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平成１９年 議会運営委員会会議録 

平成１９年 ８月１７日（金曜日） 

   開 会  午後 １時３５分 

   閉 会  午後 ３時３６分 

 

○議事日程  

－協議事項－  

１．平成１９年第２回白老町議会定例会（休会中の召集）について 

(１)意見書案の取り扱いについて 

 （１）意見案第 11 号 国民健康保険制度の改善を求める意見書（案） 

           〔提出者：日本共産党 大渕紀夫〕 

（２）意見案第 12 号 地方財政に関する意見書（案） 

           〔提出者：日本共産党 大渕紀夫〕 

（３）意見案第 13 号 後期高齢者医療制度の充実を求める意見書（案） 

           〔提出者：日本共産党 大渕紀夫〕 

（４）意見案第 14 号 中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求める意見書（案） 

           〔提出者：公明党 吉田和子〕 

（５）意見案第 15 号 「地域安全・安心まちづくり推進法」（仮称）の早期制定を求める

意見書（案） 

〔提出者：公明党 吉田和子〕 

（２）常任委員会の継続調査について 

 ○民生常任委員会 

 （平成１９年第１回定例会）～白老町の医療政策について 

 （平成１９年７月６日通知）～大気汚染の測定について 

 （３）常任委員会所管事務調査の報告について 

   ○民生常任委員会 

   （平成１９年６月２１日通知）～白老町の廃棄物処理施設等の現状について 

   ○産業建設常任委員会 

   （平成１９年６月２１日通知）～産業振興全般について 

 （４）議会運営委員会の閉会中における所管事務調査について 

 （５）日程第５号について 

   ○平成１９年８月２４日（金）１０：００開議 

   ○日 程  別紙のとおり 

 （６）第２回定例会の開会について 

   ○議会運営委員長報告 
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２．平成１９年度決算審査特別委員会（第３回定例会中）について 

（１）平成１９年度決算審査スケジュール 

３．第３次議会改革について 

 （１）白老町議会運営基準の改正について 

 （２）一般質問の持ち時間について 

 （３）白老町議会傍聴規則（本会議・委員会）の改正について 

４．その他について 

 （１）第３回定例会の一般質問の取り扱いについて 

   ○白老町財政健全化に関する調査特別委員会（平成１９年７月２４日設置） 

   《申し合わせ事項》 

     議員は、自らが所属する常任委員会及び特別委員会において審議中の事件に関わる

一般質問は行わない。 

 （２）白老町財政健全化に関する「まちづくり懇談会」の取り扱いについて 

 （３）その他について 

 

○会議に付した事件  

－協議事項－  

１．平成１９年第２回白老町議会定例会（休会中の召集）について 

(１)意見書案の取り扱いについて 

 （１）意見案第 11 号 国民健康保険制度の改善を求める意見書（案） 

           〔提出者：日本共産党 大渕紀夫〕 

（２）意見案第 12 号 地方財政に関する意見書（案） 

           〔提出者：日本共産党 大渕紀夫〕 

（３）意見案第 13 号 後期高齢者医療制度の充実を求める意見書（案） 

           〔提出者：日本共産党 大渕紀夫〕 

（４）意見案第 14 号 中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求める意見書（案） 

           〔提出者：公明党 吉田和子〕 

（５）意見案第 15 号 「地域安全・安心まちづくり推進法」（仮称）の早期制定を求める

意見書（案） 

〔提出者：公明党 吉田和子〕 

（２）常任委員会の継続調査について 

 ○民生常任委員会 

 （平成１９年第１回定例会）～白老町の医療政策について 

 （平成１９年７月６日通知）～大気汚染の測定について 

 （３）常任委員会所管事務調査の報告について 
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   ○民生常任委員会 

   （平成１９年６月２１日通知）～白老町の廃棄物処理施設等の現状について 

   ○産業建設常任委員会 

   （平成１９年６月２１日通知）～産業振興全般について 

 （４）議会運営委員会の閉会中における所管事務調査について 

 （５）日程第５号について 

   ○平成１９年８月２４日（金）１０：００開議 

   ○日 程  別紙のとおり 

 （６）第２回定例会の開会について 

   ○議会運営委員長報告 

２．平成１９年度決算審査特別委員会（第３回定例会中）について 

（１）平成１９年度決算審査スケジュール 

３．第３次議会改革について 

 （１）白老町議会運営基準の改正について 

 （２）一般質問の持ち時間について 

 （３）白老町議会傍聴規則（本会議・委員会）の改正について 

４．その他について 

 （１）第３回定例会の一般質問の取り扱いについて 

   ○白老町財政健全化に関する調査特別委員会（平成１９年７月２４日設置） 

   《申し合わせ事項》 

     議員は、自らが所属する常任委員会及び特別委員会において審議中の事件に関わる

一般質問は行わない。 

 （２）白老町財政健全化に関する「まちづくり懇談会」の取り扱いについて 

 （３）その他について 

 

○出席委員（１１名） 

  委 員 長 大 渕 紀 夫 君   副委員長 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 玉 井 昭 一 君 

  委員外議員 西 田 祐 子 君 

 

○欠席委員（０名）  

 



 4 

○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       森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） お疲れのところ、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。 

 

    ◎調査事項 

○委員長(大渕紀夫君) 熊谷委員がちょっと、都合でちょっと今、他のところにいますので、

１番目の協議事項ではなくて、２番目から始めたいと思います。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。（２）から始めたいと思います。 

 議会事務局、先に何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にないです。 

○委員長(大渕紀夫君) いいですか。 

 それではですね、１番目の平成 19 年第２回白老町議会定例会についてということの、（２）

から行いたいと思います。１ページ目です。 

 それでは、局長よろしくお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい。常任委員会の継続調査ということで、民生常任委員会か

ら２件、所管事務について、継続調査をするように提出があります。一応、24 日提出になって

おりますけど、ご配布してございます。 

一つは、白老町の医療政策について。一つは、大気汚染の測定について。 

医療政策については、第１回の定例会で閉会中の所管事務で議決をいただいたものです。 

２件目の大気汚染につきましては、通年議会の試行に伴いまして、７月６日付で議長宛通知

のあったものです。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。２番目の常任委員会の継続調査については、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。それでは次、３番目。常任委員会所管事務調査の報告について。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい。常任委員会の所管事務調査の報告についてということで、

今回の閉会中の召集には２件、民生常任委員会と産業建設常任委員会の二つの委員会の通知を

受けるということでございます。 

 一つは、白老町の廃棄物処理施設等の現状について。産業建設常任委員会につきましては、

産業振興全般についてということでございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。（４）議会運営委員会の閉会中における所管事務調査について。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい。これにつきましてはですね、次期議会まで、一応 24 日

をもって一応閉める予定をしてございますので、第３回の定例会までの期間、議会運営委員会
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として閉会中になりますので、別紙のとおり、一応取り上げておくということになります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。次、５番目。日程第５について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議事日程第５号を付けさせていただいてございます。 

 今回は、後に協議いただきますけど、今の予定としては意見書が５件、それとただ今説明し

ましたとおり、所管事務調査の継続調査。それと、民生と産業建設常任委員会の委員会報告。

それと、議会運営委員会の閉会中の所管事務調査。以上の第９まで、予定してございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。今回は、閉会をするための、というわけではないのですけど、

定例会になりますので、議会関係のみでございます。 

 このことについて、何かご質問がある方いらっしゃいますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) よろしゅうございますね。はい。会期は後ほど決定をいたしたいと思

います。 

 （６）、はい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、第２回定例会につきましては、６月 19 日から通年議会

の試行に伴いまして、一応８月 31 日まで会期を設定してございますが、一応、委員会協議が、

委員会の調査がほぼ終わったということと、それから追加議案の見込みが今のところないとい

うことで、第３回の定例会を控えておりますので、24 日付で一応、閉会をするということに予

定しております。 

 あと、委員長報告については、別紙に付けているとおりです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。これは、これから協議するものも含まれていますので、変わる

可能性がございますので、その点ご承知おき願いたいと思います。 

 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。続きまして、それではちょっとすみません。戻りまして、意見

書の取り扱いについてを、協議をいたしたいと思います。 

 今回５件出ておりますので、順次各会派からのご意見を賜りたいと思います。 

 意見書案第 11 号について。国民健康保険制度の改善を求める意見書（案）。これについての

各会派のご意見を賜りたいと思います。 

 どこからでも構いません。どうぞ。 

 はい。吉田副委員長、新風。 

○副委員長(吉田正利君) 新風、吉田です。原案のとおり、賛成いたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

 はい。新政クラブ。 

○委員(熊谷雅史君) 新政も同じく賛成です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。町清、公明、どうですか。 
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はい。どうぞ、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 町清クラブ、賛成です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

 公明。 

○委員(吉田和子君) ２点ほど、ちょっとお伺いしたいのですが、資格証明書の発行をやめ、

必要なときに必要な医療が受けられるように、改善をするということは、これはどのように、

どのようなもので対応するべきだというふうにお考えになっているのか。 

これ、短期のものではなくて、資格証明の方なのですが、やっぱりこれは、滞納者に対する

１年を経過した場合に発行しているものなのですけれども、やっぱり理由によってだと思うの

です。ただ単に１年払わないからすぐ資格証明っていうことには、白老町はしていないと思っ

たので。白老町のことは別としても、どのようなお考えなのかということと、それから４番目

の乳幼児医療費助成を理由とした国庫負担の削減をやめることっていうのは、ここでなぜこの

乳幼児医療費のことが出てきているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。私の方からちょっと説明をしたいと思います。 

 資格証明書の発行の件につきましては、これは悪質滞納者に対する対応と、それからそうで

ない部分の対応が一緒になっているのですね、今はね。一緒になってしまっているのですよ。 

 それで、我々は考えているのはやっぱり、もちろん悪質滞納者は悪い、だめなのですけども。

それが、そうではない方々にも及んでいる、特に北海道は少ないですけど、九州・福岡辺りは

非常にこれが多いのですね、今ね。 

 これで問題になって、病院に行けないっていう方がずいぶん出ているというようなこともご

ざいますので、そういう意味でなるべく資格証明書の発行は、白老の場合も 70 歳以上は出して

いないですけどね。 

 そういう良い部分、積極的な部分がすごくあるのですけども、今後高齢者のところにも出て

きますけども、高齢者の中でもこれをやるっていうことになると、白老も国の法律ですからや

らないわけにはいかなくなるのかもしれませんけど、なるべくこういうことは避けた方がいい

のではないかという考えであります。 

 それから、乳幼児医療費助成を理由とした国庫負担金の削減、これは乳幼児医療費を出すと

いうこと、他のところで出すから、国庫負担をやめるということはないようにした方がいいの

ではないかという意味なのですよ。 

 ですから、乳幼児医療費助成、今検討されていますよね。たぶん、今小学校に行く前の、小

６までか。になるから、そういうことで、国保に出ている国庫負担がなくなったら困るから、

それはやめてほしいっていう意味です。そういう意味です。 

 はい、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 資格証明のことは、私は悪質なものに対してはっていうものだったら、

ちょっといいのかなと思ったのですけど、ちょっとこれだと悪質な人も全部やめるっていう意
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味になってしまうのかなって、ちょっととったのが１点と、それから乳幼児医療費助成をする

ために、国保税を引き下げないというか、上がっていくっていうことに対しての反対っていう

意味なのだと思うのです。 

 ただね、これ怒られてしまうかもしれませんけど、うちらの考えって、私が思ったのは、高

齢者、国保税の負担が多少ね、これは軽減策がありますから、全部。だから、多少出せる人に

は出していただいて、少子化の方の対策にも十分持っていくべきだろうという、そんなちょっ

と考えもあったので、乳幼児医療費の方が出ていたのがね、ちょっと何か、内容的にね、どう

してこれが出てきたのかなと思ったのです。 

 あと、内容的にはもちろん軽減策もやっていますし、十分ではないかもしれないけどやって

いますけれども、今後の年金者の税率等々増えてきていますのでね、そういった部分では本当

に高齢者の困らない政策としては、必要ではないかというふうに思いますので、ちょっとこの

辺だけちょっと引っかかったということです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 今、話が出ました３番目ですね。資格証明書の発行をやめ、必要なと

きに必要な医療が受けられるように改善すると。これ、同じ意見なのですけども、この辺、必

要なときに必要な医療が受けられるっていうのはどうも、ちょっと不透明ではないかと思うの

ですよ。もう少し、何というのですかね。具体的にこう、分かるような表現ができないでしょ

うかね。主旨は賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） これははっきりしているのですよ。憲法第 25 条に保障されている

中身ですからね。当然誰でも医療が受けられるっていうふうになっているでしょう、憲法で。

そういう意味ですから。それはだけど、それは崩すわけにはいかないと思いますのでね。 

 ですから、必要なときに必要な医療が受けられるっていうのは、これはもう国民が等しく最

低限度の生活を送る権利を持っているわけですから。 

○委員（谷内 勉君） その辺は分かります。 

○委員長（大渕紀夫君） そういう意味です。ただ、資格証明書の部分について言えば、吉田

委員が指摘したように、悪質なものとそうでないものを一緒にするとかっていうことについて

言えば、確かにそれはそうですよね。私もそうだと思います。 

○委員（谷内 勉君） いや、今この資格証明書っていうのは、今吉田委員が言われたとおり

ですよね。そういうようなことで、今言った、何というのですか、そういう例えば滞納者に対

するこう、ペナルティみたいようなことだと思うのですよね。 

 だから、そういうようなことからいったらこれは、だから次にこうね、必要なときにってこ

れはもう、憲法であれはっていう、条文化されているからこれはって言われたら、私は何も言

えないですけども。 

 その辺もうちょっとこう、っていう私の認識不足かどうかわかりませんけども、そういうこ

とでちょっと発言しました。以上です。 
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○委員長（大渕紀夫君） ちょっと、何か良いのありませんか。 

 だけどこれ、悪質滞納者以外の資格証明書の発行をやめ、って書いたら、悪質でない人にも

出しているっていうふうにとられるな。それはまずい。それはちょっと、そうしたら今はそう

やって出しているっていうふうになってしまうものね。原則はそうでないでしょう。 

 はい。ちょっとこれ、次にまわします。すみません。 

○事務局長（上坊寺博之君） １字ちょっと訂正、お願いしたいと思います。１段目の一番最

後、非常、常ってなっていますけど、情けです。りっしんべんに青いって書く字です。情けで

直してください。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ちょっとこれ、ここの部分については文の整合性を考えたい

と思います。 

 はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ２番の「個人割、平等割部分の負担割合を引き下げや」って、何かち

ょっと言葉、おかしくないですか。私、「負担割合の引き下げや」ではないのかなと。「の」だ

と思うのですけど。細かいことですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 「の引き下げ」だね。これね。はい。 

○委員（加藤正恭君） 「割合の」だな。 

○委員（吉田和子君） ですよね。「を」といったらね、何かあれと思ったのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 「の」だね。「を」といったら変だね。 

 はい。資格証明書の発行をやめて、３番目の部分なのですけれども、ちょっとこれ、実情に

合った形にちょっと変えたいと思います。主旨は、悪質滞納者へのものはやめなくてもいいけ

れど、やめなくてもといったら。何ていうかな。 

○委員（吉田和子君） 資格証明自体に問題があるっていうことなのかなと思ったのですけど、

でも・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 全部っていうわけにはちょっと、今の状況ではいかないと思います。 

 はい。それでは次いきます。財政改革、地方財政に関する意見書（案）。お願いします。 

○委員(加藤正恭君) 町清クラブ、賛成です。 

○副委員長(吉田正利君) はい。新風、賛成します。 

○委員(熊谷雅史君) 同じく新政クラブ賛成です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。公明。 

○委員(吉田和子君) はい。賛成いたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは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。全会一致といたします。 

 次、後期高齢者…。 

○事務局長（上坊寺博之君） １点。もう１箇所訂正をお願いします。真ん中、中段からちょ
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っと下、地方自治体って書いていますけど、債務でなくて責務、にんべん取ってください。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、よろしゅうございますね。分かりましたか、場所。真ん中より

ちょっと。 

 はい。次、後期高齢者医療制度の充実を求める意見書（案）です。 

 これは、前回の保健医会から意見書を出してくださいって、前回の議会、今回ですね。６月

議会に来ていましたね。参考配布になったものです。これ、全国保健医会から出た中身のもの

です。北海道保健医会かな。北海道保健医会かもしれません。 

 そこから出た中身ですから、お医者さん方が全部集まっているところのものの中身でござい

ます。そこからまるっきり同じく、同じものですけど。どこからも出なかったから私の方で出

したというだけです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、新風。 

○副委員長(吉田正利君) はい。新風、賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、町清クラブ。 

○委員(加藤正恭君) はい、賛成です。町清クラブ、賛成です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、新政クラブ。 

○委員(熊谷雅史君) 新政クラブも同じく賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。公明。 

○委員(吉田和子君) またちょっと聞いていいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

○委員(吉田和子君) 記２なのですけど、低所得者に対し、保険料や窓口一部負担金の減免を

行うなど、十分な配慮を行うこと、っていうことになっているのですが、今までの基礎控除の

負担割合よりは、多く軽減されているのですよね。 

 それでもなおかつ、まだ軽減しなさいっていうことになるのかどうなのかっていうことが１

点と、それから、市町村に課せられた運営負担割合を少なくすることってありますよね、４番

目に。 

 これは、負担割合は国１、都道府県１、広域連合１っていうことで、１：１：１になってい

るのですけども、少なくしなさいっていうことは、市町村の負担は無くしなさいっていう意味

に捉えていいのかどうなのか。その点、教えてください。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。１点目の方なのですけど、確かにそういう部分では、制度とし

ては進んでいる部分と遅れている部分と両方あると思うのです。私はこの制度はね。 

 ですから、今の状況でいくと、低所得者には厳しくなる人とならない人と出るのですね。私

の調べた範囲では。 

 だから、そこは厳しくならない人はいいのだけど、厳しくなる人もいるのですよ。特にその、

高齢者の人たちの後期高齢者の人たちですから、その年金の関係ではかなり大変な人もいるし、

もちろんそうでない人もいて、そうなるのだけどね。 
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 ですから、ここはやっぱり白老町の場合でも今は、資格証明書も実は後期高齢者の場合、出

していませんよね、一人もね。 

 ですから、そういう精神を受け継いでやれということです。 

 たぶん、これは私の今言ったことなのですけど、保健医会も同じだと思います。それはね。 

 これ、丸写しですから。そういう意味だと思います。 

 それから、市町村に課せられた、これはね、こういうことです。国の負担を増やして市町村

を減らせという意味です。単純にそれだけです。それだけです。 

 だから、ゼロにしなさいとかではなくて、割合を減らして、国の負担をもっと多くして、そ

ういう意味です。何％とは書いてありませんでした。 

○委員(吉田和子君) ちょっと付け加えますけど、葬祭費は今まで１万円だったのですけど、

５万円になるというのはどうなのですか。 

 ５万円になるって、葬祭費。それは知っていますか。 

○委員長(大渕紀夫君) 葬祭費をね。そういえば書いてありました。 

○委員(吉田和子君) そういうのもね、ちょっと今までよりは、ある程度いろいろな面でこう

ね。 

○委員長(大渕紀夫君) 後期高齢者の分だからね。 

○委員(吉田和子君) いろいろな面でこうね、プラス部分がかなりあるっていうことも、認識

したうえで出していただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、分かりました。 

 はい、それではこれ、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。次いきます。中小企業の事業承継円滑化のための税制改正を求

める意見書（案）でございます。 

 はい、町清クラブ。 

○委員(加藤正恭君) 町清クラブですが、賛成です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、新風。 

○副委員長(吉田正利君) 新風、賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、新政クラブ。 

○委員(熊谷雅史君) はい。同じく賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。私のところも結構です。 

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。続きまして、「地域安全・安心まちづくり推進法」（仮称）の早

期制定を求める意見書（案）。 

 はい。各会派の。 
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○委員(加藤正恭君) 町清クラブですが、賛成です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、新風。 

○副委員長(吉田正利君) 新風、賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、新政クラブ。 

○委員(熊谷雅史君) はい。新政クラブも同じく賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。私のところもオーケーです。 

はい、谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) ちょっと質問します。 

 記の中の１番目ですけども、「地域安全・安心ステーションモデル事業」を全国 2,000 カ所へ

増やすということなのですけども、この 2,000 カ所っていうのはこれ具体的に、例えばこれで

間に合うか少ないか。その辺のところの判断はどうなりますか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、吉田委員。 

○委員(吉田和子君)  2,000 カ所になると、各市町村全地域に行き渡るのではないかと思いま

す。 

 ただ、少ないか多いかと言われると、多い数ではないと思います。地域的に。市に１カ所と

かってなりますから。 

○委員(谷内 勉君) このくらいあればいいのではないかという、そういうのは。 

○委員(吉田和子君)  それはちょっと分からない。すみません。 

 全国にどのくらいあればいいのかって言われても、ちょっと分かりません。すみません。 

1,800 だったら市町村一つずつ割るということになるのですけど、どのぐらいあれば十分な

のかといったらちょっと分かりません。すみません。 

○委員(谷内 勉君) 途中半端な数字とかって、例えばね、少ないか多いか、それで十分かと

いうか。十分というのはちょっとあれですよね。 

○委員長(大渕紀夫君) 大都市もございますから、大都市は若干多くなるのではないかという

ふうに、私は思いますけれども。 

 他。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、意見書案については以上のとおりにいたしたいと思います。 

 意見書案第 11 号につきましては若干の修正を行いますけれども、意見書案 11 号、12 号、13

号、14 号、15 号、全会一致で賛成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) それではそのように取り扱いをいたしたいと思います。 

○事務局長(上坊寺博之君) １番目もこれ、直せばオーケーなのですよね。ここだけ。 

○委員長(大渕紀夫君) そうです。そこだけ。 

 さっき言った視点で直せばいいですね。よろしゅうございますか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは次にいきます。 

○事務局長(上坊寺博之君) もう１点、いいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) 意見書に戻っていただきますが、一応基本的に修正後も含めて全

会一致ということでございますので、申し合わせ事項によりまして、一応質疑・討論は行わな

いということで進みたいと思いますので、お願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) 質疑・討論を省略して、採決に入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) はい。続きまして、大きい２にいきたいと思います。平成 19 年度決

算審査特別委員会についてということで、別紙スケジュール表が配布されておりますので、こ

れを見ながら、局長、お願いいたします。 

○事務局長(上坊寺博之君) それでは、一番最後にスケジュールが付いております。ご覧にな

っていただきたいと思いますが。 

 一応、今回第３回定例会を迎えまして、一応会期中に決算審査特別委員会を設置して、18 年

度分の決算審査を行うようになってございますが、一応今回、定例会が早まるということで、

議案配布前に一応作業に着手したいということで、おおむねの日程を作らさせてもらっている

ので、ちょっと若干説明したいと思います。 

 来週の金曜日、24 日ですが、24 日に各議員の方に決算書、主要施策成果説明書等を仮配布し

たいと思っております。 

 それで、同時にですね、括弧の中に書いてありますとおり、各会派代表者の方に、これ無会

派の方はそれぞれにお渡ししますが、決算審査に関わる資料の事前請求を求めたいと思ってい

ます。 

 それが 30 日までに、一応締め切りたいと思っていますので、会派の方で意見調整をお願いし

たいと。 

 27 日、次の週になりますけど、各課長に決算審査の事前準備をしていただくように、通知を

させていただきたいと思っております。 

 30 日、事務局で資料請求の締め切りを受けて、整理をした後ですね、次の週、月曜日に各課

長へ決算審査の資料請求をしたいと思ってございます。 

 それで４日の日に、第３回の定例会が召集されますので、５日、６日ですね。５日の日に決

算審査、一般質問が終了しましたら、決算審査特別委員会を設置していただくような形になる

と思います。６日まで延びれば６日、一般質問が終わってからということになります。 

 ５日の日にですね、一応一般質問が終わるという前提で、主要施策成果説明書、決算書のも

しも訂正があれば、それも差し替えをお願いするような形で、今進んでおります。 
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 それで、６日に町長宛て決算審査特別委員会の出席通知をしたいと。 

 ３日の日に各課長へ決算審査の資料請求をいたしまして、６日に各課から資料請求を出して

いただくと。 

 それで、７日の日に各議員に郵送送付したいという考え方をしております。 

 決算審査の一応予定としては、11 日から 13 日、一応３日間ということで、期間がない形で

動きますので、このような形のスケジュールで進めたいと思っております。 

 それで、資料の関係ですが、９月３日に各課長へ請求して、６日の提出ということで、非常

に期間がないのですよね。 

ですから、昨年度も同じように、新たに作る資料はお渡しできないと。既存の資料で代用し

てもらうような形になるかもしれませんので、その辺もよろしくお願いしたいと思います。期

間が間に合わなければ 11 日の当日に配布するようなこともあり得るか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。ただ今説明がございました。資料の請求 30 日までということ

ですので、期間がございませんので各会派で十分検討されて、時間、期日厳守でお願いしたい

と思います。 

 決算審査特別委員会のスケジュールについて、何かご質問ございましたら、どうぞ。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、第２回定例会の閉会、日程の確認をちょっとしませ

んでした。第２回定例会の日程につきましては、８月 24 日 10 時に再開するということで、よ

ろしゅうございますか。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。 

 （６）の定例会の閉会の予定の議会運営委員長報告が手元にまいっていると思います。変更

はございませんので、このような形で議会運営委員長報告を行いたいと。裏もございます。 

 これはよろしゅうございますね。問題はないと思いますので、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。３番目は、ちょっと入りたいのですけれども、その他の部分の、

その他の（１）（２）を先に行いたいというふうに思いますが、よろしゅうございますか。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) その他についての第３回定例会の一般質問の取り扱いについてとい

うことで、財政健全化に関する特別委員会を作っております。 

 今回の一般質問での取り扱いを、病院の特別委員会と同じような形にするかどうかというご

議論を賜りたいというふうに思います。 
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 経過説明があれば、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) 一応議会の取り決めとしましてはですね、議員が自ら所属する常

任委員会及び特別委員会で審議している案件、審議中の案件ですね。審議中の案件に関わる一

般質問は行わないということになってございます。 

 それで、７月 24 日に財政に関する特別委員会を設置しています。これは、議長を除く全員で

すから、基本的に申し合わせ事項によると、全議員が一般質問できないということなのです。

要するに、特別委員会の中で議論をしていただくということでございますが、なぜここにあげ

たかというと、今回特別委員会の審議期間が十分にとれないということもありまして、基本的

にいくとできないのですけど、その取り扱いをどうしたらいいかということで、案件としてあ

げさせていただいております。 

○委員長(大渕紀夫君) 今説明ありましたようにですね、実際には特別委員会が集中審議をし

ているのですけれども、なかなか時間がかかるという状況もございます。 

 当然特別委員会に理事者を呼んできちっと聞くということができればですね、本来的にいう

と一般質問はだめということになるわけですけれども、そういうふうにならないということで

あればやっぱり、これは考慮しなくてはいけない。 

 なぜかというと、今白老町の中で一番大きな問題ですからね。ですから、特別委員会の中で

十分こなせるよと。こなせようということであれば、それはそれで、一般質問には財政問題は

取り上げないというふうにできますけれども、この点どのように取り扱うかということについ

て、ご協議願いたいと思います。 

 あと、今の予定では 24 日と 28 日と、その後何回か特別委員会をやるようにはなっているの

です。 

 ですから、後２回はございますのでね、例えば理事者を呼んで、どうしても聞きたいことが

あるっていうことであれば、それは聞くのは構いません。それは特別委員長の判断でどこまで

召集するかっていうことはもちろん、ございますけれども、そういうことも踏まえたうえでの、

各委員の皆様方のご意見を賜りたいというふうに思います。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） はい。加藤ですが、一般質問というのだけど、一般質問の中身を見な

ければ分からないのですが。ただ、財政の問題っていうだけではね。 

 ですけれども、原則としては、やっぱり原則にのっとってですね、ここに書いているとおり、

一般質問は行わないものとすると。そういう原則は守るべきだと思うのです。 

 それで、特別委員会の中で、町の理事者がいないときもあると。しかし、聞きたければ呼べ

ばいいわけですから。それで解決できると思うのでね。 

原則は守らなければ、また今後こういう問題が出た場合にですね、あのときは例外として認

めたのではないかということになるとまずいのでね。それはやっぱりきちっとしておかなけれ

ばならないというふうに考えます。以上です。 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。どうですか、他の委員の方。 

 山本委員。 

○委員（山本浩平君） はい。私は、一般質問を許すべきだというふうに考えます。 

 その理由としては、私当初から特別委員会よりは現在ある総務文教常任委員会の中での所管

事務調査で十分でないかということを申し上げてきたのですけれども、その背景には一般質問

でですね、今これだけ問題になっている財政のことに関しては、積極的に議員が定例会の中で

質問をして、そしてそれをやはり、町民に対してもですね、いわゆる新聞等でも報道はされる

と思うのですね。 

 やはり、私は定例会というのは、一番のそういう場ではないのかなっていうふうに考えます

ので、この部分に関して、特例と言われるかもしれませんけれども、私は今財政のことに関し

て質問者が出ることについては、規制するよりも返って普通にやっていただいた方が、私は不

自然じゃないような気がします。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他の委員の方。 

 はい。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今山本委員からそういう発言があったけれども、特例と

いうものを認めるとですね、どれが特例でどれが特例でないかと、その度に議論しなければな

らないのですよ。 

 原則はやっぱり守らなければですね、今後、これは今回の場合は特別委員会の問題も含まれ

ていますけれど、常任委員会でもそういうことはやれると思うのですよ。そういうことをね。 

 ですから、今現在常任委員会で議論していることを、また一般質問するっていうことになり

ますと、すべてが崩れますからね。 

 だから、どれが特例でどれが特例でないのかという判断はね、どこでするのかという問題に

もなるしね。聞いてみなければ分からないという面もあるわけですから。 

 ですから、途中まで聞いて、ああ、それは今常任委員会でやっていることに抵触するのでは

ないか、それは止めなさいっていうわけには、これはいかないわけですね。 

 ですから、その辺りやっぱりきちっと原則は守らなければならないというふうに考えます。 

○委員長(大渕紀夫君) 他の委員の方。どうですか。 

 はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） やっぱり申し合わせ事項を遵守ですね。それでいいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 総務文教常任委員会でやっていることを特別委員会でやったことに対

しての異論はあるのかもしれませんけれども、議論をして特別委員会という全員が意見を述べ

る場を作っての特別委員会にしましたので、やはり特例を作ってしまうとだめではないかとい

うふうに思います。 

 十分特別委員会の中で意見を述べて、答弁が足りなければどんどん突っ込んでいけばいいで
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すし、そういう体制をきちっと作っておくべきだというふうに思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私の記憶では、それぞれ今までイオルだ、港湾だ、特別委員会があっ

たのですけども、多少なりともその審議に関わっている部分でのそのメンバーが、一般質問し

てきた経緯も今まであると思うのですよ。その辺のジャッジというか、住み分けはこれからど

のようにやっていくのか。 

 これからもそういうようなことが、全くないとは限らないと思うのですね。申し合わせ事項

というのはあくまでも申し合わせ事項であって、その範囲を若干超えても質問してきている経

緯は今まであると思うのですよ。過去はどうだったのかということになるのではないでしょう

か。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私はですね、この申し合わせ事項ということで、ある程度このルール

をやっぱり守るべきでないかなと思います。ということは、やはりこれだけね、特別委員会で

もって全員で、要するに意見を出す機会がそれだけあったのではないかなと思います。重要な

案件でもあるし、それだけもうみんなはそういう場を与えているということであれば、やはり

この事項を守るべき。そういうふうに私は判断いたします。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ちょっと若干事務局から、申し合わせの中身について説明をい

たします。 

○事務局長(上坊寺博之君) 一応、常任委員会・特別委員会それぞれいろいろありますけど、

基本的にこう、一般質問はだめだよと言っているのは、審議過程の最中のものを言うのですよ。  

 ですから、委員会報告をしてしまった後については、一般質問は構わないですよね。 

 ですから、総務の例えば委員会が一つの案件を取り上げて、その中でいろいろ議論します。

そこで、こうあるべきだよって委員会報告をした後に、またそのことをやっているかやってい

ないか検証して取り上げることは、ぜんぜん構わないのですよね。 

 だから、審議している間は町が当然出てきて審議できるから、だめですよっていうことなの

です。 

 ですから、特別委員会の部分でも、審議、当然特別委員会は中間報告しかしませんので、そ

こでやっていても中間報告されていないときでも、実際にはまとめはしていませんから、やれ

るというような部分があるのですよね。 

 ですから、実際に、特にね、今までの特別委員会は難しかったかもわからないです。常設の

特別委員会ですから。 

 ですから、見えないですね。委員会報告はあまりしませんから。中間報告ぐらいしかしない

ですからね。 

 でも、基本的に、先ほど言いましたように、常任委員会は審議の過程にある部分については、

一応やめましょうということだったのです。だから、その終わった後は、いくら質問しても構
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いませんよということになります。 

 ですから、今回の特別委員会も１回報告した後は、任期がなくなりますけど、任期が当然あ

れば質問できるという。そういうことでちょっと、この審議中とはそういう意味でございます。  

○委員長（大渕紀夫君） はい。今の局長の説明も含めて。 

 大方の意見はですね、申し合わせどおり、財政の特別委員会をやっておりますので、その中

でやるべきで、一般質問で取り上げるべきではないということなのですけれども。あと２回ご

ざいますのでね、その中で理事者を呼んで、きちっと聞くことはいくらでもできます。 

 そういうことで言えばですね、機会が現段階でもないっていうことではございませんので、

そのような理解で今回につきましては、今回というか、今の問題については今までどおりとい

たしたいと思いますけれど、いかがでしょうか。 

 山本委員、よろしゅうございますか。 

○委員（山本浩平君） 私は反対なのですけども、あくまで。採決で。 

○委員長（大渕紀夫君） 採決はいたしません。いや、採決した方が良ければした方がいいと

思うのだけれども、申し合わせにそうなっているということですからね。それを破るというこ

とは、またちょっと違う意味を持ちますので。 

○委員（山本浩平君） その点は理解いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。もう一つは審議中…。 

 はい。山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君） ただ、今それこそね、財政のことでこれから審議されるまち懇ですと

か、いろいろなことがございますよね。それだけ注目を浴びているのに、こういうルールがあ

るから、一般質問は誰もしないということに対して、町民の目はどういうふうに見るかなとい

う心配は、私はございます。以上です。 

 それ以外のことはありませんので、最後までこれ、反対したところでどうにもならないとい

うことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、特別委員会をね、そのためだけに作ったということはね、

非常に大きな意味があるのですよ。これはね、一般質問どころの問題ではないですよ。 

 その辺りの認識をきちんとしてもらわなければ。簡単に特別委員会というのは作りませんか

ら。今まであったイオルだとか何とかというのは、だからあまり活動しないからというので今

度常任委員会に含めたけれどもね。 

 それだけ特別委員会というのは重要だということなのですよ。審議が終わったらなくなるわ

けですからね。必要によって設けるということですからね、それはもう全然重要性は、議会全

員で作るわけですから。 

 町民に分かる分からないというのは、これはまた別な問題だと私は思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 決して一般質問で、質問を規制するということではないのですね。 
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 ですから特別委員会の中で、これからまた持たれますから、その中で十分一つご議論願いた

いと、こういうことですので、そういう理解にしていただかないと、何かこう規制していくっ

ていう、私も規制するのだったら反対ですから、規制はなるべくしない方がいいと私は思って

います。 

 ただ、ルールとして、今特別委員会があるわけだから、その中で議論できるわけだから、一

般質問は差し控えましょうよ、というこういうことでございますので、そういう理解で進めて

いただきたい。 

○委員（山本浩平君） 分かりました。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことで、それでは今回につきましては、財政問題について

は一般質問では扱わないと。こういうふうにいたしたいと思います。 

 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。それでは次、２番目。白老町財政健全化に関する「まちづくり

懇談会」の取り扱いについてということで、町連合の方で「まちづくり懇談会」を行うという

ことを決定したそうでございます。 

 財政問題でございますので、今までは我々は「まちづくり懇談会」には、あれはオブザーバ

ーというのですかね。参加をしていました。ただ、席は議員の席というのがございましてね、

そこに参加をしていたという状況でございます。 

 今回、財政問題ですので、かなり微妙なところ、我々はまだ審議中でございます。そういう

意味で、この「まちづくり懇談会」についての参加の問題、内容の問題について、ご議論を願

いたいというふうに思います。 

 今までは普通に参加をしてまいりましたけれども、今回は質問も出るのではないかというよ

うなことも含めてありますので、そこら辺ちょっと、皆さんでご議論願えればというふうに思

います。 

 はい、吉田副委員長。 

○副委員長(吉田正利君) 吉田です。先ほどの非公式な打ち合わせの中で、話が出ました。よ

く理解しますけれども、特にこれを立て取って、議員の立場で議会がというような意思で参加

するということについては、私は疑問を持っております。 

 それで、もし今回、先ほどの非公式会議で話をしたような内容で参加するということであれ

ば、私は町連合会がきちっと責任を持って、議会の出席の趣旨を説明していただきたいと。 

 一つは、今回議員が出席するに当たっての、今の内容を十分町民に理解をせしめる内容の説

明を願いたいと。 

 今協議したように、例えば一般質問を省いて特別委員会で協議中であると。審査中であると

いうような内容も含めて理解をしていただくと。 

 それから、今回の議員の参席については、議会の自由判断によって町民の意志を、どのよう
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な考えを持っているかですね、側面で参考にしたいという、そのような趣旨を持って参加して

いるということでございまして、ひな壇に立って町民に対面で質疑応答するというような場合

だけは、これは省くべきだと思います。 

 もし、そのような観点に立たれた場合には、非常に次に起きる問題が予想されますので、私

はそのようなことで、司会者並びに主催者がきちっと責任を持って趣旨を説明して、議会の参

席の理由をですね、説明して、了解を求めてからスタート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) はい。他の委員さん、どうぞ。 

 はい、谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) 私の北吉原・萩野でもって、町内会の会議というか、会長会議がありま

したのです。これはもうだいぶ前なのですけど、やっぱり副町長もいらして、あとはやっぱり

担当者と来て。そしてある程度説明をしたのですけども、その内容についてですね、よっぽど

これうまく説明しないと、町民の方がやっぱり理解していないです。ということはね、私がそ

ばにいて、逆に、私は町内会長ですので、その場でもってこういうところはどうですかってい

うようなことで、わざとにそういうのが分かるようにと思って質問したのですけども。 

 そして、そういうような質問をしていても、その今までの状態と、違いとか、そういうのを

ちょっと、はっきり説明してくれないかというようなことをちょっと言ったのですけども。や

はり、その会議が終わってからですね、ちょっと４、５人の方にちょっと、話を聞いたのです

よ。 

 そうしたら、そのときはやっぱり、こういうことに対して、どこがどうなってどうっていう

ようなことは、全くやっぱり理解はしていなかったということで、だから説明するときには、

やっぱりきちっとした、分かるような説明のしかたをしてほしいと。私はそういうふうに感じ

ました。 

 それで、先ほど吉田副委員長が出されたことなのですけど、やはり我々と町民と、対面式の

やはりそういう懇談会は、やっぱり避けていただきたいと。私はそういうふうに思います。 

 ですから、私自身としても、やはりいろいろなことでやっぱりちょっと聞かれることもあり

ますけども、本当にやはり、理解をしてこういう話をしているのだという人は、非常に少ない

なと、そういうふうに感じたことは事実です。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) あの、正式に言えば、正式に議会には町連合からは出席要請は来てい

ないと。来ているの。 

○事務局長(上坊寺博之君) 議長宛に文書が来ています。コピーを渡しています。 

○委員長(大渕紀夫君) そうか。そうしたら正式に来ているっていうことだ。 

○事務局長(上坊寺博之君) いや、開催の案内だけです。 

○委員長(大渕紀夫君) 開催の案内ね。開催の案内が来たということは。 

○委員(加藤正恭君) いや、それは毎年のことでしょう。 
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○委員長(大渕紀夫君) ああ、そうか。そうしたら、これはやっぱり正式に来ているっていう

ふうに理解していいのだね。 

○事務局長(上坊寺博之君) ただ、これは日時をご案内申し上げます、ですから。 

○委員(加藤正恭君) それは毎年来ているのでしょう。まち懇には毎年。 

○委員長(大渕紀夫君) 来ているよね。 

○事務局長(上坊寺博之君) まち懇は、でも文書としては正式に来ないのではないですか。 

○委員長(大渕紀夫君) こういう形で来るしかないっていうことだね。 

 今の状況の中でその、分かりませんけれども、今吉田副委員長はそのことを懸念して言われ

たのだと思うのですけども、議員にね、質問が来るっていうことがゼロであればいいのだけれ

ども、そういうことはちょっと考えられない、考えられないというか、そうでない方が多いか

もしれませんよね。今の状況でいうと。 

 ですから、対応をやっぱり、出席するかしないか、から始まりましてね、どういうふうにし

ていくかっていうことは、今吉田副委員長がね、その案を出していただきましたけれども、そ

ういうことを含めて、ちょっとこれ、議論をしておかないと、例えば質問が出たときに勝手に

ね、議会が、議会全体の中身を言ってしまうとか、個人の意見を言ってしまうとかっていうこ

とになると、これね、「まちづくり懇談会」自体が混乱するのではないのかなっていう気がして

いるのですけれども。 

 そういうところも含んだうえで、ちょっと皆さんのご意見を賜りたいと思います。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、私もそういう危機感を持っています。 

 恐らく、今までのオブザーバー式の出席であれば、どうっていうことはないのですが、今回

の場合はどこに座ろうと、恐らくそういう質問が、しからば議員が、議会はどうやっていた、

何をやっていたのだという質問があった場合、それは予想されるのですね。 

 ですから、そのための対応を考えなければだめだなというふうに思う。 

 ですから、どこに座るのかということも、先ほど非公式ではそんな話もちょっとしたのだけ

れど。 

 町長は、我々の席と同じところに座っていただきたいというような話。今まではオブザーバ

ーとして後ろにいた。今日はその折衷案として横に座ったらどうだと。どこに座っても私は、

今回の場合は、今までの懇談会とは相当意味が違ってくるのではないのかということが予想さ

れるのですね。 

 ですから、それがまだ、特別委員会で結論っていうか、まとまりというか、こういうふうに

議会で説明会を開くとしたら、こういうふうに説明しようよというものがまだ、決まらないう

ちにですね、勝手にこう、いろいろな答弁をされたのでは、今後とも混乱が起きるのではない

のかなと。聞いた方の町民は、そういうふうに理解してしまうし、そればっかりが例えば先走

りしてしまったのでは大きな問題になると思うから。 
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 まだ結論も出ないうちに、個人の意見だけどもという断りは入ったところで、何か全体のよ

うな意見になってしまうような気がしてならないのでね。非常に心配をしているのですよ。 

 どうしても町長の言うように、議員さんが出ていただかなければならないとすれば、３人か

４人というか、立場上出席せざるを得ないような人だけが行ってもらって、十分ディスカッシ

ョンしてもらって、臨むというような方法。 

 従って、全議員さんがフリーで参加するということは、今回は避けた方がいいのかなと。中

には意地悪言う人は「何々さん、どうですか。」とか、「何々さん、どうですか。」なんて、個人

の名前を指名してやる危険性もあるのではないのかなと。いろいろなことを想像、予想される

のですけどね。 

 その辺りは、例えば参加するとしても、人数を３人なり４人なり代表してですね、そういう

ふうに限定しなければならないのかなと思ったりもしたのですけどもね。今、終わってから、

そんなふうにも考えていたのですけど、いかがなものですかね。 

 今までのまち懇とは、ちょっと違うのですね。性質が。そういう危険性、今までは全然質問

されたことはございませんから。ただ、オブザーバーとして、町民の意見はこうだったのだな

ということを聞いて、帰ってくるだけだったですけれども。 

 今回の場合は、そういうふうにはならないのではないのかなということが予想されますね。

以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、吉田副委員長。 

○副委員長(吉田正利君) 参考まで。私実は、連合会の会議があった翌々日、虎杖浜で町内会

長会議がちょうど２日後にあったのです。そのときに、虎杖浜の連合会長が、実は緊急的に町

長から召集がかかってというのを開口一番、それでこの話の説明に入ったわけでした。 

 それで私もびっくりして、そんなことがあったのかと思ったら、いや、聞いたらあったとい

うことでございました。 

 そういうふうなことで、これ町内会長の集まりですから、約８名、私を入れて９名でござい

ました。それで、その中でのいろいろなやり取りを私、黙って聞いておりましたところ、町会

長が説明するのは、町から言われた、説明があったとおり皆さんに説明しておりました。 

 しかし、聞いている本人方は、納得しないような状況で推移いたしました。 

 それで最後に、「吉田、どう考えているのだ。」というような話が出まして、そのとき私はも

う直感で、もう来月、再来月、町の選挙があるのに、このようなことではこれ大変だなと。も

し、公の会議がどんどん開かれていって、いうなれば参加している人にどう考えているのだと

いうような見解で、これ問われたときに、これなかなか問題があるなと。しかも、今議会のこ

れ審査中でございます。 

 そういうふうな内容の中で、何を答えればいいのか。今谷内委員がおっしゃったように、誰々

というような判断もされる場合もあると思います。そのようなちょっと、印象で、先走って非

常に申し訳ないのですが、いらないところに選挙の課題としてこれを取り上げられてですね、



 23 

ああだこうだなったら大変になるなと。 

 私はこれ、慎重に捉えるべきだと思うのです。ですから、なぜ急にこのようになったのか、

先ほどの話もありましたけれども、まち懇になぜこのように鞍替えしたのか。そういうふうな

ことであれば、日程を変更したってこれはもう、終わるまで黙っていた方がいいのではないか

と、僕は極端に言うとそのように考えておりました。 

 以外とそのような内容になりかねないという、印象を受けました。 

 それで、最後に私が、いや、今これ議会でも特別委員会を急遽設定して、審査中だと。それ

で、概略は説明していましたけれども、それで終わったのですけれども、これは大変だなとい

う印象を受けましたので、先ほどお話したようになりました。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、山本委員。 

○委員(山本浩平君) 私も先ほどの非公式の会議の中で、当初町側は、町側の説明会を開く予

定であったのが、まち懇の方に変わったと。それは町内会連合会の意思として、そういう方が

強かったので、それを町側がそれを受けてきたということなのですけども、なぜその町側だけ

の説明会から、そのまち懇の方に変更した方が、町としても良かったのかということが、ちょ

っとよく理解できなかったのですね。先ほどの話の中では。 

 ですから、今現在、議会としての体制が整っていない段階において、出向くということは、

私は非常に危険性があるというふうに思います。 

 やはり、議会は議会で議会説明会をやるべきだということで、この議運の中でみんなで話し

合って決まったのなら、議会主導型の形でね、やるべきであるというふうに感じます。 

 今の体制の中で、ただ単にこのまち懇に出席するということは、私は危険があると思います。  

○委員(加藤正恭君) 吉田副委員長は町内会長さんをやっておられるのですか。 

○副委員長(吉田正利君) 私は、いつもオブザーバーで出るのです。 

○委員(加藤正恭君) オブザーバーで町内会長会議に出たわけですか。 

○副委員長(吉田正利君) はい。それで、冒頭そういうふうになったものですから、これはお

かしい流れだなと思って聞いておりまして、最後に閉めたのですけれども、一応そのときの印

象なのですね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、他の方どうぞ。 

 はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) 町内会連合会の組織体っていうのは、そんなにね、硬いものではないと

思うのですよ。 

 確かに、町側のね、意思伝達をする一つの媒体としても使われる部分もありますけれども、

私も町内会長を拝命して、今連合会の会長も拝命していますので、町内会連合会の理事として、

要するに理事会には招集がかかるのですよ。 

 それで、案件としてやっぱり、重要案件だとか、そういう案件ということではなくて、あま

り出席率は良くないのですけれども、今回話もですね、改選時期なので、「まちづくり懇談会」
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というスタイルがとれるかどうかっていうのは、４月の段階でそういう議論があったのですよ

ね。 

 ところが、改選期だからこそ、それに、まちづくり基本条例、要するに自治条例を作りまし

たから、そういう意味ではやはり、町民自らやっぱり行政並びに議会と、やっぱりまちづくり

の柱として、やっぱりそういう議論の場を持つべきだという意見が大半でありました。 

 それで、恐らくその延長線上でこういう話になったのだと思います。 

 ですから、議会が、今の議論を聞いていると、相当、そんなに構える必要は僕はないと思う

のですよ。僕は、自治基本条例の中で謳っている議会の一つの果たす役割としてね、当然山本

委員から出ていましてけれども、議会として、何らかの形の議会報告会をすべきだと僕も思っ

ていますけれども、それは結論が出て、きちっと理論武装ができてからという状況になるのか

なというふうに考えていますので。 

 今回も、本来なら理論武装をして、出るべきでしょうけれども、経過説明並びにそういう「お

前ら何をやっているのだ。」という意見を、やっぱり聞く場だって持たなければ、僕はいけない

と思いますので、僕は当然、今回の流れで、やっぱり参加をすべきという立場をとりたいなと

いうふうに思っています。 

 ただ、内容的には、我々も何回か町民の前に出て行っていますから、やはりきちっとした経

過説明と、やっぱり答弁をする方をきちっと明確に決めて、そういう部分で意見の集約をね、

なるべく直近まで詰めて、その意見でぶつかり合った方がいいのかなというふうに思いますけ

れども。私の意見ですけれども。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) 今熊谷委員から話があったのですけども、私も全くそのとおりに思いま

す。 

 そして、私が今言ったように、町の方からと、それと今連合会の方からと、両方からこう案

内状が来ているわけです。 

 それで、あるときによっては、私あれなのです。だから、一般席のところに一緒に座って、

みんなと一緒になって黙って座っている。そういう状態で、そして意見もいいですかって断っ

て出したこともあるのです。 

 そうしないと、やはりこう、全体的のね、やっぱり、例えば雰囲気とか、そういう話の内容

とか、どうしてもいろいろ偏ったらというか、何というのかな。そういう意味でね、前にちょ

っと出したこともあります。 

 だから、今回のあれについては、特定というか、今までとちょっと違いますので、非常にみ

んな関心を持っていることだと思います。 

 ですから、例えばこう、合い隔たってというようなことではなくて、やっぱりみんなと一緒

に、私はその中に座って意見を聞きながら、もしか必要があればやっぱり意見を発言するとい

うような、そういう体制に持っていったらいいかなと、私は感じます。以上。 
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○委員長(大渕紀夫君) 議会として、出ないというわけには…。最後になったら、個々の判断

にもなるでしょう、これは。こういうものは。 

 まさか、議会で出るなということを決めるというわけにはいかないからね。 

 だけど、出たときにね、さっき熊谷委員が言われたように、吉田副委員長も言われたように、

町民から議会何やっていたのと、こういうことをやさしい言葉でもね、議会はどういうチェッ

ク機能を果たしたのですかって言われたときに、誰がどういう答弁をするかっていうことはね、

これはやっぱり、再来年辺りが選挙だったらいいのです。はっきり言えば。だけど、すぐです

からね。 

 ですから、これはやっぱりね、議会全体に与える影響も、かなり僕はあると思うし、僕は何

か、すごいそういう意見が出そうな気がするのですよ。 

 だから、そのときね、いやいや、いいよ、私勝手にそうやって答えるよって、そういうわけ

にはちょっと、今回はいかないだろうと。これはやっぱりね、よほどこう、答えるならきちっ

と答えるか、あるいは審議中ですからっていうふうに言うか、それは分かりませんけど、そう

いうふうにしないとね、これはもう、個々の意見を勝手に言ってしまったら、どうにもこうに

もならなのなるのではないかなと。 

 そこからね、僕が今言ったことについてどうなのだ、どうなのだ、どうなのだって、ずっと

やられていったらね、本当にどうにもならなくなると思うのですよね。 

 そのときまたね、私はそのときいなかったとか、いたとか、始まってしまったらもう、どう

にもならないと思うのですよね。 

 だから、そこら辺のところを心配して、今議論しているのですから、そこら辺にちょっとこ

う、焦点を当ててちょっとご意見。委員外議員の方も結構ですから、ご意見をちょっと、あれ

ば聞かせていただきたいのですよ。もちろん、正副議長含めて。 

 はい、谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) いや、確かに今委員長が言っているのは分かります。それは私、十分や

っぱりね、そういうことを検討しなければならないと思います。 

 だから、そういう意見を発して、僕は例えばこうね、みんなと同じように座っていて、そし

てこう、発言そのものにね、よっぽど注意してね、その場でやったときに、よっぽど注意しな

ければならないと。それは、僕自身では非常に感じます。 

 だけどやはりね、対面とか、こう別の席をとってというようなことよりも、やはり、何とい

うのかな、みんなと一緒にやっぱり、という、そういう考えが僕はあるもので、だからそうい

う席に座りたいなという気持ちがあると。 

 そういうことなのですよ、僕はね。言っているのは。 

 だから、もちろんやはり、私が手を挙げてこうやって話したときには、皆さん恐らくみんな、

分かっていると思うのですよ。 

 ですから、よっぽどきちっと発言するなり、自分のあれをきちっと持っていなかったら、そ
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れはできないと思うのですよ。 

 だから、そういう意味で私はこういうようなことを今言っているのです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) これは、お昼のときの話を聞いて、ずっと流れを考えているときには、

我々はやっぱり、当初全員協議会で説明された、やはりその今後の 19 年度、20 年度に向かっ

ての、その取組み状況の話がメインになると思うのですよね。当然、「まちづくり懇談会」の中

でも。 

 それで、その中でやっぱりその、今我々が懸念している、この議論の場で懸念されているそ

の、過去の、なぜこういう状態、ワースト５番目になったのだという部分のところの、議会の

チェック体制はどうだったのだという意見は、出るだろうという、今予測の中で進んでいます

よね。 

 当然これは、これからこういうふうにしますよという説明もしてもですね、出るのは当然だ

と思います。 

 ただ、当然この町側がね、今こう示された案について、我々今議論をしている最中ですよね。

それについての意見も当然求められると思います。だけどこれは、今審議している最中ですか

ら、議会としての答えはまだ出ていないわけですよね。 

 過去の問題についても、その時々の検証というのはまだ今詰めているわけですよね。特別委

員会の中で。 

 だから、先ほどしつこいようですけれども、その状況を言う方を、やっぱりきちんと決めて

おいて、質疑を受けて答えられる範囲というのも、やっぱり質問をされたところの方がよく理

解をしてもらって、答えていくというスタイルしかないと思うのですよ。答えられる範疇の中

で。 

 それは特別委員会の中で議論されたことしかありえないと思うのですよ。これが議会の、要

するに公式的な見解ですから。 

 だから、僕は個人的な意見は、「何々さん、答えてください。」というのは、これは申し訳な

いけれどルールとしてご遠慮させてくださいということは理解してもらう、そういう手立てを

とるべきかなというふうに思いますけれどもね。それで進むべきだと思います。 

 それに、今言ったように、議会が参加しないわけにいかないという状況ですから。個々の案

内であろうと。 

 それで、個々のときに行ったときに、そういう状況になったらまたまずいわけですから、や

はり出るということを前提に、きちっとそういう体制を組むということで進んだ方がいいので

はないですか。僕はそういうふうに提案したいです。 

○委員長(大渕紀夫君) 加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、出席はしなければならないというのが、条例からいっても

当然なことなのでしょう。 
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 それで、全員が出るというか、出られないかは別にしても、私が言った、さっき３人か４人

というのは、その答弁者を３人か４人に絞りたいと。絞ってやった方がいいのではないかなと

いう提案をしたつもりなのですけどね。 

 ３人か４人と言ったけど、２人でも良ければ２人で済めばいいのですけれども。 

 そういう責任を持った人に答弁してもらうというふうに持っていくのが、予想されるあれで

はないかなという気がするのですけどね。 

 ただ、個人的に誰々さん、熊谷さん、吉田さんって言われたら困るので、それは代表してこ

ちらが答弁しますというふうにせざるを得ないと思うし。 

 なければそれでいいのですけど、もし、質問が出た場合にはそういう覚悟で臨んでいかなけ

ればならないと。そのときに答弁は誰と誰と誰とでやってもらうというくらい決めるより仕方

ないのではないかと。 

 それで、その範疇でないものが出た場合は、例えば３人か４人の答弁者がいたら、その人方

ちょっと、ちょっと休憩してくださいと。ちょっと打ち合わせをしますからというようなふう

にして、代表して誰かが答弁するというようなね、その辺りを臨機応変に考えるよりないので

はないかなというふうに思うのですけど、いかがですかね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、議長。 

○議長(堀部登志雄君) 今いろいろ皆さんの意見を聞いて、やはり議会を代表してという形に

なるとですね、やっぱり議長が、議会に関する質問が出た場合には議長が答えるというような

形でいけばね、町も、町長がやっぱり他の担当課がやっても、最終的には町長がという形にな

るわけですから。 

 それで、議会の場合に皆さんにしゃべってもらって、最後にそれでは議長がまとめてなんて

ことにはなかなかならないものですからね。 

 最初からやっぱり、議長なら議長が同席していますのでね、議長の方からちょっと、話をし

てもらいますと。答弁してもらいますという形にするのが、一番やっぱりスムーズではないか

と。 

 ただし、その話す内容についてはね、今まで議会報告会等々やっていますので、そういう形

でね、いや議長、この件についてはこういう具合に答えるべきだという形をとってね、やって

いった方が一番いいのではないかなという具合に、私も思いますしね。そのための議長でもあ

るという具合にも思いますのでね。こういうときね。 

 先ほど、そこまで私も感じなかったのですけど、吉田副委員長のね、やはりその、変にね、

そのときにあなた、あなたなんて言われてね、次に選挙を控えている中でその、そういうこと

で変にそのね、そういうのが吹聴されたりなんだりしますと、非常にやっぱりね、迷惑もかか

ると皆さんも大変でしょうから。 

 これはやっぱり議会の責任者でしてね、答えていくと。答弁していくという形、内容は先ほ

ど言ったようにね、皆さんでいろいろ、こういう形で答えてもらわないと、議会の立場はない
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よと。だから、こう答えるべきだ、答弁するべきだということをね、こう、いろいろな仮想、

その質問もね、交えた中でね、Ｑ＆Ａみたいな形でも、皆さんでちょっと頭をひねってもらっ

てね、そういう形でやっていくのがいいのではないかなという具合に思いますけどね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 私は今まで「まちづくり懇談会」には議会としても、出てくださいって

いうことの要請があったと思って記憶しています。 

 ですから、出るべきだと思います。 

 その表題によってね、出ないとか出るとかっていうことではない。ただ、出るっていう以上

は、今回の問題はやはり、特別委員会を設けたまでの大きな問題ですので、私は今までの議会

の出前とまたちょっと違っていてね、町行政も関わっていることですのでね、議会は特別委員

会を設けているわけですから、特別委員会の意味はっていう範疇以外のことはね、やっぱり答

えられないことはやっぱり答えられないでいいと思うのです。 

 今審議中で、ここまでは答えられる、進んできていますのでって。そうでないと、委員会も

何もないでばらばらだったらそれぞれ個々の意見でいいのですけど、特別委員会を設けている

っていうことが分かっている時点で個々の意見になってしまうと、それこそ代表で言われても、

考え的なものが今、今までここまでたどり着いたことの内容を踏まえて話していただかないと、

それが特別委員会での結論というふうにとられると、困りますのでね。 

 やっぱりそういう、今までの経過を踏まえたうえでの答弁しかできないっていうことで、し

っかり話をしていけばいいのではないかというふうに、私は考えます。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

 ちょっと、これだけやります。この後まだありますから。 

 大方の意見というか、ほとんどの意見が出席はすると。それは、個々の議員の自由と。今ま

でと同じと。 

 それから、席については今までと同じと。ひな壇になんかはもちろん座らないし、一般席で

もなくて、やっぱり議員は議員の席に座った方がいいですよ。それは議員という立場なのだか

ら。 

 それはやっぱりね、そこ答弁するのだったら、もし出た場合答弁するっていう覚悟で出るの

だったらやっぱり議員は議員の席に座った方がいいと思います。それでないとやっぱりおかし

いですよ、これはね。 

 ですから、議員は議員の席を作ってもらって、ちゃんと議員の、オブザーバーというのです

か。今までと同じように、横に座るということ。 

 それから、もし質問が出た場合は議長がまとめて答弁をするということで、特別委員会の委

員長もいらっしゃいますけれどもね、そこなんかでも相談しながら、議長が基本的には答える

ということでここには、別に強制的に出るとか出ないとかではなくて、今までのようにね、何

て言うのかな、自由参加というのかな、それぞれの意思で出るというようなことで、よろしゅ
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うございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 我々もその、町民の皆さん方の意見は聞きたいわけですからね。行っ

て聞く必要はないわけではないからね。 

 よろしゅうございますか。「まちづくり懇談会」についての取り扱いについては。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 議会報告会の委員の意見が出ましたけども、選挙期間中にはできない

でしょう。選挙期間中までは。無理でしょう。はっきり言って。定例会が終わってからやるな

んていったって、どうにもならないでしょう。 

 24 日に特別委員会があるのですけどね、この種のことについて、やっぱり皆さんに一致して

もらった方がいいですよね。これは、議会運営委員会でやったことですけども、議会運営委員

会としてかどうかは別にして、そういう形で「まちづくり懇談会」には取り組むということで、

24 日の日に全議員に徹底するというふうにしたらいかがですかね。 

 今日全部で 11 人出ていらっしゃいますから、あと９人の方ですから、それは全体の中でちょ

っと、話をすると。 

 そういう取り運び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) はい。それでは、そのようにいたしたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。２の第３次議会改革についてというのは、もうちょっとやりますの

で。もうちょっと、すみません。お願いします。 

休憩 午後 ２時５５分 

 

                再開 午後 ３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。 

 それでは、２番目の第３次議会改革について、各会派でご議論があったところについて、一

つご意見を申し述べていただきたいというふうに思います。 

 どこからでも結構です。 

 はい。新政クラブ、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) うちの方はですね、３次の改革については、議運の中で進めているとい

う状況の中の説明をしましてですね、今、上記、この表記にあります３点について今、議論が

深まっていますよという話をしております。 

 それで、議会の運営基準の改正についてはですね、おおむね事務局の方から出ている、要す

るに進めでいいのではないかということであります。 

 それから、一般質問の持ち時間についてはですね、いろいろ賛否がありまして、今の 45 分は

非常に長いのではないかと。ただ、議運の中の議論を聞いていると、45 分いただいて、その前
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に終わるということもあり得るわけだから、45 分でどうなのだろうという意見があるよととい

うことを伝えましたらですね、あまりこだわる必要はないけれども、演説にならない程度の、

やはり質疑に、やはり精査をしていただいて、実のある 45 分間の一般質問の持ち時間というこ

とで言ってくださいという意見がありましたので、時間については従来 45 分というふうに規定

がありますので、それでよろしいのではないかという意見が大方です。決定ではないです。 

 それから、３番目の議会傍聴につきましては、当初事務局から説明があった資料を配布しま

してですね、るる話している中身では規定を設けないで、ただ委員会については、やはり裁量

権がないということで、そういうことなのだよということを言いましたら、それはそれで、そ

ういう状況であれば、そういう規定を作っていただいていいのではないかということでありま

した。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、新風。 

○副委員長(吉田正利君) はい。新風、吉田でございます。 

 まず、議会運営基準につきましては、事務局の案が今出ておりますが、詳細の検討は最終段

階にいたっておりませんけれども、概略、現在申し合わせ事項を本条に参入するという基本的

な考え方については問題ないのではないかという考えでございます。 

 二つ目の一般質問の持ち時間でございますが、45 分は現状妥当だろうと。このままの持ち時

間を現在見ながら質問しておる関係からすると、45 分オーバーはないのだと。いないで終わっ

ているために、これは 45 分以内という規定でよろしいのではないかということであります。 

 ただ、この協議の過程で、代表質問の質問形態の問題が出てまいりました。 

 それで、現在の代表質問の方式が、今の質問形態でいいのかどうか。議運で協議をしていた

だきたいという要望でございました。 

 ３番目の傍聴規則については、これは現状の事務局案をそのまま踏襲してやっていただきた

いということでございます。以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。町清クラブ、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 町清クラブの加藤ですが、あまりお盆の最中で十分な時間をとれなかっ

たのですが、１番、２番については、だいたいいいだろうと。 

 問題はその、３番の一般質問の持ち時間ですが、こういう例をちょっと、お話申し上げまし

た。資料をいただいたものですから。 

 それで、質問するのも、答弁するのも、時間を決めると。60 分がいいのか、90 分がいいのか、

ここに書いているとおりなのですが、一つおもしろいなと、これはですね。そうすると議事日

程もきちんとこう、決まるのですね。１日に５件やるとしたら、もうきちっと 12 時半なら 12

時半、11 時半ということはないけど。 

 例えば１時半から誰々さんが質問するよと言えば、１時半に傍聴に来ればですね、その時間

帯には必ず聞けると。それ以外は聞かないで帰るということもあり得るのでしょうけれども。 

 そういう、非常におもしろいなということで、どうせ 45 分というのが試行の時間ですから、
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これも一つやってみなければわからない面もあるのです。それでやってみて、質問と答えとで、

例えば 90 分にすると。１時間半ですね。１時間半にすると、例えば１時間 20 分で終わった場

合に、あと残った 10 分をですね、この間もちょっと出ていましたけれども、会派での持ち時間

だから、それを、もちろん関連質問でなければまずいですけどね、別な質問をされたのでは困

るのだけれど、質問している当事者以外の人が気がついたことで、ちょっと突っ込みが足りな

いなというところ、気がついたところがあれば、その持ち時間の範囲内でやるのも一つおもし

ろいなと。 

 それから、なければ、例えば 10 分あったら、10 分は確実に休憩してしまうと。そして、例

えば２時半なら２時半にきちっと始まるとか、そういう決め方というのも一つの方法としてお

もしろいなと。 

 だから、試行を、どっちみち 45 分も試行なのだから、１時間半ということで一つ、試行をや

ってもらってもいいのではないかと。それは、この次の議会からになるのでしょうけれども、

この次の議会だって試行で何回かやらなければ、いい話は出てこないかもしれないけれども。

そういうことも一つ、やってみる値があるなと。 

 結構やっているのですね。こういうのを見ると、ただ 45 分、45 分。それが 30 分がいいのか、

35 分がいいのか、そんな議論をしていても、これは始まらないのでね。短い長いはあるのでし

ょうけれども、そういう中で考えてみるのも一つの方法かなと。 

 細かいことまでは議論しておりませんけれども、一つ試行としてやってみてはいかがかと。

こういうことになりました。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。公明、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) はい。白老町議会運営基準の改正の案の中で、13 ページの第 11 章の意

見書と決議書等というのがあります。 

 それで、２番目の意見書の提出は、全会派一致を原則とするって、原則だから、前にもちょ

っとお話しましたけど、他市町村相変わらず１会派でも反対があると提出しないというのを伺

ったのですけども、白老町の場合はこれ、原則、これを入れてしまうことで、もし１会派が反

対しても、賛成多数ですから、通るっていうことで出していましたよね、今まで。 

 それをどうされるのかなってちょっと１点、ありました。 

 それから、持ち時間 45 分に関しては、時間的なのは 45 分でいいのではないかと。先ほども

出ていましたように。45 分をめいっぱい使うっていうことではないので、自分が質問したいこ

とを、きちっとその中でして、それが 45 分以内に終わるということで、やっぱり内容をきちっ

と精査をするべきではないかということですね。 

 それで、かなりいろいろなところで、今までずっと 45 分体制にしてから、いろいろなことも

言われてきましたので、きちっとその場で質問しなくても分かることは、前段できちっとそう

いうのを聞いておくと。 

そういったことでやっていくっていうことと、それから、こちらも要訳をして、内容も本当
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に短く一問一答の本当の形式のあり方の、理想的な形をやっていくっていうふうに、やる以上

は行政側もきちっと答弁は要訳をして、きちっと時間のかからない答弁をしてもらいたいとい

うことです。 

それから時間、内容が本当に充実した質問であれば、時間の長さっていうのは感じさせない

だろうと。もちろんライブ放送していますよね。そういった点を含めても、やっぱり内容が充

実していれば、本当に時間は長すぎるとかっていう批判はないのではないだろうかっていうこ

とです。 

それから、今のところは年４回の質問ということですので、項目上やっぱり少しね、多くな

るということだって、あっていいのではないだろうか。だから 45 分という時間は、私は理由付

けをしなさいって書いてありましたので、45 分という時間はあっていいであろうということで

す。 

私たちもちょっと、出ました。代表質問が、このままでいいのだろうかという話をちょっと

出ました。ですから、これはちょっとこれからの議論になるねっていうことで、終わったので

すが、そういったことも含めて。 

それから、加藤委員のおっしゃったその休憩時間、一人１時間半なら１時間半って答弁を含

めて決めて、あとその残った時間を同じ会派の人ができるとかっていう話もちょっとしたので

すが、それもおもしろいことだろうけれども、もしかしたら 15 分で質問が終わって、15 分で

答弁が終わって、30 分で終わったら、あと１時間休憩するのかっていうことにもちょっとなり

かねませんのでね。その辺はちょっと検討課題となるだろうという話し合いの中では出ました。 

それから、３に関してはこれでいいですっていうことです。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。うちはですね、共産党ですけれども、１番目は現在まだ協議中

でございまして、結論が出るとか出ないとかというところまでいっておりません。 

 みんな読んでいるのだけど、これでいいのかどうかというふうに、議論にまだまだ詰めてい

ないというのが実際です。 

 それから、２番目につきましてはね、時間 45 分っていうのは、これを見てもうちが特別長い

わけではないのですよね。ですから、行ったり来たりで 90 分っていのは、一般的には同じこと

ですよね。45 分で見たから。そういうのは別に、長い長いって何か言われていたけど、そんな

別に長いわけでもないなということなのですよ。 

 それでね、福島町でやっているのだけど、議会運営委員会で質問が終わった後、例えば今、

吉田委員が言われたこと。こういう資料はね、事前にもらっておいて、議場で言うべきではな

いのではないかというようなことをね、やっているのですね。その反省をしているのですよ。

一般質問はどうだったか。それも、個々にやっているのだそうです。 

 例えば、あそこはやっぱり時間が長すぎる、大渕、あなたあれ、あんな無駄なことを言うな

と。そういうようなことでもやっているらしいのです。私も同じように聞いたのですけども、

そういうことが、個人の資質の問題ではなくて、ここを直した方が皆さんいいですよって、み
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んなで言い合えるようなことが、もしできるのであればやった方がいいなっていうことになり

ました、うちは。 

 それで、それはね、意外と自分のことって分からないのですよね。ですから、やっぱりこの

質問はこういうふうにやった方がいいよっていうようなのをね。例えば、課長に聞くとかって、

よく言う人がいますよね。あれ、絶対言ったらだめなのですね。言う必要はないです。課長に

聞く必要はないです、理事者に聞いているのだから。課長は単なる説明員ですからね。 

 ですから、そんなことを含めてね、そういうことを嫌みではなくてこう、対等にやれれば、

議会の質がそこで上がるのではないかというような話にはなりました。 

 それは、我々の会派も含めてみんな同じですから、そういうことでちょっと議論になってと

いうことで、これは議運でその反省をできるっていうようなことが、時期議会でもできればい

いのではないかなというのが出ました。 

 ３番目については、これはもう全く問題なし。なるべく早くやった方がいいということであ

ります。 

 １点目については、まだちょっと時間が、もうちょっとかかるということであります。以上

です。 

 まず一つ、３番目についてはね、これ、全員この中身でいいということでよろしゅうござい

ますか。全会派。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 委員外議員の方、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) はい。それでは、一つ傍聴規則については本会議・委員会とも、この

ような案で改正をするということでいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それから、２番目、逆にいきます。２番目の一般質問の持ち時

間の問題ですけど、今の状況でいうと、別な案はございましたけれども、45 分というのは基本

的にはいいっていうような理解なのですけれども、そこは各会派とも 45 分っていうことでいい

っていうことでしょうか。 

○委員(加藤正恭君) うちは言っていませんけど、いいのです。入りますから。 

○委員長(大渕紀夫君) 90 分の行ったり来たりっていうのはちょっと、今回やるっていうふう

にはいきませんので、新しい議会ですから、とりあえず我々の議会で出す結論というのは、全

会派やや一致で 45 分っていうことでいいのですか。いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 参考のために、委員外議員のお二人にお尋ねをします。そういう点で、

もし何かご意見ありましたら、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。ということは、大方の意見が 45 分ということが妥当だという

ことです。 

 ただ、今の状況でいくと、代表質問の見直し。これは以前にも出ていましたよね。確か、新

風さんから出たのかな。一問一答にすべきだというようなことも含めて出ていましたよね。 

 それで、今回ちょっと二つの会派から出ていますので、ナイター議会を含めて、これはやっ

ぱりちょっとこう、議論をしなくてはいけない。代表質問については、議論をしなくてはいけ

ないという状況ですけど。 

○事務局長(上坊寺博之君) ただ、代表質問は本則ですから。 

○委員長(大渕紀夫君) まだ、こちらは試行期間でございますのでね。分かりました。 

 それでは、ちょっとこの件につきましては、現状の中でちょっと推移しまして、新たな形の

中で検討していただくというようなことにしかなりませんので、今回につきましては２番目の

一般質問の持ち時間につきましては 45 分でいいのではないかというような、大方の意見という

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) はい。議長。 

○議長(堀部登志雄君) はい。45 分にこだわるわけではないですが、皆さんそういうあれであ

ればね。だけど、今までの経過の中で、45 分の、無条件で 45 分という、条件は一切、条件と

いうかね、何も付けないで 45 分とするのがいろいろ意見が出たように、例えばよりその簡潔に、

明瞭に少なくする形をとりますというのかね。 

 やっぱりその、例えばいろいろこう、例えば反省会を開いて、よりその精度を上げる、効率

的にやるのだよというようなことを含んでの 45 分なのかね。その辺は、やっぱりもっと皆さん

で議論していただいて、全く 45 分、これはもう絶対意見としてあるのだという形のものなのか

ね。 

 その辺もね、やっぱりこう、本則としてね、きちっと改正するのであればね、試行でない限

りはやっぱり、そこの部分を議論していただいて、決めていただきたいという具合に思います。

以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。今議長から発言がございましたけれども、関連してどうぞ。 

 はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) はい。今やっぱり、議長の方からの示唆がね、やっぱり大事なことだと

思うのですよ。 

 それでやっぱり、45 分のその試行の中で、我々が取り組んできた中でね、やはり町側の答弁

の、要するに文字化のものをいただくっていうことも、これは決めていって、要するに何とい

うのですかね。きちっと落ち着いて、再質問ができるようにということも、これはもう町側の

理解も得ながら進んでいるわけですよね。 

 そういうことも含めてですね、やはり精度を上げていくということを、やっぱり考えていか
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なくてはいけないと思うのですよ。 

 それで今、大渕委員長の方からも提案がありましたけれども、他の町議会では、その一般質

問のされた状態のことを、やはりきちっと違う角度からね、精査をして、やっぱり指摘をして、

精度を高めていくっていう方法をとっているっていうのもありましたから。 

 うちはそれがいいっていうことではなくて、そういうことがね、やはりきちっとできるよう

なこともやっぱり条件付けるべきかなというふうに思いますので、もう少しちょっと会派の中

でその辺のところの、時間は今おおむね 45 分でいいわけですから、その中でどう取り組んでい

くかっていうことをもう少し、議論させてもらった方がいいのかもしれないですね。 

 それで本則に、きちっと一般質問については、45 分の一問一答方式であるということで、謳

える状況になれればいいかなというふうに思うのですけども。いかがでしょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。今熊谷委員から、そういうことでもうちょっと会派できちっと

議論してね、そして一般質問の精度を上げるためにどうするかということを、もう少し議論し

たほうがいいのではないかというようなご意見がございましたけれども、関連してございまし

たら、どうぞ。 

 加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、先ほど大渕委員長の方から福島町の話がちょっと出たのだ

けどね、ただ、一般質問をした後ですね、その反省をするというのはね、これ代表質問に対し

てのねことでは議論しても構わないと思うのだけどね、一般質問をしたので、テクニックの面

でね、短くしなさいとか、もう少しこういうところをこうしたほうが良いぞということの話は

いいのですよ。 

 ただ、中身までね、今度言ったのではね。いや、往々にしてね、そういうふうになるのです

よ。 

 だからね、その辺り誤解をしては困るのだけれども、もう少し、声が小さかったとか、例え

ばだよ。それから、あまり無難なことでのクレームはいいのです。もう少し簡潔に言った方が

いいとかっていうのはまだしもね、一般質問の中身まではちょっといかないからね。 

 その辺り、議論の仕方がね、持ち方がね、僕は問題になると思うのですよ。 

 だから、代表質問というのは一応、みんなと相談をして、３人なら３人、５人なら５人で相

談して代表質問をするのですから。一般質問とは異なるわけです。何でも好き勝手な、好き勝

手という言葉は語弊がありますが、自分の考えを述べるわけですから、それは構わないのだけ

れど、代表質問というのは本来そういうものではないのですからね。 

 会派を代表しての質問ですから、それの議論はあってしかるべきだとは思うのだけれども、

一般質問までああだこうだっていうのはね、人間関係を逆に悪くするような危険性が、私はあ

ると思うのでね。 

 その辺り、十分注意してかからなければならないなと思うのだけど。その辺りどうですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、熊谷委員。 
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○委員(熊谷雅史君) 加藤委員の言う、まさにその代表質問の中身というのは会派の意見集約

ですから、当然それは議論・批判、それから内容についても、それは議論があると思う。 

 ただ、今言っている一般質問の話ですから、内容的まではね、これはやはり議員さんの、要

するにモチベーションというのですかね。それの、やっぱり結集であるわけですから、そこま

で踏み込むっていうのは失礼な話だと思いますよ。 

 ただ、今言ったテクニックの話ですよね。だから、これはやっぱり繰り返しが多いとか、こ

の部分は資料請求は、もう事前にやっぱり聞いておくべきだよとか、そういう精度のね、上げ

方の、やっぱり取り組みしかないと思うのですよ。 

 ただ、やっぱりそれは福島町でやられているという内容を今聞いただけですから、ただね、

何でもかんでも鏡のようにすればいいっていうことではないので。 

 ただやっぱり、白老町としては、やはりいろいろなことに今議論、議会の中でも、改革の中

でやっぱり議員の資質を上げようと。その一つとして、やっぱり一般質問もその資質を上げる

ための一つのプロセスですから。 

 それにやっぱり、先輩議員なり、同僚議員がね、やっぱり力を貸すっていう形の、そういう

形があればいいのかなと。そういう意味です。 

 ただ、これはだめだ、あれはだめだよではなくて、こういう方向で進んだらという、そうい

う意味合いです。誤解のないように一つお願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) いや、分かる。それはそうだろうと思うのだ。そういうことは分かって

いて、人間というのはこれ個性があるものだからね、話し方がね、やわらかく話しするとね、

つっけんどんに言う人ともいるわけよ。 

 だから、そのつっけんどんがいいのか悪いのか、やさしく言うのがいいのか。それはまた別

としてね、非常に人の言ったことについてああだとかこうだとかっていうのはね、非常に気を

使うものでね。だからって、言わないのがいいっていうことにはならないのかもしれないけれ

ども。その辺り、簡単にいいなという、うなずけるような状態にはなかなかなれないのだよ。 

 人のことは案外言えるのだけど、自分のことはよく分からないからね。批判という、批評と

いうのは相手のすることであって、こっちの方から、自分からするっていうのはなかなか難し

い問題だから。 

 その辺り、十分気をつけてらなければならない問題だなと思いますね。その辺りは分かって

いて言っているのだろう、お互いに。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) はい。まさにそのとおりだと思います。やはりね、感情の動物といった

ら悪いですけども、ただ、それを超越して、やっぱり白老町議会議員の一員という、その立場

のレベルでやっぱり判断をしていくという、少しステップアップした考え方でやられて、やっ

ぱり寛容な心を持つということも必要かなというふうに思いますので、一つその辺で進めてい
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ただきたいなと。 

○委員(加藤正恭君) 言う方はいいけど、聞く方は寛容な心を持つといったって、なかなかな

れないと思いますけど。 

○委員長(大渕紀夫君) ちょっとこれ、いいですか。福島町でこういうふうに言っているので

すよ。議会の監視度っていう中に、本会議終了後の議会運営状況の検討会議開催となっている

のです。 

 より適正な議会運営をするため、本会議終了後の都度、発言内容や議事進行について、議会

運営委員会を開催し、検討しているっていうことなのです。 

 ですから、当然加藤委員が言われたように、中身の問題とかではなくてね、そのテクニック

と言ったらおかしい、例えばね、個人ではなくて、僕はこういうことを思うのです。質問をさ

せていただきますって言う方がいらっしゃるよね。僕、違うと思うのです。質問はするもので、

させていただくものではないのですよ。議員の権利ですから。 

 だから、それはいいか悪いかって議論すればいいだけのことで、そういうことを議論できれ

ばいいでしょう。いろいろなことで。いろいろな形で。 

 例えば、報道によりましてという言い方、何々新聞の報道っていうのはなるべく言わない方

が、僕はいいと思っています。僕は、個人的にですよ。 

 それで、そういうことを、差しさわりのない範囲でその、きちっと言えれば、そういうこと

をこう、言い合ったほうがいいのではないかと。例えば資料の問題だとかね。そういうことが

できればやっぱり、少なくとも精度は少しずつ上がるのではないのかなというふうに思ってい

るのですよ。 

 ただ、加藤委員が言うように、その質問の中身について良し悪しの議論は、これはするべき

でないしね。したらおかしなことですから。そういうことではなくて、その精度を上げるため

の議論ができないかなと。 

 いや、福島町のやっている話を、実は議長と僕が聞いたのですか。視察に来たときに聞いた

のだけどね、加藤委員が言われたようなことがないのかって、私が聞いたのです、実は。 

 そうしたらね、結構シビアにやっているって、言ったよね。そのときね。 

○委員(加藤正恭君) 中身まで。 

○委員長(大渕紀夫君) いや、中身ではなくて、言葉だとかそういうことについては、かなり

厳しくやっているって。 

 そして、個々の議員さんのことをやるのですかと言ったら、個々の議員にやるのだと。名前

を挙げ、一般質問した人。 

○委員(加藤正恭君) そこまで、実際問題としてやれるのだろうか。 

○委員長(大渕紀夫君) いや、どこまでやっているか分からないですけど、そういうふうに言

っていました。福島町では。 

 それが、全部いいかどうかではなくてね、話題としてね。 
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○委員(加藤正恭君) 質の向上ではいいことなのだけど、いいことだけどね、あまりつっこみ

すぎるとね、逆におかしくなる。 

○委員外議員(玉井昭一君) 委員会議事録は公開されていないのですか。 

○委員長(大渕紀夫君) されています。 

○委員外議員(玉井昭一君) そうしたら分かるでしょう。 

○委員長(大渕紀夫君) ここ、議事録とっているのかな。オール議事録とっているの。 

○事務局長(上坊寺博之君) とっているのではなかったかな。 

○委員長(大渕紀夫君) ちょっと、すみません。議会運営委員会、常任委員会っていうのは、

今でもまだ全文筆記でなくてもいいっていうところがありますから、要点筆記になっているか

どうか分かりません、それ。ちょっと調べないと。 

 ただ、そういう話はありました。 

 それでは、３番目についてはいいっていうことですけど、２番目と１番目についてはもう少

し、次の議会運営委員会まで各会派で議論するということで、いかがでしょうか。いいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

 この次の議会運営委員会、31 日の議会運営委員会でもう一回この１番目と２番目について、

やりたいと思いますので。 

 27 日、一般質問の締め切りだからね、終わった後すり合わせがあるから。長くできないので

す。すみません。 

 31 日までの時間帯の中で、各会派で会議を開いていただいて、１番目と２番目、もう少し詰

めていただくというふうにしたいと思いますけども、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) 他、皆さんから何かございますか。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎閉会の宣告 

○委員長(大渕紀夫君) それでは大変、朝から長い時間ご苦労様でございました。 

以上で議会運営委員会を終わります。ご苦労様でございました。 

（午後 ３時３６分） 

 


