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平成２０年第１回白老町議会定例会会議録（第１０号） 

 

平成２０年５月２６日（月曜日） 

   再  開  午前１０時０１分 

   開  議  午前１０時０１分 

閉  会  午後 ０時０９分 

                                         

○議事日程 第１０号 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 報告第 １号 専決処分の報告について 

（平成１９年度白老町一般会計補正予算（第１２号）） 

第 ３ 報告第 ２号 専決処分の報告について 

（損害賠償の額の決定について） 

第 ４ 議案第４５号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第２号） 

第 ５ 議案第４６号 平成２０年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ６ 議案第４７号 平成２０年度白老町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ７ 議案第４８号 平成２０年度白老町工業団地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ８ 議案第４９号 平成２０年度白老町臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ９  議案第５０号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第１０ 議案第５１号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

第１１ 会議案第 ２号 白老町議会の定例会の回数を定める条例の制定について 

第１２ 所管事務調査の継続調査について 

（総務文教常任委員会） 

    （産業厚生常任委員会） 

第１３ 委員会の閉会中における所管事務等の調査について 

    （議会運営委員会） 

                                         

○会議に付した事件 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 報告第 １号 専決処分の報告について 

（平成１９年度白老町一般会計補正予算（第１２号）） 

第 ３ 報告第 ２号 専決処分の報告について 

（損害賠償の額の決定について） 

第 ４ 議案第４５号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第２号） 

第 ５ 議案第４６号 平成２０年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ６ 議案第４７号 平成２０年度白老町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
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第 ７ 議案第４８号 平成２０年度白老町工業団地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ８ 議案第４９号 平成２０年度白老町臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ９  議案第５０号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第１０ 議案第５１号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

第１１ 会議案第 ２号 白老町議会の定例会の回数を定める条例の制定について 

第１２ 所管事務調査の継続調査について 

（総務文教常任委員会） 

    （産業厚生常任委員会） 

第１３ 委員会の閉会中における所管事務等の調査について 

    （議会運営委員会） 

                                         

○出席議員（１５名） 

  １番 本 間 広 朗 君       ２番 前 田 博 之 君 

  ３番 西 田 祐 子 君       ４番 及 川   保 君 

  ５番 山 本 浩 平 君       ６番 鈴 木 宏 征 君 

  ７番 玉 井 昭 一 君       ８番 近 藤   守 君 

  ９番 斎 藤 征 信 君      １０番 大 渕 紀 夫 君 

 １１番 土 屋 かづよ 君      １２番 松 田 謙 吾 君 

 １３番 熊 谷 雅 史 君      １５番 吉 田 和 子 君 

 １６番 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席議員（２名） 

 １４番 氏 家 裕 治 君 

                                         

○会議録署名議員 

４番 及 川   保 君       ５番 山 本 浩 平 君 

６番 鈴 木 宏 征 君 

                                         

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長    飴  谷  長 蔵 君 

     副 町 長     目  時  廣 行 君 

     教 育 長    白  崎  浩 司 君 

     総 務 課 長     岩  崎  達 己 君 

     経 営 企 画 課 長    高  畠    章 君 

     産 業 経 済 課 長    岡  村  幸 男 君 

     税 務 課 長    野  本  裕 二 君 
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     町 民 課 長    丸  山  伸 也 君  

     健 康 福 祉 課 長    田  中  春 光 君 

     行財政対策室長    山  口  和 雄 君 

     病 院 事 務 長    安  達  義 孝 君 

     出納課長・会計管理者     久  慈  幸 男 君 

     建 設 課 長    星       貢 君 

     水 産 港 湾 課 長    岩  崎    勉 君 

 消 防 長    前  田  登志和 君  

     上 下 水 道 課 長       辻     昌 秀 君 

     生 活 環 境 課 長    千  石  講 平 君 

     生 活 環 境 課 ウ タ リ 施 策 推 進 室 参事     高  野  末 保 君 

     学 校 教 育 課 長    本  間  勝 治 君 

     社 会 教 育 課 長    飯  島  博 光 君 

     子 ど も 課 長    渡  辺  裕 美 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 

     書 記    小山内   恵 君 
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◎再開の宣告 
○議長（堀部登志雄君） 本日５月 26 日は休会の日ですが、議事の都合により、特に議会を

再開いたします。 

（午前１０時０１分） 

  

◎開議の宣告 
○議長（堀部登志雄君） これより、本日の会議を開きます。 

  

◎会議録署名議員の指名 

○議長（堀部登志雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第 120 条の規定により、議長において、４番、及川保議

員、５番、山本浩平議員、６番、鈴木宏征議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。  

  

◎会期の決定 
○議長（堀部登志雄君） 次に、議会運営委員会委員長から５月 23 日開催の議会運営委員会

での、本会議の運営について協議の経過と結果について、報告の申し出がありましたので、こ

れを許可いたします。 

議会運営委員会山本浩平委員長。 

〔議会運営委員会委員長 山本浩平君登壇〕 

○議員（山本浩平君） 議長の許可をいただきましたので、５月 23 日に行った議会運営委員

会の経過と結果についてご報告いたします。 

第１回定例会は、通年議会の試行のため、３月 22 日から 69 日間の休会中でありますが、白

老町議会会議規則第 10 条第３項の規定により、休会中にかかわらず議事の都合により特に本

会議を開くこととしたところであります。 

本委員会での審議事項は、追加議案に対する本会議の運営の件であります。まず、総務課長、

経営企画課長及び議会事務局長から、その概要についての説明を受けた後、その取り扱いにつ

いて協議を行ないました。 

本定例会に追加議案として付議され提案された案件は、町長の提案にかかるものとして、専

決処分の報告２件、平成 20 年度各会計補正予算５件と、条例の一部改正の２件合わせて９件

であります。 

また、議会関係については、通年議会の本格実施に伴う「定例会の回数を定める条例」の会

議案１件及び閉会中の所管事務調査であります。 

白老町議会は、昨年の議員任期満了に伴う一般選挙から議員定数を 20 人から 16 人とし、議

員定数４人削減により改選を実施したところであります。 

議員定数の削減に伴うチェック機能の低下を補うため、議会の機能強化を図る制度として通
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年議会の導入を初めとした広報広聴常任委員会の新設による複数委員会の所属、議会報告会・

町民懇談会の定期的な実施及び政策研究会の設置等の制度の組み立てについて約１年半という

期間をかけて議論をしてまいりました。 

広報広聴常任委員会の新設など、一部の制度については既に条例の形成を行っておりますが、

通年議会については、昨年の６月定例会から導入に向けて現行制度の範囲内での試行を実施し

てきております。 

試行後１年間が経過し、その試行の検証により地方自治法第 180 条の専決処分の委任も議決

したことから、平成 20 年６月より「通年議会」を実施するための条例案について、議員提案

があったものであります。 

このことから、休会中における本会議の再開は、本日１日間とし、第１回定例会は、本日を

もって閉会とするものであります。 

以上、議会運営委員長の報告といたします。 

○議長（堀部登志雄君） 議会運営委員長の報告がありました。 

委員長報告に対し、何か質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これで委員長報告は報告済みといたします。 

                                         

◎報告第 １号 専決処分の報告について（平成 19 年度白老 

        町一般会計補正予算（第１２号）） 
○議長（堀部登志雄君） 日程第２、報告第１号 専決処分の報告についてを議題に供します。

提出者から説明を求めます。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 報告第１号 専決処分の報告について。 

地方自治法第 180 条第１項の規定により、議会において指定されている下記事項について、

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成 20 年５月 26 日提出。白老町長。 

記、(３)会計年度末における議決済みの町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の

補正をすること。 

(４)会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し

歳入歳出予算の補正をすること。 

次のページをお開きください。専決処分書でございます。 

専決処分書。 

地方自治法第 180 条第１項の規定により、平成 20 年３月 21 日議会の議決により指定された

町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。 

平成 20 年３月 31 日。白老町長。 
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平成 19 年度白老町一般会計補正予算（第 12 号）。 

平成 19 年度白老町の一般会計補正予算（第 12 号）は、次の定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額それぞれ 4,311 万 9,000 円を追加し、歳入歳出の総額の補

正を歳入歳出それぞれ 93 億 6,838 万 2,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。     

次に３ページでございます。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、記載のとおりでご

ざいますので、説明を省略させていただきます。  

続きまして、５ページをお開きください。第２表、地方債補正であります。地方債補正は、

記載のとおりでありますが、３月末における記載額の確定に伴います補正でありますことから、

専決処分させていただいたところであります。 

続きまして、６ページの歳入歳出事項別明細書でございますけれども、慣例により歳出から

説明させていただきますので、16 ページをお開きください。２、歳出であります。４款２項３

目火葬場費から 18 ページの 10 款２項１目学校管理費。ここまでは３月末に起債額が確定した

ことによります財源の振替に伴う補正ということで増減はございません。  

続きまして、18 ページの下のほうになります、14 款諸支出金、１項１目基金管理費でござ

います。これは、4,311 万 9,000 円の増額補正でございます。これは各種基金積立金 4,311 万

9,000 円。これは、財政調整基金の積立金として増額補正するものでございます。 

続きまして、６ページの歳入にお戻りください。１、歳入、２款１項１目自動車重量譲与税。

そこから 12 ページの 12 款１項１目交通安全対策特別交付金までは、各交付金等の額の確定に

かかります補正ですので、説明を省略させていただきます。 

次に 12 ページ、お開きください。12 ページの地方交付税でございます。１目地方交付税。

ここについて、ちょっとご説明させていただきます。補正額 6,622 万 7,000 円の増額補正とな

ってございます。この内訳としまして説明欄、普通交付税 2,867 万 3,000 円の増額補正となっ

てございます。そして、特別交付税 3,755 万 4,000 円の増額ということで、普通交付税の当初

予算ですが、30 億 4,000 万円。そして、実際の交付額でございます。これが 31 億 0,181 万 8,000

円ということで、当初予算に比べまして、6,181 万 8,000 円の増額となってございます。その

うち補正財源として 3,314 万 5,000 円使用しておりますので、実際には残額は 2,867 万 3,000

円と。それと次、特別交付税でございます。これが当初予算で２億 8,000 万。そして、実際交

付されたのが、３億 1,755 万 4,000 円ということで、当初比 3,755 万 4,000 円、この額が増額

ということで、合計しまして 6,622 万, 7000 円の今回剰余分を積み立てたということでござい

ます。積み立てたというか、地方交付税としてカウントしたところでございます。 

続きまして、22 款でございます。22 款町債、１項３目。この町債３目それと５目、６目、
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７目、これらにつきましては、３月末の額の確定によります減額補正でありますことから説明

を省略させていただきます。以上で説明を終えさせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま、提出者から説明がありましたが、この件に関して何かお

尋ねしたいことがありましたらどうぞ。 

10 番、大渕紀夫議員。 

○議員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。１点だけお尋ねをいたします。専決処分でやってい

るのですけど、起債だとか交付税の実質的に確定する日にち。全部同じではないと思うのです

けども、専決処分をしなくてはいけないという、もちろん今までもやっているのですけども、

専決処分しなくてはいけないという日にちなのかどうか。実際の確定の日にちというのは、何

日ぐらいなのでしょうか。３月の末とおっしゃるのだけども、何日ぐらいに確定するものなの

でしょうか。実際に議会を開くいとまがなかったという、そういう判断ができる日にちなのか

どうか、確定した日にちを教えていただきたいと思うのですけども。全部が同じでなかったら

構いません、こういうことだということで。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 正確な日にちというのは、ちょっとばらばらですので、いま

申し上げることはできませんけども、最終的に確定する日にちは３月の最終週、この日に集中

してございます。ですから、実際予算編成が９月末、10 月初めくらいから始まるわけです。そ

して、最終的に固まるのは、２月の中ぐらいまでには大体固めて印刷に入るわけです。その後、

確定するまでに３月末までに期間があります。ただ、そのときに、追加議案で上げられないか

という疑問もあるかなという思いもありますけども、実際に最終週に決まるということになり

ますので、そうなるとなかなか追加議案で上げることも、物理的に難しいかなと考えておりま

すので、そういうことで専決処分させていただいたということで、ご理解をいただきたいなと

思います。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○議員（大渕紀夫君） 大渕でございます。その件については理解をしております。ただ、専

決はなるべくするなというのは、国の方針でもありますよね。そういうことで、現実的に最終

週にならなければわからない。もちろん最終週で、このものを全部バランスとって出すという

のは不可能だとは理解できるのだけれども、現実的にそれは間違いなく専決処分でやらなけれ

ばできないのだというものがきちっとないと、やっぱり僕はまずいと思うのです。聞くところ

によると、専決処分していない所もあると聞いたことがあるものですから、そういうことで言

えば、当町の場合は努力をしてもなかなか専決処分で乗り切らなければできないというような

理解でよろしゅうございますか。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 特に起債の関係なのですが、これは起債の表にも書かれてい

るとおり、実は限度額なのです。実際、限度額以内であれば補正をしなくて良いということで、

他の市町村では、ビタビタ確定した額に合わせる行為をしないで、そのまま以内でということ
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で流すというのが慣例として多いようです。ただ、うちのまちは、今までから予算が確定した

らきちっと予算に反映させるべきだということで、そうすることにおいて議会にピシッとした

説明ができるだろうということで、ピタピタと合わせてきているのが現状です。そういうこと

から、うちのほうは専決処分でピシッと議会に報告するという行為をやってございます。ほか

のまちは決算でおわかりになるでしょうという、そういう考え方もあるようです。うちはそう

いうことで、専決処分しているということで、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは報告第１号は、これをもって報告済みといたします。 

                                         

◎報告第 ２号 専決処分の報告について（損害賠償の額の確定 

        について） 
○議長（堀部登志雄君） 日程第３、報告第２号 専決処分の報告についてを議題に供します。  

提出者からの説明を求めます。 

岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ページは報２－１になります。 

報告第２号 専決処分の報告について。 

地方自治法第 180 条第１項の規定により、議会において指定されている下記事項について、

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成 20 年５月 26 日提出。白老町長。 

記、(１)法令上、町の義務に所属する１件 100 万円以下の和解、調停及び損害賠償額の決定

に関すること。 

次のページをお開きください。 

専決処分書。 

地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、平成 20 年３月 21 日議会により指定された町長

の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。 

平成 20 年４月２日専決。白老町長。 

記、１損害賠償の額、金 26 万 2,962 円、２損害賠償の相手方は起債のとおりであります。 

次のページでございます。説明でございます。 

事故発生状況。 

１日時、平成 20 年２月 29 日、金曜日、午後１時 40 分頃。２場所、白老町字虎杖浜 434 の

14 地先。これは高速道路、虎杖浜第２跨道橋であります。高速道路を横断する橋でございます。

３当事者は記載のとおりでございます。４状況、平成 20 年２月 29 日午後１時 40 分頃、(乙)

車が、高速道路を室蘭方面へ走行していたところ、(甲)が管理する虎杖浜第２跨道橋（高速道

路建設時に(甲)が譲渡された施設）より雪の塊が落下してきた事故であります。５被害の程度、

(乙)車は、左フロントガラス及びフロントグリル部損傷であります。６損害賠償、本件は、(甲)
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が管理している施設からの落雪により発生した事故であることから、(甲)は(乙)に対して車両の

修理費等の全額を支払うことで示談するものであります。なお、損害賠償額については、全額

保険により補てんされるものである。 

最後のページでございます。事故現場の見取図が上のほうにございます。ちょっと字が小さ

いのですけども、この図面の中央、やや下に虎杖中学校があります。また、見取図の右側のほ

うの住宅地が建設されている所が山本養鱒場さんであります。上のほうに高速道路がございま

して、丸く囲っている部分が第２跨道橋。道路を横断する橋で人が通れる部分でございまして、

跨道橋という言い方をいたしますが、西側に進むと 500ｍほどで北海特産がある場所になりま

す。中央図面のやや下のほう、拡大図でございます。右側が苫小牧方面で左側が室蘭方面と。

相手の車が苫小牧から室蘭方面に進んでいる黒塗りでつぶしている車両でございますが、ちょ

うど跨道橋の真下にかかったときに、跨道橋から雪の塊が落ちてきて車に当たってしまったと。

拡大図がございますが、橋の断面図であります。ちょうど橋の端部に雪が積もるような形にな

ってございまして、普段は公団のほうで除雪等を行っていたところなのですが、当日は大雪が

あって順に雪を落とす部分を行ってきたところですが、不幸にも雪を取る前に雪の塊が落ちて

しまったという内容でございます。以上、報告第２号について報告を終わらせていただきます。  

○議長（堀部登志雄君） ただいま、提出者から説明がありましたが、この件に関して、何か

お尋ねしたいことがありましたらどうぞ。 

５番、山本浩平議員。 

○議員（山本浩平君） ５番、山本でございます。管理者が町ということで、公団さんが好意

で普段はこういったケースのときは除雪というか、雪はねをしていただいていると思うのです

けれども、たまたまフロントガラス、フロントグリル部分の損傷ということでございまして、

大きな怪我とか、そういうものはなかった事故ですからよかったと思うのですけれども、やは

り公団さんの好意に甘えているのではなくて、管理者は白老町というわけですから、やはり大

雪が降ったときというのは、町のほうで管理するということが必要ではないのかなというふう

にちょっと感じるのですけれども、この辺は町のほうが、こういう除雪等も兼ねて管理不可能

なのかどうなのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） お答えしたいと思います。通常時は今おっしゃったように、東日

本高速道路株式会社にパトロールをお願いして、簡易の状況についてはお願いしているところ

なのですが、今まで昭和 61 年以降、譲渡を受けて以降初めての事故でございまして、非常に

まれなケースだとは感じております。直接町がやろうとする場合には、高速道路を一時止める

とか、いろんな手続き的にも煩雑で複雑なことから、今後についても連絡をもっと密にはしよ

うとは思っていますけども、東日本高速道路株式会社に今までどおりお願いをした中で進めた

いと考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○議員（山本浩平君） わかりました。しかし、大事故につながった場合の責任問題になった
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ときに、これはやはり管理者というところに来るのかなと思うのですね。その点は一番懸念す

るところなのですけども、その辺も含めて連絡を密にされて、そういう状況が発生しそうなと

きはやっていただきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 星です。おっしゃられたように状況を見ながら、特に大雪の日な

どについては直接出向くなどして対応していきたいと思っております。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 報告第２号は、これをもって報告済みといたします。 

                                         

◎議案第４５号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第２ 

        号） 
○議長（堀部登志雄君） 日程第４、議案第 45 号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第

２号）を議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 議 45－１でございます。議案第 45 号 平成 20 年度白老町

一般会計補正予算（第２号）。 

平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 26 万 3,000 円を追加し歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 99 億 8,926 万 3,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成 20 年５月 26 日提出。白老町長。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、記載のとおりで

ございますので、説明を省略させていただきます。 

続きまして、４ページ、５ページ歳入歳出事項別明細書でございます。慣例によりまして、

歳出から説明をさせていただきます。 

６ページをお開きください。２、歳出、２款総務費、１項８目車両管理費 26 万 3,000 円の

増額補正でございます。説明欄でございます。共用車等管理経費でございます。26 万 3,000 円

の増額。これは先ほど報告第２号で報告いたしました事故によります損害賠償金の計上でござ

います。 

続きまして、７款商工費、１項２目企業誘致費 5,000 万円の増額補正でございます。工業団

地造成事業特別会計繰出金 5,000 万円でございます。これは工業団地造成事業特別会計の赤字

解消分として計上するものでございます。 
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 続きまして、８款土木費、４項２目港湾建設費 5,000 万円の増額補正でございます。これは

臨海部土地造成企業特別会計の赤字解消分として計上するものでございます。 

 次のページでございます。８ページ。14 款諸支出金、１項１目基金管理費１億円の減額補正

でございます。各種基金積立金１億円の減額補正でございます。先に説明いたしました工業団

地造成事業特別会計及び臨海部土地造成事業特別会計繰出金の財源として減額補正するもので

ございます。 

次に歳入です。４ページにお戻りください。21 款諸収入、５項５目雑入 26 万 3,000 円の増

額補正でございます。交通事故賠償金等保険金 26 万 3,000 円でございます。歳出でご説明い

たしました、事故による保険金の計上でございます。以上で説明を終らせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。 

質疑のございます方はどうぞ。 

10 番、大渕紀夫議員。 

○議員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。繰出金の関係なのですけれども、ことしは合計で３

億 2,900 万円の繰り出しという予定をしておりますね。そのうちの一部だと思うのですけども、

工業団地も臨海部もそれぞれ１億ずつことしは出すと。そのうちの 5,000 万ずつということだ

と理解するわけですけども、これを早めた理由と言いましょうか、全体で３億 2,900 万なのだ

けれども、今回１億円を早めて出した理由、何かありますか。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 当初からここの部分は、当初予算説明、３月の定例会でご説

明したとおり、各種積立金にはこの額が含んでございますということで、当初予算編成時に見

通しがはっきりと立てられる部分、この分を各種積立金に積み立てておいて、実際は財調には

積み立てず、こういう形で赤字会計が３月末の決算見通しがつく段階で、20 年度の赤字を繰上

充用する部分、この部分が確定した後に、これは技術的な話なのですけども、そうしなければ

同時に予算が組めないということで、一時１億円だけ、見通しが可能な分だけ先に各種積立金

として町のほうの一般会計に予算経常しておいて、その後各会計の決算見通しがついた中で繰

り出すということで今回やったところです。ですから、見通しがつく分だけ、ことしの予算編

成の時点で各会計に繰り出しがはっきりできますよと、見通しがつく分だけを今回先に繰り出

して赤字解消分として充当させてもらうと。最終的に、20 年度決算を見た中で、今後地方交付

税だとか、いろいろこれから新財政改革プログラムに示しております各種の取り組み、これら

の進捗状況によって、最終的な繰り出す金額が出てくることになってございます。それらを見

通した中で最終的な額は確定して、20 年度中には最終的な額として繰り出したいと考えてござ

います。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○議員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。大体わかりました。私が聞きたいのは、３億 2,900

万円は 20 年度の状況を見て、最終的には３億 2,900 万円は出すということになっているのだ
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から、出すような考え方はありますよと。しかし、１億円は予算の中でできますよと、こうい

うことの説明だと思うのだけれども、そのことによるメリットというのか、例えば一時借入金

5,000 万円分の利息が少なくなるとか、そういうことの理解でいいのかどうか、早く繰り出す

理由というのはそういうことなのか、それとも 19 年度が締まった段階で１億円は出せるから、

それは出したほうが、今言ったように一借りの利息だとかがそれだけ間違えなく下がるわけで

すから、そういうことで出すのか、３億 2,900 万のうちの１億というふうに理解した場合は、

そういうような考え方にしか僕はならないのだけど、そういうことでいいのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） そのとおりです。できるだけ早く出してあげると。要するに

一借りというのは年度開けてからすぐ借りますから、ですからその分 5,000 万円充当されると、

その分だけ利子が軽減されるわけです。ですから、見通しがついた時点ではそういう形で今後

もやっていきたいなと思います。一応、財政改革プログラムではそれぞれ実は 7,000 万ずつと

いうふうに提示されているはずなのです。その辺、最低限そこまでは持ち上げて繰り出したい

と、そういうふうに考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 45 号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第２号）、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって、議題 45 号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第４６号 平成２０年度白老町国民健康保険事業特別会 

計補正予算（第１号） 

○議長（堀部登志雄君） 日程第５、議案第 46 号 平成 20 年度白老町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）を議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 議 46－１でございます。 
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議案第 46 号、平成 20 年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）。 

平成 20 年度白老町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億 1,150 万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 30 億 4,450 万円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成 20 年５月 26 日提出。白老町長。 

 ２ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正は記載のとおりでありますので、説

明を省略させていただきます。なお、今回の補正は 19 年度白老町国民健康保険事業特別会計

の収支決算見込みがほぼ明らかになったことに伴い、収支不足を平成 20 年度会計から繰上充

用するものであります。 

次に事項別明細書の歳出から説明をさせていただきます。６ページをお開きください。２、

歳出、13 款繰上充用金、１項１目繰上充用金、補正額２億 1,150 万円。20 年度の繰上充用金

額は２億 1,150 万円でございます。なお、平成 19 年度における繰上充用金額は２億 0,716 万

9,000 円であります。従いまして、平成 19 年度の最終的な赤字見込みが 4,331 万円。これが最

大限赤字となる見込みでございます。最終的な繰上充用金はまだ確定しておりませんが、最大

限この金額で充用できるものと考え、今回補正を上げさせていただいておりますのでご理解く

ださい。なお、平成 18 年度の赤字額につきましては、1,875 万 6,000 円の赤字額です。本年度

は 4,331 万円となってございます。 

次に４ページをお開きください。歳入、２款国庫支出金、２項１目財政調整交付金２億 1,150

万円の補正でございますが、これは繰上充用金の財源として、財政調整交付金を見込むもので

あります。以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 46 号 平成 20 年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、原案のと

おり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 
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〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって、議案第 46 号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第４７号 平成２０年度白老町公共下水道事業特別会計 

        補正予算（第１号） 

○議長（堀部登志雄君） 日程第６、議案第 47 号 平成 20 年度白老町公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）を議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 議案第 47 号 平成 20 年度白老町公共上下水道事業特別会計

補正予算（第１号）。 

平成 20 年度白老町の公共上下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億 3,056 万 9,000 円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23 億 2,258 万 6,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成 20 年５月 26 日提出。白老町長。 

次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正の歳入歳出は、それぞれ記載のと

おりでありますので、説明を省略いたしますが、平成 19 年度決算見込みにより、繰上充用金

を計上するものであります。 

次、４ページからの歳入歳出事項別明細書につきましては、６ページの歳出からご説明いた

します。２、歳出、４款繰上充用金、１項１目繰上充用金５億 3,056 万 9,000 円の計上であり

ます。平成 18 年度までの累積赤字額４億 5,965 万 9,000 円に、平成 19 年度の決算見込みによ

ります単年度の赤字見込み額 7,091 万円を加え５億 3,056 万 9,000 円を 19 年度への繰上充用

金として補正計上するものでございます。 

次、４ページの歳入でございます。１、歳入、２款使用料及び手数料、１項１目下水道使用

料５億 3,056 万 9,000 円の追加であります。歳出でご説明いたしました５億 3,056 万 9,000 円

を使用料をもって充てるものであります。以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 47 号 平成 20 年度白老町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）、原案のとお

り決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって、議案第 47 号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第４８号 平成２０年度白老町工業団地造成事業特別会 

計補正予算（第１号） 
○議長（堀部登志雄君） 日程第７、議案第 48 号 平成 20 年度白老町工業団地造成事業特別

会計補正予算（第１号）を議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 議案第 48 号 平成 20 年度白老町工業団地造成事業特別会計

補正予算（第１号）。 

平成 20 年度白老町の工業団地造成事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 14 億 0,760 万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 14 億 1,162 万 5,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（一時借入金の補正） 

第２条 一時借入金の借入の最高額に 14 億 0,760 万円を追加し、一時借入金の借入の最高額

を 14 億 1,162 万 5,000 円とする。 

平成 20 年５月 26 日提出。白老町長。 

 次のページをお開きください。２ページですが、第１表、歳入歳出予算補正。１、歳入、２、

歳出につきましては、いずれも説明を省略させていただきます。今回の補正につきましては、

平成 19 年度決算見込みが出ておりましので、これらの繰上充用額並びに借入金を補正すると

いうものでございます。 

 続きまして、４ページをお開きください。歳入歳出事項別明細書ですが、慣例によりまして

６ページの歳出からご説明をいたします。６ページをお開きください。２、歳出、２款公債費、
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１項１目利子 2,080 万 9,000 円の追加補正でございます。これにつきましては、一時借入金の

利子分、1.5％を計上しているものでございます。 

 続きまして、４款繰上充用金、１項１目繰上充用金 13 億 8,679 万 1,000 円の補正計上でご

ざいます。この額につきましては、平成 19 年度の決算見込みでの赤字 13 億 8,679 万 1,000 円

を前年度繰上充用金として計上してございます。 

 続きまして、歳入の４ページのほうにお戻りください。１、歳入、１款財産収入、１項１目

不動産売払収入、補正額 13 億 5,760 万円であります。工業団地用地売払収入を計上してござ

います。 

 続いて４款繰入金、１項１目他会計繰入金、補正額 5,000 万円であります。一般会計からの

工業団地造成事業特別会計への健全化に向けた繰入金でございます。以上で説明を終わります。

よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 48 号 平成 20 年度白老町工業団地造成事業特別会計補正予算（第１号）。 

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔全員賛成〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって、議案第 48 号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第４９号 平成２０年度白老町臨海部土地造成事業特別 

会計補正予算（第１号） 
○議長（堀部登志雄君） 日程第８、議案第 49 号 平成 20 年度白老町臨海部土地造成事業特

別会計補正予算（第１号）を議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 議案の 49－１をお願いいたします。議案第 49 号 平成 20

年度白老町臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号）。 

平成 20 年度白老町の臨海部土地造成事特別会計補正予算第１号は、次に定めるところによ
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る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億 7,247 万 6,000 円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7 億 4,057 万 1,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（一時借入金の補正） 

第２条 一時借入金の借入れの最高額に６億 7,300 万円を追加し、一時借入金の借入れの額の

最高額を 7 億 4,100 万円とする。 

平成 20 年５月 26 日提出。白老町長。 

 次のページをお願いいたします。第１表、歳入歳出補正予算につきましては、記載のとおり

でございますので、説明を省略させていただきます。 

４ページへお進みください。歳入歳出事項別明細書でございますけれども、６ページの歳出

のほうからご説明いたします。６ページにお進みください。２、歳出、２款公債費、１項２目

利子、補正額 914 万 3,000 円の追加であります。これが全額繰上充用に伴う一時借入金の利息

分であります。３款繰上充用金、１項１目繰上充用金、補正額６億 6,333 万 3,000 円の追加で

あります。これにつきましては、前年度の歳入不足を補てんするための繰上充用するものでご

ざいます。 

次に４ページの歳入にお戻り願います。１、歳入、２款財産収入、２項１目不動産売払収入、

補正額６億 2,247 万 6,000 円の追加であります。先ほどの歳出のほうでご説明いたしました繰

上充用見合いの歳入で、一般会計からの繰入金を差し引いた金額を港湾関連施設用地売払収入

で計上しております。４款繰入金、１項１目他会計繰入金、補正額 5,000 万円の追加でござい

ます。これにつきましては、累積赤字を解消していくための一般会計からの繰入りれでござい

ます。以上簡単ですが、説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

６番、鈴木宏征議員。 

○議員（鈴木宏征君） 今、いろいろ会計の平成 19 年度の赤字見込額、そういうものが各会

計で出されて今回の補正になったのですが、関連でちょっと聞きたいのですけれども、平成 19

年度の一般会計、企業会計、特別会計の赤字見込額の総額というのが、大体出ているのかどう

か。もし、出ていれば教えていただきたい。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 今回、特別会計につきましては、繰上充用という中の補正と

いうことで出てございますので、それで赤字額が把握できるかと。一般会計のほうでございま

すけれども、５月の末日その以後でないと出ないと。最後に税収がどう確定されるかというの

で、大きく左右されるものですから、今の時点でははっきりいたしました数字はつけないとい
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うことでご理解をいただきたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは、質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 49 号 平成 20 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号）。 

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって、議案第 49 号は、原案のとおり可決されました。 

次の日程に入る前に、お諮りいたします。 

日程第９、議案第 50 号及び日程第 10、議案第 51 号は条例の一部改正の議案でありますが、

条例の一部を改正する議案の説明については附則の全文を朗読し、新旧対照表に基づき説明す

るものであります。ご覧のとおり、各議案の附則及び新旧対照表は、長文かつ複雑であること

から、附則及び新旧対照表の朗読を省略させ、議案に添付している説明資料において、町民生

活に影響のある部分または白老町に特に関係のある部分について簡略して説明させることとい

たしたいと思いますが、それにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 

それでは、日程第９、議案第 50 号及び日程第 10、議案第 51 号は、そのように取り扱いを

させていただきます。 

                                         

◎議案第５０号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

○議長（堀部登志雄君） 日程第９、議案第 50 号 白老町税条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

野本税務課長。 

○税務課長（野本裕二君） それでは、議案第 50 号についてご説明いたします。 

白老町税条例の一部を改正する条例の制定について。 

白老町税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 
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平成 20 年５月 26 日提出。白老町長。 

続きまして、議 50、４ページをお開きください。 

附則です。 

（施行期日） 

第１条 この条例は、交付の日から施行する。ただし、次の号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(１) 附則第 20 条の４の改正規定（第３項の改正規定に限る。）並びに次条第 23 項及び第

24 項の規定 平成 21 年１月１日。 

(２) 第 51 条及び第 56 条の改正規定並びに同条例附則に１条を加える改正規定並びに附則

第４条第２項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48

号）の施行の日（平成 20 年 12 月１日）。 

第２条以降につきましては、議案説明についてご説明させていただきます。議案説明資料で

ございます。１、公益法人制度改革に伴う改正です。①法人住民税均等割についてです。(イ)

公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人については最低税率を適

用する。(ロ)博物館の設置または学術の研究を目的とする公益社団法人または公益財団法人が

収益事業を行わない場合には、非課税とする。②法人住民税法人税割についてです。法人税に

おける取り扱いを踏まえて、公益社団法人及び公益財団法人について収益事業を行う場合課税

とする。ただし、上記の公益社団法人及び公益財団法人については、減税措置を講ずる。２、

上場株式等の譲渡所得等及び配当等に係る軽減税率の廃止等です。上場株式等の譲渡所得等及

び配当等に対する課税としまして、(イ)上場株式等に係る譲渡所得等及び配当等の 10％軽減率

の廃止（上場株式等の譲渡所得等及び配当等に係る税率については、平成 20 年 12 月 31 日を

もって 10％軽減税率を廃止し、平成 21 年１月１日以降は 20％とする。）(ロ)特別措置としま

して、平成 21 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日までの２年間、その年の上場株式等に係る

譲渡所得等及び配当等の金額のうち 500 万円以下の部分については、10％の軽減税率とする。

３、省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減免措置の創設です。住宅の省エネ化を

促進するため、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産

の税額から３分の１を軽減する。120 平方メートル分までに限ります。以上で説明を終わらせ

ていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

10 番、大渕紀夫議員。 

○議員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。この地方税法の改正のことなのですけど、実際には

たくさんある中で、白老町の町税条例にかかわる部分は、この三つという理解でよろしいでし

ょうか。地方税法の改正ということでいえば、８項目くらいあって、たくさんありますけれど

も、町の対象になるのは、これだけという理解でいいのかどうか１点。それともう１点。２番

目の上場株式等の譲渡所得の関係なのですけども、もちろん町民の皆さんがこういうことをや
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られた税だから、まちでどういう形になっているのかということを押さえることは不可能だと

思うのだけども、これはやっぱり、これだけの株を動かせる人が非常に有利になるのではない

かというふうに、私は理解するのですけれども、そこら辺はどういう中身なのでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 野本税務課長。 

○税務課長（野本裕二君） まず１点目につきましては、先ほど議員さんが言われるように、

関係する部分については、この２点でございます。あとの改正につきましては、文言の改正で

ありますので、集約して説明させていただきます。株式上場の件につきましては、まだちょっ

とどれだけの町民の方がいるのかということは把握していませんけども、今までの申告の経過

からしますと、そんなに数はいませんでした。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） よろしいですか。ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 50 号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について。 

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（堀部登志雄君） 賛成多数。 

よって、議案第 50 号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第５１号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する 

条例の制定について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第 10、議案第 51 号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題に供します。 

提案理由の説明を求めます。 

丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 議案 51－１でございます。議案第 51 号 白老町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制定について。 

白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成 20 年５月 26 日。白老町長。 

白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

白老町国民健康保険税条例（昭和 34 年条例第 12 号）の一部を次のように改正する。 
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改正内容につきましては、お許しをいただきましたので、後ほど議案説明資料に基づきご説

明申し上げます。 

９ページの附則でございます。 

附則 

１ この条例は平成 20 年 4 月１日から施行する。 

２ 改正後の白老町国民健康保険税条例の規定は、平成 20 年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、平成 19 年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

次ページ、議案説明であります。議案説明。白老町国民健康保険税条例の一部改正について。

健康保険法等の一部を改正する法律及び地方税等の一部を改正する法律が公布されたことから、

本条例の一部を改正するものでございます。改正の内容につきましては、最後のほうについて

ございますので、議案説明資料により説明をさせていただきます。 

議案説明資料でございます。まず、今回の保険税条例の一部を改正する条例の主な改正点は、

次の７点でございます。１番としまして、基礎賦課額を変更したこと。２番目としまして、後

期高齢者医療支援分の基礎賦課額を追加したこと。３番目として、所得割額、資産割額、均等

割額、平均割額を変更したこと。４番目としまして、特別徴収に関する条文を追加したこと。

５番目として、納期を変更したこと。６番目として、新たな減免措置を追加したこと。７番目

としまして、その他地方税法改正に関連する改正を行ったこと。以上の７点が主な改正内容で

あります。なお、４月１日現在、国保の世帯数につきましては、3,940 世帯、人数につきまし

ては、6,753 名の被保険者でございます。大ざっぱではございますが、世帯数で 1,500 世帯、

人数で約 3,000 名近い方が後期高齢者のほうに移行されたという、こんな状況になってござい

ます。 

第１項でございます。保険税賦課区分及び限度額の改正内容一覧表の説明でございます。区

分につきましては、記載のとおりでございます。医療分としまして、所得割が 9.2％、資産割

が 48.0％、均等割額が１万 5,000 円、その次に世帯割が特定世帯以外と特定世帯というふうに

なってございます。特定世帯以外の方が 2 万円、特定世帯が１万円となっております。賦課限

度額が 47 万円となっています。後期支援分につきましては、所得割が 1.8％、資産割が 7.0％、

均等割額が 4,000 円、世帯割が特定世帯以外が 7,000 円、特定世帯が 3,500 円で賦課限度額が

12 万円となっています。小計としまして、平成 19 年度まで医療分として計上しておりました

数値でございます。従いまして、平成 20 年度につきましては、従来医療分で設定していまし

た、所得割 11％、資産割が５％、均等割額が１万 9,000 円、世帯割が２万 7000 円、これを医

療分と後期支援分に振り分けるものでございます。介護分につきましては、従来と変わりござ

いません。所得割 1.1％、資産割５％、均等割 3,000 円、世帯割につきましては 6,000 円、賦

課限度額が８万円となっています。なお、本表の注意点といしたしまして、医療分、後期高齢

者支援分の所得割、資産割の料率及び均等割額、世帯割額の合計、これは、先ほど説明しまし

た小計欄です。小計欄につきましては、平成 19 年度までの税割分と同じでございます。特定

世帯とは今回、後期高齢者へ移行した被保険者と国保に加入している被保険者が同一世帯にい
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る世帯を指します。つまり、例えばご夫婦二人でだんな様が 75 歳以上で後期高齢者になりま

した。奥さんが 74 歳で国保に残りました。こういう世帯のことを特定世帯と言っています。

次に、賦課限度額は医療分 56 万円が 47 万円になりましたが、後期支援分の限度額が 12 万円

上積みとなり合計 59 万円となりました。 

２点目の説明でございます。国保税の減額の関係でございます。これは改正後の第 19 条で

出てまいります。まず１点目としまして、６割軽減額。賦課額から減ずる額でございますが、

所得割、資産割につきましては、これは軽減はございません。均等割、世帯割につきましては、

軽減がされます。これが６割と４割があります。まず、６割の金額でございますが、均等割に

つきましては 9,000 円、医療分につきましては 9,000 円、後期支援分 2,400 円、介護分につき

ましては 1,800 円。ちょうど上の表からこの 9,000 円、2,400 円を引いた金額が均等割の賦課

額になります。そして、世帯割でございます。特定世帯につきましては、医療分が１万 2,000

円の減額、後期支援分が 4,200 円、特定世帯割が 6,000 円の減額、後期支援分として 2,100 円、

介護分につきましては 3,600 円。これは、ちょうどこの上の表からこの金額を引いた金額が最

終的な６割軽減の額となってございます。次のページでございますが、４割軽減ですが、均等

割が、医療分が 6,000 円、後期支援分が 1,600 円、介護分につきましては 1,200 円、世帯割に

つきましては、特定世帯割以外が 8,000 円、後期支援分が 2,800 円、特定世帯が 4,000 円と 1,400

円、介護支援分につきましては 2,400 円でございます。介護分につきましては、変更がないた

め、この表については載せてございません。ちなみに、６割軽減を受けられる世帯の数でござ

います。これが 1,304 世帯。当初予算で見込んでございます。４割につきましては 198 世帯を

見込んでございます。合計 1,502 世帯がこの軽減を受けるであろうという見込みでございます。 

それと、３番目としまして、国民健康保険も年金から天引きします、特別徴収が始まります。

このことに伴いまして、納期を変更させていただいております。国保加入世帯内の国保被保険

者全員が 65 歳以上 74 歳以下の世帯にあっては、これまでの普通徴収の方法でございます自主

納付や口座振替による納入方法から年金の支給月に直接年金からの天引き、特別徴収になりま

す。また、年金天引きに伴いまして、普通徴収に係る納期が現行 10 期、６月から３月の徴収

でございますが、９期に変更となります。期別につきましては、特別徴収が第１期が４月、６

月、８月、10 月、12 月、２月。４、６、８につきましては、仮徴収となりますが、本年度に

つきましては 10 月から徴収が始まりますので、４月分から９月分までにつきましては、普通

徴収する予定になってございます。普通徴収納期につきましては、６月末の納期がなくなりま

して、７月 31 日から第９期、３月 25 日までの末となります。なお、特別徴収の対象となるの

は、800 世帯ほどあるというふうに見込んでございますが、口座振替を行っておられる方だと

か、２年以内に後期高齢者医療制度に入られる方こういった方がいるような世帯は、一応除外

してもいいということですので、実質 200 から 300 世帯が特別徴収になるのではないかという

ふうに見込んでございます。 

４番目としまして、後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の軽減措置、減免措置でござい

ます。低所得者に対する軽減及び世帯割で賦課される保険税につきましては、第２表の（１）
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と（２）に載せてあります、軽減額になるということです。それと、新たに国保の被保険者と

なる被用者保険の被扶養者。今まで息子さん、娘さんの保険の被扶養者になっていた場合、従

来どおりの形で保険税の減免が受けられることになります。これは、所得割、資産割につきま

しては免除。均等割については半額というような形になってございますが、これは改正後の第

22 条に規定をしてございます。申し忘れましたが、特定世帯、片一方が後期高齢者に行って、

片一方が国保、大体 500 世帯ぐらいあるであろうというふうに見込んでございます。以上、ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

12 番、松田謙吾議員。 

○議員（松田謙吾君） 12 番、松田です。この保険税の改正は、昨今言われている何でも上が

る。それから、下手すれば消費税も上がる。しかも今度、年金から天引きも行う。これで、今

町民がまちの財政がどうなるかという、心沈んでいるときに、追い打ちをかけるようにこの保

険税の改正がくる。白老町のこの保険に入っている方々を大変だなと私は思っております。そ

こで、つい先日新聞で見たのですが、特別徴収する。これは全国全道一斉ではなく、選択する

まちとしないまちもあるのですが、北海道の中では、どれくらいの町村がこれを選択するのか。

これが一つと、もう一つは、北海道の市町村の中の白老町保険税率が何位くらいになるのか。

何番目ぐらいになるのか。このことをまずお尋ねいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、全道的に特別徴収をやるという状況になっているのかにつ

いてですが、実態としてはまだわかりません。市町村によってさまざまあると思いますので、

実際 10 月に開始されるのが何市町村あるのかというふうにはまだ聞いてございません。多分、

間もなく道のほうから、こういう見込みになるであろうという、市町村名等は明らかになると

は思いますがわかりません。それと、国保税の一人当たりの金額がいくらぐらいになっている

のかということですが、順位ですね。順位については、今ちょっと手持ちの資料は持って来て

ございません。後ほど、差し支えなければ松田議員にお伝えをさせていただきたいと思います。  

○議長（堀部登志雄君） 暫時、休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１６分 

                                         

再開 午前１１時１８分 

○議長（堀部登志雄君） それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、特別徴収ですが、全道全国の市町村が全部やらなければな

らないということだそうです。ただし、システムの改修とか、そういうのがどうしてもできな

いということについては、遅延は認められているということです。それと、保険税の税額です

が、平成 18 年度の実態の数字では来ております。全道 173 町村の中で、82 番目になってござ
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います。ちなみに白老町の税額が８万 1, 577 円。町村の平均が８万 2,860 円。それと保険者平

均にならしますと８万 4,742 円。若干、低いほうかなと思っています。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○議員（松田謙吾君） この特別徴収、私も４、５日前に初めて新聞で他の町村で特別徴収に

するよと。白老町は、町民に特別徴収のお知らせというか、これの徹底はなされているのです

か。それからもう一つ。今、後期高齢者医療が国会で大論争になっていますね。ついこの間も

法制化になっただけで、もう見直さなければならないと、こう言われております。どうなるか

わかりませんが。そんなことで後期高齢者医療もあれだけの高齢者の方々が納得いかないと言

っているのですが、私も間違いなく徴収する税収のためには、これを狙っての特別徴収だと思

うのですが、私はこのことだって、大きな今町民の論争になるのではないかと思っているので

すが、先ほど課長の説明では、北海道の中の市町村、どのような選択をしているのかというこ

とは知らない。知らないながら白老町は徴収するのだということで進めていると思うのですが、

何が何でも進めるということには、予算上決まっているのですか。私も先ほど言ったように、

２、３日前に新聞で聞いた程度であって、全く知らなかったわけなのですね。それを確実な徴

収方法として天引き。すべてこういうことで、町民が納得するのかどうかと思うのですが。町

側がそれを踏まえた上で強行やるのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 先ほどの説明、ちょっと言葉足らずだったと思いますが、特別徴

収に関しては、先ほど訂正させていただきましたが、全国の市町村すべてやれということで国

から来ております。町としては国の指導どおりやらざるを得ないと。それともう一つ、お知ら

せを含めてですが、後期高齢者の医療制度の説明に含ませて住民説明の中で国保が今年度こう

いうふうに変わりますと。制度改正につきましては来ておりますので、既に住民説明会はもう、

一度行っております。それを例えば合わせて窓口の周知だとか、今後納付書も出てきますので、

納付書の発送時についてもご案内申し上げたいと。それを、広報等も当然利用しながら、特別

徴収については実施をしていくということで、ご理解をいただくということで進めていきたい

と、このように考えております。 

○議長（堀部登志雄君） よろしいですか。ほかにございませんか。 

３番、西田祐子議員。 

○議員（西田祐子君） 今の松田議員の質問にも関係してくるのですけども、国の指導どおり

に行わなければならないというふうに、先ほど答弁ありましたけれども、もし指導どおり行わ

なければペナルティーとか何かあるのでしょうか、というのが一つ。それと、町民の説明会が

既に終わっているというふうにおっしゃいましたけども、私、ほとんどの町民の方、このこと

知らないのではないかと思うのですけども、その辺町民の説明会開いたから終わりというのは

ちょっとおかしいのではないか。むしろ町民がこれに対して後期高齢者医療制度で、いま年金

から天引きは見直しするとまで言っているのです。それなのに、あえて白老町が国の指導どお

りやるというのは、非常に世論に逆行しているように思いまして。というのは、国が指導する
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のは自由でいいのですけども、では、後期高齢者のそちらの天引き制度は選択性になった場合

は、こちらのほうの天引きは一体どうなるかという問題もありますから、その辺はどうなので

しょうか。どのようにお考えでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、今まで説明してこなかったのかというご質問でございまし

たので、機会を見て後期高齢者医療制度と合わせて、そういう住民説明会も行ったということ

については報告させていただいております。ただ、それが当然十分かということもございます

から、これから先ほど言いましたとおり、納付書の発送あるいは広報等を利用しながら被保険

者に対しては、説明は行っていきたいという考えでございます。当然、十分理解を得るという

ようにやっていきたいと。それと、実際やらないとペナルティーはあるのかないのかというこ

とになりますが、具体的なペナルティーの中身については聞いてございません。ただ、調整交

付金等含めて国のほうから国保の運営に関してさまざまな交付金等出ていますので、こういっ

た中でペナルティーが出てくるということについては十分に予想されます。ただ、それが具体

的にどんな金額だとか率とか、ちょっと今この段階ではなかなかわからないというふうになっ

ています。それと当然、私どもは健康保険法の改正含めまして、当然国の法的措置に基づいて

仕事をしているわけでございまして、少なくとも町の意思が必ずしも国の考えている実態と合

うかということは、これはさまざま論議あるかと思いますが、少なくとも我々事務サイドとし

ては国の指導どおりやらざるを得ないということでやっておりますので、その点につきまして

は、ぜひご理解をいただきたいと思っています。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○議員（西田祐子君） 町民説明会につきましては、後期高齢者の医療制度のときに説明され、

今後も説明していくということですけれども、最後のほうで説明された部分、国の指導に従っ

てやっていくと。私この辺につきましては、やっぱり納得できないと思います。やはり、地方

自治体として国から指導を監督されているのは昔からそうなのでしょうけれども、ペナルティ

ーの中身、交付金で十分考えられるというような中で、地方自治体が自立しなさいよ、と地方

分権時代と言われながら、こういう一番住民と直結している場所で、なぜ国の言うことをはい

はいと聞かなくてはならないのか。むしろ、地方の自治体のほうから、この制度で本当にいい

のかと。我々としては、地域住民に、お年寄りの人たちとか国民健康保険を払っている人たち

に十分に説明もできないし、こんなにコロコロ国の制度が変わるのであれば困ると。きちっと

そういう意見も伝えていくべきではないかと思うのですけれども、その辺はちゃんと伝えてい

らっしゃるのでしょうか。伝えることはできないのでしょうか。何か非常に情けないなという

思いで今ちょっと答弁聞かせていただいていたのですけども。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、基本的には国の方針というものがありますから。ただ、どう

しても後期高齢者医療制度、今、非常に混迷しておりまして、町民の皆さんのお考え、こうい

ったものを伺いながら、これは非常に国のやり方、無理だろうという部分があれば、これはま
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た北海道あるいは国のほうにそういったものをお話させていただき、改善できるものは改善の

方向でお話させていただきます。さらに、そういったことが白老町だけではなくて、他の市町

村の動向も踏まえながら、本当にこれは変えていただかなければならないというものがあれば、

その連携をとっていく必要があるだろうと、このようには考えています。町独自であまりやる

のはどうかなと。その辺いろいろ考えさせていただきながら、進めていくということも必要だ

というふうに考えております。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○議員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。２点、ちょっとお尋ねいたします。今回の賦課限度

額の関係なのですけども、実質的には賦課限度額の部分については、３万円が上がるというふ

うに理解していますけれども、その所得のランク。３万円上がるという人がどのくらいいるの

か、わかるかどうかということなのですよ。ずっと私このこと言っているのですけど、国保の

保険自体がもう無理な状況ですよね。これは、お医者さんも大学の皆さん方も全部、この介護

保険制度は素晴らしいものだけど、国保そのものだけでやるということはもう無理だというこ

とは言っているわけですよ、識者の皆さん方もそういう中で。現実的には介護分入れると 67

万円という。これの一番低い所得で、ここに到達する国保の所得はいくらぐらいかわかれば一

つ教えていただきたいと。それと、３万円上がるという部分の所得がいくらぐらいかわかるか

どうか。今ありました特別徴収の関係なのですけども、町がどういう態度をとるかは別として、

私もこれはひどい話だなと非常に思っております。それで、例えば今の状況で町が普通徴収を

した場合、特別徴収をしないで事務の煩雑化等々を含めて、例えば国との関係で、納付の関係

だとか、そういうことがかなり複雑になるのかどうか。従来どおりでやるということができな

いのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） ３万円上がる部分で世帯数。これにつきましては、ちょっと調べ

させていただきたいと思っています。それと、特別徴収の関係ですが、事務が複雑になるかと

いうことですが、結局先ほど説明しましたが、800 世帯のうち 200 から 300 世帯が特別徴収に

なるだろうというような形でございますが、基本的に口座振替でも十分にやっておられて、長

い間滞納もなくやっておられる方が特別徴収ではなく、そのまま普通徴収でいきたいというこ

とについては、そういう扱いをさせていただきたいというふうに思っています。当然、特別徴

収をやるわけですから、特別徴収絡みでいきますと、例えば介護分あるいは後期高齢者。それ

と今度、国保の保険税ということになりますので、こういった一人のもらっている方の年金か

ら本当に引けるか引けないのか、そういった手間を含めて、社会保険事務所とのやり取りとい

うのは増えるのは間違いございません。ただ、国のほうとしましては、徴収のさまざまな事務

経費等削減するという意味の中で、天引きを行うと、このように打ち出してございます。ただ

私どもとしましては、当然特別徴収は実施するという基本に変わりはございませんけれども、

従来、口座振替等で十分やっているという方については、そういった形で配慮をさせていただ

きたいなと思っています。ちょっと、所得等については後ほど。 
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○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○議員（大渕紀夫君） 例えば私なら私が特別徴収いやだと。町にしないでくださいというふ

うに言った場合どうなりますか。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、その方の状況にもよるかと思います。当然、今言いました

とおり、口座振替を既に実施されていて、今まで何も問題がないという方であれば、特別徴収 

ではなくそのまま口座振替でやらせていただくことについては、これはいささか問題ないかと

思っております。ただ、実態等踏まえて納付の状況等があまり芳しくないということになりま

すと、実際問題税務課さんとも協議をさせていただきながら、特別徴収をさせていただくこと

もやむを得ないのかなと考えてございます。ケース・ケースによりまして、極力納税に結びつ

くような形でお話はさせていただきたいとこのように考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○議員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今のこと含めて、私はずっと国保問題については、

地方の町村会含めてもう限度ですよ、無理です。介護保険の上乗せ分と今回の後期高齢者の問

題と国保だけだってだめだって話がずっと続いて、私は本当に地方６団体が強力に国に言うべ

きだというふうなことは何度も何度も私言ってきたし、町長初め副町長含めて地方６団体がそ

のことをきちっと上げるということで、やってきたというふうに私は思っているのですよ。し

かし、ほとんど進まないで限度額が上がる、特別徴収がどんどん増える。これは今まで同僚議

員が質問したように、明らかに無理です。それを町が肩代わりをすれとは言いません。しかし、

国にもっと強力にいうとか、ほかの町村から強力に出るとか。さっきの副町長の答弁では、ほ

かの町村から出たら一緒にやろうというようなことで、白老町だけでやるのは大変だと。それ

はわかりますよ。わかりますけど、そういうことのリーダーシップを取りながら、私はやらな

ければ、国保はもうだめになってしまうのではないかというふうに思うのですけども、理事者

の見解いかがですか。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 先ほど言いましたように、積極的に道、国等に機会があるごとに話

をしていきたいと、このように考えております。制度改正、やっぱり地方の考え方をきちっと

話をしていくべきだというふうに思っておりますので、今後も積極的に訴えていくというふう

にやっていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、後ほど回答するようにしてください。ほか、ございませ

んか。 

２番、前田博之議員。 

○議員（前田博之君） ２番、前田です。事務的な話で申し訳ございませんけども、２点ほど

あります。まず、主な改正点の中で、３番目の所得割、資産割、均等割、変更したという関連

で質問しますけども、過日の議会で担当委員会から共有資産に対して深まりがあったという事

務調査の所管の中から、税制措置というか指摘をされておりましたけども、その点がこの部分



 28 

では反映されているのか。そして、それらについては、国からその後指導が来ているはずなの

ですけど、その辺の対策、処理方法はどうなっているのか、あるいはいつまで処理できるのか

ということをお聞きします。もう１点、私も介護保険なんかも、先般条例制度ありましたので、

内容勉強してきたのですけど、どうしてもちょっとわかりませんので、単純なことですけども、

簡単に答弁でよろしいですけども、一つとして今回の改正で、白老町が例えば国保の制度、独

自に何か助成やっていると思うのですけども、その部分で何かそういう部分あるのか。もう１

点、後期高齢者医療を導入したことによって、今まで国保の制度の助成適用を受けていたもの

か、除外されたりあるいはもっと手厚くなったのか手薄になったのか、その辺の事項があるの

であれば、項目を上げて若干の説明いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 先般の産業厚生常任委員会の中で、報告をさせていただきました。

資産割の課税漏れの件でございますが、この件に関しましては、現在どういう具合に対策をと

るかということで検討中でございます。まだ、最終確定はしてございません。それともう１点

は、この問題につきましても、個々の運営協議会の中で取り上げられてございます。個々の運

営協議の中で、資産割の課税漏れも含めて、次年度どういうように対応していくかという、今

検討中でございます。ただ、全件調査をするということになりますと、相当多額の費用が出る

というように把握してございます。その費用の問題、そして今までの実際に徴収漏れになって

いる金額等もまだ確定できないような状況でございまして、現在まだ検討中でございます。国

のほうからしかるべき時期に早くこれを処理しなさいと、示しなさいということを言われてい

ますので、遅れない時期に、できるだけ早い時期に結論を出していきたいと思ってございます。  

それと、国保の助成の関係でございます。後期高齢者、75 歳になりまして、これはズバリ、

かなり足切りをされてございます。一つは、例えば国保でやっている人間ドック、脳ドックこ

ういったものが、75 歳が受けられなくなってまいりました。それと先般、３連携の中で対応し

ようということで話してございますが、特に問題なのはインフルエンザ。これが、約 2,500 名

から 2,800 名くらい受けていますので、この方たちについては 75 歳であっても、一部負担金

を丸々ということではなくて、できるだけ国保あるいは 74 歳以下の 70 歳以上の方と同じよう

な金額で受けられる方法がないかということで検討してございます。これにつきましては、で

きるだけそういう方向で話をまとめていこうということで、今考えてございます。 

それと、後期高齢者医療制度の中では、残念ながら国保でやっているのは保健事業が全然出

てきておりません。保健事業をやる考えがあるのかな、どうなのかと思っていますが、まだ、

補助要綱ともできたばかりですので、その辺はまだ決まっていないのかと思っています。ただ、

３連携の中で地域包括センターを含めて、高齢者に対してきちっとやっぱり見守りあるいは要

介護にいくのか要支援にいくのか、その辺をきちんと把握をしながらお年寄りの健康を考えて

いこうと。生活実態にあわせた対応をしていこうということで検討をしてございます。以上で

ございます。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 
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○議員（前田博之君） １点だけ。今、インフルエンザの 2,500 円の話出ましたけど、非常に

健康あるいは風邪を起こしたために大事なことだと思います。それで、今は新財政改革プログ

ラムで非常に厳しい状況に入ってきますけども、75 歳以上の白老を築いてきた高齢者の方には、

これぐらいは無料で健康を守ってあげるくらいの温かい、厳しさの中にも一つの光があっても

いいのかなと、多分町長は考えてはいると思いますけども、12 月までに時間ありますけども、

いかがなものか答弁願います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） インフルエンザについては、高齢者の方がお亡くなりになるときは、

肺炎を併発して亡くなるという例がかなり多いのです。ですから、風邪の予防でございますの

で、この辺を何とか考えていきたいなと思っていますが、今回の後期高齢者の関係でございま

すけど、はっきり申し上げまして、国の医療制度の中で財政的に大変だという発想でなく、で

きましたら 75 歳以上の方にもっと長生きしてもらうための制度と抱き合わせで、今回の後期

高齢者の保険制度ができるのであればいいのですが、どうも赤字部分が前面に出ていると。そ

の発想でできたという我々はそういうとらえ方をしています。先ほど同僚議員からも質問あり

ましたが、町村会でも厳しく言わせていただいています。我々のほかにも議長会というのがご

ざいますので、そこでも多分議論されていると思います。いずれにしても、白老町だけは高齢

者が元気で安心して長生きしていただくような制度でもっていきたい。ただ、それも財政の許

す範囲以内でということで考えていますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。  

議案第 51 号 白老町健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。 

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（堀部登志雄君） 賛成多数。 

よって、議案第 51 号は、原案のとおり可決されました。 

暫時、休憩をいたします。 

休憩 午前１１時４５分 

                                         

再開 午前１１時５５分 
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○議長（堀部登志雄君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                         

◎会議案第 ２号 白老町議会の定例会の回数を定める条例の 

制定について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第 11、会議案第２号 白老町議会の定例会の回数を定める条例

の制定についてを議題に供します。 

提出者からの説明を求めます。 

５番、山本浩平議員。 

〔議会運営委員会委員長 山本浩平君登壇〕 

○議員（山本浩平君） 会議案第２号 白老町議会の定例会の回数を定める条例の制定につい

て。 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第 112 の規定により提出いたします。 

なお、提出者、賛成者は記載のとおりでございます。 

 白老町議会の定例会の回数を定める条例。 

白老町議会の定例会の回数を定める条例（昭和 39 年条例第 31 号）の全部を改正する。 

白老町議会の定例会の回数は、年１回とする。ただし、議員の任期満了及び議員の解散に伴

う一般選挙があった場合は、年２回とする。 

附則 

この条例は、平成 20 年６月１日から施行する。 

 議案説明でございます。 

白老町議会の定例会の回数を定める条例の制定について。 

議会は、多様な民意の反映、さまざまな利害の調整、住民の意思の集約などの役割が求めら

れており、議会の構成や運営において、議会の意思と住民の意思が乖離しないような努力が従

前にも増して必要とされている。 

また、議会は、団体意思の決定を行う議事機関としての機能と執行機関の監視を行う監視機

関としての機能を担っており、地方分権時代において、これらの機能の充実・強化が求められ

ている。 

このような中で、白老町議会は、議会に求められている役割・機能の更なる充実・強化を図

るため、議会が主導的・機動的に活動できるよう定例会の開催回数を年１回とし、その会期を

通年とする「通年議会制」を実施するため、本条例の全部を改正するものである。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま、提出者から説明がありましたが、本案に対する質疑を許

します。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。反対の方から討論を許したいと思いますが、

反対の方おられますか。それでは、賛成の討論をお願いいたします。  

〔２番 前田博之君登壇〕 

○議員（前田博之君） 私は無会派の前田です。私は通年議会制の導入にあたり、賛成討論を

いたします。通年議会について、当議会は昨年の６月から制度改革に向けて試行を行ってきま

した。さらに、昨年の改選後も引き続き試行を続行し、本格的導入を前提に議論がなされてき

ました。私は、通年議会を当分の間試行で継続し、議会の権能、権限である監視評価機能、政

策立案機能の更なる充実・強化を図り、信頼される議会づくりを高めてから本格導入すべきだ

と主張してきました。通年議会制は、議会の役割、機能の更なる充実・強化を図るため、議会

が主導的、機動的に活動できるとしております。私は、通年議会制の機能を高めるためには、

将来的に議員の専門性を高めた専任制とし、更に少数制で議会の運営を図っていくことが極め

て重要で、町民ニーズだと考えております。このことから、通年議会制を導入するには、議員

定数の見直しは必要不可欠と考え、現在策定中の第３次議会改革の中で議員定数等の見直しを

実施項目として取り上げるべきと私は提案してきました。しかし、議論の過程では消極的な意

見もあり、非常に残念な思いをいたしました。ところが、５月 23 日の議会運営委員会で、議

会としていかなる議員定数及び議員報酬が白老町にとって適切であるか、議会改革期間中にお

いて引き続き検討するとして議員定数との見直しに取り組む姿勢が明確に示されました。この

ことは、一定の評価をするものであります。よって、通年議会制による議会の機能強化の拡充

とあわせて、議員定数等の見直しが次の改選期までに大きく前進することを期待して、通年議

会制の賛成討論といたします。 

○議長（堀部登志雄君） ほかに討論はありませんか。まず、本案に対しての反対討論という

ことで、どちらですか。 

○議員（松田謙吾君） 私ども清風会は常に反対というか、もうちょっと・・・。どっちかと

いうと、これを言わなかったらわからないから。それで、清風会としての考え方、賛成の考え

方でしたいと思うのです。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、賛成討論の発言でございますので、許可いたします。ど

うぞ。 

〔１２番 松田謙吾君登壇〕 

○議員（松田謙吾君） 清風会を代表して松田です。ただいまの無会派の前田議員から賛成討

論がありましたが、私は清風会の一人として、清風会の立場を申し上げて賛成討論をしたいと

思います。この通年議会というのは、町民の思いと意見と、住民の意思とをもっと近づけたい。

こんな考えで通年議会の試行をされてきました。昨年の 19 年の６月から試行を続けて、通年

議会の本格導入については、全国町村議会でも例のない通年議会の導入は行政の、そしてまた

町民のメリット、デメリットを的確に判断するには、清風会としてはもう少し先をみて判断す

べきだと、こういうことでこの通年議会をもう少し試行を続けるべきだと、こういう考えを申

し上げてきました。しかしながら先ほど、無会派の前田議員が言われたように、通年議会の中
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で議員の削減も検討するよと、こういうことでありますので、我々清風会も賛成という考え方

に立ったわけであります。我々清風会は３人の会派がいるのですが、３人の中でも私はこの通

年議会を本格導入するならば、その前提に議員の削減。私の考えでは、議員を半分にすべきだ。

むしろ、人数を言うならば７名ぐらいにして、この通年議会を試行すべきだ、こういう考えな

のですが、そういう議員削減の我々の考え方を議会で検討していくと、こういうことでありま

すので、私はこういう大きな、日本で初めての通年議会というのには、やはり全会一致が一番

いいだろうと、そんなことで我々も議員削減を検討すると、こういうことで一歩譲って賛成に

回ろうと、こんなことで判断をいたしました。でありますから、この通年議会というのを賛成

したいと思います。以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

会議案第２号 白老町議会の定例会の回数を定める条例の制定について。 

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって、会議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎所管事務調査の継続調査について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第 12、所管事務調査の継続調査についてを議題といたします。

平成 20 年第１回定例会において議長に通知のあった総務文教常任委員会の所管事務調査事項、

使用料・手数料の見直しについて及び産業厚生常任委員会の所管事務調査事項、保健・福祉（介

護含む）・医療の３連携及び高齢者医療について、環境問題について（町有林の管理運営につい

て）。 

総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会から内容調査になお時間を要するため、別途お

手元に印刷配布のとおり、会議規則第 75 条の規定により、本件調査終了まで、閉会中の継続

調査期限延期の要求があります。 

 お諮りいたします。 

委員会の要求のとおり、期限を延長することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 

よって、本件については、委員会の要求のとおり、調査終了まで期限延期することに決定い

たしました。 

                                         

◎委員会の閉会中における所管事務等の調査について 
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○議長（堀部登志雄君） 日程第 13、委員会の閉会中における所管事務等の調査についてを議

題といたします。議会運営委員長から所管事務等の調査につき、会議規則第 73 条の規定によ

り、お手元に配布いたしました通知書のとおり、閉会中における所管事務等の調査の申し出が

ありました。 

 お諮りいたします。 

議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中における所管事務等の調査に付することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 

よって、本件については、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中における所管事務等

の調査とすることに決定いたしました。調査等よろしくお願い致します。 

                                         

◎通年議会試行に伴う会期中の閉会 

○議長（堀部登志雄君） お諮りいたします。 

今、定例会は、通年議会の試行実施に伴いまして、会期の設定を５月 30 日までとしている

ところでありますが、付議された案件はすべて終了いたしました。 

よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会は、本日をもって閉会することに決定いたしました。 

                                         

◎閉会の宣告 
○議長（堀部登志雄君） 以上をもって、平成 20 年度第１回白老町議会定例会を閉会いたし

ます。 

（閉会 午後 ０時０９分） 
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