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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。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〕 

○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 

○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） おはようございます。本日の議会運営委員会の協議事項でござ

いますが、平成 19 年第２回白老町議会臨時会の議案関係のご審議をいただくことになっており

ます。 

 それと併せましてですね、その他について、全員協議会の要請が２件あがってございます。 

 それと、定数削減に伴いまして、条例変更、議会の関係部分ですね。６月定例会に提出しま

すが、それの会議案２件をお示しさせていただきます。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。 

 最初に、第２回白老町議会臨時会の議案関係の説明を、お願いをいたしたいと思います。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） はい。私の方か承認第１号、それから承認第２号。それから

議案第１号。３件について、ご説明いたします。 

まず、皆さま方のですね、お手元に、予算の概要ということで、平成 18 年度補正予算（専決

処分）の概要と、概要書１枚、配られております。 

まず、最初に承認第１号、第２号についてご説明いたします。その概要書に沿ってご説明い

たします。 

まず、１ 歳入歳出予算の補正規模。一般会計、３万円の増額。財源といたしまして、特定

財源 817 万円の減額。一般財源 820 万円の増額。これは、起債、あるいは交付金等のですね、

額の確定に伴いまして、財源整理。それに伴いまして、財源の振替と事業の執行残整理による

ものでございます。 

 次にですね、特別会計の承認第２号の部分でございますけれども、858 万 4,000 円の増額で

ございます。これは、国民健康保険事業特別会計の部分でございます。 

 歳出が、保険給付費 858 万 4,000 円の増。そして、同じく歳入、療養給付費等交付金 858 万

4,000 円の増額でございます。 

 その結果、平成 18 年度の予算補正の結果、その規模でございますが、一般会計が 100 億 4,670

万 3,000円。特別会計が126億 8,050万 5,000円。結果、合計でございますけれども 247 億 6,275
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万 4,000 円と。このような規模になってございます。以上が予算の規模でございます。 

 次に、２ 一般会計補正予算の主な事項ということで、歳出、歳入の内容でございます。 

 総務費から教育費につきましては、これは財源の振替によるものでございます。諸支出金、

これは、指定寄付が３月 30 日にございましたので、文化振興基金に積立てるものでございます。

それで、合計３万円の増額。 

 次に歳入でございますけれども、地方譲与税から、次のページのですね、交通安全対策特別

交付金。ここまではですね、各種交付金の額の確定。それと、繰入金、町債。これらを含めま

してですね、この各種交付金とそれから町債。これらのですね、額の確定によりまして、繰入

金 4,777 万 7,000 円の増という結果になったものでございます。 

 そして、その結果３万円の増額という規模に、補正予算がなったところでございます。 

 以上でですね、専決処分、承認第１号、第２号の説明を終わります。 

 続きまして、もう１枚のですね、概要書をご覧いただきたいと思います。平成 19 年度補正予

算の概要に移ります。 

 まず、１ 歳入歳出予算の補正規模。一般会計 2,368 万 5,000 円の増額でございます。財源

は特定財源 2,448 万 2,000 円、一般財源 79 万 7,000 円の減額でございます。 

その結果、平成 19 年度の予算規模は、一般会計 91 億 8,468 万 5,000 円。そして、特別・企

業会計合わせました合計額が198億 9,808万8,000 円と、このような規模になってございます。  

 続きまして、２ 一般会計補正予算の主な事項ということで、歳出、環境衛生費2,456万4,000

円の増額。これは、バイオマス燃料化施設整備事業といたしまして、バイオマス燃料化施設の

建設事業に係る費用で、今回計上している部分は、調査・設計等に係る経費でございます。 

 本事業は、平成19 年度と平成 20 年度の２カ年に渡って施設を建設する事業で、平成21 年の

４月１日には本格稼動するという計画で進む予定でございます。 

 次に教育費 72 万 3,000 円の増額。これは、これとですね、次の給与費 160 万 2,000 円の減額。

これは一体的なものでございますので、まとめてご説明いたします。現在白老中学校で実施さ

れております、習熟度学習に必要な教員として、３名教員が確保されることとして、すること

といたしまして、３名分の嘱託職員の給与費を当初予算で経常してございます。その内の１名

分につきまして、北海道の方が直接ですね、北海道の方から、１週間 15 時間１人必要なのです

が、そのうちの９時間分のですね、臨時職員の手当を北海道の道費でしていただけるというこ

とで、その分、９時間分の減額。給与費の９時間分の、していただけるということでですね、

まず給与費として１名分を削減いたしまして、そして残りの 15 時間引く９時間ですから６時間

分ですか。６時間分の臨時職員の賃金を新たに計上したと。そういう結果、このようなですね、

歳出になりまして、合計 2,368 万 5,000 円の歳出ということになっております。 

 次に歳入でございますけれども、国庫支出金 1,228 万 2,000 円。これは歳出で説明いたしま

したバイオマス燃料化施設の建設、これに係ります事業を農林水産省の地域バイオマス利活用

交付金。この事業で行うということで、そのため国庫支出金が２分の１充当されますので、そ
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の分の増額補正でございます。 

 そして次の繰入金。これは、減額 79 万 7,000 円。これは先ほどご説明いたしました教員ので

すね、賃金の部分。直接北海道が支払うといった分の減額でございます。その結果 79 万 7,000

円の減額と。 

 そして町債でございます。1,220 万円の増額。これはバイオマス燃料化施設整備事業、これ

の裏負担分として町債を充当して、その結果 1,220 万円増額になったものでございます。その

結果、合計、歳入が 2,368 万 5,000 円と。このような補正予算になったところでございます。 

 以上で私の方の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、経営企画課の方の説明が終わりましたけれども、これ

について何かお聞きすることございましたら、どうぞ。 

 ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、高畠課長、ご苦労さまでございました。 

 続きまして、白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) はい。それでは私の方、承認３号からですので、承認３号の書面を

お開き願いたいと思います。よろしいですか。 

 承認３号。専決処分ですが、白老町税条例の一部改正条例の専決でございます。 

 この中で承認の３号の６ページ、お開き願います。６ページ、議案説明と新旧対照表の部分

ですけども、この部分も白老町税条例の一部改正で、今回の本改正については、地方税法等の

一部を改正する法律が、本年３月 30 日に交付されて、４月１日から施行されるというようなこ

とから、前回の３月議会で改正内容の概要を説明しまして、３月30 日付で専決させていただく

旨のご説明をし、ご理解をいただいている案件であります。 

 それで、今回の改正の主な内容ですが、新旧対照表にも条文ごと記載していますが、大きな

ことで３点ございまして、一つ目は個人町民税のことを書いていますが、これについては一般

町民に影響を与える改正項目は特にありません。 

 それから、２点目が７ページの方に移りますが、95 条でたばこ税の税率の改正です。これに

つきましては、先にですね、本則で 3,064 円になっていますが、これを 1,000 本につき 3,298

円に改正するという内容ですが、この本則の部分は、次のページ、９ページの附則にですね、

附則の16条の２で、すでに附則の方で当分の間ということで3,298円に改正されておりました。

附則で。 

 それで、これを今回は本則に入れるということで、実際には摘要の部分では現在も 3,298 円

でやっておりますので、現実には税率の改正にはならないのですが、附則から本則に改正を持

ってくるという内容でございます。 

 それから、附則に入りますが、３点目の改正はですね、附則の方で 10 条の２。７ページにま

た戻りますけども、７ページの中段ぐらいに附則、10 条の２です。 
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 それで、ここの部分で、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の摘要とするものが、

すべき申告という小見出しがありますが、この部分は、バリアフリー改修促進税制の創設とい

うことで、平成 19 年度から 21 年度分の改修分について、工事費用 30 万円以上の改修工事を行

った住宅の固定資産税の税額を、翌年度に限り３分の１減額するという改正がされましたので、

その部分の申告内容を記載されたものでございます。 

 具体的には、次のページの８ページになりますけども、改正後のですね、欄に附則第 10 条の

２第６項の部分を追加で、新規で規定していますけども、手続きの規定を追加したという内容

でございます。 

 以上、税法の改正の部分については、大きな部分で３点ほどの内容を説明させていただきま

す。 

 次に、承認第４号です。こちらの方も、専決処分の承認ということで、報告させていただい

ておりますが、中身については白老町国民健康保険税条例の一部改正の専決でございます。 

 こちらの方も、承認４－３ページの議案説明、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

 この案件につきましても、先ほどの町税条例と同様にですね、４月１日から改正されるとい

うことで、３月議会で内容をご説明し、専決についてご承諾をいただいておる件でございます

が、４月１日に改正され、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額が引き上げられたこ

とから今回改正するという内容です。 

 改正の中身は、新旧対照表のとおり、第２条あるいは第８条の２で課税額、あるいは国民健

康保険税の減額ということで、改正前 53 万円を限度額 56 万円に改正するという内容でござい

ます。 

 次、一番最後の議案第２号。後ろから２ページです。２ページ目です。 

 議案第２号につきましては、白老町固定資産評価員の選任につき同意を求めるという内容で

ございますが、これにつきましては現在、固定資産評価員につきましては、三國谷公一が平成

19 年４月より、行財政対策室の専任する事務を所管する副町長になったため、これを解任し、

新たに税務課所管の副町長である煤孫正美を選任したいという内容でございます。 

 今説明のとおりですね、従前担当助役ということで三國谷公一を選任しておりましたけれど

も、４月１日から副町長という名称に変わったということと、所管部署を変更いたしましたの

で、この際その税務課を担当する煤孫正美副町長を選任したいということでございます。 

 次ページの履歴調書、議案説明につきましては、今の説明のとおりでございますので、説明

を省略させていただきたいと思います。 

 以上の内容でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、白崎総務課長から説明がございましたけれども、何か

聞きおく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) ありませんね。 
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 はい、それでは課長、ご苦労さまでございました。 

 それでは、３番目まで終わりましたので、議事日程を出していただきまして、若干局長もし

何かあれば。 

○事務局長(上坊寺博之君) 今、総務課長の方からご説明がありました、最後の議案第２号で

すが、人事案件につきましてはですね、議会運営基準の規定の６ページの、議案等の提出８番

目で、人事案件については提案当時の議題に供する直前に配布するという規定になってござい

ますが、今回の人事案件につきましては、組織の事務分担の変更による専任替えということで、

議長・委員長の方で特に、当日配布ではなくて、今回提出させてもらうということでございま

すので、１件お付け加えしたいと思います。 

 それと、次、臨時会の日程でございますが、議事日程、一部付いてございます。町提出の案

件のみでございます。基本的に、町長の行政報告 1 件ございますということで受けております。

特にこれについてはご説明する部分はございません。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、町提出の議案のみということでございますけれども、

５月 24 日１日間、臨時会の日程につきましては、１日間というふうにしたいと思いますけれど

も、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、第２回臨時会の日程につきましては、平成 19 年５

月 24 日１日間といたします。 

 続きまして、５番目・・・。 

○事務局長(上坊寺博之君) ちょっと、先にこっちやってもらえませんか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。全員協議会の用紙がいっておりますけど、それについての説明

を、事務局からいたします。 

○事務局長(上坊寺博之君) ５番目ちょっと飛ばさせていただきます。その他の（１）です。

全員協議会の開催ということで、町長より２件の全員協議会の要請が来てございます。 

 １件目は、白老町立中学校適正配置実施計画（素案）についてということでございます。素

案及び今後の取り組みについてご説明したいということです。説明し、質疑・意見を求めたい

ということで、臨時会の開催日に併せてご説明したいと。 

 裏面を開いていただきたいと思います。もう１件は、今予算にもございましたとおり、バイ

オマス燃料化施設建設事業ということで、事業スケジュール等のご説明をしたいと。 

 これも臨時会に併せまして、全員協議会を開催したいという要請でございます。以上であり

ます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。全員協議会２件、要請が来ておりますけど、これはよろしいで

すね。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、バイオマスの燃料化施設の問題は、これは本会議の後にな
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るのですか。前にやってもらった方が、予算の審議に出てきますからね。ですから、十分理解

をしたうえで、予算の審議に入るというふうにしなければ、順序が逆になるのではないかと思

うのだけど、その辺りどうですか。 

○委員長(大渕紀夫君) この件につきましては、議会上程されますけれども、本会議の中で十

分ご議論願うということは、それは構わないと思います。 

 ただ、事前審査のような形になりますので、今の状況では、本会議の前に、この協議会を受

けるという考えではいないと。事前審査になりますよね。当然。 

 ですから、今回付く予算というのは、見たら分かりますけれども、調査設計関係・環境影響

評価関係です。 

 今回この議員協議会の中身というのは、事業スケジュールを含めた全体的なものを、来年１

年度でやるという中身のことについての説明を受けると、こういうことでございます。 

 ですから、事前審査にならなければいいのですけど、事前審査になるという可能性があれば、

本会議の中で十分やっていただくのは構わないと。こういうことでございます。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、それは分かるのです。分かるのだけれども、予算化してし

まった後にね、いろいろな計画の全員協議会を開いて、僕は意味がなくなってくるような部分

がね、重なる部分があるものだから。 

だから、本会議で十分やるというのは分かる。それはいいのですけれども、予備知識として

全員協議会での話は、予算審議の中でもいろいろ、我々としては知識としてですね、有効では

ないのかなと思うものですから。 

 どうせやらないのならいいのですよ。全員協議会を。やるのであれば、先にやるのが妥当で

はないのかなと、僕は思うものだから。他の人の意見は分かりませんけれども、私はそう思う

のですが、いかがでしょうかね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他の意見のある方、どうぞ。 

 ただ、民生常任委員会の中では、所管事務調査の中で取り上げまして、今回のことについて

は十分説明を受けております。 

 ですから、議会としてはそういう説明を受けているということにもなりますので、そういう

ふうな処置をとるというふうに、私は考えておりますので、その点も含めて一つ、ご議論ある

方、どうぞ。ご意見ございます方。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、そういうことになれば、もちろん私も知っています。民生

常任委員会で議論されたことも知っています。それであって、本会議に上程されるっていうの

は結構だと思うのですが、それでなおかつ予算的なものが、処置は可決しておいてからまた、

全員協議会に諮るというのはいかがなものかなという気がするのですけどね。 

 その前であればまた、多少はより充実した本会議での質問事項になろうかと思うのだけれど
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も。それをやっておいて、本会議で十分議論した後、何で全員協議会で改めて説明する必要が

あるのですかと。全く項目が違うのならいいのですよ。審議の内容が違うのならいいのだけど、

すべて関連しているものですから、ここで改めて全員協議会とはと。 

 これは町長の方から申込みがあったからそうするのかもしれないけれども、どうせやるので

あれば、予算審議の前に全員協議会をやっておくのが、僕は妥当だと思うのですけれどもね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、他の委員の方。ご意見ございましたら、どうぞ。 

 議会のルールからいきますとね、全員協議会っていうのはこれはもう、議会が関与する中身

のものではございませんので、そういう意味で言えば、私は本会議の中で十分議論していただ

いて、町が必要とあるものを説明していただく。それ、もっと言えばですね、全員協議会って

いうのは何も拘束力もないものでございますから、そういう意味で、私は捉えているというこ

とでございます。はい。それ以上のものには何もないということです。 

 ですから、当然加藤委員のことも分かりますけれども、民生常任委員会では、議会としてそ

のこと、このバイオマス問題については取り上げておりますのでね、そういう中で議会には事

前の部分の説明はしているわけですよ。 

 ですから、そういう意味で言えば、逆にいうと今加藤委員のお話からすると、本会議で十分

やるから、議員協議会は必要ないのではないかというようなね、ふうになるのかなっていうふ

うに私は受け止めているのですけれども。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、しつこいようですけれどもね、ですから、民生常任委員会

の意見。そういうものも踏まえて、予算化したと。それはそれで結構なのだけれども、改めて

町長から議会に全員協議会に諮ってくださいよという要請があったということは、多少中身が

ですね、中身が必ずしもそれとマッチングしていないのではないかなと。 

 従って、よりご理解をいただきたいために全員協議会をしていただきたいという要請があっ

たというふうにも考えられるのですよ。 

 ですから、予算を可決してしまってからまた改めて全員協議会を開くというのは、私は本当

に逆だと思う。 

 それでなければ、やらなければいいのです。そのとおりであれば。本会議で議論するのです

から。だからそれでいいと思うのですが、改めて全員協議会ということは、何か別な問題が出

ているのかなと。いや、想像ですよ、それは。中身を聞いてみないと分かりませんけれども。

資料を持って私どもに来ているわけではないから、分からないのですけども。 

 それを可決してからまた全員協議会を、同じテーマでやるという主旨が、私はちょっと解せ

ないのですよ。そこだけなのです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、ですから、くどいようですけれども、これ町からの要請での協

議会ですから。議会が申し出たものではないですからね。 

 ですから、今加藤委員が言われているように、全員協議会は本会議の中でやりますから、必
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要ありませんというふうに、こちらの方で言うっていうことは十分できます。それは可能だと

思います。そういう性格だと思うのですよ。 

 我々が今、事前にね、本会議の前に協議会を開いてくださいというふうになると、一つは事

前審査にならないかっていうことと、もう一つは民生常任委員会の中で議論したものが、事前

にそういう形で議論されて、その後予算が出てくるっていうのは事前審査にならないかと、こ

ういうことであります。 

 ですから、今加藤委員の理論からいきますとね、本会議の中で十分やりますから、全員協議

会は必要ございませんと。こういうふうになるのかなっていうふうに、私は思うのですけれど

も。 

 そうはなりませんか。どうでしょうか、皆さん。他の委員の方。ただ、事務局見解があれば。 

○事務局長(上坊寺博之君) いや、特に私の方はないです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

 どうぞ、委員の皆さん。ご自分のご意見を述べていただきたいと思いますので、どうぞ。 

 はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長(吉田正利君) 今加藤議員がおっしゃるように、一部何か加藤委員のおっしゃる内

容が理解しないでもないのです。この要請の理由は、建設費の一部を予算経常するために、前

後するわけですね。 

 何かやっぱりそういうふうな見方をすると、やっぱりちょっと引っかかるところがあります

ね。 

 予算経常をするための説明ということになっております、事前説明と。そうなりますと、事

前に予算経常 2,400 万円しているわけですから、なぜダブってしまっていかんのかなと。 

 ただ、テーマがスケジュールの説明となっていますから、趣旨が違うのであれば、理解でき

ると思うのですけれども、もうその点ちょっと引っかかりますね。 

○委員長(大渕紀夫君) 他の委員の方。 

 はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) この本の 36 ページを開いていただきたいのですが。そこに協議

会の取り扱いを書いてあるのですよ。というのは、全員協議会、委員会協議会が特に今委員長

が言われたような、事前協議という部分が、古くから言われているわけですよね。それで、そ

れに抵触しないような形で情報交流をしようということが、取り決めとしてなっていまして、

ここの中でも協議の原則事項の中で、事前審議となる恐れのあるものについては協議しないと

いうことになっています。 

 それで、議会運営委員会での取り扱いは、その事前審議に当たるかどうかの議論なのですよ

ね。 

 ですから、当然予算、提出しようとしているものの予算説明は事前審議に当たるのですよ。

例えば、条例提案しようとするものの、事前に説明して、ご意見をもらおうというのは事前審
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議に当たりますのでこの辺の部分だけを注意すれば、よろしいのではないかなと思います。 

 今説明したのはそこの１番目と４番目のお話をさせていただきました。１番目の但し書き事

項の規定と、４番目の（2）の部分です。 

 ただ、基本的に審議がしやすくなるということで、話だけ受けるというのはこれ、場合によ

ってはあり得ると思います。情報量の多いものですとか、説明部分の長いものについては、良

い悪いというような評価を加えないで、説明だけ聞くということは、これは場合としてはあろ

うかなと思います。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。今局長から説明がございましたけれども、そのことを踏まえた

うえで、ご議論願いたいと思います。 

 ご意見のございます方、どうぞ。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、事前審査ということは、全員協議会ではできない。当然の

ことだと思う。 

だけど、事前説明はこの全員協議会で今までも何回もやっておる。そして、本会議に十分な

知識を得て、そういういろいろな説明を受けて、本会議でももちろん説明をするでしょうけれ

ども、事前にそういう説明を受けて、それをもって本会議で活発な議論をするというのが筋だ

と僕は思うのですよ。そのための全員協議会であるとすれば、後にやらないで先にやるのが当

たり前ではないのかなと。それが常識で、それであれば本会議で十分議論すればいいのだとい

うのであれば、この全員協議会はする必要がないというふうになるのですよ。 

 それでも何か、テーマが違う問題が出てきたのかなというふうに、それであれば、可決した

後に追加としてこういうふうなものが出てきましたのでというので、全員協議会を開いていた

だきたいというのであれば、私は趣旨として分かるのだけれども。 

 前もって分かっているものを、なぜ前にやらないで後にやるのですかというのが、単純な疑

問なのですけれどもね。その辺りなのです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他の委員の方。 

 どうですか。私の考え方は先ほど申し述べましたから、もう言いませんけれども。どうぞ、

ご意見ございましたら。 

 私は、議会として民生常任委員会が受けているっていうことは、議会が受けていることです

から、全体が受けていなくても、議会として民生常任委員会が受けているわけですから、そう

いう視点と、もう一つは事前協議の問題を含めて考えたときに、という意味のことを言ってお

りますけども、私はそういうやり方が正しいのではないかと。 

 全員協議会というのは、加藤委員が言われるように、理解、納得するという部分については

必要ですけれども、協議会という性格そのものの中身で言えばですね、これは決まったもので

はございませんので、拘束力、その他ないものでございますので。そういう視点で私は、民生

常任委員会が説明をきちっと受けたということは、議会が受けたことになるであろうというう
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えで、そういう判断をしているということでございますので、私はそういう考え方を持って話

をしているということですから、そこだけね。もういいですけど。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、このね、協議会の開催要請書の３にね、要請の理由という

のがあるのですよ。６月定例議会に、建設費の一部を予算経常するための事前説明で全員協議

会を招集してください、という要請ですね。ということは、この６月の議会に入れる前にこの、

補正されていますね。 

 それ、これとも私は臨時議会の上程するものと関係しているのではないのかなと。まるっき

り関係のないものだったらいいのですよ。この可決した後にやるのならいいのですが、やはり、

建設費の一部を予算経常するための事前説明ということになると、新たなものであれば別です

ね。新たなものだというふうに理解すればいいのですか。これとは関係のないもの。 

○委員長(大渕紀夫君) ありますよ。 

○委員(加藤正恭君) あるでしょう。 

○委員長(大渕紀夫君) それははっきりしています。 

 ただ、これは議会が言っていることではなくて、町がこういうことで協議会をやりたいと言

ってきているわけです。 

○委員(加藤正恭君) 分かります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。そういう視点で私は受け止めているだけ。 

○委員(加藤正恭君) いやいや。だから、このやっている、前にやるのが妥当、やるなと僕は

言っているのではないですよ。やるのはいいのですが、終わってから、可決した後にこれをや

るというのはいかがなものかと、こういうことなのですけどね。 

 そうであれば、これとは、関係ないと入ったらおかしいですが、バイオマスですから関係は

ありますが、この予算上の問題とは関係のない、新たな予算というふうに理解すれば、６月の

議会ですから。これから始まるわけですから、それは分かるのですが。 

 関係ないのであれば別ですけど、あるとすれば、当然予算を可決するか否決するかは別にし

ても、審議にあげる前に、我々としては全員協議会をさきにやってもらうのが妥当ではないの

かなと思うのですけれどもね。 

 その辺りは。内容、見ていないから分かりませんけれども。その辺りだけなのです。 

○委員長(大渕紀夫君) だから、例えばですよ、６月で否決されれば、それはできないことな

のですよ。例えば今回環境影響評価と、基本設計と。それ、予算がつくわけですよね。 

 それは民生常任委員会でも説明がございました。 

 ですから、それは本会議で当然本予算が否決されれば、できないことにはなるのだけれども。  

 ただそれは、関係ないかと言ったらやっぱり関係あるに決まっているではない。関係ないな

んてことにはなりませんよ。ならないと思いますよ、僕は。 

 はい、加藤委員。 
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○委員(加藤正恭君) 予算的なものと、この６月議会に上程するものと、今回のものとは別な

ものかなと。それであれば、これを可決した後に、６月に上程するものに対しての説明をする

のだと。こういうことであればいいのですけれども、恐らくこれにも関係してくるものであれ

ば、これを審議する前に、こういう事前説明は必要ではないのかなと。僕は単純にそう思うと

いうことだけでね。 

 だから、これを可決しておいてから、これにも関係するようなものが６月の議会に出てくる

とすれば、これを可決する前にやるのが常識ではないのかなと、僕は思うのです。６月に上程

する、しないに関わらずですね。 

○委員長(大渕紀夫君) だから、そういう意味で言えば、一般論的にも私はそうだと思います

よ。 

 ただ、私が言っているのは、議員協議会というものをどういうふうに捉えるかっていう、私

はその視点でものをしゃべっていますから、その方が分かりやすいと思います。 

 ただ、正式な議会としては民生で受けて協議をしているということなのですよ。受けている

のではなくて、我々が積極的にやったということなのです。その中で事実が明らかになってい

ると。 

 そういう中で今回、予算がつくと。それについて、町側が協議会を開きたいってきているわ

けです。我々ではなくて、我々が申し入れたものではございませんからね。町側がそう言って

きているのですよ。 

 ですから、私はただ、そのことについて、事実起きていることについて、その議会の運営上

どうなのかということで進めているっていうだけのことでございますからね。そういう意味な

のですよ。 

○委員(加藤正恭君) だから、委員長。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) それちょっと僕の質問、違うのですよ。 

 町長が出すのは構わないのですよ。我々もいいのです。別に全員協議会を受けないという、

こういう意味ではなくて、やるのであれば先にやってくださいというのが私の言っていること

なのです。 

○委員長(大渕紀夫君) 分かります、分かります。 

○委員(加藤正恭君) 後にやったのでは意味がなくなるのではないですか、ということを言っ

ているだけのことでね。 

○委員長(大渕紀夫君) だから、それが事前審査になるかどうかということなのですよ。私が

言っているのは。 

○委員(加藤正恭君) 全員協議会は事前審査にならないでしょう。事前説明でしょう、当然。

だから、それは問題ないですよ。説明ですから。 

○委員長(大渕紀夫君) いや、そうはならないと思う。 
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 だから、それでは民生常任委員会が、議論したというのは一体何なのかということになりま

すでしょう。議会として民生常任委員会はきちっとこの説明を受けているわけだから。 

 はい、どうぞ、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) それであれば、町長の方からこういう全員協議会を召集してくれという

ことが、おかしくなるのではないですか。民生常任委員会でやっているではないかと。今さら

ということにはならない。 

 だから、やることは、全員協議会をやってくれという要請は、これは何も私いやだと言って

いるわけではないのですよ。やるのだけれども、この前にやるのが当たり前ではないのですか

と。 

我々本会議で議論するにしても、知識として、よりね。より深く知識としてこの説明を受け

れば、より深いものが議論できるのではないかなと。私だけではなくて皆さんがね。僕はそう

思うものだから、それに固執するわけなのです。それだけのことなのです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、他の委員の方。私、自分の意見は言いましたけど、何度も。 

 はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) この全員協議会のその、開催の、何と言うのですかね。仕組みというの

は、大渕委員長の中身が正当というか、それが筋なのかなというふうに思うのですけれども、

協議会自体のその性質って、僕もこの、議員になって、いつもこう不思議に思っているのです

けれども。 

 やはり、説明を受けるだけで、そこで質疑したものが結局残らないわけですよね。というこ

とは、ただ説明を聞くだけと。核心に触れる部分は、議事録に残らないわけですから、一般質

問なり、本会議上で予算経常したときに質問するだとか。一般質問で自分が題材を取り上げる

とか。そういう形になっていきますよね。 

 そうなるときに、うまく言えないのですけど。加藤委員の言っていることも理解する点もあ

るのですけどね。 

 今回についてはですね、今回といったら悪いですけども、説明を受けてから、本来ならばこ

の補正予算をすべきなのでしょうけれども。 

 だから、町側としてもこれ、補正予算を 19 年度のものをね、あげなきゃいいのではないかと

いう話にはならないのかなっていう話になるのかなと。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、町の言うのはね、何回も言うように、全員協議会を開いて

説明をしたいというのですよ。 

 だから、その順序が違うのではないですかと、僕は言っているの。順序。先に全員協議会を

して、この説明をしてから、この審査に入ったら、本会議に入った方がいいのではないですか

っていうのが僕の意見で、これを可決した後にまた説明を受けるっていうのはちょっと、後先

逆ではないのですかっていうことを、僕は言っているのですよ。 
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○委員長(大渕紀夫君) はい、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) もちろん今回、臨時議会の予算と、それからこのね、協議会の説明が一

緒のものだったから、そういうことになると思うのですよね。 

 今までいろいろな全員協議会っていうのは、事前的にいろいろなこういうことで説明という

のを受けてきましたよね。 

 それで、たまたまこういうことがあって、私、こんなふうに考えたらおかしいかなと思った

のですが、委員長がおっしゃるように、今この補正に出てきている部分で、協議をしなきゃな

らないものが、事前にこれをやっちゃうと、事前審査ということにはちょっと、ちょっと引っ

かかる可能性がありますよね。 

 やっぱりそういう意味では、民生常任委員会で取り上げているのです。それで、その中で、

資料的なものも出ています。 

 それで、こういうふうに補正が出てきたときにね、やっぱり事前に全員協議会はありますけ

れども、やっぱり自分がこれを本当に納得して、賛否をやりたいということであれば、事前に

自分が勉強したり、調べて、その臨時議会で質問をしていったらいいのではないかっていうふ

うに、気がするのです。 

 だから、全体的な全部説明をね、もちろん受けてからの方が、全体的な説明をしてください

って言ってもいいのではないですか。だめなのですか、そういうの。議会が。臨時議会だから、

端的に科目、項目しかできないっていうことではないのではないですか。 

 自分が疑問な点、民生常任委員会で資料も出ていますので、まだ記録はね、まだ出ていない

ですけれども、資料は出ていますので、そうした中での議論はされていますのでね。そういっ

たものをあれしながらやっていくっていうことにはならないのかな。 

○委員長(大渕紀夫君) 加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、僕の言わんとするところは全然違うのですよ。 

 順序が違うということだけなのですよ。 

 だから、民生常任委員会でもちろんやってきた結果が出ています。それは我々も知っていま

すけれども。 

 その後にですね、この予算を可決した後にまた同じ問題でね、やるのだから、６月の定例会

に出すのですから、これと別な問題で出すのなら、新たな問題であればまた、バイオマスであ

ることは間違いないにしても、中身が違うよと。それの説明会であるよと、全員協議会であり

ますよというのならね、これと直接関係ないからいいのだけれども、恐らく関係あるのではな

いかなと思うものですから、これを審議する前に全員協議会で、６月の議会に出すものもある

でしょうし、これにも関係するものがあると。中身が分からないから、ここでああだこうだ言

っても始まらないのかもしれないけれども。僕はこれに関係するものもあるとすれば、より我々

としては知識を深めるためにも、この全員協議会での説明を、この臨時会で議論するときにも

参考になるなと思うから、後でやるのであれば先にやってもらった方がいいのではないかと。 
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 それは議運で、後先は議運で決められるわけですね。後先って決められるわけでしょう。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 今までね、いろいろな予算が経常されたときにね、やっぱりいろいろな

ことに関わる問題があったのですけど、それを全員協議会で出てきたことはないですよね。 

 ですから今回ね、これが出てきたときに、この議運でまずね、事前審査にならないかどうか

っていうことをきちっと議論してね、それで大丈夫だっていうこと、なるっていうことであれ

ば私は、今までだっていろいろなものが出てきて、全部事前に調べてやったりしているわけで

はない、自分で個々に勉強してきて、これはこうではないかとかって質問するわけですよね。

議場で。 

 だから、この議運では、これが事前審査になるかどうかっていうことであれば、議員協議会

はやらなくていいっていうふうにしてやるべきではないですか。 

○委員(加藤正恭君) そのとおり。だけど、内容が分からないのだもの。 

○委員(吉田和子君) だから、それはその中で自分が事前に勉強して、質問すればいいのでは

ないかと、私は思っているのです。 

 こうやって一緒に出てきたから、そういう議論になるけれども、例えば出てきてこれが、議

運でやることはね、先にやるっていうことは抵触するって、何か事前調査になるのではないか

っていう心配があるっていうことであれば、それが事前調査になるかどうかっていうことを議

論して、それであれば全員協議会は、今回は必要ないっていうふうにすればいいのではないか

と思うのですけど。先にやるやらないではなくて。 

 だってその前に、補正予算が出てくるたびにね、これはこういうことでって事前にいろいろ

な説明を受けていませんよね。私たちは。 

 出てきたらその時点で勉強をして、自分なりに疑問であればその疑問点を質問して、賛否や

っていますよね。 

 たまたま今回一緒に出てきたからこういう議論になっているのではないかと思うのですけど。 

 だから、疑問点なことはやっぱり、資料が全然ないわけではないですから、事前に勉強して

質問をしてどんどん聞いていけばいいのではないかなっていう気がするのです。 

 だから、この全員協議会、こういうことは事前審査になるのではないかっていう心配がある

のであれば、議運としては、全員協議会はやらなくていいよっていうことでやってもいいので

はないかっていうような気がするのですけどね。 

 やるかやらないかっていうことになると、それは私たちもやっていいかどうかっていうのは、

ただ私たちも思います。ちゃんと説明を聞いてから賛否はしたいというのは、同じ気持ちです。  

 ただ、全員協議会を、だから前にやるかどうかっていうことには、それはどうなのかってい

うことがある。それが合うかどうかっていうことだと思うのです、議論するのは。 

 それで合わないっていうことであれば、事前審査になるっていうことであれば、議運として、

事前のものになるということで、後にやるのはおかしいっていうことであれば、全員協議会は
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しませんっていうふうに、結論を出せばいいのではないかなっていう気がするのですけど。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、他の委員の方。 

 はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長(吉田正利君) この文書だけ見ると、やっぱりちょっと引っかかるのですよ。加藤

委員のおっしゃるような、６月議会に計上する予算計上の、要するに事前説明ということにな

ってくると、どうも数字的に引っかかる面があるのですが、一応今のような論議を踏まえて、

説明は受けるべきではないかと思うのです、私。 

 引っかかると言ったら引っかかるのですけれども、その段階で今言ったような事前審査に相

当するような内容であれば、また事前で、その時点で申し入れするなり、何らかの方法でやは

り、総体的に説明したいという意向だから、説明は受けるべきではないかと思います。いかが

でしょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) 加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、説明を受けるのはおかしいということで、私言っているの

ではないのですよ。分かりますね。 

 ですから、それであれば、このものを可決した後に全員協議会を開いて、６月に向かっての

バイオマスの説明をするということになったら、さっきの吉田委員が言うように、事前審査に

なっちゃうのですよ。理屈からいけば。 

 だから、事前審査ではなくて、事前説明だという認識で捉えれば、ここにも書いています。

事前説明ですというふうに書いていますからね。ですから、いいのです。事前説明ですからい

いのですが、たまたま今回の臨時会にもバイオマスの問題が出るものだから、これを可決した

後にこの説明をするよりも、前にやってもらった方が、これを審議する場合にも参考になるの

ではないかなというのが、私の単純な意見なのですよ。それだけなのですよ。 

○委員長(大渕紀夫君) だから、町が言っているのはこういうふうに言っているのですよ。説

明し、質疑・意見調整って書いているのです。ですから、これはできないということなのです。

はっきりしているのですよ。事前協議はだめなのですから。説明し、質疑・意見調整って、町

側の文書には書いています。この黒丸のところにあるわけだから。 

 だから、そういう形では受けられないのですよ。全員協議会はね。それははっきりしている

のです。 

 だから、そういう中で、説明のしっぱなしで本会議に臨むと。全員協議会を事前にやってね。

そうすると、これからそういう問題が出たときに、これ全部そうやってやらなきゃだめになっ

ていくからね。 

 だから、私はそういうことでは、議員協議会と議会運営をどうするかっていう視点で、私は

議論をしていただきたいっていうのはそういう意味なのです。 

 ですから、望むべくあれば、もしあれば、それは加藤委員が言われたのが一番分かりやすく

なりますでしょ。それはもう、はっきりしているのですよ。 
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 ただ、そのことが議会運営上どうなのかっていう辺りをきちっとしてやらないと、議会側も

まずくなってしまうよと。事前審議。これね、質疑はそのときに聞けないのかっていうことに

なる。それ、協議会で説明だけ聞いて、同じ説明をまた本会議で聞いて、そこで質疑するとい

うことになりますからね、これ。当然。協議会で質疑はできませんから。 

 ですから、全員協議会と議会運営上の問題を、きちっと整理しなくちゃいけないっていうの

は、私はそういうことを言っているのですよ。そこのところだけ、それこそ加藤委員が言われ

ているように、私はそこのところはね、きっちりしておきたいと。 

そこがはっきり理論的になれば、いいですよっていうことになれば、それはそれで構いませ

んけれども。全員協議会をやるっていうことは、同じ説明をまた議案説明で行われるっていう

ことなのです。法律的に言えば。議事録も何もないわけですから。全くこれ議員の、悪い言葉

で言うとお茶飲み話って言われているのが議員協議会ですから。そういう認識になれば、ちょ

っと面倒なところがあるなっていうふうに、私は思っていますので、これは本会議が終わって

からやった方がいいのではないかっていうのは、そういう意味なのです。そこだけなのです。

私もあるのは。 

 そこが皆さんと一致できれば、それは事前にやるのは何も構わないと思います。ただ、そう

いうふうになりますという、なるからね。そういうふうに。間違いなく。 

 ですからそこは、それでいいのかなって、私はちょっとまずいのではないかなって、思って

いるものですからね。 

 はい、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 今言いましたけど、これからまたいろいろなものが出てきたときにね、

この件については、やっぱりなかなか理解できないで前もって説明してもらわないと困るとか

っていうことがね、一回こういう例を作っちゃうと、なると思うのですね。 

 それで、たまたま民生常任委員会でも言っていましたけれども、やっぱり全議員に、今後の

計画として大きく関わることなので、全議員さんにも一回説明はしたいっていうのは言ってい

たのです。 

 ただ、たまたま予算が出てきた日にこういうふうになっちゃったので、問題があるのですけ

ど、加藤委員がおっしゃるような、こういうことで事前説明しないとなかなか理解できないっ

ていうふうになっちゃうと、これから今後いろいろな補正が出てきたときには、ここはなかな

か理解できないから、事前にやってくださいっていうことになってこないかどうかっていうの

がちょっと。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、私はね、全員協議会っていうのは今まで何十回もやってき

ているのですよ。今回初めて全員協議会をやるわけではないのです。テーマ、テーマによって

ね、やったりやらなかったりしているのですよ。 

 ですから、必ず本会議なり臨時会の前に全員協議会をやりなさいって、私は言っているので
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はないのです。非常に説明をしなければ分からないと、議員さんがね、十分本会議ではなかな

か質問しても、突然ぽんと出しても分からないから、前もって勉強してもらうための説明会を

開きますというのが全員協議会だと、私は認識しているのですよ。 

 だから、みんな議事録もとらないし、そういうことはみんな十分認識していると思うから、

質問はありますかって言ってもね、あるのですけれどもそれは本会議でやろうといってね、ほ

とんど皆さんは聞き流しにしているのですよ。今までそういうふうにしてきて、家へ帰ってか

らまたそれなりに、自分なりにね、勉強して、本会議に臨むと。こういうのが今までの例なの

ですよ。 

 今度、通年議会になりましてもね、全員協議会は恐らく開かれますよ。あります、当然。と

いうのは、よりこの問題について、より深く議員さんに知ってもらいたいと。町の理事者の考

え方を知ってもらいたいっていうことの、そういう会合は何回もあると思うのですよ。 

 本会議があるから、その前に全員協議会、そういう意味で私は言っているのではなくて、今

回の場合は、何回も言うようにこれを可決した後に同じような問題での全員協議会をやるので

あれば、全くこれの問題とこっちの問題が関係ないのなら構わないのですよ。 

 ですけれども、バイオマスということで関係があるとすれば、できうれば我々とすれば、こ

の臨時会に上程されている問題についても、どうせその後に、この終わった後に全員協議会を

やるのであれば、スケジュール的に前の方にやってもらったら、よりこの問題ね、臨時会に上

程されるものについてもより深く認識を深められるのではないですかというのが私の趣旨なの

です。言っている趣旨は。 

 ですから、全員協議会がおかしいどうのこうのと、そんな意味ではないということだけご理

解いただきたいと思う。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) そうであればね、こういうふうに受け止めて。今まで予算補正とかに載

った場合も、１週間前とか１カ月前とかに事前にこういう全員協議会とかって、ありましたよ

ね。 

 それと同じように考えて、たまたま同じ日だったけれども、事前に説明を受けましょうって

単純にそういうふうに決めたのであれば、私はそれでいいのかなって反対に思うのですよ。 

 ただこれがね、同じ日だから、今協議しているのはね、事前審査になるかどうかっていう話

になってきたから、何かその辺でちょっと私はきちっと、何というのかな、慎重にやらなきゃ

いけないのかなって、ちょっと思ったのです。 

 今までの例を考えると、補正とかそういう組まれる以前に、かなり前に、全員協議会とか委

員会協議会で説明がありますよね。こういったことが出てくると思いますっていうことで。や

っぱりそのときは受けていたのですよね。協議会としては。たまたまこれ同じ日なので、それ

をどうするかということで、今までと同じように全員協議会として受けるのであれば、本当は

前の方がいいっていう感じがするのですよ。単純にね。 
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 だから、これを賛否を問うために、問うための説明ではないのだというふうに捉えて、ただ

この事業がすごく大きなことで、全議員に関わることだし、町の将来の大きなものもかかって

いるということで、全員に説明したいと言っていましたから、そういった部分では説明を請け

るということで、今までの全員協議会と同じように受け止めてやるのであれば、先の方がいい

のかなっていうふうに。 

 本当変わっちゃいますけど、ただ、何か慎重にしないと事前審査ということとこういうこと

が重なってくると、ちょっと難しいのかなって思ったのですけど。その辺はどうするのか。 

○委員長(大渕紀夫君) 同じ日に協議会をやって、説明を受けて、それをね、再度本会議で説

明を受けて、賛否を問うっていうのは、私はやっぱり違うと思うのですよ。 

 これが前の日とかね、明日やって 24 日っていうのならね、それはまだ話は違いますけどね、

当日ね、そういう形でね、議会をやったら、一体議会って何なのだってならないですかね。 

 加藤委員の言っている意味はよく分かりますよ。もうぜんぜん僕分からないって言っていな

い。ただ、議会運営上やっぱりそういうことっていうのは、僕はね、例えば９時半に来て全員

協議会をやって、これから議決する中身を説明を受けて、本会議で再度説明を受けて、そして

賛否をとるってなったらね。これはやっぱり、議会として考えたときいかがでしょうかね。私

は・・・。 

 はい、委員外議員。玉井昭一議員、どうぞ。発言を許します。 

○委員外議員(玉井昭一君) あくまでもこれね、もちろん加藤委員の言うことも、委員長の言

うことも、吉田委員の言うことも、みんな把握しての話なのだけども、皆さんが言っているこ

とは正しいと思うのですよ。 

 ただこれね、はっきりしているのは、2,400 何万円、これは設計費なのですよね。設計費と、

今協議しようとするのは建設費なのですよ。これはやっぱりね、別なものだと、これ考えてい

るのです、はっきり。だから、事前説明ではないのですよ、これ。建設費のための協議ですか

ら、これ。 

 今言っているのは、設計費です。設計費も、あくまでも国庫支出金が２分の１ですよという

ことは、2,456 万 4,000 円の半分は補助してくれるのですよと、設計費を。 

 そういうことだから、建設費の説明はあくまでも別個なものです。そういうことを。 

○委員(加藤正恭君) 分かった。中身は違うのだな。分かった。 

○委員長(大渕紀夫君) 山本委員。 

○委員(山本浩平君) 今、玉井議員のお話なのですけれども、私はね、設計費っていうのは建

設費の一部だと思いますよ。しかも 2,400 万円って小さいかと言ったらぜんぜん小さくない、

大きいですよ。 

 だから、ちょっとそれは今の玉井議員のおっしゃったことは、僕はちょっと理解できないで

す。建設費の一部、あくまでも設計料っていうのは建設費の中に含まれるものというふうに私

は認識しております。 
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○委員外議員(玉井昭一君) もちろんそうだ。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) 先ほどちょっと、言葉足らずで申し訳ないですけれども、僕は全員協議

会自体は肯定している立場ではないですから。ですから僕はやっぱり、今回その前にやるって

いうルールは分かるのですけれども、やはり臨時会で説明されて、もう一回そのことを前に聞

くっていう話にはならないと思うのですね。 

 だから、僕は逆に、先ほどから受けるっていうことで、その前っていう話ですけれど、僕は

変な話ですけど全員協議会自体受ける必要はないのではないかという考え方なのです。 

 ましてや、通年議会になったらですね、当然全員協議会という中身はですね、変えていかな

くちゃいけないかなというふうに思っていますので。ちょっと議論とあちこち行くかもしれま

せんけれども、私はそういう考え方です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、いろいろ混乱させて申し訳ない。 

 それでね、結局ね、今回の臨時会に出す議案と、それから６月の定例会に出す議案とは別な

問題だというふうに、私自身理解すれば、これはこれで終わり。それから、終わった後に６月

の議会の定例会に対しての建設費の一部の説明をしたいのだと。事前説明をしたいのだという

ふうに、単純にとってね、それでいいと思います。 

 ですから、私の今までの、時間はとらせましたけど、発言はカット。カットと言ったらおか

しいが、訂正。分かりました。理解しましたのでね、そのとおりやっていただいていいと思い

ます。 

 ただ、全員協議会は、恐らく通年議会になってもですね、これはやるべきだと思います。こ

れは事前審査にならないことを十分頭に置いてね、事前説明会というのは当然僕は必要だと思

うのでね、これは熊谷委員のような極端なことにはならないと思うので。それはそれでいいと

思うのですけれども。 

 そういうふうにして、進めていただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 今加藤委員も言われましたように、町側が 14 億円の予算ですので、

説明をしたいと言っていることは事実なのです、これ。さっき吉田委員長が言われましたけど

ね、民生常任委員会でもそう言われているのですよ。ですから、町側は説明したいと言ってい

るのです。 

 ただ、このときのその問題がございましたので、こういうふうになりましたけどね。十分協

議して、加藤委員もね、ちょっとあれですけど、ご理解願ったということで、臨時議会が終わ

ってから協議会を受けるということで、よろしゅうございますか。 

○委員(加藤正恭君) はい。分かりました。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。いいですよ、山本委員、どうぞ。 

○委員(山本浩平君) それで結構だと思います。結構なのですけども、そういう町がね、側で
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そういう思いがあるのであればね、本当に前もってですね、同じ日ではなくて、これ協議会を

開くべきだというふうに私はやっぱり思うのですね。14 億円の予算ということで、町の持ち出

しがどれぐらいになるのかっていうのも説明があると思うのですけども。間違いなく、他ので

すよ。他の政策や予算に、影響がないかといったらこれ、現実あるわけですよ。現実あるわけ

ですね。港湾のことで言えば。 

 そのことが理由かどうかわからないけども、共用開始に多少は影響、第３商港区ですね。な

いわけではないというふうにも、私は一部何か小耳にはさんでいる部分もありますのでですね、

こういったような重要なことであればね、同じ日でやるのではなくて、もう前もってですね、

議員に説明をすべきことであると思います。 

 議会、議運上のルールや議運の委員長のお話もよく分かりましたので、僕も今のお話、加藤

委員から出たときに、どっちもどっちだなというふうに、思っていました。お話を伺ってです

ね。 

 ですから、そういう意味合いで、こういったことに関してはもうちょっとですね、町側も配

慮していただきたいなと、こういうふうに考えます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、分かりました。 

 それでは、２本の協議会を 24 日の日受けるということで、よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それではそのようにいたしたいと思います。 

 はい。それでは、５番目、議会運営委員長報告についてというので、事務局から説明を願い

ます。 

○事務局長(上坊寺博之君) ３月議会から、議会運営委員会の審議事項につきましては、会期

日程を決める前に委員長報告をしております。今回臨時会も同様に、議案件数と審議課程をご

報告したいということで、今お配りさせていただいています。 

○委員長(大渕紀夫君) 今日決まることを、想定して作っておりますので、その旨だけご理解

願えればと思います。 

 ルール的にはまったく同じ中身で作っておりますので、同じですから。はい。 

 よろしゅうございますね、このことについてはね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは続きまして、その他の２番目の会議案についてという

ことで、各議員のところに配布されておりますので、事務局から説明を願います。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい。前回 16 日の議会運営委員会で、定数削減に伴いますそれ

ぞれの対策について、ほぼ決めていただきましたので、６月定例会に向けて、会議案２件。前

回のときに案を示してくださいということでございましたので、今日提出させていただいたと

ころであります。 

 まず、会議案の第２号でございますが、これにつきましては白老町議会の議員の定数を定め
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る条例の一部を改正する条例であります。 

 本文、会２－２を開いていただきたいと思います。 

 一応定数、本則中に 20 人って載ってございますが、これを 16 人に改めるというものであり

ます。 

 それで附則ですが、この条例は、平成 19 年７月１日以後初めてその期日が告示される一般選

挙から施行するということで、11 月 8 日の改選に合わせて投票されます議会から適用するので

すよということでございます。 

 議案説明ですが、議案説明、読んだ方がいいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、ちょっと読んでください。 

○事務局長(上坊寺博之君) 議案説明。委員長が説明しますけど、一応読まさせていただきま

す。 

 白老町議会の議員定数は、第２次議会改革（平成 14 年度～平成 18 年度）の実施計画におい

て「将来的な課題として、町民参加の中で定数のあり方を検討する必要がある。」とし、議会改

革の推進と平行して議論してきた。 

 そのため、昨年の 10 月に町内７箇所において議会報告会を実施し、町民から議員定数に関す

る意見を聞いたところである。 

 議員定数の見直しにあたっては、議会および議員の果たす役割を明確にし、十分な議会活動

を果たしていくために議員定数はどうあるべきか等々について慎重な議論を重ね、本年１月臨

時会の議会運営委員会報告のとおり「定数 16 人」と決定したものであり、議員任期満了に伴う

次期の一般選挙から適用するものとして条例の一部改正を行うものである。 

 また、議員定数を削減するにあたり、今後の議会運営において次の制度確立を図りつつ、議

会機能の強化を図っていくものとする。 

 （１）通年議会の実施に向けた試行、（２）常任委員会の見直し及び複数の委員会所属の実施、

（３）議会報告会・懇談会など議会広報・広聴の機能強化と実施、（４）白老町自治基本条例第

16 条による政策研究会の設置と、一応４項目を報告したいということでございます。 

○委員長(大渕紀夫君) 続けて説明していいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) 続けて、会議案第３号です。これは、委員会条例の変更でござい

ます。 

 議案説明の方ですね。ちょっと、本文ではいきません。失礼しました。本文ちょっと戻って

ください。会３－３に戻っていただきたいと思います。 

 附則事項です。この条例は、交付の日から施行するということで、第 15 条、第 16 条その上

の委員会の原則公開。それと秘密会。それと、膨張の取り扱い。これについては交付の日から

施行したいと。 
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ですから、６月議会議決して、10 日ぐらいで交付されますので、その日から。だから、次期

各委員会から適用するということにしたいと思います。 

ただし、第２条から第５条までの規定、これは常任委員会の規定です。それから、４年任期

にするものでございますが、第２条から第５条までの規定は、平成 19 年７月１日以後初めてそ

の期日が告示される一般選挙からにより選出された白老町議会議員の任期の起算日から施行す

るということで、新たな議会からということにしたいと思っております。 

 続きまして、議案説明です。議案説明、ちょっとお読みいたします。 

 白老町議会は、次期改選期において議員定数を４名削減することに決定したが、議員数が削

減することに伴い議会機能の更なる強化を図る必要がある。昨年 12 月可決成立した白老町自治

基本条例の規定においても、議会の役割と責務において、第 15 条第３項では、「議会は、情報

共有と住民参加を図るとともに、不断の議会改革の推進に努めます。」と規定した。このことか

ら、常任委員会の組織及び役割を見直し、議会の広報・広聴機能について常任委員会により充

実強化を図ることとし、併せて常任委員会の複数所属を可能とした。 

 また、従来から常任委員会及び議会運営委員の任期は２年間としていたが、委員会活動の更

なる活性化及び専門性をより高めるため、委員任期を議員在任期間の４年に改め、次期改選期

後から適用するため条例の一部改正を行うものである。 

 併せて、白老町実基本条例第 16 条により議会の会議は原則公開としたことから、現在委員会

の会議は委員長の許可制の規定となっており、原則公開に改めるものであると。 

 新旧対照でございますが、まず第２条の（１）総務文教常任委員会、名称は変わりございま

せん。行財政対策室ができまして、これは課の設置条例の並びに直すということで３課、アン

ダーラインを引いているところを直します。 

 次。次のページですね。（２）民生常任委員会は無くなります。 

（３）を（２）に改めまして、産業厚生常任委員会、８名構成。さっき失礼しました。総務も

８名、総務は変わりなしですね。産建が８名体制になります。 

 それで、従来の民生に所属していた、町民課、生活環境課、健康福祉課、寿幸園は健康福祉

課に取り込められましたので、無くなります。それと、従来の産業経済課、建設課と水産港湾

課をずらします。これは先ほど言った課の設置条例に合わせるものです。を、追加しアを直し

ます。 

 イですが、病院の所管に関する事項。これは民生から来たものです。従来のイをウに直しま

す。農業委員会でございます。 

 それと（３）広報・広聴常任委員会、15 名という規定でございます。ア、イ、ウを改めて追

加するものでございます。 

 続きまして、第３条の常任委員会の任期。従来２年間で 12 月定例会、会期第２日目までとし

てございましたが、これは４年にするために、任期規定はいらないということで、第３条はす

べて削ります。 
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 第４条ですが、第３条を削りましたので、繰り上がって第３条にしまして、任期規定３号の

規定を削除するということです。 

 第５条は、繰り上がって第４条になります。 

 次のページです。第６条の規定ですが、繰り上がってこれも第５条になります。３項の任期

規定は、同じく必要が無くなりますので、削除いたします。 

 第７条から第 15 条までは、１条繰り上がってそれぞれ６条から 14 条までにするものです。 

 16 条を 15 条に改めまして、会議公開の原則及び秘密会の規定に直します。第 15 条、委員会

の会議は、これを公開する。ただし、委員長又は委員の発議により、出席委員の３分の２以上

の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。秘密会は例外規定になっております。 

 ２項、前条ただし書きの発議については、討論を用いないでその可否を決する。これを、第

15 条に直します。 

 第 17 条を第 16 条に直して、傍聴の取扱いにいたします。第 16 条、委員長は、会議の秩序を

保持するため必要があるとみとめるときは、傍聴人の退場を命じることができる。 

 ２項、前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。議

長に委任規定でございます。 

 それで、最後までの文章は、第３条が無くなりましたので１条づつ詰めるというものであり

ます。以上であります。 

 今これ、総務課の方に中身、条例文の中身の審査を出しておりますので、ちょっと変わるか

もしれません。それだけちょっと、承諾してください。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。条例関係はね、総務課の担当の方で見ますので。 

 この件につきまして、各会派に持ち帰って、もしご意見あればですね、11 日議会運営委員会

がございますので、その中で言っていただければと思います。 

 今ここで議論、特別することはありますか。ありませんか。 

 はい。委員外議員、西田議員。 

○委員外議員(西田祐子君) 15 条のところで、今度から議会は、委員長の許可を得ずにこれを

公開するっていうふうに書いていますけども、そうしましたら今度、委員会とかを始めるとき

に、傍聴を許可することに異議はありませんかというのは無くなるということなのでしょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) そうです。はい、そのとおりです。そういうふうになります。今後は

開会宣言するだけで会議は開けると、こういうことになりますから。そのとおりです。 

 はい、他。なければ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) はい。それではそのようにいたしたいと思います。 

 その他。他の議員の方、その他何かありますか。 

 はい、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) ６月に今改革の条例が全部出されるのですけれども、議員定数の議会報
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告会で、議会改革の報告をしましたよね。そのときに、議員定数のことについて、皆さんから

意見をいろいろいただきましたよね。議会が出て行って７箇所でやったって、ここにあります

けれども、そのね、ことが 16 名って決まったわけですよね。 

 ですから、今後ね、聞きっぱなしではなくてその報告っていう意味でね、広報か何かで特集

としてその定数はこうなりましたと。それで条例で６月に決まりましたとかって何かね、町民

の方々に…。 

○委員(加藤正恭君) 広報でやります。 

○委員(吉田和子君) やるのですか。広報でやってほしい、特集か何かで。 

○委員長(大渕紀夫君) 吉田委員。ただ今の発言で、議会広報特別委員会で何か取り組むそう

でございますので、よろしゅうございますか。 

○委員(吉田和子君) はい。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他、ありますか。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、この間の委員会で、根本委員から提案されたことで、次の

日に議長会があると。それを議長の方から、どういうふうになったかですね、経過をお知らせ

願えればと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。最後に、議長会の報告をすることで、とってありますので、た

だ今から議長に報告を願いたいと思います。 

 議長、どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) はい。５月 17 日に、19 年度の第１回管内議長会の定期総会がござい

まして、議長会の動き等について、報告あるいは審議事項等議論してきたわけでございますが、

特にですね、会の報告から始まって、いろいろたくさん報告があったのですが、ここに資料も

ございますので、この点については後から皆さん、いつでも見られるようにしておきますので、

ぜひその内容は詳しく見ていただきたいなという具合に思います。 

 それで、北海道の町村議長会の定期総会が、全道の定期総会がございますが、そのときに毎

年ですね、各町村から議長会に各管内の懸案事項の課題を提出し、全体で取り組むというよう

な、そういうのがございます。 

 たまたま今回管内では、白老町が当たりましてですね、白老町から課題提出するということ

で決まりました。この内容につきましては、私どもとして考えて、課題の項目は「自治体病院

の存続と医師・看護師の確保について」ということで、全道議長会の定期総会で、地域の課題

として提案して、提出しているという形になっております。 

 特に白老、管内のどこの自治体でも病院の問題についてはかなり課題を抱えていますので、

普通の意見書みたいな形でですね、提出というような形になりますけど、私が会議で、総会で

提案すると。管内の課題としてですね。これは東西７町村ですか。７町村で、一応共通の認識

でこれを提出するという形になりました。そういうことでございます。 
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 それから、例の特に関係あります、加藤委員から出ました、後期高齢者の関係の件なのです

が、この５月の 23 日に町村議長会の理事会がございまして、そのときにこの問題について、全

道議長会として、考え方をまとめたいということです。 

 ちなみにですね、皆さんご承知のとおり、全道市長会、全道市議会議長会、８名、８名。そ

れと、町村会８名、町村議会議長会からも８名ということで、４×８、32 名の議会なのですけ

ども、たまたまその中で、この制度自体に関わり合ってきていた４つのうち３つまではこうい

う後期高齢者のね、関係についての議会を作るということで関わり合ってきたそうなのですけ

れども、たまたま町村議長会だけが関わり合っていないということで、たまたま上の方の３つ

の方は、全道各管内のグループ分けしてですね、だいたい各４つくらいに分けて２名ずつです

ね、出すというような形でやっているようです。 

 それで、たまたま町村会の方では胆振・日高・渡島・桧山ですね。この中で２名出すという

ことで、一応栗山の町長さんと渡島の方の首長さん。これがたまたまこの制度に関わり合って

きていた人が、横滑りでその議会の議員になるという形です。 

 それで、事務局に確認したら、町村議長会の場合は、胆振・日高・渡島・桧山ですね。この

中で２名くらいを団体推薦したいというような、そういう意向なのですが、これはあくまでも

23 日の中で決まるということで、この件について、たまたま白老でもそういう話があったもの

ですから、事前にこの件について、うちらで立候補制度について、してはどうかというような

話がありましたということで、私の方からこの議題については提案したのです。 

 そうしたら、他の町村は、全くそれは考えていないで、議長会である程度の方向は出てくる

だろうというような認識でいたようでですね、それは出なかったということで、最終的にはで

すね、議長会の理事会での意向でいったらどうかというような形で、話し合ってきました。 

 ただですね、小耳にはさんだところでは、やはりそういうことで、例えば今言った胆振・日

高・渡島・桧山。そういう中で、必ず確保しているところを４つに割ってくるわけですから、

２名くらいこう、この４つの管内で２名くらいの割り当てを団体推薦をやるにしても、くるの

ではないかということで、白老さんがそういっているのなら、もし２名になったらね、胆振支

庁で例えば出せといったら、白老辺りで出してもらった方がいいのではないかみたいな、そう

いう話は小耳にはさみましたけど、一応私どもとして、皆さんと相談してですね、議長会の 23

日の理事会で方向が決まったらそれに従おうではないかという形に、最終的にそういう話し合

いできました。 

 ただその中でですね、これまだ、もしどこかで決まった場合に、管内で決まった場合に、ど

こどこの議員さんが、議員さんが出るのか、議長会の議長が出て行くのか。担当の常任委員長

が出て行くのか。その辺は全くちょっと、今のところはね、そこまで話は詰めておりません。 

 だから、それもし管内で２名のうち胆振支庁管内で出せと言われれば、そのときに改めてね、

７つの町で議論しなきゃだめだ、誰を今度出すかということね。どこの誰を出すかということ

について改めて、そういう形になろうかと思いますけど、そのときは、23 日の結果を見ないと
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ちょっと分からないなという形で、そんなような話できましたので、ご報告させていただきま

す。 

○委員(加藤正恭君) 立候補制はとられないということですね。要はね。割り当てになるとい

うことでしょう。結論は。 

○議長(堀部登志雄君) 立候補は考えていないで、何かそういう各支庁で、北海道を 4 つに分

けてね、均等に出してこう。たまたま、裏を返して考えますと、町村会でですね、栗山と渡島

の方から出ているから、今度逆に議長会になると今度、胆振とかそのね、桧山とか胆振・日高

とかってそういう形で、誰にしても固まらないような形では調整するようですけどね。 

○委員(加藤正恭君) 制度的には立候補というものをとれるようにはなっていたけれども、た

だそれは制度的になっているだけであって、実際は割り当てになりますよと、こういう結論で

すね。どこになるかは別にしてね。 

○議長(堀部登志雄君) そういうことですので一つ、ご理解をいただきたいなと。 

 もし胆振管内で出せといったら、何だか白老の方にすぐ何か、他の方であまり立候補制度な

んか考えていなかったようなのだよね。良かったのか悪かったのか、その辺はあれですけど。

そういうことです。 

 それとですね、あと関連があるのは、議長会の役員が今回改選になったのです。 

それで、たまたまですね、今回の役員会につきましてはですね、平成 19 年の５月 17 日現在

の任期がですね、17 日から４年間ということなのですが、会長にはですね、豊浦町の中田議長

さんが会長と。副会長に私が選任されました。それから、幹事につきましては安平町の泉田議

長。それから洞爺湖町の篠原議長ということです。 

 それでこの、会長・副会長の中でですね、あと大きな役職というのですか、３つの大きな役

があるのですけど、全道議長会の理事になるのが、会長が理事になるということです。 

それから、北海道市町村職員退職手当組合議会議員っていうのが、副会長がなるということ

で私がそれに、組合の議会議員になりました。 

それから、公務災害補償組合議会議員ということで、これは会長がなるということで、これ

は中田会長がなります。 

 今まではずっと幹事だったのですが、今度副会長になったということで、この３つのうちの

１つが、私が担当するという形になりました。これにはいろいろと、今まで会長を決めるには

経緯がありまして、東部でやったら次は西部と。その次西部で朝倉さんがやって、その後今度

こっちの渡辺さんがやってと、こういう形だったのですけど、そうしたら真ん中の白老はとい

ったらいつもその、幹事ということで。そうしたら今回はですね、いつまで経ったってこれ、

白老はどこも当たらないのではないかと、こういうことになっちゃってですね、今回それでは、

会長と副会長、今まで東部だったですから今度は西部の方へいって、中田議長と白老町さんで

いろいろ話し合ってくださいと言われたのですけども、私もこの 10 月までの任期ですし、改選

ですしね。中田議長というのは我々の先輩の何回やっている議長さんなものですから、会長は
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豊浦町の議会の議長さんということで、たまたま豊浦も来年の 10 月がまた選挙改選ですから、

その後のことは分かりませんが、そういう形になりました。 

 それで、過去には白老町でやっているのはですね、古俣さんが昭和 39 年に町村会の会長をや

っていると。それ以降はもう、全部もう東部・西部・東部・西部でですね、一切。 

 それで、たまたまですね、今度真ん中の白老で一番やっぱり大きいところなのですけど、両

方見たのですけどね、たまたま今回白老さん、それではいつまで経ったってないのではないか

っていうような話でこういう形になったということで。 

 行司役の扱いで、絶えず両方でやって、真ん中で幹事をやるという経緯がございます。 

 そういうことで、そういう形になりました。 

 あと、町村議会の研修会のことについて、局長の方から。 

○事務局長(上坊寺博之君) それでは、私の方から何点か決まった事項がありますのでね、ご

連絡申し上げたいと思います。 

 管内の議員研修会。昨年は壮瞥でやったのですけど、今年は東部になります。むかわ町で 10

月９日。ちょっと、選挙前ですけど。 

 あともう、日程的には７月３日。全道の議員研修会。札幌コンベンションセンターで行う部

分なのですが、講師が決まりまして、さわやか福祉財団、堀田勉さん。 

 あと、もう１人はですね、学者の方で大森渉さん。東京大学名誉教授だったかな。演題は２

人とも未定です。 

 あと、まだ正式には連絡を受けていませんが、局長の打ち合わせの中で、パークゴルフ、安

平なのですけど、７月31 日辺りがいいのではないかという動きになっています。これも見込み

ですけど、予定をしておいていただきたいと思います。7 月 31 日。 

 多分そこに決まるのではないかと思いますけど。去年もだいたいその辺なのですよね。 

 今だいたい決まっているのはそんなところです。 

 管内のむかわでやる研修会は、日銀の支店長を中心に検討するというような話をされていま

したけど、決定ではないです。そんなところでしたね。 

 だいたいそんなところで、ちょっとまだ確定していないものもありますけど、見込みを立て

ておいていただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 今、議長から胆振の議長会のお話がございましたけど、何か聞きたい

ことがありましたら、どうぞ。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、今議長からいろいろ話を聞いたのですが、初めてね、議長

会の報告を、私ども初めて聞きました。 

 やはりね、年に何回かあるのですから、何かを通じてですね、議長会でこれこれしかじかの

ことがありましたと。そういう報告をする場所があってしかるべきだと思うのですよ。 

 今まで歴代の議長さんで議長会の報告を聞いたのは、私初めてでございましてね。別に議題
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がなくても何かやっぱり報告を、こういう議運の席とか何かにもですね、これから努めてやる

ようにしていただきたいと、要望だけしておきます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、議長。 

○議長(堀部登志雄君) 今加藤委員から全く指摘、ご意見のとおりでございまして、かなりや

っぱり議長会の協議事項もこれだけいろいろとございますのでですね、特に市町村の予算等含

めて、議長会の動き等についてはやっぱり皆さんに、ぜひ報告をして、今後いきたいなという

具合に思います。 

 ぜひ、何かございましたらですね、ここに議事録もきちっと、議事録というか議案書もあり

ますので、一つ見ていただければなという具合に思います。一つよろしくお願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他。 

 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) はい。それでは、本日の議会運営委員会は以上で閉会といたします。

ご苦労様でございました。 

（午前１１時３８分） 

 


