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平成２０年白老町議会運営委員会会議録 
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委 員    及 川   保 君         委 員    玉 井 昭 一 君 

委 員    土 屋 かづよ 君                氏 家 裕 治 君 

議 長    堀 部 登志雄 君         委員外議員  吉 田 和 子 君 

委員外議員  前 田 博 之 君 

                            

○欠席委員（１名） 

委 員    熊 谷 雅 史 君 

 

○職務の為出席した者の職氏名  

 事務局長   上坊寺 博 之 君         主   幹   森   隆 治 君 
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◎開催の宣言 
○委員長（山本浩平君） 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。 

  

◎調査事項 
○委員長（山本浩平君） 本日の調査項目でございますが、この議題に載っているとおりでございます。 

一つ目の、第３次議会改革につきまして、これも確認の意味も、今までの経緯も踏まえて行っていきた

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、まず、局長のほうから説明をいただければと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、レジメに沿いまして、レジメに何点か課題といいますか、今後の議

論になる部分を書かせていただいています。 

一つとしては、議論の基礎とするものは何ですかということだったのですが、これは改選期前の議会運

営委員会でも、第３次議会改革の若干の検討がされていまして、昨年 12 月に自治基本条例を制定された

という部分で、議会に関係する部分の条項が何条かございますので、それにそった中で、議会改革も進め

られていくべきだろうなということが、決定したわけではございませんけれどもある程度は理解していた

だいているのかなと思います。 

それで、一つのたたき台として、白老町自治基本条例の特に議会に関連する部分の抜粋をつけさせても

らっておりまして、今後の取り組み事項と。あくまでもたたき台と言うことでご理解いただきたいと思い

ます。 

取り組み事項につきましては、過去の第１次、第２次の議会改革で進められてきた部分を記載させても

らっております。それと、今後の取り組み事項については、今後こういうことも想定されるのではないか

という部分で記載させていただいてございます。こういう部分でたたき台にしながら、進めていってはい

かがかなとも思ってございます。 

それともう一つは、昨年の６月に広報広聴常任委員会を条例設置いたしまして、改選議会後それぞれの

分担が決められてございます。それで、網掛けしている部分と網掛けしていない部分が、今後の取り組み

事項であると思いますが、網掛けしている部分については、これは広報広聴常任委員会として今後議論し

ていったほうがよろしいのではないかという部分を、網掛けでくくらさせていただきました。あとの部分

の議会運営の部分については、議会運営委員会が良いのかなということで、これはあくまでもたたき台と

言うことで提示させていただいています。 

次は、スケジュールはということが書いてございました。本来でありますと、第３次議会改革につきま

しては、18 年度で第２次が終了して、19 年度以降、議会改革に入っていくというスケジュールでござい

ましたが、議員定数の議論が１年半くらいかかってございまして、その中で通年議会の議論ですとか、常

任委員会の複数就任等々を議論してきましたので、正式に第３次という議論は入ってございませんでした。

今後、一たん第２次の年度が切れてもございますので、どの辺までまとめていくのが良いのかということ

を議論いただきたいと。最終目標を３月議会までのまとめるのか、もしくは６月ぐらいまでにまとめたら

いいのかという議論を決めて進めていったほうが合理的ではないかなと思っております。 

次の、新たに改革として取り組む項目はということが書いてございます。今後の取り組み事項で何点か

記載させてもらっているものもございますので、これも含めて今後の議論で行っていただきたいと思って

おります。今後の取り組み事項の中で、◎をしておりますのは、現在既に改革として取り組んだもの、も
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しくは進行形のものを◎印にしてございます。 

例えば、第５条の中でホームページの全面改訂、３月に向けて作業中でございます。こういうものも含

めて記載させてもらっております。 

次に、４点目の○ですが、今までの改革項目において制度化するものは、ということで記載させており

ますが、第１次、第２次改革につきましては、改革項目という形の中で進めてきましたが、これは決めら

れたものではないのですよね。ですから、第３次に向けては、今までいろいろと先進的なものをどうやっ

て体系に盛り込んでいって、ルールとしてやっていくのだというものに置き換えていくかどうかというこ

とが、今後求められるのではないのかなと思います。 

委員会の原則公開、条例を直しましたので、あのような形でルールとして変えていかなければならない

のではないかなと思っています。従来、委員会は、委員長の許可でしたけれども、原則公開に条例を直し

たという部分で、会議規則、委員会条例等々含めまして、変えていけるものは変えていくと。一問一答も

そうです。まだ試行の段階ですので、そういう部分も含めて出していってはどうかなと思っております。 

私の段階で、今後、議論の中で出していくのは、まだまだあるかもしれませんが、４点くらいで議論を

していってはどうかなということでご提案でございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ただ今、局長のほうから説明がございました。今までのおさらいの部分もござ

いますし、これからやっていかなければならない部分もあったと思います。 

それで、今日は漠然として、いろいろと説明がありますけれども、いずれにしても、これを会派に持ち

帰っていただいて、一度議論をしていただかなければならないかとだというふうには思います。 

ただ、今日の中で、若干、決められるものは決めていければなというふうに思いますので、○のついた

上のほうからやっていきたいと思いますが、これに沿って皆さんに確認していきたいと思います。 

まず、議論の基礎とするものはということで、自治基本条例、これが議論の基礎になるのではないかと

いうことでございますけれども、この確認をしたいと思いますけれども、これ以外に、こういったものが

あるのではないかというものがあれば出していただければというふうに思いますけれども。この点につい

て皆さん、お諮りしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 白老町自治基本条例（議会関連条項）が、議論の基礎というような考え方でよろしいですか。相違ない

ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのような各会派の皆さんに確認をさせていただきました。 

 スケジュールでございますけれども、こ れについては最終目標を設けたほうがやりやすいのではないか

という局長の提案でございますが、いつくらいまでを目途にすればよろしいでしょうか。また、いわゆる

第 3 次議会改革もそうですがけれども、懸案になっております通年議会ですね。通年議会のスケジュール

目標というか、これも設定できればなというふうにも考えております。今、試行期間ということでやって

おりますけれども、この点について会派で再度もみたいということであれば、持ち帰りということになる

のですけれども、今この段階で各会派の代表の方もおりますので、何かご意見がございましたらどうぞ。 

はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） もちろん、これは目標を決めてやったほうがいいと思うのです。ただ、これ

からやるということになれば、倫理条例の改訂とかも出てくると思うのです。かなり期間はかかるのでは

ないかという気がしているのですよ。新たなものに取り組むということもあるのだけれども、僕はやっぱ

り、今急がなければならないのは、例えば倫理条例の改訂はやっぱりかなり精力的にやる必要があるので
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はないのかなと。今、言われた通年議会だとか、一問一答だとかというのは、試行期間はもう止めてとい

ったらおかしいけれど、きちんと決めるというふうにしていったらいいのかなという気がしているのです。 

だから、そんなこともみると、ここまでと切るのはなかなか大変かなという気も、何を根拠に切るのか

と言うことになれば、あまり面倒かなという気もしないでもないのです。 

ただ、目標は決めてやると。これは、この課題についてはこのくらいまでに上げるということは必要だ

と思うのだけれども・・・。 

第３次議会改革を、１年なら１年でやるとか、２年なら２年でやるとか、決めちゃうということになる

のかなという気がするのだけれども・・・。項目別に目標を決めてやるというのはいいと思うのだけれど

も、というふうに今考えたの。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございました。 

局長、何かありましたらどうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） １次も、２次もそうだったのですが、期間が１次も２次も５年間という期

間を取りまして、その中で改革を進めてきたということでございますけれども、まず委員会である程度項

目出しというのでしょうか、これとこれとこれは、その期間内に取り組むという部分を設定して進んだと

いうことなのですね。必ず、自治基本条例、倫理条例を、目標を定めるまでに作ったということではなく

て、これとこれに取り組みますよというような方向性を出して取り組んでいったという実態ですからね。 

やるかやらないかを決めて、ある程度一定の期間の中で取り組んでいくのが良いのかなと・・・。 

前回もそうだったのですね。ですから、倫理条例を改訂するという方向性だけを出して、その期間内に

努力するという方向性もあるのかなという気がしますけれど・・・。 

 いずれにしても委員会報告として、議会としてやるという方向性を出さなければだめですよね。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、局長が言ったように、例えばこの課題をここまでやるというのは良いの

だけれども、全体をというのではなくて、そういう形のほうが、僕は良いような気がしているのですよ。 

 なんでもかんでも、全部項目を挙げて、それをのべつ幕なく並列的にやっていくのではなくて、一定の

これとこれは、ここまで結論を出そうというような形で、これに添ってまだあるかもしれないけれど、例

えば議長交際費の公表というのは、これなどは要綱をつくったほうが良いのではないかと思っているので

すよ。ただ公表しても何もならないので、こういうふうに議長交際費は要綱で出すように、一応要綱をき

ちんと作って、それによって支出されているかどうかということを出さないと。ただ公表しても、町民の

人が見て「ああそうか、そういうところに使っているのか」というだけにしかならないでしょ。僕はやは

り、要綱をつくったほうが良いのではないかと思っているのです。議長交際費なら議長交際費のね。 

こういうものには出すと、こういうものには出してはだめよというようなものをつくっておく。という

ようなことで一定限度期間を切って、何点かずつやっていくというのが、議論は深まりやすいのではない

のかなと、会派でも深めやすのではないのかなと。並列的にやると大変だからそういうほうが良いのでは

ないかな・・・。 

ただ、倫理条例の見直しは早くやったほうがいいなと思っているから、そういうものを早くやるという

ふうにしたほうがいいのではないかと思っていますけれどもね。 

○委員長（山本浩平君） 今、大渕副委員長から提案がございましたけれども、この点について皆さんど

うですか。 

議長どうぞ。 
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○議長（堀部登志雄君） 今、意見を聞いていて、要するに、２次を終わって３次に取り組んで、それぞ

れの課題は皆さんで出して、それを１つずつ、このテーマについてはいつまで結論を出そう。このテーマ

についてはいつまでという結論を出そう、そういう形で進めるという意味ですね。 

それであれば、項目は何にするかはこれから自治基本条例に沿っていろんな課題を挙げて、とりあえず

これは半年なら半年でまとめようと。これは１年でまとめようという中で進めていったほうが、今、言わ

れている形のほうがわかりやすくていいのかなと。 

 ただ、全部挙げて、４年間なら４年間でざっとやりますよというとちょっと、なんとなくだらだらして

しまうので、区切りをつけていくというのも。何項目か挙げて、これはいつまでという形でやるほうが、

スケジュール的にはいいのかなという具合に思いますけれどもね。 

○委員長（山本浩平君） 他のご意見ございますか。 

今、議長と大渕副委員長の意見は一致した意見だと思うのですけれども。 

項目別に、期間を分けて、テーマを分けて１つずつやっていくということでよろしいですか。 

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。では、そのような方向性でやっていきたいというふうに思います。とい

うことは、スケジュール、いつまでといことには、今日の段階では決めたれないということですね。そう

いうようなことで、やっていきたいと思います。 

次に、新たに改革として取り組む項目はということですけれども、これについても局長のほうからたた

き台は出ておりますけれども、今ここで、もんでもなかなか出てこないと思いますので、これは各会派持

ち帰りということにしかならないと思うのですが、もしこの中で、これはぜひやったほうが良いとか、あ

るいはこの中にないものでですね。これはちょっとやったほうが良いのではないかというものがあれば、

出していただきたいなと思います。 

〔「会派持ち帰り」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。今、会派持ち帰りと言うことで、再度検討して参りたいということです

が・・・。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。では、各会派で会合を開いていただきまして、もんでいただきたいとい

うふうに思います。 

 これに沿ってやっていきたいと思いましたので進めますけれども、改革項目において制度化ですね。先

ほどの局長の説明によれば、第３次に向けては、ルールとして体系化したほうが良いのではないかという

ことでございますけれども、この点については皆さんいかがでしょうか。 

 一つ一つ条例化したらどうかということですよね。 

はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 当面、代表一般質問の中身は、これだけ試行期間をやっているわけですから、

通年議会とは違ってかなりやっているわけですよ。私はやっぱり、これはもう、本当に期限を切って条例

化をしたほうがいいと思うのです。一括質疑方式がいいと思っていらっしゃる方はほとんどいらっしゃら

ないと思うのですよ。多分、一問一答方式のほうがいいと思っていると思うのです。 

ただ、問題は代表質問をどうするかというのがあるでしょ。そこだけもんで、３月までに結論を出せる

かどうかはわからないけれども、出せるものは出して、そこはこれだけ試行期間をやったら、私はもうい

いのではないかと思うのです。そこら辺は、一問一答で条例化すると。ただ、代表質問については各会派
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にこれから持ち帰ってもらって、どうするかという議論を次の議運までに挙げて、決まらないものは決ま

らないでしようがないけれども、やはり、16 人になったということもあるから、代表質問がなじむかどう

かについても各会派で議論をしてもらったほうがいいのではないでしょうかね。 

この問題については、これ以上引っ張らずに結論を出すと。そういうふうにすれば、この問題について

は条例化すればここから外れるし、きちんと自治基本条例に基づく体系化が進むということになるでしょ。

それは進んだということになるわけだから、例えば、条例化の問題で言えば、その点まずね。通年議会は

もうちょっと議論しなければだめでしょ。ですから、そういうところを部分的でもいいから、条例化した

ほうがいいのではないかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。今の件、どうですか。 

 及川委員、何か意見ございますか。 

○委員（及川 保君） 私も、今、大渕副委員長の考え方に大賛成です。というのは、もうかなりの試行

期間やっているわけですよね。今、言われたような代表質問のあり方含めて、会派の中できちんと検討し

てどうするかということを明確化したほうがいいと思います。試行期間というのは、もう止めて条例化し

て実施したほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どものところも、異論ございません。前に、私どもの会派の中からは、代表

質問も一問一答にしたほうがいい、あるいは代表質問という形はなくしてもいいのではないかというよう

な意見も、そのときには出ておりましたので、これは試行期間が長すぎますので条例化していくべきだと

いうふうに考えています。 

新政クラブさん、異論はないですか。 

委員外議員の前田議員、今の件はいかがですか。 

○委員外議員（前田博之君） 改革項目において制度化するものはということですから、今の話し合った

以外に、過去にどういうことがあったのかというのを項目ごとに整理をして議論をしたほうがいいのでは

ないでしょうか。今のは、一項目だけですから出ますけれども、そういう順序が必要だと、僕は思います

けれども。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。今、たまたま質問のことに、一般質問代表質問

のことだけでございましたので、他のことについても出していきたいと思いますけれども、これらにつき

まして、再度各会派で協議していただくということでよろしいですか。今日は、決められないですよね。 

はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今日は、新たな議会になった段階でも、今まで改革を進めてきた資料というのは、

確か出していますよね。それをたたき台にして各会派でもんでもらってはいかがでしょうか。概要がつか

めると思いますので。 

○委員長（山本浩平君） 資料はそれぞれ持っていますよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一昨年、議会報告会でやったときに全員にお配りはしているのですけれど

も、新たにまとめたものを今つくり直している最中ですけれども、全部完品ではないのですよね。 

 第２次までの部分は、置き換えていますけれども、定数削減にともなった議論というのはまだ付け加え

ていないのですね。定数削減はこの間やりましたよね。通年議会の本格実施に向けた試行という部分と、

常任委員会の複数所属という部分と、広報広聴活動の充実ということと、それから政策研究会の位置付け

というところが、確か課題だったと思うのですけれども、その中で議論をして進めてきているのが、今試

行されてきているということと、常任委員会を設置したという部分が、今、改革としては出てきています。
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その分は入っていませんけれども、１次２次の部分については、視察用に作っているのがあるのですよね。

それでよければ・・・。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。今日配付していただいて、それをもとに各会派で持ち帰って。そ

の資料を今提出していただきますので、暫時休憩といたします。 

 

休  憩 （午前１０時４１分） 

 

再  開 （午前１０時４７分） 

 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

２番目の全員協議会の開催について説明をいただきたいと思います。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 教育委員会のほうから全員協議会の要請がございまして、今、町立保育園

の再配置民営計画案で、パブリックコメントを取っている最中だそうです。その内容について整理してい

るので、議会に報告したいということでございました。ちなみに 23 日に教育委員会の要請がございまし

て、今回新しく入られました議員さんと、再任されました議員さん３名に計画素案と適正配置の草案を事

前に説明しておきたいと。それを受けて 28 日の本会議終了後に全員協議会で、パブリックコメント、今

後の方向性が出てくると思いますので、それを説明したいということでございました。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、よろしいですか。これにつきましては・・・。何か特にお聞きしたいこ

とがあればどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、ないですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 参考に、議会運営基準の33 ページと34 ページをご覧になっていただきた

いと思います。 

 今、委員会協議会、全員協議会の開催につきましてはルール化してございまして、理事者のほうから議

長に 1 回、開催要請がきますが、それが事前協議に当たるか当らないかというのを適正に審査して、議会

運営委員会でチェックをしてするか、しないかという部分に定められておりますので、これも一応、参考

としてみていただきたいと思います。 

左側がフローチャートで右側が取り扱い基準になっております。こちら読みませんので、あとで目を通

していただきたいと思います。 

基本的には、全員協議会は事前協議にあたらないようにということが留意点でございますので、当然議

案事項、定例会に提案される事項を、事前に議論するということにはならない。説明を受けるのみという

形になろうかと。 

○委員長（山本浩平君） 時間がもったいないと思いますので、その他につきまして若干、局長のほうか

らございますので、説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 1 点ございまして、お配り申し上げていますとおりファックスで北海道道

路整備促進協会の事務局から流れてきてございます。「道路中期計画」の推進に関する意見書を議会で議

決をしていただきたいというご依頼でございまして、今、盛んに議論がされております道路整備と暫定税

率の関係の部分で、主旨としては暫定税率の継続みたいな部分で、意見書を出してくださいということで
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ございます。 

 ただ、12 月議会で、産業厚生常任委員会が所管事務として取り上げました消費者協会の要望書に対して

意見書を出したのですが、要望書の意見は暫定税率を廃止という形で出してございますので、その辺の取

扱いをどうするか。基本的には 12 月の意見書ですから、相反する意見書ですから、基本的には取り上げ

ていないですよね。従来は。出してすぐ意思が変わるということですから・・・。 

 ただ、実態としては資料も付けておりますが、町の譲与税の関係で１億 5,000 万円くらい減収になると

いう議論が、国会でもまだ出されておりませんけれども、実際にこれ３月時点で廃止になりますと、20

年度中に１億 5,000 万円の歳入欠陥を起こすことは間違いないのですね。この辺も含めていかに取り扱う

べきか。ちなみに消費者協会であがってきた意見書を採択して提出した市町村につきましては、白老町を

含めて胆振で４ヵ所なのだそうです。厚真町、安平町、それと洞爺湖町。あとの市町村は出していない。

むかわ町はとどまったと聞いています。その辺も含めて・・・。今、いろいろと議論ある部分ですので・・・。 

○委員長（山本浩平君） 取り扱いについてですね、これ、本当に皆さんご存知のように、産業厚生常任

委員会で消費者協会の幹部の方々までを招いて、意見をお聞きした上で全員一致で意見書として可決いた

した。そういう経緯がございます。それと、若干、相反するような形になるものでございますので・・・。 

 かといって、慎重に白老町としても考えていかなければならない道路特定財源かなとも思いますので、

取り扱いちょっと難しいかなと思うのですけれども、皆さんの意見を賜りたいと思います。 

はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 地方の話をチラッと聞いたのだけれども、両方を出している町はその制限がない

ような話も聞いているけれども、両方を出している場合はつめられないのだというのを聞いたのだけれど

も、そのようなことはない。 

○委員長（山本浩平君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書ですから、両方の意見を出すということはありえないと思います。 

○委員（玉井昭一君） ないのかなあ。そういうふうに聞いたような気がするのだけれども・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは無責任というか・・・。ありえないのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 要は、予算が減らされる可能性がある。トータルで３億円くらい。そこら辺の感

覚で言うとものすごく重要性がなあると。１億5,000万円減らされるかれ、減らされないかの問題だから・・。

根本は、何とか減らされないような方向にするにはどうするかということだけでしょ。だから、そっちの

方向へ向けていくしかないなと私は思っている。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただ、考えていることは良くわかるのですが、議会として取る場合は、少な

くても 12 月に全会一致で可決しているのですよ。それと全く相反するものを出すということは、僕は議

会としてみた時には、あってはならないことだと私は思います。そこの部分は・・・。中身は別ですよ。 

 だけど、少なくても全会一致。産業厚生常任員会、議員の半数がいる部分が決めて、まして参考人まで

きてもらってやったと。これを全会一致で本会議で決めているということになると、そこの部分を理論的

にクリアするとなると、そこは僕はかなり無理があると思います。 

 考え方は良くわかります。だけどそれをやったら、議会としては、僕は命取りになるのではないかと思

いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） はい、他の皆さんどうでしょうか。 
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再度、会派に持ち帰っていただければと思います。 

私どもの会派も、もしかしたら意見が分かれるような気がするのです。私個人的な意見としては、やは

り、白老もこれから、例えば港からのオーバーレーンのこと、大滝線を通年開通するには、当時、スパイ

クタイヤでの設計になっているのですね。角度を若干、工事を手直ししなければ通年開通にはならないと

いう話を、私は今現在伺っております。そういったことで、今、国会でも今日辺り、ものすごい議論にな

っていると思うのですけれども・・・。 

 東京だとか、大阪だとか、そういうところから比べると、まだまだやらなければならないところがたく

さんあると思うのですよ。苫小牧の中央インターは白老に直接関係ないとしても、これはいろんな面で大

いに関連してくると思いますので、全く無視はできないことかなというふうに思います。 

 先ほど、大渕副委員長は「矛盾するのではないか」と。ご意見も良くわかりますけれども、このことに

関しても国交省あたりは、おそらく町に対していろいろと「頼みますよ」と言う話しで、どんどんやって

くると思いますので、その辺のところいろいろと、再度会派の中で、この意見書の取り扱いについてはも

んでいただきたいというふうに考えます。 

 公明党さん、どうですか。 

 この意見書につきましては、再度良く皆さん精査をしていただきたいと思います。 

 いずれにしても、タイミングとしては、今すぐということにはならないですよね。この間意見書を出し

たばかりで・・・。３月に出せるかどうかというところで・・・。 

 白老の消費者協会に加盟されている議員さんもたくさんおりますので、その辺もなかなかな、痛しかゆ

しというところもございまして、いろいろな事情がそれぞれあると思いますけれども、この件につきまし

ては、再度会派の中でぜひ精査していただきたいと思います。 

 それでは、１番目の項目に戻りたいと思います。今、資料が配られましたので、これ、局長、説明でき

ますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、お配りしたのは、そこにも書いてありますように行政視察資料でお

渡ししようと思って、前にもつくってあったのですが、途中半端になっていまして、第２次の改革が現在

進行形という中でつくっていたものですから、もう 18 年度で終わりましたので、第２次までの分を入れ

た分を精査しております。どういう取り組みをしてきたかということですね。これを入れてございまして、

19 年度以降、自治基本条例ができて、定数削減の議論というのがまだ入っておりません。ですから17 ペ

ージ以降は、手直ししていない状況ですので、それは１年前ですので、そういう議論の中での推測でお願

いしたいなと思っております。 

 これは、１次、２次でどういうことをやってきたかということだけ書いてありますので、そういう見方

をしていただきたいと思います。 

 それと、年表のようなものを付けていますが、実際には平成９年くらいからの動きですが、その以前に

も、長期欠席議員の報酬減額等やっていますので、それを含めて平成４年から改革に取り組んできた項目

を時系列ごとに書いておりますので、それも一応参考にしていただきたいと。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。この資料を参考にしていただきまして、各会派

で会議を開いていただきたいと思います。次回、このテーマにつきましての議運ですけれども、どのくら

いの日程を取ったほうがいいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどの、白黒の関係、議論の仕方、ちょっと諮って、それも持ち帰って

もらったら・・・。 
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○委員長（山本浩平君） もう１点、持ち帰っていただきたいのが、広報広聴常任員会で取り組む課題と

議会運営委員会の取り組み課題と、網掛けと網掛けでない部分ございます。この点につきましても、各会

派で検討をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

ここでもし何かあれば、どうぞ、この点はこうしたほうがいいというのがあれば、出していただいても。 

はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） ◎ついているホームページの前面改定というのは、私はちょっと理解ができない

のだけれども・・・。 

○委員長（山本浩平君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ◎ついているのは、既に取りかかっているものなのですよ。今、広報広聴

の小委員会のほうへ行って説明しまして、３月末までに、今のホームページ、議会の部分として持ってい

るもの全部、全面変えるということなのですよ。というのは、平成 15 年につくって、会議録とかそうい

う部分の修正はしていますが、レイアウト自体は 15 年につくったままなのですね。ですから、イメージ

を変える意味で一新すると。その中に、積極的に情報公開できる議会の部分、今考えているのは年報、1

年間やった議会の動きですとか、そういう部分を含めて盛り込んでいくというのを考えています。それら

を含めて全面を更新したいということです。 

 もう一つは、次のページで第 19 条のところで、傍聴規則の見直しということを書いていまして、これ

は第２次でも上がっていたのですが、これは９月に既に改正しましたので、◎になっているということで

す。左側のほうでは、１次、２次ではやっていなかったですけれども、広報広聴委員会の設置ですとか、

委員会の条例改正、通年議会の試行と、これ既に終わっているので◎をつけたということです。◎をつけ

ているのはそういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 持ち帰る前に、何か皆さん質問があれば、ここでいただいたほうがいいと思い

ますので・・・。 

はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、出た資料の、２、３と 11 ページに第１次と２次の改革の取り組みとい

うのが出ているのです。それで、改革項目という部分、１次のほうは改革項目と改革内容と出ているので

すよ。２次のほうは区分と項目と書いているのですけれども、改革項目というところを区分というところ、

こういう中身をこの次まで検討したいということで、案を持ち寄るようにしないと、さっき僕、個々のこ

とを言ってしまったけれども、ああいう個々のことを全部ここでまとめて、こういうふうにして出して来

ないとだめだと思うのです。 

 だから､１次で言えば、改革項目と書いてあるところがあるでしょ。内容ではなくて、始めのほうです。

これを各会派から出してくるという意味です。そういうふうにしないと議論にならないと思いますから、

この次のときは、この改革項目、これを皆さんでこういうことをやろうということ。 

 例えば、議長交際費の要綱を作るとか、そういうことを全部、各会派で議論して出してくること。それ

を第３次の改革として、４年間なら４年間で取り組むと。こういうふうになると思いますので、そういう

認識で、僕もさっき、違うような認識で言ったような気がしたので、そういうふうにやらないとおかしく

なりますので、体系化されませんので、そういうふうなことではないかと思うのですけれどもいかがでし

ょうか。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。そういうことですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） さっきの、自治基本条例の条文ごとに並べているだけですから、こういう
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ふうにつくらないと・・・。 

○委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） この今の説明の中で、区分が当たるものは、条例の項目というふうに考え

てもいいですか。ある程度、条例に基づいてやっていきますよね。だから、条例文が、こちらでいく区分

の中に大体入ってきて、こちら側のほうの取り組み事項ありますよね、こういったものが改革事項として

一つずつやっていくという形で考えてやって良いということですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） あとで組換えをすればいいのですから、どちらでも構わないと思います。 

○委員外議員（吉田和子君） それと、違う話なのですが、網掛けの広報広聴委員会のことも各会派でと

いうことなのですが、これは広報広聴がこの部分を取り組むことが良いか悪いかということの議論でいい

のですね。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。また、それと同時に、これあくまでも局長の提案ですので、他に

あればプラスアルファですね。その辺も検討していただきたいと思います。 

期限ですね、スケジュール決めたほうがいいのではないかということなので、６月ぐらいを目安にした

らどうですかね。 

はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今、委員長が言われたように６月の議会までに決めると。それで良いと思います。 

○委員長（山本浩平君） 目安として、６月議会までに精力的にやっていってはいかがでしょうか。 

〔「良いです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、６月目安ということで、精力的に議運を何度か開きたいと思いますし、

各会派の調整を、協議をお願いしたいと思います。この１番につきましては、以上よろしいですか。 

〔「良いです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） その他に戻りますけれども、議長のほうからその他、何か事項があるそうでご

ざいますのでお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、私のほうから、休会中における動向について皆さんにご報告してお

きたいと思います。皆さん既にご承知のとおりで、各議員さん、あるいは一部町民の方の中でいろいろお

話しになっておりますが、私ども熊谷雅史議員が、個人的な事業経営の不振といいますか、継続が困難に

なって、昨年の末に、私どもに議会議員を辞職したいという旨の意思表示がございましたので、その経過

についてご報告いたします。 

 平成 19 年の 12 月 29 日ですが、私ども 28 日で年末の休暇に入ってしまっている役場だったのですが、

私どもところへ、代理人を通じて辞職願いの提出がありました。これが、代理人ということで、本人の代

理人であるという署名をした文書を持ちまして、辞職願いが提出されました。 

 早速、熊谷議員に直接連絡を取りまして、「この辞職願いの提出について、本人の意思で間違いないで

すね」という確認を取ったところ、「これは間違いない」ということで、代理人を通じて出てきましたが、

本人の意思という場合で私が受け取りました。年末年始の休暇中であったということで、年明けの１月７

日、仕事始めということだったものですから、７日に改めて、その意思が変わらなければそのまま、議会

が開会中なものですから、閉会になっていると議長の許可なのですけれども、開会中ですから、これは議

会の許可となるものですから、この７日以降で、その手続に入るべく、とりあえず議長預かりという形で

受理しておきました。それで、新年明けまして、私１人で聞くというのも、やはりこういう重要な案件で

すから、できれば副議長、あるいは何名か同席した中で本人の最終意思を確認したいという思いで、６日
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に副議長と議運の正副委員長に同席をお願いしまして、７日に11 時 30 分頃、本人を呼びまして、４人同

席している中で本人に最終の意思確認をいたしました。そのなかで、１月の７日の日には、熊谷議員から

辞職願いを提出に至った経緯について説明をいただき、本人の意思を確認したところ、本人からは 12 月

の 29 日の時点で、本人の意思ではあったけれども、非常に気持ちの整理がつかず動転していたというこ

とで、辞職願いを１月７日時点では、撤回したいというお話がありました。これ、あくまでも本人の届け

出ですので、願いですので、議決される前までは、取り下げるということは本人の意思を、こちらがどう

のこうのすることではないものですから、４人同席していただいた中で撤回ということですから、本人に

辞職願いはお返しいたしました。 

 従いまして、議員各位には連絡が行かなかったのですが、そういうことで一応は休会中に出して、休会

中に引き下げてしまったということがございましたので、特に皆さんのほうには連絡いたしませんでした。

そういうことでございますので、今日、議運の席ですので、皆さんにその経過だけはご説明をさせていた

だきたいという具合に思いますので、そういうことだったということでご認識いただきたいなという具合

に思います。以上なのですが、特に・・・、そういうことでございます。 

○委員長（山本浩平君） 議長のほうから、熊谷雅史議員さんの動向についてと申しますか、経過説明が

ございましたけれども、特段、何か皆さんのほうでお尋ねしたいことがあればどうぞ。 

はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も、年明け、皆さんが集まられてお話する前日ですか、大体その辺の話しは聞

いていたのですけれども、私も同じく会社経営をしていく中で、多分そういった事情において、特に北海

道経済が全国的にも冷えきった中で、例えば自分の会社を整理しなければいけないというときはあるのか

なと。私も自分の気持ちの中ではそういったものを持ちながら経営はしていると思うのです。 

 ただ、議会議員として、例えば、道義的な責任。例えば、会社として公的ないろいろな機関からの借入

だとか、そういったものが一つの大きな原材料になって、例えば会社を一回たたむのだという話であれば、

私はそれは全然気にしたものではないと思うのですよ。気にしたものでないというのは、結局これだけ経

済的にも厳しいし、これ以上の経営は困難だということであれば、それはそれでしようがないのかもしれ

ません。 

 ただ、私の耳に入ってくるのは、ある町民の方々からの借り入れがあったとか、ないとかという話が聞

こえてくる。これはあくまでも噂なのですよ。噂なのですけれども、そういったものに私も振り回された

くはないけれども、そういったことが随分入ってきて、これで終わりなのかという話も出てくるものです

から、もし、同じ会派で今説明を受けた議長の中で、そういった話がもし一つ、二つでもあるようなそれ

は大変なことなのだと、僕は思うのです。それを知っていた上で、例えば辞職を取り下げましたと。「は

いそうですか」で終わるような話しではないような、僕は気がする。 

 議会として何ができるのか、どうできるのかはわからないけれども、個人的な部分の、道義的な、個人

的な消費者というか、そういった人たちへの道義的な責任がもし発生しているとすれば、その辺について

の説明はちゃんと受けなければいけないと思うのですが、その辺についてはどうなのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 説明を受けなければならないというのは、議会として説明を受けなければなら

ないと。 

○委員（氏家裕治君） その辺は、僕よくわからない。議会として受けなければならないのか、例えば会

派として、そういったものを聞いているのか、聞いていないのかということを今回聞いておきたいなと思

います。 
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○委員長（山本浩平君） はい、わかりました。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 確かに、商取引とはいえ、やはり町内で事業経営しているわけですから、町内

の金融機関含めて、町民の方からもそれなりの債務といいますか、あったように聞いております。しかし

ながら、それが何人になっているのかというのは、何名かは本人から聞いておりますが、それ以上のこと

は、何名になっているのかはっきり伺っておりませんけれども、あくまでも本人は商取引上のことだとい

う具合には言っております。 

 それで、たまたま本人が出してきた、返却いたしましたけれども、やはり経営で多くの町民の方にご迷

惑をかけたと。これ以上はやっていくべきではないという具合に判断したということで辞職願いを出され

ております。 

 しかし、７日の時点では会社経営ですから、いろんな形の中で、会社を何とかいくように一生懸命努力

をしているという中で、撤回したいというような、それと議員とは別問題だというような、そういう認識

立ったやに私は受け取りました。相手はともかくとしてね。 

 その後、それがうまくいかなかったということで、最終的な決断をされたというようなことでございま

すけれども、あくまでも議員とこちらのほうの商売のほうですか、経営のほうは別であるというような認

識に立っているようでございますが。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕が思うのは、例えば議員になる前の借金だとか、そういったものであれば、僕

は何も気にしたものではないなと思います。これがあくまで議員になってからの、例えばいろいろな自分

たちの事業の中でやっていく町民に対しての負債と言うものは、例えば町民の方々というのは、あくまで

議員という一つの役職だとか、そういったものも念頭に入れながらの形の中で、個人的な融資をしたとか

があるのであれば、それはやはり普通の一般の貸し付け、借り入れの部分と違うような気がするのです。 

 例えば、今、議長が言われた、これから事業を立て直すのだというやり方の中で、本当にそういった形

で進んでいるのであれば、町民にも説明がつくのでしょうけれども、７日の時点ではそうであったのだと。

でも今は、会社をたたむのだと。たたんでしまってきれいにすっきりしたいのだということであれば、そ

れはそれの中で、道義的な責任というのは出てくるような気がするのです。 

 気持ちが変わって、これから何とかやっていこうと思っています。だから、町民の方は少し待ってくだ

さいという部分であれば、それはそれでいいのかもしれないけれども・・・。実際それから何日間かたっ

て、現時点において変わってきているのではないかと。そこの中で、僕は何らかの意思表示というか、議

会人としての、倫理条例だとかいろんな部分は出ているかもしれないけれども、これから取り組んでいか

なければならない部分かもしれないけれども、なんかの形でもって、議会としての姿勢というのは出さな

ければならないような気がするのです。 

 特に、こうやって今回、議運を開いてもですね、結局は、当人、本当にこれからやり直すのだというの

であれば、ここに来られて当然の話しでしょ。何の連絡もないわけでしょ。 

○委員長（山本浩平君） そのとおりですね。 

○委員（氏家裕治君） 僕はそういうふうに思うのです。やり直すのだという意思がないということは、

僕はそれは、本人を攻めるとか、攻めないとかではなくて、議会人としてこれから、僕たちも同じ立場の

中でやっていかなければいけない議会人として、これからどうなのだということを、ここで聞いておきた

いのです。聞いておくということが言葉としてどうなのかわからないけれども、皆さんどう思っているの

か僕は聞いておきたい。 
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 もし、意見がいろいろ分かれるようであれば、個人としては手を打てないのかもしれないけれども、な

んらかの形で意思表示はしておきたいと思うのです。今後のためにも・・・。 

○委員長（山本浩平君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今後のことについて、それはいろいろと皆さん、道義的な責任はやはりあると

いう具合には思いますけれども、それを本人がどう感じるかという問題もあります。ともかくとして、私

どもが受けた議員の辞職願いの提出撤回というような一連の経過については、以上のとおりだということ

でご承知おきいただきたいと思いますし、また、それはそれとして、その後、自己破産とか何とかという

形でも、実際にはなっているようでございますので、その辺についての道義的責任うんぬんという問題と

は、それは今後、議員の仲間として、道義的にその責任はどうなのだということについては、皆さんと大

いに議論して、何かアクション取らなければだめなものなのかということについては議運の皆さんで話し

合っていただきたいと思います。 

 たまたま同じ会派なものですから、私ども会派としては取るべき措置につきましては、25 日の議運で改

めて皆さんにご説明して、対応を、皆さんの協議を、お願いしたいと言うことで、会派といたしましては

そういう形で取り進めておりますので、今日の議運では諮れませんでしたけれども、いずれにしましても、

委員の変更等々、議会の議決を求めなければだめなものですから、25 日の議運には、きちんとその辺のこ

とをご説明し、議論をいただきたいという具合に思っておりますので、会派としてはそういう流れでおり

ます。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 議員を辞めるとか、辞めないとか、辞職うんぬんの形に関しては、それは本人の

意思でしょうから、それについて僕たちは何も言えない訳です。ただ、何もいえないで終わってしまうの

が、本当にそういった議会としてのあり方なのかなと、議員として何もそこで町民に説明することをでき

ぬままに、ずるずる流されてしまうのかと思うと、ちょっと私もまだまだ勉強不足なところがあって、ど

う町民に説明して良いのかわからないということで自分が情けないのです。 

 その辺について、例えば、一個人がそういった議員という役職を持った中で、銀行以外、ある企業だと

か、個々の町民の中から、そういった信用保証みたいな形の中で、そういった借り入れが、もしされてい

るだとか、そういった問題がもし表面上に出てくるだとか、大きくなってくる話しであれば、これはただ

事ではないだろうなと僕は思うのです。 

 ですから、僕たちも確かに同じ企業家として、小さくても大きくて企業経営している中で、自己破産を

し、会社更生法の中で、自己破産をしてきれいになることは、それは気持ち的には、それですっきりする

ことかもしれないけれども、でも道義的責任はどうしてもついて回ることだし、そういったことに関して

議会議員を続けていくことはどうなのか、それは本人が決めることだよと。でも議会としては、議会人と

してどうなのだという意思表示がどこかでなされるべきではないのかと僕は思うものだから、こうやって

聞いているわけなのです。 

 確かに議長の中では、同じ会派の中でいろんな意見は聞かれただろうし、説明も受けたのかもしれない

けれども、これから 25 日の議運に向けてそういったいろいろな会派としても動向みたいなものを示され

るのかもしれないけれども、でも、議会人として、今回そういう話しがいろんなところから聞かれてくる

以上は、やはり本人からの説明を受ける、受けないの以前の問題で、これからどうやったら倫理的な部分

で、議員としての行動が今までの行動としてどうだったのかとか、いろんな部分が問われるのではないか

と僕は思うのです。 
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 皆さんは一人一人、どう思っているのかはわからないけれども、皆さんの意見も聞きながら、これから

議会としての一つの方向性みたいなものは、僕は示していったほうが良いような気がしてならないです。 

○委員長（山本浩平君） 他の方、はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 言わんとすることはわかるのだよね。私も、会派でもいろんな話をしていて、議

長も今回は、今日の時点で報告せざるを得ないと言うか、報告するべきだと言うことで、いきさつを今報

告したのだと思うのです。 

 ただ、証拠というか、例えば仮に、誰かから借りたという話をちらちら聞いているけれども、だけども

正確に、借りた証書を見た訳ではないのですよね。私達も警察ではないから、そこまで踏み入ることもで

きない。そういう時点で、それ以上のことは私たちの権限としては無理なのです。簡単に言えば、権限も

何もないのです。 

 だから、今、議長が把握している状況では、私たちの会派で把握している状況を議長が説明したので、

今の時点ではこれが精一杯だと僕は思うのです。それ以上、誰かが本人をどうするこうするということは、

論外の話しでしょ。今は、この議長の説明以上はないと僕は思っているよ。氏家委員が言わんとすること

もわかる。だけど、今の時点ではそれ以上できないと。だから、それが進展したら、今、議長が言われた

ように 25 日までにもっと詳しいことがわかれば、もちろんその時点で報告するのだろうし、今の時点で

これ以上やりようがないと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 先ほど議長のほうから、冒頭、皆さんご承知のようにという話があったのですが、

全く、今はじめて聞く話ですから、辞表の提出された、されないは、今はっきりと議長のほうからありま

したね。正副議長、正副委員長の関係するところがおおよそつかんでいて、我々、何も知らないような状

況の中で、今、議論されているのですよね。本当に関係されているところの会派というか、そのようなば

かげた話しはないではないですか。もう少し、みんなが周知した中での議論ならいいのですけれども・・・。 

 私は、今、議長の話しは承りました。だけれども、１点確認したいのは、25 日に皆さんの議決をしてい

ただくようなというような話があったものですから、その辺、気になっていたのですけれども、どういう

ことですか。 

○委員長（山本浩平君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 一連の報告については、辞表を出したことを撤回されたということです。だけ

れども、私ども会派の一員ですので会派として、会派の代表も努めておられる方なものですから、いろい

ろと町民に、実際、辞職願いまで、私どもに一時は出したという経緯もございまして、かなり町民の多く

の方に、これ数十人になるのか、数人になるのかは別として、辞職願い出したのは、町民の方に迷惑をか

けて、非常に申し訳ないということの理由でございました。 

 出した理由はそうでございましたので、会派としてもやはり、議員という立場で、同じ仲間として、こ

れだけ多くの町民の方に迷惑をかけているのだということで、同じ会派でとても一緒にやっていかれない

よという形になりますと、当然、会派の変更届も出さなければだめなものですから、それは議会で、メン

バーの変更とか届けの変更がある。それを 25 日には、きちんと会派としての態度を皆さんにお示ししま

すので、対応してもらいたいとそういう意味でございます。 

 何か、奥歯に物の挟まったような報告になっているのですけれども、やはりそれぞれの、個人の事業の

経営の内容でございますので、皆それを内容はこうでああでという形は、なかなか言いづらいというのも

事実でございますので、その辺ご理解いただきたいと思います。 
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○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私自身は、確かに７日の日に、本人から聞きました。それは公式な会議かど

うかは僕にはわかりません。ただ、議長から言われてきて、その話は聞いたと。これ事実です。出された

ものを撤回したということです。それ以上の何物でもないですからそれだけです。それは、噂で知ってい

るか知らないかだけの話であって、正式なものはこれ1 度だけ・・・。それだけですよね、あとは何もな

いということです。ただ、今、氏家委員が言われたように、法律的な問題と道義的な問題というのは、僕

はあると思っています。 

ただ、それをどういう形で、議会として決着をつけるのかというのは、また別な話だと、私は思ってお

ります。 

ですから、法律的に責任があるかどうかと。法的に辞めなければいけないということであれば、辞めざ

るを得なくなると思います。例えば、刑事罰があったとかね。そういうことがあればそうなると思います。

しかし、現段階では僕にはそれはわかりません。だから、あとは道義的な責任をどうするかというふうに

しかならないのですよ。ただ、道義的な責任というのは、我々が動く時には、噂で動くわけにはいかない

のです。ですから、倫理条例にあるように、この倫理条例の中で言っている倫理基準も、法的にやれると

いうことではないのですよね。ただ、宣誓書を出していますから、我々、宣誓書に署名捺印して、議長宛

てに出しているのです。それに基づいてどこまでやれるとしたらやれるのかと言うのはあるかも知れませ

ん。 

５条で、町民の審査請求権等と、これ667 ページに全部出ています。それで、第７条に、これは町民の

審査請求権に基づくものとして資産の報告書等の提出というのがあるのだよね。だけれど、これはあくま

での町民の審査請求権に対するものでしょ。ですから、議長の権限で資産報告書等の提出を求めることに

なっているのだけれども、これはあくまでも町民の審査請求権が発動した場合の話だというふうに理解す

るしかないのですよ。 

そうすると、議会としてどういう道義的な責任の内容の確認をやるというのは、どうやってやったらい

いのかというのは、町民の審査請求権が出れば別です。30 分の１以上、ですから、私、さっきからこれも

改訂も必要だというのは、今はこういうところはありません。50 分の１とか、100 分の 1 とか、200 分の

1 とか、300 分の 1 とかです。要するに町民が30 名くらい署名があれば、だいたい審査請求できるという

ところが増えてきているのですね。ところがうちの場合は、30 分の 1 ですから、有権者の 30 分の 1 とい

ったら 600 人くらいの署名があれば、審査請求ができるのですよ。これを決めたときは１人分の有権者と

決めたのです。それは確かなのです。 

そういうものがない限り、あとは本人がどう考えるかということと、議会としてやる場合は、いくら道

義的な問題だといっても根拠無くしてやるわけには行きませんから、そこら辺のところがかなり大変かな

と・・・。 

氏家委員が言われたように、議論をしておく必要はあると、私は思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も、何の根拠もなく、ここで皆さんに話しているわけではないのです。こうい

った借用書を見せられて、例えばそこに自分の署名で返済できなかった場合は、「議会議員を辞めます。」

みたいな、そういったものがもし町民から出されたときには、そこでやっと僕達が動かなくてはいけない

のかという話し。何の証拠もないから、そこまでしてもらわなくては動けないということになるのだろう

けれども・・・。 
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 だから、僕たちが町民の方々にいうことは、「僕たちから、何もできないのです」と。「その借用書を持

って、法的なところへ出て行ってください。」としか言えないことになってしまうのですよね。「それ以上

のことは、僕たちは何もできません」と・・・。例えばそういったものを目にしたときに、そう言わなけ

ればならないのが情けないなと・・・。 

 「議会としての権限が何もないのか」と言われたら、「何もないです」としか言えないじゃないですか。

「あとは、本人の意思なのです」と。それが情けなくてね・・・。 

 ただ、同じ議会人として、例えば、これからの４年間を、それだけの腹をくくってやっていければいい

ですよ。途中で、やっぱり、そこまでみんなに言われてやっていけないとかとなったときに、欠員が生じ

たり、今でも議会が大変な中で、議会に穴をあけることになる。そういったことも予測しなければ、僕た

ちはやっていけないですからね。 

 そんなことまで考える必要はないというのかもしれないけれども・・・。 

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） ２、３確認いたします。私もいろいろな人から電話をもらったり、いろん

な状況をお話しします。その中身は別とします。 

 それで、今、議長のほうから今日、経過説明がありましたけれども、これらについては、議員の立場と

して、町民から話があったときに、その経過は正確に伝えてよろしいですか。議長が 12 月 29 日に辞表提

出がありましたと。そして、１月７日にこうありましたと。そういうことは事実として、町民に公に話し

てもいいということですか。よろしいですね。 

 それと、もうひとつは、今、氏家委員も言っていましたけれども、破産宣告も正式に受けているのかど

うか。かなり、出たとか、受けたという話があるのですけれども、それについては議長伺っているのかど

うか。それと、７日の日に正副議長、議運の正副委員長が本人を交えて話しをしましたけれども、今、大

渕副委員長が言った撤回だけの話だというのですが、その中で、それが公に議論されたものなのか、非公

式で４人が集まって本人を呼んだのか、その辺の見解を伺います。 

○委員長（山本浩平君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 最後の質問は、４人で休会中に出ているということで、これはそういう届けが

出れば議運に諮ったり、議会の議決が必要ですから、当然、本人から出された理由についてきちんと、議

長が受けたことには、この場で報告しなければだめなものですから、やはり１人で聞くより、より多くの

人に聞いてもらったほうが、確認したほうがいいと思って、私の判断で同席してもらって、意思を確認し

たということでございますので、これが正式に、例えば議運に出て諮って、議会も招集されている中で、

途中で撤回しますと言ったのであれば、これは、非常に皆さんにご迷惑をかけたというような経緯もある

のでしょうけれども、動く前の段階ですから、現実としてこれから動こうという、辞職願いに基づいて議

会に諮るべくスタートしようと思った時点で最終確認をしたということなので、そのときには・・・。 

○委員長（山本浩平君） 公式か、非公式かということなのです。 

○議長（堀部登志雄君） 公式か、非公式かというと、私の立場では公式ですね。正式に意思を確認して、

次に入るわけですから、これどういう具合に判断したら良いのかな・・・。 

○委員長（山本浩平君） 公式な会議とは、私は受け止めていないですよ。全然受け止めていません。 

○委員外議員（前田博之君） 大事なことなのですよ。議長は、12 月の 29 日の日に代理人を通して辞職

願いを提出されたけれど、本人は間違いないとして確認して受けているのですよ。それで、今、閉会中で

はないのですよね。休会中なのですよ。そうすると、４人が集まったものが非公式と言えるだろうかどう
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か。議長がそうやって受け取ったならば、直ちに議運の委員長に諮り、議運にかけてその中で議論される

のが私は筋だと思いますよ。議長が、そのときに受けていないのなら別ですよ。本人に返した。 

 だけれども、議長は、間違いなく本人は「辞職願いです」と、受けたということは、公式に受けている

はずなのですよ。それを４人が集まって、本人を呼んでやったということは、ちょっと問題があるのでは

ないですか。あくまでも休会中ですよ。 

 閉会中なら、議長がそのまま許可できるのですよ。その運営の仕方について伺います。 

○委員長（山本浩平君） 局長から説明します。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから説明しますけれども、辞職願いの受理は正式です。これ、議

長に届け出ていますので正式です。議長は、そのあと正式に受理していますので、議会運営委員会の招集

準備をするわけですよ。ですから、その７日が準備だと思ってください。ですからそのときに、本人の意

思を確認するというのは、辞職願いというのは本人の恣意的な意思で辞められないという規定があるので

す。正当な理由、辞める理由と、許可する理由に正当性がなければだめなのですよ。 

 ですから、議長の一人で、本人の意思だと聞いています。書面も見ています。ただ、そのときに、なぜ

副議長、議運の正副委員長がきたかというのは、複数の人が、正式には議会で判断しなければならないの

ですよ。それが、辞職願いが、正当な理由があるか、ないかというのを判断しなければいけないのです。 

 議長が受けて、議長が伝えたことだけで判断するより、複数の人がその意思を確認して、判断されるほ

うが、議長としては妥当ではないかという判断です。ですから、別に、議長が議運を遅らせて開こうとも

思っていませんし、７日の日は、要するに仕事始めですよ。11 時半に本人が見えています。そのときに、

副議長、議運の正副委員長見えています。ですから、そこで本人の意思を確認したらスタートですので、

議長が議運の正副委員長に招集を依頼していると。なんら手続上おかしいわけではないですから。 

ただ、それは流れの行為としては正式か、非公式かと言われれば、会議上は正式ではないですよ。議長

が関係者をお呼びしただけですから。ですから、その意思をもってスタートすると言う確認ですので、別

に議長の取った行動についてはなんら可否はないと思っていますけれども・・・。 

何もなしで招集通知を議運の委員長に出すかと言ったら、議運の委員長も７日の日に通知するのですよ。

同じ行為だと思いますよ。 

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） いろいろな見解あります。わかりました。そういうことでしたら、議長も

受けたと。だけれども、公式か非公式か、４人集まってどうだというのが出ているのですよ。それはちゃ

んとわかりました、お話しします。 

 だけど、辞表が出た、撤回したということは、議員活動の中で公に言ってもいいと言うことですね。そ

れだけ確認しておきます。 

○委員長（山本浩平君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 撤回したと言うことで、それでよろしいです。あくまでも私は、本人から出て、

例えば、少し猶予を持たせるとか、待ってくれとか、辞めるべきではないとか、そういう慰留することは

100％ございませんし、そういう形で確認しているわけでもございませんので、それはきちんと言って、

休会中に議長に提出して、それで議運に諮ろうという前段の段階で撤回したということで、これは別に何

らそういう具合に報告されて問題ありません。 

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） もう一つ、破産宣告は受けたのですか。それとも出しているのですか。そ
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の辺、議長はどう聞いているのですか。 

○委員長（山本浩平君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 破産宣告というのは、申請をした時点で、僕も絵に出して見ただけなのですけ

れども、財産等全部抑えられて、裁判所がそれを債権者に分配する法律らしいのですけれども、正式にか

かるには２～３ヵ月かかるのですけれども、本人から申請されると、その時点で止まってしまって、あと

は弁護士さんか何かが抑えて整理をするという形になるようです。 

 それ、今のを申請したということで、債権者の方に全部、弁護士か裁判所か知らないけれど、書類が回

ってきて、通知が言ったという話を聞いていますので、申請はしたのだという具合に思います。だけれど、

正式に決まるには、何か２～３ヶ月くらいかかるようですね。そういうことです。 

 それは、この７日のあとの時点ですから・・・。 

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 法的な部分で分かりました。ただ、皆さんもご存知だと思いますけれども、

結果が決まった場合、議員の税金の滞納の関係がかなり出ます。それで、議長にお願いしたいのですけれ

ども、これからそういう手続あるのですけれども、税務の担当のほうと、もしその辺、早くに処理できる

のであれば、歳費から本人に確認してその分差し引いていくとか、そういう措置だけは、議長としてお願

いしていただければと思うのですが・・・。 

○委員長（山本浩平君） 議長、答えることできますか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私もそこまで・・・。前田委員外議員、議会が個人の税金まで調べる・・・。 

○委員外議員（前田博之君） 破産宣告を受けたら、法的に税金もおさえられるのですね。そうすると、

先に、銀行とか抵当しているものが処理されて、公的な部分が入ってこなくなるのですね。 

 私が言うのは、歳費と言うのは、本人の申し出があればある程度払っていけますので、そういうことも

議会として言われないように、必要かなということです。 

○委員長（山本浩平君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私も、そこまで勉強不足なのですけれども、議員として例えば、個人の税金が

どういう状況なのかというのは、調べるのは、確認するのは可能なのでしょうか。 

 例えば、皆さんの個人の税金がどうなっているかと言うこと、担当に言って確認することは・・・。 

○委員外議員（前田博之君） できないですよ。僕は、議長として、本人にそういうことを確認をして、

そういうことがおさえられる前に、少しでも歳費の中から払えるような形が取れるならと、そういう意味

です。 

○委員長（山本浩平君） それについては、ここで議論する内容ではないと思います。 

 先に、局長のほうから資料配りました。７日の日の経緯について関係あるところがございますので、若

干説明いただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） ７日の議論に入る前に、私、６日に出てきてまとめたものなのですけれど

も。期本的には、辞職には許可が必要だと言うことなのですね。開会中は議会の許可であって、閉会中は

議長の許可なのです。なぜ許可がいるかということは、網掛けの中にも書いてありますとおり、議員さん

勝手に辞めると言うことはできないという解釈なのです。というのは、選挙で選ばれた方ですから、本来

の任務としては、議員としての職責を果たすということが本来の任務であって、何の正当な理由もなしに

議員を辞めることは、投票していただいた住民の方にそむくものであると。だから、議会の許可と議長の

許可が必要なのです。という解釈上なのですよ。 
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 ですから、７日にとった議長の行為というのは、これを前提にしているわけです。というのは、議長が

聞いて議運の中に伝えても、後々まで、私違いましたとなったら大変なことになりますよね。ですから複

数で聞く行為を経たということなのですよね。 

 私も、その場に同席させていただきましたけれど、７日の会議は、単に説明を受けるだけであって、辞

めるのを思いとどめるとか、慰留した行為では一切ないということを、同席しましたので合わせて申し上

げておきたいと思います。 

 最高裁の判例ですとか、地裁の判例ですね。辞職が決まるまではいつでも撤回できるという規定が、判

例があるのですね。ですから、これに基づいて７日の日、「私は気が動転していたから返して欲しい。」と

言われたら、私の意見を求められましたけれど、「返さざるを得ないでしょうね。」ということでお返しし

たということでございます。 

 こういう経過も踏まえて、私のほうから議長のほうへ、複数の方でお聞きしたほうがよろしいのではな

いでしょうかということを申し上げまして、いずれにしても議運、本会議とつながっていくものですから、

そういうような手続を取らさせていただいたということでございます。 

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） わかりました。ただですね、一身上の都合というような辞職願いの内容に

なってくる場合に、ここで言っているように、正当な理由の存否を議会が客観的に判断を委ねるかどうか

という問題が出てくるのです。そうすると、先ほど氏家委員が言ったような部分も、どうとらえるかとい

う問題も出てくるはずですよ。ですから、僕は辞めようが辞めないがではないのです。今後このような問

題が出てきた場合、かなり厳重に議論をしていかないと、町民も私たち言ったように、非常に議会に対す

る不信感を持ってくるのですよ。そこを、私は懸念して言っているのです。 

 ですから、今、局長が言ったように、議員の恣意による辞職を認めないうんぬんと言っていますけれど

も、普通は一身上の都合で出てくるのですから、この辺の見解が分かれるよということを言ったわけです

から、それだけ理解しておいていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） １点だけ、議長に確認させてください。12 月の 29 日に、実は本人ではなくて代

理人を通じての辞表だったわけですよね。それを受理したというのは、電話で本人との確認はされたとは、

先ほどの話しでありましたけれど、それが本当に正式の辞表の提出。議長宛てに提出されて、正式に受理

したという形が、これいいのかどうか。できるのかどうか。局長も含めて議長。 

○委員長（山本浩平君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 代理人でも受けられるかということなのですが、きちんと本人の自筆で、本人

の文章で、自分で都合が悪くて、今日、出したいのだけれども行けないということで、この人を代理人と

定めていきますのでよろしくお願いいたしますということで、きちんときていますので、これは別に、自

筆で印鑑を押して署名して、それでこの人を代理人と定めますという方がこられたものですから、それは

正式だと。本人が、あくまでも意思だなということだったのですけれども、私もすぐ確かめました。そう

したら、本人の意思で間違いないということなものですから、二重にチェックさせていただいたのですけ

れどもね。そういうかたちで、間違いなくそうやっていましたので、代理人でもああいう形になっていけ

ば、僕はいいと思ったのですよね。 

○委員長（山本浩平君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、文書で出してもらうのですけれども、物の本には、事務局へ
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口頭で伝えるだけでも良いとなっているのです。ただ、後々のものから言ったら文書を出してくださいと

いうことになりますけれども・・・。 

ですから、その辺から言ったら、議長にお聞きしたら正規のものが添付されていて、電話で本人にも確

認しているということですから、一応、受理という形でお預かりしている。お休み中ですからね。受理し

てお預かりをしていたということでございます。 

○委員長（山本浩平君） はい、皆さんよろしいでしょうか。 

 他、何かその他でありますか。 

それでは、これを持ちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。どうもお疲れ様でした。 

 

（閉会 午後 ０時０２分） 


