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平成１７年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１７年 ７月２０日（水） 

  開 会   午前 １０時００分 

  閉 会   午前 １１時０３分 

 

○議事日程 

 協議事項 （平成１７年第４回白老町議会臨時会関係） 

 １．提出議案 

（１） 町長提案（６件） 

 ・ 議   案   ６件   専決処分         １件 

   条例の制定・一部改正   ２件 

                工事請負契約       ２件 

                姉妹都市提携       １件 

・ そ の 他 （町長行政報告） 

（２） 議会関係（２件） 

・ 議員の派遣承認   １件 

・ 特別委員会の設置について   

 ２．議案の説明について 

   ・承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

            （平成１７年度白老町水道事業会計補正予算（第１号）） 

・議案第１号 白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

・議案第２号 白老町放課後児童クラブ条例の制定について 

・議案第３号 工事請負契約の締結について 

        （白老町企業誘致促進住宅工事） 

・議案第４号 工事請負契約の締結について 

        （平成１７年度施行 白老町下水終末処理場流入渠改築工事） 

・議案第５号 姉妹都市の提携について 

 3．議員の派遣承認について  

   別紙のとおり 

 ４．特別委員会の設置（委員の選任）について 

・委員会の名称 

・委員の定数 

 ５．第４回臨時会の日程について  
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   ○ 会  期  平成１７年７月２５日（月） １日間 

   ○ 議事日程  別紙のとおり 

 ６．その他について  

 

○会議に付した事件 

協議事項 （平成１７年第４回白老町議会臨時会関係）  

 １．提出議案 

（１） 町長提案（６件） 

 ・ 議   案   ６件   専決処分         １件 

                条例の制定・一部改正   ２件 

                工事請負契約       ２件 

                姉妹都市提携       １件 

・ そ の 他 （町長行政報告） 

（２） 議会関係（２件） 

・ 議員の派遣承認   １件 

・ 特別委員会の設置について  

 ２．議案の説明について 

   ・承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

            （平成１７年度白老町水道事業会計補正予算（第１号）） 

・議案第１号 白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

・議案第２号 白老町放課後児童クラブ条例の制定について 

・議案第３号 工事請負契約の締結について 

        （白老町企業誘致促進住宅工事） 

・議案第４号 工事請負契約の締結について 

        （平成１７年度施行 白老町下水終末処理場流入渠改築工事） 

・議案第５号 姉妹都市の提携について 

 ３．議員の派遣承認について  

   別紙のとおり 

 ４．特別委員会の設置（委員の選任）について 

・委員会の名称 

・委員の定数 

 ５．第４回臨時会の日程について  

   ○ 会  期  平成１７年７月２５日（月） １日間 

   ○ 議事日程  別紙のとおり 
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 ６．その他について  

   

○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        委 員   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 

                             西 田 祐 子 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明の為出席した者の職氏名 

 経営企画課参事  辻   昌 秀 君     総務課主幹   田 中 春 光 君 

  

○職務の為出席した者の職氏名 

 事務局長  上坊寺 博 之 君        事務局主幹    中 村 英 二 君 
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◎開催の宣言 
○委員長（大渕紀夫君） おはようございます。これより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いた

します。 

 

◎ 協議事項 

 

○委員長（大渕紀夫君） 次に、本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 本日の議会運営委員会でございますが、平成１７年第４回の臨時議会

提出議案の関係の説明を受ける予定になっております。町側の提案案件が全部で 6 件、議会関係が 2

件となっております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、財政関係が 1 件出ておりますので、その関係を先にやりたいと

思います。辻経営企画課参事から説明をお願いいたします。はい、辻参事。 

○経営企画課参事（辻 昌秀君） 続きましてご説明したいと思います。承認第 1 号につきましては、

水道会計補正予算の専決処分について承認を求めるものであります。内容は 2 ページから記載してご

ざいます。平成１７年度白老町水道会計補正予算、第１号でございますけれども、平成１７年度の国

の地方公営企業支援策に基づきまして、利率の高い公営企業債を借り換えするもので、国の許可予定

通知が 6 月議会以降となったため、また今月２９日に借り換え手続が必要なことから、７月４日付け

で専決処分したものでございます。 

借り換え対象の企業債の残高は１７，３７７，０００円となっておりまして、２ページの下の支出

のところの補正予定額１７，３７７，０００円が借換対象企業債の残高でございます。これに対して、

借換債の発行額につきましては、収入のですね、補正予定額の１７，２００，０００円でございます。

端数が合わないのは、計６本の起債がございまして、端数の関係で金額がイコールではないというこ

とになっております。３ページ企業債の表につきましては、表の中の配水管整備事業は当初予算通り

で補正額なし、下の上水道高金利対策借換債１７，２００，０００円が追加となっております。以上

で説明終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） 説明が終わりましたけれども、この件について聞いておかなければいけな

いということがございましたらどうぞ。よろしゅうございますか。それでは、財政関係は以上で終わ

ります。辻参事ご苦労様でした。 

それでは、財政関係以外の件についてご説明を求めたいと思います。田中総務課主幹。 

○総務課主幹（田中春光君） 今日は総務課長出張のため私のほうから、代理ということでご説明さ

せていただきます。 

議案第１号でございます。白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の
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制定についてでございますが、議１－２の議案説明のほうをご覧になっていただきたいと思います。

この件につきましては、先の第２回定例会において議決を得た本条例の一部について誤りがあったも

のであり、再度ご提案いたしたいと考えているものであります。 

その概要についてでございますが、ここにございます別表第３北吉原はまなすスポーツセンターの

個人利用（普通利用券）、これの高齢者分が、第２回定例会の中で６０円と議決いただいたのですが、

この部分は誤りであり１２０円と改正いたしたいというものが１件。さらには個人利用（回数利用券）

高齢者の分、これが６００円と第２回定例会の中で議決いただきましたが、これが１，２００円の誤

りであったので改正をいたしたいということでございますが、この２件につきましては、もともと３

月にご提案させていただいたわけなのですが、提案前のもとものとの金額が、高齢者普通利用券につ

きましては１００円であり、更に回数利用券につきましては１，０００円の料金設定であったところ

であります。これを本来であれば他の事例同様２０％アップということで、今回改正しようとしてい

る１２０円並びに１，２００円。このようにすべきであったところをこの下段にあります小学生・中

学生の料金５０円並びに５００円と、こうあるものと取り違えをしまして、担当課のほうで算定した

ことがこの結果、第２回の定例会で議決をいただいたような結果を招いてしまったということでござ

います。単純なミスということでございますので、今回１２０円、１，２００円と正規の料金改定と

いうことでご理解願いたいと、このように考えているものでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ちょっと待ってください。この件につきまして、単純なるミスなん

ですけれども、なぜこのように議案提案をするかということについて、局長のほうからその理由につ

いて。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは私のほうから若干ご説明の申し上げたいと思います。実 4 は

この条例の議決について６月に行ったわけですが、その後に町のほうから誤りがあったと言うことで

申し出がございました。それを受けましていろんな文献等を調べさせていただきまして、表決後に正

誤を発見した時はどうなるかという解釈もございます。この解釈につきましては表決をした後には、

例え単純なミス、誤りであっても直せないと。直す方法としては案件として出す以外はないという規

定がございましたので、それをもって総務課のほうへ、もう一度全件を見直してくださいということ

で、あれば一括直していただくようにという話しで申し出てございまして、今回上がってきたという

ことであります。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは説明を続けてください。田中主幹。 

○総務課主幹（田中春光君） それでは、この件については以上でございまして、この条例の執行日

につきましては、交付の日からの施行とし、先に議決を得た条例の施行日９月１日の施行日。これよ

り前に、この今回の改正分が、流れとしては溶け込むような措置を行うというようなものでございま

す。議案の第１号につきましては以上でございます。 

 続けまして議案第２号でございます。白老町放課後児童クラブ条例の制定についてでございますが、

これにつきましても議２－４の議案説明のほうをご覧になってください。これにつきましては、昼間

保護者のいない家庭のための放課後児童クラブの負担金について、今回、他の使用料等の改正と同様
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に受益者負担の原則にたち、適正な利用者負担金の設定を行いたいと、こういうふうに考えているも

のでございます。概要につきましては、７月４日開催の総務文教常任委員会の席上でも内容について

はご説明済みでございますが、町のほうで規定する受益者負担割合の考え方を当てはめた場合、今回

の事例ではそのかかる経費の５０％負担が基準となるのでございますが、父母の負担軽減を考慮した

中、月額２，０００円とするものでございます。議案第２号につきましては以上でございます。 

 議案第３号でございます。工事請負契約の締結についてでございます。工事名につきましては、白

老町企業誘致促進住宅建設工事。その概要につきましては、去る４月２８日開催の産業建設常任委員

会でもご協議願ったものでございますが、この住宅を建設することにより、公営住宅に入居できない

町内進出企業の単身者及び独身の方のうち公営住宅へ入居できないものへの、住宅対策としようとい

う考え方のものでございます。契約の方法、契約の金額、契約の相手方などにつきましては記載のと

おりであり、更に建設の場所、建物の平面図、立面図につきましても別紙のとおりでありますので、

説明のほうは省略させていただきたいと存じます。ご覧いただけましたら、続けて議案第４号のほう

へ移らせていただいてよろしいでしょうか。 

 議案第４号に続けます。議案第４号も工事請負契約の締結についてでございますが、工事名につき

ましては、白老町下水終末処理場流入渠改築工事。その概要につきましては、昭和４９年度の供用開

始以来３０年を経過した沈砂設備の改修工事として行うものであり、平成１１年度には沈砂設備、さ

らに平成１２年度、同１３年度の２ヵ年ではスクリーンかす設備の改築工事を行ってきたものであり

ます。今回につきましてはその残り部分のゲート設備の更新と流入渠の防食工事を行うものであり、

先ほどと同様に契約の方法、金額、相手方等につきましては記載のとおりであるので、省略させてい

ただきたいと存じます。概要をご覧いただけましたら、議案第５号に移りたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 議案第５号でございますが、姉妹都市の提携についてでございます。 

 これにつきましては、６月２３日開催の全員協議会の中でもご説明申し上げておりますが、本年２

月１０日、森田村と近隣１町３村による町村合併により誕生したつがる市と新たに姉妹都市の提携を

結ぼうというものでございます。このことにより、今後更に本町とつがる市の間での教育・文化・ス

ポーツ・産業・経済などの各分野での交流を図り、友好親善を深めてまいりたいと考えるものでござ

います。 

 以下、つがる市の概要につきましては、次のページ以下の議案説明に記載のとおりでございますの

で、説明につきましては省略させていただきたいと考えております。 

 以上で説明のほうは終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただいま田中総務課主幹のほうから説明がございましたけれども、

本会議前に聞いておくべき質問があるというふうなことがございましたら、委員の皆さんどうぞ。 

 よろしゅうございますか。はい、それでは議案の説明は以上で終わります。田中総務課主幹ご苦労

様でした。 

 町側からは、あとは町長の行政報告があるようでございます。 
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 次に、議会関係のほうを局長のほうから説明を求めます。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは議運の資料の２ページ目を開いていただきたいと思います。 

議会の提案としましては、派遣承認が１件でございます。これは別紙でお付けしておりますとおり、

つがる市との姉妹都市提携調印式に、白老町並びにつがる市から議会の出席を要請されておりまして、

前回の議運で決めていただいたものでございます。７月３１日日曜日と月曜日ということで議員派遣

の議決をいただくものであります。 

それでは４番目、特別委員会の設置ということで、前回の議運の中で議論いただいておりますが、

現在白老町が条例制定を進めようとしております自治基本条例の制定につきまして、議会の中で特別

委員会をおくということで、前回の議会運委営員会である程度決めていただきましたので、その提案

をいたしたいというものでございます。以上ですけれども、よろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） ３番議員派遣承認についてはよろしゅうございますね。確認をいたしまし

た。 

４番目特別委員会の設置の件ですけれども、名称及び委員の定数を含めてですね、自治基本条例の

関係での特別委員会となりますので、名称及び委員の定数、そして委員長の関係ですね。この点どの

ようにいたしたらいいかというところでの協議をしておきたいというふうに思います。原則的には委

員長は互選ということで、選ばれるわけですけれども、その点について一定の意思統一をしておきた

いと思います。 

最初に特別委員会の設置については、前回の議会運営委員会で承認をいただいておりますので、設

置についてはよろしゅうございますね。名称については、一般的にはそのままかぶせるということに

なるんですよね。自治基本条例制定に関する特別委員会とかなんととかそういう関係になりますかね。 

白老町自治基本条例となっておりますので、ご意見ございます方どうぞ。白老町は要りますか。な

くて 

いいですね。白老町入れるべきですか。 

白老町自治基本条例制定に関する特別委員会、審査とかという言葉が必要ですか。白老町自治基本

条例制定に関する特別委員会。簡単でいいですよね、あまり長くないほうがいいと思うので、「の」は

いりますか。再度確認します、白老町自治基本条例制定に関する特別委員会。よろしゅうございます

か。 

それでは、前回は全員による委員会にしたほうが良いのではないかという案がござました。考え方

としては、その中で説明は全員で受けて、小委員会的なものを設けて、条例案の中身の作成をすると。

それとも、逆にすることもできますけれども、やっぱり全体のほうがいいと思うのですけれどもいか

がでしょうかね。はい、委員の定数は２０名全員による特別委員会と。それで決算は、議長と監査が

入っていないんだね。議長が入らなくても議長は出席できるから、定数に入れないと採決になった場

合議長は採決権なくなりますからね。全員でよろしいですか。２０名による特別委員会とすると、そ

の後の条例案の審査については、前回も議論いろいろ出ましたけれども、それは特別委員会のほうへ

お任せをするということでよろしゅうございますね。 
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はい局長、正・副委員長について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 正・副委員長の件でございます。一応全員で組織する特別委員会等に

つきましては、申し合わせ事項で、きちんと定められているのは、予算審査特別委員会が総務文教常

任委員会の正・副を持ってあてるという規定になってございます。その他につきましては、慣例でそ

の所管する常任委員会の正・副委員長がなるということで、前回の総合計画の部分も総務文教の正・

副委員長がなられたと思います。これは、申し合わせ事項にきちんと定められたものではございませ

んので、慣例という形の中でこの中で議論いただいているということになろうかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） これから、全体の委員会というのは、決算委員会でもまた出てくるんです

ね。それで、正・副委員長人事をどのようにするかということは皆さんに若干お諮りをしたほうがい

いのではないかというふうに、私自身も思っていたのですけれども、今局長が説明したのはこういう

ことです。 

 予算委員会については、申し合わせの中にきちんとありますけれども、それ以外のものはございま

せん。担当の常任委員会の正・副委員長が良かろうということで今までやってきたわけですけれども、

これから決算委員会が恒常的に毎年出てまいります。 

 この特別委員会というのは出てくると思いますので、これ申し合わせがきちんとないものですから、

ちょっとご議論を願ったほうがいいのではないかというふうに私自身も判断をしておりました。担当

常任委員会がいいとか悪いとか、そんな次元の話しではございませんので、そこで皆さんのご意見を

伺ったほうがいいのではないかというふうに思って、今お諮りをした次第でございます。 

もし、議長考え方とか何かございましたら、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 特にありません，皆さんで。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長も皆さんでということなものですから、今後どのようにしていけばい

いか。決算委員会のことも含めてご議論願えれば助かりますけれども。 

一般的に言えば、予算委員会も決算委員会も同じ人が特別委員長と言うのはちょっと考えられない

んですよね。ですからそういうこともございますので、従来の慣例だけでは今回はいけないかなと思

ったものですからね。何かご意見ございませんか。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 予算の場合は、ある程度条例化されておると。従って今回の場合全員の協議

会、全員の特別委員会と言うのは、別に何もないということをふまえれば、予算の場合は総務文教常

任委員会の正・副委員長がポストにつくとすれば、それ以外のものといえば、その都度その都度選ぶ

より方法がないと思うんです。条例化する必要もないし、その都度皆さんでお諮りしてやると、その

前に特別委員会をやってどうしますかというのも、混乱を招くような気もするしね。事前に何か打ち

合わせ的なものもしておかなければならない、案としてですよ。おって特別委員会に臨まなければな

らないような気もするんだけれども、その辺りは皆さんどう考えておられるのかな。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今加藤委員から問題提起がございましたけれども、各委員の皆様方考

え方がございましたらどうぞ。ないようであればですね、例えばこういうことができると思うんです

よ。議長に召集をいただいた会派代表者会議を開くと、その中で一定の協議を行うと。言えば人事問
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題でございますので、報道関係の方も入らない中で議論ができるということにはなります。ひとつの

便法ですよ今私がいっているのはね。そういうことはできないことではない。これは議長にお話しし

て、議長が会派代表者会議を開いてくださいということで開いていただければできますけれどもね。

はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 何かそういう事前に打ち合わせをすべきだと思うので、今委員長から提案の

あった議長が召集して会派代表者で案をまとめておくと。そして特別委員会の全体のところで選んで

しまうと。そのほうがいいのではないですか、議運をやるわけにいかないわけですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 公式の場で、この場でルール化されていないことを決めるというのはまず

いと思いますので、そこら辺の方策がないかということでございます。他の委員さんどうでしょうか。

吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 特別委員会は必要性に応じて設けなければならないということでありますけ

れども、決算委員会は毎年恒例としてあるわけですよね。一緒に含めてとさっき議運の委員長がおっ

しゃいましたので、その都度会派でやるのか、それとも予算も毎年あるので総務文教常任委員会とな

ってますけれども、決算はまた毎年あるので、どこかでするのか、それともそれとは別に、こういう

特別委員会とは何年もないかもしれませんけれども、その都度そういう会派会議をやるとかというふ

うに、たて分けるべきなのか、それとも決算委員会も含めて会派会議でそのような形でやっていくの

か、その辺をちょっと。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） もう一度確認したいのですが、決算の審査はまだ決定していないわけですね。

二つにするかひとつにするかですね。それは研修をしたあとに検討するという課題になっているわけ

で、一応苫小牧と千歳で見学して、どういう選び方をしているかも含めてですね、それも研修の項目

に入れて、それから結論を出してみてはいかがかと思うのですけれども、どうでしょうか。今ここで

ああだこうだしないでね。それらも含めて研修の課題にして、委員会条例の中にそういうものも載せ

てきちんとしたほうがいいのかも知れないしね、その辺りを含めて研修のテーマにしたらいかがかと

思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま、加藤委員から提案がございました。そのこと含めましてご意見

ありましたらどうぞ。よろしゅうございますか。 

 今回私が提案したのはどういう意味かというと、決算委員会のことも決めてくれということではご

ざいませんので、今までの慣例を打ち破るのはよろしいかということでお諮りをしていますのでね。

今回の、自治基本条例の制定に関する特別委員会につきましては、議長の招集による会派代表者会議

の中で正・副委員長は一応案を考えるということでよろしゅうございますか。いいですか。 

 議長そのように取り計らいをお願いしたいのですけれども、よろしゅうございますか。 

○議長（堀部登志雄君） 確認なんですけれども、これは全員の特別委員会の場合ですね、それと決

算は今後決まった段階でそういう形をとるということで。 

○委員長（大渕紀夫君） ですから今回に限り、自治基本条例の制定に関する特別委員会の正・副委
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員長については、会派代表者会議を議長に招集していただいて、その中で構成を考えるという結論で

よろしゅうございますか。そのように取り計らいをさせていただきます。 

 それでは 5 番目、第４回臨時会の日程についてということで、７月２５日で招集案内が届いている

と思いますけれども、２５日１日間といたしたいと思いますけれどもご異議ございませんか、ご異議

なしと認めます。よって第４回臨時会については７月２５日１日といたします。 

 それではその他について、事務局から何点かございますので、事務局からご提案を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうからその他としまして、前回の議会運営委員会の中で、議会

改革にからむ資料を出していただきたいということでございましたので、今回 3 種類出させていただ

いております。今、お手元に配ってからご説明をいたしたいと思います。 

 まず、資料の１でございますが、これは各会派持ち帰りになっているものでございます。議員定数

の関係の調書でございます。管内の主要な市町村並びに白老町と同等クラスの人口の町村の動きを書

かせていただいてございます。一番上には、白老町の今の状況になってございまして、法定定数が２

６人で今条例定数しているのが２０名ということで、議員数で人口規模を割りますと、現在１，０６

５人となってございます。合併なしで、今後改定の検討中でございます。 

 管内の動きですが、室蘭は現在３０人の法定定数が２８名で、すでに２４名にするという方向性が

でてございますので、現実には法定定数から６名落ちてございます。登別市は現在３０名の定数が２

４名になってございまして、これを検討中であるという中身でございます。情報としては、２減くら

いになりそうだということでございます。あとこまごま説明しませんが、合併する部分のところと合

併をしないところということで、各町村の定数を例示させていただいております。これを参考にして

いただきたいと思います。 

 類似する部分でございますが、静内町、七飯町、音更町、余市町、美幌町、幕別町、中標津町、当

別町、釧路町ということで調べさせていただきました。この全体の中で、現状のままでいくというの

は今のところ３の市町村でございまして、ほとんど全部のところが定数を減する予定である。もしく

は、検討中ということでございますので、会派で議論する時の資料としていただきたいと思います。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。これは、白老町が合併をした場合の想定で書かせて

いただいてございます。条件としては、登別市か苫小牧市しか合併する部分は今のところないかなと

思ってございますが、合併した場合人口が当然増えていきますので、定数が変わる変わらないもござ

いますが、合併した時に白老町の人口であれば、どのくらいの議席割合になるのかということを示さ

せていただいております。 

ちなみに登別市は、人口比が２８．２になりまして、法定定数が上限３０名ですので割りますと８．

５という形になります。苫小牧市は、人口規模が１０．９でございますので３．７という、これもち

ょっと当てはまるかどうか分かりませんけれども参考としていただきたいと思います。 

ちなみに法定定数を申し上げておきます。皆さん、もうすでにご存知だと思いますが、人口が１０，

０００人～２０，０００人の市町村は２２が上限でございます。２０，０００人以上５０，０００人

未満が２６でございます。人口５０，０００人以上１００，０００人未満これが３０でございます。
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人口１００，０００人以上２００，０００人未満これが３４という区分になってございます。まだ区

分がございますけれども、市町村に関係するのは大体そのくらいでおさえられるかなと思っておりま

す。 

もう１点の資料でございます。資料２でございます。これにつきましては、先ほど委員の中からも

お話がでていましたとおり、決算審査特別委員会の状況でございます。ここ近隣・空知方面を調べて

みました。議員全員で構成している部分のものでございます。管内では穂別、早来、厚真、苫小牧、

伊達を調べさせていただきました。あと石狩・空知のほうでは千歳、奈井江、長沼、南幌、この辺が

全員でやっておりますので列挙させていただきました。  

ただ奈井江町につきましては、ちょっと変わったやり方をしてございまして、年２回決算をやって

いるそうです。企業会計を中心に９月に１回決算審査を設けると。１１月に一般会計と特別会計の決

算審査を設けてやるということになっているそうです。議長と監査を除きまして、それぞれ議員全員

がどれかに関わるわけですが、９月と１１月にそれぞれ一つずつの特別委員会に所属するというお話

でございました。 

長沼も全員でやってございまして、これも企業会計として病院があるそうです。ですからこれも、

時期が異なるので２つの特別委員会を開いているということで、ちょっと奈井江と近いような部分か

なと思っております。これ、視察をするということになっていましたので、参考にしてもらいまして、

もうひとつのターゲットとしましては議会報告会、栗山という部分もございましたので、その近郊で

調べてみましたので参考にしていただきたいと。 

資料３でございますが、これは傍聴規則を示させていただくということになってございましたので、

それについて事務局として、ひとつ提案させていただきたいなと思っています。なるべく今の細かい

規定を省いて、傍聴がしやすいような規定に簡素合理化したいということであります。大きいページ

のほうで見てもらったほうが分かりやすいかなと思いますので、新旧対照を含めて説明したいと思い

ます。左側が現在の傍聴規則です。第７条を見てもらったら分かるように、結構細かく規制を加えて

おります。それを右が改正案でございますので簡素合理化をしたいということであります。 

まず、大きく分けて第１条の関係でございます。第１条は自治法の規定の１３０条第３項、これは

傍聴に関する取締りの規定を設けなさいという規定がございますので、旧法はそれに基づいて規定を

されているのみでございました。ただ、議会は１１５条に公開をするという大きな原則がございます

ので、１１５条を加えましてですね、それと右側のほうを見ていただくとわかるんですけれども、ア

ンダーラインも引いてございますが、町民の議会傍聴の利便性を確保し、かつ会議の円滑な運営を維

持することを目的とする。これを追加したいと思ってございます。 

第２条と第３条は、旧条文のままでございます。一般席と報道席に分ける。定員は３０名とする。

これは変わりございません。 

それと第４条、第５条ですが、傍聴の手続を定めてございましたが、現在は受付で自己の住所・氏

名・年齢を傍聴人受付簿に記載し、傍聴券を交付したあとでなければ、今議場には入れないことにな

っています。これは傍聴の利便性を確保する意味から一切廃止したいという考え方をしてございます。
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第４条の規定で、会議の傍聴に関し一切の手続は必要としない。ということで、いろいろと保護法の

関係で出てきていますので、名前を書かなくても入れるような規定にしてはどうかなと思ってござい

ます。３０名の規定ですけれども、これは先着順にしたいという形で改めたいと思っております。 

第６条を繰り上げまして第５条になります。これは従来どおり傍聴人は、議場に入ることができな

い。という規定です。 

第７条につきましては、これをすべて削除したいという考え方を持ってございます。この規定は、

昭和４５年の日米安保条約の改訂時に地方議会に乱入したとか、そういう部分がありまして、標準傍

聴規則に載せられたものです。今現実にこういう部分があるかどうかというのは、非常に疑問ですの

でこれはすべて削除したいと。例えば（１）には銃器となっていますが、これは完全に法律に抵触す

る部分でありますので、これはありえない規定だと思っておりますのでこの部分は削除したいと。杖

を持って入ってはだめなことになっているんですね、現状は。議長が法律に基づく議場整理権を持っ

ていますので、この辺にゆだねるような形で削除するということです。旧条例の４では、児童・乳幼

児は入ることはできないんです。ただ、現実には、小学生の傍聴を許可していますので、この条文と

は合致しないことになりますので、これも削除したいと。お子様が泣いたりすれば出てもらうような

形で、オープンにしていきましょうという部分であります。 

次のページでございます。傍聴人の責務という形で直してございますが、ここに傍聴の方法をこと

細かく書いています。飲食をしたらだめだとかタバコを吸ったらだめだとか、不体裁な行為をしたら

だめだとかいろいろ書いてあるのですが、これは今傍聴の心得にある程度書いてあることですので、

これはもうちょっと一般的事項に直しても良いのではないか。 

例えば、傍聴人は傍聴席にあるときには静粛を旨とし、議場の秩序を乱し又は議事の妨害威嚇的行

為、他の傍聴人に迷惑となる行為をしてはならない。という規定に簡素化したいという考え方であり

ます。 

その次の下です。現在も写真撮影、録音等が禁止されています。議長の許可を得た場合でなければ

撮れないことになっています。ただ、現在報道機関に対しても写真撮影は認めています。報道だから

いい、一般だからだめだとこういう解釈もないではないかと。現在１５年の１２月からインターネッ

ト上で公開していますので、録音とか映像は確保できるという状況になっているので、あえて禁止す

る規定はないのではないかという部分で、これは議場の中で迷惑がかからないのであればこれを自由

にしたいと。迷惑がかかれば議長が注意していただくという部分で直したいと。 

それから第８条を新たに追加しています。傍聴人は秘密会を開く議決があったときは、すみやかに

退場しなければならない。ということで、これは町村の議会の部分では定められておりませんが、市

の標準市議会傍聴規則にはこれは載っておりますので、この規定を新たに追加したいという部分であ

ります。 

あと、第９条、第１０条は主にそんなに変わっていない部分です。ですから全体的には従来大きく

規制を加えていたものを簡素化して傍聴しやすいような規定に直したいということで、これは２～３

年かけて、前の局長も議論されているところでございます。以上です。 
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３点資料として提供したいと思いますので、会派の中でもんでいただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ３点の資料についてはよろしゅうございますね。ただ、１点決算審査特別

委員会の関係で他市町村視察するということになっております。先般栗山町の話をしましたので、こ

れを一緒にやるか分けてやるかということと、決算特別委員会の設置をしなければいけないというこ

とになりますので、日程的なものを含めて、事務局からもし、大体これくらいというのがございまし

たら。はいどうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 時期的にはこれから７月の末、８月上旬お盆に入ってきますので、相

手方の観点からしますと、お盆前はちょっと難しいのかなと思っています。お盆明けになりますと、

定例会が９月２０日から２２日の間で予定されているようでございます。それ以前ということになれ

ば、８月の末か９月の上旬という部分だろうと思っています。 

 これ、議員会のほうで練っていただかなければならないですけれど、登別との交流が今向こうの事

務局レベルで調整させてもらっているのが、８月２０日の週でやりたいという、向こうの意向もござ

いますので、そのくらいに登別との交流が出てくるかなと思っています。これも議員会のほうでご審

議願うのですけれども、議長の諮問として議員会のほうで研修という話もございまして、今道の議長

会のほうへも打診させていただいていますけれども、９月の上旬くらいに入ってくるのかと思ってい

ますので、その合間をぬっていくような形になろうかなと思っています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それで、先ほど加藤委員からもございましたように、前回の議会運営委員

会では、決算のことで苫小牧、千歳を見たらどうかというお話しをしておりました。ただ、栗山が議

会報告会を実際にやったということもございますので、そこは必要ないかどうかということを含めて

ね、まさか泊まっていくわけにはいきませんので、２回行くのかそれとも１回で全部見ることが可能

かどうかと。相手の都合がございますのでね。そこら辺含めて皆さんのご希望があれば、今の日程を

含めて考えなければいけませんので、道の議長会の勉強会も、当然議員会でやられるんですけれども

ね、いずれにしても９月議会の早い段階でやらないと、一般質問を出すぎりぎりでやったのでは余り

効果がないですから、なるべく早く、前に持ってきていただいて８月の末辺りでもね、できるのであ

ればそんなところまで引っ張ってもらいたいと考えているんです。 

そうなりますと、決算委員会の視察をどのような形にするのが一番良いか、それから議会報告会に

ついては今回どうするかというところをちょっと、皆さんのご意見をお聞かせ願いたいと思います。

はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 栗山の話が、前回の議運で急遽出てきたというようなことからなるほどとい

う。だけど実際に直接会って聞いて見たいなという気になります。わざわざ宮城県まで行く必要がな

くなりますからね。それで、できうれば１日で消化できないか、もちろん相手方の都合もありますけ

れどね。午前中苫小牧で終らせて、千歳へ行くのなら、千歳と栗山はそんなに遠くないですから、千

歳から異動するのに１時間もかからないでしょう。２０～３０分で栗山へ行けるんだけれど、もちろ

ん栗山と千歳の都合も聞かなければ分からないけれど、１日で終わらせてしまったらいかがかと思う

んだけれどもね。日程も随分詰まっているからね。できれば強行軍だけれども、３時頃から栗山には
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いるとか、そのような方法も講じられないかその辺りも含めて、事務局で検討してみたらどうですか。

どっちみち相手があることでしょ。そんなようなこと。  

○委員長（大渕紀夫君） 他、ご意見ございますか。３つ見るということが可能であれば、もちろん

見れれば一番良いんですよ１日でね。ちょっとそういう形で検討していただきますか。可能かどうか

はまた次の議運でかけますから、局長のほうは３つ見るのは大変だと私の隣で言っていますけれども。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば、こういう方法もあると思うんです。議会報告会は皆さん聞い

てみたいという部分があるのであれば､例えば２班に分けて、Ａ班はこちらを見て、Ｂ班はあちらを見

て、栗山で合流するとかという方法もあるのかなと思うし、あとで決算のほうは報告してもらうとい

う部分がいいのか。ただ３つ、相手方に聞いてみないと分からないですけれども、きついのではない

かという気がするんですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 議運のメンバーで行きます。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 議会報告会のほうは、やっぱりいろんな議論を重ねて、視察に行った時の状

況も伺うような形になると思いますので、２時間は見て行かないとだめだと思うんですね。そういう

ふうにして考えると、栗山は決算のほうの特別委員会は、やはり特別委員会を設けてやっているんで

しょうかね。もし全員でやっているとかということがあれば、同時にそこでそのことも勉強できます

よね。やっていないのであればしようがないんですけれども、そうであれば１カ所でいいのかなと思

うのですけれど。 

 分かれてやるのはもちろんいいと思いますが、ただ議会報告会のほうは時間をかけてお話を聞けた

ほうがいいのかなと思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩します。 

休  憩 （午前１０時５２分） 

 

再  開 （午前１０時５６分） 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。視察の件でございますけれども、決算委員会の視

察ということを重点に、苫小牧・千歳、２市を９月定例会の前に視察を行い、９月の定例会の中でそ

の内容を生かしながら、決算委員会を組織するというふうな段取りで進めたいと思います。 

 日程については、事務局と関係市との打ち合わせの後に決定をする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。出来ればなるべく早目に日程だけ決めてください。お盆空

けにすぐ行ければね、というふうにいたしたいと思います。視察の件、その他について資料の関係含

めてよろしゅうございますか。資料につきましては全議員の分を事務局で用意していただきますので、

各会派ではその分を持って、個々の会派で検討を願いたいと思います。委員の皆様方その他ございま

せんか。 

 はいどうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 議会傍聴規則の改正についてですね、会派会議を開く前に１点だけ、事務局

長のほうにお伺いしたいのですけれども、今なぜこういうものが出てきたのかということをお聞きし
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たいなと思ったんです。と申しますのは、白老の議会の傍聴のですね、様子を考えても、たまたま町

議会・町長の選挙後、政変の後だったから余計にああいう状態だったとは思いますけれども、町長の

政策に対してだとか或いは議員の質問の最中にですとか、かなり色々と野次だとか、そういうものが

乱れ飛んだ記憶がございます。そして休憩時間にですね、議員をつかまえて直接質問するような方も

いらっしゃいました。そういう状況を見ている中で、これは例えが良いかどうか分かりませんけれど

も、映画館でおしゃべりしたら廻りの人から注意されますよね。やはり神聖な場ですからね、最低限

のルールというのは必要だと思うんですよ。苫小牧辺りは、僕は傍聴席にいたんですけれども、逆に

驚いたのは、必ず監視の方がいて独り言を言ったような人にはすぐに行って注意「静かにして下さい」

というようなことをやっています。そういったことも考えるとですね、なぜ今こういったのが出てき

たのか、逆に傍聴にこられている方が、「いちいち名前も住所も書くのは面倒くさいと、自由に入らせ

てくれ」と。そういう声が強いのかどうなのか。その辺を含めて、なぜ今こういうものが出てきてい

るのか、逆行しているような気が逆にするんですよ。その辺について教えていただきたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これ一つはですね、第２次議会改革の項目にあがっているということ

です。これは平成１４年の第１次の見直しに当って傍聴規則を改正しましょうという、これは議会の

総意で決まっているわけですから、それに基づいて前の局長も含めましてね、整理してきたというこ

とだろうと思います。大きく分けていきますと情報公開条例が平成１２、１３年くらいに白老町でで

きまして、原則公開という部分で、手続一切なしというほかの町の会議がなったはずなんですよね。

ですからそれの流れにあわせて議会の傍聴規則も直していきましょうという流れではないのかなと、

私は思っておりますけれども。ですからその間に１５年の選挙で、ああいう状況になったことは私も

知っていますけれども、ただ、これは議会改革の流れのなかで進めてきているということで、必要な

いということであれば、項目削除しなければならないだろうと思います。 

 基本的には傍聴規則というのは、傍聴を取り締まるというのは議長の権限なんですよ。これは地方

自治法に定められていまして、いろんな行為があれば警察を入れるという権限も議長にはあるんです

よね。ですから規則のあるなしに関わらず、議長がしなければならない行為なんですよ。今、標準傍

聴規則でうちも当然、すべて標準を使っているんですよね。これは、さっきも説明しましたけれど、

日米安保のいろんな問題で作られていった傍聴規則なんですよ。ただ今の現状のなかで、その法の解

釈からいったらマッチするかどうかというのは、開かれた議会というものを逆に議会が求めるのであ

れば、事務局としてはこういう流れにしていってもいいのかなと部分で提案させていただいたという

結果なんです。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、いいですか。皆さんのところへ行っている資料を是非見ていただき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。他、ありませんね。 

それでは、以上をもちまして議会運営委員会は閉会といたします。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午前１１時０３分） 


