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平成１９年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１９年 ７月 １０日（火） 

  開 会   午前 ９時５９分 

  閉 会   午前１１時５２分 

 

○議事日程  

 調査事項  

特別委員会の設置について（白老町の財政健全化に関する調査） 
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 委   員  熊 谷 雅 史 君         委   員  山 本 浩 平 君 
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 委員外議員  根 本 道 明 君         委員外議員  玉 井 昭 一 君 
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◎開催の宣言 
○委員長（大渕紀夫君） ただ今から議会運営委員会を開会いたしたいと思います。 

  

◎調査事項 
○委員長（大渕紀夫君） 早速、本日の調査事項に入りたいと思いますけれども、前回の議会運営委員会

で議論をいたしましたように、特別委員会の設置について、白老町の財政健全化に対する特別委員会をつ

くってはどうかということが議論され、各会派に持ち帰り検討するということになっております。いろい

ろな状況、情勢もございますけれども、各会派での取りまとめの議論を今日は出し合って、どういうふう

な結論にするかというところまで行きたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、各会派の、特別委員会設置についてのご意見をお聞かせ願いたいと思います。はい、新風、

吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） いろいろと経過の検討を行いました。ついては、現在議会運営委員会におい

て特別委員会の設置を検討をするというお話でございますけれども、現在、総務文教委員会で調査継続中

の財政特別対策についての調査期間でもあり、総務文教委員会の財政対策の調査事項の内容を優先して見

守るべきではないかという判断に達しております。 

もう一つは、総務文教委員会委員長並びに委員会の了解を事前にとる必要があるのではないのかと。こ

れは総務文教委員会の委員長見解並びに各委員の、現在了解をまだとっていない段階でもって、これをス

ムーズにこの問題に対処するということを考えたときには、第一段階、この手続をとることが必要ではな

いのかなという考えでございます。 

また、総務文教常任委員会の財務対策についての目的と、現在私どもが行おうとしている議会特別委員

会での目的について、何か相違点があるのかどうか、これについて内部的にもう少し分析する必要がある

のではないかという見解でございます。 

それと、もう一つは対外部に対しても、町民対策に関連いたしましても、現状の推移からいたしまして、

総務文教常任委員会で行ってきている財務に対する調査事項、その他の経緯をいろんな観点から判断して

も、タイミングのはずれについては異常ないという判断でよろしいのではないかというような見解でござ

います。結論から言いまして、当面この調査事項については、総務文教常任委員会の調査事項の推移を見

守りながら、経過判断したいという見解でございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。新政クラブ熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブです。新政クラブは、端的に言いまして、特別委員会の設置は必要が

ないだろうという見解に達しました。 

 内容等々につきましては、新風の会派と似ております。特別委員会としての調査事項としては、総務文

教常任委員会でやられている中身とどういう違いが出てくるのか、その点に、非常に我が会派も見出せな

いなと言うことで、特別委員会としてはなじまないと。  

 前回のように、委員外議員でご参集というか、集合させていただきまして、町側の説明を聞いて、それ

について会派に持ち帰りなり、各議員が精査をして財政問題に取り組むべきではないかということであり

ます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。公明、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私たち、話し合いをいたしまして、特別委員会の設置はいいのではないかという
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結論を出しました。というのは、私たちは総務文教常任委員会の計らいで委員外議員として参加をさせて

いただいておりますけれども、あくまでも委員外議員であって、質疑はさせていただけるということなの

ですが、まとめ、それから、いろんなことに対しての意見を集約する場合になったときには、委員外議員

としては参加はできないのではないかということが一つです。 

 もう一つは、議会のとるべき行動、とるべき態度として、総務文教常任委員会、もちろん所管としてと

られているわけですから、そのことには敬意を表するのですけれども、私たちは全員できちんと議会とし

て対応していける状況に、今はあるのではないかという判断をいたしました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブでございます。この問題については、たまたま私どもの会派に総務文

教常任委員会の委員長が在籍しておるというようなことで、実は会派会議を開いたのですが、本人どうし

ても都合が悪くて出席できないということで、十分ではありませんけれども、電話で連絡を取りました。 

 基本的には、委員長の考え方を申し上げると、今、総務文教常任委員会で、この問題について所管事務

調査として取り上げていると。新たに議会の中に特別委員会をつくるということについては、委員長個人

としての考えとしては、賛成できかねるということでございます。 

 それで、他の４人の方々とは、特別委員会の設置については同意を得ました。特別委員会を議会の中に

つくるべきであるということです。 

 それで、先ほどから反対の方々の意見も聞きましたが、我々もその点については議論をいたしておりま

す。ただ、所管事務調査を総務文教常任委員会でやってはいるものの、それは総務文教常任委員会が主催

して、この間のように議事堂で他の二つの常任委員会の方々を委員外議員として参加していただいて意見

を聞くと。そのようなことでございます。やっておりますが、公明党の吉田さんからも言われたように、

あくまでもそれは委員外議員であって、できうればこの財政再建の問題についてはより濃密な角度から、

財政問題を議論しなければならないという考え方から、総務文教常任委員会だけではちょっと物足りない。

物足りないというのは語弊がありますが、20 人の中から、より専門的な方々を選んでもらって、何人にす

るかは別な問題として構成してもらって、真剣に取り組むべきではないのかと。 

 もう一つは、所管事務調査は所管事務調査で、町が出している計画について「ああだ」「こうだ」とい

うだけの結論しか、最終的には出ないのではないのかと。私も、総務の委員としてそう思います。しかし、

特別委員会というのは、より深めて町の理事者に対して、財政を具体的にこうあるべきではないか、ああ

あるべきではないかと。ものによっては、我々特別委員会で条例提案をするというようなくらいの、そう

いう緊急性を帯びている特別委員会の設置だろうという認識から、より深く議論をして、町の理事者に20

年度の決算が、最終的にはどうなるのか。分離されるか、されないかという結論になるとすれば、もう20

年度の４月から取り組まなければならない問題が非常に多いのではないのかなというようなことから、よ

り深く、しかも提案型の特別委員会を設置すべきだという結論に町清クラブとしては達したと。決は取っ

ておりませんが、そういう反対の方もおるということだけは申し上げますが、大勢としては特別委員会を

つくって積極的にやるべきだと、こういう結論に達したことを申し上げたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ありがとうございました。うちの会派でございますけれども、かなりの議論を

いたしました。結果としては、これだけ大きな問題を、町民の皆様と一緒に考えていくということになれ

ば、議会としての姿勢は示すべきだという意見でございます。 

 ですから、もちろん総務文教常任委員会、担当所管ですからね、そこで議論されているわけですから、

そのことは十分承知をしております。うちの会派は総務文教常任委員のメンバーいますけれども、それで
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不十分だとかなんだとかではなくて、議会全体が取り組むべき中身の、そういう性質のものだろうと。 

 局長ともいろいろお話を伺ったのですけれども、なかなか今の 10 月までという期日の運営。そういう

ことではなかなか難しいところがあると。例えば、政省令が出ないとか、町の方針が固まらないとか、い

ろんなことがあるのは十分承知しています。そのことを十分承知した上で、時期として議会として動くべ

き時期ではないのか。議会として動かなかったことによって、町民が本当に議会を信頼して、一緒にこの

町の危機を乗り越えるということになるのかなということなのです。 

 これ、迎合するとか、パフォーマンスとかという言葉もございますけれども、全くそういうことは我々

考えていません。そうではなくて本当に白老町始まって以来の危機を、議会が議会として乗り切っていく

立場に、我々が立たなければ、議会の必要性がなくなってしまうのではないかというような議論になって

いきました。 

 結果としては、審議上いろんな問題があるかもしれませんけれども、結論の出し方もあるかもしれませ

ん。選挙もあるということもあるかもしれませんけれども、やっぱり議会全体として、これは取り組むべ

きだと。それが町民に対する議会としての責任ではないかと。議員個人ではなくて議会としての責任では

ないかと。それがやっぱり必要だというふうな結論で我々は特別委員会をつくることに全員で賛成と言う

立場であります。 

 各会派の意見がそれぞれ出ましたけれども、それぞれご質疑等々ございましたら、ご意見を言ったほう

がいいと思います。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） それぞれの会派のご意見を伺った中で、一つ聞き捨てにならないことがございま

した。町清クラブさんのお話の中で、総務文教常任委員会に任せているのでは、物足りないというような

内容の発言がございました。町清クラブさんの中に、総務文教常任委員会の委員長を抱えており、まして

今物足りないとおっしゃった加藤委員も総務文教常任委員会の所属でございます。自分が所属している委

員会に対して物足りないと。これはどういったような解釈をすればよいのか。これは、私は納得がいかな

い発言であります。 

 それと、もう一点ですけれども、通年議会との関わり合いに関して、私はものを申し上げたいのですが、

通年議会の最大のメリットと言うのは、常任委員会の活性化ということで、長い間、議会運営委員会の中

でも議論されてまいりました。そして特別委員会、今イオルですとか、港湾もございます。その特別委員

会は廃止して、常任委員会をどんどんどんどん活性化させていこうと。こういった話の中で、今この特別

委員会を無理やりつくって、残り７、８、９、改選まであと３ヶ月ですよ。いくら緊急性を帯びているか

らといって、たった３ヶ月でこの特別委員会何ができるのですか。この辺、私は申し上げたい。 

 この通年議会との整合性、これについて答えられる方がいらっしゃったら、ぜひお答え願いたいと思い

ます。以上。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブです。物足りないという言葉尻をとらえての質問でございますが、物

足りないという言葉、私も表現としては適切ではなかったかと思います。ただ、財政の問題、財政健全化

の問題は非常に重要な問題であるという認識なものですから、一常任委員会だけで取り上げる性質のもの

ではないなという認識から、物足りないという表現になったということをご理解いただきたいと思う。 

 そういう意味での物足りないということですから、表現は良いことではないですけれども、そうではな

くて、20 人の議員の中から我をという人をできるだけ特別委員会に選んでいただいて、そしてやると。こ

ういうふうに重要性に鑑みて、そういうふうな表現になったということをご理解いただきたいと思うので
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すが、それでよろしゅうございましょうかね。どうでしょう。 

○委員（山本浩平君） それであればわかります。 

○委員（加藤正恭君） そういう意味でいったということだけは、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。通年議会と特別委員会の整合性の話が出ましたけれども、これは私が答え

るとかなんだとかということではないですけれども、私の考え方だけ述べさせていただいて良いですか。 

ここのところは。 

［「どうぞ」と呼ぶ声あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 今、山本委員がいわれましたように、イオルだとか港だとか広報だとかの特別

委員会というのは、その特別委員会の問題が解決する、しないに関わらず、すべて、できたら最後まで、

解決する、しないということがないわけですね。特別委員会をきるということはできないのですよ。 

 ですから、特別委員会というのは、そもそも問題が解決した時にはきちんと閉めるというのが特別委員

会ですので、そういう意味でいえば、通年議会の中での常任委員会の活性化というのは、もちろん今山本

委員が言われたように、この財政問題も当てはまります。当然だと思います。 

 ただ、特別委員会との整合性ということでいえば、ここで３ヶ月間しか議論できないということは、い

ろんな考え方の違いがあるかもしれませんけれども、特別委員会をつくるというそのものについては、通

年議会との矛盾は、私はないのではないかと。 

 それは、一回一回きちんと解決しますから。もちろん今回の問題、財政問題は解決しません。ですから、

審議未了になるか、中間報告になるか、最終的な報告を出すかということはしなくてはいけないと思いま

す。実際に、白老町の環境基本条例につきましては、審議未了になったという記憶があります。これは常

任委員会だね、付託された案件が、審議未了になったということはありました。ですから、この特別委員

会に付託されても審議未了になるという可能性はないとは言えません。ご指摘のとおりあると思います。 

ただ、そのことによって、特別委員会と通年議会との矛盾が出るとはならないというふうに、私は考え

ております。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほどの山本委員の、総務文教常任委員会で、所管事務調査で取り上げているも

のだと。しかも、特別委員会をつくったからといって、必ずしも結論的なものが得られるのかどうかと。

時期的な問題もあってというような話があったと思うのですが、確かに我々の任期は 11 月の何日までし

かないから、それまでには選挙戦も始まるわけですら、そういう暇がないと言われればそのとおりかもし

れません。 

ですけれども、財政問題というのは内容ご存知のように、土地造成の問題から、病院の問題から、すべ

てのものを包含していて、あるわけなのですけれども、それを一度の特別委員会全部で、その二月なり三

月の中で解決しようだなんて、そういうことはできないと思います。 

中で、手につけてもできるものを早くやろうと。なぜなら、そういうふうに期限が切られているという

ことは、現実の問題としてあるわけですね。 

20 年度の決算の結果を見て分類されるわけですよ。好むと好まざるとに関わらずそういうふうになると

いうこと。もう 20 年度当初からそういう問題に取り組まなければならない。この間の委員会で私が申し

上げたように、そういうふうに限られている中ですから、ですから急いで、私はできうれば、もし特別委

員会が議会で可決されれば、今月中にも一日でも二日でもやりたいという気持ちを持っています。 

しかも、８月中にはできるものからどんどんやって、１週間に１回くらいずつ特別委員会を開催してで

も、決めるものは決めていかなければならないのではないかと。決めるということは、我々、議員提案を
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しようというくらいの気持ちを持っているのです。これはこういうふうにしたらどうですかと。こういう

ふうにすべきではないのと。年が明ければそういう目標値に届かなくなりますよということを十分議論し

てですよ。もちろん役場の理事者にも来ていただいてヒアリングの、あくまでも結論になると思うのです

けれども、そういうふうにして議員提案をして、９月の議会に出していけば、実施するのは例えば 20 年

の４月からであっても、そういうふうに持っていかなければ間に合わないのではないのということから、

特別委員会をつくろうと。 

所管事務調査のように、のんびりという言葉はちょっと語弊がありますが、９月の定例会までにやって

いればいいのだというような形式が、今まで多いわけです。そういうふうにして何を結論にするかといっ

たら、役場から提案されたこれらの計画についてはおおむね理解しましたというような結論だけで、あと

は町の理事者にやりなさいよというふうに投げかけるだけで良いのかどうかと。 

そうではなくて、我々もその中に入って条例提案するくらいの特別委員会になりたいなと。そういう意

味での特別委員会を、私は個人的には提案しているつもりなのです。そういう意味でやれるか、やれない

か。間に合わないかもしれませんけれども、やるだけのことはやろうと。それでも間に合わなかったとい

うのならやむを得ないけれども、やらないでいて間に合いませんでしたということにはならないと、私は

思うものですから、そういう提案をしたと。こういうことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 総務文教常任委員会の所管事務調査の日程が、８月６日に２回目の総務文教の事

務調査があるということは決定をしております。これなぜ８月６日かというと、先だって６月 29 日の日

に、町のほうから骨子が出されました。今度８月６日までのその期間の間には、もう少し具体的なことを

聞かれても答えられるような形の中で、具体的にもっとつめていただきたいと、そういった期間を見て８

月６日にしたわけでございます。 

 今、議会として対案を出していくための特別委員会を設置したいというお話しですけれども、本当に、

特別委員会の期間をどこまで設けるかというのはこれからの議論かもしれませんけれども、少なくても改

選までと改選後とは意味合いが、僕は違ってくると思いますので、改選前の話をさせていただきますけれ

ども、その３ヶ月の間に本当に議会として一つのまとまった対案が出せるのですかと。逆に僕は、町に対

して対案が出せるのですかと申し上げたい。 

 一つ一つの項目について、おそらく考え方が、それぞれの議員の中で違ってくると思うのですよ。一つ

一つの内容、人件費の削減問題、内部管理の事務事業の見直し、財産の売却、基金繰替え運用対策、滞納

対策、使用料・手数料の見直し、これら一つ一つについても、議員一人一人の個々の考え方、僕は違うと

思いますよ。 

 それを、わずかこの３ヶ月の間にまとめて、対案を出して、こうしなければだめだなどということを、

本当に議会としてできるのですか。僕はそれは難しいと思って。まずそれ自体が、そんなことはできない

というふうに考えます。それらの観点から考えても、僕はちょっと納得いかないですし、総務文教で、だ

めですよと、私どもの会派会議でも意見が出ましたし、新政さんのお話も先ほどそうでしたけれども、相

違点はどうなのかと、どこが違ったのかというのはなかなか理解できないです。 

 総務文教でこのまま事務調査でやるのと、これからつくろうとしている特別委員会との相違。結果的に

どう違うような形として出てくるのか。これについてどうしてもわからないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私も総務文教常任委員の一人ですから、健全化計画についてこの間出されたこと
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を、全議員でいろいろ説明を受け議論もした。そういうことはわかっております。 

 ただですね、総務文教常任委員会の場合は所管事務調査ですから、全体の結論を出すと。こういうふう

になると思うのです。ところが、今度の特別委員会は、先ほどもちょっと申し上げたけれども、土地をど

うするとか、こうするとかというところまで、この特別委員会でああだ、こうだというわけにはいかにと

思うのですよ。これは 20 名の中で、相手のあることですから、土地を売るといっても買う人がいなけれ

ば話しにならないから、そのことまで特別委員会で議論をするということは、なかなか難しいと思うので

すよ。 

 その中で、少しでもできるものを早くやろうじゃないかというのが、私はこの特別委員会をつくる趣旨

だと思うのです。全部を一緒にして総花的にやるということはちょっと不可能だと思う。それは、最初か

ら山本委員が心配されることだろうと思うのだけれども、その中で何ができるのだと。今すぐ議論をして

間に合うものは何かということは、この特別委員会で決めて、やれるものからどんどん実行に移していか

なければ、日にちが限られているから、そういうふうに持っていかなければ間に合わないのではないのと

いう危惧を持っているのは、私の考え方なものだから、できるものからやろうじゃないかと。それと並行

して土地の造成の売却、例えば産業経済課にけつをたたいて、そして早くやれ、早くやれとたたきながら、

我々は別なことを、議会としてできるものは、議会として提案していこうと。こういう考え方の特別委員

会であるということをご理解いただければできないわけではないと思う。 

 やる気だと思う。できないのではないかと言ったら、つくらなくても良いのかというと、今と同じ所管

事務調査でできるのではないか、できないのではないかという、ただのそれだけでは一歩も二歩も進まな

いと私は思うものだから、早く進めてもらうためには特別委員会をつくったほうがいいのではないかとい

う結論なのですけれども。その辺りはどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先日、総務文教常任委員会の所管事務調査の中で骨子が発表されて、その時にも

いろいろ各議員さんから質問があったと思うのです。土地の問題に対しても、もっと具体的に示すべきで

はないかと、そういう質問もありましたし、いろいろ出ていたと思います。 

 それが、総務文教常任委員会の所管事務調査の中で、委員外議員の方もいろいろ意見を申し上げたと思

うのです。それを受けて、町のほうは具体的にどういったものをやっていこうかということを今練ってい

ると思うのです。特別委員会をすぐ設置したからといって、これらの大きな問題を、明日から、明後日か

ら一つ一つ、「これはこうします」「ああします」なんて、答えなんか出てくるわけがないですよ。どう考

えたって。町がどう対応していくのか、見守る期間だって必要じゃないですか。 

 何か、私は、今、議会として何かやらなければならない。町民から今までの｢あなたたち一体何をやっ

ているのだ｣と。こんな話も出てくるから、町民に対して議会として何かやらなくてはならないというこ

とを示すために特別委員会を設けるということであれば、やはりイオルだとか、それとは別に考えていた

だきたいのですけれども、常任委員会の活性化を図ろうとする通年議会としての意味合いが、もうこの時

点で、これは全員で話さなければ議会として何も動いたことにならないというのであれば、通年議会をや

る意味がないじゃないですか。 

 僕は、何か非常に矛盾しているのと、パフォーマンス議会でないような、言葉が過ぎるかもしれません

けれども、そのような気がしてなりません。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 山本委員は、今たまたま、私も言ったけれども、土地の問題と別な問題とわけな
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きゃだめ、整理しなければだめなのですよ。特別委員会で、それは整理しなければならないテーマだと思

うのだけれども。実際にすぐできることもあるわけなのですよ。土地の売却などということは、そう簡単

に右から左動かないことは十分承知しています。それを特別委員会でやれというのではなくて、それはそ

れなりに役場と協力してやってもらうよと。だけども、我々ができることがあるわけなのです、その中に。

３億とか４億とかという問題から、それから我々議員、役場の職員も人件費をカットすると、その中に我々

議員の報酬もなんぼかは考えなければならないのではないかとか、そういう問題も含めて、やれるものは

どんどんやって、そしてできるだけ歳出を減らす。増収になるものは見直すとか、そういうものも協力で

きるのではないのかなと。そういうものにも我々特別委員会は対応できるというふうに思うものだから、

早くやったほうが良いのではないのかとこういうことなのです。 

 そのようにしなければ、20 年４月からできないのですよ。20 年度の末頃にできたって、実質的にやる

のは 21 年度にならなくてはできませんでしょう。そしたら、分離してから、夕張のようになってしまっ

てから、この間の議会で聞いたのだけれども、21 年に、例えば、たまたま土地が売れて好転したから良い

ですかと言ったら、「それはだめです」と。 

 分離されたら 10 年間はその中でやってもらいますよという制度ですから、途中がよくなったってもう

だめなのですよ。ですから、20 年度末が非常に重要なのだよということを認識してもらうためには、早く

そういうものに分離されないような体制を作らなければだめだということで、議会で真剣に考えなければ

だめではないですかと、こういう意味なのですよ。その点わかっていただけますか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） かみ合わないので最後にしますけれども、総務文教常任委員会も議会なのですよ。

何も新たに特別委員会をやることがすべてだとは私は思っていませんので、そこは多分かみ合わない議論

になると思います。その中でも十分提言はできるというふうに私は認識しておりますから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 常任委員会の活性化が、通年議会になっていたということは今までずっと議論し

てきた。ところがなかなか急に、こういう問題ができたからといって、今までの常任委員会が180 度まで

にいかないにしても、急遽活性化できるかといったら、そういう状態にはないのですよ。今までの所管事

務調査もそうなのですよ。ですから、活性化するのは一度に活性化などとはできないものだから、そうい

うものを待たないで特別委員会で処置しなければ、今回の場合は緊急の場合だから、そういうものをしな

ければならないと、私はそういう認識を持っているわけ。 

 私も、総務文教常任委員会のメンバーですから、常任委員会で活性化すれば良いじゃないかというのが

山本委員の言わんとするところだろうけれども、他の委員さんから含めても、今までからみても、どちら

かったら所管事務調査だから、町の理事者を呼んでいろいろ話しを聞くと。それを９月の定例会で報告す

るというような習慣、慣習というか、そういう面が多いのです。それをなかなか活性化するというのは、

この次の通年議会の中で、11 月から始まる新たな議会からでなければ、なかなかそういかないのではない

かという懸念を持っているものだから、特別委員会をつくって早く処置をしなければならないのではない

のかと。こういうことを申し上げているのですけれども、その辺りわからないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、せっかくこういう議論ですから、思っていることいったほうが良いと思

いますから、きちんと議論を尽くしていくということのほうが大切ですから、今は、一つはこの財政問題

を特別委員会でやるのか、常任委員会でやるのかということ。それから、通年議会と常任委員会の活性化

の問題。それから、総務文教常任委員会と特別委員会の違い。こういうものも出ていますから、そういう
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ところも含めて解明していかないと、それがみんな一緒になって話しされてもだめですから、そこら辺を

含めてご議論願いたいと思います。どうぞ。はい、吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今、山本委員が主張している内容と、加藤委員の主張というのも、例えば、

今、私どもが結論として出したいき方について、私も実は、当初は時間がないと。今この時期に手をかけ

なければならない問題がたくさんあるのではないかという見解に達しておりました。 

 しかし、役所の実態とか何とかをいろいろと判断すると、この２カ月３カ月の間で、我々の考えるいろ

んな改革案というものに対して、今、それを受用してすぐ実行に移せる体制にあるのかどうかと言うこと

について、やっぱり疑義がありました。そういうふうなことを含めて、例えば、今加藤委員がおっしゃる

ような内容を、もうちょっと具現化しようとした場合に、我々の仲間に、やはり会派から常任委員会に出

ている委員がおります。各会派でそのような緊急性のある課題だとか、議会から提案すべきという議案に

対して、各会派でまとめて各会派代表の委員を通じて常任委員会の場で、いろいろと協議をしていただく

と。要するに、聞いていただくと。あるいは提案してというような、そのような方法を取っていけるので

はないかと私は考えておりますけれどもいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どんどん他の委員の方、ご意見出されたほうが良いと思います。はい、

谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私も、加藤委員と同じ会派ですので、内容的なものは全く同じなのですが、ただ、

やはり、総務文教委員会で取り組んでできるだけものを吸収してやっていけるかどうかと。その辺がちょ

っと懸念されるところなのです。 

 ですから加藤委員が言われている、要するにできるところから少しずつでも手をつけてやっていくと。

こういう意見には、私は個人的にも賛成だし、会派としてもそのような意見が出てきていると、そういう

ことなのですよ。 

 だから、総務文教常任委員会で、この問題が確実にできるというような、そういう体制作りを、逆にし

ていってそういう意見が出てくるというのか、そういうことだろうと私は思うのですよ。ですからその辺

のところを、先ほど加藤委員が言われたことの意見で私個人もそう思います。会派もそう思っていると、

そういうことです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほどから通年議会との関わり方も、申し述べさせていただいておりますけれど

も、たまたま今財政の問題ですけれども、町をゆるがすような、例えばこれ総務文教のテーマでなくても

結構です。民生に関わるもの、あるいは産建に関わるもの、そういったものが今後、本当に本格的に通年

議会になったときに、また全員でやらなかったら、その部署に任せるのだったら、ちょっと心もとないか

ら、これは特別委員会を設けてやるという発想になったとしたら、通年議会でこれからやろうとする常任

委員会のあり方に関しては、大きな矛盾が生じてくるわけですよ。 

 やはり、このテーマにおいてもその辺は尊重していくべきではないのかなというふうに私は考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 山本委員が通年議会の中で今後やっていくときに、常任委員会の位置、それから

活性化を図るためにやっていくためのものなのに、それが無視されているのではないかということだと思

うのですが、私はそれは切り離すべきだと思う。 

今は、この財政再建団体になるか、それとも健全化計画をつくらなければならないか。連結決算の状況

が良くわからなくても、どっちにしても白老町の財政は今とんでもないところまできているということだ
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けは、誰しも、町民も私たちも感じているところなのですよ。私たち話し合ったときも、総務文教常任委

員会がやっていることを無視したり、先ほどいったけれども、私たちは物足りないとかそういうことでは

ないのです。ただ、この問題がどうなのかということを私たちは議論したのです。 

今、財政のこの厳しいときに、本当に議会が、委員会ではやっているから、じゃあ、私あっちは傍観的

で良いのかと考えたのです。問題が問題なだけに、これからの委員会を軽視するとか、これからの活性化

を図るとか、そういうこととは別に、この問題はどう議会としてやるべきなのかということを議論をする

べきだと私は思うのです。 

それが、今、総務でやっているから、一生懸命にやっているから絶対に常任委員会でやっていきたいと

いう思いはわかるのですが、私たちからすれば、この大きな問題なだけに、やっぱりこれは全員が知恵を

出し合って、本当にきちんとやっていくべきことではないかなというふうに私たちは判断をしました。 

 だから、本当に総務文教常任委員会で、委員外議員で私たちも参加させていただけるような配慮をいた

だいたことに対しては、ほんとにありがたいと思っていましたし、本当に参加させていただけるのですね

ということでは、参加いたしましたけれども、内容を聞いていくほど、本当にこれは行政側だけでやって

いて、こうですという報告を聞いて、私たちがそうか、じゃあそういうふうにするのですかということだ

けではすまないという、そういう事態にあるのではないかなという判断をして、私たちはそういうふうに

考えたのです。 

 これからも、私たちもそうですけれども、民生でもいろんなこととか他の委員会も取り上げていくと思

うのですけれども、その時の内容によっては、こういうことも、もしかしたら出てこないかも知れないと。

それは委員会の活性化を無視するとか、議会のあり方が通年議会を無視しているということには、私はな

らないというような気がするのですけれども。だから、こうやって議論をしているのではないかと思うの

です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） この大きなテーマについては、先だっての総務文教常任委員会の所管事務調査、

６月 29 日の前にですね。すでに皆さん、議員一人一人はもう痛切に感じているはずでございます。です

から、定例会においても、約４名の方が財政再建に関わる質問もございました。  

 私どもの会派で会議を開いた中で、こういう意見があったのです。総務文教常任委員会ではなくて、特

別委員会を設けるべきだということであれば、この総務文教常任委員会の1 回目の事務調査のもっと前に、

そんな声が上がったっておかしくないのではないかという意見がありました。 

 なぜ、今、吉田和子委員がおっしゃったようなことで、みんなこのことに対して、大変であればもっと

前にそういう声が上がっていてもいいのではないかという意見がありました。それと、前回の議運の中で

もそうですし、新政クラブさんもはっきり反対だというお話がございました。 

 こういった話が前回、突如に、議運の委員長から出される前に、やはり僕は少なくても、議長なり、あ

るいは我々総務文教の委員長、副委員長にも、こういった考え方があるのだけれどもどうだろうと言うく

らいの話があっても、これ手続上の問題ですよ。正式かどうかわからなくても、あってもよろしいのでは

ないでしょうかね。この辺についてはどうですか。局長も含めて。 

○委員長（大渕紀夫君） この問題は、前回の議論の中で町清クラブさんから出て、そして、それが今必

要であればつくるという議論は、これは議会ですから、そういう機敏に即応していく部分というのはたく

さん出ます。それから、通年議会と常任委員会の関係ですけれども、通年議会をやるから常任委員会が活

性化するということではないのです。それは、常任委員会のメンバーがどれだけ活性化なるように努力を



 11 

するかという問題ですよ。 

通年議会をやったら、全部活性化する。そんなことやらなければなにも活性化しません。ですから、通

年議会と常任委員会の活性化というのは、それはそういう一助となる。それはどういう意味かというと、

今まで議会議決をしなければ、常任委員会が取り上げられなかった問題を、取り上げられるということで

活性化するのですよ。それだけではないですよ。もちろんその常任委員会の中で、どれだけ議員の皆さん

が努力をすることのによって活性化するのですよ。議員の皆さんが努力しなければ、絶対僕は活性化しな

いと思います。それは無理です。 

ただ、手続上そういうことができる可能性があるということなのですよ。今まで議会議決しなければで

きないものができるわけですよ。ですから、そこはそういうことです。ですから、通年議会と常任委員会

の活性化ということは、そういうことだと思います。 

それから、総務と特別委員会の違い、これは歴然としていると思います。必要に応じて特別委員会をつ

くるわけですから。ですから民生だって、現実的に病院の問題取り上げていたのですよ。その中で実際に

全体の特別委員会をやるというふうに、直接イコールだったかどうかは別にして、それはそういうことで

すよ。 

ですから、特別委員会というのはそれだけ町民の皆さんや議会が必要だと認めたときに特別委員会を持

つことができるのです。ただ、恒常的に特別委員会を持つというのは、地方自治法上いかがなものかとな

っているから、それはこの問題も、私が一番先に申し上げましたように、この問題も同じです。特別委員

会を設けても、これは結論が出ればそれはそれで、会期中であろうとなんであろうと全部終わりです。特

別委員会というのはそういう中身のものですから、必要に応じてつくるということは、総務文教常任委員

会ができるとか、できないとか、力があるとかないとかそんなことでは全然ないのですよ。議会全体とし

て特別委員会で取り組んだほうが良いだろう。専門的にこれはやったほうがいいだろうというものは特別

委員会で、必要に応じて設置するということだと思います。 

ですから総務文教常任委員会と特別委員会の違いはそこにあるし、通年議会と常任委員会の活性化とい

うはそういうことだと思いますし、議会運営委員会の中では、私がいつも申しますように、その他という

ことがありますから、その他の中でどうぞ皆さんご意見がありましたら言ってくださいと。 

その中で、やっぱり本当に必要なものであれば、みんなで議論してつくると。ですから、それは会派に

おろさないでつくるのはまずいから、きちんとおろしてね。皆さんの意見を聞いてつくりましょうと。こ

れは重要な問題ですから議会、町民の皆さんと共にやらなくてはならないことは、やらなければいけない

わけだから、議会としてどうするかを考えましょうというのは、私は良いのではないのかなと。そういう

その他という中で、どんどん皆さんの意見も聞かせていただいて、やっぱり議会が活性化していくという

のはそういうところから活性化していくのではないのかなと思っていますから、そういう措置を取ったと。

こういうことです。 

決して私が唐突に言ったわけでもない、その中で、意見の中で出たことに対して、そういうふうに言っ

ているわけですから。ですから、議論を尽くしていくということがそこで必要だろうなというふうに思っ

たから、今日の議会運営委員会になっていると、こういうことだと思います。はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 活発なご議論をしている中で、水をさすような意見になるかもしれませんけれど

も、議会としての議員個々の役割と責任の話しになっちゃっているのではないのかなと思うのですよ。そ

れで、本当の論点というのは、議会の立場として特別委員会が必要なのかどうかという議論に、僕はもど

したほうがいいと思うのです。僕は個々の意見が強すぎると思うのです。 



 12

要するに、特別委員会を立ち上げて、それで議論を深めていくということになると、ある程度意見調整、

それから提案型とおっしゃっていますけれども、提案することに対しても特別委員会の構成を全員でする

のか、それとも７、８名のメンバーにするのか、これもこれからの議論なのかもしれませんけれども、そ

うなって、やられることの内容的なことを、果たしてこれ、時間的にあるのだろうかということですよね。

それから、そのことを町民と一緒に考えていくのだという姿勢は評価できると思いますけれども、議会は

どういう姿勢をするのだという話にもなりうるのではないないのかと思うのですよ。それを特別委員会の

中の議論とは違うと思うのですよね。議運で十分だと思うのですよ。変な話しですけれども、定数も決め

ましたし、財政の再建に対して、やっぱり歳出を抑えるということになれば、当然その辺のところまで切

り込んでいくという考え方を持たなければいけないのではないのかと思うのですよ。報酬の問題も出てく

ると思います。それも特別委員会で話すということになれば、ちょっと違うのではないかなと。 

 今、町から示されているのは、19 年からやられることについての骨子案ですから、それから先ほども言

っていますとおり、省令もまだ固まってはいません。それから、山本委員からも説明がありましたけれど

も、常任委員会のほうの関わりのスケジュールも聞きました。それでいて、今特別委員会を立ち上げると

いうのは、特別委員会の性質には、僕はなじまないと思いますけれどもね。 

 ですから、議会としての姿勢を示すのだというのだったら、前回も僕提案しましたけれども、政策研究

会という形で、お互いに議論をする場が必要であれば、それで僕、十分ではないかと思うのですよ。わか

らないことは理事者、担当者に来てもらって説明してもらい、｢それはどうなっているのだ。こういうふ

うにならないのか。｣という議論を深めたほうが、逆に僕は良いのではないのかなというふうに思います

けれどもね。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 今、また政策研究会などという話が出たけれども、この間の委員会でも出て、政

策研究会ではだめだということを、事務局長からもお話しがあったわけでしょう。だめだとはいっていな

いけれども、そういう提言はできませんよと言われているでしょう。だから、特別委員会をつくろうじゃ

ないかということになって、会派の意見を聞くことにしたと思うのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） それともう一つ、熊谷委員。一番最初の意見なのですけれども、ですから、会

派でまとめた意見をお聞きしたのですよ。個々の意見が出ているというのはどういう意味なのかよくわか

りませんけれども、議会運営委員会で議論をしているというのは、一番最初に会派の意見を聞きましたよ

ね、そして、そのあと自由に個々の意見も若干入って議論するのは、それは当たり前だと思うのだけれど

も、それはどこが違うというのですか。 はい、どうぞ熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私は 4 人の会派ですから、意見の最終的なずれもありますけれども、最数的に会

派の意見としてまとめて持ってきています。それを言っています。でも、会派によってはおおかたこうで

す。一人はこういう意見ですという会派がいました。ということは個の意見もあるということですよね。

そういうふうに判断せざるを得ないのではないですか。会派制度をとっている今の町議会の中では、僕は

それを言いたいのです。 

○委員長（大渕紀夫君） それは事実そういうことがあるということですから、何も問題はないのではな

いですか。それが個々の意見を言ったということで、そこで何かこれが違うというような議論になります。

言っている趣旨がわからないのさ、僕は。何を言いたいのか、ごめんなさいわからないのです。どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） こういう議会運営委員会の話の仕組みというのは、会派におろしてくださいと言

うのであれば、会派で議論を尽くしてその意見を発表するわけですよね。それでぶつかり合うわけですよ
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ね。だけどやっぱり、おおかたこういうふうに進むとか、ちょっと曖昧な意見が出られると、やっぱりど

ういうことなのかなと思って、帰っても説明のしようがないですよ。そういうことですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会運営委員会の発言は大原則がありまして、ここで発言する委員の皆さ

んの意見は、「所属会派の意見とみなす」ですから、それを踏まえて話をしなければ、ここで個々の意見

を話すとことはございませんので、話したことは会派の意見としてみなされますので、それはどういう発

言をされようと会派とみなして構わないと。そういう取り決めになっていますので、自由に話されたこと

であっても、それは会派の責任をおって話したということですから、会派に戻ったときには、それは説得

していただくということになりますので、それ、大原則をやっていないと。 

委員長が、例えばといて、自由でいいですよということになれば、これは別ですけれども、きちんとし

た会議の中では会派の意見としてみなされますので、その辺を注意して発言されたほうがいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そのところのとらえ方がちょっと違うということですね。だけど、会派に戻った

ら、僕はそのように説明をしますので。 

○委員長（大渕紀夫君） それは構わない。これはもう、議事録ありますから。 

○委員（熊谷雅史君） 私はそういうふうにとらえています。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。どうですか。どうぞ。それでは、申し訳ありません。11 時５分ま

で休憩をいたしたいと思います。暫時休憩をいたします。 

 

休  憩（午前１０時５５分） 

 

再  開（午前１１時０６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。前半の議論が、各会派の意見等々含めて

だいぶ出ました。実務的な部分で一定限度整理したほうがいいかなと思いますので、事務局の応援も得な

がら、一つは総務文教常任委員会で取り行う、所管事務調査で取り扱う場合と、特別委員会で取り扱う場

合の違いですね。ここを明確にしたほうが良いのかなと。先ほど吉田和子委員から、委員外議員の話等々、

採決に加われないとか。そういう話が出ましたけれども、それは事実でございます。 

 そういうことを含めて。局長からもうちょっと詳しく説明を、すみません。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、自治法の規定からいきますと、常任委員会は活動が独自性が認め

られていまして、その所管の関わる事務について調査をすることができるということで、今、総務は財政

問題取り上げて活動をしています。これは、あくまでも常任委員会の独自性を発揮している活動なのです

ね。 

 もうひとつは、今、これを特別委員会に設置しようというのは、議会全体の意思として、特別な事項を

特別な設置した機関に調査を任せるという機関なのです。 

 ですから、どちらが優劣かといったらこれ別なのですけれども、基本的には、最終的には議決が優先さ

れるものだろうと思っています。過去にも、大渕委員長が言いましたけれども、民生が病院問題を取り上

げて調査中のときに、これは重要案件だということで特別委員会を設置して、民生は審議を終えて、特別

委員会に継続したという事例があります。それと、今近いのかなと思っています。 
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 ですから、特別委員会の設置というのは、議会が必要なためにおくものですから、それは所管に関わる

ものではございません。ですから所管に関わるものを、そこから特別委員会に一部分だけ抜くということ

ですので、その部分がちょっと違いがあるかなと思います。まずそこ一点です。採決の部分ですけれども。  

 あともう一つは、特別委員会が今、全員で設置するか、何名にするかというのは決まってございません

が。総務に委員外議員として入るという立場は、意見を求めるために入るものですから、そこに審議に加

わるという基本的な位置にはございません。ただ、総務のほうはこの間、発言を自由に認めていますので、

議員の立場としてはいろんな角度の質問は聞けるだろうと思います。ただ、先ほど吉田委員が言われたよ

うに、まとめる事項ですとか、もろもろの部分には最終的には、委員外議員は入っていけないというのも

事実です。ですから、最終的には、総務の７名で判断して決めなければならないという部分でございます。

まず、それが一点ですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 特別委員会の持ち方については、今ちょっと中で触れられましたからね。設置

の仕方、持ち方というのはそういう中身だということであります。 

 提案型でやるべきだというご意見が出て、それについての議論がございました。特別委員会として提案

をすべきだという。このことについては、常任委員会でもどこでもできますから同じなのだけれども、そ

こら辺もっと詳しく、局長のほうからお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にはですね、昨年の地方自治法の改正によって、委員会においては

条例案を提案できるという規定がありましたので、これはどこの常任委員会であろうが、議会運営委員会

であろうが、特別委員会であろうが変わるところはございません。 

 過去にも、特別委員会にそういう規定があったかといったら、これはなかったわけですから。あくまで

も、特別委員会で審議されても、最終的な提案は議員提案。ただ、昨年の自治法の改正で認められました

ので、政策提言をするのは、どこの委員会も変わるところはございません。 

 ですから、所管事務であろうが、特別委員会の調査事務であろうが、提言する内容には全然変わりござ

いません。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、大きな論点になっているのは、やっぱり総務文教常任委員会が取り組んで

いるという現実がございます。それをどう見るかというところで若干意見が分かれているようにも、私は

思っておりますけれども、今局長から説明があったことについて、何かご議論ございましたらどうぞ。は

い、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 現在、常任委員会で取り上げておりますテーマ、財政改革。特別委員会が設

立された場合は、常任委員会にこのテーマの関連性はどうなりましょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特別委員会に委ねますと、その特別な事項を特別委員会に調査を付託する

というか委任する形になりますので、それぞれが持っていた所管のその部分だけ抜ける形になります。 

 ですから、今総務で言えば、総務の常任委員会はそれを引き続き調査をするということは基本的にはで

きなくなります。 

○委員長（大渕紀夫君） それは、この間の民生常任委員会の病院問題と同じですね。同じ状況になりま

す。他、ご意見ございます方。今のことに関わりなくご意見あります方どうぞ。ございませんか。はい、

委員外議員、玉井議員どうぞ、発言を許します。 

○委員外議員（玉井昭一君） 私は、期間的な問題は３ヶ月と。これは、今の意見を聞いていると、３ヶ

月では何もできないのではないだろうかという意見が多いみたいなのだけれども、私は逆に、３ヶ月もあ
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るのだから何かをしなければならないと思っています。  

 それから、この問題もちろん白老の重要な案件なので、議会全員でやるべきだと思います。それから、

その中で、総務文教の正副委員長の意見をできるかぎり尊重したいなとは思います。総務文教委員会の意

見を、相対的に今聞けば良いかなと私は思うのですが、この辺との意見交換というのか、それを一回、例

えば、議運の正副委員長と、総務文教の正副委員長が４者懇談をすべきかなと思います。 

 その中で、結論を持ち上げて、もう一度議運でやるべきかなと。あまりそれをやっていると期間がます

ますなくなってくるので、その辺はあまり後に持ち越さないような状況で進めていくべきかなと。こんな

ふうに思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど、私どもの会派に、たまたま総務文教常任委員長がおられるということで、

実は会派会議を昨日招集したのですが、どうしても本人の都合が悪いということで来られなかったのです。 

 今日のような、議会運営委員会のような空気を総務文教常任委員会に、個人的に知らせればいいのです

が、電話だけの話なものですから、前回配付されました検討条項を、もちろんこれはおあげしてあります。

しかし、これを見ただけではちょっとわからないかと思うのですが、電話ではそういう話をしたのは事実

です。ですけれども、深くいろんな人の意見を、私の考え方も、それらを電話だけなものですから十分に

話しできないで、どうだというふうに聞くと、やはり｢総務文教常任委員会で、今、所管事務調査でやっ

ているのだから、今更特別委員会を開かなくてもいい｣というのが、当然の言葉だろうと私は理解するの

です。 

 しかし、総務文教常任委員会でやっているのだけれども、財政再建というのは非常に大きな問題だよと。

だから全体として取り組まなければならないのだという空気が、まだ総務文教常任委員会の委員長のほう

には伝わっていないのではないのかなと。会派会議に来られたら、私ども十分議論を戦わそうと考えてお

ったのですが、電話なものですから表面的なことしか言えなくて、言葉としては、一応反対するという姿

勢だということを申し上げたのですよ。特別委員会をつくることについてはね。ということだということ

なのです。我々５人ですから、あとの４人は特別委員会をつくるということ、出席していましたからその

人方とは一致したのですが、欠席者の総務文教常任委員会の委員長がそういうことですが、会派としては

そういう姿勢で臨んだと。こういうことですので、その辺り十分に意思の疎通を欠いている面も、私ども

と及川委員長との間にあることも事実だろうと思うので、その辺りも誤解のないようにだけしていただけ

ればと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田正利副委長。 

○副委員長（吉田正利君） 今、玉井議員からもお話ございましたが、ここまで論議されておりますので、

ともかく総務文教常任委員会の現在の方向性も、確認しておりませんし、何らかの方法で総務文教常任委

員会の委員長と接触しながら、今までの経過を話してお互いに了解点に達すれば、大きな問題にはならな

いような気がいたしますが、私はそういうふうなことで、方向性として議会全体で取り組むという内容と、

今の総務文教常任委員会の現状の取り組み方についても、接点を見出して新たな方向性を見出したほうが

よろしいかと思いますがいかがでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、吉田正利副委員長から総務文教常任委員会のほうと、どういう形にな

るか分かりませんけれども、現状を伝えて、新たな方策を探ってはいかがかというご意見がございました。 

 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 山本総務文教常任委員会の副委員長にもお聞きしたいのだけれども、委員長とこ
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の問題について、立場上お二人でヒアリングしたことがあるのかどうなのか。意見を交わしたことがある

のか、それはいかがなものですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 前回の議運が終わって、多分当日だったと思いますが、電話では意見調整してお

ります。その時は、私と同じ意見でございました。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） どの程度まで、前回の議運の空気を、電話ではあるけれどもお話したのか。その

辺りが、僕らにはちょっとわからないわけ。それで、会派会議に来ていただければ問題なく、ある程度の

お話は煮詰められたのかも知れないのだけれども。僕も電話なものだから、そこまでいかなかったという

のも事実なものですから。そういう前提があるということだけご理解いただきたいと思います。そういう

ことです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、もうちょっと特別委員会のことについて。なぜかということ、ここをき

ちんとしておかないと。総務文教常任委員会と特別委員会のとの取り組み方の違いが、ちゃんと理解され

たほうがいいと思いますので、会派でもきちんとできますから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどの、総務でやっている、いわゆる常任委員会でやっている取り組み

と、特別委員会の設置は違いますよという話をさせてもらったのですが、あくまでも、総務は独自調査と

いう形で、委員会の独自性で動いているわけですよ。特別委員会というのは議会の議決を持って、特別に

預けるものですから、当然議決のほうが優先されますので、それを踏まえて、今現在総務では調査中でご

ざいますので、議会としてはなぜ特別委員会を設置するのかいう、そういう明確なものがなければ、やっ

ぱり総務のほうに対しても失礼でしょうし、そういうのをきちんと議論して決めるべきだろうと思います。 

 例えば、総務は今７人構成ですけれども、全員の特別委員会を設置して、例えば全員の責任を持って議

論していくのだということも一つの考え方だと思いますし。片方では、期間が本当にないですから、小数

で密度の高い対応をしていくために、新たに小数の部分を会派から出してもらって、短期間のうちに十分

議論をするかという方法もありますでしょうし。ですから、総務の今やっている進捗の方法と、なぜ特別

委員会を設置するかというのを、やっぱりきちんと明確に説明できるものを持たなければだめなのかなと

いう気はしますけれども。ですから、それは十分議論をして決められるべきかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 今の局長の話もありましたけれども、いずれにしても先ほどの玉井議員、これが

今言った議運の正副委員長と総務文教の正副委員長。これで集まって早急に方向付けをする必要があるか

なと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 何を話して良いのかなと思っていたのですけれども。総務文教の委員長はやらな

いというか、必要はないだろうという考えは聞いていましたよね。ですから、議運としてどういう方向性

みたいな、必要性だとかそういうことをきちんとしないで、ただどうしますかという話し合いをするのか。

それとも、議運としてはこういう意見とこういうことで、こういうことで。と言ったら、やる必要がない

という会派もあるわけですから。そういう中で、どういうふうにもっていくのかなと私は思うのですけれ

ども。 

○委員長（大渕紀夫君） そこを整理します。これは議会運営委員会として結論が出ていませんから。そ

のことで総務文教常任委員長と話しするわけにはいきません。当然です。そこは難しいです。そんなこと
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をやったらおかしなことになってしまいますから、それはできません。ですから、それは会派でお話され

るのは構いませんけれども、議運の委員長という立場でそれをやってしまうと、私個人の意見になります

から、そうではなくて、ここで結論が出たら総務の方々とお話しができますけれども、そういうことには

ならないのかなというふうに思います。その件はいいですね。 

 局長からありましたように、例えば今、賛否がある中ですかそのこと十分考慮した上で私言っています

からね。そこ誤解しないでください。特別委員会と総務で取り組む違いというところをきちんとしないと

だめだよということがありました。ここは非常に大切だと。ですから、１つは、そういうとつくるという

方向で議論しているとなったら違いますからね。 

 全員が責任を負わなければいけないくらい大きな問題だから、総務文教は会派が出ているけれども７人

だと。しかし議会全体で取り組むという必要があるから特別委員会の設置が必要だという、論点は一つ成

り立つと思います。論点としては、20 人全員が納得してやる。 

 同時に、全く反対に、例えばつくったとしても期間がないのだから、それは全員でやっていたら議論が

活発にならなかったら困りますので、それではなくて、特別委員会は例えば、会派の按分で出るというの

がちゃんとありますから、会派の按分で出て、徹底的にそこで会派の意見も取りながら議論するというや

り方もあります。 

 それは、何かというと、特別委員会はそのことだけやりますから。総務文教委員会はそれ以外のことも

やりますからね。ですから何か突発的なことが起きたらやらなければだめだということが起きてきます。

そういう点での論点の違いがあると思います。 

 もう一つは、委員外議員の取扱いの問題、賛否の問題、まとめの問題がございます。これも歴然とあり

ます。委員外議員の人、この間はたまたま非常に委員長が大きな立場でどんどん発言しなさいとなったけ

れども、基本的には違うのです。委員長が必要と認めた人に発言を許すということですから、全然違うの

です。自由にやるということでは、本当はないのです。議論は聞けますけれども、聞くには聞けるのです。

ですから、そこら辺の違いと、まとめには全く参加できないということ。賛否にも加われないということ

で言えば、そこに大きな違いがあります。 

 この三つくらいかなと。特別委員会と総務文教常任委員会が取り組む違いというのは。そういうことで

はないのかなと思うのですけれども、この件についてきちんと整理しておいたほうが良いと思いますので。

局長の先ほどの話しによるとそういうことになりますので、そういうことで言えば、皆さんこのことにつ

いて何かご意見ありましたらどうぞ。はい、加藤委員。  

○委員（加藤正恭君） 先ほども、うちのほうから出ている総務文教常任委員長の話をちょっとしました

けれども、今大きく三つくらいに、特別委員会と常任委員会の相違点を話しました。本人には確認はして

いませんけれども、「何を言っている」と。｢総務文教常任委員会、今取り組んでいるのだから、改めて特

別委員会をつくる必要はないよ｣というのが、電話でのやり取りでは、そういう空気でありました。 

 しかしながら、特別委員会をつくるのですよという、会派としてはそういう姿勢になっているのですが、 

個人的には、彼が委員長ですからそういう姿勢をするのはわかるのだけれども、特別委員会との相違点に

ついて、より重要な案件であるから、議会全員の責任において取り組むのですよと。従って、人数は全員

になるか、10 人になるか８人になるか、そこまではわかりませんけれども、より積極的に進めるためには

特別委員会を設置したほうが良いだろうと。こういうことを説明すると彼の考え方が変わるかどうか、そ

れはわかりません。それは私は判断できませんけれども、その辺りの議論をしなければならないのかなと

いうふうに、私は今、ここで考えているわけです。本人とは面と向かって話したわけではないから、どう
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いう姿勢になるか分かりませんけれども、たまたま委員長も、副委員長も反対だというものですから、そ

の辺りちょっと微妙な問題だなと。副委員長は、この場に出席して、良いか悪いかは、これは別な問題と

してある程度の議論を聞いておられるからわかるのだけれども、委員長の場合はそれがないものだから、

果たしてどこまでそういう空気というか、考え方というか、そういうものを知らせることが可能かなと思

って、会派の会長として責任を感じているものなのですけれども。 

 私が説明するよりも、逆に副委員長を含めたそういう集まりをするのも、一つの方法かなと思ったりし

ております。その辺りもう少し議論をできればなと思います。 

○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） 加藤委員の話を解釈すると、会派で皆さん全員そろった中での打ち合わせが

できなかったということでございますので、順序からいきますと、やはり会派会議で十分協議した経過の

中で、先ほど玉井議員から提案があった内容で、全体的に話し合う方法が必要だと思います。 

 できれば、段階的に手続上、会派の考え方をもう一回何らかの形で消化してもらったほうが、ご本人も

十分それに対する理解を取れるのではないかなというふうな気がいたしますけれどもいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほども申し上げたように、５人の会派なものですから、委員長といえども一人

なわけです。他の４人は特別委員会を作ることには賛成をした。たまたま総務文教常任委員会の委員長な

ものですから、ちょっと悩むのですが、吉田副委員長のお考え方も一理あると思いますので、議運がいつ

開かれるかは別にして、もう一度近いうちに委員長の都合のいいときに、またご足労ですけれども会派会

議を開いて、より説明をしてみたいと。説得するということは語弊がありますが、そういうふうに持って

いってみたいなと。良いアイデアをいただきましてありがとうございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他ご意見ございますか。大体意見は出尽くしたというふうに私は感じています

けれども、今後の取扱いの問題がありますからね。正副議長、ご意見ございましたら。なければ構いませ

んけれども、ありましたらどうぞ。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、いろいろとご議論されておりますが、議論を聞いている中で、私自身皆さ

んの意見を聞いていて、ちょっと目的が皆さんの認識が違うのではないかと感じたのです。違っていない

といえばそれでいいのですけれども。 

 例えば、今の財政状況、これ 20 年度の決算においてある数値がクリアできなければ再建団体に落ちる

というような中での、その対応策について特別委員会を設置したいということで、皆さん一致しているな

と。そういう思いで皆さんおられますね。この財政問題はそのあとも続いて、例えば 25 パーセントをク

リアしたからそれですむという問題ではなく、これから 10 年間ずっとやっていく。その仮定においての

いろいろな、今町で示されている取組みに対しても含めての特別委員会なのか、あくまでも 20 年度決算

対策に対する対応のための特別委員会なのか、それともそのあとも継続して、さらに赤字をゼロにするま

での対策が町から示されて、総務常任委員会でやられている、今いろいろ所管事務調査、どうやって皆さ

んに報告されているというか、説明されている内容でありますので、これ全体的な課題でいく特別委員会、

その辺のことをきちんと共通認識した上で、特別委員会を設置するしないを議論していただきたいと。 

 これ、議会で決めるものですから、あくまでも今の段階では設置すべきだ。あるいはしなくても良いの

ではないかというようなご議論ありますので、その辺はきちんと意思統一した形で議会で決めると。やは

りこれをやるには、正直にいって賛成多数とか何とかという形では、賛成多数ですから議会としては成立

するのですが、こういう重要な案件については、きちんと皆さん十分に議論をして、そのような方向を決
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めていただければなという具合に思います。以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 副議長。良いですか。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議長の認識、私ちょっとおかしいと思うのです。この間の計画と言うのは 10 年

計画であるけれども、10 年後には赤字をゼロにしたい。そういうことなのですよね。しかし、20 年度の

決算というのは、再建団体なるならないの分岐点なのですよ。それですから、この間の計画 26 億円です

か。削減しようというのは20 年度の決算に対しての目的なのですから。それ以降は徐々に減っていって、

10 年後にはゼロにすると、こういう計画なのです。とりあえず 20 年度の問題なのです、今。ここで特別

委員会をつくろうと、こういうことなのですよ。 

 ですから、その時点で一応、もしクリアしたら特別委員会はその時点で必要かどうか、これから監視し

ていくという意味では、特別委員会が必要であればまた設置すれば良いでしょうし、ある程度クリアでき

たのなら、一応目標は達成されたわけですから、それは今度、総務文教常任委員会の所管事務調査で監視

をしていけば良いと。こういう形になろうかと思うのですけれども、問題は 20 年度の決算をするために

は日時がもうないですから、早くそれを対応しなければならないというのが、今回特別委員会を設置しよ

うという意味だと私は思うのですよ。そういう認識で、各議員さんはおられるのではないかと思うのだけ

れどもいかがですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） となりますと、改選後もそのまま続けて特別委員会を。ですからそういう意味合

いだということですよね。改選後もそのまま継続して、確認のための。ですから委員会残すのかどうかと

いうことなのですけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員、それは今やってもだめです。継続はできないの。一回それで終わり。 

○委員（山本浩平君） すみません。僕の言い方が悪いのかもしれませんけれども、僕は改選までで終わ

りだと思うのです。その後設置するかどうかはそれからのことです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、そうです。そういう認識でよろしいです。 

○委員（山本浩平君） 仮に特別委員会を設置したとする場合です。 

○委員長（大渕紀夫君） そのとおりです。継続はありえないですから。今、山本委員が言われたことも

含めてね。それで、これ以上議論をしても進まないと思いますので、今日の議論を、それと解明されたこ

とをはっきりさせた部分もございますので、このことをもとに再度会派会議を開いていただきまして、も

う一度議運を開くべきではないかと私は判断しておりますけれども、いかがでしょうか。 

 議長も言われていましたし、なるべく採決をするというのは避けたいと考えておりますし、時間があり

ませんから、なるべく早く結論を出すということにはしたいと思いますけれども、今週中だと 13 日しか

ないのだけれども、産建終わってからやりますか。12 日というのは無理でしょ、今日10 日ですから。一

番早くても 13 日、その次になると 17 日になってしまうのです。17 日まで引っ張りますか、13 日は無理

ですか。それは皆さんのご意見で、別に決めますので。僕も早いほうがいいという考えで言ったのですが、

ただ、会派会議開けるかどうかということもありますからね。大人数のところは。 

 13 日、４時までに産建が終わるのであれば 4 時からで構いません。これは時間がかかったらかかったで

いいではないですか。11、12 くらいはあけて 13 のほうがいいかなという考えなのです、僕の考えは。 

 13 日の 4 時からというのはいかがですか。産建には申し訳ないけれども、話してもらって 4 時までに終

わってもらうということで。 

 よろしいですか、13 日の 16 時から再度議会運営委員会を開くということでいかがでしょうか。良いで
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すか。良いですね。それでは、今日の意見を踏まえた上で、各会派で会議を再度持っていただき、13 日の

16 時から再度議会運営委員会を開くというふうにいたしたいと思います。この件については、よろしゅう

ございますね。 

 はい、熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブの意見として先ほど述べさせていただきましたけれども、特別委員会、

常任委員会の違いを説明して、特別委員会を設置するかという会派会議を開催しますけれども、特別委員

会に変わる何かということの考え方も、よその会派で少し議論をしてもらいたいと思うのですよ。私が提

案している政策研究会というのが、適合しているのかどうかというのは別として、やはり議論するという

形が、特別委員会でいいのかどうかというところがうちも論点なのですよ。いろんな仕組みだとか。 

 今、山本委員からも出ましたけれども、任期が切れちゃうとそのまま消滅しちゃうよと。いったいなん

だったのだという、逆な評価も出てくる可能性もあるよと。それもやはり我々の議論あるのですよ。そう

であれば、継続性もあるということも鑑みると、やはり改選された議員さんにも意識を持ってもらうため

には、政策研究会という形が良いのかどうかは分かりませんよ。そういうのを残しておいたほうが、逆に

私はベターかなというふう意見もあるのです。その辺も含め議論していただきたいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、そのことについては、各会派でお話ししていただきたいというふうに思

います。今、熊谷委員から出ました点で、もう一点あるのが、先ほどから山本委員から何度も出ています

ように、これは少なくても、９月議会が終わる段階までの議論にしかなりません。継続性ございませんか

らね。ですから、10 月に入っても皆さんでやろうということであれば、それはできないことではありませ

んけれども、現実的にはそういうことにもなるということも含めて、ご議論願いたいというふうに思いま

す。この件につきましては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、事務局から、何点かその他がございますから、今日議論はできま

せんけれども確認ください。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいですか。６月 19 日から第２回の議会が始まって、通年議会の試

行がしております。24 日、一応追加議案も出てきますし、その中で町と課題になっているのが専決処分の

関係で、どうしても専決処分をしなければならない事項というのが、実際にはあるのですね。それは通常

の 179 条で事後報告して専決処分をしていましたけれども、これを180 条に、要するに議会の委任ですよ

ね。それをする必要があるのかないのか。また、町がどれだけの議題を抱えているのかというのをまだ調

べていませんけれど、それを総務課長と調整入るようなことの許可だけはいただけないかなと思っていま

す。 

 というのは、一つ出てきていますのは、公営住宅の使用料の関係で、滞納がございます。あれは住宅法

の、要するに公の債権となっていますけれども、手続上は民事でいかなければならないのです。裁判所に

支払請求をして、仮執行の請求をして、そして不服申し立てが出れば訴訟手続に移行してくるわけですよ。

そしたら、そういう、今現実的に歳入確保の委員会では議論されてきているのですよね。そうなった時に、

例えば５万年とか６万円の訴訟手続になるときに、一回、一回議会にかけなければならないという事態が

生じてくる。これは委任は考えられませんでしょうかという形で、今来ているのですけれども、実際には

今議決事件ですから、かけてかけられないことないでしょうということにはなっているのですけれども、

その都度一回一回議会をお呼びするのかと、こういう部分も出てきていますので、果たしてどれだけの部

分があるのか。 
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 もう一つは、３月末の地方債の許可ですとか、地方交付税の許可で、係数整理する部分。実際にはもう

間に合わないわけですよね。ですから当然179 条の専決処分を使っています。ただ、通年で引っ張るとし

たら、いつでも開いているものですから、そういう状況に合致しません。ですから180 条の委任をしなけ

ればつじつま合わないのですよね。 

 ですから、その研究を総務とあわせてさせていただきたいなと。ちなみにこの間きた福島町議会は、そ

れをすでにやったんだそうですよ、ちょっと参考資料ももらっていまして、うちも通年制を引けば当然検

討しなければならない事項ですから、事前に入らせていただきたいということが一点です。 

 今、要するに事務事業の見直しの中でですね、13 日までに出せという事項が来ているので、多分間に合

わないと思いますけれども、その中で議会の関係が一点ありまして、従来からの課題には載っているので

すけれども、現状の町の広報と議会の広報を合体させるというような課題で議論してくださいと。という

のは、小さな話ですけれども、印刷とかそういうのは変わらないのだけれども、製本代が変わってくるの

です。過去から議論をあがっていました。ですから、編集の方法だとか、レイアウトの方法は変わらない

のですけれども、今「げんき」と出ていますよね。あれの後ろに合体させる。登別はすでに合体している

のです。それを検討しなければならないということで、ちょっとずれるかもしれませんけれども、17 日広

報がありますので一回議論してもらって、最終的には議運の中で振るかもしれません。 

 もう一つは、それとあわせて全部の費目 1 款から 12 款まで見直しなさいときているのですね。ですか

ら議会も当然費目としては例外ではないでしょうし、洗い直しをしなくてはいけないと。ただ、時間があ

まりにもないものですから、 

○委員長（大渕紀夫君） 端的に言えば、例えば視察の見直しだとかということを含めて、やらざるを得

ないと。このままでいいと言うなら良いのですよ。だけど、そういうことも含めて、今経常経費削減です

から、そういうことも含めてすべての点です。議長の交際費からすべての点について、見直せと言うこと

ですから、それはどういうような形で、どうやるかということは、何もないのですけれども、何もないと

いうか事務局に考えてもらわなければどうにもならないのだけれども。そういうことを含めて考えなけれ

ばいけないということです。 

今日、どうのこのということではございませんから、少なくてもそういうことは我々もやらなければい

けないということになっていくと思います。流されないで議会は議会としての機能が発揮できるような形

の中で、われわれも最大限の努力、協力をしなければいけないと、こういうことでございます。 

 その三つなのですけれども、一点目の専決処分のことにつきましては、今事務局で考えているのは、町

から何項目か、総務課から上げてもらって、その中で議会側で精査して、これとこれとこれとこれは、専

決処分ではなくて委任事項でやって良いですよというふうにすると言うことですから、それの作業をした

いということなのです。ですから、それはもう作業に、総務課で入っていただいて良いですよね。どんど

んやっていただいたほうがいいと思いますので。通年議会だからと全部、全部、会議開くわけにいきませ

んから。 

 そういう形で、委任したいという事項がなんぼあるかと、その中でこちらが認めるのはなんぼかという

ことになります。決まってくるのは仕方がないけれども、例えば国で決まったときに出てきます、税など

の問題についてどうするかということです。そういうことを含めて協議に入っていただく。これはよろし

いですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それから、広報の合体については、これはまだここで議論できません。広報委
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員会の中で議論していただいたあとに、どういうふうになるか。中身についてはそういうことだというこ

とで理解してください。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） それは広報の委員会で決めることでしょうけれども、会派の会議、われわれ今回

ので開きますので、話が出たときに、経費的にいくら削減されて違うのかという話が出たときにどう答え

ていいのか。合体されたことによってどのくらい経費の削減になるのか、それはわからないのだ。もし分

かればと思いまして、それでは結構です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 実はですね、広報の中でも話されると思うのですけれども、事前にジャッ

キアップしておきたいのですけれども、例えば広報に町内の広告宣伝を入れると。減らすことばかりを考

えずに、多分減らしても僕は５万円か６万円の話だと思うのです。そうではなくて、地元業者の宣伝広告

を入れるというようなこと検討に入れたほうがどうかと思うのです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 広報の有料化については、すでに町側のほうは検討に入っていまして、多

分委託方式でやるのですかね。委託で募集をかけてのっけるということです。そこで分離した時に議会ま

でなるかどうかというのは課題でしょうし、合体すると楽なのですけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、わかりました。その件も含めて、とりあえずあまり先議するわけにいき

ませんので、広報の特別委員会のほうで議論していただいたあと報告していただくと、今の根本委員外議

員のお話も含めて、議論されると思いますので、そういうことでよろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それから、事務事業の精査については、今後事務局、正副議長等々で一定限度

行われて、議運に係ると思いますから、皆さん方で案があれば会派会議の中でも、例えば視察、４年に２

回だけれども４年に１回にしようとか、当面凍結しようとか。我々考えるといったらそんなことしかない

のですけれどもね。これ以上、何が節約できるのか良くわからないのですけれども、そのようなことを含

めて考えていただければ、その他の部分で出して、議会運営委員会の中で出していただいて、局長や正副

議長にきちんと話してもらうというふうにしたいと思いますので。 

その他ございませんか。なけれは、次回の議会運営委員会は 13 日 16 時から行いますのでご参集よろし

くお願いします。以上で議会運営委員会を閉会といたします。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午前１１時５２分） 


