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平成１６年議会運営委員会会議録 

平成１６年１１月２６日(金曜日) 

   開 会  午後  １時３０分 

   閉 会  午後  ２時４６分 

                                             

○議事日程 

―協議事項―（平成１６年第５回白老町議会臨時会関係） 

第 １ 提出議案 

（１） 町長提案(４件) 

議案 ４件（寒冷地手当条例、職員給与条例一部改正） 

第 ２ 議案の説明について 

    議案第１号 白老町職員の寒冷地手当に関する条例の制定について 

    議案第２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

    議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

    議案第４号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

第 ３ 第５回臨時会の日程について 

    会期 平成１６年１１月２９日 (月曜日) １日間 

    議事日程 

    第１ 会議録署名議員の指名 

    第２ 会期の決定 

    第３ 議案第１号 白老町職員の寒冷地手当に関する条例の制定について 

    第４ 議案第２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

       議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

       議案第４号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

第 ４ 議長の諮問に関する事項について 

（１） 常任委員会の先進地視察（道外）のあり方について 

① 日程について 

② 経費(旅費)について 

③ 実施年度について 

（２） 議員の研修派遣のあり方について 

（３） 決算審査特別委員会の審査方法及び日程等について 

① 定数(８人) 
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② 審査方法（各課単位、担当助役、教育長の出席） 

③ 審査日程（H１５・１６は４日間、H１４以前は５日間） 

④ 審査時間（各課等概ね１時間程度） 

（４） 議会改革について（継続審査分） 

                                             

○会議に付した事件 

―協議事項―（平成１６年第５回白老町議会臨時会関係） 

第 １ 提出議案 

（２） 町長提案(４件) 

議案 ４件（寒冷地手当条例、職員給与条例一部改正） 

第 ２ 議案の説明について 

    議案第１号 白老町職員の寒冷地手当に関する条例の制定について 

    議案第２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

    議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

    議案第４号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

第 ３ 第５回臨時会の日程について 

    会期 平成１６年１１月２９日 (月曜日) １日間 

    議事日程 

    第１ 会議録署名議員の指名 

    第２ 会期の決定 

    第３ 議案第１号 白老町職員の寒冷地手当に関する条例の制定について 

    第４ 議案第２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

       議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

       議案第４号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

第 ４ 議長の諮問に関する事項について 

（１） 常任委員会の先進地視察（道外）のあり方について 

① 日程について 

② 経費(旅費)について 

③ 実施年度について 

（２） 議員の研修派遣のあり方について 

（３） 決算審査特別委員会の審査方法及び日程等について 

① 定数(８人) 
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② 審査方法（各課単位、担当助役、教育長の出席） 

③ 審査日程（H１５・１６は４日間、H１４以前は５日間） 

④ 審査時間（各課等概ね１時間程度） 

（４） 議会改革について（継続審査分） 

                                             

○出席委員（１１名） 

委 員 長  大 渕 紀 夫         副 委員長  熊 谷 雅 史 

委   員  山 本 浩 平         委   員  吉 田 正 利 

委   員  吉 田 和 子         委   員  谷 内  勉 

委   員  加 藤 正 恭         副 議 長  根 本 道 明 

議   長  堀 部 登志雄         委員外議員  玉 井 昭 一 

委員外議員  西 田 祐 子 

                                             

○欠席委員（０名） 

                                             

○説明の為に出席した者の職氏名 

  総 務 課 長  白 崎 浩 司 

                                             

○職務の為に出席した者の職氏名 

  事 務 局 長  山 崎 宏 一  

書     記  浦 木  学 
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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。委員会条例に基づきま

して傍聴を許可することにご異議ありませんね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり ] 

ご異議なしと認めます。 

それでは全員でございますけれども、協議事項に早速入りたいと思います。 

                                             

○委員長（大渕紀夫君） 第５回の臨時議会がございますので、その件とその他のことでございます。

局長のほうから。 

○事務局長（山崎宏一君） お手元にレジメをお渡ししてありますけれども、今委員長のほうから

話ありましたとおり、臨時会の議案、町側から条例の制定と一部改正３件、あわせて４件出ており

ます。それと今日の日程なのですけれども、一応臨時会に関わる分については町側の４件の議案だ

けです。それと従来まで進めておりました議会改革の関係、この関係が引き続いてございますので、

内容等についてはまた後程ご説明を申し上げていと思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは第５回臨時会についての町長提案の議案がございますので、そ

の議案の説明を総務課長からお願いいたします。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは議案の説明をさせていただきます。 

今ご説明のとおり議案については４件ございます。説明につきましてはいずれにしても関係がご

ざいますので、一括して説明させていただきます。 

 議案１号につきましては、白老町職員の寒冷地手当に関する条例の制定についてということで、

現在ある条例の全部を改正するという内容でございます。２の１の５を開いていただきたいと思い

ます。議案説明になっていますけれども、今年度の人事院勧告に基づきまして、国の方としては、

支給地域の見直し、支給額の引き下げ、それと支給時期、方法の抜本的見直しを行いました。国の

法律の改正により、国については１６年度から実施するということになっております。この勧告の

実施に準じまして、本町においても改正を行い、寒冷地手当の抜本的見直しを行うということでの

条例の制定でございます。改正内容につきましては、次ページの新旧対照表を添付してございます

けれども、地域区分につきましては、これは国のほうで定めている寒冷地域の区分ということで、

従前は５級の８区分、北海道の５級地、白老町については乙地でございました。これを改正後は、

４級の４区分にしまして、白老町については北海道の２級地ということで、これについては大きな

変動はありません。支給方法については、従前は９月１日基準日によりまして一括支給ということ

でありましたが、改正後は１１月から３月までの５ヶ月間で月額支給するという内容です。支給区

分と額につきましては、従前は基準額と加算額という２本立てでございましたけれども、改正後は

支給額１本ということでございます。世帯区分につきましては、記載のとおりの４区分がありまし

たけれども、改正後は３区分になるという内容です。また２に書いております支給額については、

現行の支給額が基準額、加算額、それと世帯区分ということで、記載のとおりこのように分かれて
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おりますが、改正後は、扶養親族有、扶養親族無、その他の職員ということで、合計金額書いてま

すが、これを先程言いました１１月から３月までの５ヶ月間で支給ということですから、下段に書

いてます月額の金額で支給されるという内容です。今現在の支給との差額を一番右の欄に書いてお

ります。これは改正内容ですが、国の基準と同様の改正内容でございます。国もそうですが、削減

額が大きいということから国の改正に準じて激変緩和措置として、付則の３項で経過措置を規定し

てございます。扶養親族３人以上の経過措置対象職員で申し上げますと、１７年度５万円、以後最

大６年間まで２万円刻みで低減措置し、２２年度に改正後の支給額にするという内容です。国にお

いては１６年度からの改正で、経過措置としては最大５年ということになっておりますが、本町に

おいては加算額が国よりも現行では多く、減ずる額が国より多いということから、１７年度から最

大６年間と、その内容でございます。最大ですから、扶養区分の世帯区分によっては、２年目３年

目４年目５年目ということで、国の基準額になるというような改正内容でございます。 

 それと合わせてですね、関連しますので２号の方も説明させていただきます。 

 ２号につきましては、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてということ

で、改正の内容は付則に次の１項を加えるということで、この内容はですね、１６年度に限りです

が、期末手当から３万円を減ずるという内容です。厳しい財政状況をということで自主削減なので

すが、もう少し具体的に言いますと、先程寒冷地手当の説明いたしましたが、国においては１６年

度から実施するということで改正されておりますが、本町の場合支給日が国より早くて９月１日と

いうようなことで、条例の改正が間に合わなかったということにより、今年度については現行条例

で支給しております。国の経過措置の１年目の低減相当額３万円を今年度に限り期末手当で調整す

るという内容でございます。 

 合わせて議案の３号につきましては、特別職の職員の支給条例の改正。あるいは議案４号につい

ては教育委員会教育長の支給条例の改正なのですが、いずれの改正内容は同様で、本条の寒冷地手

当の支給の例を先程議案１号で改正した条例によるよという内容と、付則で議案２号でいいます期

末手当から３万円を減ずるよという改正の内容でございます。それは３号４号いずれも同様です。 

 さらっとした内容の説明なのですが、以上で私のほうからの説明は終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま総務課長より議案第１号から第４号までの提案の説明がござい

ました。本会議がございますけれども、特にここで聞いておくべき事がございます方どうぞ。 

 ございませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

 それでは議案の説明については以上で終わりたいと思います。 

 つぎに臨時議会の日程の件ですけれども、１１月２９日１０時からですけれども、１日間という

ことでよろしゅうございますでしょうか。 

［「はい｣と呼ぶ者あり］ 

よろしゅうございますね。 

それでは臨時議会に関する件につきましては以上で終わります。 

課長ご苦労様でございました。 
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議事日程について局長から説明がございます。  

○事務局長（山崎宏一君） 皆さんお手元に１枚のものがありますけれども、議事日程第１号とい

うものちょっと見ていただきたいと思います。これについては各会議とも日程第１第２というふう

に同じでございますけれども、今回議案第４号までございますけれども、１号についてはこれ基本

的な寒冷地手当に関する条例が新しくなるということで、これ単独で提案、採決なりますけれども、

今説明ございましたとおり２号、３号、４号、２号については一般職ですね、３号については特別

職、４号については教育長ということで、いずれも改正内容同じでございますので、一括提案説明

と。そして討論と採決は別々にという事になっておりますので、その辺あらかじめご承知しておい

ていただきたいというふうに思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 議事日程等進め方についてはよろしゅうございますね。 

[「はい｣と呼ぶ者あり］ 

 はい。それでは４番目。議長の諮問に関する事項についてということで、これ前回若干議論され

ている部分と、そうでない部分がございますので、この件を最初に協議したいと思います。局長の

ほうから説明を願います。 

○事務局長（山崎宏一君） まず（１）の常任委員会の先進地視察も３常任委員会ともすべて終わ

ってございますけれども、今後に向けてということもございますので、先般の議運で一応口頭で提

案をさせていただいております。ご承知のとおり東京以南、今回は東京以南でございました。４泊

５日。過去には５泊６日ということもございましたけれども、議会改革の中では４泊５日にしてご

ざいます。また東京以北、１７年度か１８年度に年度的に言えばなると思いますけれども、これか

らのことでございますので東北以北については２泊３日という現在実施してございます。これも過

去は３泊４日というときもございますけれども、議会改革の中で１泊削減しているという状況にご

ざいます。従って先般もお話しましたが、いろいろ予算等々も含めての相対的なお話をさせていた

だきました。そういう中で経費についてということで、つぎに②ございますけれども、東京以南の

場合は予算計上分が１人１６６，０００円という打ち切り旅費で実は計上してございました。これ

についてはですね、今年の４月に議員さん方の費用弁償、旅費の改正をしてございました。それで

割り増しだとか、そういうものが全部すべて無くなりましたので、結果的には実費額、右のほうに

書いてございますけれども、１２万５千円から１４万５千円。これは行く地域によって当然違いま

すけれども、大体実態としてはこの程度だというふうに抑えてございます。東京以北、東北関係に

なりますけれども、これも１人９３，０００円というのは打ち切り旅費で、上限の部分でございま

す。これについても先程話しました旅費条例が改正されてかなり削減なっているということで、実

質的には７万７千円程度になるだろうというふうに考えてございます。 

 それと③の実施年度でございますけれども、基本的には常任委員会の任期が２年でございますの

で、その初めの年度に実施していこうということでなってございました。しかし昨年度の議会解散

に伴いまして改選期が１１月に変わったということでございます。従って今回のように変則的なと

いうのこれから説明いたしますが、実施になってございます。任期申し上げますと、この１年次２

年次というのございますけれども、これが議員さん方の任期でございます。１５年１１月９日から
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１７年１１月８日までと。結果的にはですね、これはあくまでも任期になっていますけれども、委

員会が臨時会開催して決めてございます。若干のずれはございますけども、選挙の任期で言います

と、１５年１１月９日から１７年１１月８日まで。これが２年の任期になります。今回初めに言っ

ていました改選期が１１月に変わったということもございまして、１１月サイクルになっておりま

す。従って本来であると１５年１１月９日から１６年１１月８日までに第１次の委員会先進地視察

ということになりましたけれども、今いったようなことで変わっておりますので、１０月で終わっ

た委員会もございますし、１１月の先週終わった委員会もあるということで、そういう意味でちょ

っと変則的になっているという意味でございます。これは１６年度予算案で見ておりましたので、

すでに精算が終わってございます。それと３年次、４年次というのはまたこれ後期の２年間の委員

の任期でございます。従って１７年１１月９日から若干ずれあると思いますけれども１９年１１月

８日までということに２年間なります。これからいきますと３年次にこの視察を計画しなければな

らないのですけれども、１７年１１月からということになりますと年度が１８年３月３１日までな

ものですから、１１,１２,１,２,３、繁忙期ちょうどなるものですから、それでこの枠組みに１８年

度予算というふうに書いてございますけど、本来１７年度で行くべきなのですけれども、今言った

ように１１,１２,１,２,３、年末年始かかる、また３月定例会も迎えるということで、行くほうもむ

こう受け入れのほうもですね、非常に忙しい時期なものですから、ここで１８年１０月から１１月

というふうに書いてございますが、これが１８年４月５月でも時期的には結構でございますが、今

回たまたま１０月に行っているものですから、１０月から１１月というふうに書いてございます。

これも３年次ですればいいのですけれども、４年次の１８年１１月までかかるということもござい

ますので、１８年の１０月から１１月に実施予定と。予算的には１８年度予算ということになろう

かと思います。以上がですね、大体実施している内容についてですね、ご説明させていただきまし

た。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。ただいま常任委員会の先進地視察のあり方についてということで、

今後も見直す必要があるかどうかということで、前回提起をいたしました。会派の中でご議論され

ているところもあろうかと思いますけれども、結論をいっぺんに出すかどうかは別にいたしまして

ね、とりあえずは今期の東京以南は終わりましたけれども、以北がいえば２年後といいましょうか、

１８年にございますので、丸２日ということになるのかどうか、ちょっとこれ難しいかなとは思う

のですけれども、そこら辺のご議論があったところをひとつご議論願えればな、また個人のご意見

でも結構ですので出していただきましてね、我々の先進地視察のあり方について一定の議論を願い

たいというふうに思います。 

 熊谷委員どうぞ。 

○副委員長（熊谷雅史君） 新政クラブ実は会派会議をしまして今の内容について議論をいたしま

した。東京以北１泊２日というのは非常に研修内容にしても非常に厳しいのではないかと、そうい

うことで２泊３日というのは３泊４日から軽減した経緯もあるので、手をつけるとしたら東京以南

の４泊５日を３泊４日という、こういうような感じの考え方しかでないのかなという議論でありま

した。 



 8 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

 ほか別に会派できちっと話をされてないところでもかまいませんので、ご意見ございましたらど

うぞ。 

 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） うちの会派も２人ですので話し合いをしました。今の熊谷副委員長がおっ

しゃったとおりと同じなのですが、東京以北についてやはり２泊は必要なのではないかと。東京以

南については４泊５日はあればあったようにはするのでしょうけれども、４泊５日は必要ないので

はないだろうかと。３泊４日の範囲の中で視察をきちっとやっていくという形にもっていってはど

うかなという話にはなっております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

 吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 吉田です。今の吉田和子さんの考え方に内部協議しておりませんけれども、

それで良いのではないかと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

 その他ご意見ございましたらどうぞ。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 私どもの会派ではこれといってまだ検討はしておりません。しかし今先の

方々述べたように、私個人の考え方ですけれども、４泊５日、２泊３日というのが最低ではないか

という気がいたしております、現在のところですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 現状と同じという意味ですか。 

○委員（加藤正恭君） 現状と同じでいいと思います。個人的にはですね。会派としてはまだこれ

からです。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の方ご意見どうですか。 

 私のところもですね、ちょっと話をしました。ただ議長もよくそこは存じていると思うのですけ

れども、議会運営というのは、たまたま私そういう立場で。視察来られるのですね、他の所から随

分。その対応を議長と一緒にさせていただいているのですけれども、私の印象としては白老の視察

だけは白老なかなか条件がいいようです。他の町村に比べると。これだけ条件が良い所は本州でも

あまりないような記憶をしております。ほとんどのところが４泊というのはほとんど１度もないか

な。長くて３泊、短いところでは本州神奈川とかでも２泊とか、九州の人なんか北海道まで来られ

たのですか、いやすぐ帰るのだけれど、ほとんど普通の視察は九州横断した横に行ったりしている

ぐらいですとかという様なお話が多かったように記憶しています。そういう点で、ただ東京行くの

に２泊３日、１泊２日というのはこれはやりようがないかなという気もちょっとしますのでね、新

政、公明、新風さんが個人的な意見も含めてですけれどもございました。その程度までにはすべき

かなというような意見ですね、うちはね。そのようなことで。私も白老町外の視察のことでお話を

しましたけれども、そのようなところですね。  

 他ご意見ありましたらどうぞ出してください。 

 委員外議員の玉井委員、西田委員何かご意見ございませんか。 
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 はい、玉井委員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 玉井です。特別な意見はございません。今皆さんが言われたような

方向で行けば良いかなと、そのように思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、西田委員。 

○委員外議員（西田祐子君） 西田です。東京以南につきましては４泊５日となっているのですけ

れども、これは私個人的にはこのままでもいいのではないかなと。ただ行く先によっては３泊４日

にしても良いのではないかなと。そういうような余裕があってもいいのではないかなと思うのです

ね。３泊４日にしてしまうと行き先によってはきついところもあるのではないかなと。基本的に３

泊４日にしても場合によっては４泊５日ということもありえますよという、そういうちょっとゆる

いものがあったらちょうどこれ位が良いのではないかなという気はいたしております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

 今日結論を出そうとは考えておりません。ただ皆さんの今のご意見ですと、東京以北は１泊２日

はちょっと難しいし、辞めるというご意見もなかったようでございますので、そこら辺は大体共通

しているのかなと。東京以南のほうを考慮できる範囲があるのかというようなふうには思いました。

ただ我々自身としては東京以南のほうが終わりましたのでね、対象になるのは次の期の議員さんの

皆様方になるのですね。ですからそこら辺も十分考慮に入れて再度、まだ会派でお話していないと

ころもございますので、再度お話をしていただきまして、少なくとも今回の３月３１日までには一

定の結論を出したほうがいいかなと考えておりますので、そのようなことで再度ご協議を願うとい

うことでいかがでしょうか。 

[「はい｣と呼ぶ者あり] 

 よろしゅうございますか。 

 局長どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） １つだけですね、確認しておきたいと思いますが。３年次のちょっと

見ていただきたいのですが。１７年１１月９日から１８年１１月８日までと書いてありますが、議

員さんの先程言ったように委員の任期が来年の１１月で終わります。新たに今度また任期２年始ま

りますのでね、そのときに右のほうではさっき言ったように予算は１８年度予算というふうに書い

てございますが、ですから１７年１１月９日から新しい委員の任期が始まりますので、１１，１２，

１，２，３，５カ月で行くとすれば１７年度予算なのですよ。ここに書いてあるように１８年の秋

に行けば１８年度予算になってしまうのですね。その辺ですね、来年度の予算要請しなければなら

ないものですから、その辺ですね、３月までに行くのであれば１７年度予算、４月以降であれば１

８年度予算とこうなるものですから、確認だけさせていただきたいと思っていますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 現実問題としてはそうなりませんね。 

[「はい｣と呼ぶ者あり] 

 冬から春の３月までの視察ということになりますから。それはありませんよね。 

[「はい｣と呼ぶ者あり] 

 いいですよね。 
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[「はい｣と呼ぶ者あり] 

 ここに書かれているような形で年度は３月が区切りなものですからそうなるわけですけれども、

今回と同じような形で視察は考えるということでよろしゅうございますね。 

[「はい｣と呼ぶ者あり] 

 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。東京以南１６６,０００円という予算額なのですが、実費額こ

れ参考に、大体どの程度で、委員会の名前は別としてですね、どのくらいかかったものなのか、分

かれば参考の為に教えていただきたい。分かりませんか。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですよ、どうぞ。 

 はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君） １２万５千円から１４万５千円と書いてありますね。これなのです。

３常任委員会ともこの中に入っている。 

○委員（加藤正恭君） 納まったという意味ですか。 

○事務局長（山崎宏一君） 納まったというよりもこれが行き先によって当然違いますよね。です

から１２万５千円から１４万５千円の中で納まった。 

○委員（加藤正恭君） 納まったということで理解すればいいわけですね。 

○事務局長（山崎宏一君） はい。 

○委員（加藤正恭君） 東京以北も７万７千円で抑えようということで書いてあるのかね、９３，

０００円の予算組んであるのだけれど、９３，０００円使ってもいいわけですね。使ってもいいと

いうことはおかしのだけれども、考えてもいいのだけれども、一応７万７千円で収めたいというこ

とでのカッコ書きですか。そういう意味なのかどうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（山崎宏一君） この７万７千円はですね、今の旅費の計算上出た数字です。ですから

どこへ行くかによって７万７千円を越える部分があるかもしれません。行くところによって。これ

はあくまでも行き先がまだ決まってないものですから、大雑把な中で計算をして・・・ 

○委員（加藤正恭君） ９３，０００円と計画しておいて、カッコ７万７千円というのはいかがな

ものかなと思ったものだから。 

○委員長（大渕紀夫君） ９３，０００円の説明をしたほうがいいと思います。 

○委員（加藤正恭君） でしょうね。 

○事務局長（山崎宏一君） ９３，０００円をですね、これ一応飛行機で東京まで行って、それか

ら計算上東北のほうに上がってくるという計算なのですよ。 

○委員（加藤正恭君） なるほど。 

○事務局長（山崎宏一君） それと道外の場合割り増しついていましたね。３割り増しとか５割り

増しとか。それが全部今回の旅費で削減したものですから、その分は当然計算上は出てきません。 

○委員（加藤正恭君） なるほど。 

○事務局長（山崎宏一君） そんなことで７万７千円なのですけども、これ９３，０００円という
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のは前回の旅費の算出でいくと９３，０００円ぐらい。 

○委員長（大渕紀夫君） 予算を取るという意味ではないのです。 

○委員（加藤正恭君） そう。そうなるとね、１８年度の予算に例えば計上するとすれば７万７千

円で計上するという意味なのですね。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです。 

○委員（加藤正恭君） ９３，０００円とやっておいてカッコ７万７千円となっているからね、ど

ういう意味なのかなと。上の数字は実績ということで理解すればいいわけだけど、下の欄のほうが

分からなかったものだから。分かりました。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） はい、結構ですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは先程私申しましたように確認はいたしませんけれども、常任委

員会の先進地視察については先程申しましたような形の中で進めてよろしゅうございますか。 

 [「はい｣と呼ぶ者あり] 

 ３月までに結論をきちっと出すというふうにいたしたいと思いますので、各会派できちっと議論

をしていただいてですね、再度ご意見を伺って最終的に決めるというふうにしたいと思います。 

 次に議員の研修視察のあり方についてということで別紙がございますので、別紙を見ながら局長

より説明を受けたいと思います。 

○事務局長（山崎宏一君） これも１枚横にして見るやつなのですけれども、数字的なもの全部出

ていますけれども、これたまたまですね、旅費を算出するにあたって出した資料使っております。

よろしいですか。横書きで見るやつですね。左のほうに※書いてございますけれども，これダブっ

た部分ございます。上のほうからですね、道外の東京以南、以北。これは今お話していますので。

それと東京白老会ですね、これは何を説明したかったかというと、１泊２日で３名議会のほうから

行っております。これは特別な時には２名だったり４名だったりということはありえますけれども、

基本的には３名と。それと１つ飛んで市町村アカデミー町村議員セミナー。これは特に新しい議員

さん中心に行っておりますけれども、まだ行っていない議員さんおります。その分で１泊２日千葉

なのですけれども、これも一応予算要求という形にしております。それから姉妹都市交流という形

で森田村なのですけれども、これも基本的に２泊３日で２名という形で出しております。それと１

つ飛んで北海道女性議員協議会総会、これ全道持ち回りなのです。今回函館であって本町から３名

の議員さんが出ております。次の裏になりますけれども、全国議会広報研修会。これたまたま今回

議会の決算の委員会中でも話出たものですから※付けておりますが、１泊２日で東京でございます。

今まで従来はですね、特別委員会なのですけれども、４年間の中でというよりも１年目２年目で７

名の委員さんを２回に分けて派遣しようということで，委員会の初期の段階でということで勉強の

為に派遣をしております。決算の委員会のほうから出た話というのはですね、委員になっても従来

過去に行った議員さんがいれば、その議員さんは省いてもいいのではないかと。ですから新たな委

員さんですね、広報の特別委員会になっていて、まだ１回も東京のほうの研修を受けたことのない

議員さんを対象にすべきだと。これは自動的に従来行った方も今回行ってもらっているという経過
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もあったものですから、そういう意味で今回決算委員会の中で話が出ました。 

 また前戻っていただきまして、まったく行かないということじゃなくて、人数等々も含めまして

ね、派遣する必要性だとか、人数の関係やらそういうところ中心に精査していただければなという

ことで一応※印で書かせていただきました。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。ただいま説明ありましたこの資料は今回初めて出ましたので、会

派では議論されてないと思いますけれども、今質問等々ご意見ありましたら聞かせていただきまし

て、それに基づいて各会派で検討していただくというふうにしたほうがいいのかなというふうに思

っておりますけれども、とりあえず質問等々含めて聞いておくことがございましたらどうぞ。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 吉田です。東京白老会は今年やりましたでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君） １２月３日金曜日なのですが、午後６時からということで予定されて

おります。ちなみに昨年はですね、中止されております。 

○委員長（大渕紀夫君） ご質疑ございませんか。 

 なければですね、この件につきましては今日出た資料でございますので、持ち帰っていただいて

ですね、各会派でご検討願えればというふうに思いますけれども。 

 どうぞ吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ※ついている中の北海道女性議員協議会総会というのあるのですが、これ

全道の女性議員になると自動的に加入ということになっているということなのですが、私達もその

辺は連絡が来るから行ってたというところあったのですけども、先輩議員からずっと引き続いて、

ただ白老町は皆さんの理解をいただいて公費でということで参加させていただいていましたけれど

も、全道各地それぞれが全部違うのですね。議長の交際費で行っている方もいましたし、実費とい

う方がかなり今多くなっています。そういうこと含めて、それと５０回を超えたのですね。５０回

の時点で見直ししたときにもかなり必要性がないという意見も多かったのですが、やりたいという

ところもあったので引き続き実施されているのですが、すごく人員が減りましてね、過半数超えな

くなりましたので、意見書、全道の超党派として意見書、国とか道に出していたのですけれども、

それもこの２年余りは出せないでいるのですね、定数が満たないということで。そういうことから

含めていくと・・・ 

○委員（加藤正恭君） 定数に満たないとはどういう意味。 

○委員（吉田和子君） 全道の女性議員の人数全部自動的に入れますから、本人の希望じゃなくて、

当選したら始めて半分いかないということなのですよ。そういう参加者が少なくて、規定では参加

者は過半数超えていて、それの全員の賛成がないと意見書とか出せないのですよ。超党派ですから、

全員賛成ということもなかなか厳しくなってきているのですね。最初当初女性議員が大変地域的に

少ないということで、いろいろな最初の出始めは男性の世界ということで、なかなか女性の地位向

上ということも含めてやっていたということらしいのですけれども、今現在にいたっては、各町村

ともかなり女性議員、地域別にもかなり女性議員が増えてきましたので、地域ずつの交流も出てき
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ましたしね、その辺の・・・事務所もそれぞれ移転してあると。開催地に移転してあるということ

で、拠点になる事務所もないわけですよ。そういうことも含めて札幌の市議会議員と道議会議員が

中心になってやっているのですけれども、なかなか意味合いがね、それぞれ考え方が違ってきてい

るのがあるのですね。その点を含めてね、白老町は２人女性議員新人今回も一緒に参加させてもら

いましたけれども、私自身、ほかの２名は分かりませんけれども、私はもうそろそろ・・・男女共

同参画の時代で勉強する場は昔と違ってたくさん出てきたのですね。そういう意味から含めても、

女性議員だけ特別に勉強しなきゃならんということでもないような気がしますのでね、そういう意

味からはもうそろそろ意味が無くなってきているのかなという。 

○委員（加藤正恭君） どうなのですか、参考になるのですか実際。 

○委員（吉田和子君） 意見書が出るのですけれども、それに対しての意見もそれぞれ考えが違う

ので様々なのですよ。１人の意見をつぶすような形でまた意見を言い合うというような形になって

しまったり、せっかく意見書を出してきたのにその言葉尻がどうだとかこうだとかという事で、な

かなか１つのものにまとまらない。全部文章借りて、全部皆が納得いくように最終的には役員の人

にお任せするのですけれどもね、出した人の意向というのがなかなかね、皆には伝わらないし理解

してもらえないという部分出てきているところもあるのですね。前はもうちょっといろんな全体に

関わることがわりと多かったのですよ。女性議員の地位向上とか、女性の地位向上という面では一

括してみんなでなれる部分があったのですけれども、こういうふうに時代的にいろいろな市町村の

違いが出てきたりすると、それは違うのではないかという意見が結構出てくるようになったりして、

そういうことも含めて意味があるかどうかということになると、ただ次の日分科会で勉強しますの

でね、それは全然意味はないということではないです。参考になることはあるのですけれども、た

だ全市、それから市とか道も入ってきますので、道の意見とかあーっと言われてしまうとそうかな

という感じで聞いているようなところあったりね、そこで要望できるわけではないし、ただほんと

短時間でそれぞれ市町村取り組んでいることぱーっと言うぐらいで終わってしまうような形あるの

ですね。ですから強い人が意見言って終わってしまうようなところもあったりとかね、そういうの

もあるので、意味合い的には公費を頂いて行って意味があるかどうかということもちょっとね、こ

れ私自身の意見です。意味がちょっと変わってきているなと。最初出さしていただいたころとまた

違ってきているというのが感じられて、前はごみ処理に対してもいろんなそれぞれが取り組んでい

ることをそれぞれが出して、それをまた皆に資料提供・・・それがあんまりなくなったのですよね。

各自治体のそういうもの、ほとんど今どこも同じように取り組んできているのですよ。だからあま

り格差が無くなってきているというのあると思うのですけれども。そういう意味ではもし参加した

ければ独立して実費で、どうしてもそういうふうに勉強したいということであれば、実費参加とい

うことも考えていいのではないかなというふうに思って、そういう市町村も多くなってきましたの

でね、一時は全部市町村が負担して出すというふうに傾いていってかなり多くなったのですけれど

も、また反対にそれぞれの女性議員がそういう意見言っているのではないかと思うのですけれども

各自治体で。個人負担というのがかなり多くなっているのですね。そういう部分では今いろんな財

政的に厳しいときですので、考え方を変えていくというかね、見直していく時期なのかなというふ
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うに私も思っていましたので、そういう意味で意見を述べました。 

○委員長（大渕紀夫君） 参加されてる方のご意見ですのでね、十分いろんな意味で尊重して、今

の意見だけじゃなくてね、参加されている方の意見を尊重しながら、進めたいと思います。うちの

会派にも１人いますし、それは十分話を聞いて次の会議で反映をしたいと、そういうふうに思いま

す。 

 委員外議員の西田委員、何かこのことについて意見ございましたら、なければ構いません。どう

ぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 今吉田議員がおっしゃった分だと思うのですけれど。やはり白老あ

たりも女性３人いますので、疎外感というか孤独感というものないのですね。そういう地域が増え

てきたのだろうな。それが結局は予算が削られて実費という形になってきているだろうし。私もそ

うですし他の議員さん２人もそうなのですけれども、女性だからやらなきゃいけないことというこ

とじゃなくて、１人の人間として義務としてやりたいことが増えてきて、また社会もそれを受け入

れてくれる体制になってきているので、私はこの会に出席する必要性はあんまり感じておりません。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、分かりました。 

 今のそれぞれ参加されている方のご意見ですのでね、そのことも十分考慮しながら、こちらがど

うのこうのというわけにもあまりいかないかなと、これは思いますので、そこは十分考慮した上で

次に結論を出したいということになります。たくさんございますけれども、この中身で１つ参加さ

れている方がほとんどかなりいらっしゃると思いますので、検討して次回の中で結論を出していき

たいというふうに思います。 

 それでは３番目お願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） 実はですね、これご承知のとおり毎年決算特別委員会設置してござい

ますけれども、以前からもいろいろなお話があったのですけれども、今回の決算委員会の中でもで

すね、この審査方法だとか日程含めてですね、効率的というのでしょうか、効率的なやり方がない

のだろうかという実はお話が出ました。それでいろいろそのときは私のほうからも例えば苫小牧市

あたりは当然規模違いますけれども、一般会計とその他の企業特別会計分けてですね、２班に分け

てやっている状況。町村はですね、分けてというところはまず管内ではないのですね。ほとんど予

算規模からいって１つの特別委員会で合わせてやっている。そんなことだとか、ここに書いてあり

ますけれど、委員定数は８名ということで、審査方法を各課単位でやっております。予算みたいに

各課ごとの順番じゃなくて、課単位で入れ替えさせてやっていただいているものですから、どちら

かというと出入りだとかね、時間が早かったり遅かったりということで、スムーズに入れ替えがで

きたりできなかったりということももちろんあります。そういう積み重ねがですね、現在４日間実

はやっております。従来まで５日間ということもございましたけれども、ここに書いてありますと

おり１５，１６は４日間、１４以前は５日間やっていたという時期もございました。それもやって

みてのお話なのですけれども、今回もですね、そういうことも審査方法、日程なんかも含めてもう

１度効率的に実績の上がる方法ないだろうかと、議運のほうに投げかけて、年に１回ですから、来

年のまた１０月か１１月ころの決算に向けてね、議運であらかじめご意見なんかいただいてですね、
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煮詰めていったらどうだろうと。こういう今回意見あったものですから、今回載せさせて頂きまし

た。 

○委員長（大渕紀夫君） 予算委員会からも同趣旨のことでね、投げかけられたということもござ

いますので、この件につきましては皆さんご意見ございましたらどうぞ。 

 はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） たまたま私の友人が千歳の市議会議員やっているのですがね。彼は千歳の

場合は全員でやる、決算をですね。苫小牧は全員なのですよ。ただ企業会計と一般会計と２つに分

かれているというだけですけれどもね。ですから予算の場合は全員で予算特別委員会を作ってやっ

ているにかかわらず、決算だけは８名で特別委員会作っていると。ですから非常に決算というのは

私何回か委員になって非常に重要だなという認識を持っているのですけどね。そのためにも予算で

審議した問題をそれは１年後になるかもしれませんが、やっぱり全員でやるのが１つの方法かなと

いう感じはするのですよね。ですから日時的に大変だというので苫小牧のような場合は２つに分け

てやっているのですけれど、私のできうれば全員２０名でですね、決算をやる時期じゃない。特に

こういう厳しい時代になりますとね、そういう考え方をしているところもあるのですね、現実に。

それを聞いて白老もそうあるべきかなという感じも実は持ってはいるのですけれども。それは皆さ

んの意見も聞かなきゃならないのですが。実際そういうところもあるということをね、お知らせし

たいと思って。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方どうでしょうか。 

 実は私もこの決算にはですね、かなりいろいろ思っていたのですよ。効率的なというのはよく分

かるのですけれども、効率的なということと決算を深める、今加藤委員もおっしゃいましたけれど

も、私は決算というのは数字合わせることじゃなくて、政策がどういうふうに実行されたかという

ことをね、検証する場ですから、これはとっても大切な部分だと思うのですよね。そうすると効率

的にやることは必要なのだけれども、深まりがないとだめな部分が僕はあるというふうに強く感じ

ているのです。ただ分けてもいいのだけれども、分けた場合は予算も分けなくてはいけない格好に

なりますでしょ。予算の特別委員会と一般会計と。一般的には予算だけ一緒にやって、決算だけ分

けるというのも変なような気がしますしね。そうすると加藤委員言われたような形にするのか予算

委員会を分けるのかとしかならないのですけれども、ただやっぱりもうちょっとそこで深まる、特

に予算と決算で感じるのは、特別会計がほとんど深まりが弱いと。はなはだしいところによっては、

ほとんど議論なくてどんどん行ってしまいますよね。僕はあれはまずいなという、議会という立場

から見たらまずいなといつも思っている、予算も含めて。ですから効率的にやることは必要だけれ

ど、そこで学習する部分のほうが予算決算は多いのかなという気がしていましてね、ここは何とか

改革する方法考えなくてはいけないかなと。どうするというのは、そういう方法僕が考えるとその

２つぐらいしかやり方ないのかなと思うのだけれども。そこら辺はもう考えてやる時期じゃないか

なと思っていますけどね。 

 どうぞ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですけれども。物理的に３月で一応締めるのだけれど、会計年度で５
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月なのですね。出納閉鎖がね。それでできうれば僕は前にも言ったことあるのだけれども。６月の

議会に出ないかというようなこともいったのだけれども。そういうことから言ったら９月にしか出

ないのですね。間に合わないのですよ。９月に出てですね、今年の場合は１５年度の決算を審査し

たわけですね。そうすると、これを来年度の予算に反映させるといってもですね、１２月の議会で

決算の報告が出るのでしょ。間に合わないのですよ、実際問題としてね。国なんか２年遅れですも

のね、決算はね。地方自治体は１年遅れですけれども、何かそういう方法で早くしてなるべく来年

度の予算に反映するような決算に持っていけないものなのかなと。物理的にちょっと無理なのです

よ。それは分かっているのだけれども、何とか早くできないものかな。できれば６月に出してもら

えば間に合うのですけれども、９月でしょ。実際やるのは１０月、１１月ということになるとね、

予算編成というのは今年の場合は１８年度の予算編成に多少参考になるかな。補正で多少は組める

かなという感じはするのだけれども、当初予算には間に合わないというようなこともあるのでね、

技術的にそのあたりうまくいかないものだろうかね。 

○委員長（大渕紀夫君） 逆に言えば効率良くというのは２つに分けたほうが効率よくできるんだ

よね。それぞれの議員さん方が出る日にちは２つに分ければ間違いなく短くなるわけだから。その

会派によるけど１回おきに出れば全部出て行く格好にはなるのです。ただそれがこれくらいの町で

いいことなのかどうか、町側の対応もございますから、特別会計といったってまったく違う人が出

てくるわけじゃなくて、一般会計に出てくる人が特別会計にも出てこなくてはいけないから。病院

と水道は別にしても、それ以外は大体ダブっちゃう。大きなところじゃないからそれがまた、町側

は大変になるかな。我々も半分なるけど。だからそこら辺も事前の考慮しながらだけれども、しか

し私は決算委員会は何か良い方法がないのかなという気がすごくずっとしているのですけれど。 

○委員（加藤正恭君） 町理事者とどうですか、少しすり合わせてみたら、そのあたり。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。 

○委員（加藤正恭君） 向こうの都合もあるだろうから。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしてもこの件もですね、今回はじめて出たものですから、各会

派でね、ご議論をしていただくということになりますけれども、他に決算委員会等々につきまして、  

ご意見ございます方ありませんか。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） １つお伺いしたいと思います。私聞いた話というか間違ったのかもしれな

い。決算委員会というのは白老町はそういうふうに決算委員のメンバー特別委員会設けてやってい

るのですけれども、話聞いていると一般会計なら一般会計で予算の一般質問みたいな形で質問する

というふうに聞いていた。そうなのですか。白老町は各課ごとにやっていますけれども、決算の全

般を通じて質問形式のような形で長く原稿書いてやるとか何とか聞いたことがあるのですよ。だか

ら今全体でやるとか２つに分かれてやるとしたら形式としては、個々にぽっぽっぽっぽっ質問する

のではなくて、決算なら決算の全体を通じてここの項目とここの項目、ここの項目を自分は質問す

るということで原稿書いてきちっとね、一般質問のような形でやるような変更になるのかどうなの

かね、その辺ちょっと聞いておきたいなと思ったのですけども。 
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○委員（加藤正恭君） まだそこまでいかないわな。 

○事務局長（山崎宏一君） 規定上は何もそこまで決められていないのですよ。それはその町々の

ですね,事前に質問受けることによって良い答弁が答えられるということでございますので、ものに

よってはそういうやり方も違法とか何とかというのではなくて、どちらでもそれは結構だと思いま

すけども。ほとんどの町はそのときのやり取り。事前にというのはかなり大きいところのかなりボ

リュームあるところである程度絞って事前にこういうことをお聞きしますよということでやってい

ると思いますので、それはどちらでもよろしいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 私の知っている範囲では、苫小牧なんかがそういう傾向ございますでし

ょ。そういうふうに新聞出ますよね。要するにうちの場合は主要成果を説明してというのは出ます

よね。あれは何も義務づけられているものではございません。決算委員会で仕様よくどんどんどん

どんしたものです、それであれは途中からできたものなのですよ。ですから主要成果説明書みたい

なもの、あれを本当に熟知して読めば、白老の場合ほとんどのこと分かるような仕掛けになってい

ます。他のところはそういうものありません。だからああいう形で例えば事前に言っておかないと

資料が分からないとか、１年間どうだったと聞いても分からないとか、そういうことがあるからそ

ういうことになりますし、そこで詰めるものですから何か一般質問のような形でやられているので

はないかと思うのですよね。ただ小さいところはほとんどうちと同じような形だと思います。です

からうちで決めれば決められる中身だと。相手が受けてくれればの話ですけれども、それうちで決

めれば会議規則上まったく何もないと思いますけれど。 

○委員（吉田和子君） 一応考えられるのは、もし全体でやるとしたらそういうような一般質問的

な要素みたいなもの含んだものと、それから予算でやっているようなページ数ごとに質疑応答する

というそのどっちかということになってくると思うのですね、もし全体でやるとすれば。 

 分かりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他ございませんか。 

 これについてはいずれにしてもこれも３月までは結論出さないと、ちょっと反映するとしたら来

年から反映したほうが。これは我々の議会の中でできることですから、来年から是非反映したいと

いうふうに思いますので、従来どおりにするかどうかということ含めましてね、各会派でひとつご

検討願えればというふうに思います。これは１つの今議会の大きな動きになるかなというふうに思

っておりますので、十分ご検討いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 副議長どうぞ。 

○副議長（根本道明君） そういうことであれば事前にですね、町側とのすり合わせという時間的

にね、やってもらってその案を会派で議論するという形のほうが良いのではないかと。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今まだ会派に帰ってこのやり方をどうするかという議論していません

から、先に進まれても困ると思うのですよ。こういう議論があったよと。僕は代表で出ていますか

ら、他の２人分からないわけですから。きちっと議論をして、そういう形で検討してもらったほう

がいいねということであれば初めて今副議長が言ったような実作業は入るのではないですか。今や
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られてしまったら,今議会の印象はそうだととられかねませんか。それはまずいと思いますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。今副議長言われたことやね、どなたかその前に言われた

方・・・ 

 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 根本副議長が言ったのはそういう意味じゃなくて、会派でもちろんいろい

ろ検討しなければならないのだけれども、果たして物理的にね、町理事者と議会とでうまくいくか

どうかということも平行してね、検討してもらったらどうだと、こういう意味なのでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。それは正式になると今のようなご意見が出ますので、こ

ういうことも考えていますよというようなことで、助役にちょっと来てもらって、お話を正式なも

のではないという形で伺うというようなことでどうでしょうかね。副議長いいですか、そういうや

り方でも。 

○副議長（根本道明君） もちろん正式じゃなくね。できることとできないことがあるわけだから

ね、ここまではできますよというふうなことであればそのような話を進めていって会派に持ち帰っ

て話を進めていってもいいと思うのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次の議運までですね、非公式な形で今こういうことを検討して

おりますけれども、どの程度のことなら受け入れ可能ですかと。決まったことではないですけれど

も、受け入れ可能ですかぐらいなこと聞くのは、それは公式でなければいいでしょ。 

 あまり無理なこと言っても困るから、そこら辺含めて熊谷副委員長と１度助役さんにでも議会に

来ていただいて、こちらから行くようなものでもございませんので、来ていただきましてその上で

事前にそういうお話だけ通しておくと。たぶん議会でこういうふうにやるよと言ったら向こうで拒

否するというわけにはいかないかも知れませんけれども、ただそれだってね、相手あっての話しで

すから、こっちがごり押しするというのもおかしなことですので。議会の敬意が下がらない程度に

お話をしてみたいと思いますので、副議長それでよろしゅうございますか。 

 そんなことで１つ次期の議運までにはそういう形にしたいと思いますので、よろしゅうございま

すね。 

 [「はい｣と呼ぶ者あり] 

 それでは次議会改革について別紙がございますので、別紙を見ていただきたいと思います。簡単

に１つ局長の方でありましたらどうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） 左上の方に参考というふうに判押してございますが、これはあえて２

月２３日にやったですね、議運の経過等もあるものですから、これにあえて・・・次のページ開い

ていただきますと、手書きで書いてございます。これは本当はもう少しきれいにやればよかったの

ですけれども、２月の２３日のときのご意見なんかですね、一字一句は当然書いてありませんし、

大体大まかにですね、このときの２月当時の意見をまとめてございますので、各議員さんそれぞれ

意見として出ておりますけれども、全員載っているということじゃなくて、まとめて大体総論的に

こういうようなことで当時はお話がされていたという程度でおさえていただきたいなというふうに

思います。 
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○委員長（大渕紀夫君） それでですね、集中的にひとつ議論をして一定の結論を出すということ

にしないと、時間を置いて議論をしますとね、これ見てなんだかだいぶ前の話でさっぱり分からな

いと、実態としては。１２,１３,１４だとか、７番とか、これはもう関係ない部分もございますの

でね、これも一緒に会派で話をしていただいて１日、日程をとらせていただきましてね、今の１か

ら３番目までのことも含めてですね、１日とってきちっと議論をして結論を出したいというふうに

思いますけれども。１日でも２日でも構いませんけれども、会派で議論をする時間を十分とった上

で朝から議会運営委員会を開いてですね、１つ１つこれについては今回これで終わりというような

形で結論を出したいと、１度出したほうがいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょ

うかね。私の取り組み方もまずくて、時間を置いてしまったものですから、そのような形できちっ

と結論出していくというふうにしたいと思うのです。それで出ないものについてはね、定数の問題

なんか簡単にいきませんから、それはそれで継続審議になるものは構いませんけれども、１つ１つ

終わらせるものは終わらせるというふうにしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。今日

またこれ１つ１つ議論してね、同じ議論しても仕方ないのですよ、はっきり言えば。 

 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですけれども。この中でほとんど解決しているものがあるのでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） あります、あります。 

○委員（加藤正恭君） だから今大事で、早く結論出さなきゃならないものを集中的にやったらい

いのでしょ。我々もそれを会派でもって検討します。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。私が言っているのはそういう意味です。 

○委員（加藤正恭君） そういう意味ですね。 

○委員長（大渕紀夫君） もう必要ないものは、決まっているものはもういいでしょ、それはね。

それは確認だけして終わりと。 

○委員（加藤正恭君） １２番、１３番、１４番なんていうのはね。 

○委員長（大渕紀夫君） はいそうです、そういう意味です。そういう形でですね、１日とって皆

さんが会派会議できる時間だけ保障した上で、そして議運をきちっとやるというふうに、朝からや

るというふうにしたいと思うのですけれども、いかがですか。 

 そのような取り扱いでよろしゅうございますか。 

 [「はい｣と呼ぶ者あり] 

 会派会議皆さん１２月議会もございますけれども、今日程取れますでしょうか。会派会議も十分

考慮に入れて２週間くださいとか・・・定例会の議運は一応８日が予定になっているそうでござい

ます。８日と１０日ですね。 

 そうしたら８日の日は議会広報があるそうでございますので、１０日の日はどうですか。 

 暫時休憩します。 

休 憩  午後 ２時３６分 

                                             

再 開  午後 ２時３７分 
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○委員長（大渕紀夫君） それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。ただいま議論をいたしま

した議会改革に関する点、最初の視察の関係からですね、決算の関係、また今まで取り組んできた

議会改革の関係含めまして、１０日の日の議運１３時３０分の予定でしたけれども、１０日１０時

から議運を開くというふうにいたしまして、この日までに会議各会派開いていただきまして、そこ

でただいま議論したことでの結論を出せるものは出すというふうにいたしたいと思いますけれども、

よろしゅうございますか。 

 [「はい｣と呼ぶ者あり] 

 他、その他、局長何かありますか。 

 いいですか。 

○事務局長（山崎宏一君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、その他で。委員外議員の西田委員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君）  すいません、これ先程の件の中身で私申し上げたのと中身がちょ

っと違うのですけれども、１６番。これ議会ホームぺージ中に議員個人のページを設けることにつ

いてということではなくて、議会のホームページ上に特別委員会とか常任委員会の委員さんの話を

載せていかがですかという話をしたのですけれども、それは熊谷議員がそれだったらリンクすれば

いいのではないかという話になってしまって、話がそっちへ行ってしまったような気がするのです

けれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君） １６番ですね、ここに書いてあるとおり議会ホームページ中に議員個

人のページを設けることについてということだったのですよ。これはだからリンクしてできないか

ということで、リンクはできるよと。ただ内容的にいろいろ議員さん方それぞれ入れる個人の内容

が異なりますし、議会として入れていいものと、個人としてはいいのだけれども、議会からリンク

してということになるとやはり議会との関係もございますのでね、全部個人のやつなのだけれども、

全部入れていいかいということにはなかなかならないでしょうということで、これ設問のとおり当

時は議員個人のページを設けるというまず質問だったと思うのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩します。 

休 憩  午後 ２時４０分 

                                             

再 開  午後 ２時４５分 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。経過措置については今休憩時間に

話されたようなことで今後改革に必要なことについては随時取り上げる部分もございますので、そ

ういう中身の中で解決をしていきたいというふうに思います。 

 この議会改革の議論につきましては１０日の日１０時から議会運営委員会を行って、その中で議

論を深めたいと。一定限度の結論も出したいというふうに思いますので、各会派でご議論願います。 

 本日の議会運営委員会は以上で閉会といたします。ご苦労様でございました。 

（閉会  午後２時４６分） 


