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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２月２５日（月曜日） 

   開会 午前 １０時００分 

   閉会 午後  ２時４３分 

  

○協議事項 

 １．平成２０年度第１回白老町議会定例会の招集について 

２．通年議会の試行に伴う自治法第１８０条の専決処分について 

３．その他について 

 

○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   西 田 祐 子 君             及 川   保 君 

         近 藤   守 君             土 屋 かづよ 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 

       

○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者の職氏名 

 事   務   局  長    上坊寺 博 之 君 

主         幹    森   隆 治 君 



 2 

 

   ◎開会の宣言 

○委員長（山本浩平君） 本日、委員外議員の熊谷議員につきましては、体調不良のために欠

席させていただきたいという申し出が事務局にございましたので、お知らせしておきたいと思

います。 

それではただ今より、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、１つ目が平成 20 年第１回白老町議会定例会の招集について。

２つ目は通年議会の試行に伴う自治法第 180 条の専決処分について。もう１つがその他につい

てでございます。 

それでは１番目の平成 20 年度第１回白老町議会定例会の招集について。 

提出議案の方から局長から説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今回、平成 20 年の第１回白老町議会定例会でございます。 

町側の方の提案予定となっておりますのは 42 件ほどございます。執行方針につきましては町

長、教育長からそれぞれ執行方針を受けます。補正予算は７件でございます。一般会計、特別

会計は国保、公共下水、港湾機能、介護保険でございます。企業会計につきましては、水道会

計、病院会計、合わせて７件でございます。新年度予算です。14 件となります。一般会計、特

別会計、企業会計、合わせて 14 件です。今年から高齢者の医療の関係が１件増えてございます。

それと、認定・廃止が２件。町道の路線認定・廃止合わせまして２件です。それと協議事項が

１件ございます。白老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等でございます。その他と

しまして、行政報告が２件予定されております。 

議会関係でございます。意見書を含んでおりません。８件予定しております。議長からの諸

般の報告につきましては３件。承認１件。これは議員の派遣承認でございます。それから、特

別委員会の設置１件でございます。これは、予算審査特別委員会でございます。それと、審査

結果報告。それと追加、後で出てきました２件あります。選挙管理委員会の選挙が２件ござい

ます。件数としては以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） この提出議案について、皆様の方から何かご質問等があればどうぞ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 特にございませんね。それでは（２）の町政執行方針、教育行政方

針について、これは当日配布ということになっていますけども、局長何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にございません。例年どおり、当日議場の方で配布される予

定になっております。よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） それでは（３）（４）という順番になっておりますけれども、スケ

ジュールをスムーズに行うために、４番の議案の説明の方から先に行って参りたいと思います。 

それでは、議案の説明について岩城総務課長にお願いいたします。 

岩城課長。 
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○総務課長（岩城達己君） 皆さん、おはようございます。それでは、議案書の方をお開き願

いたいと思います。 

議案書の目次をお開きいただきまして、議案第１号から議案第 21 号までは経営企画課長の方

から説明いただいて、私の方は議案第 22 号からご説明申し上げます。 

議案第 22 号、白老町後期高齢者医療に関する条例の制定について。本年４月からスタートす

る後期高齢者医療制度の事務につきましては、道内全市町村で構成する広域連合で行うことと

なっておりますが、保険料の普通徴収など、一部については町で行わなければならないため、

その必要事項を定めるものでございます。 

続きまして議案第 23 号、白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例の制定について。北海道は

石油貯蔵施設の周辺地域に対し、補助金を交付していますが、当該補助金を基金として運用で

きるように、補助金の根拠となる国の交付規程が改正されたことから、本町においても基金を

設置するものであります。これは、補助金をいただいて、例えば消防施設等に今までは事業を

運用してございましたが、この度、基金を設置することができるというふうになったものです

から条例に提案いたします。 

続きまして議案第 24 号、白老町職員定数条例の改正について。本職員の定数につきましては、

地方自治法等により条例で定めておりますが、職員数に大きな変動があることから本条例を改

正するものであります。 

続きまして議案第 25 号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、及び議案

第 26 号、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正についてであります。

特別職及び教育長の給与の自主削減を行うもので、期末手当を町長、副町長は 35％、教育長は

30％削減するものであります。 

次に議案第 27 号、白老町老人医療費の助成に関する条例及び議案第 28 号白老町乳幼児医療

費の助成に関する条例の一部改正についてであります。本条例において引用している、老人保

険法が本年４月より高齢者の医療の確保に関する法律に改正されることから、所要の整備を行

うものであります。 

続きまして議案第 29 号、白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する

条例の一部改正について。町独自の事業として、69 歳の方に医療費の助成を行っておりますが、

４月より当該事業の見直しを行う予定でしたが、国が医療費自己負担割合の引き上げを１年間

凍結したことに伴い、国同様の措置を講じるため本条例を改正するものであります。 

続きまして議案第 30 条、白老町介護保険条例の一部改正について。税制改正の伴い、介護保

険料の急激な増額を防ぐための激減緩和措置を本年度においても継続するための本条例の一部

を改正するものであります。 

続きまして議案第 31 号、白老町長寿祝金条例の一部改正について。長寿祝金の受給年齢、支

給金額の見直しを行うものであります。喜寿と言います 77 歳について１万円。米寿 88 歳です

が３万円、これについては廃止。99 歳白寿ですが、10 万円を５万円に変更、見直しをするもの
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でございます。 

続きまして議案第 32 号、白老町建築基準法の規程に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部

改正について。建築基準法の規程に基づく建築物の確認申請事務の権限については北海道より

本町に一部移譲されておりますが、同法の改正により国等が建築する建築物の確認検査の事務

に関わる手数料を徴収することができるようになったため、本条例に手数料の額を追加するも

のであります。 

続きまして議案第 33 号、白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部改正について。家

庭系廃棄物の処分量、事業系、一般廃棄物の処分量、し尿処理手数料及び一般廃棄物処分業等

の許可、申請手数料等の改正を行うものでございます。 

続きまして議案第 34 号、白老町立保育所条例の一部改正について。まきば保育園の閉園に伴

う条例改正でございます。 

続きまして議案第 35 号、白老町公民館条例の一部改正について。施設管理経費の節減を諮る

ため、毎週月曜日を新たな休館日にするための条例改正でございます。 

続きまして議案 36 号、町道路線の認定について及び議案第 37 号、町道路線の廃止について

の一部改正でございます。一般国道 36 号虎杖浜トンネルオープンカットに伴うトンネル上の町

道１路線を認定、廃止するものでございます。 

続きまして議案第 38 号、白老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等の協議について。

戸籍謄本、戸籍抄本住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しに関する

事務を取り扱わせる郵便局として、社台郵便局を指定するものでございます。 

以上、雑駁でございますが、議案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、岩城総務課長の方から各議案の説明がございました。 

この会議において、特段何かお尋ねしたいことがあれば、皆様方からお聞きしたいと思いま

す。質問のある方どうぞ。特にございませんか。せっかくですので、何かあれば。一般質問等

でも結構なのですけど、特にお尋ねしたいことございませんか。 

よろしいですね。それでは、議案の説明については終わらせていただきます。 

 それでは、（３）の方に戻ります。予算の説明について。高畠課長、よろしくお願いいたしま

す。 

高畠課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） それでは、私の方からまず議案第１号から議案第７号、補正

予算関連でございますので、一括してご説明いたします。 

19 年度補正予算の概要、それの概要書が行っていると思うのですが、４枚綴りで８ページも

のです。平成 19 年度補正予算の概要というのをご覧いただきたいと思います。これに沿ってご

説明いたします。 

１、歳入歳出予算の補正規模でございます。一般会計第 10 号、7,036 万 1,000 円の減額補正

でございます。財源については記載のとおりでございます。 
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次、特別会計でありますが、特別会計、企業会計とも予算の規模と内容について一緒にご説

明いたします。 

まず、国民健康保険事業特別会計第４号、7,571 万 1,000 円の増額補正でございます。歳出

につきましては、総務費 326 万 6,000 円の減額補正。これは事業費の精査によるものでござい

ます。次、保険給付費、8,560 万 2,000 円。これは実績見合いの増額補正でございます。介護

給付金、30 万 2,000 円の減。それと、共同事業批出金、431 万 4,000 円の減。いずれも額の確

定によります減額補正でございます。保健施設費 724 万 7,000 円の減。これは国の補助基準見

直しに伴います事業の縮小によるものでございます。諸支出金 523 万 8,000 円の増額でござい

ます。これは、療養給付費等の額の確定に伴う還付金でございます。歳入でございますが、今

説明しました歳出見合いの財源補正相当分ということでございます。 

続きまして、公共下水道事業特別会計第３号。６億 9,636 万 4,000 円の増額補正でございま

す。歳出。下水道事業費、6,651 万 9,000 円の減額補正でございます。これは工事費確定に伴

います不要額の整理でございます。次、公債費、７億 6,287 万 4,000 円の増額補正でございま

す。これは保証金免除の繰上げ償還費の増額補正及び利息の減額に伴う補正でございます。歳

入。使用料、1,087 万 7,000 円の減額補正でございます。これは額の確定でございます。国庫

支出金、493 万 1,000 円の増額補正。これは事業費の確定の措置でございます。諸収入、1,129

万円の減額補正でございます。これは、水洗化資金、貸付金、元金収入減に伴う減額補正でご

ざいます。町債、７億 1,360 万円の増額補正でございます。これは、歳出で説明しましたとお

り、補助金免除の繰上げ償還金、これの借換債の発行とその他の事業にかかわる町債の額の確

定に伴う補正でございます。債務負担行為が２件ござまして、変更でございます。パソコンリ

ースと下水終末処理場の反応タンクの改築事業のかかる債務負担行為２件でございます。 

次に、港湾機能施設特別会計第２号、19 万 3,000 円の増額補正でございます。歳出。港湾機

能施設運営経費、19 万 3,000 円の増額でございます。これは、公共上屋の電気料金、ここの不

足額を増額補正するものでございます。歳入。財産収入、45 万 8,000 円の減額補正でございま

す。これは土地の貸付収入額の確定に伴います減額補正でございます。諸収入、6,444 万 9,000

円の減額補正でございます。これは、一般会計からの繰入金見合いで減額補正するものでござ

います。繰入金、6,510 万円。これは一般会計からの繰入金でございます。 

次に、介護保険特別事業特別会計第３号、7,398 万 7,000 円の減額補正でございます。歳出。

総務費 147 万 1,000 円の増額補正。これは介護保険システム回収業務委託料の増額と不要額の

整理に伴う補正でございます。保険給付費、7,431 万 7,000 円の減額と次の地域支援事業費、

129 万 8,000 円の減額補正でございます。これは、支出見込み額の減に伴うものでございます。

次、基金積立金、15 万 7,000 円。これは運用利子の積立金でございます。歳入はそれぞれ歳出

見合いでの補正でございます。 

次、企業会計、２億 1,916 万 8,000 円の増額補正でございます。 

まず水道事業会計第３号、１億 8,297 万 2,000 円の増額補正でございます。収益的支出の営
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業費用 154 万 3,000 円の減額補正でございます。これは、職員の給与費独自削減及び受託工事

費減額にかかる補正でございます。次、基本的収入の企業債、１億 8,380 万円の増額補正でご

ざいます。これは、保証金免除、繰上償還にかかる借換債の補正でございます。資本的支出の

企業債償還金、１億 8,422 万 9,000 円。これは繰上償還にかかる補正でございます。それから、

国庫補助金償還金、28 万 6,000 円。これは消費税の清算によるものでございます。 

次、病院事業会計第２号、3,619 万 6,000 円の増額補正でございます。収益的支出、医業費

用、234 万 2,000 円の減額補正でございます。これは、給食材料納入業務委託料の減額でござ

います。特別損失 234 万 2,000 円。これは不納欠損に伴う補正でございます。資本的収入、資

本金 4,000 円減。これは、歳入の精査によるものでございます。それと企業債 3,620 万円。こ

れは、保証金免除繰上償還に必要な借換債の償還でございます。資本的支出、建設改良費 2,500

万円の減額でございます。これは、当初予算でエックス線のテレビ装置などの備品購入を計画

しておりましたが、収支で使うということで購入を見合わせたことによる減額補正でございま

す。次、企業債償還金、6,119 万 6,000 円。これは、繰上償還金にかかる補正でございます。

合計で８億 4,708 万 8,000 円の増額補正ということになってございます。 

次のページ、２ページ目をお開きください。今回の補正で予算規模がどのようになったかと

いうことでございますが、１番上の参考という所をご覧ください。 

まず一般会計、今回計上額 7,036 万 1,000 円の減額補正でございます。その結果、93 億 2,509

万 5,000 円となります。 

特別会計、今回計上額、６億 9,828 万 1,000 円。合計 124 億 2,251 万 3,000 円となります。 

企業会計、今回計上額、２億 1,916 万 8,000 円。合計 21 億 9,509 万 5,000 円となります。 

次、合計でございます。今回計上額の合計、８億 4,008 万 8,000 円。総合計 239 億 4,270 万

3,000 円となります。これが、今回補正後の総予算規模になります。 

続きまして、一般会計補正予算の主な事項ということで、今回の補正内容の説明をさせてい

ただきます。今回は、主に事業の確定やサービス事業の見通しの精査に伴う不要額の整理が主

でございます。したがいまして、今回各事務事業全部補正にかかるもの、この所に記載させて

いただいておりますが、主要なものについてのみ説明させていただきます。 

まず（１）歳出。議会費、751 万 2,000 円の減額補正でございます。これは、議員定数削減

及び報酬の独自削減による減額補正及び不要額の整理でございます。 

次、総務費、1,085 万 1,000 円の減額補正でございます。これは、職員管理事務経費 275 万

5,000 円の減額補正。北海道市町村職員福祉協会負担率会計に伴う減額補正でございます。次、

職員の福利厚生費、166 万 5,000 円の減となってございますが、これは事務事業の見直しによ

り、廃止すべき経費となりましたことから、全額減額補正するものでございます。広報活動経

費 130 万円の減額補正。これは、広報紙印刷製本費、入札差金の減額補正でございます。それ

と一部に道費補助金が付きましたので、財源10 とするものでございます。その他は事務事業経

費の確定に伴います減額補正でございます。 
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次に、民生費、6,115 万 3,000 円の減額補正でございます。最初の循環福祉バス運行事務事

業経費です。50 万 8,000 円の増額補正。これは利用者の減少により、収入減になりましたこと

から補助金の増額補正を行うものでございます。次、在宅老人福祉事業経費、83 万円の増額補

正でございます。これは、当初予算で緊急通報システム、端末装置の購入分を 10 台分見ており

ましたが、再利用の結果、中古品の利用の結果、新規購入個数が４個で済んだということで、

見合い分を減額補正するものでございます。次、飛びまして地域包括支援センター運営経費、

267 万 2,000 円の減額補正でございます。これは、臨時介護支援専門員の減額及びケアマネジ

メント原案作成委託件数減に伴います減額補正であります。次、飛びまして介護保険特別会計

繰出金、839 万 9,000 円の減額補正でございます。これは、介護給付費減額に伴います繰出金

の減額及び制度改正に伴いますシステム改修費の減額やその他不要額の整理に伴います減額補

正でございます。それから１つ飛びまして、後期高齢者医療制度医療制度円滑導入事業 115 万

5,000 円の増額補正でございます。これは、この制度の保険料徴収システム激変化の措置に対

応する徴収システム改修事業に要する費用の増額補正であります。次に１つ飛びまして、障害

者援助事業経費 1,032 万 7,000 円の増額補正でございます。これは各種サービス利用者の増加

及び予算組み替えによります増額補正でございます。次のページお開きください。３ページ目。

上から２つ目の障害者自立支援法円滑施行特別対策、1,153 万 5,000 円の減額でございます。

これは、当初補助金で計上しておりましたけれども、北海道の指導があり扶助費により支出に

したことと、不要額の整理に伴います減額補正でございます。この分が、２ページの所の障害

者援助事業経費、先ほど説明しました 1,032 万 7,000 円の増額になってございます。これがこ

この分が振替になったということでございます。ですから、実質的には減額補正でございます。

それから次、総合保健福祉センター管理運営経費、201 万 1,000 円の増額でございます。これ

は、燃料費高騰によります増額補正とその他運営にかかわる経費の精査に伴います結果的に増

額補正でございます。それと１つ飛びまして２つ下の子ども育成推進経費ですが、これはつど

いの広場・ファミリーサポートセンター事業ですが、当初予定されておりました国の公金事業

が一般財源化されたため道の補助金になりました。このことから財源振替するものであります。

また同時に補助率が２分の１から３分の２に引き上げられましたので、特定財源を増額補正す

るものであります。次に、町立保育園の運営経費、534 万 9,000 円の減額補正でございます。

これは、大きな要因としましては、乳幼児保育の減少、これに伴います保育士さんの臨時のた

めの賃金、この減額が大きいものとなってございます。それから、緑丘保育園運営費等経費で

ございます。37 万 2,000 円の増額。これは、国が定めます保育単価の改正によります負担金の

増額補正であります。 

次、環境衛生費、2,102 万 6,000 円の減額補正でございます。国民健康保険事業特別会計繰

出金、217 万 8,000 円の増額補正となってございます。これは、保険基盤安定化軽減費相当分、

それから基準超過費用額相当分の額の確定に伴います増額補正でございます。次ずっと飛びま

して、一般廃棄物広域処理経費 1,101 万 2,000 円の減額補正でございます。これは一般廃棄物
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広域処理負担金でありますが、前年度清算分と今年度実績に基づきます不要額の整理でありま

す。１つ飛びまして、地域バイオマス利活用助成金交付事業、524 万円の減額補正でございま

す。これは、エポックサービス社建設のＢＤＦ燃料、それの製造施設建設補助金でありますが、

これの消費税相当分を交付金から減額しなければならないということから補正するもので、相

当分を補正するものでございます。 

次に、労働費、42 万円の減額補正でございます。これは、白老経済センター改修事業 42 万

円の減額補正ということで、経済センターの防水工事費の額の確定に伴います不要額の整理で

ございます。 

次、農林水産業費、1,118 万 3,000 円の減額補正でございます。最初の畜産振興総合対策事

業、500 万円の減額。これは、今年度、装置改良などの事業要望がありませんでしたので、全

額減額補正するのであります。それと、畜産振興推進事業、399 万 7,000 円の減額補正でござ

います。こえは、畜産専門員が退職したことによります減額補正でございます。 

次、商工費にまいります。43 万 4,000 円の増額補正でございます。最初の商工振興対策経費

でございます。25 万 8,000 円の増額補正でございます。これは、商店街空き店舗活用事業補助

金と新商品開発助成金について、それぞれ要望がありましたので、増額補正するものでござい

ます。それから次の企業誘致対策事務経費 27 万 6,000 円の増額補正でございますが、これは企

業誘致にかかわる旅費の不足額を増額補正しるものでございます。 

次のページに移ります。４ページ目。土木費、7,723 万 1,000 円の増額補正でございます。

これは、道路施設維持補修経費ということで、1,812 万 1,000 円増額しております。これは１

月 24 日降雪時の除雪経費の不足額と今後２回分の除雪費を計上するものでありますが、昨日除

雪を行いましたので、結果的には１回分しかもう残っていないような計算になります。それか

ら２つ飛びまして、町道整備事業。これは、財源振替。事業費確定に伴います一般財源から起

債への財源振替でございます。港湾利用促進経費、16 万 2,000 円の増額補正でございます。こ

れは、ポートセールスに要する旅費の増額補正でございます。次の港湾施設管理経費、67 万

4,000 円の増額補正。これは、臨港道路除雪費２回分の計上でございます。次、港湾機能施設

整備事業特別会計繰出金、6,510 万円でございます。これは、赤字補てん分としての一般会計

からの繰出金であります。これにより、当会計の赤字は全額解消されることになります。この

措置は来年度以降、この会計を黒字会計にするための措置でございます。次、町営住宅の維持

管理経費でございます。これは、地域住宅公金であります公的家賃住宅低廉化事業補助率が

45％から 50％になったことに伴いまして振替するものでございます。 

消防費、242 万円の減額でございます。これは、新消防庁舎に移ったということで、当初机

上計算、概算で維持管理費などを計上しておりましたが、それらの不要額の整理ということで、

その他の消防団活動だとか通信機器整備、全て不要額の整理でございます。 

教育費、245 万 6,000 円の減額補正でございます。上から３つ目の中学校適正配置推進事業、

12 万円の増額補正。これは中学校適正配置検討委員会の開会回数の増に伴います報酬及び旅費
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の増額補正でございます。次の教職員研修経費20万8,000円の減額補正でございます。これは、

事務事業見直しに伴います白老校長会への補助金を全額削減するものであります。次飛び飛び

まして、ＡＥＤの自動体外式除細動器設置事業でございます。78 万 5,000 円の増額補正でござ

います。当初計画では２台設置でございましたが、４台分増設することから増額補正するもの

であります。次にスクールバス運行経費。26 万 7,000 円の増額補正でございます。これは 12

月定例会で事後報告された件でございます。こだま号事故にかかる修繕費及び賠償金の計上と

車検手数料不要額整理に伴います補正でございます。次の小学校施設管理経費、189 万 6,000

円の増額補正でございます。これは燃料費高騰によります燃料費不足分の増額補正であります。

次 1 つ飛びまして、小学校遠距離通学支援経費でございます。これは、対象者が１名増加した

ことによります増額補正でございます。次、小学校校外学習事業経費、10 万 9,000 円の増額補

正でございます。これは、スケート学習用バス借上費用の増額補正でございます。当初１回見

ていた所、２回にした所でございます。次のスクールバス購入事業 303 万 4,000 円の減額補正

でございます。これは、入札先の減額補正であります。それから、一番下の小学校特殊学級新

施設整備事業、99 万 2,000 円。これは社台小、白老小、虎杖小に社台小２学級、白小に１学級、

虎杖小に１学級新たに新設することに要する経費の増額補正でございます。５ページ目ですが、

中学校施設管理経費、96 万円の増額補正でございます。これも、燃料費高騰によります増額補

正でございます。それから、次が５つ下の中学校特殊学級新設整備事業、161 万 2,000 円の増

額補正でございます。萩野中学校に特殊学級２学級増設することから、内部改修経費を増額補

正するものでございます。これで、萩野中学校は言語、情緒、知的、病弱、全部の学級ができ

ることになります。それから、ふるさと体育館、森野施設管理経費 30 万円の増額補正でござい

ます。これは、指定管理料不足分の増額補正でございます。次の公民館管理運営経費、財源振

替。これは使用料収入が不足したことから、一般財源に振り返るものでございます。次の体育

協会運営経費、70 万 6,000 円の増額補正でございます。これは、高校生、一般競技者の全道大

会以上出場にかかる経費の補助金として増額補正するものであります。スポーツ団体支援事業

経費、27 万 6,000 円の増額補正でございます。これは、児童、生徒スポーツ大会派遣経費の補

助金不足額を増額補正するものでございます。体育施設指定管理経費 192 万 6,000 円の増額補

正でございます。これは、体協で管理しております各管理施設の燃料費高騰に伴います不足額

の増額補正でございます。給食センター屋根改修事業、339 万 7,000 円の減額。これは、屋根

補修にかかる工事費、それの不要額の整理でございます。 

次、公債費、1,507 万 5,000 円の減額補正でございます。まず長期債元金償還金、80 万円の

増額補正。これは、ウタリ住宅新築資金等貸付金等の繰上償還がありましたことによります総

額補正でございます。次、長期債利子支払費、一時借入金利子支払費、これの補正でございま

すが、ともに記載のとおりの減額補正。これは長期債借入と共に予想利息を下回ったことによ

ります減額補正でございます。 

給与費、1,625 万 5,000 円の減額補正でございます。これは、人件費精査に伴います減額補
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正であります。 

諸支出金、33 万円の増額補正でございます。各種積立金 33 万円ということで、社団法人日

本鳩レース協会苫小牧商協連合会から３万円。それから、須貝邦寛さんから 30 万円の指定寄付

がありましたことから社会福祉基金へ積み立てるものでございます。 

一般会計合計 7,036 万 1,000 円の減額補正となります。 

次に歳入でございます。 

地方交付税、3,313 万 6,000 円の増額補正でございます。 

それと、分担金及び負担金 516 万 4,000 円の減額補正。 

使用料、手数料、588 万 7,000 円の増額補正。それと、この使用料の手数料の中で港湾使用

料、742 万 6,000 円の増額補正となっておりますが、これは入船数の増加と船舶の大型化によ

ります岸壁使用料等の増収に伴います増額補正でございます。 

国庫支出金、834 万 8,000 円の減額補正でございます。これは、障害者負担金から６ページ

の高齢者医療制度円滑導入事業費補助金、ここまでは民生費関係の国庫負担金及び補助金であ

ります。それぞれ歳出により説明いたしました内容により、増減補正しております。それと、

国民年金事務委託金、306 万 2,000 円の減額補正でございます。これは、国からの概算交付金

の額の確定に伴います減額補正で、給与費相当分に充当するものでございます。 

次、道支出金、701 万 6,000 円の減額補正。これは障害者負担金から地域子育て支援拠点事

業補助金そこまでは民生費関係の道負担金及び補助金であります。これは国庫支出金と同様で

歳出で説明いたしました内容により増減補正してございます。下から４行目の個人道民税徴収

委託金、550 万円の増額補正となってございます。これは、個人道民徴収委託金算定方式、こ

れが変更になってございます。それによる増額補正でございます。７ページ目ですが、上から

３つ目の北海道知事・北海道議会議員選挙事務委託金、191 万 9,000 円の増額でございます。

これは事務費精査に伴います委託金の増額補正であり、給与費に充当しております。 

次、財産収入、8,338 万 6,000 円の減額補正でございます。これは町誘致売払収入、8,339

万 7,000 円の減額があったことによるのが主は補正でございます。 

それと寄付金、33 万円。これは先ほど説明したとおりの内容でございます。 

繰入金１億 8,253 万 1,000 円の減額補正でございます。財政町政基金繰入金、1 億 5,309 万

7,000 円の減額補正でございます。これは、退職手当債発行、それとか地方交付税の増額によ

りまして、現在までの充用金相当分を減額補正するものでございます。これにより、平成 19

年度末財政町政基金の残高は３億 5,744 万 4,000 円となります。次に、退職手当追加負担金積

立基金繰入金、2,500 万円の減額補正でございます。これは、退職手当債等の発行により減額

補正するものでございます。次の教育関係施設設備基金繰入金、224 万 9,000 円の減額補正で

ございます。これは、スクールバス等購入費の残額相当分を減額補正いたします。 

次、繰越金 2,350 万 9,000 円の増額補正でございます。前年度繰越金、2,350 万 9,000 円で

ございます。 
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諸収入、1,337 万 8,000 円の減額補正でございます。これは、ウタリの住宅新築資金等貸付

金元利収入から最後の高齢者関係の医療システム、研修受講助成金、そこまで全て歳出に伴い

ます増減であります。 

次、町債、１億 6,660 万円の増額補正でございます。これは大きいものとしては、退職手当

債を１億 8,120 万円増額したところでございます。それと、後は次の８ページ目の給食センタ

ー屋根改修事業までは歳出に伴います増減でございます。最後の臨時財政対策債でございます

が、60 万円の増額補正ということで、額の確定によります増額補正するものでございます。 

歳入合計、7,036 万 1,000 円の減額補正ということになっています。 

次に債務負担行為でありますが、追加４件、額にして４億 8,395 万 1,000 円。変更 10 件、廃

止４件。合計 18 件となってございます。 

以上、簡単でございますが、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） ただ今、高畠経営企画課長の方から平成 19 年度補正予算の概要に

ついて説明をいただきました。これにつきまして、何かお尋ねしたいことがあればどうぞ。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 土木費のところで港湾機能施設整備の事業特別会計の繰出金の所あり

ましよね、6,510 万。これ、今年度投入することによって、来年度からの赤字額を無くすると

いう話し、中身のもう１回説明をしてほしいのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 現在の赤字額、この額を今年 6,510 万円を繰り出すことによ

って解消いたします。それで、来年以降、この会計につきましては、大ざっぱな数字で申しま

すと、大体毎年5,100 万ぐらいの歳出が見込まれる会計なのです。それに対して、町からの1,000

万円の繰出、それから平準化債の発行 2,000 万円、これ資本費平準化債といわれている 2,000

万円の発行。それと、上屋の使用料 2,000 万円ございます。今、合わせますと 5,000 万円あり

ます。それと、大体、土地の使用料が 100 万ぐらいありますので、大体5,100 万ということで、

この会計は今抱えております赤字を解消することによって、来年度以降黒字会計に転換できる

ということで、今年この繰出金を補正により追加したところでございます。 

○委員長（山本浩平君） ほか、ございませんか。 

私の方から１点。２ページ一番下、重度心身障害者医療費給付事務経費というのが約 3,000

万減になっていると思うのですけども、これについての説明が無かったものですからお尋ねし

たいのですけど、単純にこれは対象者の方々が減っているのか、それとも法律の改正等のよう

な形の中でこういうふうになっているのかお尋ねしたいと思いまして。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 昨年法律改正になりましたね。それで、非常に障がい者の方

が自分たちの結局負担が大きくなる。あるいは事業者側が大きくなるということで、実はこれ

だけに限らず障がい者関係の寄付関係、これの申請件数が軒並み減っているのですね。要する
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にサービスを利用する方、そういう方が軒並み減ってございます。その結果であります。 

○委員長（山本浩平君） 国も法律の影響を受けているということですよね。 

○経営企画課長（高畠 章君） そういうふうに考えられる現象だと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか、皆さんの方からございませんでしょうか。 

無ければ次に入る前に暫時、休憩にいたします。 

休憩 午前１０時５２分 

  

再開 午前１１時０４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。 

次に新年度予算 14 件につきまして、経営企画課長からの説明をお願いいたします。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） それでは、私の方から議案第８号から議案第 21 号、一括し

て説明させていただきます。 

説明用の資料ですが、白老町予算の概要という 32 ページまである概要書に沿って説明したい

と思います。 

まず、１ページ目をお開きください。白老町各会計予算総括表でございます。予算規模です

が、一般会計Ａ欄でございます。これが総額 99 億 8,900 万円。前年度対比、増減額の欄でござ

います。８億 2,800 万円の増額でございます。率にして、９％の増。内訳といたしましては、

計上経費 77 億 2,340 万 6,000 円。それと、対前年度比でございますが、３億 3,492 万 4,000

円の減額でございます。率で 4.2％減。次に事業費でございます。22 億 6,559 万 4,000 円。額

にしまして 11 億 6,292 万 4,000 円の増額となってございます。率ですが 105.5％の増でござい

ます。事業費の増の主なものといたしましては、バイオマス燃料化施設整備事業。それと防災

行政無線施設整備事業による増額となってございます。 

続きまして、特別会計。新年度より、後期高齢者医療事業特別会計が加わりまして、合計 11

会計になります。その総額でございます。Ｂ欄をご覧ください。68 億 4,580 万 6,000 円。前年

度対比 19 億 1,584 万円の減額でございます。率としまして、21.9％の減でございます。 

増減の大きな会計でございますが、まず国民健康保険会計。これは、医療費制度の改正によ

るもので 7,400 万円の減額でございます。率で 2.5％の減。 

次に老人保健特別会計でございますが、後期高齢者医療制度への移行に伴いまして、24 億

8,536 万 7,000 円の減額でございます。率で 87.4％の減。 

次に、公共下水道事業特別会計でございます。これは、長期債の借りかえに伴います公債費

の増や下水道終末処理場の設備改築に伴います増額によりまして、対前年度比、３億 7, 941

万 5,000 円の増額。率で 26.9％の増となってございます。 

次に、臨海部土地造成会計は公債費の減によりまして、1,194 万円の減となってございます。

率で 14.9％の減。 
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次に介護保険事業特別会計でございます。これは、介護計画に基づきます保険給付費等の増

により、5,947 万 3,000 円の増でございます。率で 4.5％の増となってございます。 

次に、老人ホーム会計でございますが、職員の派遣終了に伴いまして、指定管理料の減とい

うことで、2,483 万 5,000 円の減となってございます。率で 48.7％の減ございます。 

最後の後期高齢者医療事業特別会計は、医療制度改正に伴いまして、新設の特別会計ですが、

総額は２億 4,416 万 6,000 円ということでございます。歳入からの保険者からの保険料と繰入

など徴収した保険料の広域連合への負担金が主になります。なお、医療給付費にかかります負

担金につきましては一般会計に計上しております。 

続きまして、企業会計でございます。２会計の合計でＣ欄でございますが、16億1,054万4,000

円の支出になります。前年度対比、３億 4,121 万 3,000 円の減。率で 17.5％の減でございます。 

水道会計でございます。水道会計は給与費や支払利息の減によりまして、合計で 936 万 5,000

円の減でございます。 

病院会計ですが、給与費及び院外薬局による薬品費の減などにより、３億 3,184 万 8,000 円、

24.3％の減となっております。 

そこで、全 14 会計の総合計は、Ａ＋Ｂ＋Ｃ欄、ここですが、184 億 4,535 万円でございます。

前年度対比で 14 億 2,905 万 3,000 円の減で、率にしますと 7.2％の減となってございます。最

近 10 ヵ年の中では、最も会計規模の小さい小額予算ということになってございます。 

続きまして、一般会計の繰出ですが、一番下の欄に記載してございます。全９会計に繰出し

ますが、合計で 12 億 1,705 万 8,000 円。前年度対比で 6,115 万 8,000 円の減額。率にしますと

4.8％の減でございます。増減の主なものといたしましては、老人保険特別会計の２億 698 万円

の減額。それと、下水道会計と港湾機能施設会計で財源不足の追加繰出をしたことから、それ

ぞれ下水道会計につきましては 8,805 万 7,000 円、そして港湾施設機能会計につきましては

1,000 万円の増となってございます。また、工業団地と臨海土地造成会計の追加繰出分を基金

積立金として１億円別途計上しております。これにつきましては、当初予算では各会計、今申

しました工業団地・臨海部土地造成とも決算で赤字見通しが確定しない限り、新年度予算での

この分が出てきませんので、その分一般会計では基金として積み立てておくという措置でござ

います。 

続きまして、２ページ目をご覧ください。一般会計の歳入、歳出の内訳及び前年度比となっ

てございます。 

まず主な歳入の増減と内容でございます。町税につきましては、1,622 万 5,000 円の減額と

なってございます。主なものといたしましては、個人町民税で課税所得の減が見込まれまして、

4,633 万円減という内容になってございます。 

次に、譲与税交付金など国、道からの一般財源ですが、2,770 万円の減になっております。

これらは地方財政計画の増減率に基づきまして、予算計上しているものでございます。 

次に地方交付税でございます。8,900 万円の増を見込んでございます。普通交付税で前年度
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対比、8,900 万円、2.7％の増。特別交付税は前年度同額、２億 8,000 万円を見込んでございま

す。これにつきましては、地方財政計画、いわゆる地財計画でございますけれども、1.3％の増

ということになってございます、白老町におきましては、本年度の１月に総務省の財政課長内

簡の数値から更に白老町ベース試算で行った結果、この増額ということで 8,900 万計上してご

ざいます。 

次に財産収入、１億 3,858 万 7,000 円の減でございます。これは、土地売り払い収入で１億

935 万円。それから、物品売り払い収入として 2,967 万 4,000 円、それぞれ前年度より減額を

見込んでございます。次に繰入金、経常費と事業費合わせまして２億 4,106 万 2,000 円の減で

ございます。 

財政町政基金で１億 9,597 万 9,000 円の減となってございます。 

次に町債、４億 3,270 万円の増となっておりますが、主なものとしましてバイオマス燃料化

施設整備事業で６億 7,220 万円の増となってございます。 

続きまして、経常的歳入と財源不足の状況でございますが、経常的歳入合計で歳入合計Ａの

欄でございます。77 億 9,099 万 5,000 円でございます。前年度対比で１億 6,411 万 9,000 円の

減となってございますが、経常的歳入、歳出の差し引きでは 20 年度投資予算の経常費の一番下

でございます、6,758 万 9,000 のプラスとなってございます。対前年度で１億 7,080 万 5,000

円の増となってございます。 

続きまして、主な歳出の増減と内容でございます。経常経費全体といたしましては、給与費

の大幅な減などにより、３億 3,492 万 4,000 円の減となってございます。 

まず、目的別の主な増減内容についてご説明いたします。 

議会費でございます。これは、議員報酬の減により 2, 309 万 4,000 円の減となってございま

す。 

次、民生費ですが、2,117 万 6,000 円の減となってございます。主な内容としましては、後

期高齢者制度への移行によります繰出金等の増減のほか、重度心身障害者医療給付費で 1,854

万 5,000 円の減。それから、老人福祉単独事業経費で 1,587 万 2,000 円の減となってございま

す。 

続きまして、環境衛生費でございます。2,481 万 9,000 円の増でございます。主なものとし

ましては、一般廃棄物広域処理経費。これが 3,495 万 8,000 円の増となっております。これは

登別のクリンクルセンター、ここのごみの焼却炉監視制御システムこの更新にかかります負担

金の増でございます。 

続きまして、土木費であります。これは、前年度対比で 9,382 万 9,000 円の増になってござ

います。これは、下水道事業及び港湾機能施設事業への追加繰出金増にかかる部分でございま

す。 

続きまして、消防費です。新消防庁舎への移転に伴います常備消防施設維持管理経費及び防

災センター管理経費増などにより、883 万円の増となってございます。 
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続きまして、教育費でございます。1,421 万 6,000 円の減ですが、学校施設管理経費や公民

館管理経費、体育協会運営経費など全体的な経費の見直しを行った結果でございます。 

次に、公債費でございます。公債費全体としましては、2,197 万 6,000 円の増となってござ

いますが、このうち地方債元金償還が 2,753 万 5,000 円の増でございます。これにつきまして

は、平成 16 年度臨時財政対策債約４億円の元金償還が始まるということが主な増額要因となっ

てございます。 

次の給与費でございますが、５億 2,068 万 6,000 円の減額でございます。これは、職員数の

削減としましは、退職者分の減、それから特定嘱託員及び寿幸園派遣終了分の増含めまして、

２億 3,839 万 1,000 円の減となってございます。独自の削減分につきましては住居手当の減分

を含めまして、２億 1,098 万 3,000 円の減。その他、前年度に計上した３年に１度の退職手当

の清算負担金分、6,878 万円の減額がございます。 

続きまして、諸支出金でございます。これは、各種基金積立金１億 425 万円の増でございま

す。主な内容としましては、先ほど繰出金の説明でも触れましたが、工業団地、それと臨海部

土地造成会計の追加繰出分を積み立て金として１億円留保計上してございます。また、石油貯

蔵施設立地対策交付金積立金を新設いたしまして、本年度の充当残分が 465 万 6,000 を積み立

てすることとしております。 

次、予備費ですが、757 万 9,000 円を計上してございます。 

以下、次３ページ目は性質別の集計表。それから４ページ目は構成費の表となってございま

す。５ページから最後のページまでは、今説明した詳細の内容、それぞれ項目毎に概要の方に

盛り込んでございますので、こちらの方は目を通していただきたいと思います。なお、詳細に

つきましては、予算説明それと予算等審査特別委員会、これらの中で内容を更に説明していき

たいと考えております。 

以上、本当に簡単ではございますが、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、新年度の予算につきまして、企画課長の方から説明がござ

いました。以上につきまして、皆様方からご質問を承りたいと思います。質問のある方どうぞ。

特にございませんか。では、質問が無いということで、予算の説明についてはこれで終了させ

ていただきます。 

続きまして（５）でございます。諸般の報告について。議長の諸般の報告、行政報告等がご

ざいます。 

局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 諸般の報告につきましては、３件予定しております。まず１件

目は、議会の閉会中における動向でございます。それと、監査報告が３種類まいってございま

す。それと、議員の派遣結果報告が１件でございます。あわせて３件でございます。 

行政報告が町長及び教育長から依頼がございまして、２件予定しております。従来、教育行

政関係も町長一括して行政方向してございましたが、新しい教育長の方から教育行政にかかる
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部分については、教育長の方から行政報告をさせていただきたいという申し出がありまして、

本来であれば町長が一括してということではなくて、それぞれ報告されるのが筋だと思います

ので、そういう形にさせていただきたいということでございます。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 諸般の報告について、皆さん何かございますか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） （６）代表質問について。局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 代表質問については、先の議会運営委員会で行うということで

決めていただきました。一応、通告につきましては、28 日に執行方針を受けましてから、３月

４日 10 時に通告を締め切りたいと。一般質問も同じでございます。それで 11 日、12 日と代表

質問、ナイター議会になります。18 時からおおむね 21 時という予定にしてございます。１日

目の 11 日につきましては、３会派。１番目、日本共産党。２番目、新政クラブ。３番目、公明

党。これで、1 日目を終える予定でございます。次の 12 日は同じく 18 時からということで、

４番目、清風クラブ。５番目、新風と、こういう流れで進むという予定になってございます。

きょう、代表者の方、質問される方が決まっていれば、この場で出していただければありがた

いと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この順番で伺っていきたいと思います。 

日本共産党さんは決まっておりますか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 斎藤征信委員。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） まだ決まっておりません。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 及川。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風は 28 日の執行方針を伺った上で代表質問をするかしな

いかも決めたいというふうに考えている所でございます。以上です。 

代表質問については、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） では７番目、一般質問について、局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一般質問につきましても、同じように３月４日 10 時で締め切

りたいと思います。一般質問については人数がまだはっきりいたしませんので、予定としては

13、14 ということになってございます。一応おおむね 13 日は４人、残りの方は 14 日というこ

とで考えております。私からは以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 一般質問につきましては、何か皆様方からございますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君） それでは、次の８番目、選挙についてでございます。局長、お願い

いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 選挙でございますが、２件予定してございます。 

選挙管理委員の選挙と選挙管理委員の補充選挙ということで、満了に伴いまして依頼を受け

ておりますので、本定例会でかけたいと思っています。 

別紙の資料をご覧いただきたいと思います。地方自治法の抜粋でございます。地方自治法の

181 条、182 条の規程に書いてございまして、普通公共団体の議会において、これを選挙すると

いうことになってございます。また、委員と同数の補充員を選挙しなければならないというこ

とになってございまして、選挙管理委員会から予定の名簿が届いてございます。一応、全員が

留任ということだそうでございます。 

それと、議会運営基準を開いていただきたいと思いますが、９ページを開いていただきたい

と思います。議会運営基準の９ページ、選挙の規程がございまして、選挙の方法の３番目、選

挙管理委員及び補充員の選挙は指名推薦により行うのを例とし、補充員の補欠の順序は議長が

議会に諮って決めるということになってございまして、基準としては指名推薦で行うというこ

とになってございます。それとあわせて５番目、指名推薦の方法でございますが、そこに指名

推薦の規程が書いてございます。指名推薦の方法により選挙を行うときは、議長発議または議

員の動議により会議に諮って異議が無ければ次の方法によるということになっております。１

番目は、議長指名による場合は、議長発議または議員の動議により、議長が指名することを会

議に諮って、異議が無いときは議長が指名し、その指名を受けたものを会議に諮って異議が無

ければそのものを当選人とするという規程が書いてございます。動議による場合については議

員の動議による指名者を会議に諮って、異議が無いときは指名者が指名し、その指名を受けた

ものを議長が会議に諮って異議が無ければその者を当選するということになってございます。

先ほどの資料ですが、指名推薦の規程が書いてございまして、何回もやっておりますので、皆

さんご存知かと思いますが、指名推薦による場合はまず１つは指名推薦の方法によること。指

名の方法、指名者によって指名された等にする全てに出席者全員に異議無いということが必要

でございます。一人でも指名推薦の方法に異議がある場合は、投票により行うということにな

ってございますので、この辺の確認をお願いしたいということでございます。従来は議長発議

によって指名推薦するという方法をとってございます。 

○委員長（山本浩平君） 今、局長から説明がございましたけども、どのような手法を取られ

たら今回の場合よろしいかということを皆様方にお諮りをしたいと思います。 

いかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） この場合は議長の指名推薦の方法でやられるのが一番良いのでは

ないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 選挙管理委員の候補者のところで、ここに出てこられる方々でこうい
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う委員というのは、年齢制限とか特に設けていらっしゃらないのでしょうか。ちょっと、その

辺だけ伺いしてみたいなと思ったのです。 

○委員長（山本浩平君） 局長、わかりますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特に年齢制限は無いと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） それにつきまして、今後年齢制限設けるとか何とかということは、特

にここの中では決めるということはできないし、またそういう動きも無いというふうに理解し

てよろしいでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の記憶では、前にも同じような付属機関の部分も含めて、今

年度の方はいかがなものですかという意見も確か出ていたかと思います。町はなるべく配慮し

たいというお答えはされていますけど、議会としての権限としては年齢を定めるということに

は、多分ならないのかなという気はしますけど。 

○委員長（山本浩平君） ほか、ございませんか。 

先ほど、大渕副委員長の方からこの場合は議長指名ということで、議長の発議によって行う

という、私どもの議会運営基準にのっとった形でよろしいのではないかという意見でございま

すが。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ほかにございませんか。無ければそのようなことで行いたいと思い

ますが、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） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、西田委員から出た意見なのですけれども、私もそういうふう

に考えている部分があるのです、実を言えば。ですから、どこで年齢制限を作るかということ

は別にいたしまして、附帯意見か何かでやはり一定の年齢なり示す年齢ではなくて、年齢によ

って元気な方もたくさんいらっしゃるわけだから、議会も 70 になったって 80 になったって出

れるわけです。それなのにこっちが枠をはめるというのはちょっとあるかもしれませんから、

推薦の時にやはりやり方としては、私はその場で例えば一人でも反対したら選挙になりますか

ら、そういうことはこの場合は避けた方が良いのではないかと思うのだけれども、ただやっぱ

り年齢については十分町側で検討していただきたいというようなことを口頭で議長が言うか、

文書で出すかは別にしまして、議会の意志はそういう所はありますよという所は伝えた方が良

いのではないかと思うのです。だから、何歳になったから駄目だとか良いとかではなくて、私

もやっぱりおおむね一定の年齢になったら考えた方が良いのではないかと思いますので、そう

いうことはやっぱり議会としてはお話しした方が良いのではないかと思うのですよ。その上で

この場合は指名推薦で決めていくと、そういうことがないと何でもかんでも指名推薦で全部良
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いということにはなりませんので、そこは口頭で言うか文書で言うかは別にいたしまして、そ

ういうことをきちっとした方が良いのではないかと思います。あらゆる部分で、これだけでは

なくて。審議会の委員だとか含めて。 

○委員長（山本浩平君） 今、大渕副委員長からそのようなお話しがございましたけれども、

皆さんお諮りしたいと思います。また、先ほど西田委員の方からお話がありましたけれども、

何かご意見もあれば参考までにお伺いしたいなと。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、大渕副委員長から言っていただいた意見、大変ありがたいなと思

って、そのとおりぜひ賛成させていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど、副委員長の方から出ましたけども、この指名推薦の方法を

取るためにはということで、ちょうど裏に書いていると思いますけれども、この中ぐらいです

ね。一人でも指名推薦の方法に異議を唱える者があるときは原則にかえり、投票によることと

なるということでございますので、議会としてはこの指名推薦の方法を取るとすれば、異議を

唱えないような方法というのを、各会派で調整をしていただかなければならないということに

なっていくのかなと思いますので、その辺のことにつきましては十分会派の中でお伝え願いた

いと思います。また、委員外議員の方もよろしくお願いしたいとうふうに思います。 

先ほどの大渕副委員長のお話しですけども、附帯意見として付け加えた方がよろしいですか、

その年齢制限等ということについて。違う形で申し出をするということですね。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、議会側の議案だということであれば、議会が議会に言

わなければ駄目になるのだけれども、基本的にはそういうことで少なくとも行政側の意見を聞

いて、議会だけでこれを全部決めているわけではございません。行政側の意見を聞いてこうい

う名簿のなっていると思うのです、現実的には。ですから、大変でしょうけども、正副議長な

り議長でちょっと審議会の委員も含めて町ははっきり言っているのですよ、そのことは何度も

私聞いていますから。答弁で言っているのですよね。女性の比率を上げるだとか、年齢は一定

限度まで行ったら再起しないだとか言っていますから、ですからその旨徹底するように正副議

長でこのことだけではなくて、審議会の審議委員だとか、公的なものにつく場合については、

そういう配慮をしてほしいという申し入れをしていただくというようなことは、議長いかがで

すか。このことだけでいうとおかしくなるから、公則そういうもの全てについて言っていただ

くというようなことでいかがですか。 

○委員長（山本浩平君） 議長、お願いします。 

○議長（堀部登志雄君） 今、皆さんそういう意見であればこれは当然、今までもいろいろこ

の中で人事案件時必ず出て来るこういう思いなのですよね。だから、そういう面でお話しする

ということは、これはやぶさかではないと思いますので、その旨申し上げたいと思いますが、
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それによって今回やるこの選挙をやるとかやらないというのは別にして、それとは関係なく一

応前段で向こうの方に申し入れておくということは、それは申し上げていきたいという具合に

思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長、よろしいですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、良いです。 

○委員長（山本浩平君） 今、議長の方からお話しございましたけども、そのような形で申し

入れをしていきたいと思うということでございますが、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） 暫時、休憩といたします。何かご意見ありますか。 

休憩 午前 １１時４１分 

  

再開 午前 １１時５７分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

お話ししたように、いろいろ諸問題が皆さん、共通の問題を認識されているということです

ので、今後の展開としては、やはり議会側として議長、副議長が町側に申し入れをするという

ことで、今回はこの指名推薦につきましては、粛々と行われるということで、皆さんご理解を

いただければと思います。 

それでは、12 時になりましたので、暫時、休憩をいたします。 

休憩 午前 １１時５７分 

  

再開 午後  ０時５９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、議会運営委員会を再開いたします。 

それでは次（８）、議員の派遣承認について。局長、説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 別紙のとおり、承認１号がついてございます。裏に６月までに

予定されている研修等でございますが、３つほどあげてございます。全国の議長、副議長研修

会、これについては副議長。それと管内の定期総会と道の議長会の定期総会、議長ということ

で、３件の派遣をかける予定です。以上です。 

○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） それでは続きまして（９）番、予算等審査特別委員会の設置につい

て。局長、説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほど説明ありましたように、新年度予算 14 件、８号から 21

号までと、予算関連議案が 14 件ございます。22 号、23 号、25 号から 35 号、それと 38 号の 14

件でございます。これにつきましては、議会運営基準の 22 ページ、１回開いていただきたいと

思います。22 ページの 13 番です。当初予算に係る審議は、議長を除く議員全員による予算等
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審査特別委員会を設置して審査を行うものとし、総務文教常任委員会の正副委員長が当該正副

委員長の任を務めるのを例とするという規程がございまして、議会運営基準では議長を除く全

員による特別委員会設置ということになってございます。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） この点について、何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、よろしいということで次にまいりたいと思います。 

 10 番、付託案件の審査について。お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 予算等特別委員会につきましては、一応３日に説明終了後に設

置する予定でございまして、予算の審査につきましては、17 日月曜日から 19 日水曜日の３日

間を予定しております。先ほど説明しましたとおり、予算議案合わせて 28 件でございます。委

員会報告は 21 日にする予定となってございます。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。続きまして 11 番、意見書、要望書等の取り扱い

についてでございます。局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、意見書につきましては、先日 21 日分の保留にしました

２件でございます。意見書案第６号と意見書案第７号でございます。それぞれ修正、訂正され

た案が出てきておりますので、基本的には前回お読みしておりますので、今は省略でお願いを

いたしたいと思います。それと、要望書につきましては、21 日提出しました後、陳情書が２件

来てございまして、それの取り扱いを協議願いたいということでございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、まず意見書の方なのですけれども、全文読むのは省略い

たしまして、どの部分がどのように変更になって出されてきたのかということで、提出者の方

にお尋ねをしたいと思います。まず１つ目、バイオマス推進基本法の制定を求める意見書でご

ざいます。公明党の氏家委員の方から提出になっております。 

公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前回、皆さんの方からちょっと指摘を受けた部分を削除したいと思い

ます。中断からちょっと下の方にあります、石油脱却に向けて鍵を握っているのが代替燃料と

してのバイオ燃料ですと。この代替燃料としてのバイオ燃料ですという部分がいろいろな部分

として取られかねない部分があるということで、その下に石油産業社会に変わるバイオマス産

業社会をも展望し、食料との競合問題での問題をも含めてということで、ご理解をしていただ

けるのではないかと思いますので、その石油脱却に向けて鍵を握っているのが代替燃料として

のバイオ燃料ですという、この１行を省いた中で提出したいと思います。そして、もう１件共

産党さんの方からご指摘のあった、バイオマス日本総合戦略について調べてみたのですけれど

も、ちょっとなかなかどういったものなのかということが出し切れなかったものですから、そ

ういった政府の進める戦略の中の１つとしてあるということは間違えないことなのですけれど
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も、その内容が確保しきれなかったものですから、その点についてご指摘があれば、もう１度

皆さんのご意見をいただければと思います。 

○委員長（山本浩平君） 訂正されている箇所の説明がございました。皆様方からご意見をお

伺いしたいと思います。いかがでしょうか。特に前回質問がございました日本共産党さんはい

かがでしょうか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） バイオ燃料の件はわかりました。バイオマス日本総合戦略のこと

については、そういうことであれば。ちょっと中身がわかれば良いかなと思いましたけれども

仕方がないです。 

○委員長（山本浩平君） ほかの会派の皆さん、いかがですか。 

新政クラブさん、どうでしょう。 

○委員（近藤 守君） これで結構だと思います。 

○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（及川 保君） 私の会派としましては、削除の部分がございましたので、これについ

ては了解をいたしました。 

○委員長（山本浩平君） 新風も賛成でございます。 

委員外議員の前田議員、どうでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 同意します。よろしいです。あと、バイオマス日本総合戦略の

部分について、資料があればあとで提示していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 同じ意見が出ておりますので、その辺の所、もう１度お調べをして

いただければというふうに思います。これは、全会一致ということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、２番目でございます。地球温暖化対策の強化に関する要

望意見書案。 

日本共産党、大渕副委員長の方から説明を願います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 記の２の部分ですけれども、そのとおりだということで、棒線の

部分削除。そこに年度別の具体的な数値を明らかにし、大幅な削減目標を掲げ云々と、こうい

うふうにしたいと。記３、これは、各企業は自主規制しているのですね、今この問題について

言えば。それで、自主規制だけではだまだということもあって、こういうことになっているの

だけど、そこで自主規制を強化しつつというのをここに入れて、温暖化ガス云々というふうに

いたしました、排出量を考慮すると。それから５番目、これについては、書き直すのがなかな

かあれですのでカットしました。商品や施設の省エネ促進とともに、生活スタイルや経済活動

の改善をはかることというふうにいたしまして、そこは全部カットいたしましたので、そうい

うことであります。 

○委員長（山本浩平君） それでは。お尋ねをしてまいりたいと思います。 
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新政クラブさんいかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） よろしいです。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 異議ございません。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風クラブも異議ございません。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風は、大変ご配慮賜りましたので、各ここにつきまして賛

成をさせていただきます。 

委員外議員の前田議員、いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 賛成です。 

○委員長（山本浩平君） それでは全会一致ということで、確認をさせていただきます。よろ

しくお願いをいたします。 

続きまして、要望書の取り扱いにつきまして、ご意見を伺いたいと思いますが。 

○事務局長（上坊寺博之君） 既に前に送っていますので、きょうはお配りしておりません。 

○委員長（山本浩平君） 基本的には参考配布ということでございますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では参考配布ということで取り扱いをさせていただきます。 

それでは（12）番、第１回定例会の会期につきまして。局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会期の件でございますが、一応予定としては２月 28 日から３

月 21 日までにしてございます。別紙案を付けてございますが、あとで協議いただきたいと思う

のですが、基本的には先ほど言いましたように、17、18、19 と予算審査特別委員会でございま

して、21 日には審査報告等しまして終わるということなのですが、５ページ、６ページ、７ペ

ージ見ていただければわかるのですが、今の案でいきますと、ほとんど審議事項がございませ

ん。ただ、町側が追加議案あるかどうかといういのはまだ未確定でございますが、これをどう

するかという部分をあとで議論いただきたいなと思っています。一応、従前であれば予算審査

３日間で上がるのですね。ですから、最終日 19 日、終わってから委員会報告して終わるという

ことであれば、選挙第１号以降を初日１日目に持ってくれば 19 で終わるかなという気がしてお

りますので、あとで議論いただきたいと思います。それと、一括議案でございますが、１ペー

ジ目の町道の認定・廃止。これについては従来より一括議案、一括議決でございますので、こ

のようにさせていただきたいと。それと、次のページでございます。後期高齢者医療に関する

条例から議案第 21 号の国民健康保険病院の会計まで。予算関係条例でございますので、これも

一括提案ということになります。一応そういうことで、日程等の議論いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） 定例会の会期について、今ご説明がございました。皆さんにお諮り

をしたいのが、21 まで持っていくかどうかということです。 
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○事務局長（上坊寺博之君） ６ページの日程第 20 以降、意見書案まで５件なのですね。こ

れを第 1 日目に持っていくと、通常ですと 19 日で本会議上げることが可能ではないのかと、今

のところは判断しております。ただ、予算等審査特別委員会が従来３日ですよね。それを十分

かけるというのであれば、この案のとおり 21 日の午前中まで予備日見たら良いくらいかなと思

っています。実際 21 日の日程第 19 から 24 まで審議しようとすれば、1 時間も多分かからない

かという気がします。ただ、１件１件賛否諮りますので、読み上げるまでにかなりかかります。 

○委員長（山本浩平君） 今、副案として局長が申し上げたのは、第１日目に日程第 20 から

第 24 を持っていけば早めに終われるということなのですが、どのようにお取り扱いをすればよ

ろしいでしょうか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 多分、一般質問はこれで全部計算すると議長を除いて８人の５人

だから 13 人はやれるという格好になりますよね。４人４人でやれば。だから、一般質問はずれ

込むということはほとんど考えられないということはあると思います。ただ、追加議案の関係

が、大幅なものは無いだろうけれども、追加議案は十分考えられるでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今のところは無い。ただ、わからないですね、こればっかりは。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私の全くの個人的な意見で言えば、21 日まで取った方が楽にでき

ますから、詰めてやらなくても良いから、21 日まで取った方が良いのではないかと思う。ただ、

終わる可能性は十分あると思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、この間の議会改革で皆さんから項目取ったときには、予

算決算の審査を十分という案もあるのです。そのような形で予備日ということに今の所はした

のですけども。ただ、従来も２日半で上がってしますのですね。今後の日程は、予算審査の日

程は別にしても、町側が示しているのはこれでもらっていますから。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） とりあえず、この予定どおりにしておいて、最終日を早めに終えると

いうことであれば、予定変更というのは難しいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 縮めるためには休会をどういうふうに取るかなのです。例えば

14 日の一般質問終わると議長は休会宣告しなければならないのです。ですから、19 まで上げよ

うと思えば、予算審査終了までという取り方と、19 日までというとどうしても 21 日まで開か

なければならない。21 日まで組むか組まないか。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、大渕副委員長の方からありましたけど、私も予定どおり、この案

どおりにやった方が良いのではないかというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、お二方の会派からは予定どおりで進めた方が良いのではないか
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という話しでございます。 

参考までに議長、いかがでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 予定 21 日までということですので、特に時間が無いから無いから

と途中で出てしまっても、ちょっと感じあまり良くないので。というか、皆さんに十分議論し

てもらうということで、21 日まで予定どおりやった方が良いと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長の方からも参考意見をお伺いいたしました。どうでしょう、大

方 21 日、予定どおりという意見が多いのですけども、公明党さん、どうでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 21 日までの予定を入れておくというのは、僕もそれはそれで賛成なの

ですけれども、１日目に第 20 から 23 をやるということは、では含めなくても良いということ

なのですか。この日程どおりやるということですか。 

○委員長（山本浩平君） 日程どおりやるということです。事務局としては何かありますか。

その後の予定だとか、こうしてもらいたいみたいな。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にございませんが、最終日が順調にこういうふうにいくとし

たときに 10 時開会して、例えば 40 分くらいで終わってしまうと、そういう状況は出てくると

思います。ただそれだけです。それであれば５分、10 分かかるやつを１日目に持ってくれば、

19 日例えば終わりが４時頃に終わったとしても、すぐ本会議開いて報告をしてしまえば、そこ

で終わるという、ただそれだけなのです。実際に今の案件からいうと十分可能なのですよね。

ただ、今課題として提案されているように十分審議ということであれば、３日間取っていても

31 日本会議開いて、すぐ休会して委員会入っても構わないですから、いかようにでも今のまま

ですと、例えば予算審査が伸びても対応もできると。 

○委員長（山本浩平君） 無理なスケジュールは組まずに予定どおり行うと。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、そのようにしたいと思います。全会一致ということで、よろ

しくお願いをいたします。 

続きまして 13 番目、全員協議会の要請について、局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、表題が間違っております。委員会の委を削ってください。

全員協議会の要請でございます。定例会の会期中に行っていただきたいということで、町民課

から合わせて４件来ています。１つは、後期高齢者の医療の制度について。国保特定検診につ

いて。特定保健指導について。それと、町単独医療制度についてということで、これは全て今

回の議案一括して付託される予算審査に回る議案なものですから、もしか受けるのであれば最

初の方でやっておいた方が良いかなと思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 局長、時間的にはどれくらい見ているのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２時間くらい。結構ボリュームがあって、議案事項になるもの

ですから、事前に理解していただくようにご説明をしたいということです。今の予定では１日
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目にみているのですよ。 

○委員長（山本浩平君） 今の予定では１日目、28 日に行いたいとうことですね。その方がよ

ろしいと。それでは、１日目の 28 日に受けるということでどうですか、皆さん異論ございませ

んか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのようなことにしてまいりたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

14 番目、本会議閉会後の懇親会について。今回は町側主催ということでございます。説明お

願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 総務課の方から毎年恒例で行っております、３月定例会が終わ

りましてから、課長職、理事者含めて懇親会ということを予定しております。まだ場所、具体

的な内容は未定ですが、一応総務課長の段階では例年のようにやりたいという話しを承ってお

りますので、その部分の報告です。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね、この件につきましては。まだ場所だとかは未定だ

ということでございます。特に議員会の方からの手伝いはいらないということですよね。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） きょうの２番目の議題。通年議会の試行に伴う自治法第 180 条の専

決処分につきまして。局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） これにつきましては、前回の議運でも説明申し上げましたとお

り、今３月定例会を、通年議会はおおむね条例化はまずできないだろうなという判断しており

ますけど、通年試行していくのであれば、必ず専決処分の議論をしていただかないと、実際に

は３月 31 日には支障が出るという部分がございますので、試行はまだ決まっておりませんけど、

それと合わせて議論いただきたいと。多分、21 日で会期を延長して５月末まで延長するという

ことになったら、当然３月 31 日休会中でございますので、その部分の町側の議案として出され

ないという支障があるということでございますので、その議論をいただきたいと。きょう、お

持ちでなければやいてきますけど、確認を。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩をいたします。 

休憩 午後 １時２６分 

  

再開 午後 １時３３分 

○委員長（山本浩平君） 再開いたします。 

ただ今配られた資料は、白老町長の専決処分事項の指定に関する条例というのを１枚と、あ

と他の市町村の自治体の専決処分に関する事項について、インターネットか何かで引っ張った

参考資料として配布をしております。専決処分の件につきましては、いろいろと今までも議論
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をして参ったのですけれども、今回通年議会に伴う 180 条の専決処分についての皆様方に再度

確認という意味できょう、議題に上げておりますので、フリートークにしたいと思います。い

ろいろとご意見があると思いますので、暫時休憩いたしまして、フリーでお話をしていただけ

ればと思います。 

休憩 午後 １時３４分 

  

再開 午後 ２時１２分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

４日に意見調整を再度行うということにいたします。 

続きまして、その他につきまして。局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から１件ございます。今、お手元の資料をお配りしたい

と思います。 

21 日に議論あったところなのですけど、本会議の説明員の関係で質問が出ていたと思います。 

一応確認をしておきたいと思いますが、流れとしては 18 年の６月で地方自治法の一部改正が

ございまして、説明員の出席義務も直ってございます。その中の重要な部分は、議会の審議に

必要なという部分が加わったのですね、明確化にされたということで。 

これはなぜかというと、第 28 次地方制度調査会の中で議論も出ておりまして、従来踏襲型の

議会は、要するに執行部が何も関係ないのに通例として出席していたという現状がございまし

て、それを廃止して議員同士の議論を活発化しなさいと。説明のため必要でなければ逆を返す

と出席要求できないということなのですね。ですから、必要な場合に限って、必要要求をされ

るような規程を整備したということなのです。 

これは、その当時の地方自治法の改正の趣旨。道議長会からも流れてきている趣旨でござい

ます。それで、18 年の６月の法改正でございまして、18 年 11 月 25 日に法が施行されておりま

す。そのことから、定例会はそのままでいきましたけれど、年明けの臨時会からは、本会議の

説明員は関係ない部署の方々は入ってもらっていないです。入ってもらっていないことに議運

の中でいたしました。ですから、去年通年試行していましたから、臨時会２回しかございませ

んでしたけど、臨時会には必要最小限しか入っていないはずです。それと、19 年の６月議会か

ら、通年議会の試行をいたしまして、６月 19 日から８月 24 日までの会期を取ったところです。

厳密には８月 31 日まで取ったのですけども、今回と同じように早まって 67 日間にしたと。そ

のときの議論に、通年議会試行していくために、最終日に閉めなければならないという問題が

ありまして、最終日の議案を持たないと開けませんので、どうするかという議論の中で、最終

日の議案は議会関係の議案を審議しましょうと。例えば意見書、委員会報告書を通常の定例会

でやるのを繰り上げてやりましょうということにいたしました。 

そのことから、最終日の閉会日の説明員、前回の 21 と同じなのですが、21 の議案について

は当然議会関係の議案であるから、説明員の出席は求めないという形の中で６月の試行からず
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っと来られていました。８月の 24 日に閉めたときには、副町長と総務課長は入っていたかと思

いますけど、ほかの方は入っていなかったと思います。それで、９月議会では、通年試行して

おりませんので、町の議案と議会の議案が混同しております。 

ですから、町の議案当然最初審議ですから、町の議案審議終了後は休会を宣言したあとは、

説明員は退席しても良いですよということに、１年前から流れでしてきているのですね。 

ですから、初議会のときもそうだったと思います。挨拶して、議会の選挙やる時には全員退

席したと思います。 

そのような中で進めて来ていまして、これは１月、６月、９月こういうふうな流れで決めて

きているのですね。正式には８月ぐらいでしたか。８月、９月の最後の定例会入る前にこうい

う形でいこうという再確認をしているかなと思います。 

それで 20 年の２月、この間ですけど、正式に今まで１年間で踏襲してきた部分を、議会運営

基準を変更したということでございます。一応、この間議論がございましたので、私からは・・・。 

議長が今後議運の中でという話しをされましたので、今までの流れだけちょっとご説明申し

上げました。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 先般の議会の中で、同僚議員の方から町側にも本来聞いておいてい

ただきたいような意見書等もあるのにもかかわらず、町の出席が無いというのはいかがなもの

かという問題提起がされました。その件について、その場で審議するものにはちょっと馴染ま

なかったものですから、議長の方から議会運営委員会等で討議をするというようなお話しでし

たので、流れもありますので、確認とそういったご意見も前回あったわけですから、それをど

う皆さんとらえるかというようなことで、それぞれ意見を申し述べていただければと思います。 

この点について、いかがでしょうか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） この流れが非常に理解できました。それと、２点ほどお聞きしたいの

ですけど、例えば各常任委員会の報告、これは同僚議員の発言の中でもありましたけども、こ

の報告そのものが町側に対してきちっと反映されるような形が取れるのかどうか、それがまず

１点と、というのは議会としての調査した結果、いろいろありますよね、町側に対して要望な

り意見なりあると思うのですけども、そのものがきちっと町側に反映されるのかどうか、そう

いう退席して、文書だけ残っているのではないのかなというふうにとらえたものですから、そ

れがまず１点。とりあえず、この状況をお聞かせいただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、去年の６月議会でそういうように決めたのですが、

前回は副町長と総務課長が入っていたと思います。ただ、今回正式に議会運営基準決めました

という通知をしていますので、その段階ではそういうように考えますと。ただ皆さん聞いてい

ないわけではなくて、ここには関係する課長さん方控えていたと思いますし、当然本会議です

からメールの中で流していますし、当然町長も副町長も知っていましたし、やっている風景は

自席で見ていたと思います。 
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○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） そういう状況はあったとしても、議会との意思がきちっとまちの町側

に対して反映されるなどうかというのは、我々一生懸命やってきた上での報告であるわけです

かすから、何だかの形として理事者からの一人でも二人でもきちっと聞いているという状況も

必要ではないのかというのが、この間の先般の同僚議員の発言だったと思うのです。その方向

が今後取れないのかどうか、全くこれからそうしますよと、説明員は席を外した中で、議会だ

けの中で単なる議員に対して報告するような形になるのかなというような、私の今率直に思っ

ている疑問なのですけども。そのあたりはどうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 先般のこの議会運営基準の変更の中に意見書委員会報告などという

ことで、審議の中で行う場合は説明員の説明を求めないということで、一応これに関しては皆

さんの同意を得て変更ということになったわけなのですよ。この辺を再度また変えるかという

ことになりますけども、その辺も含めて議論をしていかなければならないのかと。  

及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、弾力的なその運用はできないと、もう説明員は入れないのだとい

う形で行くという認識でよろしいですか。 

○委員長（山本浩平君） その辺も含めて皆さんにお尋ねをしたいと思ったのです。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 町側が必要であれば、それはいくらでも入れるのですよ。入るの

は自由ですから、来て聞くのは何ぼでも構わないということです。 

ただ、我々は説明員を求めないというだけの話しですから、説明する場がないわけですから、

だから説明員を求めないと。 

町側が、これは議会対応でどうしても必要だとなったら、町長が来るかもしれません、副町

長が来るかもしれかせん、担当が来るかもしれないのです。だから、この間入っていたのです。 

あのときは三國谷副町長と総務課長の誰かが入っていたでしょう。入るのが駄目だといって

いるわけではない。こっちが要請をしていないというだけなのですよ。そこは、誰々さん出な

さいというふうに言うのかどうかという、そこになれば変えなければ駄目だから、今は説明員

の方は説明するとき意外は、どうぞ職務に専念してくださいと。 

通年議会になったらいろいろと忙しいことがいろんなことがあると。だから地方自治法も改

正になって、それで良いということだから、そういうふうにしてくださいと。あとは必要であ

れば常任委員会の報告は議長にしているわけですから、町側に必要であれば向こうに行ってい

るのかどうか、それは、我々は議長に出すわけだから、そのあとのことはわかりませんけれど

も、現実問題としてはみれば、ここに書いているとおりのことだという、出席要求をするかし

ないかというだけなのです。要するに向こうは出入り自由だけど、我々は説明員以外は出席要

求していませんと書いている。それをこの間、議論したのですよ。そこは、間違わないでいか

ないと、出席要求するとなれば、またちょっと違った形になってしまいますから、どうなるか
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はわからないけれど、そういうことだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） これは、そのとおりなのです、わかるのです。今回、説明員のいない

中で初めての状況だと思うのですね。議会選挙とか、そういうのはいませんでしたけど、あの

時は間違いなくいなかったのですけど、今回委員会報告の中でいないというのは多分初めてだ

ったかなとは思っているのです。この状況を踏まえての私の意見もこうやって決まったのです

けども、どうもこの意見が町側に届くのかなという思いが非常に疑問に感じたものですから、

きょうの意見になったものですけども、これからの多分そういう形になっていくのかと思うの

ですけども、ちょっと心配というか、そういう思いは実はあるということで伝えていただきた

いと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかは皆さんどうですか。 

公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は今回の委員会報告等々について、理事者側がいなかったからまず

いのではないかとか意見の反映ができないのではないかという話しが出ていましたよね。僕は、

逆にそこに理事者側がいたときに委員会報告をして、その報告に対して理事者側というのは聞

いているだけになると思うのです。その前にいろいろな説明を受けて、そして例えば調査をし、

その報告をします。それ以前には委員会の中で揉んで、どういったことを報告書に反映してほ

しいとか、反映すべきだとか議論を尽くした中での報告書ですよね。僕はそういうふうに思っ

ているのです。そこで、報告したことに対して、例えばこういう疑問がある云々という話しに

はならないと思うのです。ですから、そういう面では、本当に必要であれば報告書を提出する

前に、そういったものが必要になってくるような気がするし。ですから、今回みたいな本会議

の中で決められた議会運営基準の中で決められた形の中での意見書または委員会報告などを取

り上げる場合は、この形の中でしかできないのではないかなと私は思っています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、氏家委員の、全くそうだと思います。今回の私がそう感じた総務

文教常任委員会とって言えば、当然まちとの議論を交わしました。その結果も当然報告してお

ります。しかし、まちの説明を受けた議論した中で、さらに総務文教常任委員の中で活発な議

論もいたしました。そういう意見も実は入っているわけです。そういう中からすると、委員会

だけで説明員入れない、担当職員を入れない中での議論も当然入っているわけですから、その

部分については全く町側に対してはあまり、部分的には入っていますよね。議論の中での結果

を踏まえての委員会報告でしたから、それは入っているのですけれども、そういう部分がちょ

っと若干心配かなという部分はあったわけです。そういうことなのです。 

○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） 運営基準、前回決まっていますので、前後の議論は別にして、

今、大渕副委員長お話しした、裏を返せばそういうことですけれども、ケースバイケースでそ
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ういう意見も出てくるので、それは１つの運用の仕方になってくるのかと思うのですけど。話

していますけど、先ほど出たのは議長が本会議の中で、議運で検討しますと答えたのです。議

長の中の見解がどうなのかという部分で決まってくるのかなと思うのですけれども。議長が本

会議で同僚議員の中で、ここ３項の部分の思索を求めないってなっていますけども、あの時に

ここに理事者がいないのにどうなのだろうといったときに議長が議運の方に諮って、また検討

しますと答えましたよね。だから、その時の議長の考え方が、これでいくならこれでいくとい

う考えなのか、多少議長としての権限の中でやっぱり理事者がいてもらって、聞いてもらった

方が良いあるいは報告する担当課長ぐらいはいてもらって良いのではないかという、そういう

考え方を持っているのかどうか、それで整理がつくと思うのですよ。ここでこうやったって、

議長がそういうこと言っているのですから、議長としてどういう考えなのかと思うのですけれ

ども、その辺が先かなと私は思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、議題になっております、この説明員をできるだけ少なくという

か、これから通年議会を施行する中で基本的には今までのことについて理事者の方との話し合

いの中で、通年議会は良いでしょうと。 

ただしその中で理事者の方に今までより以上負担、平たく言えばしょっちゅう議会対応に費

やされるより、できるだけ費やされないような形で議会の方でチェック機能を高めるために、

議員同士でどんどんやるのはおおいに結構と、そういうような形で議会の資質、議会機能をど

んどん上げていただくのはおおいに結構だけれども、それに伴って役場の方の職員、行政の方

が極端に仕事多くなるようであればその辺は問題があるのではないですかというような趣旨の

話しもございました。 

そういう中で今回議会だけの問題で、議案の無い中で、議会本会議を開くという中で、説明

員は必要ないと。議会だけでやれと委員会報告だけということなのものですから、僕はいなく

て当然だと思っていたのです。 

ただし、その経過をたまたま同僚議員は５年、４年のブランクありますから、今までの中で

は必ず議題があって、議案があって、委員会報告ですから必ずいるのです。それがいなかった

もので、特に違和感を感じて僕に言われたと思うので、そういう面では質問した人もそうだよ

な、何か自分達だけでやるにはちょっと違和感があるなと。まだ馴染んでいないなと思うもの

ですから、そういう思いも私は一理あるなという具合に感じたので、やはりこれからは通年議

会を施行していく中で、ああいう委員会というのは、これからどんどんやっていかなければ、

我々は一生懸命やって、その度に理事者を呼んで、向こうの仕事を邪魔、滞るようなことがあ

っては、これはちょっとまずいと思うので、そういう面では議員同士で議論して、どんどんや

って、そして委員会報告も例えば総務が報告したら産業厚生の方がどういう経過でこうなのだ

ああなのだと議論はおおいにやって結構だと思うのです。 

だけど理事者側にいて見て、大事なことだから聞いていろというような形でいきますと、や
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っぱりちょっとそこの所まで理事者に質問するわけでも何でもないから、それは理事者だって

十分その辺は議員だけで何をやっているのだろうと思って聞き耳を立てている分も多分あると

思うので、そういった面では議員同士でやるときは、理事者は理事者でそっちまで出席要請を

かけて固定しておくということは、私は今後もやるべきではないと思うし、やはり、文書は議

長の所においておくわけではない、そっちへ送付して、発表する内容というのは全部そっちへ

行っているわけですから、次の何かやるときにはそれを十分参考にした上で今までもやってい

るだろうし、今後もそういう形でやろうと思うので、やはりここで出されているこういう問題

については、きちっとこれを議員の中で決めたことですから、議員の中で決めていて本当に古

い議員さんがもしああいうこと言ったなら、あなた何を言っているのですかということになる

のですけども、そうならなかったと、やはりぱっと入って来て経過わからないと、ちょっと違

和感あると思ったもので、私はそういう判断でいたものですから、今こうやって議論していく

中では、ぜひそういう我々議員同士で多く議論して、その結果を行政の方に議会としてはこう

考えているのだというようなことをぶつけていくようにした方が、より逆にいて気兼ねしいし

い顔色を伺って議論するより、いない所で十分議論してやる方が私はある面で良いなという具

合に思っています。ただ、取り留めの無い話でしたけども、本会議で出た意見書については、

そういう思いで私は聞いて答弁したということで、一つご理解いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田議員、よろしいですか。 

この点について他に意見がございます方。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 委員会報告というのは、各担当課に今までは出席していれば机の

上に置いたのだけど、これは我々が出しているは議長に出しているというのは、百も承知です

けど、担当課等々には行くものなのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今は、議案関係は配布していないのです。インターネット上で

全て載せるのです。載せて自分が必要なものは取るのです。ですから、課長さんは議会関係の

ものは、多分取っていると思います。取っているかどうかは確認していませんけど。ただ、議

会で審議されて全部上がったものは、議決書として通知されているのです、町側に。ですから、

委員会報告書も含めて町側には議長名で全部議決結果は行くのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ということは、例えば一般質問で、何月何日の時に我々何を常任

委員会で、こういうことを意見具申していると、町はどういうふうにやったとかというふうに

聞いても相手は、それは見ていないからわからないと、そういうふうにはならないということ

ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にはならないです。 

○副委員長（大渕紀夫君） だから、それは我々の常任委員会でこういう意見をしたのに、町

はどうやってやったのだという、こういう報告を出しているではないかというような質問をし
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ても、相手はそれを受け止めてきちっと答弁しなくてはいけないと。それは見ていませんでし

たということにはならないと。要するに議長が町長にきちっと議会全体のそういうものをただ

流しているのを見る見ないは勝手だから、そうではなくて正式にそういう形で議論をしても大

丈夫だということで良いですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、会議録も全文記録ですので、当然休憩取って話すことは最

小限ですので、当然記録にも残っていますし、それが公式ですから見ている見ていないは別に

しても、何月何日の総務文教委員会で担当課長がこう言ったということは言えるのかなという

気がします。 

○副委員長（大渕紀夫君） 同時にその結論、委員会報告でこういう報告を町に要請している

と。要請していればありますよね、こうやるべきだとか、それは我々はそういうふうに要請し

たのだけれど、町はどういう対処をしたかというふうに公式に聞いても問題はないということ

かどうか。担当を呼んだ時はそれはやるけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 構わないと思います。先ほども言ったけど、議会に上がったも

の全部議決謄本として町にいくのです。議案書であれ陳情書であれ、何であれ全部行くのです。

ですから、それは報告済みとして行くのですよ。ですから、町は知らないというのは見ていな

いということだけであって・・・。 

○委員長（山本浩平君） 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） それで、今の副委員長の話しですけども、そういうことは過去常任

委員会の中で取り組んで、こういう方向を示すべきだということについても、これは私委員会

ではなかったから知りませんでしたということには、逆にならないということですね。やはり

委員会として送ったことは議会の意思として言っていますから、そのあとから全く逆のこと言

って、こっち側がということも過去にはそういうこともやっぱりあって、それは過去でやった

ことだから、例えば。議会で委員会報告したことはある程度頭で残っているから、議会側とし

て言うときには、そこを十分考慮してこっちで言ったことを守れよと、だけどこっちで言った

ことにも責任はあるのだよということだけは、そういう認識でいるのですね。それでないとお

かしくなってしまう。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、委員会報告書はあくまでもチェック機能の発揮であって、

それは議会として意思表示はしますけど、逆に言ったら陳情書の採択と同じように強制力は無

いということなのです。ただ、道義的な責任とか、そういう部分は生じてきますけど、強制力

はないと。 

○委員長（山本浩平君） ほか、皆さんいかがですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） この件について、この間会派で会議を開いたときに、この間のどう
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だったかということもいろいろ検証していろいろ話し合いもしたのですけども、やはり今白老

町の場合は財政的な面が一番だったと思うのですが、随分スリム化を図っていますよね。各課

それぞれ多分１人ずつ減少になったりとか、いろいろこれから課長さんになる人たちも今まで

よりも業務の量がおそらく増えていくでしょうし、そういったことも鑑みた場合はやはりこの

議会運営基準の変更、そして地方自治法の改正した意味というのをとらえてやるのがベストで

はないのかという、うちの方の会派の意見としてはそういうふうにまとまりました。確かに例

えば委員長が常任委員会の報告を説明したときに、議員だけに説明して、後ろの課長さんやあ

るいは理事者がいないと何か、いわゆる張り合いという意味では欠ける部分もあるのかもしれ

ませんけれども、それはきちっと書類として伝わって、反映さえされれば何も問題ないことで

あるというふうに認識しますので、私どもの方は議会運営基準の変更というものを守っていく

べきであるという、そういう見解でございました。 

清風クラブさんからは違うご意見ですので、再度このように皆さんいろいろご意見出ていま

すので、調整をしていただきたいというふうに思います。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風としては、こういうような議論された中での決定だったと言うこ

とも含めて、きちんと説明をしておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、その他、ほかにはありませんか。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどの確認でございます。専決処分事項の町側に確認、さっ

き私もきちっと答えられなくて申し訳なかったので、国の補正予算とかもしかそういう部分が

あれば金曜日まで出していただければ、４日に調整して町側が出て来られるようであれば 30

分くらい説明してもらおうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） その他、皆様方からございませんか。 

無ければ本日の議会運営委員会を閉会いたします。どうもお疲れさまでした。 

（午後 ２時４３分） 


