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平成１８年 議会運営委員会会議録 

平成１８年 ３月２２日（水曜日） 

   開 会  午前 ９時０２分 

   閉 会  午前 ９時３９分 

 

○議事日程  

 －協議事項－ 

 １．平成１８年第１回白老町議会定例会の追加議案等について 

○議案第４５号 平成１７年度白老町一般会計補正予算（第１１号） 

○議案第４６号 平成１７年度白老町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第３号） 

○議案第４７号 平成１８年度白老町一般会計補正予算（第１号） 

○議案第４８号 白老町児童デイサービス事業条例の一部を改正する条例の制定について 

○議案第４９号 白老港（第３商港区）港湾区域内公有水面埋立てに係る承認に関し議決を

求めることについて 

○議案第５０号 白老港（第３商港区）港湾区域内公有水面埋立てに係る免許に関し議決を

求めることについて 

○議案第５１号 工事請負契約の締結について 

○会議案第１号 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 

 ２．意見書の取り扱いについて 

 （１）意見書案第５号 平成１８年度酪農・畜産政策・価格対策に関する意見書（案） 

 

○会議に付した事件  

－協議事項－ 

 １．平成１８年第１回白老町議会定例会の追加議案等について 

○議案第４５号 平成１７年度白老町一般会計補正予算（第１１号） 

○議案第４６号 平成１７年度白老町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第３号） 

○議案第４７号 平成１８年度白老町一般会計補正予算（第１号） 

○議案第４８号 白老町児童デイサービス事業条例の一部を改正する条例の制定について 

○議案第４９号 白老港（第３商港区）港湾区域内公有水面埋立てに係る承認に関し議決を

求めることについて 

○議案第５０号 白老港（第３商港区）港湾区域内公有水面埋立てに係る免許に関し議決を

求めることについて 

○議案第５１号 工事請負契約の締結について 

○会議案第１号 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
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制定について 

 ２．意見書の取り扱いについて 

 （１）意見書案第５号 平成１８年度酪農・畜産政策・価格対策に関する意見書（案） 

 

 

○出席議員（１０名） 

  委員長 大 渕 紀 夫 君   副委員長  吉 田 正 利 君 

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  西 田 祐 子 君  

 

○欠席議員（１名） 

  委員外議員 玉 井 昭 一 君  

 

○職務のため出席した事務局職員 

      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 

〇委員長（大渕紀夫君） ただ今より議会運営委員会を開会いたします。 

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〕 

〇委員長（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。 

 

◎調査事項 

〇委員長（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。 

お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。朝早くからご苦労様です。 

町の方から追加議案が提出されておりますので、それの審議をいただくことになっておりま

す。 

 それと、議会側として、会議案第１号で報酬の独自削減の条例を提出すると。それと、産業

建設常任委員会で意見書を１本、取りまとめていただきましたので、それのご審議をいただく

ということになっております。 

あと、その他で若干２点ほど、ご審議いただきたいことがございます。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは早速協議事項に入りたいと思います。平成１８年度白

老町議会定例会の追加議案の件ですけれども、どちらを先にやりますか。 

はい。じゃ、総務関係、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 私の方からですね、追加議案の説明をいたしますが、私の方の担

当、議案のですね、４８の４９、５０、５１の方を説明させていただきます。まず、４８号で

す。 

○委員長(大渕紀夫君) 暫時休憩をいたします。すみません、ちょっとお待ちください。 

               休憩 午前 ９時０３分 

 

               再開 午前 ９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。 

 総務課長、白崎課長、お願いします。 

○総務課長（白崎浩司君） はい。それでは４８号でございます。４８号は白老町児童デイサ

ービス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ございます。 

 次のページのですね、議案説明なのですが、現在、児童福祉法に基づいて、児童デイサービ

ス事業を規定しているのですが、４月から施行される障害者自立支援法に基づく事業となると

いうことから、条文の名称あるいは業務の移行。それと、字句の修正。これを改正するという

内容でございます。 
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それから、４９号併せて５０号なのですが、同様の議案で、白老港（第３商港区）港湾区域

内公有水面埋立てに係る承認に関し議決を求めるということで、白老港の埋立てについての承

認の議決をいただくという内容でございます。 

 まず、４９号の埋立てについては、場所、それから理由、記載のとおりなのですが、埋立て

願出人は国土交通省、北海道開発局、室蘭開発建設部ということで、次のページの図面が付い

ていますが、右側の点線である所ですね。ここが埋立て区域です。 

 で、併せて説明いたしますが、５０号の方はですね、同じく埋立て場所、理由、面積は記載

のとおりなのですが、願出人は白老町ということで、こちらも次のページのですね、右側の方

の下の区域。ここが町の埋立て区域ということで、今回埋立てしようとすることについて、承

認の議決をお願いしたいという内容でございます。 

 次に、５１号です。これは、工事請負契約の締結についてということで、契約の目的につき

ましては白老町日の出団地公営住宅建設工事ということで、第６工区になりますが、契約の方

法、金額、相手方は記載のとおりで説明を省略いたします。 

 次ページの方に議案説明がありますけども、先ほど言いました、日の出団地の公営住宅建設

工事ということで、日の出町の４丁目４１番地の工事場所で、完成期限が平成１８年１２月２

９日と。 

 で、工事概要、記載のとおりで２階建てということで、具体的な内容については説明を省略

しております。 

 添付書類として、住宅のですね、平面図・立面図、図面を添付してございますので、これは

こちらの方をご覧いただきたいというふうに思います。 

 大変雑駁ですけれども、私の方の議案の方の説明、以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今総務関係の議案についての説明がございました。 

 聞きおくべきことがございましたら、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。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) はい。それでは、総務課長ご苦労様でした。 

 引き続き、補正予算関係をお願いいたします。辻財政課参事。 

○財政課参事（辻 昌秀君) それでは私の方から、まず議案第４５号、４６号。平成１７年

度補正予算に関する２件ですね。これ、別資料で予算の概要をお配りしておりますけども、平

成１７年度の補正予算の概要という、裏表の資料ですね。それをちょっと見ていただきたいと

思います。 

 １７年度と１８年度ありますので、１７年度の方ですね。 

 それで、まず予算の補正規模ですけど、一般会計第１１号は２２，７４７千円の減額になっ

てございます。内容は後ほどご説明します。 
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 あと、企業会計といたしまして、病院事業会計第３号ですけれども、補正額は０でございま

すけれども、これにつきましては後ほどご説明します、一般会計からの繰入金１５，０００千

円の受け入れのための、収入ののみの財源振り替えということになってございます。 

 一般会計から受け入れる分を、歳入のみですね、補正振り替えするということでございます。 

次、２番の一般会計補正予算の主な事項でございます。 

まず、歳出ですけれども、総務費２，６７５千円の減額は、これは町有林保育事業の整理で

ございます。 

 次、環境衛生費１５，０００千円の追加につきましては、先ほど企業会計のところでお話し

ました、国民健康保険病院事業会計への繰出金１５，０００千円の追加でございます。例年、

３月議会で病院会計に追加の繰出しを計上しておりますけれども、当初予算での繰出総額２６

０，０００千円に、さらに１５，０００千円追加するものでございまして、病院会計の経営状

況を見てですね、毎年追加の金額を検討しております。 

 で、本年度につきましては、財源的に後ほど説明します、特別交付税による財源も確保でき

たこと。あるいは、今回の１５，０００千円を追加することによって、不良債務の額について

はある程度減額できる、経営状況かなり好転してきますので、不良債務については減額できる

という見通しの中で１５，０００千円という金額をですね、定めてございます。 

 次、農林水産業費から消防費までにつきましては、これは整理でございます。減額の整理を

してございます。 

 で、後ほど出てきます、歳入の方も併せてですね、整理がございます。 

 あと、教育費の５０千円。スポーツ団体補助金につきましては、北海道栄高校の甲子園出場

の補助金の追加でありまして、指定寄付によるものでございます。鵡川町から５０千円の寄付

を受けてございまして、それを補助金追加するというような内容になってございます。 

 歳出については、以上でございます。 

 次のページ、歳入でございます。地方譲与税から三つ目の地方交付税まで、これは歳入の整

理でございますけれども、地方交付税５０，９４４千円につきましては、特別交付税の計上で

ございまして、先日の追加補正でご説明しておりますけども、決定額は３０４，２５２千円と

なっておりまして、前回栄高校出場の補正に使った分を除く、留保額未計上の分全額ですね、

今回計上するものでございます。 

 次、分担金及び負担金から以下ですね、主に歳出の関連での整理でございますけれども、何

点かちょっと、ご説明します。 

 国庫支出金の（旧）新産業都市建設費補助金、これは一般財源でありまして、確定額であり

ます。 

 財産収入の中の、土地売払代金８，０００千円の減額につきましては、これは財政改革プロ

グラムに基づく対策ということでの位置付けの中で、１７年度１１，５００千円計上しており

ましたけど、本年度についてはちょっと、なかなか予定を達しないということで、現在の見通



 6 

しの中で８，０００千円減額するものでございます。 

 あと、寄付金につきましては、先ほどご説明の鵡川町からの指定寄付でございます。 

 以下、歳出関連での、それぞれの整理。あるいは町債の増減でございますので、説明を省略

いたします。 

 次、（２）の繰越明許費になっていますけど、これ（３）の間違いでございますので、訂正を

お願いします。 

 繰越明許費につきましては、変更１件でございまして、バンノ沢川砂防事業の入札によりま

す委託業務契約額の確定によります金額の変更についての補正でございます。 

 １７年度の補正予算の方は、以上でございます。 

 次、１８年度の補正予算につきまして、もう１枚の説明資料がございますので、そちらでご

説明します。 

 まず、１番の歳入歳出予算の補正規模ですけれども、一般会計の補正第１号１１，３１２千

円の追加でございます。これにつきましては、当初予算、現在予算委員会で審議中でございま

すけれども、当初予算編成後の事情によりまして、ちょっと追加するものでございます。 

 あと、参考のところで１７年度の予算補正状況になっていますけど、これ１８年度の間違い

でございますので、申し訳ございませんけれども訂正をお願いします。 

 次、２点目。その補正予算の主な事項でございますけれども、まず歳出につきまして、商工

費９，３７０千円の追加でございます。戦略的観光振興推進事業ということになってございま

すけれども、観光振興の推進にあたりまして、専門機関のノウハウを活用するために、ＪＴＢ

から職員１名を派遣していただく経費の追加経常でございます。委託業務としての位置付けを

してございます。 

 次、教育費。１，９４２千円の追加でありますけども、中学校教育振興一般経費になってご

ざいますけども、予算の内容は臨時講師の賃金の計上ということでございまして、白老中学校

の習熟度別少人数学習というのを行ってございますけれども、平成１８年度の正規のですね、

教員の配置につきまして、道教委からある程度確定の連絡がありまして、例年追加になってい

た過配と言われる追加分については、１名ですね、ちょっと、配置されないということになっ

たものですから、町の予算で臨時講師をですね、１名分計上するものでございます。 

 歳出につきましては以上でございます。 

 歳入につきましては、繰入金として、今回の補正に要する財源を財政調整基金から繰入れす

ると。そういうような内容になってございます。 

 以上で補正予算関係、議案３件、ご説明を終わらさせていただきます。 

○委員長(大渕紀夫君) ただ今、財政課参事より説明がございましたけれども、聞いておくべ

き点がございましたら、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) ございませんね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは財政課参事、ご苦労様でございました。 

 引き続き、会議案第１号について、局長より説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それではご説明申し上げます。 

 これ、先般の議会運営委員会の中でも、独自削減を実施するということになりまして、一応

条例案として、改正案として精査させてもらったものでございます。 

 内容的には、前年度とほぼ同様でございますので省略させてもらって、前回説明しましたと

おり、一番後ろに付いています表ですが、今回期末手当が増額になってございますので、削減

の減額額より若干増えておりますが、収入についても増加分と減額分を引きますと、多少増え

ているかなと思います。 

 議長にあっては、６月と１２月に差し引くわけですが、それぞれ２８９，５００円というこ

とで、昨年度より２，０００円ぐらい、ちょっと額が増えております。副議長にあっては１５

７，５００円ということで、１，０００円ほどですね、増えてございます。常任委員長・議運

の委員長にあっては９３，０００円ということで、前年度より１，０００円プラスです。議員

さんにあっては８８，５００円、それぞれということで、これについても１，０００円ですね、

増。昨年より削減額が増えております。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。会議案の件につきましては前回審議をしておりますけれども、

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) はい。それでは、意見書の取り扱いについて。第５号。 

○事務局長（上坊寺博之君） それじゃ、ご説明申し上げます。 

 先般、産業建設常任委員会が開催されまして、１５日ですが、ご審議いただきました。苫小

牧広域農協から出されている意見書案に基づきましてご審議をいただきまして、委員会の方と

しては提出のあった原案どおり出すべきだろうということで、確認していただきました。で、

こういう文案で出し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) 意見書の提出について、産業建設常任委員会で意見がまとまったよう

でございますので、この件につきましては受け付けるというふうにしてありますので、よろし

ゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君) 補足ですが、いいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君) 一応、提案者は産業建設常任委員会の委員長であります小西委

員長で行っていただきまして、後は各常任委員の委員が賛成者となるということで確定してお

ります。 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。提出者含めて、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) はい。協議事項の中に書かれております、一括議題の関係。一括議題

と一括採択の関係ですけれども、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君) はい。一応、議案の４９号と５０号ですが、これは国の分の公

有水面の埋立てに係る分と白老町に係る分。これ、担当課に確認しまして一体のものであるの

で、これ分離して採決、まぁ片一方が可決、片一方が否決になっても困るのだということで、

一括議題として提出したいと、今のところ考えております。 

 で、同じような内容ですので、一括採択を求めたいなと思っております。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。議案第４９号・５０号、一括議題とする方向でよろしゅうござ

いますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) それでは次、その他。 

○事務局長（上坊寺博之君) ちょっと、その前に議事日程、よろしいでしょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、議事日程。 

○事務局長（上坊寺博之君) これは最終日の議事日程になりますが、黒塗りでつぶしたとこ

ろが追加議案でございます。 

 一応、ルールに基づいて補正予算、議案という形に並べるとこのようになるのですが、ただ、

見ても分かるとおり、議案番号が結構飛んでしまうので、どのようにしたらいいかということ

なのです。このとおりでよろしいか。 

 通常であればこういうふうに並べるのですけど、今回追加議案で町側から７本も出てきてい

るっていうこともありまして、整理するとちょっと４６から２８に飛んだり、また３８から４

８に飛んだりということになるので、これで構わないということであればこれで出したいなと

思っています。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、議事日程の関係ですけれども、配布されたとおりやるというの

が正式な形であれば、飛んでも私は構わないと思うのですけど、いかがですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。じゃ、そのように取り計らいを行います。 

○事務局長（上坊寺博之君) それともう１点ですけど、１８年度の補正予算１件、新年度補

正があったのですけど、これについては委員会の報告があって、賛否問われた後にかけるとい

う措置になりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、その他。 

○事務局長（上坊寺博之君) はい。それでは、その他でありますけど、２０日の予算等審査

特別委員会で、加藤議員の方の最後の方になるのですが、発言で適正でないというところがあ

りまして、委員長の方で取り消しを命じたということで、記録を精査してしかるべき処置をす

るということをおっしゃったと思います。 

 で、この部分を本というか、図書を見ますとですね、一応そういうふうにできるのですが、

この取り消しを留保するという形になるのですけど、それは議会の先例で決めておいた方がい

いよという書き方をしているものですから、この取り扱いについて、どのようにしたらいいか

と。 

 この部分については委員長にも見せて、この部分でいいんじゃないかということで、委員長

の判断をもらっているものであります。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。２０日の予算当審査特別委員会の中でのですね、発言について

の問題なのですけれども、いろいろ今までの先例等々文献ではあるのですけれども、あそこで

取り消しを命じておりますので、議会運営委員会で場所というか、どこをどういうふうに削除

するかっていうことを、一応確認するということを含めて、ちょっとやっていただきました。 

 で、そこに文章が行っていると思うのですけれども、加藤委員含めて、この部分を削除する

と。棒線の部分を削除するということなのですけれども、いかがでしょうか。 

 加藤委員、よろしゅうございますか。 

○委員(加藤正恭君) 申し訳ございませんでした。 

○委員長(大渕紀夫君) 他の委員の方、ご意見ございましたらどうぞ。 

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) はい。それでは、今後の取り扱いについて、局長から。 

○事務局長（上坊寺博之君) 一応私も休みの日にちょっと本を見てきたのですが、取り消し

の方法としてはいろいろな種類があるのですけど、自ら取り消して申出書を出す場合ですとね、

場所が確定、ご本人の意思ですから、確定されるというのもあるのですが、議長が議場の秩序

維持権に基づいて取り消し命令を発する場合、今回みたいのがあるのですが、これについては

削除の部分は議場の中で出てこないものですからね。 

 今後についてはこういう議運の中で申し合わせで決めるっていうことにしておいたらどうか

なと思っているところなのです。 

 本にもね、そのような書き方をしているのです。当該議会の先例の問題ですと。先例また議

会運営申し合わせ等により、取り消しを含むかどうかを明確にしておく必要があると。 

 で、議長が命令を発しても、こういう場合ではまぁ不適切でないのではないかということに

なれば、議長が議場の中で不適切なところが精査したときになかったと言わなきゃならないも

のですから。議運の中で取り決めしておいた方がいいかなと思います。 
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○委員長(大渕紀夫君) 今は、本人がここが間違えていますから取り消しますよという場合は、

本会議場で言う場合はいいのですけれども、この間のように、議長なり委員長が議事整理権を

使って、これは不穏当発言ですからここは取り消しますよっていうふうにこう、宣言しました

ね。この間ね。それ、みんなは了承したわけですよ。 

 そうすると、どこを削除するかっていうことが確定されないわけですね。その場合は発言し

ていませんから。そういう発言をね、あまりね、何度もするなということのようなのです。先

ほどお伺いすると。 

 そうすると、それが何度も何度も議事録に載りますでしょう。だから、そこそうではなくて、

そこで議事整理権を発揮して、議長なり委員長がそれは不穏当発言ですから、そこの部分は削

除してください、削除しますというふうに、権限で言うわけですよ。それは可決されました、

この間ように。 

 可決されたら、どこを削るかということについて言えば、もちろん本人の意思もありますか

ら、「私は間違えていないから嫌だよ」っていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども。 

 今回の場合のようになった場合、場所を特定するっていうことがございますので、そのこと

については議会運営委員会でその場所を特定すると。 

 もちろん、委員長・議長・本人、このお話は当然前提としてあるとは思うのですけれども。

確定する場合に、どこを削るかっていうこと。確定する場合に議会運営委員会を開いて、確定

するという形に、申し合わせ事項で決めておいた方がいいのではないかと。 

 本人が自分で削る場合はいいのですけどね。議長が、いや委員長が命じた場合はどこを削る

かっていうことが確定されないわけですよね。そこの確定を、議会運営委員会できちっとする

という申し合わせを作ったらいかがかと。こういう意味のことでございます。ですね。 

 はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君) 取り消しも、議長の取り消しの方法って二つあるのですけども、

完全に命じてしまう場合と、後で記録を精査して、しかるべき処置をとるっていったときは、

それは断定できないと言ったら変ですけど、今ぱっと聞いてね、時間が流れていきますから、

そのことばというのは即座に断定できないのですよね。 

 ですから、後で記録を精査して、今回みたくて議長が「ここが不適切じゃないか」っていう

確定をさせるために、議運で図ってはどうかということなのです。というのは、それは議長権

限なのですけど、あくまでもその議会で決めた方がいいですよっていう書き方をしているので

すよね。 

 ですから、それにならって、議長の権限で取り消しをするのですが、その部分については皆

さん理解した中で、取り決めの中で、議長がそういう場面になったときは議長が確定したもの

を議運でやって、正式に確定した方がよろしいんじゃないかということなのです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今の取り扱いについてのご意見、どうぞ。 

 はい、熊谷委員。 
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○委員(熊谷雅史君) はい、熊谷です。局長の言っている意味は分かるのですけども、うちの

議会運営委員会の性質上、それが一番ベターかなとは思いますけど、個人的な意見でね、やっ

ぱり議事裁量権の発議ですからやはり、かなり厳格にね、対応するということですから、それ

について議運でね、もう一回揉むということは、個人的にはちょっとおかしい話かなとは思い

ます。 

ただ、システム上申し合わせですから、皆さんがいいと言うのであれば、そのように進めた

方がいいのかなというのが私の今の意見です。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

 はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長(吉田正利君) いずれにしても、今回事務局長が説明したように、このような問題

についてはいろいろあるでしょうけれども、今の運び方が一番適正だと思いますので、その案

で結構だと思います。賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) その他の方。 

 私も今のやり方がいいと思うのですよね。それで、熊谷委員もおっしゃいましたけど、当然

議長がね、作為的に削除するだとか、そんなことはあり得ないことなのです。あり得ないこと

なのですよ。あり得ないことなのだけれども、しかしやっぱり議場で全体の中でそういう宣言

をした場合、やっぱりそこは十分承知のうえだけれどもやっぱり議会運営委員会で確認をする

っていうことは、私はその方がいいかなっていうふうに、私は思っております。 

 これ、これから続くことでございますので、その方がいいのかなというふうに思っておりま

す。 

 議長、何かありましたらどうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) はい。今の形でいいと思います。特に議長という立場で、ただ今の発

言がね、その発言中不穏当と思われるのはあるので、議事録を精査したうえで処置したいとい

う、そういう形でその場は治まるのですね。だから、そういう特定されていないということで、

それじゃどこを特定するかというのはあくまでもやっぱり、本人の方とか、やっぱりこう、議

運の方できちっと、皆の目でね、この部分が不適当だとやはり感じたものを皆さんにお諮りし

て、それで決めていくという形がやっぱり、一番いいと思います。 

 それで、今まであった中でですね、そこまでいかなくても本人から、これはちょっとやった

けども、ちょっと不穏当と思われるので、削除してくださいと言ってきたものについてはね、

これもやっぱりこういうところで、議運でかけて、それからやった方が。議長と本人だけでね、

確認して「よし、この部分削る」というより、それも含めてね、やった方が、本人から申し出

があった場合でも、やっぱり一応は皆さんにお諮りしてね、やった方がいいような気がするの

ですね。 

 そうすると皆さん、こういうのが不穏当になるのだなという、そのね、確認も認識もできま

すしね。そうするとやっぱり、その方のね、皆さんの対応もやっぱり大分、発言内容なり何な
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り変わっていきますので。 

単純にこそこそっとね、本人から言って、議長でぽんと諮ってと取り消しますって、議長が

諮るより、それも議運でやっぱりやってもらった方がいいのかなって感じがするのですけど。

どうでしょうか。その辺も含めて。 

○委員長(大渕紀夫君) 今議長からお話がありました。 

はい、山本委員、どうぞ。 

○委員(山本浩平君) はい。私は今議長が発言されたことに賛成いたします。と申しますのは、

例えば内々と言ったらあれですけどね、何か例えばそういったものが出たときに、本人がね、

あくまでその「いや、あなたの発言は不穏当発言ですよ」と。で、何人かに言われて「いや、

これやっぱり取り消したくないけど取り消さなきゃならないのだろうな」というふうに思いな

がら、悶々とした気持ちの中で、取り消しはしたけれども、悶々とした気持ちが残る場合も、

可能性もありますので、やはりこの議運という形の中で協議すればですね、各会派から必ず皆

さんが出ていますので、そういった形をとった方が、後々本人もすっきりするような気がしま

すので、一番いいというふうに私は感じます。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君) １点だけ。今議長も申されたのですけど、本人からの申し出に

よって取り消しをする場合は、議会の許可を得るのですよ。だから、議事日程に載せて、会議

規則の６４条に規定されているのですが、議会の許可がいるのです。 

 で、議長が職権でする分については議事整理権、自治法の１２９条でしたかね。その中の法

律に基づく整理権なものですから、許可がいらないのですよ。議長の権限でできるのですよ。 

 で、この二通りあるので、その辺を整理していただきたいなと思います。 

 ですから、議長が議場で言うことについては議長の責任で、さっき熊谷委員が申されたとお

りで、議長の権限でやるのですよね。 

 で、本人等が出てきた場合については議会の許可がいるのです。 

 例えば、議場の中で議長が「今の不適切ですから取り消しを命じます」と言ったときには、

本人が取り消すか取り消さないか、イエス・ノーなのですよね。本人が取り消さないときに、

議長が職権で削除するだけであって。 

 だから、「本人が取り消します」って申し出を出すのが、正規のルートなのですよ。 

 ただ、それによっては、いずれにしても諮らなきゃならないということなのですよね。 

 だから、本人がそこでね、「じゃ、私取り消します」って言ったら、議長は「じゃ、文書を出

して正規な手続きをとってください」と。こう言わなきゃならないのですよね。 

 ですが、それが本人が「取り消しません」とも言わない、何も言わなかったら職権で取り消

すということなのですよ。 

○委員長(大渕紀夫君) 熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) はい。私はそれを言っているのですよね。 
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 要するに、議長にしても委員長にしても、やっぱり議会進行の全権を持っているわけですか

ら。ということは、議会の総意なわけですよね。ええ。その、個人の議員の総意ではなくて。 

 だから、僕はやっぱり、揉むということも必要かもしれませんけども、やはりそれは淡々と

自治法に基づいてやるべきだというふう思いますね。 

○委員長(大渕紀夫君) 今熊谷委員が言われたのは、取り扱いを行うときはそういうふうにす

べきだという意味ですね。 

○委員(熊谷雅史君) はい。そういう意味です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

 議事進行上は当然そうだと思いますので、それはそのようにやっていただきます。ただ、削

除する部分を特定し、なおかつきちっと確認をするということは、議会運営委員会で諮るとい

うふうに議長もおっしゃられましたけれども、そのような形でとり進めるというふうにしたい

と思うのですけど、いかがですか。 

 はい、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) やはり私たちも、みんな聞いているのですけども、「えっ」て、それぞ

れみんな受け止め方が違っているはずなのですよ。で、「え、そんなような発言だったかい」と

かって、みんなそんな感じでしたから。で、文章になってきて初めてね、「こういうことであれ

ばやっぱり不都合だろうな」つていうことが出てきますので。やっぱりきちっとした、同じ自

分が発言していることですから、それを取り消す、取り消さないといったときにはやっぱりき

ちっとしたものにならないと、本人もなかなか納得いかない。話のやり取りの中ですから、や

っぱりそういったことも出てくるのじゃないかなと思いますので。 

 やっぱりこういうようなことで、きちっとなった方が、本人も理解できるし、周りも「あ、

こういうことだったのだな」というふうに理解がきちっとできると思いますので、その方がい

いと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

 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) はい。それでは、今後申し合わせ等により、申し合わせ等じゃないで

すね、申し合わせ事項の中で、この削除等々につきましての文書確定含めて、きちっと確認を

するという１項目を申し合わせに付け加えるというふうにしたいと思いますけど、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) はい。それについては、先ほど議長が申されました部分も含めて、含

めて行うと。本人の申し出の場合も含めて、行うということであります。 

 そのように申し合わせを、追加をするというふうにいたしたいと思います。 

 はい。それでは、もう１件ございます。どうぞ。 
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○事務局長（上坊寺博之君) 今回の特別委員会の着席・起立の問題を、一回整理していただ

きたい。私もちょっと、勘違いしていまして、基本的に映像が流れているものですから、起立

するのだろうなという形で、ちょっと委員長にこう、お話していたのですけど、教育長に聞く

と、従来議員さん側は立っていないという話がありました。 

 で、今実際には立って、そうされていますけど、これは映像が流れているという部分もあり

ましてですね、予算審査・決算審査はちょっと違うかなと思うのですが、その辺をちょっと、

諮っていただきたいなと。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ライブ中継はするということで決まりましたので、予算委員会

と決算委員会のね。そういうことを前提に一つ、起立発言がいいか、着席発言がいいかってい

うご意見を賜りたいと思います。 

 各委員の方、どうぞ。 

 はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長(吉田正利君) 今回の情報公開の面もございまして、やはり見ている方々からする

と、発言者が明確に判断できるという意味では、現況起立発言の方が正確だと思いますので、

起立発言でお願いしたいと思います。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。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) それでは、予算委員会・決算委員会については、委員会ですけれども

起立発言といたします。 

 いいですね。 

○事務局長（上坊寺博之君) はい。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。委員の方から何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

    ◎閉会の宣告 

○委員長(大渕紀夫君) はい。なければ、朝早くからご苦労様でございます。以上で議会運営

委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

（午前９時３９分） 

 


