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          平成１６年議会運営委員会会議録 

平成１６年 ３月 ９日（火曜日） 

   開  会  午後  １時３２分 

   閉  会  午後  ３時０４分 

 

○議事日程  

 １．代表質問について 

 ２．一般質問について 

 ３．会議案について（議員提出） 

   議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 ４．選挙について 

   選挙第１号 選挙管理委員の選挙について 

   選挙第２号 選挙管理委員補充員の選挙について 

 ５．意見書の取り扱いについて 

   意見案第１号 道警報償費等不正疑惑の徹底解明に関する意見書（案） 

   意見案第２号 地方交付税の制度堅持と総枠確保に関する意見書（案） 

   意見案第３号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書（案） 

   意見案第４号 ６５歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書（案） 

   意見案第５号 地球温暖化防止のため森林吸収源対策の確実な推進を求める意見書

（案）  

 ６．陳情書・要望書等の取り扱いについて 

   陳情書等 

    （１） 地方財政計画・地方交付税等の見直しの意見書採択を求める陳情書 

   要望書等 

    （１） 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する要望 

    （２） 日本国憲法の尊重・養護に関する要請書 

    （３） 酪農・畜産政策・価格対策に関する意見書の提出の要請 

 ７．その他 

 

○会議に付した事件  

 １．代表質問について 

 ２．一般質問について 

 ３．会議案について（議員提出） 

   議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 ４．選挙について 
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   選挙第１号 選挙管理委員の選挙について 

   選挙第２号 選挙管理委員補充員の選挙について 

 ５．意見書の取り扱いについて 

   意見案第１号 道警報償費等不正疑惑の徹底解明に関する意見書（案） 

   意見案第２号 地方交付税の制度堅持と総枠確保に関する意見書（案） 

   意見案第３号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書（案） 

   意見案第４号 ６５歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書（案） 

   意見案第５号 地球温暖化防止のため森林吸収源対策の確実な推進を求める意見書

（案）  

 ６．陳情書・要望書等の取り扱いについて 

   陳情書等 

    （１） 地方財政計画・地方交付税等の見直しの意見書採択を求める陳情書 

   要望書等 

    （１） 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する要望 

    （２） 日本国憲法の尊重・養護に関する要請書 

    （３） 酪農・畜産政策・価格対策に関する意見書の提出の要請 

 ７．その他 

 

○出席委員（１１名）  

 委 員 長 大 渕 紀 夫 君     副 委員長 熊 谷 雅 史 君 

 委   員 山 本 浩 平 君           吉 田 正 利 君 

       吉 田 和 子 君           谷 内  勉  君 

       加 藤 正 恭 君     副 議 長 根 本 道 明 君 

 議   長 堀 部 登志雄 君 

 委員外議員 玉 井 昭 一 君     委員外議員 西 田 祐 子 君 

 

○欠席委員（０名）  

 

○職務のため出席した事務局職員  

     事 務 局 長  山 崎 宏 一 君 

     主     幹  中 村 英 二 君 
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   ◎開会の宣告  

○委員長（大渕紀夫君）  御苦労様でございます。ただ今から議会運営委員会を開会いた

します。本委員会については傍聴許可ということにご異議ありませんか。 

               ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 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

許可いたします。 

 

○委員長（大渕紀夫君）  早速協議事項に入りたいと思います。本日１２時をもちまして

代表・一般質問の通告の締切がなされました。５名の代表質問と、９名の一般質問があるよ

うでございます。その内容についてだぶっているところ等々含めてですね、精査をしたいと

いうふうに思いますので、お願いいたしたいと思います。 

 最初に代表質問について局長お願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  説明する前にですね、訂正してそこへ空白になってしまった

ものですから、斎藤議員のですね、一番上の２．（２）歳入不足、国の交付、次除かれてま

すよね、交付税、「税」という字入れていただきたいと思います。それと直すようにと言わ

れたのですが、私のほうでコピ－する前に入れなかったものですから、「交付税」というふ

うに入れていただきたいと思います。 

 それでは、５会派から通告されております代表質問でございますが、まず順番からいきま

す。日本共産党は斎藤議員でございまして、大きく１項目でございますが、町政執行方針に

関連してということで、中で港湾と高齢者福祉の関係でございます。それで２枚目の高齢者

福祉の関係で、２の１、町民カルテの関係ありますね。これ一部吉田和子議員のほうと中身

はおそらく違うと思いますけども、町民カルテという部分、この辺一部重複するかなという

ものと、この下に障害者福祉計画というものがありまして、これも吉田和子委員のほうで後

から出てきますが、言ってございますので、相対的にはあまり内容的には関係ないかなと思

いますけれども、字句からいけばこういう部分がございます。それとその下の（２）特別養

護老人ホ－ムの建設。これは代表質問の後から出てきますが、加藤議員のほうと一部ですね、

特別養護老人ホ－ムの関係では相対的に言うと視点が違う部分があるかと思いますけれど

も、名前だけで言いますとこの部分がちょっと重なる部分かなというふうに思われます。 

 次２人目が新風から山本議員でございます。大きく２項目に分かれてございます。町政執

行の基本姿勢についてということで、４点程ございます。それと次は産業の振興についてと

いうことで、３点通告されております。これは見た限りではあまりだぶりがないのかなとい

うふうに思われます。 

 それから３人目になりますが、新政クラブの熊谷議員でございます。大きく２項目に分か

れてございます。１つめは協働のまちづくりということで２点。それと学校給食についてと

いう２項目でございます。 

 次が基本的には代表質問の２日目になろうかと思いますけれども、公明党からは氏家議員
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でございます。大きく２項目になろうかというふうに思います。まず町政執行方針という中

からのものと、それと市町村合併についてということで、この市町村合併については後程出

ていますが、小西議員とですね、一部だぶる部分があるのかなということなんですが、若干

文書見た限りでは視点が違う部分がありますのでね、１００パ－セントだぶるということに

はならないのかなというふうに思われます。 

 最後になりますが、町清クラブからは加藤議員でございます。大きく２項目に分かれてい

るかというふうに思います。まず１点目は町立病院と特別養護老人ホ－ム、この民営化につ

いてでございます。この中では３点というふうになってございます。次大きな２点目として

自主財源確保の取り組みの関係でございます。これは中で２点に分かれてございます。 

 以上が５会派合わせますと９項目ということになります。 

 それでは一般質問についてですが、９名の議員から大項目１６項目について通告がされて

ございます。これ受付順で進みます。 

 まず１人目なんですが、大渕議員からでございます。大きく３項目に分かれるかと思いま

す。まず教育行政についてということで、中段の学校評議員制度、これは宗像議員のほうも

評議員という言葉使ってございますので、一部そういうところで字句だけ言いますとだぶる

部分があるのかもしれません。２点目が日本航空学園についてと。３点目が町立病院の今後

の運営についてということで、これは代表の加藤議員のほうと病院の関係ですね、町立病院

という形でそういう部分でのだぶりがあろうかなというふうに思います。病院では大きく６

項目ということになってございます。 

 次が２人目になりますが、吉田和子議員でございます。大きく２項目に分かれてございま

す。１点目は健康福祉についてということで、３点ほど掲げてございますが、先程も話した

ように２番目の町民カルテの部分、これ斎藤議員のほうとですね、お聞きする内容は違って

いるかと思いますが、この部分での重複があろうかと思います。それと障害者福祉計画ね、

これもさっき話したように代表質問のほうの斎藤議員と一部ですね、そういう部分ではだぶ

る部分があるのかなというふうに思われます。それと教育行政についてということで、大き

く４点に分かれてございます。 

 次が３人目でございます。吉田正利議員でございます。大きく１項目ということになりま

す。町政執行方針と基本姿勢についてということで、中のほうは公約の達成率の関係やら商

工業振興策、雇用確保ということで、次のペ－ジ企業誘致の関係まで大きく２点、商工業の

関係については、４点というふうに分かれてございます。 

 それから４人目になりますが、宗像議員でございます。大きく２項目に分かれているかと

思います。まず行革組織機構の見直し、それと財政健全化ということで、大きく３点に分か

れてございます。それと２点目が教育行政の諸問題についてということで、大きく４つに分

かれてございますが、先程話した通り３番目の学校評議員制度の成果と問題点という形で学

校評議員という言葉からいけば一般質問大渕議員のほうと一部だぶるということになるか

と思いますけども、この辺の切り口はそれぞれ違うんでしょうと思われます。 

次が５人目でございますが、鈴木議員でございます。大きく１項目でございます。これは
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町政執行方針という中での陽の当たらないところの関係、陽を当てていきたいという部分で

ございます。 

 ６人目が小西議員でございます。大きく２項目に分かれているかというふうに思います。

市町村合併についてということで、これも代表質問の氏家議員のほうとですね、合併という

形で重なる部分があるのかもしれませんけれども、この内容見ていくと若干切り口は違うの

かなというふうに思われます。それと２点目が予算編成方針についてということで、大きく

３点ほどに分かれてございます。 

 ７人目、土屋かづよ議員になります。大きく２項目に分かれているというふうに思います

が、１点目は廃家電法の関係で３点程に分かれてございます。もう１点は介護保険、０５年

ですから、来年度の見直しについてということで大きく３点に分かれてございます。 

 ８人目になりますが、近藤議員でございます。大きく２つに分かれるかと思います。１つ

は共働のまちづくり、安心のまちづくりという観点で３点程ございます。２点目は住民の地

域自治権ということで、ここに書いてます通りの内容でございます。 

 最後になりますが、西田議員から大きく１項目ということで、男女共同参画社会について

の町長の姿勢と考え方ということになってございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今局長のほうから代表質問・一般質問についての項目別に

報告ございましてけれども、特に問題と思われる点ございましたか。 

 この通りで行うということでよろしゅうございますか。 

              ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 よろしゅうございますね。それでは代表・一般質問については確認をいたしました。 

 続きまして会議案について、議員提出の費用弁償等に関する問題ですけども、局長お願い

します。 

○事務局長（山崎宏一君）  これはですね、今日お配りしているものじゃなくて、前回の

議運のときにですね、ご配布させていただいております議会の議員の報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部改正する条例という形でございます。先般お示ししたのはですね、先般も

お話しておりますが、一般的には退職の場合は１日でも勤務していますと１ヵ月間の報酬を

支払うといういうことになってございますが、これ今回町側も既に議決されておりますが、

退職の場合も日割りということで改正をする予定でございます。今回の案についてはですね、

前回もその日割りについてはご承認をいただいたということになってございますが、今回の

この内容について同じ条例なものですから、同じ案件になってございますが、内容について

は先般議長のほうからもお話ございましたとおり、今回町特別職が給料の減額ですね、町長

が１５パーセントでしょうか、助役が１２パーセント、教育長が８パーセントいう形で４月

から１年間減額をするという方針が、条例が打ち出されました。それで議長のほうからそれ

にともなって議会のほうも検討と言うのでしょうか、ということで前回の議運で投げかけら

れたというような経過がございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  前回の議運で、各会派の中で議論をしていただきたいというこ

とで、議長から投げかけがございました。その結果について皆さんの各会派のご意見を伺い
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まして、そして今回どのような措置をとるか決定したいというふうに思います。それでは町

清クラブさんからいきますか。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブの加藤ですが、会議案について色々検討した結果、こ

のとおりで結構だと思います。そういうことで意見は特別ございません。 

○委員長（大渕紀夫君）  報酬を今我々はカットしておりますね。その報酬カットについ

ては、町長のほうはカットすると。 

○委員（加藤正恭君）  その件についてはね、報酬は据え置きでお願いしたいという結論

でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  カットしないという……… 

○委員（加藤正恭君）  しないという…… 

○委員長（大渕紀夫君）  しないということね。 

 はい、次。新政クラブ。 

○副委員長（熊谷雅史君）  一応理事者のやってることについての合意はあると思うので

すが、きちっとした話はまだしてなかったんですね。今委員長から言われたような報酬の部

分のことについては論議してなかったものですから、後日ていうことでまずいですか。ただ

報酬カットの部分は話してないんですよ。要するに日割計算のことについては異論ないと思

います。雑談の中の話ですけれども。 

○委員（吉田正利君） 現状の情勢から判断して、理事者当局でそのような考えでもやっ

てるわけですけれども、現状ではやはりカットしていくべきだろうと考えで結論出します。 

○委員長（大渕紀夫君）  公明。 

○委員（吉田和子君）  公明党の吉田です。話し合って、カットした理由ていうのはやっ

ぱり財源的に町が厳しい中でということで、財源が良くなったかと言ったら、何も変わって

いない。かえって厳しくなっているわけですから、そういう中で良くなったのであれば、そ

のままという希望がありますけれども、財源的に厳しいということであれば、前年並みのカ

ットはしょうがないだろうという結論になりました。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。うちはかなり議論をいたしまして、結果としては現状の

カット、今公明党さんが言われたのと同じことです。議員５パーセントですか。議長、副議

長何パーセントかちょっと記憶にございませんけれども。自分のことしかないですけれども。

議員については５パーセントのカットだと思いますけれども、それは継続すべきという結論

でございます。少なくとも１年間は継続すべきという結論です。 

 ２４日最後に提出するということでございますので、今一度追加議案がありますので、も

う一度この件については議論できます。それで、今計画になっているのは、町清クラブはカ

ットをしないと。それから、新政クラブはカットの部分についての具体的な話をしていない。

新風、公明、共産については、カットすべきと。新風さん、現状ということでよろしいでし

ょうか。５パーセントということでよろしいですか。 

○委員（吉田正利君）  結構でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  今カットされている金額でカットすると、パーセントでカット
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するというのが、新風、公明、共産の各会派のご意見でございます。 

 次回の議運で間に合うということですので、その時に議論ということでよろしゅうござい

ますか。 

 それではその前に、委員外議員であります玉井委員のお考えございましたらどうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  玉井です。基本的にはカットすべきだろうと思います。し

かしながら５パーセントというのは少し多いかな。私は、２パーセントぐらいがいいのでな

いかなと思います。それから期間的には管理者側は１年て言ってますが、その辺は、私は１

年しなきゃならないのかなと、半年ぐらいでいいのではないのかなと、こんな気はいたしま

す。以上です。  

○委員長（大渕紀夫君）  同じく委員外議員の西田委員、ご意見ございましたらどうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君）  議員報酬についてはカットしないという方向で。 

○委員長（大渕紀夫君）  カットすべきでないという意見ですね。 

○委員外議員（西田祐子君）  はい。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは暫時休憩いたします。 

                休憩 午後 １時５２分 

 

                再開 午後 ２時０５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。 

 議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部の改正についてですけれども、日割

り計算については前回も確認されておりますから、そのとおりいきます。問題は、今まで議

員報酬をカットしていた分を継続するか否かということであります。町長が１５パーセント、

その他ずっとやっておる中で議会がどういう立場を取るかということで、今回意見を求めた

ものでございます。町清クラブはカットしないと。新風、公明、共産については、現行、今

の５パーセントのカットを継続するということでございます。新政クラブについては、後の

議論ということでございますので、そのこと今日の議論も含めてですね、議論をしていただ

きまして、次の議運、多分補正予算がございますので、その時に結論を出すということにい

たしたいと思います。そういうことでよろしゅうございますか。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 それではそのようにいたします。 

 それでは次に選挙についてということで、選挙管理委員会の選挙のことについてを協議い

たしたいと思います。趣旨については局長のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  今日もお手元に選管のほうから通知が来ていますので、参考

までに配布してございます。これについてはですね、議長宛に選挙管理委員会のほうから地

方自治法に基づいて任期満了になりますということで、現在１枚目は任期満了の委員という

ことで４名、２番目は補充員の任期満了という形で来てございます。これを受けた形で議会

がということになります。それで氏名等々については議長のほうから後程ご説明をさせてい

ただきますが、まず手続き的なことについてですね、私のほうから若干説明させていただき
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ます。 

 レジメのほうに戻っていただいて、２ペ－ジなります。ここで関係条文ということで、議

会運営基準を抜粋してございます。四角で囲った部分です。うちのほうの運営基準におきま

しては、選挙管理委員および補充員の選挙は指名推選により行うのを例とし、補充員の補欠

の順序は議長が会議に器って決めるということになってございます。今までもですね、これ

４年に１回でございますけれども、指名推選という形でここでなってございますので、今ま

でも指名推選でやってきております。ただしですね、指名推選の要件がございます。それは

ここにもありますけれども、指名推選の方法により５番ですね、選挙を行うときは議長発議、

または議員の論議により会議に器って異議がなければ次の方法によりますよということで、

まず議長が指名する。ＡさんＢさん。議長が指名して、よろしいですかということがまず要

件です。それで、指名されたこれから出てきます４名４名の委員さんに異議がないと、４名

４名のこの方々でよろしいですよということが整う必要がございます。これも要件でござい

ます。それでこの方々が当選人となるということがあります。ですからこの要件を一人でも

ですね、議長が指名することはだめだと、またこの４名４名では個人的には駄目だという異

議があればですね、この指名推選という制度は今回においては使えません。従って選挙と…

……議長選挙、副議長選挙と同じ選挙という形になります。ですから、今くどくど言ってい

るのは、指名推選という方法を採用する場合は、各議員が承知の上指名推選ということでな

ければだめだということで、ご認識していただきたいなと。もちろんこの他に動議というの

もございますし、とにかく議員から議長が指名しないでだれかがということになるかもしれ

ません。うちの場合は議長が氏名ということにしておりますので、それを含めて要件を満た

していれば指名推選を採用できるということでございますので、その辺お含みいただきたい

というふうに思います。ご指名のほうは議長のほうから、選管のほうからも先般も話したと

おり、これについては基本的に議会が選挙ということになります。選挙の方法を投票にする

か指名推選にするかということでございますので、候補者としては挙げてきていただいてお

ります。それについて議長のほうからお願いできればと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは議長お願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君）  今事務局長のほうからこの件についてお話がありました。でき

れば今皆さんのお手元にあります選挙管理委員及び補充員の方々の指名につきましてはで

すね、今ご同意をいただいて、議長指名というような形で取り運んでいきたいと思いますの

で、一つよろしくお願いしたいという具合に思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今事務局長及び議長から説明ございましたけれども、質疑

のございます方はどうぞ。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  加藤ですが、こういう提案がされたのですが、ほとんど経歴も何

も知らない方々ばかりでね。 

○委員長（大渕紀夫君）  備考の欄に載っております。 

○委員（加藤正恭君）  住所とか生年月日はいいのだけれども、こんな程度の経歴だけで

いいのですか。説明としては。その辺りね、もう少し選挙管理委員ですからね、もう少し何
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か経歴があってもしかるべきじゃないかなという気するのですがね。 

○委員長（大渕紀夫君）  暫時休憩をいたします。 

                休憩 午後 ２時１１分 

 

                再開 午後 ２時２８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。 

 ただ今休憩時間中に各選挙管理委員の経歴についてもう少し詳しく知りたいというご意

見がございましたので、それについてはきちっと経歴を調べて皆さんにお示しをしたいとい

うふうに思います。選挙管理委員についてはその経歴をきちっと示すということで、以上の

方で進めるということでよろしゅうございますか。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 それではよろしゅうございますね。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 もちろん選挙管理委員、補充員の両方です。よろしゅうございますね。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 それでは次に意見書の取扱についてを協議いたしたいと思います。 

 事前に配布されております今日まで各意見書の意見を取りまとめるということになって

おりますので、お願いをしたいと思います。 

 それでは意見書案第１号道警報償費等不正疑惑の徹底解明に関する意見書。この件につい

て各会派のご意見をおたずねしたいと思います。 

 それでは意見書案第１号について町清クラブさんお願いします。 

○委員（加藤正恭君）  賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君）  新政クラブさんお願いします。 

○副委員長（熊谷雅史君）  仕方ないということで賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君）  新風お願いします。 

○委員（吉田正利君）  新風賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  公明お願いいたします。 

○委員（吉田和子君）  賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君）  意見書案第１号は私が提出でございますので、意見書案第１号

については全会一致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］ 

 第２号お願いいたします。 

 町清クラブさん。 

○委員（加藤正恭君）  これも賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君）  新政クラブさん。 

○副委員長（熊谷雅史君）  賛成なんですが、参考配布かなんかでかぶっているところあ

りますよね。北海道労働組合統連。これで文章見るとかなり似てる部分があるのですが、そ
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の辺どっちが良いのかという話にも少しなりましてね。趣旨はわかりますと。だけどもう少

し文章精査しても良いのかなという意見がありました。でも基本的には賛成ということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 文章どこを直せば良いとか何とかという議論になっていますか。 

○副委員長（熊谷雅史君）  そこまではないのですけど。こっちのほうの書き方は、全体

的にですね、地方財政のからみをですね、どこということではないのだろうけれども、憲法

のところを書いてある部分が入れたほうがいいと思うのですけど。もうちょっと重圧するて

こと。 

 変な話ですよ、こっちも大体趣旨的には良いのかなという部分もうちの会派はありますか

ら、ですからもし差し支えがなければ、提出される大渕委員のほうで、文章をもう少し書き

換えていただくということはできませんかということを言ってる。 

○委員長（大渕紀夫君）  どういうふうに書き換えるかということが他の会派の方の合意

を得なくてはいけなくなりますよね、当然。これ後で出たものですから。 

○副委員長（熊谷雅史君）  すいません、撤回します。その通りです。賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君）  新風お願いします。 

○委員（吉田正利君）  新風です。賛成いたします。特につい最近の国の政策からすると

また次年度以降この強化という方針が出ておりますので、今の段階では非常に重要かと思い

ます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  ありがとうございます。公明お願いします。 

○委員（吉田和子君）  こないだ予算の説明の中でやっぱり三位一体に対する減少額がき

ちっと示されて、かなり厳しくなっているなということでは賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  それではこれも全会一致でよろしゅうございますね。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 それでは意見書案第３号、義務教育費国庫負担金制度の堅持に関する意見書案。これにつ

いてお願いいたします。町清クラブさん。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブですが、これも賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  新政クラブ。 

○副委員長（熊谷雅史君）  うちも賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君）  新風。 

○委員（吉田正利君）  新風賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君）  公明。 

○委員（吉田和子君）  賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君）  共産賛成です。 

 よろしゅうございますね。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 次意見書案第４号、６５歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書。町清クラブさん。 

○委員（加藤正恭君）  町清ですが、賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君）  新政クラブ。 
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○副委員長（熊谷雅史君）  これも賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君）  新風。 

○委員（吉田正利君）  新風賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君）  私のところも賛成ですので、公明党さん一応聞きます。 

○委員（吉田和子君）  はい。 

○委員長（大渕紀夫君）  提出者ですけど、いいですよね。ぼくいいと思って抜かしたん

ですよ実を言えば、すいません。 

 じゃあＯＫです。全会一致ということです。 

 休憩します。 

                休憩 午後 ２時３５分 

 

                再開 午後 ２時３５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。意見書案第５号につき

ましては、昨日各会派にお知らせがいっておりますので、次回の議会運営委員会の中で確認

をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは意見書案の取り扱いについては、意見書の１から４番目までについては全会一致、

５番目については次回の議運で議論をするという措置にしたいと思います。よろしゅうござ

いますね。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  確認なんですけども、意見案第３号ございますね。これにつ

いては西田議員は無会派でございますので、今回西田議員と賛成者が鈴木議員と２名出てき

ておりますので、取り上げてございます。それで、結果的には全会一致ということになりま

したので、こ れについては提出者西田議員、当日提出でご説明いただくということになろう

かと思います。それと賛成者が鈴木議員、それと各代表者ということになろうかと思います

けれどもね。そういうことで確認したかったんですけれども、よろしいですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  各議運のメンバ－の皆さんよろしゅうございますね。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 意見書案第３号につきましては西田祐子議員が提出者でございますので、読み上げ、それ

から質疑があるかどうか、賛成ですからないと思いますけれども、読み上げていただきまし

て、賛成者には鈴木宏征議員と各会派の代表がなるということでございますので、お含みお

きをお願いします。 

 意見書についてよろしゅうございますか。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 続きまして、陳情書・要望書等の取り扱いについてを議題に供します。 

 陳情書の地方財政、交付税云々。これは町外ですから参考………陳情書１については他の

町村から来ておりますので、参考配布といたします。 
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 次要望意見書の１については先程意見書案第３号で全く同じ意志で出されておりますの

で、意見書として提出されますので、これはそのままでＯＫです。２番目の日本国憲法の尊

重・養護に関する要望書。これは他市町村から来ておりますので、参考配布といたします。

３番目の酪農・畜産政策・価格対策に関する意見書の提出の要請。これが名前は書いてあり

ませんけれども、農協の白老支所も入っております。この取り扱いについてはいかが致しま

しょうか。 

 いかがいたしましょうかといってもあれですからね、これとまこまい広域農業協同組合の

提出なんですけれども、意見書出しといてと言ったら膨大なものなんですよ。それで、でき

ましたら産業建設常任委員会に付託をしてきちっと議論をするという。僕ちょっと見たんで

すけどね、詳しく見てませんけれども、今回どうしてもやらなくては間に合わないというふ

うに私思えなかったんです。そうであれば次回まででも、６月議会でも間に合うという判断

であれば、委員会付託をいたしまして、そこで議論をしていただくと。まして地元の農協支

所の方がこられたということになりますとね、それを参考配布というのは私はいかがなもの

かという判断を現段階としてはしておりますけれども。たまたま産建の委員長もいらっしゃ

いますので、含めてちょっとご議論ねがえればというふうに思います。 

 はい、吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  今委員長お話されたように、非常に政策的な要因が強いわけです

から、一挙に解決しないで十分やっぱり揉んでやったほうがいいと思います。重要なことだ

と思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。はい。 

○副委員長（熊谷雅史君） 新政も出所についてもやはりきちっと承るべきではないかと。

ただ方法については見て、非常に膨大なのでということで、意見案にするの非常に苦労する

ねという話まで終わってまして、議運の中でそういう方向性であれば賛成してくれという話

でしたので、今委員長の提案の委員会付託、これに整理して、６月議会という方向でいいと

思います。  

○委員長（大渕紀夫君）  たまたま議運の委員ですけれども、加藤委員長出られます。加

藤委員長の意見どうですか。 

○委員（加藤正恭君）  はい、結構です。 

○委員長（大渕紀夫君）  いいですか。 

○委員（加藤正恭君）  私もそのほうがいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の議員の方々よろしゅうございますか。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 それでは、酪農・畜産政策・価格対策に関する意見書の提出の要請については産業建設常

任委員会の付託といたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それではその他の部分ですけれども、先程正・副議長、正・副議運の委員長で町長に申し

入れをいたしました。それでこういう趣旨で今日申し入れをいたしましたので、議長からお

話をねがえればと思います。町長に申し入れの経過につきまして、議長のほうからご報告願
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えればというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君）  先程１３時から約３０分間町長にお会いいたしまして、皆さん

で色々議会改革についてのご議論をいただいている経過も踏まえて、副議長と議運の正・副

委員長と４人でお会いしまして、今お手元に配った内容で町長のところに要請をしてまいり

ました。これ以外のものについては、まだ今現時点で議会改革ということで皆さんと議論し

ていますので、それが決まり次第町に協議を要するものについては、順次このような形で要

請していきたいというふうに思っていますが、とりあえず第１回目このような形で要請をし

てまいりました。そういうことであとその辺について何か皆さんでありますか。 

○委員（加藤正恭君）  要請だけ。 

○議長（堀部登志雄君） 要請だけしてまいりました。これは今回の議会でのことでなく、

できるだけ後程口頭で返答があると思いますけれども、近々ですね、一応申し入れだけとい

うことでしてきましたので、順次回答が来ると思いますけども、一応申し入れだけというこ

とでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  加藤ですが、この取り組みについての要請をしてきたとおっしゃ

るんだけれども、１番目についてはね、大きな問題があると思うのですが、これについての

返事はないのですか。あるということは、今回の議会から採用できるのかどうかですね、そ

の辺りを含めてご返事いただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  １番目、２番目、３番目とありますが、１番目について町長の

ほうでもこの要請については十分受け止めるということ。要するにこういう形で行きたいと

いうような意向が話されましたが、これは今回からでなくですね、今回はではなく次からと

いうことになりますね。ということで１番については町長からこのような形に考えたいとい

うような話がございました。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  申し入れをした。ところが町長からはこの次からにしてください

という返事なのですか。その辺りどうなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  それはこちらのほうからですね、今回今急に言って急にという

こともあれですから、今回でなく次からという形で、こちらのほうからそういう形にしまし

た。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  加藤ですが、この次から「やります」というこういう町長の返事

ですかということなんですよ。 

○議長（堀部登志雄君）  それは後程正式にあると思います。町長の現時点のお考えはこ

ういう形で要請にそいたいということはいってましたが、その正式な回答というのは後程あ

ると思いますけれども。 
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○委員（加藤正恭君）  わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君）  よろしゅうございますか。他。山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  分からないのでお聞きします。答弁書というのは何日か前にやは

りできていると思うのですが、当日質問議員に配布していただきたいという要請だと思うの

ですが、これ１日、２日前とかというのは色々な部分でまずい部分もあるのでしょうか。そ

の辺もし時間が許されるのであればですね、当日ではなくて１日、２日前にいただけると

色々と検討できるのかなというふうにも思いますがいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  今日の申し入れの中ではそのようなお話はしなかったように記

憶しておりますけれども、皆さんご議論の中でそういう方向にしてほしいということであれ

ば、それは追加で申し入れるということは構わないのではないでしょうか。皆さんのご意見

を聞いてるということになると思いますけれどもね。今のことにつきましてご意見のござい

ます方どうぞ。 

 はいどうぞ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  加藤ですが、この答弁書というのは当然ね、前もって用意されて

いるんですよ。問題は各議員に答弁書を前もって配布するかしないかということだけなんで

すよね。向こうにあるわけですよ。口頭で言うわけじゃないわけですからね、文章あるわけ。

なぜ文章出さない理由というのは議長お聞きになったのですか。いつもあるわけですよ。常

時今まででも作ってあるわけですよ。ただこの次に検討したいというふうになったのはどう

いう理由があってそういうふうに言ったのかは聞かなかったのですか。なぜ出せないのかの

理由は聞かなかったかという。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君）  その理由は聞いておりませんけれども、もともとそういうこと

をなぜ出さなかったかということではないのですよね、今まで。こちらから出してくれとい

う形で正式に要請してない。今回要請したわけですよね。だから今までがなぜ出せなかった、

なぜ今回からできないのかということは、一切こちらから今回やってくれという具合に言っ

ていません。なぜそれを言わなかったかということについてはですね、いきなり要請してす

ぐ答弁よこせという形はちょっとね。やはり相手に対する色々な思いもありますから、それ

はできなかったというだけです。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  僕の聞いてるのとは違うんですよ。前もって用意されてないもの

を用意すれというのであれば準備期間が必要だからできませんというのなら分かるんです

よ。ところが今までの議会ずっと見ても必ず答弁書というのがむこうであるということなん

ですよ。だけど今回出せないのは、なぜ出せないのですかということを聞きたい。 

○委員長（大渕紀夫君）  そのことにつきましては、そこまで言及してないということだ

けです。それで、町長は出す方向で考えるということであります。ですから今議長が言われ

ましたように、そこは十分慎重に考えていると、こちら側が考えているということです。で

すから今加藤委員おっしゃっているのは、もうできているんだから今回から配布すればいい
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んじゃないかということを言ってらっしゃるのだと思うのですけど、それは話かたによって

はそういうことも可能ではありますよ。ただ今日のお話合いの中では、そこまで言及しなか

ったということであります。町長は積極的にこれ出すのは構わない。町民の皆さんが傍聴に

来てるのだから出すのは結構だ、とこういうふうにおっしゃっていますから。出さないとか

とは一切言っていません。出すということで積極的に考えるということであります。ただ今

回から出していただけますかという確認はしなかったと、こういうことでございます。です

からそれはもちろんね、議長が相手を配慮して今回からかどうかてことの考える期間も含め

て必要ですから、もちろん町長だけが出すからといっていいというものではきっとないと思

います。助役さんとの相談や、総務課長さんとの相談ございますので、そういうことも議長

は配慮してそういう申し入れをしたということでございますので、町長が積極的にやるとい

う姿勢だということは明らかであります。それは私だけの認識じゃないと思います。そうい

うふうにちゃんと言ってましたから。ですから。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  今回こういう形でやって、もし決まっているものは順次申し上

げていこうということでの今回あれですから。今回から是非これをやってもらうために申し

入れろと、入れるんだという皆さんの思いであれば、そういう形で申し入れしましたけれど

も、あくまでもやはり今やっている中で、今回から出せというようなことは皆さん最初から

それは言っておりませんでしたね。そういう中でですね、今回からやってくれという形では

確認されてなかったものですから、今日言ってこの議会からというのはあまりにも性急な感

じが私自身しましたので、次回からという形に…… 

○委員（加藤正恭君）  次回という言葉もないんでしょ。 

○議長（堀部登志雄君）  ないですよ。 

○委員（加藤正恭君） 別にないんでしょ。次回からという確認したんですかと聞いたら、

それもないというから。今議長は次回からは考えますというようなこと言ったていうから、

矛盾しているんじゃないかなと思うのです。次回からという返事はもらったんでないという

からさ。  

○委員長（大渕紀夫君）  間違いなく次回からはやります、あの印象では。マスコミさん

いないから言うのだけれど。それは町長は積極的にやるという意見です。それははっきりし

ていますから。それは間違いないです。ただ今回という確認はしなかったということは確か

であります。 

 どうぞ、委員外議員の玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  玉井です。今加藤さん言ってるのはね、おそらくいつでも

できているのだから、今回からでもやってもらえるんじゃないだろうかと。私もそう思うん

ですよ。どうせやるのなら、今予算の大事なときにやってもらったほうがいいな、効果があ

ると。だからもしですよ、できうることならもう一度会っていただいて、今回からやっても

らうわけにはいかないでしょうかというふうに言えば、それにこしたことはないのだけれど、

どうしても今の体制ではそこまで言及しなかったか、もう１回言うのはどうかと思うと、ち
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ょっと言いづらいとかというのであればまた別ですけれど、できうることなら今回からやっ

てもらえないかなというふうに私は思いますが。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。今の件につきましては、今日もう一般質問、代表質問の

締め切りが終わりました。確かに文章はできて、今までだって同じことですから、そういう

経緯があると思いますけれども、今日の話合いではそこまで言及しておりませんので、申し

わけありませんけれど、次回というふうにご認識をしていただきたいと。これは議会の立場

もございます。議長が先頭になって私達が言ったわけですから、そこもございますので、そ

こは曲げて一つご理解願いたいというふうに思います。 

 ついでではございませんけれども、町側からも何点かご要望がございました。代わりにち

ょっと私言わせていただきます。１つは、この………先にやりますか。 

 先程この次の話ですけれども、２、３日少なくとも出来た時点で配布をしていただきたい

というお話が山本委員からございました。これについては皆さん方のご意見をお尋ねしたい

と思います。 

 どうぞ。 

 はい、吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  吉田です。これは１つ議会改革も含めて役所の１つの議会対策も

同等な考えで進んでいくとすれば、やはりお互いにそのような勉強をする意味で斬新的な方

向性を持ったほうがよろしいかと思いますので、できるだけ当日ということから避けてです

ね、研究課題で１つ取り扱ってもらいたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。 

 はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  加藤ですが、それは当然です。議論がお互いに納得するような議

論をするためにはね、当日配布だなんていうのはね、これは作為的ですから。当然ね、前も

ってね、出すのが当たり前であってね、２日なり３日なり前に出すのがあたりまえです。当

日配布では質問するほうは大変困りますよね。ですからそれは当然やるべきだと思います。

テクニックの問題ですから。配布することが決まってからでも遅くない問題だろうと思う。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  加藤委員から作為的という言葉が出ましたけれど、それ間違

っていると思います。というのは、これはだいぶ前の議運でね……… 

○委員（加藤正恭君）  良い言葉じゃないかもしれないけれど。 

○事務局長（山崎宏一君）  議運でこれは、この議会改革、議運の中で当日質問議員に配

布すべきであるという、これ議会側の意見でございます。ですからそれを踏まえて今後変え

るということは出来ますけれども、それは町側が当日と言った話ではなくて、議会側が決め

たことでございます。従いましてその辺の関連もございますので、今後それを変更してやる

という部分については構わないかと思いますけれども。ただ議会側が当日ということで当初

から決めているてことはご承知していただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、他のご意見どうぞ。 
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 吉田委員さっきなんか言ってなかった。 

○委員（吉田和子君）  私は町に対して当日とこちら側から申し上げているんだから、そ

ういう言葉にはならないんじゃないかと思って言おうと思ったんです。ですからまた議会と

してそこら辺の議会改革のやり取りの中で、私も前もってもらえるかなと思い込んでいると

ころありましたのでね、これ見て当日なんだと私もそう思っちゃったものですから、そうい

うものでまたみんなの希望でね、なかなか答弁してもらっても効果的なものを考えると、な

いということであればまた改めてね、実はこういうことと書いてるけども、もう１回話し合

った結果ということで後程申し上げれば構わないんじゃないかなというふうには思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。 

 要するに道議会なんかにもございますように、事前に打合せをして両者ができレ－スをや

るというような質問になると困るということなんです。ただうちの議会の場合は、代表質問

以外は一般質問ですから、１問１答ですから、１問目に必ずしも全体の趣旨は聞いてるけど

個々の趣旨は聞いてないという部分がございます。そういう点で言えば、私は事前に配布を

しても良いのかなとも思っています。ただ本旨が全部出ているものをね、事前にいただいて、

それに基づいてまだ質問するていうのは、やっぱりある意味でいえばやらせにつながります

から、そういうことも十分考慮した上でですね、しなくてはいけない。ただうちは一括質疑

方式でなくて１問１答方式ですから、そこまではいかないのかなという理解で私もおります。

当日配布していただいて、当日見て、それで対応できるというのはなかなか大変かと思いま

すので、その点については十分協議をして、先程山本委員が言われましたようにね、そんな

に早くなくていいですから、１日、２日前にはＦＡＸなり何なりで流していただくと。個人

の分だけですよ。全体の分なんかというわけにいきませんから、個人の分だけＦＡＸならＦ

ＡＸで流していただくぐらいのね、お話の範囲でそれ以上はあんまりマスコミさんがいると

きやるというのはいかがなものかというふうに私も思っております。当日配布以外ですとで

すよ、その程度かなあというふうに思っているのですけどいかがですか、議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今色々話しありましたけれど、要するにね、今回はこういう形

でまず第１段階やってみて、また皆さんで色々話して、これもうちょっとこういうふうにな

ったら効率的だとかいろんな面でね、良いとなったら、またそれはその時点で協議して、対

応して良ければ良いかなと思います。一気にそこまでという形よりそのほうがよろしいので

はないですか。そう思いますけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  そこら辺含みを持たせた上で待つということでよろしゅうござ

いますか。 

               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  何点か町からあったのですけど………１つはですね、この質問

用紙には非常に詳しく書いていただいてる方とそうでない方といらっしゃるそうです。我々

が見てもそうです。福祉問題について。あと何も書いてないというのもあったそうです。今

はありませんけれども。なるべく答弁する側もきちっと答弁をしたいので、原則的にはこの

質問用紙になるべく細かく具体的に聞く中身を記してほしい。今は非常に改革されましてね、
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書かれてる方多いようですけれども、それが１点。 

 もう１つ、これは次回の議論になると思いますけれども、会派でも議論しておいていただ

きたいのですけれども。これが十分の場合は書かれて趣旨が十分わかる場合は結構なんです

けれども、そうでない場合は担当の者が、皆様に質問趣旨の中身を役場の職員が確認してお

ります。これが膨大なエネルギ－なんだそうですよ。いらっしゃらない人がいると。それで、

できれば質問者が質問を出した日に、例えば２時なら２時、３時なら３時に集まっていただ

けないかというお願いがございます。お願いです。それで、それは今結論出さなくて結構で

す。議論をしていただいてね、それはどういうことかというと、趣旨がわからなければ正確

な答弁ができないということであります。ですから、実はね、私のところにも電話してこら

れるという人もいるんですよね。私結構ですと言いますけど。勤務時間外でも来られるんで

すよ。あれはやっぱりちょっと………僕次の日来るからというのだけどね。できればそうい

う形がとれるものであれば、とって欲しいというお話です。これは２つ目。 

 ３つ目。担当の係や課に行ってわかることについては、それより突っ込んだものがあれば

別ですけれど、そうでない場合は担当の課でお聞きを願えるものについてはお聞きを願いた

いという、こういう意見もございました。もちろん、何がどういうことがということではご

ざいません。全体の中ではそういうものもあるので、担当の課に行って聞けるものについて

は聞いていただいて、政策的なものやね、考え方、こういうものを中心に議論をしていきた

いと。もっともなことだと私も思っております。１番目と３番目はそういうことでございま

す。２番目につきましてはね、各会派でちょっと揉んでもらって、６月からどういうふうに

するかということね、ちょっと考えたいと私自身も思っておりますし、多分議長もそうだと

思いますけれど、そんなように方向で考えてみたらどうかというふうに思っております。 

 そんなようなことで今日町からもございましたので、そこは我々もきちっと認識をして、

質問するときはそのような形を押さえて質問しましょうということであります。 

 その他ありますか。 

               ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

   ◎閉会の宣告  

○委員長（大渕紀夫君）  ちょうど時間になりました。この後会議もありますので、以上

で議会運営委員会を終わりたいと思います。ご苦労さまでございました。 

                               （午後 ３時０４分） 

 


