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     平成１８年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１８年１０月２０日（金曜日） 

開  会     午前  １０時００分    

閉  会     午後   ０時０８分 

             

○議事日程  

調査事項    1. 議長の諮問に関する事項について 

        2. その他 

            

○出席委員（１０人） 

委 員 長   大 渕 紀 夫 君      副 委 員 長   吉 田 正 利 君 

委   員   熊 谷 雅 史 君              山 本 浩 平 君 

吉 田 和 子 君              谷 内  勉  君 

加 藤 正 恭 君      議   長   堀 部 登志雄 君 

委員外議員   根 本 道 明 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者の職氏名 

事 務 局 長       上坊寺 博 之 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） おはようございます。連日の会議、ご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。 

                                           

○委員長（大渕紀夫君） お諮りをいたします。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。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 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。 

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） おはようございます。今日の議会運営委員会ですが、昨日、全員の

議会報告会の検証をしていただきました。今日以降につきましては、議会定数の見直しについて本

格的に入っていくような形になろうかと思います。その中で今日、他の病院の部分も入っておりま

すけど日程を示させていただきまして、今後どのような形で進めて行くのか、ご協議をいただきた

いと思います。 

それと、その他の事項ですが、今、行政の中で新年度予算の編成に取り掛かってございまして、

その中で非常に厳しい財政状況であるということも踏まえまして、議会の方も多少影響が出てくる

かなと思っていますので、その辺のご説明も申し上げたいと思っております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、最初に議員定数の関連で新聞報道がされております。これに

ついて、どうのこうのとかということはございませんけれども、議長の方に報道から何か来たので

すか。 

○議長（堀部登志雄君） はい。電話ありました。 

○委員（大渕紀夫君） そのことだけ、ちょっとね。この報道だけ見ますと、何か誤解を招いたり

することがございますので、ちょっとそこら辺もし、差し障りのない範囲でどんなことで来たのか

というようなことだけ、ちょっと皆さん情報で知っておいた方がいいかなと思いまして。 

○議長（堀部登志雄君） 報告会が終わってからまもなくだったのですが新聞社の方から電話があ

りまして、配付した各町村の議員定数の状況の資料、これは古い資料を出したのではないかという

ようなことを聞かれました。 

だけども、あくまでも公表されている17 年度の公表されている数字を出したので、別にそれを意

図して出したものでもないし、あくまでも17 年度の公表されている数字を使ったまでですと、他意

は全くございませんという話はしました。 

そうしたら、新聞社の方に匿名なのだけども、話の内容等からいって特定の人じゃない、普通の

町民の方でないかというような、そんな話はしておりました。それで、新聞社の方が各ここに出て

いる地域に電話して確認したそうです。そうしたら、こういう数字だったということで、ちょっと
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町民の方がどこでどう調べたのかわからないのですけども、そういう形で話があったものでという

ことで私の方に電話があったということで。今、そういった形で特にそれを意図してね、あたかも

白老だけが現在少ないのにというような、そして、多いところを出したということでも全く無いよ

ということで、そういう話だけはしておきました。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。事務局からこのことについて何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から特にコメントすることはございません。 

○委員長（大渕紀夫君） 私もこれ読みましたけれども、議会事務局としてはね、当然、直近の公

表の数字を出すというのは当たり前のことであります。 

もちろん、議員の皆様方からの要望があり、各市町村の直近のものを調べて出せというようなご

要望がありましたら、それは議会事務局ではやらないことはありませんけれども。これは公表され

ているものを正確に出したということですから、その点だけ議員の皆様、誤解の無いように。ここ

に書いていますけど、何かこれで少なく町民に示すだとかね、そんなことでやっていることじゃご

ざいませんので、そのことだけは一つご理解をしておいていただきたいと。町民の皆さんに聞かれ

ましたら、そういうふうにきちんと言って下さい。この議論の中でも新聞報道等でこの議会がこれ

だけの数になりましたというような話は連日していたと僕は思います。ですから、意識的に町民に

少ない数を出すなんてことはありえないことですので、その点だけ一つご理解をしておいていただ

きたいと思います。このことについて何かありますか。 

はい、どうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君） この記事でちょっと気になるところが、定数の基調の判断材料となるだけ

に議会に有利な資料と町民の話題となっているという文がありますね。議会報告会が終わった後に

議長がそういうことじゃない、意図的なものではないですよと説明したにも関わらず、このような

記事が載っているということは問題だと思うのですね、私はですね。 

ですから、ペンの暴力だとかいろいろなことがよく昔からあることでございますけれども、こう

いったことによって議会のこれからやったことが町民の誤解を招くような記事に対しては抗議する

場面がこれからあってもいいのではないのかなと思うのですよ。ただ単に議運で、こういうのが出

ましたと、こうことじゃないですと。ないのは皆さん、わかっていることであってね。やはり議会

としても、新聞の関係にきちんと抗議するべきところはした方がいいというふうに私は思います。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、山本委員から新聞の記事に関するご意見がございましたけれども、

他の委員の皆さんのご意見をちょっと賜りたいと思います。 

山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） それで謝罪をしてもらうとかそんなことじゃなくて、やっぱりある程度歯

止めみたいなことも必要じゃないのかなという思いで意見として述べさせていただきました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。今までも、この種のことはずいぶんあるのですよね。そ

の取り扱いにどうするかということで、今、山本委員からございましたけれどもどうですか。 

委員外議員西田祐子議員。 
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○委員外議員（西田祐子君） 一つだけ確認させていただきたいのですけれども、この記事に載っ

ている資料というのは、こちらの方に町村議会資料と書いている資料３となっている。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです。 

○委員外議員（西田祐子君） これについて、ここの議員定数がどうのこうのという話なのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） それにきちんと書いていますでしょ。何年の調べのものってちゃんと書

いているはずです。ですから、期日をわざと遅くして出したのではなくて、それが一番近い公に出

されている資料という意味でございます。 

他、ご意見ございませんか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） その資料の関係だけちょっと申し上げたいと思いますけれど。それ

は、全道の議長会で全国集計している統計数値なのですよね。年に１回発行されるのです。そして、

７月１日付で全道調査をして、それを公表するのですが、まだ18 年度は出てきていないのです、公

表が。集計中ですから。 

ですから、議会報告会にも直近のやつは使えなかったということで。私どもも参考にするのはそ

れが唯一のものなのですよね。それの集計の仕方というのは、あくまでも定数というところを力点

置いていなくて、議員活動の日数を力点置いていたものですから、まず集計が出ているというのは

それが唯一のものなのですよね。ですから、そういう形の中で、例えば人口ですとか、議員定数で

すとか、その他に付加しています。それはわりと分かりやすい形で、その時点のものを載せていた

だいたというだけの話でございますから、動向までは掴んで載せているものではないという部分だ

け理解していただければ。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員西田祐子議員。 

○委員外議員（西田祐子君） この誤解を招く配付資料って、やはり私も山本委員のように、同じ

ように感じます。というのは、私達のミスだったのかもしれませんけれども、この資料の時には、

今、局長が説明いただいたように議員活動のそのことについて力点を置いて、つい、見てしまった

という部分が強かったので、この誤解を招く配付資料とされたら、反対に私達の意図するところが

捻じ曲げられて報道されているような、そのような気がいたします。その辺をもっときちんと報道

関係の方に理解していただきたかったなと思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 新聞記者さんが記載する内容についてはいろいろと主観もありましょ

うし、捉え方によっては山本委員の話された内容もあると思います。 

正規に話すということについては相手方の捉え様もありましょうから、何かの機会にそれとなく

話すということにしてはどうかと思います。というのは、新聞記者もそれなりの見地で書いている

でしょうし、事実関係、これで見るとやはりもっとも新しい資料を集計して出すのが正規ではない

のかと。やっぱり報告会の主旨がそのような定数ということを主体に取っているものだから、それ

についてコメントしたのではないかと思いますので、私は正規に抗議するというような内容ではな

くて、何かの機会に話題にするような体制でいいのではないかというような気がいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の皆さん、ご意見ございますか。加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 新聞の批判は批判として我々は粛々と自分達の定数の問題を議論して行く

ということでいいのではないですか。批判は批判として甘んじて受けましょう。この時点ではね。

そういうことで進めて行っていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。とりあえず、山本委員や西田委員外議員の意見ございますけれども、

機会がある時に、これを正式にやるというような主旨でも、山本委員もそういう主旨でもないよう

ですから、折ある時に議長なり副議長なり、また私なりとか含めて話す機会があったらなるべく、

きちんと傍聴するのは傍聴して事実に基づいてやっぱり書いていただきたいというような話はね、

何かに付けてみんなそうですけれども、我々との信頼関係があった方がマスコミの皆さん方もきっ

といいのではないかと私は思います。これはいらっしゃって言っても構わないことですから。本当

にそういう形で我々もやって行きたいと思いますので、そのようなぐらいのことで今回はとどめる

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］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次に進みます。先に局長の方からスケジュールの部分でお話を

願いたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、議会の重点項目も調査スケジュールということで大きい

表を付けさせていただいております。一応、16 日現在でまとめたもので、昨日ちょっと若干変わっ

ておりますので、まず、それから訂正願いたいと思います。自治基本条例に関する特別委員会、11

月に１回予定してございまして、11 月 24 日と記載してございます。これが、パブリックコメント

が 10 月の段階で短く設定したということで、今月の 24 日に最終の策定委員会が開かれる、それで

まとめるということで。町長の答申がちょっと若干早くなりましたので、この特別委員会も間を置

かないでちょっと早めるということで 11 月 17 日に開催するという運びになりましたので、ちょっ

とそれを、一部訂正をお願いいたします。 

それと併せましてですね、一番下の段、その他の欄に合併調査研究会。これも一応３回開くとい

う予定を立ててございます、今年度中３月までですね。それも併せて、特別委員会の日に設定させ

ていただきたいということで 11 月 17 日にずらします。今の予定では午前中に自治基本条例の特別

委員会を開かせていただきまして、たぶん今回、合併調査研究会、４課なりますので３時、４時め

どになろうかなと思いますのでそういう形で進めさせていただくということになってございます。

まず、１点訂正をいただきました。 

 それと、今後の主な、特にスケジュールになりますが、第３次の議会改革の策定と議員定数の見

直し、それと併せて町立病院の方の特別委員会の進捗ということになろうかと思います。まず、今、

議会運営委員会として手がけて行かなければないのは第３次の改革と定数の見直しでございます。

委員長の方と打ち合わせさせてもらいまして、今、確定しているのが10 月 20 日、27 日、11 月７日、

この３日間の議会運営委員会を開催させていただきまして、定数の見直し。それと、第３次議会改

革に向けまして、第２次の検証をしていただくという予定になっております。これが、今、直接議

会運営委員会が関わる部分でございます。 

 それと、病院の方の特別委員会の関わりでございますが、10 月 30 日、すでに皆さんにもご連絡
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申し上げておりますが、先進地３班に分かれて調査して参りましたが、それの報告会ということで

30 日の 10 時から行うという予定しております。 

 それと、11 月１日、経営シミュレーション。当初、出てくるだろうということで、経営シミュレ

ーションの報告をしていただくということになってございますが。いずれにしても、間に合う、間

に合わないは別にしまして、１日も開かせていただきたいと。先般の小委員会の方でもちょっと議

論出ましたが、病院の内部と懇談する前に３月の経営分析に基づいた改革プログラム、病院の独自

のプラグラム、先般、新聞にも出ていましたとおり、病院の運営審議会にもかけられているようで

すので、その提出を求めて説明を１回求めたらいいのではないかと。それ以降、病院の方に入って

行きたいという部分を考えております。いずれにましても10 月 30 日、11 月１日でもう一度、再度、

小委員会を招集していただいて決めていただくこともあろうかと思います。 

 それと、11 月の中になりますが、もうすでに各常任委員会動いていらっしゃると思いますが 11

月 13 日から３班に分けまして、それぞれの常任委員会が１週間の間で出て行くということに受け入

れ先も決まりました。今、事務局の方でこの関係で進めていますのでよろしくお願いします。それ

で、見ていただきたいのですが、13 日、14 日、15 日とそれぞれの委員会が出て行きまして、車２

台一応使うのですよ。事務局が今、サポートで一緒に付いて行くものですから、送迎の関係、もし

かすると事務局が従来やっているような形はとれないかもしれませんので、例えば、分乗して議員

さんに行っていただくか。それはまた後で協議したいと思っていますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

 一応、10 月の中までは今の形で進むという形にしてございます。若干、議運の動き、変わってく

るかもしれませんので。当面はこれで行きたいという形をとっております。それで、自治基本条例

は 11 月 17 日でパブリックコメント等を含めまして、それで終えたいと思っております。町側は条

例提案を当然してくるでしょうと思います。それと、第３次の議会改革につきましてはですね、定

例会前までに検証の部分だけは終わらせておきたいと思っております。年明け早々に第３次の検討

に入って行きたいと。たぶん、自治基本条例もその時、制定されていると思いますのでそれに合わ

せてやって行きたいと思っております。ちょっと大まかな流れを申し上げました。以上でございま

す。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、かなり混んでいますけど、スケジュールの報告ありましたけど、こ

れについてちょっと質問とかありましたらどうぞ。根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 前回の議運で病院の職員と話し合いをするというふうに決まりまし

たか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 小委員会です。決まっていません。 

○委員外議員（根本道明君） 決まっていないのね。その確認だけ。 

○委員長（大渕紀夫君） どうぞ、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 11 月１日の経営シミュレーション報告。この時に、この間新聞にも出て

いたけど、３月頃に出たやつに対する改革内容だね、これを聞いて、このシミュレーションという

のは報告できるようになったら随時やるということで考えていいのかな。 
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○委員長（大渕紀夫君） シミュレーションの議論が出来るかどうか、まだわからないのです。来

たかどうかも。この間の段階ではまだ報告来ていないのですよ、病院の方に。 

ですから、来たのをそのまま理事者側が全然議論しないでこっちへ出すということがいかがなも

のかというご意見もあるように聞いておりますので。ちょっと１日に経営シミュレーションのこと

についてやれるかどうかはわからないのです。わからないけれども改革案は出ていますから、それ

はすぐ出せというふうに言っていますので、それはやらなければいけないということだと思うので

す。ですから、言えば、屋上屋を架す格好になりますけども、シミュレーションが出たら、またや

らなきゃいけないというのはおかしいけど、やらなきゃ駄目なのですね。これ、やらないと駄目で

すから、シミュレーションね。だから、改革案よりもむしろシミュレーションの方をきちんとやり

たかったのですけどね、そうならないものですから。ただ、皆さん視察に行かれていますから改革

案もきちんと聞いた方が僕はいいと思います、逆に。そうでないとね、病院独自の動きがわからな

いでしょ。シミュレーションは吉岡で作っているものですからね。それを町がきちんと検討して出

す部分ですから。だけど、改革案は病院で作っているものですから、それはそれで別にきちんと聞

かなければね、我々が視察に行ってきた意味も無いと思いますので、それはそれでやった方がいい

のではないかと思います。 

根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） シミュレーションが遅れている原因というのはわかりますか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方からご報告申し上げます。 

シミュレーションについては遅れてはいないのですよ。一応、契約納期については10 月いっぱい

ということになっているのですね。ただ、町側の意向として、町側の望んでいることもシミュレー

ションの中に組み入れなきゃならないということで、出来れば９月いっぱいに素案の段階で示して

いただきたいという話は進めていたらしいです。ただ、それが10 月の中ごろまでずれこみますとい

うことで。今、私の方で掴んでいる情報としては10 月のちょうど視察に行っている期間中に出てく

るだろうということがだいたい伺っています。町側と一回その中を、政策推進室も含めて、不足し

ている情報はないかということで一回揉みたいということらしいのですね。その中にきちんと政策

推進室の考え方も入れて成果表に出してもらいたいということなものですから、出来上がりがギリ

ギリになるという部分で、今、微妙だということを申し上げたところでございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） すみません。根本委員外議員、そういうことだそうでございます。ちょ

っと私の認識不足でございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） これ、この間の病院のコピーです。 

○委員長（大渕紀夫君） これに出ています。これをやるということです、１日はね。 

他、スケジュールについて。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 病院の記事になったやつは１回目の吉岡のシミュレーションの結果の分析

結果ということですね。だから、２回目はまだ出ていないと。そういうことで認識していればいい

のね。 
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○委員長（大渕紀夫君） 小委員会もなるべく早くやって、先ほど出ました病院との懇談等々関係

を含めてですね、勉強会もちょっとやらなくちゃいけませんのでそういう準備はすぐ小委員会開い

てやりたいというふうには考えております。よろしゅうございますか、スケジュールは。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、調査事項に入りたいと思います。議員定数の見直しについて

ですね。話がきちんとできる状況でございます、今は。ですから、そういうことでちょっと先にお

話をしたいと思います。議員定数の問題で今後、数が出ます。それで、その議論の仕方について最

初に向こうが入る前に意思統一できれば意思統一したいというふうに思います。審議の仕方です、

今後の。議会運営委員会で数字を出してやるのか。違った方法でやるのかということだけはちょっ

ときちんと始めに意思統一をしておきたいと。それが決まればですね、あとはどういう形でもでき

ます。２次の検証をやりながら、そっちもできますので、その辺のご議論だけ、ぜひ忌憚の無いと

ころで行きたいと思います。率直に言えばね、会派代表者会議でやるのか、それとも、議運で数出

してやるのかということです。 

各委員の皆さんのご意見を賜りたいと思います。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤ですが、うちらの会派としては公表はしていませんがま

とめております。人数の数字はですね。ですから、いか様な方法でも結構でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 新風の吉田です。本件については過去の流れから今までの集約の判断

までいたしますと、会派持ち寄りでいろいろと検討して参りました。この段階では全体まとまりま

して、町民報告会まで持って行って、この流れまで持ってきたものですから、私は今回の場合は全

員で検討する場所を設けて、そこで結論出すべきだという判断に立っております。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） すみません。全員ということは議会運営委員会でやるという意味ですね。

議会全体じゃないですね。はい、わかりました。他の考え方。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブはいか様にもいいと思います。会派代表者会議でもよろしいで

すし、今、新風が提案なされた方法でも。もうこの段階に来てしまいましたので、どっちでもいい

のかなというふうに思います。何もひるむことはないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 数字が出ても別に構わないということですね。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） どちらにしても、会派代表者会議でやったとしても数字的なことはもちろ

んこれから議論されるわけですから、必ずいろいろなことで報道されると思いますので、私ももう

最初から出して言われてもいいだろうと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところも議運でやるで全く問題無いという考えであります。 

参考のために委員外議員の両名の議員のご意見を賜りたいと思います。ご意見ありましたら、ど

うぞ。委員外議員玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 私は議運でやればいいなと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしいですか。議長の考え方を聞いておきたいと思います。 
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○議長（堀部登志雄君） 今、皆さん、それぞれの会派の方が話をしていたので、議運でやってよ

ろしいかなという具合に思います。その中でですね、特に最終的にはそれぞれの会派の意見を持ち

寄るわけですけども、最終的にまとめる方だけはきちんと調整、最終的には調整しなきゃ駄目だと

思うので、調整になると思うのでね、その辺はきちんと調整していただくということでやっていた

だければ、特にここでやって全く問題無いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 全体の意見が議会運営委員会で議論すべしということのように思います。

そのような形で、この度は数の問題を含めて、会派代表者会議は持たないと。議運で議論をして行

くということで行いたいと思いますけどよろしゅうございますか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 町民の意見も聞いていますから、ざっくばらんに行きます。各会派は、

数字は出せますか。全て出せるのであれば、もうそれを提示して具体的な議論に入ると。屋上屋を

架してもしょうがありませんので。具体的な議論に入りながら、その中でどう理論づけ、町民に対

する理論づけや我々の理論武装をするかと。理論武装というのは、いい意味での理論武装という意

味です。それの整合性をどう取るかという意味です。そういう形での議論に入って行きたいと思い

ますけどよろしゅうございますか。当然、数字が出るということは、数字を出していただいたら理

論的に言ってもらって、それを各会派に持ち帰りますから、当然ね。ですから、そういう作業にも

う入る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］ 

○委員長（大渕紀夫君） いいですね。結論は出しませんよ。数は出してもらいます。数を出して、

その根拠を含めて各会派の意見を述べて、それを持ち帰って持ち上げると。そうしないと具体的な

議論に入りませんから。吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 大変、恐縮なのですけれども、今日の段階で人数をここで公表をする

ということについては、今日はちょっと避けていただきたいと思うのでございますが。というのは、

昨日、全体会議で意見出しをしているわけでございます。まだ、その経過の集約をしていませんの

で、できれば今日の段階での人数の公表についてはちょっと避けていただきたいと思いますがいか

がでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） うちもそうなのです。まだちょっと全面的にきちんと理論固めしていませ

んので。ある程度はやっていましたけれども、公表という形になるとちょっとまた、もう一回きち

んと議論したいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 

わかりました。この場合は会派の意見が尊重されますし、私は今、数出したからどうのこうのと

全然ありませんので。ただ、たまたま今日はちょっといいチャンスだったということもございまし

て、ちょっとそういうふうに言いました。それだけのことです。いずれにしてもですね、数を出し、

理論的な裏づけをそれぞれがして、それをどこで一致点を見出すかと。最大公約数か最小公倍数で

意思統一をしていくということになりますので、数字を出し、その理論的な裏づけをはっきりさせ
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て、そして、議論していくと。これはもう徹底的に議論するという構えで行くのが一番いいと思い

ますので。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 委員長のおっしゃる方法で今日の議運の中で確認をしてほしいのが、今、

数ということが一番最初に出ました。これは、僕らの会派はずっと言い続けているのは、一回やっ

ぱり町民の前に行って、その状況を真摯に受け止めるべきだと。どんな状態になるかというのもわ

からないけれどもということで、進めて行こうということをずっと提案してきました。それで、一

定の報告会が終わり、ああいう状況の実態を会得したと。町民の意見も聞いたという中で、今後や

はり我々が定数についての議論を深めて行くわけですから、ある程度ポイントを絞ってですね、会

派の中でこういうことはどうなのだろうということを、まず、議論の題材と言ったら悪いのですけ

れども、ただ単に数はどうなのだってポンと出されるのではなくて、こういうことを議論した上で

の数の理論武装が必要ではないかということをちょっとここで議論した方がいいかなと思うのです。 

 それで、僕が提案したいのは、今までいろいろなことで勉強してきました。それから、過去の経

緯もいろいろあります。それから、近隣の状況もあります。それを一つ一つやって行くと膨大にな

るのですけれども、まず、ポイントとして我が白老町の議会としての定数のあるべき姿、これにつ

いては活動がやっぱり主に議論しなくちゃいけないと思うのですよ。議会改革も含めてですね。来

年の４月から自治法の変更で常任委員会が１議員１常任委員会がなくなるという話、これも含めて

ですね、特別委員会という対応でやったらどういう活動が出来るのだというところまで議論をちょ

っと深めてもらいたいなと思うのですよ。特別委員会を今度、常任委員会にするという形、この間

勉強してきましたよね、議員研修会で。全道議長会の事務局長言っていましたよね。そういう方法

だってありえるよという話もありましたよね。それを含めて、じゃあ、うちの町議会の議員数とい

うのは何人で活動出来るのかということを少し議論を深めてもらいたいなと。まず、それが一点で

す。 

 それから、やはり財政問題と切っては切れないと思うのですね。財政問題イコール人口の推移と

いうのもきちんと精査すべきかなと思うのですよ。とりあえず、今、浮かぶのはその２点なのです

けれども、その議論を深めた上で各会派の人数と言うのですか、あるべき姿と言うのですか、それ

をやっぱり示していただきたいなというふうに思うのですけれどもいかがですか。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、熊谷委員から数の表示をするにあたり、その理論立て、整合性

をどう取るかということで、一つは議員活動の内容の精査。どれだけの人数でどれだけの議会活動

ができるのかというね、例えば常任委員会の問題、特別委員会の問題ですね。それから、通年議会

という方法もあるのです。例えば、今は４回ですけど、１年間全部会期にしてですね、これを決め

ちゃっていつでも議会が開けるというようなことを考えているということもありますので。そうす

ればね、いつでも開けるのですよ、本会議でも何でもね。昨日の道新か何かにも出ていましたけど

も、音威子府が定数６になっても全く本会議も委員会も何も変わらないというふうになっちゃった

そうですね、というのがあります。それから、利尻町が８かな。それが全国最小ということのよう

ですけれども。そんなようなこともございますので、議会運営の仕方が一つ。それとやっぱり、町

民から出た意見の中にもバラバラとありましたけど財政問題。財政的な部分ですね。それ以外に考
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慮すべきようなところがございましたら、各議員出していただくと同時に、今の議会改革の中身で

この間、勢簇局長のお話ございましたけれども、そのことも参考にしながらちょっと考えていただ

きたいと思います。 

ご意見のございます方、どうぞ。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 昨日の報告会の検証の中で議員定数について、私の方の質問の答弁が、

要するに財政問題と近隣の状況だけの答弁ということでだいたい終始したような、実際にはそうな

のだよね。というのは、私も言われた初めてね、ただ、あの場で急にポッと言われて、ど忘れしち

ゃって浮かばなくてそういうような答えだったのですけども。今、いろいろ出ていますように、検

討する、本当にあるべき姿の角度というのは確か、私が２月かそこらに諮問した時に合併等も含め

た近隣の状況もいろいろ、そういう角度からもいろいろ加味してと。確か、２月の諮問した時の議

事録をちょっと見てもらってね、こちらでいろいろ諮問した、こういう角度から、こういう角度と

かっていくらかやっぱり言っているはずなので、その辺も決めるにあたってはいろいろな角度から

やっぱり検証して、あるべき姿を皆さんで考えてもらいたいと。削減する方向でというようなこと

を申し上げておりますのでね。いろいろな角度から、それぞれの会派で検証してもらって、これぐ

らいが適当だろうというようなことをやっぱり出していただくようにね。今、新政クラブの方から

出ましたけども、それぞれの会派で皆さんね、いろいろな角度から検討していると思いますのでね、

そういう形でぜひやっていただきたいと。ただ、私が報告会で言ったのは何となく、財政問題と、

ただ近隣の町村を気にしているだけかと。その角度から検討に入っているのだみたいな辺りで取ら

れたかもしれませんので、その辺は私も今、反省はしているのですけどね。その時の答弁はそうい

う形で答弁しちゃったもので、昨日、鈴木委員からそんなようなあれが出たので。やっぱり、実際

にこうやって皆さんで検討する時にはですね、そんな内容ではなく、もうちょっと深く、いろいろ

な角度から検証して出していただくという形にしてもらいたいと。それだけです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。一定の指標と言うか、考え方を持ってね、もちろん、それが最後

の理論立てになるわけですけれども。指標を持ってやるべきだというご意見だと思うのですけれど

も。各会派でそういうことを考えているところがございましたら、どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、いろいろな人からいろいろな話が出たような議論は、うちらの会派で

はまだ深くしていないのですが。私、個人的な考え方を今、述べさせてもらうと、後半で委員長が

言ったようなこと、それから、熊谷委員がちょっと言ったようなことは、議員さんが８人とか 10

人とかそういう人数になった場合はそういうことも考えなければならないなという感じはしている

のですが、少なくとも白老町議会の場合は 15、6 人以上にはなるだろうと。そういうことから考え

れば、本来の議会構成でやって行けるのではないのかなという気はするのですよね。ただ、委員長

が何回も言うように、人数を提案する場合にそれに対する理論づけと、こういうことになると果た

して理論づけがそのとおりうまく付くものかね。何で１名多いのよ、何で１名少ないのよというの

がね、理論づけすれと言ってもね、そう簡単なものじゃないと私は今から危惧するのですよ。です

から、そういうことでの理論づけというのは難しいと思うのですけれどもね。その辺りはどのよう

に思いますかね。例えば、15 はこういう理論があるから 15 だよと。17 はこうだよとか、そういう
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のが果たしてきちんとした理論づけができますかということになるとそれはできないのですよ。だ

と思うのだ。だから、その辺りね、６人や７人、８人の議会になればね、めちゃくちゃと言ったら

おかしいけれども、しょっちゅう本会議やっているような形になるから、それはそれとしての方法

論としてはあると思うけれども、白老はそこまでは極端には行かないと思うのでね。そうなると１

人か２人の問題が微妙な問題になってくるやに想像するのだけどもその辺りはどうですかね、皆さ

んの考え。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） うまく答弁できるかどうかわからないですけども。加藤委員の言うことが

もっともの部分もあろうとは思うのです。ただ、議論を深めていって、やっぱり数字を決定すると

いう過程を踏むということを考える時に、やはり会派の中でそれの整合性と言うのですかね、きち

んとしたことでやっぱり議論しなくちゃいけないですから。こういうことは形であれば、こうなる

だろうと、そして、今の活動状況から見るとこうなるだろうという。変な話ですけど、具体的なと

ころまで言った中の理論立てと言ったらちょっと語弊あるのかもしれませんけども。そうしないと

変な話ですけど数でぶつかった時に、「なぜ、そうなんだ」と言った時に、「いやいや、うちらの会

派としては、こういう活動の仕方をするとこういう数字があるべき姿かなというふうに思っていま

す」と。それで議論していった中身で数で決まっていくと思うのですね、ずっと行くと。それを今

度、やはり説明責任を果たす場所が今度出てくると思うのですよ。我々が自分達で決められるとい

う条例なのですけれども、そうすると過程の中のプロセスもやっぱり説明しながらご理解をいただ

くというスタイルを取るということが、やっぱり最終的に我々の条例の提案がきちんとした位置づ

けになるのかなと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 言わんとすることはわかるのだよ。わかるのだけれどもね、何回も言うよ

うに、６人や８人の議会になるんだというのであればわかるのだけど、14、5 人以上の議会になれ

ば、その辺りの１人や２人や３人あたりの数字が理論武装として、数字として説明できますかとい

うことなのですよ、最終的には。何で１人が多いのよ、何で１人少なくしたのよと。理論的に説明

してみれって言われたってそう簡単には行かないような気がするのですけどね。極端に、だから、

議会として成り立つような状態と、６人や８人、10 人では出来ないのですよ。今までの議会構成は

ね。ですから、そういうのは知恵を出して、いろいろな方法でおそらくやるのだろうと思うのだけ

ど。我々の議会は10 人以下の議会じゃないことを考えているものだから、そこの辺りに１人、２人

の上下があってね、それをどうしてそういうふうになったのよということが果たして理論づけでき

ますかって、俺はそれが聞きたいということを言っているの。それだけのことなのだよ。 

○委員長（大渕紀夫君） それは難しいと僕は思いますよ。例えば、17 人と 18 人いたら、17 人と

言っている人の根拠がこうで、18 人の根拠がこうなんてならないでしょ。それははっきりしていま

すよ。ただ、それでも決めなきゃ駄目な状況ですから、その中で議会運営がきちんとやれるかどう

かという議論にしか、そこはならないかなと。16 人と 17 人で何ぼ議論したって、これはどうにも

ならないと僕は思いますよ。ただ、減らすということでの理論的な根拠は作れるのですよ、そこで
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は。ですから、そういう形での議論にしかなって行かないだろうなと。率直に僕はそう思います。

僕もそう思うし、無理です。ただ、全体的な形の中でね、こういう形にまとまっていったというこ

とであれば、それの理論的な根拠は作れると思うのです、僕は。16 であろうと、17 であろうと、18

であろうとね。決まった段階では作れると思いますから、そういうところのことを言っているので

す、僕が言っているのはね。 

○委員（熊谷雅史君） いや、僕もそう思っていますよ。難しいのですよ、だから。今、言ったよ

うに数字の数の、これを理論づけていく数の調整は難しいと思いますよ。 

○委員長（大渕紀夫君） この問題については、今の提起で良ければね、指標だけちょっと整理し

て出してみて、これはこれで、次に数が出ますから、この議論はあまりしたくないのですよ。あと、

検証を若干やりたいと思っています。それで、一つは、これは我々はっきりしなきゃ駄目なのは法

的な根拠、裏づけ。一番目。これはやっぱり、きちんと学んでおく必要があると。なぜ、音威子府

村がそうなって、他のところはそうならないのかということを含めてやっておかなきゃ駄目でしょ。

ここ、今、議員だけで 11 人いるのですよ。６人と考えたら、正副議長除いたら４人しかいないとい

うことですからね。僕はやっぱりね、本当に考えなければね。８人って言ったってさ、ここ、11 人

いるのですから。８人から正副議長除いたら６人しかいないのですよ。どういう議会活動するのか

ということになりますでしょ。必要なのかどうか。それなら直接的にやった方がいいかもしれない

となっちゃうよ。議会無くたっていいのだからね。ですから、そういうことを含めて法的根拠とい

う意味です。 

 ２つ目にね、さっき熊谷委員が言った、議会運営上、必要な議員の数。これはどうしてもやらな

きゃ駄目です。例えば、審議機能が果たせる議会っていったい何かと。本会議・常任委員会・議運・

特別委員会・協議会・会派代表者会議・各研修会こういうものがあるわけですから、議会として議

会機能が果たせる、審議機能が果たせる議会運営上の必要な議員の数。もちろん、これは人口も含

めて考えます。法的根拠というのはそこです。 

 ３つ目。議会のチェック機能が果たせるかどうか。どれぐらいの数で果たせるかと。ですから、

少なくなればなるほど議会のチェック機能というのはやっぱり、常任委員会無くなって本会議と常

任委員会だけだったら大変になりますよね。そういう意味です。ですから、議会のチェック機能で

言えば、予算・決算・条例・政策・財政・政策転換こういうものが入ってくると思うのですから。 

 それから、町民の要望や声がきちんと届くかどうかと。そのために必要な議員の数。政策提起だ

とかね、そういうことを含めて議会が政策能力の向上をするためにどれぐらいの議員の数が必要で、

町民の要望がどれだけ反映されるか。 

 順番違うかもしれませんけど、財政的な問題と議会改革の問題、５番目。これぐらいの指標で考

えていただいたらいかがかなって。今、熊谷委員が言われたこと、加藤委員が言われたこと、だい

たい網羅されていると思うのですけれども。そんなような指標で一応、数を出してもらって次の27

日の議会運営委員会で数と理論的な根拠を提起してもらって議論してはいかがかということなので

すけどどうでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） はい。いろいろ議論してみよう。 
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○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員や加藤委員が言われたこと、みんな入っていますよね。 

○委員（熊谷雅史君） 入っています。大丈夫です。 

○委員長（大渕紀夫君） そんなようなことで、次回27 日に数字を提起して議論を行うということ

で各会派で持ち帰って、よく議論して数字の提起も行うと。いいですね。良ければ、11 時まで暫時、

休憩といたします。その後、２次改革をずっとやりますので、それも持ち帰りが必要な部分は全部

持ち帰りで、ここで検証してもいいものは全部検証していきます。11 時まで休憩といたします。 

休   憩      午前 １０時５０分 

                                           

再   開      午前 １１時００分 

○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。定数問題については、

先ほど議論をしたような形で、会派持ち帰りでよろしくお願いしたいと思います。27 日から本格的

な議論に入り、そんなに時間をかけないで結論を出して行きたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

 次に第２次白老町議会改革の取り組みという横長の資料が行っております。これに基づいて、１

次の分については全て２次に引き継いでいますので、そのことも含めて検証をしていき、一定の結

論を出し、その後、自治基本条例に基づく新たな３次の改革に手をつけるというふうな形で進めて

行きたいと思います。それでは、事務局から若干の説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、お手元にお示し申し上げているのは、第２次として 14

年に策定した時の資料でございます。ただ、具体的な実施状況というのは14 年に決めて以降、動き

のあるものを随時加えております。そういう中身になっております。改革区分の１番目から５番目

まで、事務局体制の充実については２次改革で定めた新しい項目です。だから、これをどのように

進めて来たかということの検証がなされます。 

 １つちょっと番号が間違っていますけど、７になっているのはその他として項目にない部分、報

酬削減等も含めましてやった部分でございます。 

 それから、７ページ以降につきましては、第１次改革から引き続き改革して行かなければならな

いということで引き継がれたものでございます。６ページ前までと７ページ以降の書式が変わって

おります。というのは、６ページ以前につきましては、改革内容を検討したものが載っかってきて

ございます。７ページ以降は第１次で検証し、第２次にどう引き継いで行くかというものを書いた

部分でございます。ですから、今度、第３次に向けては、今やっている７ページ以降の中身ですね、

３列目の。これを検証して行く形になります。それで、だいたいを見ていただきたいと思います。 

 第２次の検証ですから、先般ご説明しました議会改革、平成９年からは１次に取り上げたことを

中心に報告させていただいていますので、今回は第２次に限って検証をお願いしたいと。ですから、

第１次では進んでやってきたものも、第２次ではあまり取り組まれなかったこともありますので、

それも含めて検討をいただきたいと思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、平成 14 年から 18 年までの第２次の検証に入って行きたいと

思います。 
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 ２ページ目をお開きいただきたいと思います。最初に議会議決権の範囲拡大について、専決処分

のあり方ですね。これについてですね、改革内容、そして、具体的な実施の中身がございます。平

成 16 年３月に申し入れをやって、改革を進めているのですけども。これについてのご意見ございま

す方。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） これ、申し入れした後と前との変化というのは掴まえていますか、事務局

で。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私どもの方では見えにくいという部分もありまして、専決処分の件

数は当然わかりますけど、それが本当に法律に基づくように議会を開催するいとまが無いかどうか

という部分については具体的には確認をしておりません。ただ、可能性としては議会にかけられた

のではないのかなという部分は何点かは見受けられます。ただ、客観的判断がすごく難しいもので

すから。専決処分した結果、承認するかしないかについても政治的な道義的責任を問われるだけで

あって、効果には影響がないということなものですから、なかなか難しいかなと思っています。た

だ、来年からちょっと一部、専決処分のあり方も変わってきますので、自治法が改正されて。大き

くはそんなに突出しては変わらないのですけど、若干、緊急性の評価というのが出てくるのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、確認取ったのは、事務局としてどのぐらい押さえているかということ

なのですけども。僕の個人的な見解としては、議会運営委員会の委員をずっとしていますので、議

事日程等々について事前審議している時に、専決処分に出てくる中身というのはほとんど、要する

に賠償問題と言うのですか、事故。それとか、寿幸園で事故があっただとかという賠償についてが

主かなというふうに思うのですけれども。主だということですよ、他にもあるのだろうけども。そ

のことについての臨時会招集ということについては、なかなかそぐわないのかなとは思うのだけれ

ども、やはり別の案件の部分で必要だった部分というのはあったと思うのです。だから、それを言

っているのさ、僕は。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、熊谷委員が言われているのは、法 180 条の規定で 100 万未満の

損害賠償については、もう既に町に委任している事項なのですよ。ですから、町が専決処分できる

権限を持っているということで、捉え方が若干違うかなと思っています。ですから、ここで言って

いる 79 条の専決処分というのは、町長に委任していない行為を開催するいとまがないということで

専決処分するのですよ。ですから、よく出てくるのは補正予算。補正予算専決何号、承認第何号っ

て出てくるのはほとんどそうです。あとは、年度末で税制改正の法律行為が間に合わなくて専決処

分するという、その部分が大きくあります。私どもが捉えているのは、たぶん補正予算の部分で本

当に間に合わなかったのかどうなのかというのは疑問が残るところがあるのかなという判断はして

いますけど、それは行政側の判断としていとまが無かったという部分なのですよね。ただ、実態を

見ていると、いや、出来たんでないのというものも中にはあるのかなという判断はしていますけど

ね。 
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○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） これは大きく２つに分けなくては駄目だと、考え方としてね。年度末、３

月末に国会を通らなければ施行できないというようなものがありますね。あれは前もって我々に説

明してやっているということで、年度末は国との関連があるからやむを得ないとしても。あとはで

すね、途中での専決処分。これは、180 条は委任している部分はいいのだけれども、それ以外のも

ののことだろうと思うのだけども。これも永遠のテーマだと思うの。可能な限り出来るだけ専決処

分をしないように町の方に努力をお願いしますという程度しか言えないのではないかと思う。絶対

駄目だとも言えないしね。だから、どうしても出来るだけ臨時議会を開いてやってくださいよと。

でも、やむを得ない場合というのは必ずあるわけですから、それはそれとしてやむを得ないと思う

のだけども。出来るだけ専決処分しないで、臨時議会を招集してやってくださいという要求しか私

は出来ないと思うのだけどね。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 専決処分の件だけど、逆に裏から考えてみますとね、皆さん当然そうい

う認識は持っていると思うのだけど、臨時議会を短期間の間にやりますよと、法的に今日決めて、

明日やりますという形は行かないのだろうけども、３日ぐらい後にすぐやりますと言った時の皆さ

んのやっぱり議会議員としての対応がさ、いやいや、急に言われたって出られないとかって何とか

っていう形にもなってくると、非常にデリケートな問題だから、やっぱりその辺も十分考えて。一

定の基準はきちんと町には守ってもらわなきゃ駄目だけども、我々、議会がただ、やれ、やれとし

たけども、２日や３日でやれって言われても出られないよとかね、何とかという形はやっぱり、当

然何日前って決めるわけですから、それはそうなのだけども、やっぱりその辺も十分考えて。便乗

したけども、やっぱり、これはきちんと職務としてね、我々議員の役目としてきちんと専決処分を

やらせないで臨時議会を常時受け入れ態勢はきちんと我々議員としても出来るということが前提に

なかったらね。いろいろ言うは言ったけども、やらせたら、いやいや、３日や４日じゃとても、そ

んな急にやると言われても出来ないよとなれば、なかなかそれの要求もきついものがあるからね。

その辺もやっぱり十分考えてやっていかんきゃ駄目だなと思って、私自身は考えていますけどね。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。やっぱり問題なのは、今、加藤委員言われたけど、国の法律が変わ

ったと、それを専決処分でやるということがね。確かにいとまが無いのですよ。ただ、やっていな

いところもたくさんあるのです。期間またいでやっているところも、４月入ってからやっていると

ころもありますからね、税制改正は。実際にあります。ですから、今、議長言われたのは、どうし

ても補正組まなきゃいけないけど、中身が極めて軽易なものでも組まなきゃ駄目だというものある

でしょ。例えば、事故が起こって組むというのではなくて、そんなのではなくて。例えば、雪が降

ったと。どうしても除雪出さなければ駄目だと、お金無いと、専決処分やると。例えば、100 万の

除雪組んだからって、絶対に出さなければ駄目だということで、それを例えば、事前に予算組むか

ら出て来てくださいと。じゃあ、その時に２千万も５千万も組めるならいいけど、金無いからそれ

しか組めないって。そういうのが果たして対象になるのかどうかってね。それに出てくる議員の費

用弁償だとかそういうものと、全部、役場の機能が止まって議会が開かれるわけですよね。全部じ
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ゃないけど、各課長さん含めて止まるわけでしょ、町の機構が。そういう場合とやっぱり違うので

はないのかなという気は私もしています。ただ、議会事務局側からいったら、法律的に絶対に開か

ないと駄目だから、やらなきゃ駄目だとなるのですけどね。だから、そういうところの違いは実際

私もありました、聞かれて、どうしますかって。僕は判断出来ませんと言うしかないのだけど。や

っぱり、そこの違いというのはあるというのはまずいのですかね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にはですね、さっき議長言ったように開けるのですよ。３日

以内に告示ですから。３日で告示して開く。そんなに３日もない案件なのかという場合が考えられ

ますよね。ただ、最悪の場合は３日置かなくても開けるのですよ。急施の臨時会ということで法律

上は本当に告示のいとまが無ければ、すぐ開けるのですよね。それは最低１日あればいいという書

き方しています。だから、１日だから、ほとんどのものは、僕は開けると思っているのですよ。た

だ、その時に議長が言ったように、皆さん本当に臨時会の招集に応ずることが出来ますかというこ

とがネックになるかなと思っています。当然、議長が招集を発しますと、来ないということは基本

的には欠席議員の懲罰という部分になっちゃうのですよね。だから、道義上来られない場合だとか、

そういう部分があっても事実上としてはそうなるということなのですよ。だから、議長がさっき言

ったように、難しいところは多分にあるかなと。他の市町村の例を見ると、180 条の委任による専

決処分の中に、例えば軽微の補正予算を認めている場合もあります。例えば、200 万以下の補正予

算については町がやっていいよとか。例えば、国の補助金の事業であって、一般財源が伴わないも

のならやっていいよとかね。そういう決め方をやっているところもたくさんあります。うちは賠償

金しか、今、規定しておりませんけど、他の町村ではそういうのはたくさん事例としてはあります

よね。その辺も今後、今、大渕委員長が言ったのであれば考えて行く必要も議会改革として、効率

性を求めるという部分からも考えるとそういうところも出てくるかなと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今、お話出ていましたようにね、議長の言われたこと、絶対にやって欲し

いということをこっちが厳しく出れば、それは議員が厳しく姿勢をあれして出なきゃならないと。

出た以上、こんな10 何万の補正に俺たち呼ばれたのかということに言わないように、それぐらい厳

しくやるということであれば、そういうふうにきちんとすればいいですし。大渕委員長がおっしゃ

ったようにね、でも、100 万以下のものは補償の方の関係もあって、それぐらいのものはもし補正

でも、その辺のラインをきちんと決めないと。厳しくは言って行きたいけども、でも、自分達は３

日ぐらいで出れと言われても困るとかね、そんな理由を付けてふん切れないのであれば、どこで線

をきちんと決めて議会として申し入れをしてちゃんとした方がいいのではないかと思うのですけど、

どうなのでしょうね、その辺。こっち側が言った以上は、だらしない姿勢は出来ないわけですから。

だから、どこまでそれを要求して行くかということだと思うのですけど。それをある程度明確にし

ないと駄目かなと。 

○委員長（大渕紀夫君） 税制改正だって間に合うのです、３日間ですから。ただね、白老町民に

全くほとんど影響がない税制改正の場合があっても招集されるのですよ、そういうふうにすると。

そうしたら、来て10 分か 15 分で終わるわけです、臨時議会は。だって、それしかやらなかったら。
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税制改正で町民や町には対象者いませんといっても改正は改正ですから、地方税法の改正になりま

すからね。10 分か 15 分で終わるものでも、議会運営委員会をきちんとやって、そして、本会議を

やらなくちゃいけないというふうになってきます。３日間ということでやれば、ほとんどのことは

急施の事件でなくても出来ると思います。ただね、逆に言うと、町民に関係あっても税制改正でい

とまがあっても開かないということもあり得るのさ。例えば、予算が50 万であっても、何かのトラ

ブルがあっても 50 万と、ただ、補正予算する 50 万と違うでしょ。そういう意味もあるのです。議

長。 

○議長（堀部登志雄君） そういうことですからね、この検証についてはやはり今いろいろ出てい

るように、180 条第１項で議会が指定したものを除くとなっていますので、これにどれだけのもの

を 180 条に組み入れていくかということを含めてね、やっぱり十分考えて、そして、これに含めな

いものはどんなことがあってもやると。だけど、ある程度のものは 180 条に含めておけば、専決処

分の対象に、議会を開く対象にならないから、そこもやっぱり含めて皆さんで継続して考えて行っ

た方がいいのではないですか。それでないと、感覚的にあれはやれた、これはやれなかったなんて

いう話になるとこういう問題が出てくるものでね。そういう形にした方がよろしいのではないです

かね。今ここですぐね、これとこれはやってもよくて、これとこれはやっては駄目だということで

はなくね。なので、やっぱりその辺も一つ、お互い勉強して入れていった方がいいのかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。専決処分の関係については、今の議論を同時並行で会派

会議の中でちょっと取り上げてみてください。問題ないということであればね、それはそれでここ

でやっても構いませんけれども。こういうことを180 条と 79 条の関係なんかも、各議員の皆さんに

きちんと徹底すると。専決処分て何なのかということがわかると。ですからね、専決処分先にやる

から、ほとんど意見出ないでしょ、事故があっても。それから、議案持って来ていないとかあるの

です。当日配付のものはいいけど、そうでないものは持って来ていないとかということが起こりま

すから、そういうことを含めて各会派でやってください。よろしいですね。 

 次、２番目。議会機能の充実と議員の政策論戦の活発化等についてということで。１番目、議場

にパソコンの導入ということなのですけれども。局長、これは。 

○事務局長（上坊寺博之君） これはね、こういうふうな結論に一回なったのですよね。要するに

項目から外すような部分に、まだなっていないですけど。500 数十万、600 万ぐらいかかりますね。 

○委員長（大渕紀夫君） 議場にパソコンを持ち込んでいるような市町村があるのですか、議員が。 

○委員（熊谷雅史君） あるのではないですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 聞いたことないですね。 

○議長（堀部登志雄君） ただ持ち込んでいるというだけで、活用しているのかな。 

○委員（熊谷雅史君） いや、だから、ノートパソコンだったら自分の質問内容だとか何とかの確

認を取るために、今、みんなパソコンですから。書いている人もいますけれども、それを申し込ん

でやっている人もいますよ。 

○委員（加藤正恭君） 相当の費用ってどのくらいかかるの、具体的に。やるとしたら。 

○事務局長（上坊寺博之君） 5・600 万のはずです。 



 - 19 - 

○委員（加藤正恭君） そして、数人、２、３人しか使わないのだろう。 

○委員（熊谷雅史君） 使わない人は使わないのですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、定例会は年に何十回、委員会も年に50 回くらい。 

○委員長（大渕紀夫君） 各自のご意見。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） こういうＯＡ機器の導入、ＩＴの部分もありましてね、これをやっぱり推

進すべきかと思いますけど、経費の部分が今言ったような部分と、果たして全議員が活用できるか

という問題も非常にネックになるのかなと思うのですよ。ただ、今、議場には記者団はパソコン持

ち込んでいますよね。そういう感覚の中でね、議場にやっぱり質問の関係だとかいろいろな部分の

ところで、それもルールを決めなきゃいけないとは思いますけども、各自のパソコンを持ち込む、

これを少し議論してもらいたいなと思うのですけどもね。僕もあれば楽だなと思うのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） そういうふうになってきたら、今度、携帯電話がね。あれはただ、

ピーピー鳴るから、うるさいからということで持ち込み禁止にしたわけだけどもさ。今のような話

もリンクされているような内容だと思ったのだけれども、そこら辺も掘り返さなきゃならないので

はないでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、正規で言いますと、どこの自治体の議会も標準傍聴会議規則と

いうのをたぶん使われていると思います。それを修正して使っているところもないとは言えません

けど、たぶん、それが主かなという気がするのですけど。その中で携帯品の持ち込み禁止という項

目が会議規則の中にあるのですね。機器類は駄目ということになっているのですよ。ですから、携

帯も当然駄目なのですよ。録音機、写真機類は駄目ですよと。要するに音の鳴るもの。ですから、

議会改革で携帯を持ち込まないようにと言っていますけど、実際、会議規則なのですよね。だから、

実際に携帯を持ち込みますと会議規則違反ということになるのですよ、議員さんの。ですから、そ

の辺も含めてね。だから、それは白老町の会議規則ですから全体としてそういうものがいいのでは

ないかと、それも許すべきでないかと言ったら、当然それは直さなきゃならないですから。会議規

則を修正しなければならない。その部分だけちょっと片隅において議論していただきたいなと思い

ます。ただし、議長の許可を得たら、その限りでないですよという規定がございますけども。これ

は、議場ですから議員さんの立場に、傍聴席じゃないですから、議場ですから議員さんの身分に関

わるという部分です。 

○委員長（大渕紀夫君） これについてね、私は実は一度も他の議会でパソコンを持ち込んでいる

というのは聞いていないのです。僕自身はね。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、今、言った規則の中で駄目だと思いますよ。 

○委員長（大渕紀夫君） たぶん、そうなっているのではないか。だから、そこら辺はもちろん白

老町議会で改正すれば出来るわけですから、それをどうのこうのというのではなくて、結果として

各議会の中で持ち込んでいるというのはほとんど僕も経験ないものだからね。これについては今、

結論出すのは難しいですし、財政的な側面もございますので保留ということで行きますか。線を引
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っ張らなくても自分で電池式のやつを持って入れば何ぼでも持って入れるわけですから、それにつ

いても含めてちょっと継続審議にします。ただ、記者室が入っているからね。 

 次。代表質問・一般質問の１回目の答弁書を議員に配布するという件ですけど、これはもちろん

実施しております。今の状況でご意見ございます方。実は何回か視察に対応した時に、この話は結

構出ました。２、３回は出ているね。やっぱり誤解がすごくありました。ただ、中身を説明すると、

「ああ、それはなかなかいい方法ですね」と言われる方が多いです。やっぱり、全議員に配付され

ているとか、かなり事前に配布されているとかと思っちゃうのですね。ですけど、そういうことで

はないよということで説明をしますとね、「なるほど、数字なんかをダーっと言われた時にチェック

出来ないから、すごく、それは必要かもしれない」と。いろいろ、これは話題になりますけど、私

なんかはすごく評価している部分なのですけど。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ただ、我々が一般質問を前もって出す。それに対する町長の１回目の答弁

がある。ところがですね、私もずっと聞いていると、１回目の質問に対して答弁が来ているのだけ

れども、また同じようなことを、答弁しているのだけど、また聞いているというのがずいぶんある

のですよね。だから、町長が答弁したとおりに課長の答弁がまた来るわけですよ。だから、それ以

外の質問をするのであればいいのだけれども。答弁は１回されている、ところが自分の方では前も

って２回目、３回目の質問をこうしよう、ああしようと原稿を書いてきているものだから、１回目

の質問で返事が来ているのにもかかわらず、何回もまた聞いているというようなことが何回も。だ

から、その辺りは十分ね、１回質問をした、町長の方では答弁をした、足らない部分ももちろんあ

るでしょう。そういう部分はもちろん何回も突っ込んでいけばいいのだけれども。もう、１回答弁

しているのをまた質問しているというのは、すると、別の課長が「町長が答弁したとおり、こうい

うふうにこうで」と、また同じようなことをやっている場面もずいぶんあるのですね。だから、果

たして１回目の答弁書を十分マスターして再質問に活かしているかどうかということになると、

我々議員の今度、資質の問題にもなるのでね。当日、その場に渡されてね、そして、我々の質問に

対してすぐパッパッと理解できるほど我々の頭は良くないものだからね。その辺りがちょっと不満

な面もあるのですよ。でき得れば、１回目の答弁を前もって自分で頭に入れて質問した方がより効

率的な再質問が、再々質問３回目も４回目も出来るのかなと。その辺りがちょっとね、皆さんはど

う思うかは知らないけれども、そういうふうにもう少し答弁書を頭に入れて再々質問をずっと続け

ていくというふうにならないものかなと。ですから、その場で出されて、バンバンバンと理解出来

るほど我々の頭は進んでいないものだからね。進めて行くようにしなきゃならないことは当然のこ

となのだけど、何か一工夫できないかなと思って、常々、私、考えているのだけども、その辺りど

うですか、他の議員さん。 

○委員長（大渕紀夫君） どうですか。 

○委員（加藤正恭君） だから、町長の答弁書に関係なく、こっちは自分の２回目、３回目の質問

事項も書いているわけですよ。だから、それをまたやるとそういうことが出てくる。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 今、加藤委員が言われたことが可能であれば、私もやはりそうしてもらいた
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いというのは事実です。ですけど、今、やっていることが例えばね、あれが最大限というようなそ

ういうことであれば、これは今のままでいいのかなというそういう感じもいたします。以上でござ

います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。今、言われたのはね、もうちょっと早く配付してほしいという意味

ですか。 

○委員（加藤正恭君） そういう意味も含めてね、十分に自分の質問を自分なりに理解して質問し

ている場合と、それから、返事によってはまた質問が変わるという場合もあり得るわけですよね。

それは、やった人たちはそういう経験あると思うので。自分が予想していた答弁と別な返事が返っ

てくると、突っかかることは出来るのだけど、そうでない場合もあるし。または、こういう答弁が

来るんだろうなと思ったのが別な答弁が来たりしてしまうこともあるし。それと関係なく、こっち

はまた２回目、３回目の質問書をこっちへ書いてあるものだから、それをその答弁と関係なくまた

やれば、ある課長は「先ほど町長が答弁したとおりだ」なんていうようなことにもなるしね。だか

ら、最終的には議員の資質の問題、資質という言葉で締めくくっちゃまずいのでしょうが、十分、

自分の質問をマスターして質問しているのと、そうでない場合とがあれば、自分は自分で質問する、

町長は町長で返事するというようなね、我関せずでは本当の議論が深まらないような気がしてなら

ないのだけれどもね。そのためには１回目の答弁書ができるだけ早くもらえれば、まずだよ。そう

すると、今度、２回目、３回目の質問がやりやすくなるのではないのかなとそんなような気がする

ということ。ただ、時間的にいつがいいのかね、それまでは私、頭に持っていませんけれども。そ

の場で、あそこの壇上に行ってから渡されても。時間はあります、確かに。町長が呼んでいる間は

ずっと読めますからね。読めますけれども、次の質問の方が頭にあるものだから、なかなかその辺

りが難しい経験をされた議員さんが多いのではないのかなという気がするのですけれどもね。ざっ

くばらんに言ってね。その辺りどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 今のベテラン議員さんだったら、それは非常に可能だと思いますね。だから、

私たちは新米のあれで行ったらば、こういう文章づくりをしていろいろなことをこう、今、言われ

たように、次の質問を何しようかなと一所懸命、頭の中でこういう状態の時において、これを整理

して、また質問する、これは非常に難しいかなとそういうふうに感じます。ですけども、やはり、

そういうことの内容を精査するって、いろいろな部分で検討するのであれば、事前に渡してもらっ

て、その内容を確認して、そして、また文書づくりをするというのであればね、これは非常にいい

と思います。ですけども、やはり、その辺が我々の資質が、いや、私の資質が低いもので、それだ

け出来る可能性はちょっと僕自身としては難しいかなと思って、今、ちらっと考えたのですけど。

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） そのようになれば、本当に我々は非常にやりやすいとは思うのです。しか

しながら、それをお願いして、議員ばかりに有利と言ったら変ですけどね、そんなような。じゃあ、

俺たちだって質問させてくれよみたいな、こんな話に発展していくことも考えられるわけですよね。
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それがいいか、悪いかは別として。ですから、やはり、これはとりあえず、このままにしておいて、

あとは、先ほど加藤委員が懸念されていることについては極力気を付けてやっていくということ以

外にないのではないのかなと思うのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ただね、理事者側は我々の一般質問を議長宛に出すと、３人も４人も来て

ね、テーマにもよりけりだけども、中には３人も来て、どういうことですかと根掘り葉掘りいろい

ろなものを聞いていくわけですよ。ですから、我々はそれに基づいて最終的に質問するのだけれど

も。ただ、どういう答弁書が来るかということは、その場に行ってからでなければわからない面が

ある。ですからね、相当立派な答弁書を、我々の質問をしようとすることに対しての答弁書をきち

んとしたものが答弁されているというふうに構わないと思うのです。３人も４人もの連中が来て、

そして、ヒヤリングしていますわね、別室で。だから、きちんとした答弁来ているのだから、あま

り、そんなに深く質問するようなことは究極的には無いのかもしれないのだけれども。やはり、こ

ちらもそれ以上の勉強をしていなければならないのだけれども、なかなかそうは行かない場面があ

るものだからね。それで、ちょっと悩む面もあると思う。僕でさえ悩むのですから、特に新人の方々

はね、前もって原稿書いてあるやつをだた読むだけということになると、１回目の答弁はもう町長

は答えているのですよ、中身はね。答えいるのだけども、こっちに書いてある原稿をまた読むとい

うだけのことであればね、45 分という時間は必要なくなるという議論にもなる。もう少し要領よく

突き詰めた質問になるためには、最終的には我々、議員の資質しかないのだけれどもね。その辺り、

勉強していかなきゃならない面があるのではないのかなと思っています。ですから、最終的には我々、

自分自身が勉強しなきゃ駄目だなと。みんながそう思ってやってくれればいいのだけど、できれば、

そういうふうにしてもらって、意味の深い議論になればいいなと、我々が聞いていてもそう思うの

ものですから、その辺りの勉強をしてみてはいかがかなとそういうふうに思うというだけですけど

も。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。この問題につきましては、今、加藤委員言われましたようにね、そ

のあとに議員研修の充実等々ございますけれども、やはり我々自身が努力すべき部分だと思います。

これはやっぱりね、理事者にこれ以上早く出せなんてことはちょっと言える中身じゃございません

ので、少なくてもこれは議会と町側との馴れ合いではなくて、緊張感を持って議論ができるという

ふうに白老の場合はなっているというふうに私は理解をしております。ですから、これはこの形で

継続するということ以外にはちょっと無理かなというような判断をしているのですけども。 

○委員（加藤正恭君） はい。それしかないと思うのです。 

○委員長（大渕紀夫君） これは、引き続き成果としてやっていくということでよろしゅうござい

ますね。 

 では、次、議員研修の充実でございます。１番右側に、具体的な実施状況の中に近々のものが全

部記されております。18 年度のやつは。 

○事務局長（上坊寺博之君） まだ書いていません。 

○委員長（大渕紀夫君） 18 年度も何件かやっております。ここの点についてはどうでしょうか。
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充実度合含めて、ご意見を伺いたいと思います。18 年は、登別との研修及び議員会主催で 10 月５

日に吉岡の・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 登別は８月18 日。 

○委員長（大渕紀夫君） 登別が８月18 日だそうです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議員会主催の上の方はですね、18 年 10 月５日。道の森主査。吉岡

は議員研修としてやりましたので。道の公営企業担当の森主査。これは後で追加しておきますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） これについての検証はどうですか、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 議員研修いろいろやっているのだけど、研修というのはこういう方法、

誰かが来ていろいろ話をすると、聞くというような方法しかないものなのだろうか。加藤委員、そ

の辺どういう。議員の研修ってこういうやり方しかないのかなと。もうちょっと何かないのかなと

思って考えたのだけど。 

○委員（加藤正恭君） 研修はこんなものだろうな。そして、後で質疑応答。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ここには載せておりませんけど、当然、自治基本条例の中でも議員

の資質の向上というのが出ていて、確か議員研修の充実という項目も条例案たぶんあると思います。

だから、考え方としては３とおりあるのでないかなと思っています。研修の体系でしょ。例えば、

議会としてやる部分の研修の体系。これは今もうすでにやっておりますけど、俗に言う、公費でや

る部分。町村アカデミーに議員を毎年２人ずつ派遣。新人さんを中心に派遣をさせてもらっている

部分がありますよね。そういう部分の研修。例えば、広報研修ですとか、そういう部分の研修体系

が当然あろうかなと思います。 

もう一つは、公費から外れますけど議員会ですね。要するに、議員の集合体としてやる研修。失

礼しました、その前にございます。公費でやる部分でも管内の議員研修だとか、例えば、道の議員

研修。コンベンションセンターに行って研修を受ける部分だとか、先般も壮瞥に行きましたよね。

これはもう公的な体系でやっている研修です。今後、財政的にはどうなるかわかりませんけど、そ

れが１つあります。もう一つは議員会による研修。それがここに書いている研修体系なのですね。

というのは、議員会費で負担して講師をお呼びして研修をする部分と、もしくは広域的に連携をし

ながらやっていく部分と。これが今、大きく持っている部分の一つの研修体系かなと思います。 

それともう一つは、第１次の方でも会派性の充実というのがあって、会派でやらなきゃならない

研修。当然、会派会議とかありますけど、従来は会派の中で特定の講師をお呼びしてやっていると

いう部分の会派の活動もありましたのでそういう方法もあると思います。 

もう一つは、個人でやる研修と。こういう部分で分けて考えていいのかなと思っています。です

から、今、ここの中で考えなきゃならないのは、議員会の研修と公的にやる部分だろうかなと思っ

ています。あとの会派と個人の部分については、もうちょっと別なグループという角度で検討され

るべきかなと思います。ちょっと参考までにお話しました。 

○委員長（大渕紀夫君） 合併研究会は議員会だね。合併研究会でもやっているのですよね、研修

はね。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 結構やっているのではないかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） あと、議長言われたのは、議会内での議員同士のディスカッションによ

る勉強会というような意味ですね。 

○議長（堀部登志雄君） そんなのもあるのかなと思った。 

○委員（加藤正恭君） 課長を呼んでやる場合もある。何もよそからでなくたって。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう一つありました。新人さんのグループで一つはやっています。 

○委員長（大渕紀夫君） ここについて、どうですか。一定の成果を認めつつ、継続して行くと。

他市町村に比べたらやっている方ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、他市町村の場合はまたこれとは別な部分。政務調査費との部

分がありまして、会派でやる部分、うちは常任委員会で公費対応していきますけど。だから、そう

いう部分では、公というよりは違う部分の研修が他の町村でそういう政務調査費が出ているところ

が多いのでないかなと思っています。 

○議長（堀部登志雄君） ３、４の関係の、さっき言った。１、２じゃなく、３、４の会派とか 

個人の関係で・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。登別も政務調査費出ていますので、政務調査費で毎年研

修をやっているのですよね、研修体系を。大学の先生をお呼びして、例えば、温泉でやったりとい

うことは年に１回ぐらいやっているはず、登別は。それは全体で、要するに政務調査費を出しあっ

てやるとか、そういう部分で政務調査費があるかないかによってはちょっと体系が変わってくるか

もしれません。うちは公の部分が今ね、さっきも言ったように、結構、派遣してもらったり、研修

に公のバスを使って行ったり、あとは所管事務調査で任期中に２回行ったりという部分が大きいの

かなと。だから、公対応が結構大きいですね。他の町では案外そういうところが小さくて、政務調

査費と言うか、会派中心にやられているというのが多いのではないかなと。市はもう、ほとんどそ

うですから。 

○委員（吉田和子君） 市も常任委員会でもやっていますよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは公の対応でね。 

○委員長（大渕紀夫君） 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 今ちょっと気が付いたのですけどもね。加藤委員が庁舎内から課長

を呼んで講演をしてもらったり、そういうふうな場合でもいいのでないかと言ったのですけど。そ

れに付け加えてなのですけども。これ、僕、お金をかけないで、議員の資質と言うか、政策能力と

言うか、そういうふうなものを上げるには非常にいいヒントだなと思ったのですけども。例えば、

法律がいろいろ変わりますよね。これからも例えば、道州制というふうな問題だとか、それから、

ちょっと昔の話だったら、農業新３法案が何なんだって言ってもね、すぐ即座に答えられる議員が

何人果たしているのかなと。正確にね。そうした場合に、すぐ我々は大学の先生を呼ぶだとか、ど

こどこの専門家を呼ぶだとかというふうにして大掛かりに考えるけども、そういうふうな全く常任

委員会とか特別委員会とかそういうふうなものとは別個にね、一つのテーマを設けてね、そうやっ

て勉強するというそういう場所も面白いのかなというふうに考えるのだけども。例えば、農業新３
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法案ということであれば、誰かそれに詳しい人に来てもらってディスカッションをするというふう

な場があってもいいのかなと。例えば、道州制はどうなるのと聞いた時に、道州制って何なんだっ

て、これからあれすると言った場合に。そうしたら、どこか役場の人を呼んで来て、それに詳しい

人にいろいろ話を聞くとかというふうなことを考えてもいいのかなと思うのですけど、その辺いか

がでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今のご意見に対して。いずれにしても、今、根本委員外議員言われたこ

ともね、議員会なら議員会かどこかが主催してやるという形になると思うのですよね。もちろん町

内、町外含めて、そういう形でも議員会なら議員会の幹事会で議論していただいて、今年の研修会

はこういうふうにしようというような形で取り組めない中身ではないと思います。そうしたら、こ

れについては、もちろん継続、充実させるということで、今後もいろいろな形ね、今のご意見も含

めていろいろな多様な形の中で進めるということでこれはよろしいですね、成果があるということ

でね。 

 それで、２番目の最後ですけど、正副議長は講演団体の役員に就任を慎むというのがございます。

これについては、14 年８月 19 日から申し合わせでやっておりますから。これについてはいいです

ね。局長、何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、特にありません。 

○委員長（大渕紀夫君） 一応、１番、２番というところまで行きました。今後、３番からまた引

き続きやって行きたいと思います。もし、時間があります会派は、定数の問題の方がたぶん優先さ

れるとは思いますが、このことも含めて持ち帰ってご議論をした上で意見を持って来ていただいた

方が非常にやりやすいですし、全体の意見が反映されるというふうに思いますので、そのようなこ

とも含めて会派の会議を行っていただきたいと思います。 

 その他。谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 昨日ですね、議会広報について、報告会のこのページについて、いろいろ意

見を出されたのですが、それについてちょっとお答えしたいと思います。 

 １点目は感想文をまとめて書いたらどうだという。これについては、とにかく採用しないという

ことになりましたので感想文は書きません。 

 それと、議会報告会の開催、議会改革についてとありますけども、ちょっとこの辺が固いのでな

いかということで出されましたよね。その対策としまして、議会改革についての上下に傍線を引っ

張ったのですよね。それを除きました。 

 そして、あまり私は感じなかったのですけども、この議会改革の字を少し柔らかくしましょうと

いうことでちょっと柔らかくするという感じでやりました。丸みを帯びたというようなことでやり

ましたので。 

 そして、あと、この内容自体そのものについては語句の修正だけで終わりました。そういうよう

なことでご理解してください。 

 それと、もう一つはページをもう少し多くして、もう少し書いたらどうですかという話があった

のですけども、今回はそれはちょっと勘弁してくださいということになりましたので。こういうこ
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とですので一つ理解をしていただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件につきましては、議会広報特別委員会に全権委任をしております

ので、ここで修正するとかそういうことにはなりません。そこの方針どおりにやっていただくとい

うことでよろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方からの資料を付けさせてもらっております。というのは、平

成 19 年、来年度に向けての予算編成方針を説明させていただきたいと思います。ともうしますのは、

財政状況が昨年度もそうでしたが、非常に大変になってきているという現状もありまして、議会費

も含めて町全体で考えていかなきゃならないという大きな問題でございますので、従前は議会費に

ついては当然、議員さんの意向も踏みながら決めていたわけですが、全体的に非常に大変な中でも

うどこも聖域がないという状況になってきていますので、ちょっと概略をご説明申し上げます。 

 まず、１つは資料の方から先に説明いたします。平成19 年度の一般会計の財源見込みという部分

がございます。このホチキスで留めた数値の部分ですね。これが今、財政の方で、経営企画課の方

で推計しております来年度の財源の見込みのものでございます。状況的にはどうなるか。これは経

常費ベースでいっておりますが、平成 19 年度の歳入については 66 億 5,400 万円であると、経常収

入については。前年度対比から１億 6,400 万減額するという、今、見方をしております。これの大

きなものは地方交付税の普通交付税、これが約１億５千万ぐらい、今、減するだろうと。今年も２

億ぐらいの減ありましたが、来年もまたさらに減だろうという想定でございます。三位一体の改革

で財源移譲はございますが、税収が伸びた分、国からの交付金が減っていくという状況がありまし

て、正味１億 6,400 万円歳入が落ちるという推計を踏んでおります。 

 それで、支出の方はと言いますと、76 億４千万円ということで逆に落ちないと。平常ベースで推

移だろうと、今、推計されている。7,100 万円のプラスと。内訳としましては、給与費が 3,500 万

円程増えると。これは、退職手当金の積立金が３年に一回しなければならないということで、また

来年がその年になっています。これが4,300 万積み立てるだろうと。 

 それと、寿幸園と書いていますが、寿幸園が指定管理者に伴いまして、事務職員分４名、一般会

計の方に吸い上げなきゃならないという新たな財源が生まれてきます。これが 3,600 万円だろうと。

それもトータルしまして給与費が若干伸びていくという推計をしております。 

 それと、公債費は当然、支払いの部分ですから、これも義務的経費です。 

 歳出の経常的経費をずっとトータルしますと70 億になりまして、歳入と歳出を引くと４億１千万

の財源不足が生じるということになっております。それで、基金の取り崩しを見ておりますのが、

経常費では１億 1,800 万。下の方に書いていますように、事業費には一応５千万の基金の取り崩し

を見ておりますので、総計では１億 6,800 万の取り崩しをするということになっております。それ

をしても、なお２億9,200 万の財源不足が生じると。ちなみに基金残高はと言いますと、１億6,800

万を取り崩すと、19 年度末、20 年度に回せるのが１億６千万円しかないということで、非常に厳し

いと。平成 20 年には赤字に転落してもおかしくないような財政状況であるということを踏まえてで
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すね、先般の６日に３執行方針が町長自ら説明がございました。この中で、多くは説明しませんが、

見て読んでいただきたいと思いますが。こっちの執行方針、編成方針、政策方針というような部分

を見ていただきたいと思いますが、財政の現状、予算編成にあたっては本年度の町長の思いでござ

いますので後で見ていただきたいと思います。 

 次のページ。２ページの基本的な事項ということで１点目につきましては、平成19 年度の予算編

成については、人件費、扶助費、公債費、いわゆる義務費ですね、それと繰出金、積立金、固定費

を除いた部分を除きまして各課ごとに配分方式を取るということだそうです。というのは、従来は

10％マイナスシーリングで、10％落とすということを目標に積み上げでやってきましたが、ことし

については枠配分ですから、議会事務局費はいくらって組みなさいという枠配分方式になるという

ことに一つでございます。 

 それと、次のページ３ページ目を開いていただきまして、５番目の（１）。財源配分方式のフロー

は別紙のとおりですとこうなっていますが、その下にですね、配分額については後日通知しますと。

まだ配分額来ていないのですが、概ね前年度組んだ予算の20％減の非常に厳しい状況ですよという

ことが言われております。もう一つは（３）の補助金負担金。これは各種団体等にかかる補助金負

担金ですが、補助金負担金についても人件費を除き一律10％削減しますよという方針が総体的に出

されております。 

 それで、今、議会事務局の方では予算の積み上げをしておりますが、数字がまだきちんと出てお

りませんが、昨年度お示しした予算の概要のところを見ていただきたいと思います。これは昨年度、

議会運営委員会に諮ったものでございます。この中でですね、昨年度は若干予算が総体としては増

えました。なぜかと言いますと、今回、東北中心に行く行政視察、所管事務調査の行政視察、これ

が２年にいっぺんということになっているものですから、200 万の増があって総体的には 80 万、206

万の増で80万６千円の増ということは120万ぐらい実質的には削減しているということなのですね。

去年も事務局では無駄な経費は極力削りまして、また、管内の議長会でも経費節減が図られたとい

うこともありまして、管内の議員研修が日帰りになったということと、管内の議長会が宿泊が年１

回になったという部分も併せまして他でもかなり削減しております。事務局では、今、精査中です

が、大変非常に 20％ということであれば、ものすごいきつい状況ではないかなと思っています。ち

なみに一番下を見ていただきたいのですけど、議員報酬を除くという部分があると思いますが、昨

年度、議員報酬を除きましたら事務的経費、議会の反訳等全部含めましても 1,039 万 5,000 円、17

年度に持っていましたが、それを913 万 1,000 円まで圧縮しております。去年の段階で126 万 4,000

円落としていますので、今年のめどは913 万 1,000 円から 20％減ということであれば、あと180 万

落とさなきゃならないという状況。数字だけ見るとそういう状況になります。それで、まだ数は出

ていませんが27 日にもう一回議運あります。それまでにちょっと精査しましてですね、今後、議会

運営委員会の中でも節減できる部分、出来ない部分議論いただきまして、状況もご理解いただきま

してお願いしたいなと思っています。ちなみに、もう大きく削るところは無理だと思います。今、

残されているところは、たぶん旅費中心にやらざるを得ないかなと思っておりますので、ちょっと

心積もりをお願いしたいなと思っております。 
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 もう一つは、グラフ付けています。これは議会報告会の時にも付けさせてもらいましたが、各 10

年間で約２千万までは行っていませんけど、予算ベースで 1,500 万ぐらい落ちているのです。決算

ベースではですね、相当落ちているのですね。約３千万ぐらい。18 年度の決算はまだ入れておりま

せんけど、17 年度ベースで３千万ぐらい落ちているという部分で非常に大変な予算組みになってお

りますけど、この辺も含めてよろしくまたご議論いただくことがございます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件につきましては次回、議論と言うか、どういうふうにするかとい

うお話をしたいと思います。どうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 19 年度の財源の見込みですけれども、19 年度以降もある程度のシミュレー

ションはされていると思うのですね、当局の方では。この点についてはいかがなのですか。同じよ

うな流れで行ってしまうのかどうなのか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 19 年度までの収支バランスというのは、前回の財政改革プログラム

に沿って動いてきているものだと考えております。ただ、財政改革プログラムに無かった要素とし

ては、地方交付税の落ち込みはこんなに想定しておりませんでしたので、当然20 年度まではもつと

いう考え方の中で動いて行くと思います。今、財政の方では次の財政改革プログラムのシミュレー

ションを今、プロジェクト作ってやっていて、今年中に出すという考え方ですので、その中にたぶ

ん反映されてくるだろうと。どういう形の中で収支均衡を図っていくのか。例えば、今、職員の定

数、第２次の人事管理定数の中では 10 年であと 20 人ぐらい落とすという考え方を持っていますけ

ど、これを早めなきゃならないのか。当然、総体的に次のプログラムで示されるものだろうなと私

は思っておりますけど。ですから、その新たな財源も含めて、それは見て行かなきゃならないかな

と思っております。今の段階では、私の方からは、これがどういうふうに進むのかというのはまだ

ご説明できませんけど、その中で当然示されるものだと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

                                           

○ 閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、本日の議会運営委員会は以上をもって閉会といたします。 

次回は 27 日ですのでよろしくお願いいたします。終わります。 

 

（閉会 午後０時８分） 


