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              決算審査特別委員会 

 

平成１２年１０月１１日（水） 

   開  会   午後  １時００分 

   閉  会   午後  １時５１分 
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○議事日程○議事日程○議事日程○議事日程    

第 １ 平成１１年度白老町各会計及び企業会計の決算について 
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○会議に付した事件○会議に付した事件○会議に付した事件○会議に付した事件    

第 １ 平成１１年度白老町各会計及び企業会計の決算について 

    ・審査方法 

    ・審査日程 

    ・その他 
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○出席委員（７名）○出席委員（７名）○出席委員（７名）○出席委員（７名）    

委員長 加 藤 正 恭 君       副委員長 野 村 茂 樹 君 

    根 本 道 明 君            近 藤   守 君 

    吉 田 和 子 君            斉 藤 征 信 君 

    宗 像   脩 君 
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○欠席委員（２名）○欠席委員（２名）○欠席委員（２名）○欠席委員（２名）    

     玉 井 昭 一 君       議 長  高 田 寅 雄 君 
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○職務のため出席したものの職氏名○職務のため出席したものの職氏名○職務のため出席したものの職氏名○職務のため出席したものの職氏名    

     事務局長   山 崎 宏 一 君 

     主  幹   上坊寺 博 之 君 
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     ◎開会の宣告 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） 平成１１年度白老町各会計、並びに企業会計の決算審査特別委員会を開

催致したいと思います。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。ご異議

なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、委員長において傍聴を許可致したい

と思います。 

 委員会に先立つ前に、委員長として一言ご挨拶を申し上げたいと思います。議会が行なう決算審

査は、監査委員の専門的な監査の立場と異なって、視野の広い、次元の高いところに重点的に着眼

し、執行者の予算執行に対し建設的な批判を加えるものであると、私は考えております。すなわち、

監査委員の各種の指摘事項を参考にしながら、予算執行の結果、それらが行政上等、経済上の効果

が町民の福祉の向上、また、どのようなサ―ビスがなされたのか、また、財政的に好転しているか、

悪化しているのかという観点で、審査をして参りたいと考えております。その論議を、委員の皆さ

んとともども深めて、議会の意見書としてまとめ、今後の予算編成等に反映していただくことが審

査の目的であるというふうに考えますので、委員の皆さんのご協力をよろしくお願い申し上げたい

と思います。 

 それでは、早速でございますが、玉井委員さんが１時間か１時間半くらい遅れるという報告 

がございますが、早速審議に入りたいと思います。お手元にレジメがいっていると思いますが、 審

査方法と審査日程というふうに書いてございますが、今日はこの２つを審査し、本格的には、１１

月に入ってからやりたいというふうに考えております。それで、順序を逆にしまして、審査日程、

１１月１３日から１７日までの５日間というふうに内定を致しておりますけれども、これらについ

て事務局のほうから、ちょっとご説明をお願い致したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君） それではお手元に、参考までに、昨年度の決算日程表をお配りしてご

ざいます。もちろん、日にちは、今委員長がおっしゃったように、１１月１３日からということで、

前回の委員会の中で決めておりますので、日程は１３日から１７日までということなんですが、今

日お渡しした昨年度のやつは、だいたい中身の理事者等々は別にしまして、日程的には昨年度も５

日間でおこなっております。したがって、これからこの日程が決定しだい、各担当課のほうにご通

知を申し上げて、微調整、各課でもし大きな事業等とぶつかった場合ですね、調整が必要ですので、

その辺の日程調整はしたいと思っておりますが、基本的には、13日（月）から１７日（金）までと

いうかたちで、このような流れとして、なろうかというふうに考えております。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） という説明でございますが。多少の変更はあろうかと思いますが、10年

度の日程表に基づいて組んでいきたいと、考えますがいかがでごさいましょうか。これについてな

にか御意見があれば。よろしゅうございますか。はい、どうぞ。 

○委員（宗像脩君） 去年のことを忘れているものですから。だいたい去年は、当初予定していた時

間、まあ、３分や５分はどうっていうことないですが、大幅にずれこんだとか、そういうことはな

かったですか。 
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○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君） ええと、ございます。それで、各課のですね、大きな事業によってい

ろいろな質疑がありまして、延びた場合とかが一応ございますので。ですから、その辺もですね、

昨年のやつは、私ども取ってございますので、時間帯的なものを、少ない部分をちょっと多めにし

たり、逆に、多く取ってあったんだけれども、あまり時間かからないで終わったというものも中に

はありますので。それは特殊な場合というか、その事業にやりとりがかかったということがあるも

のですから。まあ、基本的にはだいたいこの程度の時間帯を基本にして、あとは融通的にですね、

適時、時間を延ばしたり、縮めたりというのは、いずれにしてもあろうかなと考えております。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） よろしいですか。ま、多少、微調整はあると思いますが、一応こういう

かたちで進めていって、その日によって急きょ各課がちょっと都合悪いというときは、いろいろと

調整をしなきゃならないというのですが。前回の場合は、予備日というものを１日設けているよう

なのだけれど、これはどういうような考え方かな。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    これは今、宗像委員の話から出たように、その部分を、質疑をですね、

多くしなければならないという場合があるものですから、その部分で予備日というものを１日は設

けてはあったんですけれど。去年は予備日を使わないで、基本的には、金曜日で、５日間で終わっ

ているという状況です。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） ということでございます。改めて予備日というのは設けないでおいて、

もし、なければ、いつになるか、どうしてももう１日やりたいということに、もしなった場合には、

日程の調整をして、改めてまた、その時点で検討したいと思いますが。そのような進めかたでよろ

しゅうございますか。 

今の日程でいけば、１１月の２０日（月）はあいているようですので、１７日でもし議論し 

足らないというような問題が発生した場合は、１１月の２０日あたりを予定しておいて、あたりじ

ゃなくて、２０日を予定しておいていただきたいと思いますが。よろしゅうございますか。そうい

うことで。そのようにして、日程のほうは進めていきたいと思います。  

次に、審査の方法、進め方ということについて、お諮りしたいと思うんですが。前も 

って、決算審査の着眼点と、それから９年度、１０年度、１１年度の進め方についての対比の一覧

表が、事務局のほうでまとめていただいておりますので、これをちょっと説明していただき、どの

ような進め方をしたかを参考にしながら、今回の、１１年度の決算の進め方、審査方法を皆さんと

お諮りしていこうと考えますので、事務局からご説明願います。  

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君） お手元にですね、参考までにということで、決算審査の着眼点という

のをお配りしてございます。右のほうに、地方自治法の２３３条に「決算」という項目がございま

す。これは行政のほうの手続きの関係もございます。参考に、「普通、地方公共団体の長は前項の規

定により、監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見をつけて、次の通常予算を議する会議ま

でに、議会の認定に付さなければならない」ということで、今回は、９月定例会に提案しておりま

すので、条文からいきますと、３月までということになりますけれども、白老町の場合は、９月定

例会に特別委員会を設置して付託し、１２月定例会で報告をしているというのが現状でございます。
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この条項からきております。それから、下のほうの枠組みなんですが、これは、議決事件というこ

とで、地方自治法の９６条にございます。ここに、１項の３号に、決算を認定することと、当然こ

れは地方自治法上でも、決算を認定するのは議決事件ということになってございます。参考までに

地方自治法上の手続き的なことをご説明申し上げました。 

で、左側のほうなんですが、大きく１点、２点というふうに分けてあります。上のほうは監 

査委員の審査ということで、大きく、監査委員が今回の認定１号、２号、３号に、９月定例会で議

案として配布してございますが、そこに監査意見も当然ついてございます。それ以前に、監査委員

の中では、審査として計算に間違いはないかどうかという確認、支出命令等に符合しているかどう

か、収支は適法であるかどうか、これは条例だとか法的な部分もございます。能率の良否など、法

令に違反していないかどうか、収支の適否や契約検査がねらいということで、監査委員のほうでは、

監査をしているという状況にごさいます。 

 それに対して、議会のほうの審査のあり方なんですが、５点ほど、大まかに書いてございます。

当初予算や補正予算の議決の趣旨に沿って執行されたかどうか。事務事業の執行がどのように効果

が上がり、住民の福祉に寄与したかどうか。また、そのことが次年度予算に反映されているかどう

かと。３番目は、収入金の未収金がないかどうか。予算の執行にあたって、多額の執行残が出てい

ないかどうか。監査委員および議会が指摘した事項について、改善がなされているかどうかなど、

行政の投資効果を図るのがねらいだと。まあ、大きく５点ほど掲げさせていただいてございます。

こういう考えに則って、審査をしていくということになろうかというふうに思います。 

 それと、もう１点なんですが、続けてご説明だけちょっと簡単にさせていただきます。次の表に

ですね、決算特別委員会審査内容の年度経過対比表というのがお配りしてございます。これは平成

９年度、１０年度、１１年度、昨年までの３ヵ年度について、委員会の審査内容について、若干変

わってきている部分があるものですから、簡単に説明いたします。まず、全般的なんですが、一番

上であります。決算委員会が始まります。これは１３日の初日になろうかと思いますが、監査委員

より決算審査意見を説明していただくということで、これは、先ほど申しましたように、認定１号、

２号、３号出ておりますので、監査委員の意見もそれに付してございます。監査委員から特にこの

意見についてあればですね、ご説明をしていただいて、引き続きそこで、ここに出てきていただき

ますので、ここで、委員会と質疑、やり取りを、もしあればですね、監査委員のほうとするという

ことになります。それと、９年度、１０年度は一般会計歳入全般説明というふうになっております

が、これについては、財政課のほうと税務課のほうになりますが、出てきていただいて、ここでは

歳入、まず初めに全般、９年度、１０年度についてはご説明していただきました。そして９年度の

一番左の覧なんですが、ここで、主要政策の成果説明書というのが、こういうふうに、これですね。

これが配布されておりますので、これをですね、各担当課長から、９年度の場合は全部説明を事前

に受けておりました。ですから、これに主なものですね、各担当課の主な内容について説明を受け

てきました。それで、ですけれども、今度１０年度になりますと、その説明を省略していただいた

と、各課でですね。というのは、各委員さんがたが、各自内容について目を通してきていただいて、
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質問事項だとかそういうものをチェックしていていただくということを前提にして、各課長からの

説明は省略したという経過がございます。ですけれども、今度は１１年度は、昨年はですね、まあ

そうは言ったものの、やはり課の主なものを、ここで１０分程度と書いてございますが、１０分程

主なものを説明していただいて、その中からまたさらに、問題点を質疑というかたちでやっている

ということで、この部分については、かなり、ちょっと経過として、当初は全部説明を受けて、次

は説明を受けないで、こちらから自らと。また昨年度は１０分程度、やはり説明を受けた中でのほ

うがやりやすいのではないかと、ということの経過がございまして、昨年度は 10 分程度が出てき

たという部分でございます。それと、これが 5日間続くわけです。さっきの日程表に基づきまして。 

 次に真ん中の覧、１０年度なんですが、１０年度からはですね、今度は町長、教育長の執行方針

を要約したもの、次の、実は昨年のやつを抜粋でちょっと次のページに表にして配ってございます

が、これはですね、町長が平成１０年度の 3月にですね、町長の執行方針というのが毎年 3月に行

なっております。そこにですね、町長の町作りに対する町長の政策的なことが全部載っております

ので、それらを１０年度については、やはり質疑をする必要があるんじゃないかということで、こ

れが一部抜粋しておりますが、こういうかたちで町長の執行方針を各課に、逆に議会のほうからお

渡しして、金額だとか、備考欄に主な内容を書いていただいていると。こういうものを参考にして、

決算認定にあたっての質疑をしていただいたいう経過がございます。それと、１０年度の下のほう

に、歳入歳出全般の重要事項について。このときはですね、従来までは理事者入っておりませんで

したが、この時から助役、教育長への総括というかたちで、これは昨年も続いておりまして、あ、

失礼しました。これは、最終日に総括というかたちで１０年度は行なっております。今度１１年度

にいきましたら、この分が日程表にございます通り、助役、教育長については、各担当部署、部局

のところに出てきていただいているという経過がございます。それはまあ、昨年からそういうかた

ちで、各部署部署に担当助役が出てきて質疑をしているという状況にございます。そんなことで若

干ですね、付け加えたり、省略したりですね、そういうかたちで推移しているという状況にござい

ます。だいたいまあ、大ざっぱなんですが、９年度、１０年度、１１年度はそういう経過で審査を

してきているという状況を簡単にご説明を申し上げました。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） ただ今事務局長から 9年度、１０年度、１１年度に実施された審査経過

について、るる説明があったわけですけれども、本年度はどのような進め方をしていったらいいか

ということなんでございますが。これらを参考にして、また独自の考え方でも結構ですけれども、

委員さんの皆さんの御意見を承りたいと思いますが。まあ、あの、最初の監査委員からの決算審査

意見の説明と、これは例年の通り、問題はないかと思うんですけれども。どうでしょう。いいです

ね。問題なのはその次の、一般会計の歳入の説明等、多少年度によって内容が少しずつ変わってい

るようですけれど。まあ、昨年も決算委員をやられたかたが大分おられるようですので、それらの

考え方も参考にして、ご意見がどうぞありましたら言ってください。どうぞ、野村委員。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君） 平成１０年度の決算委員会を出ていないものですから。昨年が初めて

の経験なのですけれども、およそ昨年の進め方でいいんではないのかなあという気がするんですけ
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れども。一般会計の歳入全般の説明というのは省略してですね、各課長からのそれぞれの事業の説

明を、担当した事業の説明をしていただくと。それも、るる細かく説明をするのではなくて、それ

ぞれの担当した事業の、主な事業ですね、主な事業の成果、それとそれに対する今後の課題、その

程度の説明で、あと質疑に時間をかけたほうがいいんではないのかなという気が致します。それか

ら、助役、あるいは教育長については、所管する課については出ていただくと、いうことで行なっ

たらどうかなと思いますけれど。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） 野村委員の意見は、昨年、１１年度で行なわれた考え方を踏襲し、各課

長が、担当課長が１０分程説明をして、出来るだけ質問事項に時間を取るような、質疑に時間を取

るようにすると。してもらいたいと。それは、助役とか教育長は必ず担当の、必ず出席していただ

きたいと、こういう意味ですか。という御意見でございますが。ほかにどなたかどうぞ。はい、斉

藤委員どうぞ。 

○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君） 私も２回目の経験で、昨年のことしかわからないんですけれども。去年確

認した論議の時間を増やそうということ、そして効率的にやっていこうということと、それから、

途中助役が入って責任ある答弁をきちっと聞こうという考え方というのはそのまま活かしていいん

じゃないかというふうに思いますんで。今の野村議員の考え方でいいんじゃないかなと思っていま

す。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    というのは、最初から助役、教育長は入ってなくてもよろしいと。そし

て課長の説明がある程度終わって、質疑のときに来ていただくと。こういうことですか。最初から

いてほしいと、こういう意味ですか。 

○委員（斉藤征信君） 去年は初めからいたんではないかと思います。それ、委員として、委員会と

して要望したんで。それ、確認できたんで、そのままでいいじゃないかと。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    最初からね。ほかにどなたか。斉藤委員も野村委員と同じような考え方

のようですけれども。教育長は教育行政のときにだけ出席してもらえればいいわけですし、助役の

場合は、担当助役２人いますから、それぞれ項目によって、担当助役が出席していただくと。こう

いうことで進めるということなんです。ほかに何かご異論があれば。ないですか。よろしゅうござ

いますか。そういう進め方で。はい。それではそういう進め方にしていきたいと思います。出席者

は各担当課長と担当の助役。係長なども来られるでしょうけれども、そういうかたがたの御出席を

願って、説明はなるべく簡略にしてもらって、質疑に時間をかけさせていただくと。はい、野村委

員。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君） 去年の途中から出ていただいたんですけれども、行政改革推進室の主

幹、あるいは室長、このかたは、こちらから要請した時には出席できる体制だけはとっていただい

てもらいたいなあと思うんです。それぞれの課で、行政改革の推進事項についての質問も出てきま

すから。その時に担当する部署としてこの判断を聞きたいという都合がありますので。待機をして

いただくということで、お願いしたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    推進室はすべてのことに、行政改革ですから、関与しているというふう
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な考え方から、時によっては常時、毎回出ていなくても、必要によっては出てもらうような体制を

作っておいていただきたいと、こういうことですね。はい。それも去年もやっていたことですか。

途中からだったの。そうですか。ほかに何か、そのほか要望ありませんかな。こうしてもらいたい、

ああして進めてもらいたいというようなこと。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君） 必要書類の提出というのは、今話題に出してもいいですか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    いや、よろしゅうございますよ。いいと思いますよ。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君） 今でいいですか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） いいですよ。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君） 必要な資料の提出も求めたいなあと、いうふうに思うんですよ。で、

それをいつまでに要請すればいいかと、事務局のほうへですね。  

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） 当日でどんなもので。当日じゃ間に合わない場合があるから。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    間に合わない場合が多いんですよ。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君） 明日だとかなんとかと言ったって困るんで。前もって、えー、どんなも

んでしょう。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    あらかじめ、本当は、書類ですね、こういう資料を提出していただき

たいということを、あらかじめ出来れば一番いいんです。それで、１３日から始まりますので、書

類の内容にもよりますが、基本的にはですね、１０月３０日、まあ細かい話ですけれど、１０月３

０日ぐらいまでに、出来れば……ですから、資料をそろえる内容にもよるんですけれど、かなり担

当課として費やす時間をみればですね、どういう資料かによってちょっと違いますけれども、すで

に持参というか、ある資料であればすぐできるんですが、新たに作らなければならないというもの

が発生する場合が往々にある場合があるものですから、出来れば基本的には１０月３０日までぐら

いに、事務局のほうに言っていただければ、事務局のほうから担当課のほうにお願いしたいと。そ

れが一つです。それと、それ以降ですね、また勉強しているうちに、こういう資料もと、あったと

いう場合は、さっき何回もくどいようですけれど、資料の内容によりますが、当日まで間に合うも

のがあるかもしれません。ですから、それは随時また出していただきたいなと思っていますけれど

も、出来れば 30 日までにまとめてと。それで、当日やっているうちに、質疑やっているうちに、

必要ということも当然出てきますね。その場合は委員長のほうでおはからいをしていただいて、担

当課のほうに請求をする、ということ。まあ３つのだいたい方法でしか出来ないかなというふうに、

基本的には考えております。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    事務局長、あの、１１月の２日までということにしたらどうだ。１１月

の 2日。３、４、５と連休になるから。同じか。１１月 2日。１３日からだから、1週間あるわけ

だ。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君） 内容にもよるんです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    内容にもよるな。１０月いっぱいまでに、この主要施策等成果説明書を

見てですね、そして、こういう資料が必要だということを感じた委員さんは、１０月いっぱいくら



 8 

いまでに事務局に申し出ていただきたいと。それによって、１３日からまでの審議に間に合うよう

に書類を提出してもらうと。こういうことになろうかと思うんだけれど。そういうことで。何か問

題のある、資料を提出してもらいたいというご希望のあるかたは、そういうふうに申し入れしてく

ださい。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    もし、漏れているようであれば、随時それはもう、受けますので。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    そうですね。やっていいる最中に、２日、３日後のやつで、もし間に合

うものがあれば、なるべくそろえるようにさせます。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    それと、参考までになんですが、資料を一応要求するんですけれども、

中にいろんなやっぱり、まあ、今回情報公開始まったということばかりじゃなくて、個人のプライ

バシーの部分で、こちらが要求しても、町側は出さないという部分、これないという、そういう部

分、内容的にはないと思いますが、こういう部分が当然ありますので、これもし、町側で出さない

ということになれば、それはちょっと御理解していただきたいなと思っていますので。その辺だけ

一つよろしくお願い致します。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    ほかにどなたか。何か進め方、今後の審査のときに必要だと、こういう

ことはどうだというようなことがありましたら、ご提案願えませんか。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    委員長、確認なんですが、よろしいでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    何か事務局のほうで確認事項があるようですから。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    それで、さっきお話した抜粋で、町長のほうの執行方針、これ、あの、

私どものほうで、抜粋しまして、数字は実は各担当課に入れていただいているんですよ。いつまで、

入れていただきたいと、備考欄を含めてですね。この辺、これの活用なんですが、いかがしますか。

これは、たまたま平成１０年度から、実は、１０年、１１年ということで、こういう方式でやって

はいるんですけれども。この主要施策でほとんど載っているといえば実は載っているんです。この

中にですね。ですけれども、当然町長の施策ですから、会計の中に、主要施策のほうには載ってる

んですが、この辺の活用によっては、いらないという考え方もなるものですから、その辺でいかが

したらよろしいかなと思いましてね。ちょっとお諮りしたいと思っておりますが。お諮りというよ

りも、確認したいと思っております。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    去年は実際使わなかったんですよ。もらってね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    具体化されたものが、ここに載っかってはいるんですよ 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    そうそう。それで、町側の説明では、だいたいこれを説明してくるん

ですよ。この内容をね。これについて議論した覚えはないなあ。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    でも、要求して出した資料じゃないの。事務局のほうで、いや… 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    委員会として、これも作りましょうと。委員会として。で、これは… 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    作ってくれるなら作ってくれてもいいと。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）    あったほうがいいと思いますよ。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    これは当然、町長だけのだけれど、教育行政の執行方針だって…あ、こ
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れだけじゃないんだ。抜粋なんだ。わかった、わかった。教育行政もあるわけだな。何枚にもなる。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君） かなりの枚数になります。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    大変な作業だぞ、だけど。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    だから、作業は結構ですね、私どものほうもかかりますし、相手のほ

うも、町側のほうも、結構これに基づいて書くものですから。活用によってはね…… 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    活用しなかったら、それは徒労に、それこそ徒労に……せっかくお願い

してね、それを活用しなかったということになると、これに載っているからいいんだで済まされる

なら、最初から、これは結構労働時間かかっていると思うな、作るのに。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）        この資料に基づいて質疑応答するなら、これ使えるんですよ。ただ、

あくまでも、これを中心にやっちゃうから。1回目を通してな、それで終わっちゃったんですよ。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）    自分が勉強するときに、ちょっと政策をを見ながら、こっちのほうと   

自分でこれを点検したりするのにはいいと思う。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）        金額は一緒だからね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    これは予算執行方針の内容の具現化というふうに考えていいのかな。こ

の資料というのは。 

○事務局長（山○事務局長（山○事務局長（山○事務局長（山崎宏一君）崎宏一君）崎宏一君）崎宏一君） 町長の執行方針演説の内容、金額的なものだとかですね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    それを一覧表にしたというふうに理解していいんですね。 

○事務局長（山崎幸一君）○事務局長（山崎幸一君）○事務局長（山崎幸一君）○事務局長（山崎幸一君）    そうなんです。で、それはイコール、こちらにも実はあるんです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    当然であるね。 

○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）    やっぱり、まとめたものがあったほうが理解度がいいんでないかという意味

で。これがあって、これでもって質問するとかいう、そういう観点ではなくて。これ、あったほう

がいいです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    はい、どうぞ。 

○委員（根○委員（根○委員（根○委員（根本道明君）本道明君）本道明君）本道明君）    僕もね、この資料はね、これに則って、質疑するとかしないとかいうこと

はさておいて、やはりこういうふうな町長執行方針に沿って、こういうような事業展開を行ないま

したというふうなことが、各課にわたって再認識されることが僕は大事だと思いますので。やはり

これは提出していただいて、各課にもう一度再点検をしていただくということは、また同じものが

こちらに載っているから、確かにこれは、ここでもって、これに沿っての審議は無いかもしれませ

けれど、これは大事な書類というか、大事な目次というかな、そういうふうな位置付けて必要なん

です。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    一所懸命やっていただいた労働、資料に対するエネルギーは、我々委員

の勉強の参考資料として使っていますよと。これに基づいての質問じゃなくても、そういう考え方

であれば必要だと。ということだね。そういう考え方で。提出してもらうように、大変かもしれま

せんけれども。お願いしておいたほうがいいですね。はい。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）    これは確か、去年、事務局のほうから、これが提出されたんですよね。  僕
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ら委員のほうからの話ではなくて。  

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    これはおととしから。 

○○○○委員（根本道明君）委員（根本道明君）委員（根本道明君）委員（根本道明君）    これが出たあれは、町長執行方針の…… 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    委員長いいですか。実はですね。こういう町長の執行方針ですから、

こういう金額的なことはさることながら、やはり町長の町づくりに対する全般的なことがこれに事

務事業として載っているものですから。こういうものを視点としながら議論ということも大事じゃ

ないかということで、お話しした経過なんです。それじゃあ必要だということで、作ってきた経過

もあるんです。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    ということだそうですから。それでは、そういうことで、皆さんの総意

として、これを資料として出してもらうと。継続してもらうと。大変でしょうけれども、お願いし

たいということね。はい、じゃ、そういうことで、事務方、お願い致したいと。そのほか、何かあ

りますかな。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    すみません、確認なんですけれど。先ほど、野村委員のほうから出て

ました、一般会計、歳入全般の説明はですね、実は昨年はしてなくて、これは財政課の中、また、

税務課の中でやっておりますので、ここで歳入全般ということじゃなくて、財政と実は税務が日に

ちが当然一緒でないものですから、別々にされるんですね。時間がずれているんですよ。そういう

ことで、税務課は歳入の税外の関係、それから財政課のほうはいろいろな交付金だとか、一応分か

れますでれども、これはよろしいですね。各担当課の時間の中で説明してもらうということで。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    不都合はなかったかな。むしろそのほうが時間的な無駄が省けたね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    それでいいですか。あと、ほかにありますか。行政改革推進室というの

も監査の対象になるんだ。これは全般的な話になるな。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    全般的というか、これは一つの部署としての話になるんですね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    ここはね。そうなんだけれども。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    推進室で使っている総務費がいくらで、事業費がいくらでという、そ

の説明だけですから。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    ほかに何か。是非こういうことは進め方の中にいれていただきたいとい

うことがあれば、どうぞ。はい、どうぞ。野村委員。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    議事の関係、議事録を取る関係があるのかどうかわからないけれど。    

議会と同じように、１人３問３答方式ですか。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    委員会ですから、１問１答で。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    １問１答で、いいね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    回数は関係無くということです。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    で、場合によっては、議員同士のやり取りもあって。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    当然ね、それが大事なことですね。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    やはり、いろんな制約しちゃうと、意見交換できなくなっちゃうんで
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すよ。行政側と一方的なやり方だけで、委員同士のやり取りというのが、時には必要な場合もあっ

てね。それは委員長の配慮で。     

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    そこが委員会のいいところです。本会議と違いますから。１問１答で時

間はありませんし、何回お聞きになっても構いませんし。それはいいんじゃないんですか。今まで

通りの委員会で。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    委員長、もう一つ、この機会に。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    はい。ただ、録音する関係もあるから、気をつけてもらいたいのは、名

前だけは、発言するときに言ってもらわなければだめだな。 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    １回１回？ 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    １回１回。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    そういうことをお話しようと思っていたんです。実は、会議録作成が

あるんですよ。したがって、質問の回数は別にしまして、これは会議録として作成するものですか

ら、町側にも当然冒頭にお話ししたいと思っていますが、委員会と同じような形式で、委員長の許

可を得て、氏名を言ってから発言する…… 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）        発言者が名前を言うのじゃなくて、議長が指名をするっしょ、手を

挙げたときに。それで議事録取れないの？ 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    「野村委員」と、俺が言えば、それでいいということか？ そうすれば、

野村ですけれど…… 

○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）○副委員長（野村茂樹君）    １回１回言わなければならないんでしょ。だから、委員長がだれだれ

委員と指名すればいいんですよ。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    そうしよう。「野村ですけれど」と、言わなくてもいいということだな。

たら、俺が指名しなければだめだな、いちいち。名前を言えばいいんだな。で、あと、自由に発言

してもらう。 

○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）○委員（根本道明君）    だから、指名された人だけが発言する。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    指名しなかったら、しゃべられないんだわ。 

○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）    ですから、今回は長期に５日間かかりますので、会議録も膨大になる

と思うんですよ。その辺だけちょっと確認ということで、お願いしていただいて、町側にも当然お

話をしたいと思っております。で、どうしても、町側もですね、一対一でやり取りしちゃうんです

ね。本当は委員長を通じてなんですけれども、町側のほうも言ったことに対してもすぐもう話して

ですね、そこでこうなっちゃうものですから、会議録が、議論はいいんですけれども、会議録のほ

うがちょっとそういうことで。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    議論というと、話し夢中になっちゃう、長くなったりするとちょっと忘

れてしまる場合もあるんでね。そのあたりはうまく、テープの関係もあるんだろうから、うまくや

るようにします。はい、近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）○委員（近藤守君）    はい、近藤です。今、色々出たのですけれども、質問する側のね、委員のほ
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うの質問が的を射たというかね、的確な質問が一番必要で、最優先されると思いますし、また、そ

れに答えるですね、理事者側のほうもね、答えてもらいたいと。というのは、去年ですね、後半の

ほうでね、いろいろ質問出たときにですね、うちの課でないとか、俺でないとかどうのこうのこの

間ぐちゃぐちゃやっていたことがあったんですよ。非常に見苦しいし、また聞きづらいもんで、そ

ういうことがないように、そこはそれなりに上手にね、責任者のかたが取り計らってもらいたいな

と。これだけ一つお願いしたいなと、思います。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    それらも、進め方の中で町の理事者に時折気が付いたときには注意する

なり、なんかしてですね、進めていくような、あまり見苦しいところを見せないような方法をね、

担当課に注意しておきます。いいですね。はい、ほかに何か、どなたかありましたら。どんなこと

でもいいと思います。進め方としてこういうところはこうあるべきじゃないかとか、どうだろうと

いうようなことがあればいいんですが。はい、どうぞ。吉田委員。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）    この決算の委員会の一番最後の、５日目、の５日で終わるとしたら５日目

の午後からまとめというのが入っていますよね。で、５日間みっちりやりますんで、忘れることは

ないと思うんですけれども。その日その日のある程度の項目的なもののまとめというものは必要な

いですか。その日にやったことでこういうこととこういうことは取り上げておこうとかっていう。

その日のまとめというのは必要ないんでしょうかね。今までそのようなことはやってないですよね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    あれですか。その日のやつをまとめると、こういう意味ですか。各課の

終わってからまとめるという、こう言う意味じゃないんですね。例えば、５つの課があったら、そ

れをその日に５つの課のやつをある程度まとめたらどうだろうと。こういう考え方ですか。そのほ

うがいいんじゃないかと。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）    忘れてしまったら、書いてはいるんだけれど、ある程度忘れてしまうこと

が結構あるのですよね。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    時間的な問題もあると思うんですけれども。 

○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）○委員（吉田和子君）    だから、ちょっと厳しいのかなあと思ったり。やはり、自分でまとめたほ

うがいいのかなあと、思ってみたりもしたんですけれど。 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    まとめの時は当然皆さんのね、何々についてはどういうことを意見書に

載せたらいいかというお諮りは充分したいと思っております。それらの意見をふまえて、まとめは

私のほうでやらなきゃならないと思うんですが、そのまとめをまた皆さんにお返しして、いろいろ

御批判をあおぐという、こういうようなかたちを取りたいと思います。まとめには充分な時間は取

りたいと思います。そのための予備日でも、予備の日でもあるわけでね。まとまらなければ、先ほ

ど言った２０日に予備日を作ると。このような考え方で進めたいと思うんですが。どうでしょう。

あの、その時その時でやったらというご意見なんですけれど。今まで通りのまとめという時間帯で

まとめていくか。その日その日で、皆さん疲れているんじゃないかなあと、思うんでね。それより

も、ある程度、まとめならまとめだけのほうに整理をしたほうが、集中できるのではないかという

感じもするんですけれども。朝から晩までの、ま、休憩ももちろんとりますけれども、３０分か４
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０分の間でまとめるというのもどうかなという感じもする。それぞれお家へ帰られてからでも、今

日のやつを、ま、おさらいという言葉は失礼ですけれども、自分なりに整理されるという時間帯を

設けていただければ、ありがたいと思うんですが。そういうことで、じゃ、今まで通りの考え方で

進めていきたいと思います。ええと、ほかに何かありましたら、どうぞ。暫時休憩します。 

         休憩 午後 １時４８分   

   ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

         再開 午後 １時５０分 

○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）○委員長（加藤正恭君）    委員会を再開したいと思いますが。だいたい進め方についての考え方、

みなさんの御意見が出た、出尽くしたような感じがいたしますので、この辺で今日の特別委員会を

閉じたいと思いますが、いかがでございますか。     

       〔「異義なし」と言う者あり〕 

よろしゅうございますか。それでは、これで今日の審議を終わらせていただきます。１１月１３

日から５日間、また色々と大変ですが、体調を整えて御出席の程をよろしくお願いいたします。 

                              （閉会 午後１時５１分） 

 


