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平成２１年白老町議会定例会１月会議会議録（第２号） 

 

平成２１年 １月２９日（木曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   散  会  午後 １時０４分 

                                         

○議事日程 第１号 

第 １ 会議録署名議員の指名 

    （議会運営委員長報告） 

第 ２ 議案第 ２号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第１１号） 

第 ３ 議案第 ３号 平成２０年度白老町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

第 ４ 議案第 ４号 白老町部設置条例の制定について 

第 ５ 議案第 ５号 白老町副町長定数条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ６ 議案第 ６号 白老町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

                                         

〇会議に付した事件 

 議案第 ２号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第１１号） 

 議案第 ３号 平成２０年度白老町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第 ４号 白老町部設置条例の制定について 

 議案第 ５号 白老町副町長定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ６号 白老町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

                                         

〇出席議員（１４名） 

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 本 間 広 朗 君       ７番 玉 井 昭 一 君 

  ８番 近 藤   守 君       ９番 斉 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      １４番 氏 家 裕 治 君 

 １５番 吉 田 和 子 君      １６番 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席議員（１名） 

 １３番 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○会議録署名議員 
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４番 及 川   保 君       ５番 山 本 浩 平 君 

 ６番 本 間 広 朗 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 藏 君 

     副 町 長       目 時 廣 行 君 

     教 育 長       白 崎 浩 司 君 

     総 務 課 長       岩 城 達 己 君 

     経 営 企 画 課 長       高 畠   章 君 

     町 民 課 長       安 達 義 孝 君 

     行 財 政 対 策 室 長       山 口 和 雄 君 

     出納課長・会計管理者        久 慈 幸 男 君 

     建 設 課 長       星     貢 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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◎開議の宣告 
○議長（堀部登志雄君） 本日１月 29 日は休会の日ですが、議事の都合により特に定例会１月

会議を再開いたします。 

これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

◎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 102 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、本間広朗議員を指名いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

                                         

◎議会運営委員長報告 
○議長（堀部登志雄君） 次に、議会運営委員会委員長から１月 28 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〕 

○議会運営委員会委員長（山本浩平君） 議会運営委員長報告。議長の許可をいただきました

ので、１月 28 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。 

平成 21 年白老町議会定例会は、３月 31 月まで休会中でありますが、会議条例第６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１月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、町長の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

いて協議を行いました。 

１月会議に追加議案として付議され提案された案件は、町長の提案に係るものとして、平成

20 年度補正予算２件、部設置条例の制定１件と条例改正２件、あわせて５件であります。 

 このことから、１月会議の再開は、本日１日間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、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。 
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◎議案第２号 平成２０年度白老町一般会計補正予算（第１１号） 
○議長（堀部登志雄君） 日程第２、議案第２号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第

11 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） 議案第２号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第 11 号）。

平成 20 年度白老町の一般会計補正予算（第 11 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 規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,176 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 101 億 5,851 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。 

平成 21 年１月 23 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。 

次のページをお開きください。歳入歳出事項別明細書でございますけれども、１、歳入につ

きましては６ページの歳出に含めてご説明させていただきますので、説明を省略させていただ

きます。 

続きまして６ページをお開きください。２、歳出。３款民生費、１項２目老人福祉総務費 200

万円の増額補正でございます。説明欄でございます。後期高齢者医療システム改修事業に 200

万円の増額補正をするものでございます。 

これは、高齢者医療制度におきまして、保険加入者の公的年金からの特別徴収において選択

制といたしますことから、その意向確認、それに伴う事務事業を円滑に推進するために必要な

システム改修に要する費用の計上でございます。この財源につきましては、全額国庫補助金、

高齢者医療制度円滑運営事業費補助金を充当いたします。 

続きまして、８款土木費、２項１目道路維持費 1,976 万 7,000 円の増額補正でございます。

説明欄でございます。道路施設維持補修経費 1,976 万 7,000 円の増額補正でございます。 

これは、今後２回分の除雪費を想定いたしまして増額補正するものでございます。財源につ

きましては、全額地方交付税の余剰金を一般財源として充当するものでございます。 

以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

○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２号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算(第 11 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２号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第３号 平成２０年度白老町後期高齢者医療事業特別会 

計補正予算(第３号) 
○議長（堀部登志雄君） 日程第３、議案第３号 平成 20 年度白老町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算(第３号)を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 安達町民課長。 

○ 町民課長（安達義孝君） 議３－１でございます。議案第３号 平成 20 年度白老町後期高

齢者医療事業特別会計補正予算(第３号)。 

平成 20 年度白老町の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３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 規定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 107 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２億 4,378 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。 

平成 21 年１月 23 日提出。白老町長。 

２ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正の記載は説明を省略させていただき

ます。 

なお、今回の補正は後期高齢者医療制度の保険料について、平成 21 年度からは年金からの特

別徴収と口座振替の選択ができるようになったことから、被保険者に対し口座振替の案内を通

知するための所要の経費の補正でございます。 

続きまして４ページをお開きください。４ページは、歳入歳出事項別明細書は歳出から説明

申し上げますので、６ページをお開きください。２、歳出。１款総務費、１項１目一般管理費

１万 6,000 円の減額補正でございます。消耗品の減額でございます。２項１目徴収費 108 万 9，
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000 円の増額補正でございます。これに関しては、被保険者に対する口座振替の案内を通知す

るための臨時職員経費、消耗品及び通信運搬費の補正でございます。 

 戻っていただきまして、歳入、４ページでございます。１、歳入。３款諸収入、２項１目預

金利子１,000 円の補正でございます。これは預金利子の補正、調整のための補正でございます。

４款広域連合支出金、１項２目高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 107 万 2,000 円の増額

補正でございまして、全額、広域連合からの交付金となっております。 

以上ご説明申し上げましたので、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。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。中身はわかりますけれども、実態として方向がど

ういうふうになるのか、口座振替と直接払いとの割合がどういうふうになるような見通しを持

っていらっしゃるか。 

 そしてこれ、国からのお金、広域連合からですけれども、財政的にはこれで、国から来るお

金で十分間に合うのか。さっきの一般会計の部分も、同じ項目ではないけれども充てられるの

でしょうけれども、国からくるお金で十分そういうこう、単費を持ち出さなくても全部確実に

行うことができるのかどうか。 

 それで、このことによる、何というのですか、町民に周知するわけですけれども、町民の皆

さんからやっぱりそういうこう、口座振替、年金からの天引きがちょっとこう、だめだよと。

だめだというか、おかしいのではないかというような、そういう連絡なんかがあるのかどうか。

そこら辺どうでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） まず第１点目の財源でございますけれども、一般会計でご説明し

たとおり、システムの改修は全額 100％補助をいただいていまして、今私ども特別会計のご説

明を申し上げたところも、全額広域連合のほうから交付金としていただいていますので、かか

る経費は十分に 100％経費をいただいておりますので、財源的には問題ないのかなと考えてお

ります。 

 また、周知、ＰＲはもう既に皆さんにご案内を発送いたしまして、もう受け付けを開始しま

して、先週で一応期限を切っていまして、４月からの口座振替でございますので、今月中に移

動をかけないと間に合わないということですので、やった結果、今回一番の大きな特典は配偶

者の方がご夫婦そろって後期高齢者の方で、配偶者の方が年金から引かれた部分は口座振替、

今度ご主人の口座振替をすることによって、所得税、住民税の社会保険料控除がご主人のほう

で控除できるというのが一番のメリットでございまして、個々に今まで引かれている場合は奥

様の、配偶者の社会保険料控除には該当しなかったのですが、それができるということで、特

典もその辺周知しましたところ、先週現在で 120 名ほどの申し出をいただいておりますので、

今後ともまだ徐々にふえていくのかなと思いますけども、現在のところはその程度と。 
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 それで、従来のとおり、そのまま年金のほうから口座振替をしたいという希望者が多いのか

なと思われますので、今後どうなるか、今度は納付書を送った段階でまた切り替えるという方

も中にはおられますので、その状況を見ながら対応していきたいなと思っています。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今の件、わかりました。ということは、直接払う

というようなことにはならないのですか。ということは、そのことによって町の介護保険の事

務がふえる、そういうことにはならないのでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） この制度はあくまで制度当初年金からの特別徴収１本で、中には

特例、年額 18 万円以下の年金の方は普通徴収という形で、それは今回は口座振替。年金から特

徴されるか口座振替、二者選択なのです。ですから、通常の普通徴収と言われるようなもので

払うというのがありえなくなりまして、そして普通徴収が多くなれば当然のごとく今度は徴収

率が落ちていきますので、それは市町村の裁量で特別徴収に切り替えるというのが今指導があ

りますけれども、どういう状況になったらまた年金に、この特別徴収に変えるかというのはま

だちょっとあいまいな、国のほうから指導がございまして、その辺が今後普通徴収の徴収率が

下がったときにどういう対応をするかというのが、町村独自でやるのか、歩調を合わせてやる

のか、今後のちょっと課題になっていくのではないかなと思われます。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） 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３号 平成 20 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第３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３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４、議案第４号は部設置条例の制定議案で

ありますが、条例制定に係る議案の説明については制定条文の全文を朗読することにしており

ます。ご覧のとおり、附則の大部分は、条例制定に伴い変更が生じる関連条例等の変更に関す
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るものであります。このことから、附則の朗読を省略し、簡略して説明させることといたした

いと思います。 

 こ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、議案第４号は、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                         

◎議案第４号 白老町部設置条例の制定について 
○議長（堀部登志雄君） 日程第４、議案第４号 白老町部設置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。 

 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 議４－１をお開きください。議案第４号 白老町部設置条例の制定

について。 

白老町部設置条例を次のとおり制定するものとする。 

平成 21 年１月 23 日提出。白老町長。 

 白老町部設置条例。 

（部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 158 条第１項の規定に基づき、町長の権限

に属する事務を分掌させるため、本町に次の部を置く。 

総務財政部 

企画振興部 

生活福祉部 

都市整備部 

 （事務分掌） 

第２条、これ以降につきましては、１月８日全員協議会において詳しく説明をしております

ので、説明を省かせていただきます。 

 次に第３条でございますが、委任事項でございまして、「この条例の施行に関し必要な事項に

は、規則で定める。」と、このようにしております。 

 次に議４－３でございます。 

附則。 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 21 年４月１日から施行する。 

 （白老町課設置条例の廃止） 

２ 白老町課設置条例（平成 17 年条例第 12 号）は、廃止する。 

 第３項以降につきましては、関連条例の文言の整理でございますので、説明を省略させてい
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ただきます。 

 議４－６をお開きください。議案説明でございます。 

 地方分権の進展及び財政の健全化を目指し、白老町の行政運営を以前よりも増して効率的で

柔軟に進め、連携や調整を円滑に行い、責任ある町民サービス等を迅速で効果的に進めていく

必要があることから、本条例を制定するものであります。 

 次に議４－７でございますが、白老町部設置条例に伴う関連条例新旧対照表でございますが、

これにつきましても関連条例の文言の整理でございますので、説明を省略させていただきます。 

以上で議案説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

○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。 

 ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） ３番、西田祐子でございます。ただいまの部設置条例についてお伺い

させていただきます。 

 部長制をしくことにより、現在の課長職が 23 名から部長・課長 26 名となり、管理職が３名

増員となります。それにより主幹や主査が昇格になり、人件費が増額するのは間違いないと思

います。そこで、機構改革に伴う経費についてお伺いいたします。 

 １、８名の部長管理職手当など、部長職にかかわる人件費、負担増額は年間幾らか。 

 ２、50 歳の主幹が課長になった場合の年間給与額の増額は幾らか。 

 ３、例えば、45 歳の主査が主幹になった場合の、年間給与額の増額は幾らか。 

 ４、庁舎内移動に伴うコンピューターシステムや電話設置、各課の看板や名称変更など、移

設関係にかかる経費や費用は幾らか。 

 ５、今回の部長職新設による新たな増額分総額は幾らか。 

 ６、機構改革による部長職の執務室の配置は個室になるのか、どこかの課に配置されるのか

お伺いします。 

 ７、課長職の役職定年は 59 歳で導入されていますが、部長職の役職定年の取り扱いはどうな

さるのか。財政の厳しいときでもありますから、２年に早めてはどうかと思いますがいかがか。  

 以上、７点についてお伺いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ご質問の部分でご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の部長職の人件費でございます。８名が新たな部長ということになりまして、

給与につきましては現在の課長職と同額でございます。それで、部長の管理職手当を月額 7,800

円と抑えてございまして、一人当たり年間９万 8,000 円でございます。８名の部長職というこ

とですので、８名相当額掛けますと年間で 78 万 4,000 円の増額ということでございます。 

 それから、２点目、３点目、主幹職、主査職のそれぞれの給与でございますが、これはこれ

からの人事にかかわってきますから、部長職が配置されて課長職がそれぞれまた配置されてと

いうことになりますけれども、そのことでさらにそのポストを主幹あるいは主査を増員してい
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くということは、これ人事の範疇になってきますので、部長制を設けたことによって主幹が、

それでは何名、３名になるとかという、主査が３名増員になるということではありません。あ

くまでもそれぞれの職責、職階でそれだけの優秀な人材があれば昇格がされるということです

ので、一概に部制導入と一緒にあわせて主幹、主査がふえていくということにはなりませんの

で。これは例年人事がございまして、部制があるなしにかかわらず、主幹、主査という一定の

人材で変わってきますので、今その部分を明確に費用が幾らになるということはご答弁できな

いという部分がございます。 

 それから、４点目の機器の費用関係です。電話、パソコンの移設。これが今回の条例が可決

された後、さらに詳細な費用を組み立てるというふうに考えてございますが、できるだけ費用

をかけない。現在の課の移動も最小に抑えたいというふうに考えてございますので、現段階で

は相当な額がかかるということのないように対応したいというふうに考えてございます。 

 それから、席の関係でございます。部長が個室になるのか、あるいはどういう形になるのか

というご質問でございますが、これにつきましては個室は設けません。課長並びで今それぞれ

の部が抱えるセクションに部長の席を設けたいと、こういうふうに考えてございます。 

 それから、役職定年の関係でございますが、現在課長 59 歳で役職定年と。これはこういうル

ールで決めてございますので、あわせて管理職という形になりますので、部長、課長それから

主幹、これについても 59 歳で役職定年という内容でとらえてございます。 

以上でございます。 

申しわけございません。１点答弁漏れがございました。総額でというご質問がございました。 

これは先ほど言いました、部長の人件費分 78 万 4,000 円足すことの電話、それからパソコン、

そういったものの移設費用、これがかかってくるかなというふうに考えています。それ以外で

は特別大きな費用の捻出というものはないというふうに判断しております。 

以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） ただいま答弁いただきましたけれども、今回かかる経費ではっきりし

ているのは、８名の部長管理職の人件費増額分の年額が 78 万 4,000 円、これから先、後年度も

かかっていくわけですけれども、それ以外の庁舎移動に伴う経費、費用、そういうのはまだ計

算できないで、こうやって議会に議決を求めるというのは、私は非常に不安に感じております。  

 例えば、看板一つ取りかえるにしても、用紙１枚かえるにしても、机の移動にしましても、

どうなのですか。大体の見積りさえも出ないで、なるべく経費は少なくいたします、そういう

言い方で議会にこれの議決を求める。それでは実際に、これ議決「はい、わかりましたよ」と

いったときに、300 万円かかりましたと言われて、もう議決したのだから 300 万円かかったっ

て仕方ないではないかと、そういう形になりますよね。そういうような、今の答弁は非常に私

はおかしいのではないかなと、一つだけ申し上げさせていただきます。 

 それから、昨年からは手数料、使用料を値上げいたしました。さらに昨年 11 月 17 日の議会

におきまして、固定資産税約 20％と法人町民税 20％、下水道料金の値上げ 13％が決まりまし
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た。あわせて町単独事業であった乳幼児医療費の一部助成は 23 万円、重度心身障害者及びひと

り親家庭など、医療費一部助成 59 万円、総額 82 万円の医療費助成を廃止しました。子育て支

援や福祉の切り捨て政策と思いませんか。今ほどおっしゃいました、部長職の管理職手当 78

万 4,000 円とあわせましても、非常に福祉切り捨ての政策だと、私は感じております。 

固定資産税などの値上げが可決された後の新聞報道で、町長は次のようなことをコメントし

ていらっしゃいます。「町民には大変申しわけない思いだが、町は普通の財政状況ではないこと

を理解してほしい。」町民に多大な負担増を強いたことに対して、謝罪と窮状を訴えているにも

かかわらず、それから２カ月足らずで人件費増につながる部長制を導入することは、さらに町

民に負担を強いることになります。部長制に伴う経費をこれだけかけなければならないのか、

全く理解できません。町長の見解をお伺いいたします。 

次に、職員についてお伺いいたします。例えば昨年４月、産業厚生常任委員会では白老町立

国民健康保険病院総合相談室の参与が資料づくりから説明までしていただきました。非常にわ

かりやすく病院の抱えている問題点やこれからの方向性を的確に報告してくださいました。ま

た、国保ヘルスアップ事業では保健師がパソコンを利用してプレゼンテーションし、予防検診

の情報、重要性を報告していただきました。 

私は白老町が再生するための知恵や技術、そして町民に誠意をもって奉仕している白老町職

員を高く評価しております。しかしながら、前段述べたような数多くの優秀な職員の姿が、町

民から見えておりません。一時期戸籍窓口は町職員が対応し、非常に評判が良かったのですが、

いつの間にか臨時職員などが対応しております。 

部長職を初め管理職は３名増加しますが、一般職職員の減少により、現場職員一人ひとりの

負担増大が非常に懸念されます。平成 15 年から 18 年度まで実施されたまちづくり町民意識調

査では、多くの町民の切実な声として最も多かったのが、町民に対する職員の対応姿勢でした。

これら町民の声に切実にこたえるため、役場が第一に改革すべきことは、白老町の行政を担う

職員の意識改革だと思います。どのような形で組織改革に反映されるのか、説明願います。 

以上２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 前段でちょっと予算のこともございましたけれども、この辺はき

ちっと明確になった段階でやっぱり補正予算という形もとりますし、議題のほうにも提案して

いくということでございますが、今最終の詰め、もうできるだけ課は大きく動かさないという

ふうに今、さらにちょっと関係課長が集まって検討しているところです。むやみに、むやみと

言ったらおかしいですけど、まったく考えないで部制をあげているかといったら決してそうで

はなくて、100 万円になるか 200 万円になるかという、その辺の瀬戸際まで詰めてございます。

ですので、机一つにしても委託するということではなく、当然これは職員が動かさなくてはな

らないし、それからパソコンも職員でできるところはもうとにかくやろうと。専門的なことが

どうしても出た場合は、それはお願いしなければならない部分はあろうかと思うのですが、も

うその点で最小の経費と言わせていただいてございます。 
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 それで２点ほどありまして、部のほうの関係はまた副町長のほうから答弁があると思うので

すが、一般職への負担でございます。これは昨年職員の実態なんかもちょっとアンケート調査

をしまして、やはり昨年３月 47 名の大量退職があって、一般職への負担になってきていると。

それでそのことを全課長へどういうふうな形で改善していったらいいかという検討会議で、随

分その辺も議論して詰めてきました。それであれば、では職員を採用するか、臨時職員や嘱託

職員をふやすか。それは新財政改革プログラムにあるように、財政にやっぱり逆行すると。そ

のことを解消するためには、一つとして今回の部制を導入することによって、部長が今課長が

担っている部分の業務をするようになってもらって、課長が今度は主幹の業務をさらに担うと。

そして主幹、主査が今度は一般職の実務を担っていくというふうにすることによって、一般職

への負担が軽減されるのではないかと。こういうことを検討会でも詰めまして、今回の部制の

あり方という部分を理事者の方に報告しまして、こういう内容で進めていきたいというふうに

考えた体制でございます。ですので、この新たな組織の中では一般職への軽減、負担になって

いる部分を少しでも軽減させたいという部分もこの組織の中で網羅したいと。そういう体制に

なってございます。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず１点目なのですが、人件費の増につながるというようなことで

ございますが、昨年３月に 47 名の職員が勧奨退職等で辞められております。また、昨年の１月

には職員の給料平均 20％カットというようなことで、トータルで６億何千万円という人件費削

減を行っております。 

 それで、47 名の優秀な職員がまず辞められたということで、４月以降、課長職の昇格が何名

かいらっしゃいます。まだ１年たっていないのですが、うちの職員は本当に優秀な人材がそろ

っておりますが、やはり経験不足の部分もございます。これから、やっぱり数年かけて人材を

きちっと育成をしていく必要があるというふうに思います。そのためには、当然政策をきちっ

とつくっていくためにも、この部制は必要だというふうに考えております。 

 それと、課長職が 10 年以上やると、やはりモチベーションが下がってくるというのは、これ

はどうしても否めない部分があります。部長職をつくって、ある程度ワンステップの人材をや

っぱりつくっていくということも、この全体の人材育成、組織の人材育成から考えても、これ

は必要なことというふうに考えています。 

 それから、きちっとした政策をしていくうえで、課と副町長の間の政策、もちろん町長はト

ップでいるわけですが、その政策過程の中で、いかにその政策の欠点を少なくしていくために

は副町長と課長の間に部長を置いて、入れて、その検討を進めていくということが、これから

は求められていくことだろうと。政策の間違いは結果的に住民の皆さんに迷惑をかけるという

ことになりますので、そういった危機管理的な意識も含めて人材を育成し、政策をきちっとつ

くっていくというようなことで、部制を設置するということにしました。 

 78 万 4,000 円の人件費の増につながりますが、結果的にはこれは住民の皆さんのサービスに

つながるということになれば、これはそのことにこしたことはないだろうというふうに考えて
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おります。どうかご理解をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 一部重複する部分があるのですが、まず前提で、町民の皆さんもいま

すので。今回、職員が一番多い時期は白老町役場で 400 人ぐらいいたのです。それで今は 270

何人で、私になってから 100 人近く削減をしているのですが、組織というのは行政だけではな

く絶えず、やはりこう、太っていくというか、大きくなっていこうとする、そういう体質があ

るのです。 

それで、今回具体的に、部長職を設けてどういうことをするかと言ったら、例えば、水道課

と下水道課があります。土木とか建築、いっぱいあるのですけど、水道課と下水道課、これは

同じ技術屋さんなのです。土木技術屋さん。それで本来でありますと、例えば、この会計検査

だとかいろいろな突発的なもので、下水道課だけ極端に忙しい時期があったりします。３カ月、

４カ月。それで、５、６人の職員がずっと残業をやっていると。ところが、水道課は暇だとい

うわけではないのですが、仕事はあるのですが、５時過ぎでもちょっと手伝える余裕があると

か、技術屋さんが５人いるのだけど、ちょっと無理したらこの水道課の職員を下水道課に送っ

て手伝うことによって、仕事をスムーズにこなすことができる。そういう人事を部長の権限で、

ちょっとあなたとあなた、悪いけど１カ月間こっちを手伝ってあげてくれないかということを、

臨機応変にやるというのがまず、この部長職を置いた考え方の一つなのです。そういうことを、

部長の権限と責任の中でやりましょうと。 

 従来ですと、何かあると、要するに、ここの課人が足りないのだから、とにかく人を補充し

てくれと。こっちでもまた同じことと。それが 400 人もふえたという、実はそういうものの積

み重ねがふえたという一つの要因になっているのです。 

 本当にいろいろ社会の構造が変わってきて、例えば今健康福祉課というのがあります。20 年、

25、26 年前であれば、あそこは 10 人いるかいないかです。今は 23 人ぐらいいるのです。それ

は、やはり必要で配置しているのですが、今の部長職を使って、うまくこう人員を、適宜に人

事異動をしないまでも、「この間だけちょっと隣の課を手伝ってやってもらえないか」というふ

うにすると、人を抑えることができると。その体質、この、人をふやそうふやそうとする体質

を抑えるためにも、部長職の存在はまた必要だということなのです。 

 それと、よく議会の皆さんからも厳しいご指摘をいただくのですが、縦割りではないかと。

縦割りをやっているのではないかという部分についても、部長を置いて横の課の連携をとると

いうのが一つの狙いでございます。 

 それと、副町長が言った件で私もちょっと重なりますが、例えば課長職を 15 年やっていたと

いう人もいらっしゃるわけです。これ 15 年やるとその課長さんが絶対モチベーションが下がる

とは言えないのですが、なかなか、やはり課長を一生懸命やったら次は部長ですよというふう

にしないと、そのまた下にもそれぞれ適当な歳に、いい仕事をしたら係長になる、主幹になる、

課長になる、部長になるというふうにしていかないと、モチベーションの関係もあります。 

 そういうトータル的な面で、どうしても部長職の存在が必要と。これ以上にもっと大事なの
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は、政策をスムーズに遂行するという部分もありますが。ですから、今後は部長職にもっぱら

議会の出席は部長職が対応すると。そして、補足として課長さんを入れると。ですから、今後

は部長さんが議会とのこういう答弁での対応が主になっていくのかなということでございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 今の答弁では、課長職を 15 年もやっているとモチベーションが下がっ

てくるので、町民に財政は苦しいけれども、これだけお金をかけないと白老の役場は機能しな

いのだということだと思います。 

 平成 19 年３月 23 日の定例会で、白老町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、

町長は提案されました。そのときに、私は次のように質問しています。「町長は２年ほど前に、

グループ制導入というものをされましたけれども、また今回のように変えられるという意味、

今の説明だけでは余りよくわからなかった。」と聞きましたら、町長の答弁は「これによってま

た行革が余り進展しなかったとか、一部の課で仕事が滞るようなことがあれば、これはもう本

当に私の力不足というか、われわれ理事者の力不足になるのではないかなと、そこまで私実は

覚悟して今回こういうことをやらせていただいたということでございます。」と答弁しました。

そのときの覚悟とは、何だったのでしょうか。 

 今回の機構改革で何を目指そうとしているのか。そもそも機構改革が必要なのか。単に部長

職を置きたいだけなのか。機構改革の必要性や効果などに疑問を感じます。 

 町民に奉仕する自己犠牲、リーダーとして崇高な理念と使命を持って役割を果たさない限り、

いくら組織をいじっても人はついて来ないと思います。まさに、コンプライアンスとリスクマ

ネジメントに個々の職員がもっと目を向ける意識改革が重要だと思いますが、そのための組織

の主眼はどこに置かれているのか。 

３回目でございますので、しっかりと答弁をお願い申し上げます。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） グループ制についても当然効果があったと、私は思っています。 

 先ほど言ったように、口で言うのは、例えば 400 人の職員が今 270 何人、ああそうですか。

ということではないと思うのです。最大の白老でかかっている人件費から 10 億円削っているの

です、今。過去20 年くらいかな。ですから、グループ制も生きてきているということなのです。

そういうことになりますね。 

 ですから、頭数が同じで、そういうことを言われるのであれば私ももうそのとおりだという

ことになりますけど、やはり私ではなく、職員がやっぱり頑張ってきているということなので

す。本来、やはり３分の１近く職員を削って、人件費を削って、これ少なくとも苦情がばんば

ん来て、もう役場は対応できないよということであれば、西田議員の言うとおりなのですが、

それなりにやはり職員も負荷が与えられたり、やっぱりグループ制で連携をとりながらやって

いるわけです。ですから、何回も言いますけど、組織というのは、これ組織論なのですが、組

織というのはどうしてもこう大きくなろう、人をふやそうというのが出てくるのです。その歯
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止めをかけるためにも、この部長職という職名をしっかりやらせていただくと、ある程度はか

なり抑えられるということから、そして人材の有効活用、横の連携もスムーズに行くためには、

この今の部長職を置くのがベストだということを、私は今考えています。 

 グループ制も、一つの５人の係の中であなたはこれだけやってください、これだけやってく

ださい。ということではなく、やはり忙しい人にはどんどん隣の席の人が手伝って、仕事を効

率よくやるというのがこれグループ制でございます。その上にあるのがこの部長制を設けて、

課ごとに今度連携をとりなさいというのがこの部制をしく意味でございますので、その辺をし

っかりご理解いただきたいと思っています。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ４番、及川保議員。 

○４番（及川 保君） ４番、及川です。非常に今、町長と同僚議員のやり取りをお聞きしま

しても、非常にわかりにくいというか、なかなか理解ができないわけです。 

 私はちょっと、役場組織を含めて、そしてこれから新財政改革プログラム、これはまだこれ

からですよね。４月１日からいよいよスタートするという。こういうことを前にして、精神論

的なものを少し町長にお聞きしたいというふうに思います。 

 まず、町長は平成 17 年にこの前の機構改革を実施しております。そのときにグループ制を導

入されたわけです。このときに町長は、課題解決型の組織だと、こう胸を張っておっしゃって

いたのです。当時の資料を拝見してもそうなのです。こういったグループ制をなぜ導入するか

と、あのときに、今答弁されていました、要するに役場組織というのはどうしても縦割りの状

況の中で、何とかその横のつながりをつくりたいと。これを非常に今回のグループ制導入に当

たっては、ぜひそのあたりのことをしっかりとやっていきたいと。こういう形で、当時グルー

プ制が導入されて、私たちもまた納得して、納得したというか、そのとおりだなと、こういう

思いで今日まで経過してきました。 

 しかしながら、その後非常に町の状況が、財政状況が厳しくなったと。昨年来、議会も含め

て大変な議論をしてまいりました。結果的に町長のお考えのとおりに、４月１日から制度が新

たにこう、町民に大きな痛みと重い負担を求める内容でスタートするわけでありますけど、こ

の矢先に、この部制の導入と。実は、部制というのはもともと白老町はとっておったわけであ

ります。それで、当時助役ですけれども、助役２人体制にしたいと。こういう状況の中で部制

を廃止された経緯があるのです。それで、再度その部制を復活するのだと、今回町長がお示し

したこの機構改革でございますけども。非常に町民に厳しい重い負担をかけていくこの状況の

中で、本当にこの矢先に、機構改革でございます、部制を復活します。という、どうしてもこ

のあたりが、先ほども同僚議員のお話の中でも、年間にして 78 万円くらいのものだと。そんな

にお金はかかりませんと。こういうお話ですけれども、本当にそのことだけでこの部制を復活

させるのかというのが、本当にもう少し具体的に説明をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） グループ制のときに課題解決と言いました。課題は解決しているでは
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ないですか。いろいろな、今も。この 17 年に財政が厳しくなったわけではないのです。17 年

前から厳しいわけです。それを今どんどんどんどん解決してきているわけなのです。解決する

ために、グループ制も導入したし、人員を減らす、人件費も減らす、民営化も進める、そして

今回の部長制も提案しているということなのです。 

 ですから、将来も見据えて組織というのは、時代の要請もあります、確かに。ですから、い

い組織であればどんどんやっぱりその組織に適応していくのが組織のあり方だと思うのです。

国から例えばこういうプロジェクトが来たと。では、課をつくりますかと。単純にそういうわ

けにはいかないのです。この財政事情を考えると。人を１人雇うのに、職員を雇うと 300 万円

かかります。300 万円以上かかる、400 万円。ですから、１人ふえると 400 万円、10 人ふえる

と 4,000 万円です。その給料もどんどん上がっていく。1 番高いのがやはり人件費なのです。 

ですから、その辺を将来、やはりこの太らせないためにも、どこかの組織の中できちっとし

た人間がやっぱりこう統制すると。それを抑えるという組織体制、今のところではですから部

長制を置くのがベストだという考え方をしているわけです。 

 これをするにも、やはり職員の理解もたしかに必要です。ただ、この組織というのは、財政

事情のためだけの改革であってはならないのです。働く人たちもより働きやすく、そして効率

のいい仕事をする。最小の経費で最大の効果を上げると。そのためには一定のこういう経費も

必要だと。今のコンピューターを動かしたり、そういうのも必要だということで、ご理解いた

だきたいと思っています。 

○議長（堀部登志雄君） ４番、及川保議員。 

○４番（及川 保君） ４番、及川です。そのとおりなのです。町長が町づくりを進めていく

うえで、これはやっぱり必要だと。こういうことであれば、それは私たちは何もどうこう言う

ことではないのです。一番やりやすい、組織のために一番あるべき姿で、さらに町民サービス

低下につながらない、向上させる。こういう目的もあってやるというのであれば、私は何も申

し上げることはないのです。 

 ただ、この非常に厳しい財政の中で、昨年議会で議決された新財政改革プログラムの中でも、

この中にはまだ削減しなければいけませんよね、職員の削減ありますよね。そういった中で、

400 人おった職員が今は 300 人とか、下手すると 300 人を切ります。200 数十名という、多分な

っていくはずなのです、この 10 年間のスパンの中では。そういうその組織が、先ほど来こう町

長が数回こうおっしゃっていました、組織はどうしても膨張したくなるというか、していく方

向で膨らむのだと、膨らんでいくのだと。こういう理論ございましたけれども。そういうこと

は余り考える必要はないのではないですか、その組織自体が部制をつくったから、ではその効

果が出てくるとか。これをやることが本当にあり得るのか、もう一度お聞きしたいと思います。  

 それと、この財政改革プログラムが、本当にこの計画どおりにこれから向こう 10 年間、計画

どおりに本当に達成されていくかというのは、私は非常に今危惧しているのです。予想されて

いるこの白老町の人口もそうですよね。５年後の人口はどうなるのだ、10 年後はどうなってい

るのだということ、これですらもう非常に厳しい状況が見えているわけです。 
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 もう一方ではその経済状況ですね。見えてこないこの経済状況。日本全体。白老町ももう既

に遥か以前から、大変厳しい状況下にあります。こういった中で、役場組織がその部制をしい

て膨張させないために、その歯止めをかけるというような答弁をされていますから、そのあた

りのことも含めて、そしてさらに今、後で申し上げたその計画が本当にこれから確実に、私た

ちはこれを確実にさせなければいけない、こういう思いでおります。だけど、そのあたりも含

めて、この組織とどういう、本当に計画どおりにいくのかということさえ今、厳しい状況だと

思っていますので。その中でその部制をしいて本当にこのことがうまく機能していくのかとい

うことで、この２点くらいちょっとまた、町長にお伺いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） ですから、今の職員の数は、多分 30 年くらい前に戻ったのかなと、思

っています。ですから、過去のこの歴史がやっぱりこう立証しているわけです。ここまでやっ

ぱり大きくなったと。それを、今回の財政事情が厳しくなったと、再生法もできたということ

で、議会の皆さんにもできる限りの情報を全部開示しています。多分、過去と比べると情報を

出している量は比べものにならないぐらい出していると思います。 

 それで、議会の皆さんにも考えていただいて、いろいろ改革を進めているわけですが、ただ、

ご理解いただきたいのは、この財政、借金を返すためのその原資です。原資はどこが一番多い

のだと言ったら、この職員の人件費の削減の部分が一番多いのです。ですから、人件費を抑え

るというよりも、また肥大化してくるのではないかと。これちょっと、借金を返し終わると、

そういう懸念がやっぱりされるわけなのです。組織というのはどんな組織でもそうなのです、

大きくなってしまうのです。 

 ですから、それをやはりきちっと歯止めをかけるためにも、この部長制を置いて、部長にや

っぱりこれいい仕事をしてもらうと。そして、課ごとの連携も強めながら、課の中でもっと議

論しながらいい提案をしていただいて、コストの削減と先ほども申し上げましたが、最小の経

費で最高の、最大のいい仕事をしてもらうというには、やはりこの部長制というのはどうして

も必要だなと。 

 そういうように、行革の室長、総務課長とか経営企画課長、そして課長会議の中でも、我々

がこう入るとどうしてもあれなので、理事者は入らないから、忌憚のない意見でどんどん交わ

してくださいと。そこで、その意見をこれはまた聞きたいということで、課長さんたちにも議

論していただきました。労働組合にもお話をして、労働組合にも理解していただきました。 

今は１人の人間がいかに 100％の力を発揮するかと。そして、一番悪いのは、これはもう変

な言い方になるのですけど、お互いに忙しければいい仕事になっていくわけですよ。それで、

この組織で今以上にいい仕事をしたいというのと、逆に部長制を置くことによって、人件費を

抑えることができたという組織を目指しておりますので、その辺を何とかご理解いただきたい

と思います。 

○議長（堀部登志雄君） ４番、及川保議員。 

○４番（及川 保君） ちょっと、最後に１点だけ。これを理解しなさいと言われてもなかな
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か、まだ議論が必要になってきてしまうのですけれども、最後にちょっと１点だけ。これをや

りますということでありますけれども、非常にその責任の分散化がこれから出てくるのではな

いかと、下手するとね。助役が先ほど来の同僚議員の話を聞いていても、水道、下水道課の例

をあげて町長はお話されていました。それであるなら、副町長が今なろうとしているその部長

の役割を、副町長がやっぱり果たすべきではないのかなと、私は先ほど思っていたのです。そ

れでこの、今分散化するのではないかと、非常にこの責任の分散化というのは非常にこれから

出てくるのではないかと。それが非常に懸念されるわけです。 

 そしてもう一つは、逆に今度スピード化がされないのではないかと。逆に遅れていくのでは

ないかと。こういう非常に危惧するのです。 

この２点、どういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 我々は常に、過去の反省を踏まえながら、過去の経緯も踏まえながら

よりいい方法と。ベストはどこにあるのだということをずっと考えながら議論をしているわけ

なのです。それで、まず部長制に権限、責任のバランスをきちっととらせるということなので

す。今までみたいに責任だけとっているのであれば、これはもう全然組織として成り立たない

のです。ですから、権限も与えると。何もかにも私のところに持って来いと、判を押すからと

いうことではだめなのです。それが、一番スピード感を緩めるようなことにもなる一つの要因

なのです。それで、逆にそのスピード感については、部長職にそのスピード感を持って仕事を

やらせていただくと。これは及川議員の言うとおり、今本当にスピードが大事なのです。ただ、

そのスピード感も絶えず町民の立場、常に役場の立場だけではなく、町民と役場のそのバラン

スの部分に、部長にその辺のバランスをとってもらうと。 

 それと、我々職員として理事者に一番近い人間になりますので、その辺も決定したら議論を

しながら進めたいと。それと、総務課長からの提案なのですが、部長会議については、これは

政策の連携会議ですから、部長会議についてはなるべく昼にやるか勤務時間の終了時にしてい

ただきたいということで、総務課長から出ていますので、それをなるべく実行したいと思って

います。ですから、先ほど言われたスピードについては私もぜひ、気をつけながら進めたいと

思っています。 

 それと、一番やはり権限と責任のバランスをきちっと与えると。すべて町長、副町長のとこ

ろに来るのではなく、部長の段階で決められるものは決めてくださいと。結果報告だけでいい

ということも、きちっとやはりその辺の事務分掌の整理もしなければならないと思っています。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 次に入ります前に、暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時０４分 

                                         

          再開 午前１１時１４分 

○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。 
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 議案第４号についての質疑を続行いたします。 

質疑のございます方。 

 ９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） ９番、斎藤でございます。今の話をお聞きしながら、私も基本的な部

分で１、２点伺いたいというふうに思うわけであります。 

 以前のその機構改革、飴谷町政になっての機構改革がありましたけど、必要に応じて助役２

人制をとったり、グループ制をとったり、あるいはあと特命参事を置いたり。やはり大きな改

革だったろうと思いますし、それなりに課題はいっぱい、まだ残ってはいるものの風通しはよ

くなってきたのかなというようなふうにはこう見ていたのですけれども、今この、また部制を

しくという大きな改革の中で、それでは今までの、これまでやってきたものの改革のその成果

と弱点はどうだったのかということを端的にまとめて、今までも何回も出ているとは思います

けれども、それらを要領よくまとめて教えて、聞かせていただければというふうに思うことが

一つと。 

 それからもう一つは、組織機構と運営の、内と外側からの改革というようなことをこう言っ

ているわけで、それで町政をやっていくのに、その総合政策や調整が極めて大事というふうに

言っているわけです。私もこの難しい難局に当たって、その集団指導体制というのは本当に力

を発揮しなければならないと。あるときには町長のトップダウンというのもあるのかもしれま

せんけれども、少なくても総体的な知恵を寄せ集めて、この難局を乗り切っていくという意味

では、本当にその幹部の持っている能力を全部フルに活用してやっていくという指導を、集団

指導体制というのはどうしても必要だろうというふうに思っているわけであります。 

 それで、そんな中で、庁議制という言葉が出ていますよね。その庁議制、これ一定程度は書

いてあるのですが、その庁議制となるものをもう少し具体的に言うと、どういうふうにしてい

くつもりなのか。この庁議制の中身について、説明をいただきたいというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ２点ほど質問がございました。今までの改革をした中でも、課題

がどうあったかという部分でございます。まず、新財政改革プログラムの中にもはっきりと明

確に記載されてございますが、やっぱり過去の事例の中では政策決定過程にやはり問題があっ

たという部分が、現在の財政悪化を招いた要因の一つというふうにあります。ですので、それ

ぞれその時代時代に合った改革は、当然対応してきてございますが、やはりそういうことは二

度と繰り返すべきではないと、こういう反省点に立った部分を、昨年の課長によるその検討会

でもその辺をとらえまして、今回の組織としてございます。 

 さらに、昨年の３月に 47 名という退職者があったことによって、それぞれの改革ではもう今

までの部分ではこの部分はもう対応しきれないという部分もとらえた中で、今回の組織の見直

しをしてきたという部分がございます。 

 それから、２点目の庁議制という部分でございます。これは新たな体制になりますが、これ

から設置されますその部、８部になります。４部局になりますが、その部長職と町長、副町長、
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教育長という理事者が入った中で、それぞれの政策課題をきちっと持ち寄って、これから今こ

ういう問題が起きてきて、それをどう対応していくか。そういうことをそこでしっかり議論し

ていくという形になります。当然各課の課題、それから町民からのいろいろな要望等、そうい

ったこともこの中で検討していくという形になります。方向性もそこで見出していくという部

分がありますので、当然トップリーダーという部分の町長の姿勢も非常に重要でございますが、

そこに対して部長職がやっぱり意見を言って、よりいい方向を見出していくというのがこの庁

議制という形でございます。 

以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） ９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） 政策の決定過程に難があったということ、あるいは大量の退職者があ

って、それでそれを乗り切らなければならないというような、そういうものがあってという話

があったのですけれども、それではどこが良かったのかということをもう少し言うべきだろう

と。何が今までどう乗り越えてきたのかということがわからない限り、それでは今度の改革も

どういう意義を持ってどういうふうになっていくのかというイメージがなかなかつかみきれな

い。その辺ももう少し具体的に話を聞かせていただければというふうに思うわけであります。 

 それで、実際に２つ目の課題については、庁議制、理事者と部長が集まるという、集まって

知恵を出すのだというふうな言われ方ですけれども、実際にはそれではこの総合調整部署とい

うものをつくると。誰が集まってどんなふうにするのかという、その具体的な人員配置やら、

その役割やらをもう少し聞かせていただければというふうに思うわけであります。 

 それから、前にも話が出ていたのですけども、その部制をしいて、それでは今までやってき

たグループ制ともそごがないのかどうなのかという心配というのは今まで出ているわけですけ

れども、部制の権限強化ということでいうと、いわゆるこの縦割り、今までだめだと、そこは

何とか克服しなければならないと言っていた、その縦割り行政に逆戻りするという心配がない

のかどうなのかということ。先ほどはこの部制をしいて横割りをさらに強化するというふうな

言われ方をしたのですけれども、今までの中では部制をしくと縦割りという行政が批判されて

きたところだと思うのです。そういう心配というのは、せっかくとってきたグループ制という

ものに対するこのものと、その整合性というのがとれるのかどうなのか。その辺を話していた

だきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） まず、グループ制というのは、課の中の連携なのです。それで、この

部長制というのは課単位の中で、課を何課か掌握するわけですから、その部長によって課の連

携をどんどんとっていくということなのです。 

 それと、プログラムを見ていただいていると思うのですが、実は最終的な職員の数は 238 名。

プログラムに載っていますが、平成 28 年までに 238 名にするということなのです。ですから、

今からまた 30 名くらい削減するわけでございますが、そこで考えていただきたいのは、これど

んどん課、部の中も減っていきます。ですから、課の統合も今度出てくるわけです。考えられ
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るわけなのです。部の統合も考えられると。 

 これから、決して余剰ではないのですが、効率的な仕事をどんどんやっていくと、やはり人

員の削減がどんどん可能になってくるということになると、この部を設けることによって、要

するに容易になってくるということなのです。部内で調整していくわけですから。課の統合も

されますと。ですから、そこまで、平成 28 年までにらんだ中で今回の部制をしいているという

のも、一つの要因なのです。 

 それと、政策決定過程の話が出ましたけど、やはりそれぞれこの財政事情を招いたのは町民

要望なのです。町民要望にこたえるためにいろいろなそういう、やはり仕事を進めてきたと。

例えば道路をやったり下水道をやったり、さらに箱物をつくったり。また、白老の将来雇用の

場だとか、経済・産業を考えた場合にこの公共施設も必要だと。そういうあらゆることを視野

に入れながら進めてきたと。その結果、こういう財政事情を招いたということなのです。 

 ただ、その招いたということに関して、どういうでは議論をしてきたのだと。例えば、ある

箱物をつくりますといったときに、財政の関係からはどうなのだと。都市計画からはどうなの

だと。また、財政でも、将来の借金の負担からいったらどうなのだとか、住民要望はどうなの

だということを、本当に部長会議の中で徹底した議論をしながら、将来に問題を起こさないよ

うな町づくりを進めましょうと。その場合は、あくまでも町長の最終決定はありますが、町長

もその何人かの部長の中の１人として、徹底した議論、先ほどもありましたがスピード感を持

ちながら決定していこうと。そして、万全の体制をもって議会に提案していくというのが、こ

れはベストの姿ではないかということなのです。 

 そのためには、やはりトータル的に考えるとどうしても部長の存在は欠かせないということ

から部制を設けたということでございますので、ご理解いただきたいということでございます。 

○議長（堀部登志雄君） ９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） 斎藤です。考え方というのはわかります。あと、そうすると今答えて

もらえなかったのは、総合調整部署というのは、これ部長が集まって話をする。あるいは理事

者が入って話をする。では、４部局ですよね。その４部局の部長さんもみんな入って、８人で

やるのか、それに理事者を合わせて 11 人でやるのか。そういう形で、どんな形になるのか、そ

れだけ言ってください。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 基本的には４部局の部長職、それと理事者が基本的には入ります。

それと、総合行政局というのは、新財政改革プログラムの進捗状況とか、総合計画の進捗とか、

そういった全体的、総合的にそういった部分の調整を図っていくという考え方でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番、松田です。今までいろいろ部制に対して出ていたのですが、

私はいつも、長い間私も議員でおりますから、この部制もそうだし機構改革をやるときは一つ

の山があるわけなのです。その山というのはやっぱり職員組合、この方々と団体交渉をして話

をまとめなければならないと、一つがこう山があります。これがずっと見ていて、大変難しい
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山だなと、私はいつも思っております。組合の組織は、組合員を守るばかりでなく、町民の公

僕としてその使命を果たさなければならない。これは当たり前の話です。それから、今回も町

との団体交渉が行われたと思うのです。それでうまくいったかどうかわかりませんが、この部

制を導入するよと、こう議案提案されている。 

そこで、この機構改革に対し組合からの要求事項と、それから町側と合意した、その今後に

向けた何か担保をされて合意されたのか。このことについて１点お聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ただいま職員組合との関係でございます。昨年暮れになりますが、

もう本当に年末ぎりぎりでございます。団体交渉を行いまして、２回に渡る団体交渉だったわ

けでございますが、まず、組織のフレームとしては職員組合、合意を得てございます。こうい

う部制をする中で体制をつくるという部分の合意を得てございます。 

 その中で、今後の事務協議という中での協議事項がまだ残ってございます。それは、一つに

は現在の改革プログラムが策定できたわけですが、それを着実に実行してもらいたいのだと。

これはもう、町長を先頭に必ず実行すると。そういう部分が１点。 

 それから、昨年20 年度でございますが、途中で若い職員を含めて４名ほど退職してございま

す。この欠員補充という部分を事務協議させてもらいたいと。こういう部分が２点目にござい

ます。 

 ３点目、最後になりますが、現在グループ制をとった中でグループリーダーというのが配置

されています。現在、主幹と主査という部分のグループリーダーがおりまして、これは今後も、

混在、主幹リーダーがあっても、主査リーダーもあってもいいのではないかという部分が、組

合から話がありました。 

 この３点を、運用面になりますが、この点を今継続協議という形をとらせていただいており

ます。組織としては了解を得ているということでございます。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。現況では職員給与約 20％削減されております。昨年暮れ

の 12 月４日の新聞報道によれば、３日の職員組合の定期大会で、職員組合委員長は、導入する

部制を含む機構改革についての組合アンケート調査では、不安視する声が大きかったと。それ

から、町が示す案が職員への説明責任が果たされていないと。こうも述べております。職場の

不安材料が多ければ、改革案には賛同できない。今後も協議を続ける方針と述べて、こう新聞

に書かれております。 

 それから一方、町長は政策決定過程で間違いないようにするため、機構改革は必要なのだと。

町民負担も大変厳しいが、できるだけ早く職員給与削減をもとに戻したいとあいさつしている。

こう新聞に書いてあるのです。 

 それで、私が聞きたいのは、職員組合とこの 12 月から今日まで、２カ月間の組合団体交渉の

中で、組合職員に説明責任が果たされるようにちゃんとなったのか。それから、不安視する材

料がなくなったのか。それから、部制を含めた組織改革をきちっと組合が受け入れたのか。 
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 私は組合と合意するための条件として、給与削減に町長は言及していると。これはどのよう

な話し合いをされ、何を約束されたのか。職員組合にこの給与をもとに戻す、こういう約束が

きちっとされたのかどうか。このことについてお聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） いつ戻すとか、何パーセントとか、できる限り、今 20％カットしてい

るのはこれは事実なのです。要するにこういうプログラムを着実に進めて、借金を返して、普

通の町になる見通しがついたら、それはやはり議会の皆さんと相談しながら、給与をもとどお

りに戻してあげるというのは、これは理事者として絶えず頭の中に置かなければならないこと

だと思います。 

 それで、今、職員給与カットがやはり議会からも言われたのですが、飲食店がやっぱりかな

り厳しくなっているのも、そういう一因もあるのです。ですから、今のところはっきり言える

のは、見通しがついたらできる限り早く職員給与を戻してあげたいというのが私の本当の気持

ちでございますので、それはその気持ちは職員にはお伝えいたしました。ただ、いつやるとか、

どのようにやるとかという話はしておりません。 

 あと、組合のほうからも率直な意見が出ていますが、今議会と町民の皆さんに発表できない

ような、裏で取り引きしているようなことは一切ありませんので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） まだ全部終わっていないと思うのですが。３点目の質問にいたしま

すが、職員給与の削減は 2005 年人事院の改革で示された。それで、北海道と東北における民間

給与水準を反映させた給与体系の給与制度を改革するとして、5.02％解除削減している。その

上に財政再建というような 10 年間の職位に応じて、13 から 15％自主削減を今白老町はしてい

ます。合わせて 19.2％。それで、２億 5,000 万円ほどの年間給与の削減効果を試算されている

が、財政改革プログラムの財政再生団体転落の、私はこの給与削減というのは一つの柱だと。

プログラムの一番の柱だと。それにプログラムがこの柱で成り立っている。それで、財政危機

を克服する姿勢として、一般職員の先頭に立って課長、主幹の管理職手当を定額制で今削減さ

れております。ですから今度、部制ができて部長になったと。この部長の、課長の上にいるわ

けですから、この方々の給与の削減は課長以上でなければならない。誰でもそうですよね、思

うの。それの上に行かなければならないと。 

 私は今、きょうの新聞を見ても、世界の失業者が２億人を超すのだと。昨年よりことしは

4,000 人ほど多くなるだろうと。それから北海道においても、あの老舗の丸井が倒産をして、

きょうですよ。750、760 名の方々が路頭に迷う。こういう中で、白老町もこの今財政再建プロ

グラムを進めているのですが、何とかして町民がもとの生活、普通の生活に戻したいものだと。

町長を初めみんなでこう頑張っている。議会も、町民もたくさんの削減をしながら。そのとき

に、さあこのプログラムで町民のこの税制、税率を改正して、下水道も改正して値上げをして。

そして今これから行く矢先に、職員の給与をもとに戻したいというのは、町長から、やはり議
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会に対する軽視もあるし、町民に対しての軽視もあるし、これ職員だけを擁護する。私はこう

いうふうに受けとめているのですが、この辺の考え方をもう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 戻すということは、全部戻すということではないのです。今は 19.2％

ですけど、例えば５％とかでも戻してあげたいと思っています。東部、白老は胆振東部の中に

入っていますけど、白老町だけなのです。職員の給与カット。理事者はやっていますけど。 

 今議会に出ているこの職員の皆さん、どんどんどんどん仕事をやったとき、では、どんな部

署にいたかと言ったら係とか係長なのです。それで、その人たちが一生懸命仕事をやって、50

歳になって課長になったと。それで、もう財政が大変だから給与カットだと。それで、入った

ばかりの例えば５、６年たった 20 歳代の職員、30 歳代の職員も、意気揚々と入ってきたので

すけど、急に、再生法ができたからということでなく、おわかりだと思うのですが、要するに

連結でやったらもう大変な状況だったと。これは５年前、６年前に始まったことではないとい

うことがわかって、職員に理解していただいて、そしてこう給与カットをしているわけです。 

 ですから、私は今回の給与カットで、当時私もそんなに早くなったわけではないですけど管

理職だったので、やっぱり責任はあります。本当に、今の若い、当時の若い人たちにとって本

当に寝耳に水なのです。ですから、できる限りやはり早く戻してあげたいという、私の一心で

ございます。ただ、そのときは私の一存ではなく、やはり戻すときは町民の超過税率の関係も

あるでしょう。ただ、その前には議会とやっぱりきちっと議論しながら決めるべきだと思いま

す。その辺がちょっと伝わっていなかったのは、私の言葉足らずでございますので、そういう

ことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。今、町の部設置条例についての質問ですので、そ

れについての質問だけさせていただきたいと思います。 

 平成 16 年以降、町長がなられて、庁舎内総合窓口関係の対応だとか、そういった部分につい

ては本当にすごく改善されたと、私はそうとらえています。その中でも、今までずっと町民か

らのいろいろな意見を聞いていますと、やはり一課に行っても、例えば何かで相談に行っても、

たらい回しにされると。あっちに行ってください、こっちに行ってくださいという形の中で。

そういったことが、例えば今回のこの部制をしいたときに、課の統合だとかいろいろな形の中

で、私は一番大事なのは町民の動線だと思うのです。例えば、庁舎内に入ってきた、何かの相

談ごとで来ました。そこで、今までだったら３つの課で行き渡っていたものが、１つの課でお

さまるような話であれば、それは町民にとって一番いいことなのです。 

 副町長は建設課出身、建設課も歩いていると思いますのでわかると思いますけれども、１つ

の家を見ても壁だとか廊下で区切られた家、例えばそういったものというのは人にとっては住

みづらい家になるわけですよね。それで、行政も僕は同じだと思うのです。窓口に来て、町民

がいかに利便性高く、例えば１つの相談ごとをしっかりその窓口でしていけるのかいけないの

か。そこがやっぱり町民にとっては一番大事なことなのではないかと、私はそう考えるのです。  
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 それで、この部長制がしかれたときに、例えば各課同士の連携がうまくできることによって、

町民に与えるそういった利益とは言いませんけれども、町民に与える印象、それをどう考えて

いらっしゃるか。その辺についての考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 町民サービスの内容のご質問かと思います。今現在ご承知のとお

り、町民課、役場に入ってきて最初のロビーのところに総合案内という看板を立てて、現在も

やはり町民が来られて、こういうことで来たのだけど、どこへ行ったらいいかわからない。と

いうときは、職員が課まで案内するとか、その内容によって適切に対応しているという部分が

ございます。 

 今後、部ができますと、先ほど町長も例を挙げましたけれども、建設課と上下水道課という

部分は、いろいろな部分で町民に密接しています。道路に下水道があって、そこの周りの道路

がおかしくなっている。それは、土木の配水管なのか、下水道の管なのかというのは、町民は

なかなかわからないと思うのです。そういう部分が、一例でございますが、部としての中では

全体を網羅していますので、即座にそういう対応ができるだとか。 

 あるいは福祉関係も、今度は町民課と健康福祉課、そういう部分がこう一体的になってきま

すので、当然今まで以上に横の連携が、部長がしっかりその辺を見て連携を図れる。こういう

部分のメリットがございます。 

 ほかにもまだまだ詳細がございますが、そういった部分はまた規則の中できちっと決めて、

さらに部長の権限と責任、先ほどありましたが、そういう中でしっかり対応していきたいと、

こう考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 私は、助役２人制から今副町長１人制になって、そしてそういった

行政間の中での今回の部長制をしいたことによっての風通しがよくなるというのは、私は組織

的にはすごくよくわかるのです。 

 ただ、町民が一番知りたいのは、今の説明を受けましたから僕は理解しました。町民が一番

知りたいのは、この部長制をしいたことによって、私たちの生活がどう変わるのかな。私たち

が役場に行ったときの対応がどうなるのかな。ということを一番知りたいと思っていると、私

は思うのです。その辺についての説明を今後しっかりしていただくことによって、町民の理解

も得られることだと思いますし、また、今後この部長制しひかれた後、これはまずいだろうと

いう話も出てくるかもしれません。それはそれなりに、そのときにしっかりとまた議論すれば

いいのかなと、私は考えますけれども、その辺についての町民に対してのしっかりとした、部

長制になったらこういうふうになるのですよということを、しっかりと言っていただくことが

必要だと私は思うのですけれども、それだけを聞いて私の質問に変えさせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今我々が提案しているのは、組織の機構図でございます。これと同時

に、やはり職員の意識改革の部分。これも同時に進めなければならないというのは、議員のお
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っしゃるとおりだと思います。我々も、あくまでも先ほど同僚議員の方が言っておりましたが、

やはり我々は公僕でございます。公僕で、町民のためになるかならないかというのは、我々の

本来の実務でございますが、ただ、この前、国の札幌のある出先機関のナンバー２の方が白老

の役場に来ました。時間より早く役場へ入ったらしいのですね。それで、20 分前に入ったので

ちょっと早いなと思いながら、白老の役場はこうなのかと、こういう建物かということできょ

ろきょろしていたら、すぐ女性職員が飛んできて、「どちらにご用ですか。」と言ったらしいの

です。「いや、実は町長室。」と言って町長室の前まで行ったのだけど、「やはり早いので、２階

もあるから、ありがとうございました。」と言って２階へ行ったらしいのです。そして２階へ行

ったら、今度は男の職員が飛んできて、「どちらにご用ですか。」と言われたと。僕は直接その

財務局の次長さんから実は言われたのですが、「実はずっと回っているのだけど、こういう役所

はなかったです。」というようなことを言われました。 

 ですから、長く議員さんをやられている方はわかると思うのですが、大分変わりました。本

当に窓口でも親切にやるようにしています。ただ、実は届かない部分がある。聞き上手になれ

ない部分ですね。何を相談しに来たか、どういうことを相談したいかという、その聞き上手が

まだ慣れていない部分が実はあります。そういうことも１つの原因で、たらい回しになったり

するのですが、その辺も訓練でございますので、研修等をしながらその辺もぜひ重点を置きな

がら進めたいと思っています。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。先ほど斎藤議員が聞いたことの繰り返しにはちょ

っとしたくないのですけれども、一番大切なのは、我々も町民も思っているのは、なぜ今まで

部制をしいていたと。人が減った中でなぜ部制を再びとるのかという、単純なことだと私は思

います。 

そこで、その説明がきちっとされているのだけれども、政策業務の決定、調整機能が向上で

きる体制ということなのですよね。僕はここが一番大切だと。今回の財政改革の問題も、以前

の政策決定、これが問題だったのだというのは、私も同じ意見です、これは。そうなると、今

までしいていた部制。前の前の町長さんのとき、部制をやめたわけだけれども、そのときも多

分部長会議というのはあったのではないかと思うのです、私はわかりませんけど。確認してい

ませんから。そのときですよ。前の前の町長さんのときも、少なくとも部長さんの集まりや、

理事者との協議というのはあったと思うのです。 

 それで、そこでね、今回新たに部制をしいて同じ誤りを繰り返さないということであれば、

庁議という形で部長さんと理事者が入った会議を持つということなのだけれども、政策決定過

程が、そこでどういうシステムでどう決まっていくかということが明確になっていないと同じ

ことになるのではないかと思うのです。そこのところが、さっき同僚の議員が聞いたのだけれ

ども、そこが重要だというお話はされたけれども、一番大切なのは前回の部制と、その中で起

きた、一連の中で起きた財政的な過ちと言えるかどうかわかりませんけれども、間違いが今の
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大きな町政の運営の中で問題になっているのだけれども、そこのところをクリアできる、部長

制をしいたからクリアできるということではなくて、集団指導をどうとるかということでクリ

アできるはずなのです。そこのところの仕組みをもうちょっと詳しく、こういうふうにするか

ら町民の皆さんには迷惑をかけないし、これから自治体としてとるべき姿というのはこういう

形なのだというものが明確になっているのかどうか。そこら辺もうちょっと詳しく説明してい

ただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 庁議という部分のさらに詳細の部分かというふうに思いますが、

過去どうあったかという部分は既に改革プログラムでも、いろいろな部分で要因となっていま

すという部分を説明させていただいてございますが、自分がそういう立場ではまだなくて、本

当に係とか、せいぜい主査ぐらいのときだったのですけれども、やっぱり部長会議というのは

確かにございました。その会議が、それではそういう職員まできちんと下りてきているかと言

うと、なかなかそうではなかったように、ちょっと自分は思い浮かべてございます。 

 それで、今回の庁議というのは、町長がこういうことをやりなさいと決めたのではなくて、

昨年の課長たちの検討の中でやっぱりこういう体制をつくらないと、我々にも今政策形成過程

といえども、何を議論して何が問題視されているかが見えてこないと。こういう部分、当然設

けなければならないと、こういう議論に立ちました。それで、その部分をきちっとやっぱり明

確にしていかなければならないだろうと。それが、総合行政局というところが事務局を担いま

す。それで、その都度、やっぱりその中で議論されて、方向性が見えてきた。あるいは、こう

いうところが欠けているという部分は総合行政局が事務局ですので、そこが常にチェック機能

を果たしていきます。それで、それは状況によっては、課長、主幹、主査までそういう情報を

流していくという部分で、またそれをくみ上げて庁議の中に図っていくと。 

 ですから、私は町長に最低でも月２回以上はやらないとならないし、では部長方も忙しいし、

理事者も時間がない。だったら夜終わってからの時間に開催してもらえませんかと、こういう

申し入れもしています。それは、詳細は規則でまたきちっと定めて、その運営をしていきたい

というふうに考えてございますので、やはりその辺はちゃんと風通しをよくした、密室の会議

ではなくて、やっぱり課題をどうあるかとらえて、それをどういう方向に持っていくかという

部分をこの庁議の中でやっていきたいと、このように考えています。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。わかるのです、言っていることは。ただ、それで

は前回部制をしいていたときとの違いが、明確にどこで出るのかという問題なのです、僕が言

っているのは。それはどういうことかと言うと、実際に前回そういうことが起きているのです、

部制をしいていてもね。今町長が全体としての会議に出たとしても、町長がこれをやりなさい

と言ったらやらざるを得なくなる場面だってあると思いますよ、それは。そういうことが必要

な場合もあるのです。だけど、前回部制をしいたときと今回の違いが、どこで明確になるかと

いうあたりが、僕は一番大切だと思っているのです。そこのところがはっきりしないと、同じ
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ことになる可能性がないですかと言われたら、どこでないと言うかということなのです。 

 だから、財政問題が今こうなって、こういう状況になったというのは、そこの政策決定過程

に問題があった。少なくても、当時の課長さんや部長さんが意見を具申したという人だってい

るのです。僕だって聞いています。だけど町長は聞かなかったという意見も聞いています。今

だって同じことになる可能性はないですかということなのです、僕が言っているのは。 

 だから、そういうことが防げるための部制であればいいのだけれども、そうでなければやっ

ぱり同じようなトップダウンでしか行政が進まないとなったら困ると。だから集団指導体制を

しくべきだと、私はそこは十分わかるし、そうやるべきだと思うし、それが望ましいと思うの

だけど。そこをどういう形で担保するのかということなのです。それは、いやいやこうやるか

ら前とは違うのだよ。という答弁なのだけれども、そこのところがもうちょっと明確にならな

いと、そこが問題だったのではないかと思うから言っているのです。そこが１点。 

もう１つは、これから人が減っていきます。人口も減るし、役場の職員も減ると。そういう

中で、地方自治体、町がやる仕事とは何なのかということは、必ず問われる時期が私は来るの

ではないかと思っています。そうすると、私はやっぱり政策形成と町民との調整。これが役場

の主体的な仕事になっていくのではないかなという気がしているのです。それはどうしてかと

いうと、例えば好むと好まざるとにかかわらず、私は余り賛成ではないけれども、民営化等々

含めて進んでいくわけです。役場の本庁の仕事というのはどんどんどんどん狭まっていくわけ

です。そういう中で、そこを見越した形での改革になっていなければいけないと、私は思うの

ですけれども。 

 ここの２点についての考え方をもう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 大渕議員がおっしゃったとおり、まさに今まで身の丈に会わない部

分があったと。それで、トップダウンが強すぎるという部分もおっしゃいました。やっぱりボ

トムアップと、トップダウンのこのバランスが必要です。そのために、課長と理事者の間に部

がないと、部で上と下の調整機能をきちっとする。これが集団指導体制と、こういう形になる

わけです。 

 それで、過去の部の場合は、総務課長が部長会議はあったという、ちょっと私は記憶がない

のですが、部課長会議という形で全員集まってやったと。その中で、政策的な深い論議はして

いなかったように私は思っております。理事者会議という形で部長さんを何人か呼んでやった

ことはあったかもしれませんが、部長さんを集めて深い政策論議はしていなかったかというふ

うに思います。 

そのことによって、トップダウンが強すぎたということで、今まで、やっぱり身の丈に合わ

ない部分があったと。それで、これからは下からの持ち上げの政策、それからトップからの政

策。これの調整機能を庁議でやると。それでさらに町民との調整も、それは政策総合行政局で

すか。そちらと、あと各部との調整ですね。つながり。こういったことでやっていくというこ

とが、私は必要だと思います。 
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それで、現段階の課制では、課と課のつながり、連携はやっていますが、どうしても課と課

の間に壁があると。そういう部分はどんなに連携を深めてもやっぱりいくらかの壁があると。

これは部制をすることによって、部の中の課は壁が取れるということになります。 

 それでは部と部の間の壁はどうするのかと。これは庁議の中で頻繁に行うことによって、役

場の組織全体の壁が取れて、全体の調整がとれてくるだろうと。これは従来の部とは全く違っ

たスタイルになってくるだろうと。これは町民の皆さんにも理解していただくように、広報等

にも詳しくこれは報告をさせていただきたいというふうには考えております。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今のこの難局を切り抜ける、同時に将来を見越し

た機構改革を行うということになれば、私はやっぱり町長、副町長、理事者が執行しやすい形

の体制をつくるというのは当たり前だと。これは当然だというふうに考えます。 

 それで、問題はさっきから何度も言っているように、同じ誤りを繰り返さない。それはどう

いうことかというと、今副町長が言われた、政策をどこで集団的にきちっと決めるかという問

題なのです。建てなさいと言ったら建てなさい、ひけと言ったらひきなさい、やりなさいと言

ったらやりなさいというのではならないのです。それはもう十分承知されていると思うのです。

だけど、そのことが実際に起こったから今みんな困っているわけなのです。だから、そこのと

ころで同じ誤りを繰り返さない、本当に町民がわかる仕組みづくりというのが、私は今の体制

の中では一番必要だと。だから前回とどこが違うのですか、今の課長制度、これは少なくても

飴谷町政になって５年半はこの体制でやってきたわけだから。 

 だから、一番やりやすい行政運営をするためには、今までの失敗、失敗でないかもしれない

ね。欠点が、さっきも聞いたのだけど欠点が何だったので、将来目指すものはここなのだと。

そのためにはこういう担保をするのだよということが、より鮮明に明確になるということが、

今一番大切だろうと思うのです。 

 だから、決意だけではなくて、そこのところを担保する体制が庁議だというのはわかりまし

た。そこはわかりました。それで、前回と大きく違うというふうに、なかなか受け止められな

いのが残念なのだけど、そこのところを、本当にトップダウンオンリーでやることがこんな間

違いになるのだから。そこのところを正せる、そして将来が見通せる政策決定をそこでするの

だという、そこら辺の決意というか、やり方というか、もっと考え方があったらお願いしたい

と思います。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 当時、部制があったときのことを思い返していただきたいのですが、

議会があります。部長も課長さんも入っていました。どちらがほとんど議会対応をしていたか

と。議会開会中に。それはご記憶にあると思います。古い議員の方は皆さんわかると思うので

すが、私の記憶では課長さんが８割方やっていたのかなと。 

まず、具体的に議会の対応、我々の一番緊張する議会の対応です。それは今回部制をしくこ
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とによって、部長が対応するのです。課長は補助員です。ですから、部長は勉強もしなければ

ならない、調整もしなければならない、有無を言わさず勉強しなければならない立場になると

いうことなのです。まずその辺が１つ違います。 

 それとまたもう１つ。権限と責任のバランスをとっていただくと。責任というのは議会対応

もありますけど、それをきちっととると。それは後で、これからも議論しますが、職員同士で

すね。それもきちっととるということなのです。 

 それとあと、当時の部との違い。ですから、当時のそういうことは我々全部身にしみてわか

っています。だから、その教訓を生かすということなのです。そして、今はっきり言えること

は、平成 28 年までに約 30 名の職員を削減していきますと。ですから、削減するに当たっては

課の職員も削ります。部も削ります。その部の中で削っていくということなのです。 

 ですから、プログラムをより円滑に進めながら、そして行政サービスに支障を来たさないよ

うに進めるためには、そのこともあって部制がまず、そのことも考えると部制がまずベストだ

ということなのです。そのボトムの中で整理していくわけですから。例えば、課の統合もあり

ます。課を統合することによって課長さんが１人減ったりするわけですから。 

 言うとおり、逆に分権もどんどん進んでいくでしょう。そして、一方では民営化も進めます。

これ、減る分とふやす分がまた混在してくるのです。そのときに、国からこういう仕事が来る、

はい、課をつくります、係をつくりますということでは、人が減らないのです。ですから、安

易に課をふやすということではなく、部の中で例えば対応できないのかと、この分権に当たっ

てですね。そういうことも踏まえて部制をやらざるを得ないということなのです。 

 繰り返しますが、過去の教訓をきちっと踏まえたうえで、部制を進めたいという考え方でご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） まだほかにございませんか。12 時になりましたけれども、もう少し

中断しないでやりますので、ご了解いただきたいと思います。 

 ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ２番、前田です。今まで非常に活発な議論をされて、久々にいい議会

だなと、こう私は思います。 

 ただいまの、過去の組織を教訓に反省云々と言いますけども、私は過去は過去の中で、その

現状を踏まえた中で組織をつくって、町民の期待にこたえた組織だと思うのです。やっぱり町

長は、そういうことではなくて、どのような町をつくるからこういう組織が必要だということ

を、もっとやっぱり明言すべきかなと、私は思います。 

 それで、いろいろ、るるお話があったので、余り細かく聞きませんけれども、冒頭議案説明

がありましたけれども、今回事前に、１月８日白老町行政機構、さっき機構改革というこうい

う詳細な資料で説明を受けていますので、それに基づいて質問するということをお話ししない

と、傍聴されている町民の方もわかりませんので、まずこういう組織のあり方、詳細に書いて

いますので、この中で何点かお聞きしたいと思います。 

 それは、やはりこの中で、働く今ある課長以下職員がどういう形で理解されているのかとい
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うことを考えていかなければ、これから若干その組織が本当に魂の入った行き方になるのかど

うかということで、何点かお聞きします。 

 それでまず１点。部長の人事権について伺います。先ほど町長は部長制導入は、部長が課の

人材を流動的にするのだよということも言っていましたけど、先の説明ではもう少しこの、抽

象的というか、権限を強化されたような言い回しをなさっていますけれども、事業部制を導入

し、各部に業務、予算、人事等の権限を委譲するとし、人事の関係では課長以下の人事を部長

に権限を与えることが、この部制の大きなメリットになっていますと、こういうふうに説明し、

書かれています。それで、具体的にどのような流れで、そしてどのような権限が部長に付与さ

れるのか。過去のグループ制の中でも現実にそういうことをうたいながらいろいろな問題点が

発生していました。それを踏まえて、今言った部分がどのようになるのか、もうちょっと具体

的に説明願います。 

 また、先ほど町長は、課長職を長くするとモチベーションが下がると言いました。非常にこ

れは、私は課長方に失礼な話かと思いますけども、そういうことを課長以下なくするために、

人事評価制度が入ったと思うのです。それで、人事評価制度は現状ではどのような形で運営さ

れているのか。これ総務課長の答弁でいいです。そして、部長制を導入することで、人事評価

がどのような形で人事異動や自己申告制に影響があるのか。また、部長制にも影響があるのか

ということでございます。 

 それと、先ほど副町長は職員が経験不足で、人材育成していくためにも部制が必要と、こう

言われました。しかし、平成 19 年の４月、国のほうの方針もありまして、白老町人材育成基本

方針をつくっているのです。立派なものが。これをやられればそういう答弁にならないと思い

ますけれども、部長制を仮に導入したらこれが大幅に変わると思うのですけど、どういうよう

な形で人材育成基本方針が盛られるのか。その辺をまずお聞きします。 

 それと、若干細かくなります。１つとして、部にかかわりますから、課の再編成でお聞きし

ます。財政税務課と教育課であります。まず、この２つの課について、先の説明資料ではこの

統合の目的を、少人数課を大課制に移して効率を高めると。大雑把な説明しかしておりません。

これ非常に大事な課なのです。ほかも大事ですよ。そこで、目的、視点、方向性が丸っきり不

透明でありますけども、財政課と税務課、そして学校教育課と社会教育課を統合に至った、町

長としての課の機能を果たす概念。それと具体的な目的や根拠をどのように効果を求めて統合

するようにしたのかということをお聞きします。 

 もう１点最後に。この機構改革の２ページで、改革の観点ということがあります。ここの説

明の中で、第４点に政策、制度の開発を促進することで、職員意欲の向上を図ると言っていま

す。町長、副町長の、モチベーションが下がるという言い方がありましたけど、ここで言う制

度、政策の開発を促進することで、職員意欲の向上を図るということは、具体的にどのような

方法なのか。これがどのように職員に周知されているのか、この点を伺います。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） まず、２点目の人事評価制度の関係、私のほうからお答えさせて
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いただきます。現在試行段階ということでございますが、人事評価制度を入れてございます。

現在 20 年度の取り組みは、１次評価はグループリーダーがグループ員の評価をし、２次評価は

課長がさらにそのグループリーダーが評価したものを２次評価していると。それで最終的なト

ータルは副町長がまた評価するという体制をとってございます。では次のリーダーはというと、

１つずつ階級が上がっていきまして、例えば、課長職であれば副町長が１次評価をして、次に

町長が評価すると。こういう流れでの評価体制になってございます。 

 先ほどご質問の中の、その影響。今後どうなるかというふうになりますので、そこの評価の

部分はそれぞれ上から、上からと言いますか、町長がやっていた分は副町長が担い、次に入る

部長が、副町長がやっていた分を部長が担うというふうになりますので、より評価そのものが

全体を見渡しても大きくとらえることができるなというふうに考えてございます。 

 当然、１点目のご質問にありました、部長の人事権との絡みがございますが、当然この評価

された部分がそこに送り込まれて、部長権限である人事関係、そういったこともこの中で評価

された内容で、また人事評価もされていくという体制でございます。 

 それから３点目の人材育成基本方針の関係でございます。これ策定されておりまして、内容

的には部制が入ってきますから、ちょっと内容の一部修正が出てくるというふうに思ってござ

います。きょう議決をいただいた後、その作業にすぐ入っていかなければならないかなという

ふうにとらえています。 

 それから４点目の財政税務、教育、この辺の目的、概念でございます。 

まず、財政税務課でございます。財政業務と税務業務、統合して新設するということで、全

員協議会の中では少数課を大課制にして効率を高めるのだというふうに説明させていただきま

したが、やはり入ってくる、本当に町民の血税をいかに財政という視点で歳出に向けて調整し

ていくかという部分の、歳入と歳出。財政全部は常に歳入、歳出という部分での財政業務でご

ざいますが、非常に収納対策室を設置したという部分での税務という部分の係が重要になって

いきますし、それから職員が減っている中で、現在財政グループだけは正職員４名でございま

す。その部分を、やっぱり税務と一緒にするという部分で、財政業務のフォローも課全体とし

て担っていけるというとらえ方をしています。 

 また、教育課でございますが、これについても社会教育課、それから学校教育と。多分議員

は職員の経験からしても、一緒になっている、業務が常に学校教育の業務と社会教育が一体と

はなっているにしても、行う業務は一緒ではないという部分は十分存じてのご質問かと思うの

ですが、ただ、大課制に移行していかないとならないという基本方針の中で、この部分も教育

委員会とよく議論した中で、課を統合して効率化を図りましょうという位置付けでございます。

私のほうからは以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、部長の人事権の関係でございますけれども、まず主幹職以下

の昇格。それから人事異動の関係。これは当然部長の権限という形になります。 

 それから、改革の観点の中の人材開発というか、育成の関係ですけれども。やはり、とにか
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く職員が能力を上げていかないと、先ほども政策形成が大事だと。能力を高めていくというこ

とと、それから住民との対応の質の問題。これについては、いろいろ研修もしますけれども、

意識向上を図っていかなければならないということでございますし、私も人事評価をやってい

るのですが、課長職については十数名ですか。23 名中、教育委員会を除いて、面談もやってや

るわけですが、主幹職も２次評価をやりますけれども、なかなかそこまで目が行き届かないと

いうのが実情でございます。できれば、時間があれば主幹職も含めて１人 20 分ぐらい面談をす

ればいいのですが、なかなかそういう時間もとれないというのが実情でございます。これが部

長になりますと、部長以下がある程度そういった形で人事評価できますし、それぞれこう分担

しながらやっていけると。そういう面談をしながら、人材育成を目指していくということも、

これは大事なことだと思いますし、士気を上げるためにもこういう面談をしていくということ

で、人事評価制度はもっともっとこれも進めていきますし、ゆくゆくはその人事評価によって、

給料の関係とか、人事異動に役立てていくというようなことで、まずその職員の能力を高めて

いくと。政策能力に力を付けて、これは役場というのはずっと先が長いわけですから、その時

代に合わせた組織機能を持たせていくという、そういう考えでございます。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 最後５点目にありました、第４の政策制度の開発、どういうもの

かというご質問でございます。これは、職員がやっぱり常にモチベーション、士気を高めると

いうことは、個々職員がやっぱりこういう制度をつくって、こういうことを開発してとか、そ

ういう提案をしながら、それが達成できたときはやはり一番職員は士気を高めることだと思い

ます。ですからそういうことを、実際にこれからの体制の中でつくり上げて、職員がそれを提

案して、そして庁議等でそのことを実際ではこのことはやっていこうと。そういうこともこの

第４の改革の視点というふうに入れ込んだ内容でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ２問目です。部長の人事権ですけど、今副町長、主幹以下の人事異動

を行うと言いましたけど、それでは今までの、従来理事者がやっていた異動の手法と丸っきり

変わるということでいいのですか。部長がそれぞれ自分の部に対する人事を、それではよその

課のほうから部下が異動するためにどうするかという、人事の素案は部長がつくって、理事者

が決裁するのか。もっと具体的に、あいまいさをなくして。これ、非常に大事なところなので

す。部長制を仮にしくとしたら、これは１つの特徴であると思いますので、そこをもう少し具

体的に、はっきりと整理をしていただきたいと思います。 

 それと、今副町長のほうから人事評価の関係がありましたけれども、この町のほうの人材育

成基本方針を見ても、昨年から処遇に反映しない形で 20 年度から本格運営していますね。そし

て、21 年度から給与等の処遇へ反映させると言っているのです。これは多分人事評価というの

は相対主義ですから、そうすると部長にも適用して、当然 20％であれば８人ですから２人ぐら

いの部長が、20％給料が上がる人も下がる人もいると思いますけれども。そういうような具体

的に、理事者が人事評価をして、そういうことが実際に一般職とあわせて適応させるというこ
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とで解釈してよろしいかということです。 

 それと、今学校教育と社会教育、教育課、財政税務課がありました。ちょっと具体的にお話

させてほしいのですけど、今の説明ではちょっと理解しかねるのですけど、現実に私が調べた

のですけど、仮に子ども課、ホームページを見たら非常にいいことで、どうして子ども課がで

きたのといったら、これ詳しく言わなくてもいいですけど、子ども課については発達段階で、

保育園から幼稚園、小学校。教育長もわかっていると思いますけれども、就学指導委員会も、

幼稚園、保育園の政策があって、一貫性をやっているのです。当然家庭教育が叫ばれています

けども、そうすれば、そうして 17 年度の改革の要点を議会に説明しているのを見たら、非常に

こうすばらしいことが書いているのです。時間がありますから言いませんけれども。そうする

と、社会教育より子ども課と本来は学校教育が統合したほうがより効果で教育効果が出てくる

と思うのですよ。そういうことを十分に、内部で議論されているのかということです。 

 もう１つ。私経験上から言わせてもらいます。税務課と財政が統合する。これは、もう町長

もご存知だと思いますから、あえて言わなくてもいいでしょうと言われるかもしれませんけれ

ども、今仮に２月から３月、年明け。財政課は予算査定から、補正予算の整理からいろいろ出

てきます。税務課は賦課から、もうそろそろ始まりますけど確定申告、国の税改正による町条

例。すべてが重複してくるのです。このときに、今もるるいろいろ説明がありました。非常に

町長、副町長の意見は期待を持てる部制になると思いますけれども、こうなってくるとすごく、

ここの１つの財政税務課だけとっても、この課長の職務は期間的にもかなり集中して、多分優

秀な人が行きますから、いろいろな規則とか条例をつくったり、いろいろな部分でミスはない

と思いますけれども、確定申告１つとっても、非常にロングランで、課長が行って効率よくや

っぱり申告してもらって、やっぱり混乱を招くときもあるのです。そうすると課長が行って、

整理をして申告してもらう。そうしたら、片方では財政が新年度予算がある、いろいろ出てく

るのです。こういう部分を十分に議論されて、職員の声を十分聞いて、そういう統合して部制

の運営になったのかと。運営になったというか、そういうことを整理して部制ができたのかと

いうことを、まずお聞きしたいと思います。 

 それともう１つは、財政改革プログラムで収納対策、非常に含めていますけど、この収納対

策室の事務分掌の範疇、税外収入については一括やるのか。あるいは従来どおりやっぱり公営

住宅は担当課でやるのか。その辺の効率化、効果について伺います。 

○議長（堀部登志雄君） 白崎教育長。 

○教育長（白崎浩司君） 教育委員会のほうがありましたので、私のほうから先にお答えいた

します。十分課間の協議をしたうえでのこういうような体制かというようなお話ですが、当然

今回の機構改革は全課長が集まった中で協議した結論だというようなことで、中間も私を含め

て教育委員会でも各課長と協議させていただきました。今前田議員が言われるように、経験か

ら言われることも含めて、教育委員会の組織体制としてどうあるべきかというのは、そこを踏

まえて十分協議したと。 

それで、今回の課の組織体制を考えるときに、資料でも示したとおり、大課制というような



 49 

視点を１つとっています。それで現在、資料にもございますが、昨年来と言いますか、ここ数

年職員の削減もありまして、学校教育課あるいは社会教育課については小数課になっていると

いうようなことが１点。 

 それと、数年来言われていますけれども、学社融合、学社連携という中で、その子供達、児

童、生徒にかかわる授業も学校教育、社会教育の連携の中で進めると。それで、従前はそうい

う連携、課の連携の中でやっておりました。ただ、今回社会教育課の事業も、事務委託と言い

ますか、そういうような中で社会教育課の人員も削減されておりますので、そういう連携を図

るということで、１課体制をするというような考えです。 

 子育て、子供の支援と言いますか、それについては今言われたとおりで、例えば子ども課と

連携するというのは、今現在ももってやっていますし、これからの組織の中でもそれは十分連

携はとれるというふうに思っています。 

 繰り返しというか、戻りますけれども、子ども課が、いわゆる保育所も抱えた中での 31 名体

制というような中で、いわゆる課の、１つの建物の中になくて、外局も含めてというような体

制なものですから、課長の職務範囲としても適切なのかどうなのかということもありまして、

最終的な判断として学校教育課と社会教育課を統合したと。 

 それで、業務範囲として、いわゆる部長職となる職員が１名配置されますけれども、この中

ではいわゆる教育委員会、今現在抱えている教育委員会の重要案件事項。あるいは職員、それ

と教職員を含めた人事のこと。そういう重要案件を部長の方に持っていただくと。それで、今

課長職が、そういうことを含めてやっていますけれども、業務分担を分けた中で、教育委員会

の中で連携をとっていくというふうに思っています。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） １点目の部長の人事権の関係ですが、基本的には部長が主幹以下と。

これは案の作成という形になりますが、課長職についても一応案を提示していただいて、そし

て全体の調整が必要になってきますし、その自己申告というのか、どこそこへ異動したいとか

そういったことも当然加味しなければなりませんので、総体の調整が必要になりますので、素

案を出していただいて、そこで調整すると。こういうことが必要になりますから。基本的には

部長の権限で人事をしていくということになります。 

○議長（堀部登志雄君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） 私のほうから２点目の人事評価の関係ですが、部長職も同じよう

に人事評価を行っていきます。それは副町長、町長が評価者という形になって、これは一緒に

導入していく考えでございます。 

 それと、３点目の繁忙期にちょうど重なる税務と財政の部分でございますが、確かに議員が

おっしゃるとおり、そこに就く課長というのは相当なボリュームになると思います。それで、

その部分をカバーするのは他の課もそうなのですが、そのために部長というのがいて、部長が

その部分をよりカバーしていくのだと。逆に課長の業務はもう部長が担っていくぐらい、その



 50 

ぐらいのことをやっていかないと、やはりこの導入という部分のメリットがないというふうに

思っていますので、その部分はしっかり部長が対応していくという考えでございます。 

 また、職員の声を聞いたかという部分でございますが、昨年の全課長による検討会議は、課

長だけのそこの会議ではなくて、課長は職場に持ち帰って、そして職場の声をまたその会議で

議論して、こういう問題があると。そういう部分を個々に詰めて対応して今回の組織体制にな

ってございます。ですので、先ほども申し上げましたが、職員組合も最終合意を得たという部

分にもつながっているのかなと思います。 

 また、税外収入の関係でございますが、収納対策室が中心となって連携を図っていきますが、

基本的には、例えば住宅使用料等は建設課という、個々の課で対応していくというふうになっ

てございまして、税に関する部分は税務課収納対策室という体制でございます。 

以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 時間もありませんので最後にします。 

 町長は、ことしの新年交礼会で多くの町民を前にして、町は３年ほどで普通の町になりそう

だ。とこうあいさつをしました。このことは、町長の政策実現に向けて、一生懸命に職務を遂

行した職員一人ひとりの賜物だと思うのです。これ町長も先ほどモチベーションが下がってい

るという言い方をしていましたけれども、そうではなくて、その辺は評価されていると思うの

です。そういう言葉は使っていましたけれども。ということは、課長を初めとする職員の知恵

と汗と努力の結晶なのです。これは、やはり我々もそうですけれども、そういう組織の中で働

いていた課長を初め職員のことを、僕は高く評価すべきだと思うのです。 

 そこで、町長は再生団体回避に向けて、過去に例にもない政策実現を実行してきているので

す。これは、自治体の活動、すなわち役場の仕事の大半はマンパワーによって遂行されてきて

いるということは事実なのです。それで、いくら組織をいじって仕組みが変革されたとしても、

政策実現や役場の生産向上、サービス向上ですよね。これを動かしているのはやっぱり人なの

です。職員個々一人ひとりの人なのです。町長も当然これを認識されていると思います、トッ

プですから。それにはこれまで以上に役場の職員が、いきいきと働ける職場環境でなければな

らないし、より以上にそういう職場環境をつくっていかなければ、住民の満足度を得ることが

できないのです。そこで、職員がいきいきと働ける職場環境をつくり出すために、新たな組織、

今部長制をしこうとしていますけれども、その中で町長は全体の方向性として職員とどのよう

に理念を共有して取り組もうとしているのか、町長の考えをお聞きします。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） まずご理解していただきたいのは、今のこの状態は平穏な町づくりの

中で起こった、うちの財政危機ではないということもまず、それがまず１点あります。今回の

部制ですね。 

 それと、これから平成 28 年までさらなる職員の削減がないと、プログラムどおり回避できな

いと。これは、やはり我々１日、１年でも早く借金を返したいというのが実は本音なのです。



 51 

その中で、確かに職員にも負担は行っています。そして、町民にも安心、安全な生活を営んで

もらうというのが、これはまず第１前提です。今置かれている危機は、町民に対して安全、安

心なそういうサービス提供ができない危機があるよということから、そういう現状なのです。

ご承知だと思うのですが、これだけ今借金を抱えています。ただ、どこの町も大変ですけど、

異常なぐらい大変なのは白老の町です。それを職員、そして議員の皆さん、町民の皆さんに負

担をしていただきながら、今やっているわけでございますけど、その中で、もう１つちょっと

皆さんから出ていないのは、よくあるのが人事の昇格人事です。それはもう、役場に長いので、

38 年、40 年ぐらいいったと思うのですが、わかると思うのですが。要するに、昇格に当たって、

やっぱり多くの目で部長さんたちに見てもらうと。これは自分の部内の部長、部内の職員だけ

ではなく、隣の部も隣の部も見てもらうというのが、私の思うところなのです。なぜかと言う

と、目立たないで一生懸命やっている職員がいっぱいいるのです。なるべくそういう職員には

声をかけるようにしてきていますけど、そういうことも、今前田議員が言うように、その辺が

一番我々の目配り、気配りが大事になってくるのです。 

 それと、急に部長になったから、課長になったからといっても、これはやっぱり生き様とい

うのがあるのです。これは職員というのは、いろいろ。同僚職員もあるし、部下がどうだった

のかとか。そういうのもトータル的に判断しながら、部長の人事も決めなければならないし、

課長の人事も決めなければならないと思っています。 

 それで最後、職員とのこれからの町づくりに当たってどういう考え方をしているかと。これ

は職員との接触というか、議論については足りない部分もあるかと思います。ただ、今までか

ら見るといいほうかと思うのですが、これからもさらに一定の職員、できれば全体と、昼は必

ず空いていますので、弁当でも食べながらちょっと職員と議論しながら、彼らのこと、若い職

員がこれから白老の町をつくっていくわけですから、議論しながら町づくりに臨んでいきたい

というのが私の基本姿勢でございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ほかよろしいですか。 

15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。１点だけ、簡単にお伺いしたいと思います。 

 今、財政健全化を立て直すため、また職員の削減に伴う今後の行政運営の中での取り組みだ

ということは、ほかの方の質問で理解いたしました。 

私はこの部制になったときに、町民の人たちの声というのは、何か用事があって行ったとき

に、さっき動線の話をしましたけど、どこへ行っていいのかわからない、ようやく探し当てて

行ったら他の課ですということになって、この部制の制度ができて中身を見たときに、私は町

民には少しわかりやすくなるのかな。これが徹底されたらわかりやすくなるし、１カ所である

程度のことは流れができているのかなというふうには感じ取ったのです。 

 そこで、今のこの庁舎の老朽化と狭隘化と、それから４・６の関係なのですが、生活福祉課

が一緒になりました。私は、本当に相談ごとがあって行ったときに、今の高齢化率 30％になっ
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たときに、いろいろな相談を受けたときに、必ずここに来たときにここからまた福祉課へ行か

なければならないことがたくさんあるのです。それで、これが一緒になったことはすばらしい

なと思ったのですが、窓口の受付業務の中で、このことが一括したことが１カ所でできるよう

になるのかどうなのか。その点、今これから移行されていくということなのですが、その点の

考えを何かあるのかどうなのか。本当にそういうことがすごく多くあるのです。今回もちょっ

と１つの政策のことで、私たちも氏家議員とちょっと歩いたのですが、１つのことの政策に対

して３課回りました。私たちは車もありますし、足も丈夫ですので大丈夫なのですが、そうい

った面では町民がそれをやるということは、今の、せっかく早急な、安心、安全の、そして町

民に対する迅速なサービスをしていくための１つの改革であり、財政運営とかそういったもの

は町民にはなかなかわからない部分があると思うのですが、町民にとってはこの行政改革で何

が一番解決してほしいかというと、そういった動線の部分での利便性だというふうに私も感じ

るのですが、その点でどのようにお考えになっているのか伺って終わりたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 議員もご承知のとおり、本来であれば健康福祉課を庁舎内

に持ってきたいというのは現在も論議していますし、それはございます。ただ、スペース的に

確保できないという問題も物理的な問題としてあります。 

 実際、今現在やられていることは、申請書を預かった場合については、お互いに、そこで受

領してやり取りをしている、そういう利便性を考慮しながらやっている部分もあります。した

がいまして、今後１つの部になるわけですから、その部分はやっぱり徹底して、さらに拡大で

きるところは拡大していくと。こういう形の中で進めていきたいというふうに思っています。

そこは、１つの部になるわけですから、課同士協議しながら、もっと拡大できるものは拡大し

ていくと。こういう方向性で進んでいきたいというふうに考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） わかりました。そういう工夫をされて、一番何がその手続き上多い

のかという、その部分だけでも移行できるような形に、しっかりと工夫して取り組んでもらい

たいというふうに思います。 

○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。 

 反対討論を認めます。どうぞ。 

〔２番 前田博之君登壇〕 

○２番（前田博之君） ２番、前田です。部設置条例の制定について、反対討論を行います。 

 職員人事は、町長の専権事項でありますが、行政組織の機構改革は議会の議決事項であるこ
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とから、人事と同一視して論ずる性格のものではありません。役場の組織機構は、最小の経費

をもって町民により良いサービスを効率的に提供し、信頼される町民本意の組織機構運営でな

ければなりません。 

 私は、各界の町民の方から意見をお聞きしました。そのことも踏まえて、議員の責務として

本議案に反対します。 

 飴谷町長は、就任１年目の平成 17 年５月に大胆な組織機構改革を行っています。このときの

機構改革では、縦型組織の弊害を打破するため、組織の総合力を発揮できる横型の組織体制の

構築を基本とするとして、課の統廃合とグループ制を導入しました。このグループ制の効果を

確かなものにするためには、効率性、柔軟性を発揮し、課題解決するための横型の組織体制が

必要であることを強調して、今日に至っております。 

 今回の提案議案の機構改革の大きな特徴は、事業部制を導入して部長職を配置することによ

って、業務等の効率を高め、自主自立の横断的で統制のとれた組織運営を図る体制をつくるこ

とができるとしております。 

 しかし、表現方法に多少の違いはあるものの、基本的な考え方は 17 年度に行った組織機構改

革の目指す方向性とはほとんど違いはありません。町が昨年５月に実施した行政組織運営に係

る職員アンケート調査では、職員の 75％が課制を容認し、部制導入を考えている職員はわずか

22％にすぎません。現時点でもその意識は潜在的には変わっていないと思われます。 

 財政再建が始まったばかりのこの時期になぜ、管理職の肥大化、組織の硬直化、さらに人件

費等の増大を招くなど、メリットの少ないと思われる部制を導入するのか、町長の真意が理解

できません。 

 現状の組織に部長職を上乗せしただけと思われる組織機構改革をなぜ行わなければならない

のか、あまりにも組織内の論理による固定的な思考方法であるように思われます。 

 特に本町は人件費の縮減を図るため、新規職員の採用を手控え、現在 297 名の職員数を平成

28 年度までに 38 名減少させ、234 名の職員を見込んでいます。その結果、実務担当者への負担

は相当大きなものとなってきます。 

 しかも、昨年は町の再生団体転落回避のため、47 名もの職員が退職を余儀なくされました。

ほとんどが管理職です。多才で経験豊かな人材を失いました。このことは、多くの職員に精神

的な影響を与え、その後は将来を嘱望された中堅、若手職員が次々に退職し、この３月にも前

途有望な若手職員が役場を去ろうとしています。職員数が減少していく現状も、斟酌しますと、

この度の部制導入の組織機構改革を実施することは本町の現状を無視し、時代に逆行するもの

と断じざるを得ません。 

 地方分権の進展に伴い、自治体には組織のスリム化、フラット化、職員の政策形成能力とマ

ネジメント能力の開発、そして政策官庁への脱皮と行政サービスの生産性向上が喫緊の課題と

して強く求められています。 

 組織機構改革するにしても、新たな行政経営、監理の視点に基づいて、１つとして町行政の

外部からの視点。２つとして民間企業計画の視点。３つ目として経済社会環境変化の反映の視



 54 

点を基本に、客観的な意見も取り入れた中で組織を改革すべきであると思います。 

 これらのことを念頭に、課の再編成による大課制とグループ化等の見直しによる現体制、現

組織体制の機能拡充、役職職員の見直し、廃止、職員の意識改革とモチベーションアップによ

る資質の向上、コスト意識、少数精鋭主義、適材適所配置、そして何よりも理事者の現場主義

とスピード感を持った政策決定をすることであります。 

 あえて部制を導入しなくても、今回の機構改革の目標としている健全財政の達成、業務の効

率化、迅速化、政策経営機能の充実は達成できると思考されます。 

 よって私は、部設置条例の議案に反対いたします。議員の皆様のご理解をお願いするもので

あります。 

以上で討論を終わります。 

○議長（堀部登志雄君） 次に、本案に対する賛成の討論の発言を許可いたします。 

 ５番、山本浩平議員。 

〔５番 山本浩平君登壇〕 

○５番（山本浩平君） 私は議案第４号に対しまして、賛成討論を行いたいと思います。 

 町長は、正月明けの職員向けの訓示の中で、このようにお話をされたというふうに私は伺っ

ております。補助メニューを徹底的に調べて、調べ尽くしたうえでの予算づけを、職員一人ひ

とりが心がけてほしい。と、このように力強いお言葉で職員に訓示をされたというお話を伺っ

ております。 

 現在職員の給料カット 20％、あるいは勧奨退職等で相当多くの方がこの職場を去られた。非

常にこれは悲しいことであり、痛ましいことでございます。 

 また、町民にとっても固定資産税の 20％アップ。これは非常に厳しい経済環境の中で、町民

一人ひとりも本当に苦しい思いをしていると存じます。 

 しかしながら、夕張のような財政再生団体になってしまえば、それ以上に町が疲弊をして、

どんどんどんどん、ただでさえ少子化の中で人口が減っている中、この白老から去る人が多く

なっていくことが懸念されます。 

 今までの反省を踏まえて、そして間違いのない政策決定を行う。きょうの議論を伺っていま

すと、責任のバランスをとり、人材育成と政策決定のその責任性を持たせるという内容だとい

うふうに私は感じました。 

 ぜひとも、この部制を行ったうえで、誤りのない政策決定の実現を目指すことに期待をいた

しまして、この議案第４号の賛成討論といたします。 

○議長（堀部登志雄君） ほか討論ございませんか。次に反対討論です。 

 12 番、松田謙吾議員、どうぞ。 

〔12 番 松田謙吾君登壇〕 

○１２番（松田謙吾君） 12 番、松田です。清風クラブです。 

 今、町がすべきことは、再生団体に転落しない、深刻な状況を回避し、町が安心して生活で

きる町にすることであります。その最も重要なことは、19 年度から 28 年度まで手をかけなけ
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れば 100 億円余りの財政赤字になる。この回避をしなければならない。 

 町長が言っている、身の丈を超えた過去の財政運営が、今日の財政危機を招いた。300 億円

余りの借金を 10 年で 200 億円まで圧縮すると約束している大前提がある。17 年５月、課の統

廃合とグループ制の導入、47 名の経験豊富な職員の退職による職員数の削減を含めた内部管理

経費の削減を大きく掲げ、組織のスリム化、職員給与の削減、業務の民間委託、助役の１人制。

そのうえに使用料・手数料の業務委託の見直し、町民の大きな負担になる税制、税率の改正。

町民サービスの低下が大きい。すべては財政運営のつけであります。そこで、財政破綻回避の

ため、今後 10 年間財政再建計画を立て、未経験の先に今向かおうとしている矢先であります。 

 昭和 59 年、58 年、部長制が導入され、その根拠は財政運営の肥大、人口増、職員増。いず

れも右肩上がりの時代の背景にありました。平成 10 年７月の機構改革では、人口の減少、借金、

町債の増大、高齢化、社会福祉費の増大に伴う新しい時代に適合した行政システムへの展開を

目指し、徹底的な体質改善に取り組み、部制を廃止するといたしました。 

 収入役の廃止、助役２人制を含めた機構改革を進め、最小の経費で最大の効果をあげる機構

改革を基本的な考えとして、住民の協力と支援、理解を求めて進めると言われ、部制が廃止さ

れた経緯があります。 

 飴谷町長が提案する機構改革、部制の導入の最も大事なことは、役場の部制によって役場が

１つになるのか。時に合うのか。時代に合うのか。現状財政が大きく再生し、メリットがある

のか。財政再建の大きな推進力になるのか。何よりも、すべての住民がより良いサービスを受

け、誇りに思えるのかということが、私は一番大事なことだと、こう思っております。 

 組織のアンケート調査を聞くと、先ほどもありましたが、部制反対は 80％弱あったこともあ

った。余力のない財政に、新たな負担をするときではないと私は思います。町民に説明し、合

意が得られるのか。説明の後先が、私は違うのではないかと。住民負担が増大し、先行き不安

を感じながらの生活を、今後大きく強いられる矢先に、職員の給与をもとに戻したいとする組

織優先の確約をしてまで、部長制度を導入することは、私は賛成できない。 

 したがって、賛成できません。以上であります。 

○議長（堀部登志雄君） 次に、本案に対する賛成討論を許します。 

 14 番、氏家裕治議員。 

〔14 番 氏家裕治議員登壇〕 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家裕治でございます。議案第４号に対しての賛成討論をさ

せていただきます。 

 私は余り難しいことは言えませんが、確かに新たな改革に向かうときには、不安がつきまと

うものと考えます。ただ、16 年以降、私が議員になってから、白老町の窓口体制、いろいろな

ものが不安の中で、職員の意識改革に伴って、本当に一つひとつではありますが、いい方向に

向かってきたと、私は考えておりますし、一人ひとりの町民の方々の意見でもあると、私は考

えております。 

 その中で、今回この部長制をしかれる。今までも多分、完全な形の中での組織改革はあり得
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なかったと。しかし、今までにない横断的な、先ほど副町長も言っていましたけれども、横断

的な、その壁を打ち破った形の中での行政サービスに、町民の安心、またそれから安全。また、

町民サービスの向上が、そこに見えてくる。そういった形の中では、町民に対しての本当に前

向きな行政改革になるのではないかと、私はそうとらえております。 

 一番大事なことは行政改革に当たって、町民に効率的で質の高い行政サービスを、一層迅速

で柔軟に提供できるようにすることが大事なことであります。 

 また、新財政改革プログラムを確実に推進し、将来に向けた適正な政策形成と実行力を高め

る行政運営に当たることが大事であります。 

 また、将来の人員減に備えた人材育成と、職員能力を高める行政運営に当たることなどにし

ておきながら、組織の連携、横断、機能充実、政策決定。それから業務推進のスピードアップ、

政策経営機能の充実などを目指すことが、今後求められる最大のポイントだと、私は考えます。 

 そういった点から、この第４号議案に対しての賛成討論とさせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 次に、本案に対する反対討論を許しますが、討論ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは、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４号 白老町部設置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） 確認します。ただいまの採決の結果ですが、賛成９名、反対４名。 

 よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第５号 白老町副町長定数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５、議案第５号 白老町副町長定数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。 

岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） ページ、議５－１です。議案第５号 白老町副町長定数条例の一

部を改正する条例の制定について。 

白老町副町長定数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 21 年１月 23 日提出。白老町長。 

 白老町副町長定数条例の一部を改正する条例。 

 白老町副町長定数条例（平成 19 年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「２人」を「１人」に改める。 

 附則。 
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この条例は、平成 21 年４月１日から施行する。 

次のページでございます。議案説明。 

 本町の副町長の定数につきましては、機構改革により、部が設置されること及び新財政改革

プログラムの推進項目であります人件費の抑制を図るため１人とすることから、本条例の一部

を改正するものであります。 

 改正前、副町長２人を、改正後、定数を１人とするものでございます。 

 なお、期末手当、共済費を含む 35％削減後の副町長給与総額は、約 1,100 万円でございます。 

以上で説明を終わります。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。質疑が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５号 白老町副町長定数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。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第６号 白老町後期高齢者医療に関する条例の一部を改 

正する条例の制定について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第６、議案第６号 白老町後期高齢者医療に関する条例の一部

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。 

安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 議６－１でございます。議案第６号 白老町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例の制定について。 

白老町後期高齢者医療に関する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 21 年１月 23 日提出。白老町長。 

 白老町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。 
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 白老町後期高齢者医療に関する条例（平成 20 年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げます。 

 附則。 

この条例は、平成 21 年４月１日から施行する。 

 次のページをお開きください。議案説明。 

 白老町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。 

 高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部が改正され、本年４月より、後期高齢者医

療制度の保険料の納付方法を選択することが可能になった。これに伴い、納付方法のひとつで

ある口座振替（普通徴収）による保険料の納期を見直すため、本条例の一部を改正するもので

ある。 

 現行、５期、６期が、５期の部分は 11 月１日から末日まであったものを、改正後は 12 月１

日から同月の 25 日まで。６期を、12 月１日から 25 日までのものを、改正後は６期の分を、２

月１日から同月末日までという条例の改正でございます。 

以上ご説明申し上げました。ご審議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。質疑が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６号 白老町後期高齢者医療に関する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。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎要望書等の参考配布 
○議長（堀部登志雄君） 次に、皆様のお手元に要望書等２件を配布しております。 

それぞれ関係する団体から提出され、いずれも重要事項の解決、要望を趣旨としたものであ

り、議員各位にはその趣旨を十分ご理解たまわり、それぞれの立場でしかるべく措置をいただ

きたくお願いをいたします。 
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◎散会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 議長より、念のため申し述べておきます。明日１月 30 日から３月 31 日までの間は休会とな

っておりますので、ご承知願います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 １時０４分） 
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