うという明示がしてございます。

それに伴いまして議会運営基準の一部を訂正しなければならないところが見つかったものです

から、これを訂正したいと。 

 まず１つは、自席でよろしいよという部分でございまして、それに再質問という項目が入っ

ていますので、これについては質問席という規定がありますので、不要になりますので、それ

を削除したいということでございます。 
それともう１つは、２番目の通年議会の実施に伴う議案等の受理の取り扱い制限の廃止とい

うことにつきましては、第 10 章、第 11 章で請願、意見書、決議書等という規定がございまし

て、これは従来の定例会の絡みがございまして、定例会始まる前おおむね５日前までにという

規定がございました。通年議会ですので、いつでも議案受理できるということからこの規定は

必要ないのではないかと、受理しているものを次の議会へ出すということで、10 章の 1 番と 11

章の 1 番については削除したいという提案でございます。 

もう１点は、前回もお話ありましたとおり、これは１回お持ち帰りいただいて議論していた

だきたいなと思いますが、表決の問題で賛否の公表という部分をお話させてもらいました。道

の議長会の助言もありまして、当分は試行でいったらどうですかというお話もございましたの

で、なるべく賛否確認できるように議会運営基準の中で定めてはどうかということです。 

ちょっとご説明します。「質疑・討論及び表決」の中の表決で 14 番として新たに追加したい

と。「会議において、議案に対する議員の賛否を公表するため、表決及び公表の方法は次のとお

りとし、当分の間は試行する。」、「(１)議長は、問題を可とするものを挙手又は起立させ、その

可否の数を確定し、可否の数と可否の結果を宣告する。」今は可否の多寡を会議規制上は多いか

少ないかなのです。簡潔に行うために、要するに、数を確定するということです。「(２)挙手又

は起立による表決において、挙手又は起立しない場合は否とみなす。」要するに立たない人、手

を挙げない人は反対とみなしますと。棄権、態度保留の人は退席してもらうしかないというこ

とです。「(３)議長は、可否の数の確定を行うため議員の賛否の記録をとり、事務局長の記録と

照合したうえで可否を宣告する。」、「(４)議長は、その日の会議が終了した後、議会運営委員長

及び会議録署名議員に議員の賛否の結果を報告する。」、「(５)議案に対する議員の賛否の公表は、

会議録及び議会広報等に掲載して行う。」まず当面は、本会議のこの中で公表できるような形で

もっていってはどうかということです。 

 15 番、委員会の規定です。「委員会において、審査付託された議案に対する賛否を公表する

ため、表決の方法を次のとおりとし、当分の間は試行する。」、「(１)委員長は、可否を決定する

ために委員の氏名ごとにその賛否を宣告する。」委員会は少数でございますので、委員の氏名を

述べて賛成か反対かと言えば会議録に当然、必然的に載りますので、こういう形で公表しては

どうかということです。「(２)委員会における表決は、表決 14(１)、(２)を準用する。」要する
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に、挙手ですから数を確定するのですよということと態度保留者はいないという原則です。こ

れで当分試行してはどうかという事務局案でございますので、これについては持ち帰ってもら

って１回協議してもらってはどうかなと思っています。まだいい方法があるかもしれません。

(１)、(２)についてはちょっと今議論いただきまして，決定していただければと思います。以

上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、それではまず(１)のほうから議論をしていただきたいと思い

ますが，ご意見のございます方があればどうぞ。問題ないと思うのですが。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、このようなことで改正をさせていただくということで決定さ

せていただきたいと思います。２番目、通年議会の実施に伴う議案等の受理の取り扱い制限の

廃止について。これについて、いかがでしょうか。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、このとおりに改正をさせていただきたいと思います。そ

れでは３番目、これは一度会派のほうへ持ち帰りということでございますけれども、この時点

において何か事務局案に対して質問がございましたらどうぞ。及川委員。  

○委員（及川 保君） この件についても事務局長のほうにお願いしていた部分がありました

ので、道のほうといろいろ確認した結果だと思いますので、今とりあえず周知のためには会派

に持ち帰ったほうがいいかなとは思います。これでいけるのではないかなと思います。とりあ

えず持ち帰って次回あたりに確認したほうがよろしいのではないでしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  議長どうぞ。  

○議長（堀部登志雄君）  これは公表することを前提にこういう形でやるということですね。

そういうことで、各会派にもう１回きちんと皆さんこれでいいよと言えば・・・ 

○委員長（山本浩平君）  公表するということを前提にしておりますけど、これに対しては各

会派異論ございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員もよろしいでしょうか。  

○委員外議員（前田博之君）  はい。 

○委員長（山本浩平君）  それでは公表するということを前提に各会派に持ち帰っていただき

まして、この内容を今一度精査をしてきていただきたいと思います。 

それでは、その他のほうに入りたいと思います。５番目のその他、局長。 

○局長（上坊寺博之君）  事務局としては持ってございません。 

○委員長（山本浩平君）  議長どうぞ。  

○議長（堀部登志雄君）  組織機構の見直しについてということで、議会のほうに出されてお

りました議会と監査を一緒にする件、前回の議運でもきちんと理論だてて交渉にあたるという

ことをいただきまして、先月の 17 日、終わってから副議長と町長のところに行きました。町長

のほうでも前の案について充分検討されている途中だったのですけれども、私どもといたしま
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して、皆さんの意向を充分お伝えをしたところでございます。監査室と議会事務局を一緒にす

るという案についてですけれども、あくまでも監査室となると独立した機関であって、今後ま

すます監査業務というのは重要視されてきていると、また財政規模から見ても非常に白老町の

場合はほかのまちでやっている監査と議会が一緒だというのはちょっと納得がいかないという

ことと、財政改革プログラムを推進する上からも、やはりきちんと監査業務を単独でやるべき

ではないかというようなお話をいたしました。その観点からも一緒にするということは是非再

検討していただきたいと、もしどうしてもいろんな関係上それをやるというのであれば少なく

ても人員だけはきちんと確保してほしいということを強く町長のほうに申し入れました。町長

のほうも人員等の問題もあるし議会でいう独立した監査室であるということ、そういうことを

考えれば充分わかるので再検討したいというようなお話をいただきまして、１日、今回理事者

含めて機構改革の見直しについて成案がまとまって、これから組合とも交渉するのですが、議

会から申し入れどおり監査室については独立した形でやるということになりました。そういう

ことで一緒にするという話は一応再考していただいたということでございますので、ご報告い

たします。機構改革の見直しについては先ほど局長が話したように、組合等と充分了解得た中

で 12 月に皆さんにご説明して、1 月の時点で完成した組織機構を提案したという、そういう形

でこれもこちらのほうで言っていた「なぜ急ぐのだ」というような話もありましたので、その

辺もそういう形でやるということで１日にはそういう回答を受けましたのでご報告いたします。

したがいまして今のままでいくと、監査室については町のほうではそれなりの人員体制いろい

ろと考えて、また皆さんにご説明したいというぐあいに思いますのでよろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  議会側の意向を受け入れてくれたのかなというふうに思います。い

い形になったと思います。その他皆さんのほうから。 

私の会派から１つお諮りしたいのですけれども、これは議長の職権にかかわるということで

お聞きはしておりましたけれども、鈴木議員が亡くなられたことによりまして、ナンバー６番

目の議席が空くということになりまして、私どもの本間議員が今１番目になっているのですけ

れども、これを６番目に持ってきて私と隣り合わせにしていただいて、１番目のところを欠番

にしていただければどうかなというふうな希望を持っております。一応皆様方にお諮りしたい

と思います。いかがでしょうか、議長の職権ということになるのですけれども・・・議長。 

○議長（堀部登志雄君）  議長の職権ということでそれらは決めていますけれども、会派制度

もありまして、皆さんそれぞれ事前にきちんと会派の中で了解した中で今まで決めてきている

というようなことがありますので、皆さんがそれでいいですよと言うのであれば、私はその形

で受けてあげたいなというぐあいに思っておりますので、そういった面で皆さんのご了解をい

ただきたいなというように思います。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君） では、そのようにお願いをしたいと思います。局長。 

○局長（上坊寺博之君）  補足ですが、会議規則の４条に議長は支障があると認めるときは、

議席を変更することができると規定でありますので、16 日開会冒頭で議席変更するということ

になります。署名人の前にやることになりますので、よろしくお願いします。私から以上です。  

○委員長（山本浩平君） ほかにその他お持ちの方いらっしゃいますか。なければ暫時休憩を

いたします。  

休憩 午後 ２時１０分 

                                         

再開 午後 ２時１６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。 

２番目の協議事項、新財政改革プログラムについて、きょうは行財政対策室から２名の方が

出席をいただいておりますので、まず説明を願います。山口行財政対策室長お願いします。 

○行財政対策室長（山口和雄君）  財政改革プログラムの中で一部誤りがありますので、ここ

でお詫びと訂正をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。まず先に成案化されましたプログラムをお配りした際に若干最初にお断りをさせてい

ただいておりますが、法人町民税の超過課税につきまして 21 年度 2,000 万円の効果額を出して

おりましたが、実質的に来年４月１日から条例を施行しますと 21 年度の実績に基づいて 22 年

度から賦課すると、こういう形になりますので、実際に発生するのが 22 年度の 2,000 万円から

発生するとこういう形になります。したがいまして、プログラム記載上 21 年度の 2,000 万円が

実質的にはゼロというこういう形になりますので、ここのところの修正をお願いしたいという

ふうに思います。あわせましてこの財源につきましては、財政調整基金で単年度だけ調整をさ

せていただきたいというふうに思ってございます。プログラム上では既にその 2,000 万円の表

68 表については訂正しお配りさせていただいてございますが、表 85 表になりますが、ページ

数でいきますと 93 ページになります。21 年度の数字だけが直りまして、そこの歳入の町税こ

れが 25 億 8,000 万円になっておりますが、これが 2,000 万円減額になりまして 25 億 6,000 万

円、それから小計も 2,000 万円下がるこういう形になります。その下の歳入の計が 90 億 3,000

万円になります。それから歳出のほうでございますがその他が 23 億 9,300 万円、その下の合計

が 90 億 5,000 万円から 90 億 3,000 万円に訂正をお願いしたいというふうに思います。正誤表

につきましてはつけてございますので。まず 21 年度のみの修正になりますので、よろしくお願

いいたします。歳入・・・。 

○委員長（山本浩平君） ちょっと待ってください。修正のものをこれから今配っていますの

で。すみません、配ったあとにもう一度説明お願いします。  

○行財政対策室長（山口和雄君） お配りになったほうでございますが、85 表修正前と修正後

書いてございます。ここの網掛けの部分が修正になりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。先ほど言いましたとおり歳入で見ますと 2,000 万円が減額になってございます。したが

いまして修正前、歳入町税 21 年度 25 億 8,000 万円が修正後ということで、歳入町税 21 年度が
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25 億 6,000 万円、以下こういう形で修正になります。歳入の小計が 90 億 3,000 万円、小計 65

億 600 万円そういう形になりますので、よろしくお願いしたいと思います。単純に間違ったと

いうか気づきが遅かったとこういうことでございますので、一つご訂正をお願いしたいなと思

います。今後このようなことがないような形できちんと更にチェックをしながらお出ししたい

というふうに思いますのでよろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） この修正について皆さんよろしいですね。副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。2,000 万円、21 年度分で落ちましたよね。その分

は歳出のその他で削るという意味ですか。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 調整のほうは財政調整基金のほうで調整をしますので修正

前が 21 年度 4,100 万円になっていると思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに財政調整積立金の金額ですね。 

○行財政対策室長（山口和雄君） こちらのほうで調整をかけるという形になります。 

○副委員長（大渕紀夫君） だから 2,100 万円になっていると。 

○行財政対策室長（山口和雄君） そうです。それで財政調整基金の残高を合わせまして 2,000

万円足しまして３億 4,000 万円になります。 

○副委員長（大渕紀夫君） それはわかりました。それはわかりましたが、今歳出でその他の

部分で 2,000 万円減らしましたでしょう・・・。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ２時２４分 

                                         

再開 午後 ２時２５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。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。もちろん人間間違いあるのは当たり前です。ただ私達

議会で１年間 4,000 万円を減らすか減らさないかと何カ月もかかって猛烈な議論をしているの

です。やっぱり私はそういう中で 2,000 万円の手当てを財政調整基金もちろん私が言っている

のは間違いがだめだと言っているのではないのです。そういう姿勢が問題だとはっきりいって

思います。何でかというと、財政で他のものが 4,000 万円見えなかったということに議論とし

てなってしまうでしょう。私はやっぱりこの問題は簡単に誤って済みますというふうに本当に

なるのかどうかと思います。あれだけの議論をしているわけですから、そこだけはきっちり私、

お話をしておきたいと思います。もちろん言っているのはそういうことを責めるとか間違いが

だめだとかそんなことを言っているのではないのです。もしこれがあの時点ではわからなかっ

たことですか。あの時点で議論されていたときは、まだこのことはわからなかったのですか。 

○委員長（山本浩平君）  山口行財政対策室長。  

○行財政対策室長（山口和雄君） 全くわからない形でございまして、現課のほうに常々確認

はしていたのですが、最終確認をさせていただいたときにこの問題が出てきたという形でござ

います。したがいまして全くもう少し気をつけてチェックしていれば、もっと早く何回も現課
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とやりとりをやっているわけですから、確認できたことだというふうに思っております。した

がいまして、先ほども申し上げましたとおりもっとやはり慎重にチェックをすべきということ

だというふうに思っていますし、今後もこのようなことのないような形でやっていきたいとい

うふうに考えてございます。  

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。その時点でわからなかったことであればこれは仕方が

ないと思います。当然皆さん方から見たらあなた達もこういうチェックができなかったのです

かということと同じことですから、私はそういう考え方で発言しているつもりです。ただもっ

と大きい金額がもしあったとしたら、我々がしてきた議論というのは一体何なのかとなるくら

いのものになってしまっていたら、これはやっぱり困ります。ですから我々もそこに気づかな

かったということも事実ですから、そういう点で言えばそのことをこれ以上云々言う気はあり

ませんけれども、しかしそこら辺は充分注意して我々もこの時点で見つけられなかった我々も

全くそういうことに気がつかないという事態が、危機管理の問題としてはやっぱり我々の側に

も含めて問題点はあると思いますので、そういう点で言えばお互い議論はきちんとやりながら、

そこら辺はきちんとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。  

○委員長（山本浩平君） ほか皆様方から何かございませんでしょうか。ありませんね。それ

では退席をして結構でございます。ご苦労さまでした。  

この件につきましては、それぞれ各会派で説明をしていただきたいと思います。皆様のほう

からほかありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） なければ以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさ

までした。  

（午後 ２時３０分） 


