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平成２０年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２０年１１月１３日（木曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ０時０１分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．定例会１１会議の招集について 

２．白老町議会運営基準の一部改正(案)について 

３．議員報酬の独自削減について 

４．白老町行政組織機構(案)について 

５．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．定例会１１会議の招集について 

２．白老町議会運営基準の一部改正(案)について 

３．議員報酬の独自削減について 

４．白老町行政組織機構(案)について 

５．その他について 

                                         

○出席委員（９名） 

 副委員長 大 渕 紀 夫 君      委  員 西 田 祐 子 君 

 委  員 及 川   保 君      委  員 近 藤   守 君 

 委  員 土 屋 かづよ 君      委員外議員 前 田 博 之 君 

 委員外議員 熊 谷 雅 史 君      委員外議員 吉 田 和 子 君 

 議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     経 営 企 画 課 長   高 畠   章 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 
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事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

書   記   小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○副委員長（大渕紀夫君） おはようございます。ただいまから議会運営委員会を開会いたし

ます。 

 (午前１０時００分) 

                                         

○副委員長（大渕紀夫君） 山本委員長は、10 日から何日かこの後また出張で仕事がございま

して間が少し抜けていますけど、きょうは出席できないということでございますので、私がか

わりに委員長を務めさせていただきます。また本間委員につきましては、所用がありまして出

席できないという旨、代表の山本委員から連絡がございました。氏家委員来られると思います

けれども、定刻ですので始めたいと思います。 

 本日の協議事項は定例会 11 月会議の招集についてということで提出議案関係がございます。

このことにつきまして何か局長ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ありませんけど、町のほうから補正予算１件追加議案として提

出がございます。それともう一つは、さきに付託されました委員会審査報告２件、６件の議案、

これをかける予定でございます。 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは補正予算の説明について、一般会計議案第１号につきま

して町の説明を求めたいと思います。はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 皆様方のほうにお配りしております、いつもどおりのＡ４版

の概要書でご説明いたしたいと思います。 

 議案第１号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第８号）でございます。 

１、歳入歳出予算の補正規模、一般会計（第８号）、4,015 万 2,000 円、財源につきましては

特定財源 4,000 万、それと一般財源 15 万 2,000 円でございます。合計 4,015 万 2,000 円。この

結果、この参考欄に記載のとおり、この 20 年度の予算補正状況という参考欄でございますけど

も、この欄の合計欄をご覧ください。右側の合計欄です。今回計上額 4,015 万 2,000 円をプラ

スしまして合計 213 億 4,880 万 9,000 円、これが補正後の予算規模となります。 

２、一般会計補正予算の主な事項でございます。（１）歳出、民生費 15 万 2,000 円の増額補

正、町立保育園民間移譲推進事業にかかる経費として 15 万 2,000 円でございます。これは平成

22 年４月１日を目標にいたしまして、小鳩保育園の民間移譲を行うために必要な民間事業者の

選定にかかります経費として、民間の選考委員８名分の経費を計上するものでございます。財

源としましては繰越金を充当いたします。 

次に、環境衛生費 4,000 万円でございます。これはバイオマス燃料化施設整備事業というこ  

とで 4,000 万円計上です。内容につきましては、現在、建設しておりますバイオマス燃料化施  

設へ供給いたします蒸気、電気の供給施設にかかる工事費でございます。当初計画では日本製

紙が整備することとなっておりましたが、日本製紙から指定寄付を受け白老町が発注し、整備

することとしたものでございます。その結果、財源は日本製紙から受ける指定寄付を充てると
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いうことでございます。 

歳入につきましては、今歳出でご説明いたしましたので説明を省略させていただきます。以

上、簡単でございますけど私の説明にかえさせていただきます。 

○副委員長（大渕紀夫君） 町側の説明が終わりましたけれども、何か特別お聞きしたいこと

がございましたらどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、町側の補正予算の概要説明については以上といたしま

す。ご苦労さまでございます。 

 続きまして提案議案の（２）故鈴木宏征議員に対する追悼演説の関係についてを協議したい

と思います。局長から説明をしていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  去る 10 月 31 日に鈴木議員がお亡くなりになりました。それで

初めての本会議ということでございますので、一応追悼議会を兼ねて行うということでござい

ます。議会運営基準の 18 章 36 ページをお開きいただきたいと思います。36 ページの２番です。

「議員が逝去したときは会議において同僚議員が追悼演説を行ったあと黙とうを行う」という

決まりになってございます。この間、当該議員の議席または演台前に小卓を置き、供花すると

いうことになってございます。従来は自席にお花を供えて行うということになってございます。

遺族のほうには一緒に立会していただくようにというお話はしてございます。一応、録音テー

プを追悼演説する前にありし日ということで流すのですが、鈴木議員のテープ関係は一般質問

が中心に残っているのですが、特に 2 月 21 日に初めて広報広聴常任委員会で出前トークを実施

しました報告書がございますので、肩書きがついているのはこれしかないものですから、これ

がよろしいのではないかと事務局のほうでは考えてございます。きょうテープを３分くらいで

すので聞いていただこうかと思っております。それと追悼演説については従来から所属してい

た会派の議員さんにお願いしていると。または代表の方がされるのかと思います。黙とうは最

後に行うということでございます。テープを流しますので聞いていただいてよろしいですか。 



 5 

（テープ再生） 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応聞いていただいたものを流してはどうかと思っています。

肩書き持っているのはこれしかないのです。あとは議員の立場で一般質問している部分だけで

すので、一般質問ですと答弁削ってしまえばなかなかわからないので、これが一番いいのかと

事務局では判断しております。諮っていただきたいと。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今事務局から説明ありましたけれども、録音テープにつきまして

はいかがですか。一般質問とこれが、ただこれは広報広聴常任委員長登壇願いますときちんと

言っていますので、私はこのほうがいいかと思って今聞いておりましたけど、よろしゅうござ

いますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） そのほか、ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  開会してからすぐ追悼に入りますので、テープ、追悼文読んで

黙とうして大体 15 分ぐらいかと思っております。15 分過ぎてから、遺族の方が見えています

ので休憩をとって、そのあと正副議長で若干対応してもらって、15 分ぐらい休憩をとりますけ

ど、そのあと再開という形になりますのでよろしくお願いします。 

○広報広聴常任委員会委員長（鈴木宏征君）  所管事務調査の結果報告について。 

本委員会は、所管事務調査を終了したので、その結果を次のとおり報告します。 

記。 

１、調査事項。出前トーク。要請団体、ＮＰＯ法人白老消費者協会。要請議員名、全議員。

懇談テーマ、①議会改革について。② 白老消費者協会の今後の運営について。 

２、調査の方法、３、調査日程、４、出席委員、５、 職務のために出席した者の職・氏

名、６、要請された団体からの出席者は、記載のとおりであります。 

７、実施報告。 

ＮＰＯ法人白老消費者協会からの要請を受け、委員会として初めての出前トークを実施し

た。当日は委員 12 名、消費者協会 38 名の出席のもと、意見交換の主旨もあり、議会側より

山本議会運営委員長が「議会改革について」、消費者協会側より牧野理事長が「白老消費者

協会の今後の事業計画について」の説明があった。その後意見交換に入り、議会側、消費者

協会側からの活発な意見が交わされ、お互いが理解を深められた大変有意義な出前トークと

なった。 

その場で出された議会への疑問や意見を考えると、委員会としては出前トークの要請を待

つだけでなく、分科会活動を活発に行い議会側から積極的に町に出て行くことが必要であ

り、互いに抱えている諸問題を把握し、議会活動、議員活動につなげていくことが大切であ

ると考える。  

今後の委員会活動の方向性を考える上でも、大いに参考となった「出前トーク」であった。 

以上であります。  
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○副委員長（大渕紀夫君） 故鈴木宏征議員に対する追悼演説の関係につきましては、よろし

ゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） 時間的な対応を含めて、そのように取り計らうということにいた

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、めくっていただきまして４番目、委員会の審査報告についてということでござい

ます。付託されましたものがすべて両常任委員会であがっておりますので、その取り扱い等々

につきまして議論しておきたいということでございます。それでは局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応９月会議で総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会に、

記載しております６本の議案が付託されてございます。それぞれ委員会で採決が取っておりま

して、可決すべきものと否決すべきものがありますので、取り扱いが若干違いますので、ここ

で確認しておきたいと思います。議会運営基準の 19 ページをお開きいただきたいと思います。

まず 19 ページでございます。３節の表決のところがございますが、そこに９番を見ていただき

たいと思います。「委員長の報告が可決の場合の表決は委員長報告のとおり決するかを採決し、

委員長の報告が否決の場合は原案について採決する」という決まりになってございまして、可

決であれば委員長報告のとおりよろしいですか、賛成であればそのまま手を挙げれば構いませ

ん。ただ、否決に採決したものは原案を諮りますので否決の場合は手を挙げられませんので。

逆になりますから、これを間違えると逆の手を挙げてしまいます。わかりますね。素直に考え

ていただいて。要するに採決は可を諮るという原則があるのです。否は諮らないのです。これ

は会議規則で可を諮るということになっていますので、委員長報告は否ですから、否の場合否

は諮れないのです。だから原案を諮らなくてはならないのです。原案ですから反対の人は手を

挙げないと、委員長報告のとおりではないですから委員長の報告のとおりと間違って否だろう

と思って挙げると逆になるということです。わかりますね。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 要は８、９、11 がそれに該当するということですね。７号については

委員長報告どおりですね。 

○副委員長（大渕紀夫君） 採決の関係わかりましたか。わかりましたかというのは変ですね。

そういうふうな意思表示をするという意味です。諮り方が違いますので十分考えておいていた

だきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これは会議規則の表決の仕方で可を諮るということになってお

ります。基本的に否を諮る場合があるのですが確認のために、否の数を確定するために諮ると

いうのもあるのですが基本的には可を諮るのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時１５分 

                                         

再開 午前１０時１９分 
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○副委員長（大渕紀夫君） それでは休憩を閉じて、会議を再開いたします。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それと、同じ前のページ 18 ページを開いていただきます。討論

の関係ですが、討論多分あるだろうという想定でお話し申し上げますが、委員長報告が可の場

合は４の②で、可の場合は反対者から討論します。委員長報告が否の場合は、否の委員長報告

していますので、賛成者から諮るということになりますので、逆になりますのでご理解いただ

きたい。委員長報告が否ですから否、否とはいかないです。４番の②の①、４の②の②になり

ます。よろしいですね。 

続けてよろしいですか。それと、今議案の第６号が修正案が本会議で出される予定になって

ございます。それでこの取り扱いも変わりますのでお話し申し上げます。次のページにもう一

度戻って 19 ページの 10 番３節、表決のところです。「委員長報告が修正の場合又は議員から修

正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案についてを

採決する。ただし修正案が否決されたときは原案について採決する」とこういう流れで採決が

進みます。それで注意をしていただきたいのは、修正案に賛成をした場合、残りの原案には否

決はできないのでそれは注意をしていただきたいと思います。というのは修正案を賛成すると

いうことは、ほかの部分は賛成ということなのです。修正案のほかのものが異論があれば修正

を出さなければならないということになりますので、議案は分轄していませんので一本ですか

ら、修正案を賛成して残りの部分を否決するというのはできないのです。というのは議案一本

ですので、部分で分けて採択していませんので、それだけご理解していただきたいと。言って

いる意味わかりますか。修正案に賛成した場合は、残りの原案は否決できないと。よく事例に

もあるのですけど、ここだけは変えてもらうのに賛成だけど、あと残りはだめだというのはで

きないということです。それは頭から全部否決していただくと、もしくは修正していただくと

いうことになります。そういう結果になったら議長は会議を中断して、皆さんに再度説明をし

て初めからやり直しをせざるを得ないということです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 質問ある方どうぞ。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君）  要するに、全体一本なのでそれの賛成だけど、この部分だけは修正

して賛成するよということなのですね。そういう主旨でいくのですね。そういう考え方ですね。

要するに議案一本だから、この部分を修正すれば賛成だという形で考えればいいのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  修正案がとおらない場合は否決できますけど。修正案が要する

に賛成多数ではなかったら否決ですから、修正案否決ですから、その場合は全部残りますから

否決はできると。修正案がとおった場合は、残りは否決できませんということなのです。一本

議案ですから。とおらなかったら自由に判断してもらって構わないです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 意味わかりますか。いいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  もう一ついいですか。前のページの討論の関係ですが、今度は

４の③になります。「委員長報告の修正案のある場合、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原

案賛成者、修正案賛成者」とこういう流れの中で討論がされると。なければとばすことになり

ます。なければ賛成者、賛成者、賛成者といきますし、反対者、反対者、反対者といきますし。
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という流れになりますのでそこもご理解いただきたいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 理解できましたですか。よろしゅうございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  あとそれは議長の議事次第書に入っております。 

○副委員長（大渕紀夫君） ４番目の委員会の審査報告についてという部分ですけれども、よ

ろしゅうございますか。理解できましたね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） 会派でひとつ、徹底のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは次に５番目、定例会 11 月会議の日程について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 別紙でお示ししておりますとおり、17 日、１日間ということで、

議事日程は先ほども言いましたように、冒頭で開会してから鈴木議員の追悼演説を行うことに

なります。休憩を取ったあと、通常の会議のとおり、日程第１から会議録署名議員の指名から

順の流れでいくと思います。私からは以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 11 月会議の日程、17 日ですけれども、１日間とすることでご異議

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって 11 月会議の 17 日の会議の日程に

つきましては１日間といたします。 

 続きまして、大きい２があるのですが、３、４を先にやりまして、各会派でこれを持ち帰り

でやっていただいた部分ですので、きょう各会派の状況を聞くということになっておりますの

で３番目、４番目を先に行いたいと思います。 

 まず３、議員報酬の独自削減についてということで、これは１年間ということで各会派で議

論をしてきょうまで持ってきていただくと、こうなっております。各会派で議論された状況に

ついてご説明を願います。どこからでも結構です。はい、どうぞ及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。清風クラブとしては、この独自削減については賛成

しかねるという会派の一致した意見でございます。今までやっていますから、そういう経過も

ありますから、その部分については皆さんと全体の協議の中で話し合いがつけば、それに従う

という考え方です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 主旨には反対だけれども、全体の意見が一致した場合は賛成をす

るという理解ですか。 

○委員（及川 保君） 全体の意見であれば、やむを得ないでしょうという。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、次。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブは、会派で諮ったのですけども、現状 10％の削減はもちろ

んでございますが、さらに要するに職員並みに 20％に近い削減をやるべきであるという結論に

達しております。以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、共産党。 

○委員（土屋かづよ君）  会派会議の中ではやはり町職員の立場を踏まえて、現状維持でいく
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という結果になりました。 

○副委員長（大渕紀夫君） 公明党いませんから、副議長いいですか。 

○委員外議員（吉田和子君）  もちろん町職員も財政改革プログラムの中でもありましたよう

に削減しているということでは、議会も削減しなくてはいけないというふうに考えております。 

○副委員長（大渕紀夫君） 新風は山本代表から私のほうにお電話がございまして、現状で賛

成をすると。10％の削減に賛成をするということであります。熊谷委員外議員、参考のために

お聞かせ願いたいと思います。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  削減はもちろんでありますけれども、新政クラブから出たよう

にパーセンテージを少し見直したほうがいいのではないかと、さらに下げるという考え方です

ね。以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私は議員報酬の削減の協議の中でも、35％の削減を主張してお

りますので、現在でも私の考えはかわっておりません。そこでこの１年で地方財政の環境は大

きく変化し新財政改革プログラムで町民に多大な負担が強いられようとしています。そこで私

はこれまで以上に報酬削減をすべきと考えています。そこで私は、限りなく 35％に近い報酬の

削減をすることを思っています。 

○副委員長（大渕紀夫君） この件につきまして、ご意見ございます方どうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほど清風のほうからも発表させていただきましたけど、私たちの会

派で反対した理由のまず第一が、今回鈴木議員が亡くなられたということで、議員報酬の削減

の前にまず議員定数の削減を検討するのが先ではないだろうかという話になりました。今現在

１名欠員という形になりますので、これをどうされるのか。次期選挙までに定数削減問題とい

うものをきちんと考えておくべきではないのかと。議員報酬につきましては報酬審議会という

のがありますので、そこが答申をもらうべきであって、議会のほうから議員独自としてやるも

のは、まず議会改革の中で議員の削減という問題も考えるべきであるという提案を私たち清風

としてはしておりますので、まずそちらを先にやっていただきたいという考えであります。 

○副委員長（大渕紀夫君） それではこの条例案は 12 月会議に出されますので再度、ただ定数

の問題につきましてはこの次の議論になると思いますけれども、これは 12 月に今回の削減をす

るかしないかを決めますから、それまでに定数削減の結論を出すのは私の個人的な見解ですけ

ども、無理かと思います。これは 12 月会議まで削減については下げるか下げないかということ

を決めなくてはだめですから、そこも十分踏まえまして、そこを優先的に考えてもらわなけれ

ば、そこまで定数削減の議論が煮詰まるとは私は思いませんので、そういう点で言えば 12 月会

議の中でどうするかという結論がまず望まれます。ですからそこのところを踏まえて態度を表

明していただきたいというふうに思います。それで、今のままでいいという状況、それから全

体がオッケーであればそれでいきますという考え、また、より多く、例えば職員のパーセント

まで下げるべきと、もっと下げるべきというご意見もございます。それで議会運営委員会はま

だ次の議会運営委員会の日程が決まっておりません。１番最初の議会運営委員会は５日ですけ
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れども。それまでということにはならないかと思いますけれども、次の議会運営委員会まで、

きょうのお話を十分下におろしていただいて各会派で協議をしまして、それを持ち上げてもら

うということにいたしたいと思いますけれどもよろしゅうございますか。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） これをまた先延ばしするというのは、かわる状況にあるのでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の中では委員外議員の２名と、新政クラブは 10％以上削減しな

さいというご意見です。このことをきょうの皆さんの議論の中で、各全議員に徹底するという

ことは私は不可能だと思います。それをここで採決するなんていうことにはなりません。当然

採決することになれば全体の意思にはなりません。ですから持ち帰ってきちんと議論をして、

それなりの根拠を持って 10％でいくなら 10％、20％でいくなら 20％、35 でいくなら 35、下げ

ないのなら下げないという理論的な根拠をもって議論をするということが必要だと判断したた

めでございます。会派会議に持ち帰る必要ございませんか。どうぞご意見。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） これをまた持って帰ったところで、きょうの状況を説明は当然するの

ですが、ただ我々としては今現在やっている削減以上に踏み込んでやるとなると、これは容認

できないと、このような立場にありますから。先ほども申し上げたように、現状の削減であれ

ばやむを得ないという考え方ですからこれはちょっとなると反対という考え方もくずれない状

況ですから。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただ私が言っているのは、きちんと会派でこういう意見が出てい

ますということを議論して持ち上げないと、このままここで 10％にするとか 15％にするという

ことは賛成多数で決めるというのはおかしいということであります。ですから会派に持ち帰っ

て、直近の議会運営委員会で結論を出すべきとこういうことでございます。どうですか。ここ

で結論出すというなら私は構わないですよ。ただそういうことにはならないでしょうというこ

とを言っているのです。持ち帰らなくても大丈夫というならそれはそれで、ただここで結論出

さなければだめですから。10％にするのか、限りなく役場の職員に近いというのは何％のこと

を指しているのかとかあるわけでしょう。そういう議論をここでしなくてはいけないと思うの

です。ですから持ち帰ってきちんと議論をすべきであろうということで言っているのです。持

ち帰らなくてもいいという方いらっしゃいますか。持ち帰って協議をするということでいいで

すか。どちらかにしていただきたいのですけど。持ち帰って検討するということでいいですか。

正式の委員の方いいですか。それではこの件につきましては本日意見が一致するということで

はございません。先ほど言いましたことにつきましては確認をいたしませんけれども、各会派

で削減をするのかしないのか、またどのくらいの削減パーセントにするのかということを協議

し、直近の議会運営委員会で議論をいたしますので各会派に持ち帰って議論をしていただきた

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〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは次に白老町の行政組織機構改革案について、事務局と監

査委員書記の併任についてということでございます。これについての各会派のご意見を賜りた

いと思います。どこからでも結構です。はい、清風クラブ、及川委員。 
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○委員（及川 保君） 清風クラブです。前回の委員会の中でも疑問の点を議長にお伺いした

のですが、しかしうちの会派としてはこの議会事務局と監査委員書記の併任という機構改革に

ついては反対というかこれは非常にまずいと、今後非常に厳しい財政運営を私たちはチェック

していかなければならない、そういう部分からすると、これを併任して本当にいいのかと、き

ちんとしたチェック機能を果たせるのかと。 

もう一つは、議会事務局が非常に今の議会のおかれている状況を考えると大変厳しい状況に

あるなと。これを併任という形になるとどちらに比重をおくのかというようなことも非常に

多々出てくる場面があるだろうということからして非常にこのことについては反対だという思

いであります。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私どもの会派では基本的には賛成なのです。と言いますのは事務局と

監査の書記の仕事のどうのこうのということよりも、やはり議会は最大の監査機構であるとい

うふうに、これはとらえなければならないと思うのです。ですからそういうことからして聞く

ところによりますと、よその町村は議会事務局と監査委員が一緒になってやっている部分が大

半だというふうにも伺っております。ですから仕事のことにつきまして人員は当然今の４人の

体制でやるのではなくて、別に現在のような形できちんと担当の方をおいてそこでやればそれ

ほどのことはないのかというふうに考えております。以上でございます。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、公明党。 

○委員外議員（吉田和子君） 少し悩んでいるというか、議会事務局で私たちはやはり監査と

別にやってもらいたいとは思っています。ただ、今後の人事の人員の配置について議会事務局

が単独でやっていくということが他の機構のつくっていくための人員に影響がないのかどうな

のか。その辺をもう少しみないと結論が出せないという話になっております。人員的配置をき

ちんとしていただけるのであれば監査も一緒にやっても私は構わないのではないかと思います

けれども、ただできれば議会独自でやっていってもらいたいというのは希望としてあります。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、共産党。 

○委員（土屋かづよ君）  やはり考えは公明党さんと同じなのですけど、今の人員で臨時の方

もいらっしゃいますけども、監査も含めて今の体制でやっていったほうがいいのではないかと

いうような意見です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 補足します。共産党は今土屋委員が言われたように人員をきちん

と確保するということです。今監査と議会事務局で５人です。この５人の人数は確保するとい

う意味です。中身については他の部署が１人から２人減ります。各課が。各課が全部減る中で、

これは仕事量も減るということではないですね。他の課は。そうであれば身分等々はいろいろ

あるかもしれませんけれども、今の５人を確保し全員が併任というような形であれば、現状か

らみたら人が減らないと減らさないということは覚悟していただきながら、それ以上のことは

他のバランスもございます。議会事務局と監査だけがそこで残るというわけにはなかなかいか

ないでしょう。ですから人員は確保するという意味はありまして、中身については十分考慮し
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ていただくということであります。そういう形の中で考えるしかないだろうと、実際に今監査

１人の議会事務局４人ですから。５人減らさないということは、これは貫くということであり

ます。新風の山本委員からもこの話はきちんと聞いております。議会事務局長が前回お話をし

たように、私が今言ったものとほとんど同じですけれども、議会事務局長が前回の議運でお話

をしましたように人員を確保する、併任をする、全員が両方の仕事ができるというようにしな

いとこれは少し大変だと思います。一人しかいなかったらどうにもなりませんから。一人だっ

たら何も一緒にする意味がないわけです。ですから全員が併任して、どちらの仕事もできると。

これはどこの課もみんなそうです、今。ですからそういう現状にきちんと合わせた中で考える

と。新風さんはそういう意見でございます。 

委員外議員の方にご意見を伺いたいと思います。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私は原則的に議会の権限を高めるということが今議会が求めら

れています。そこで今までお話がありましたけど、理解しないわけではありませんが、議会の

原則の地位はきちんと守れると思います。そして人事、組織の都合で人員を考えるべきではな

いし、これは他町村がそういう例をとっていると言いますが、これはあくまでも町長の姿勢な

のです。議会監査に対する。今地方分権となっている時代にそういう部分に私は言語すべきで

はないと思います。 

そして議会事務局と監査室というのは独任制なのです。そこを十分に理解してもいいかと思

います。それと監査委員の職務権限というのがはっきりされているのです。その中において職

員が併任されたとき、職員の与えられた権限事項がどのように形どられていくかということを

やはりもう少し考えるべきだと私は思います。以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  問題を整理しないとこれは非常に議論しずらいものかというふ

うに、私は今考えております。確かに言われている機構改革全体の中では、これは避けて通れ

ない問題かというふうに思います。それから今まで皆さんの意見を聞いていると一緒になった

とする前提の話の中で人員が確保するというような中身であれば容認できると言っていますけ

れども、私はそれがやはり一番ネックになるのではないかというふうに思っています。ただ仕

事の中身について前回も局長のほうからいろいろ話はありましたけれども、先ほど前田議員が

言ったようにやはり議会の権能、それから監査の権能を考えると我がまちの仕組みとしては、

町長の姿勢であるというふうに前田議員は言っていましたけれども、そうではないと思うので

す。地方公共団体のあるべき姿はやはり独立している存在すべきと私はそういうふうに考えて

いますので、これは全体の今回示される機構改革を見てそれから判断すべきかと、できるかで

きないか私はそういうふうに考えております。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今まで一通り意見が出ましたけれども、各個々の方のご意見を伺

いたいと思います。ご意見ございます方どうぞ。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 前回もお聞きしたことなのですが局長にお尋ねしたいのですが、年間

をとおして局長という立場で議会の本会議、さらに常任委員会等々の日程の中で、非常に制約
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される部分というか会議が局長会議などいろいろあるみたいですね。研修だとか。そういう部

分と、それから監査委員のほうはわからないと思いますが、監査委員の書記の会議も研修みた

いな部分で結構あるのではと、このあたりがどういうふうになっていくのか。当然局長出るの

か、今の現在の書記という立場の人が出て行くのか、この辺の兼ね合いとかいろいろ複雑に、

その状況がわからないものですから、確かに簡単に言えば人数合わせでいけるだろうと、それ

は皆さんのおっしゃっていることがわかります。だけど本当にそれでいいのかと。大事な場面

で局長が抜けなくてはならないとかそういうことが考えられないのかという非常に心配な部分

があるのです。このあたりはどういうふうに考えているのですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  まず議会側で言えば、ほぼないと言ったほうがいいです。年に

一回だけ全道の局長が集まってきてゼミナールという、要するに事例研究です。想定課題を出

して、それをどういうふうに解決するかというのをやるのですが、それが２日間あります。そ

の前段で胆振管内の局長会でその事例研究の課題を一回整理しておくのです。それが２日間。

単独で出るのはそのくらいしかありません。監査のほうも知り得ている部分ですけど、監査も

議会と同じように法律解釈する場所でございますので、そういうような全道規模の研修会はや

られているようです。それも三日間くらいです。それが一回という話を聞いております。ただ

あと管内の監査委員協議会も入っていますから、それが何回かはあるのだろうと思います。た

だ、前にも言っていますが一応今は事務局体制を設置しています。監査委員室も事務局体制を

条例で設置できるのです。今は置いていないのです。ですから何度も言っているのは、両方と

も事務局体制にしてもらって全員が兼ねると。当然職員ですけど、職員が全員兼ねるという方

向性が一番いいのではないかと。というのは今の体制は書記を１名配置していますけど、１人

体制というのはなかなか大変なのです。休む、病気もあるでしょうし、全員配置することによ

って１人の負担が分散するのです。局長は局長の立場で、主幹が編入するのであれば主幹の立

場で、担当者の立場でという部分。ですからなるべく１人に負担がかからないようにするほう

がいいのではないかと思っています。基本的には職員を減らさなくてはなりません。だから現

状の維持の人数を確保するというのは職員では無理なのです。ですから特定嘱託になるか、嘱

託になるか臨時になるかわかりませんけど、頭数だけは確保してもらいたいという話は当然し

ています。なぜかといいますと、議会の中でも今職員がやっている部分もそちらのほうで補う

という部分は可能ですから、ただ正直申し上げて職員にとっては大変だと思います。というの

は今まで議会の部分だけを吸収していればよかったのですが、今度は監査の部分も全員が吸収

しなければならないのです。それも短期間のうちになるのか、そうしたら大変だと思います。

業務に携わらなくても知識として倍覚えなくてはならないですから、それは辛いと思います。

ただ先ほども言ったように全体で 38 人、これから減らされるのです。部署でいうと 17 くらい

ありますから２人、３人なのです。それは議会も含めて２人、３人なのです。議会が職員の部

分を取れないということになれば、ほかの課に回っていくという状況になりますので、私の立

場としてはもうやむを得ないのではないかという気がしています。ただ担当のほうは不満が残
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るかもしれませんけど。そのような感じはしています。ただ議会と監査はれっきとした独任機

関ですから、これは議長が束ねるとか代表監査員が束ねるということにはなりませんので、職

員が身分を使い分けると、当然議会にいたら議会のことしかやらなくてはいけないし、それは

監査にいったら監査の立場でやらなくてはならないという、職員が使いわけるという。ただ複

数の設置してもらうといいのは、議会がないときに例えば監査が定期監査などがあったときに、

今まで１人ですけど２人で対応できるという、場合によっては議会がやらなくてはならないと

きに５人でやれるという可能性もでてくるのです。ですからその辺のプラス、マイナスでどの

くらいの部分がでてくるのかという。今は皆目やっていませんので見えませんけど、今は全部

の職員が頑張っていかなければならない。今でも多分無理がかかっていると思います。50 何人

辞めて。一応思っています。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） もう一つ。本会議の中で、監査委員に対する当然代表監査も含めてき

ちんと出席しているわけですから、議会と監査委員とのやり取りも当然これから行われる可能

性が高いのです。この厳しい状況からすると。そういったときに一体となってやっていること

が私は本当にきちんとした対応ができるのかというような、非常に危惧をするわけです。その

あたりも会派の中で出ていますから、この辺もきちんと説明できる体制を本当に取れるかと、

これが疑問に思うところなのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今の体制は監査委員の書記は主幹職ですから、課長職ではあり

ませんので議場に出席はしていないのです。ですから監査委員の立場ですべて答えなくてはな

らないということになろうかと思います。ただ、事務局体制を設置して事務局長併任した場合

は、れっきとして答弁者がいるのです。ただそうなって本会議のときは当然議長を補助しなく

てはならないですから、当然座れないです。だからその辺のどういうふうに運営していくかと

いうのは課題は残るかと思います。ただ変な意味ではないですが、これは職員の関係なのです。

職員が使い分けできるかできないかということなのです。ですから一体化はしていないのです。

こちらへ行ったときは監査の身分で、こちらへ行ったときは議会の身分となるだけです。それ

は職員の努力をいただけなければならないかと思っていますけど。今及川委員が言われたよう

な部分は多少残ると思います。そのときも監査委員に頑張っていただかなくては、ただ当然課

長職であれば事務的な答弁は監査の答弁をしなくてはならないです。従来は課長職のときもあ

りましたから。その辺はおっしゃるとおり課題は残ると思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） ほか。このことについての一定のご意見があれば、質疑を含めて

やってもいいと思いますのでどうぞ。 

私も原則論で言えば、これは監査と議員が一致してやること自体が大体おかしいのです。は

っきりしているのです。ただ、今の状況の中で議会側だけがそのことを主張して白老町の役場

機構が成り立っていくかどうかという、そのことを考えなくてもいいというならそれはそれで

いいのです。いいのだけれども、やはりそういう投げかけをきちんとされて、どうなっていく
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かということが見えてきている状況の中での判断ですから、原則論は私ははっきりしています。

これは議会と監査が一致するのはおかしな話です。このようなばかな話はありません。ただ、

やむを得ず、前田委員も言われましたように他の市町村がやっているからやるというのはナン

センスです。だけど現実問題としては市以外の小さな町村ではほとんどが併任してやっている

ということもこれは事実なのです。その事実は否定できないのです。実際やっているのですか

ら。いい悪いという判断は、そういうものを全部判断した上でやるべきであろうと私たちの会

派の考えなのです。だからどこまでその原則論が貫けるかと、議会だけで貫けるかと。そこが

難しいところかと。ほかのところで２人から３人減るという状況の中で、全くそのことを考え

ないとしたらどういうふうになっていくのかというあたりは、我々の範疇にはないと言ったと

してもそうはならないだろうということで、先ほど述べたような苦肉の策を取らなくてはいけ

ないのではないかと、うちの会派はそういう議論になったということであります。原則論はは

っきりしていますから。そこがいいとか何とかとは一つも思っていません。以上。 

はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今副委員長のおっしゃっていることも私は十分わかるのです。この今

のおかれている状況を考えたときに。ただ皆さんが出されている員数合わせをすればいいとい

う、例えばそのうちの半数以上が嘱託になったと、局長と主幹１人いてあとすべて４人は嘱託

だと、こういう話になってしまうと、これはもう事務局としての役割が本当に果たせるのかと、

そういう可能性もあるわけですから。人員確保と皆さん言いますけれど。人員は確保できるか

もしれませんが、本当にそういった状況におかれたときに議長が身を呈して、これはだめだと

やってはだめだと、こういうことができるのかと私は危惧しているのです。今の正規の３人正

職ですね。１人嘱託ですね。こういう状況が最低限本当に守られるのかと。これらのことを私

は危惧するのです。なし崩し的に私はどんどんそちらのほうにいってしまう可能性が高いと、

人員だけ確保すればいいという考え方であれば、そこをきちんと守られるという前提であれば、

私たちは皆さんのおっしゃるとおりだと思っていますから、このおかれている状況を考えたら。

ただもう少しそのあたりをきちんと詰めて判断していただかないと、この問題については非常

に今後もきちんと私は監視していく必要があるという思いではあります。 

○副委員長（大渕紀夫君） うちの会派ではその話も出ました。ですから、今監査委員と合併

した場合は正規職員が４名、臨時職員が１名ですよね。今の状況というのは。ですからトータ

ルで５人です。そうすれば当然そのままやるのであれば何も一緒にする必要がないのです。一

緒にしてもしなくても一緒ですから。だから私が言っているのは、もっとはっきり言えば正規

職員が３名で臨時職員か特定嘱託かわかりませんけれども、そういう方がもう１名、これはも

う入らざるを得なくなるでしょう。そういう案になれば。当然そういうことが前提条件ではな

かったらそのような意見になりません。はっきり言って。今のままのほうがいいのだから。何

もわける必要がないです。今現状維持だから。だから私が言ったのは３人がいいかどうか、２

人がいいか、臨時職員が２人でいいのか、それでも別々のほうがいいということもあります。

監査委員も正職員にして議会事務局２人が正職員で、２人が臨時職員ということも特定嘱託も
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含めて考えられないこともないのです。だからそういういろんな組み合わせがあることは事実

なのです。そういうことも十分考慮したうえで、最大限議会事務局も監査委員も我々が仕事が

きちんとできると同時に町の今の状況も十分考慮するということになれば、最良の策がどこに

あるかということを考えるしかないだろうと。あとは原則論でいくかということにしかならな

いのではないかとこういう考えです、我々は。そこまで立ち入って考えていますから。そうい

う意味です。 

前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君）  これは非常に現実的な問題と原則論と議会のおかれた立場で、

非常に厳しいところがあるのです。私は過去からずっと言っているように、議会事務局はやは

り議員が勉強したりいろんな資料を求めたり、あるいは政策するときに議会の事務局の中に職

員が調査する係があって、議員の手となり足になりいろんなことができるということが本来は

議会の体質だと思うのです。それがいつの日か臨時職員になってしまって、私は議会事務局に

いたときは猛烈に議長に対して反対して、そういう議論の中でやってきました。 

それで今局長が言ったのは、事務的な職員の部分ではわかるのです。今これは正直な話、固

有名詞出したら悪いのですが、局長は能力も高いし一生懸命やってくれているからいいのです

が、こういう言い方は失礼かもしれませんが、来た職員の質によってかなり重点的な考え方に

よって変わってくるのです。悪いのですが議会を動かすのは二重人格ですから。そういう場合

になったときに、事務局の職員が別にしても議員我々はかなりダメージ受けるのです。議員を

活性化していくためには。やはり職員が優秀でなければ、皆さんもわかっていると思います。

そういう部分からいけば現実的な町側のいう、今組織改革しようとしている、これは是非につ

いての議員個々が感じて議論すると思いますけども、ただ、今その中の組織の中で考えていく

と非常にその部分考えて、議会のおかれている立場を考えなければ、私も原則論をつっぱるつ

もりはないですが、やはり我々とすれば町民から付託された議員がより以上議会でどう活発に

議論していくかということになれば、議員個々にやるのが前提です。それを踏まえて言ってい

るのですが、そういう考えでは事務局職員のシステムが非常に大きいのです。そうすると嘱託

がいいのか、嘱託が悪いとはいいません臨時もそうですし、権限が違ってくるのです。働いた

職員のやる気が。そうなったときどうかということを私はもう少し考える必要があるのかと思

います。ですから原則論でそういうことを言っているのです。私も監査委員のほうにいたとき

には、当時監査請求が２件も３件もあって代表監査委員と監査委員と職員とやりましたけれど

も、突発的な事項になったときに、今局長も言ったようにみんなで仕事を平均化してできると

いうメリットありますけれども、その部署部署の権限のときに局長がどちらに軸足を置くかと

いうことに非常に議会の形も変わってくるのです。そういうことを私は考えるべきだと思いま

す。先ほど大渕副委員長が言ったように、よその町村が同じな組織をつくっているからという

ことを抜きにして、白老町がやはりこういう財政状況と産業構造、今これから白老町がどこに

いくかということを真剣に考えなければ、よその町村とはまるっきり違うような独自性の持っ

ている町村ですから、その中において組織としてどういう権能を高めていくかということを、
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そこにいる組織が、やはり組織があっても中にある魂は人なのです。そういうことを私は考え

るべきだと思うのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） ほか。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今の皆さんの意見、私も本当に、今、最後、前田委員が言われたよ

うに、ほかのまちがやっているからと言うけど、やるとなったらそういう理由になってしまい

ますが、やはり２万人の人口抱えてこれだけの予算規模になって，本来監査室、議会事務局と

いうのは別々にあって、それぞれやっていくのが本当に必要なことかと思いますけれども、そ

れは皆さんとまったく変わりません。だけど今こういう状況になって、こういう機構改革する

という中でやるとすれば監査と議会事務局が一緒にしたいのだというような提案を受けている

中で、先ほど局長も言われたように，ほかのほうの状況も、各課の状況も人が減っていく中で

やっていく中で、本当にこれは皆さん言われていることが全くそのとおりなのですが、現実問

題こういう状況におかれた中で、これをあくまでも議会としてつっぱねていくかということを

本当に私も悩むところなのですが、やはり最終的にはこういう形でやっていく、２つを一緒に

していくということを認めざるを得ないのかと、そういう正直な心境があるのです。こういう

状況ですから。それは皆さん議会だけが人員は絶対減らさないという思いもあるのだけれども、

それを今この時点で全面的に押して、議会全体としていけるのかという思いがあるものですか

ら本当に切ないところです。非常に厳しいなと。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今議長のおっしゃった、その認めざるを得ないだろうと、こういう単

純な考えではなくて、先ほど私が申し上げたようなことを議会としてきちんと町長に対して具

申できる、議会の立場としての具申できるような、単にこういう状況だから仕方ないというこ

とではなくて、きちんとやはり筋道立てて申し入れができる体制をぜひつくっていただきたい

という思いでいるのですが、議長いかがでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君）  単純にやむを得ないということではなく、やはりそういった思いで

この問題、今後も町のほうにきちんと申し入れていかなければだめだというぐあいには思って

おります。だからこういう状況になれば我々議会議員としても、前田委員が言われたようにみ

ずから一生懸命、余り議会事務局に負担のかからないような形のものを、さらに議員がやって

いかなくてはだめな部分があるのかというぐあいに思いますけども、及川委員が言われたよう

に決して最初からこれはやむを得ないからと、だけど相手もいるものですから私ももしそうな

ったときには最低でも人員だけは確保しなければ、議会として、私として非常に皆さんに申し

わけないなという気持ちでいるのですけど。だからいろいろ心配されている部分については絶

対、そういう形にならないようなことを、議会は議会、監査は監査ということできちんとこの

辺は、行政とは一緒にならない部分ですから、その辺はきちんとできるようなことは相手にも

言っていかなくてはだめだと思います。そういう形で、こういうことをきちんと確認しておけ

というようなものが皆さんで考えてもらって、言っていただければしていきたいと思います。 
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○副委員長（大渕紀夫君） はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  今議長のお話も理解しますし、ただ何回も言うように議会のお

かれた立場が非常に厳しいと思います。今大きな問題になっている超過課税とかこの分につい

ても、議会の流れをみたら町側は議会に対して何の働きかけもしてきていないのです。議長は

骨を折って行ってくれましたけど。そういう議会の自立性というか、町側がどう見ているかと

いう問題もありますし、今いみじくも先ほど局長のほうから 17 日、７から 11 の議案を議決し

ますけど、こういうふうに複雑になってきますと、ますます議会事務局の局長はじめ職員の専

門性が問われてくるのです。それで事故があったら大変なことになるのです。そこだけは、議

長十分に理解していかないと、あとあとの大きな貸しを残すことに私はなると思いますので、

そこだけは会議録に残るように私は発言しておきます。 

○副委員長（大渕紀夫君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も今回のこの議会事務局と監査委員の併任ということに対しては、

はっきり申し上げて賛成はできかねるかと思っております。今現在の自分の立場で議会事務局

が併用するという、人数の数合わせだけでいったら非常にわかりやすくていいのですけれども、

これが本当にこれから先、財政改革プログラムをやっていく中で議員一人一人が資質を高めて

いく中で、先ほど前田委員も少し言われていましたけど、非常に議会事務局の方々のご苦労が

大きいのではないかと、これからもっと大きくなるのではないかと。そのときに議会として町

民から付託されたものを議員がきちんとできるための体制づくりというものを私はやはり議員

として確保するべきだと、それだけは絶対崩したくないという強い思いがあります。これは議

会議員だけの問題ではないのだと、町民から付託されたチェック機関としてそういうものをき

ちんと確保してほしいと、そういうところの観点から賛成しかねると思いまして、またここで

発言をさせていただきます。 

○副委員長（大渕紀夫君） ほか。いずれにしても町側は今月末あたりをめどに機構改革の方

針を出すという状況にあるようでございます。議会側の意見をきちんと町側に伝えるためには

意思を統一して、いずれにしても早急に町側に議会の考え方なり意見があるのであれば届けな

ければ、それは議論の対象にはならないと。これは機構改革をするというのは議会の権限では

なくて町の権限でございます。そこははっきりしていますから、そこのところを十分考慮して、

何もぶつかるためにやっていることではないですから、最大それぞれがいい方法を見つけだす

ということですから、それは何も妥協する意味ではないです、全然。議会は議会としての権能

を果たすための意見を申すということです。しかしそれは町がのむかどうか別の話ですから。

ですからそういうことでいえば早急に意見をまとめ、そして町側と話をしなければいけないと

いう、それがかなり緊急課題となっております。きょうこれ以上この議論をしても私は同じだ

と思っています。はっきり言えば。ですから若干頭を冷やして、それと山本委員長の会派、新

風がきょうは誰も参加しておりません。ですからそのことを伝えたうえで再度早目に議会運営

委員会をやるしかないでしょう、今のままでいくと。それ以外に方法があればご提起を願いま

す。私は現段階としてはそういうふうにすべきと判断をしますけれども、いかがでしょうか。
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はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 提案なのですけども、そういう事態であれば 11 月 17 日本会議がござ

いますので、この本会議が一日かかる日程なのか別として 17 日にやられたらいかがでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  今、大渕副委員長お話された部分だと思いますけど、新風の意

見は別として、きょう出たこともある程度整理をして、最終的に議長が、先ほど議長の考えも

ありましたけどそういうことをまとめて議会の意思として、それを町長に申し伝えるという形

のほうが私はいいのかと思います。向こうがあと最終的にどう決めるかという問題だと思いま

す。最終的に議会の併任発令は議長なのですから。今の意見をきちんと整理をして議長見解を

出して、今及川委員お話したように 17 日なら 17 日にそういう見解をまとめて、これでいいと

いうことで議長が町長と話をしたらいかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 議長、今の前田委員外議員の発言に対して意見があればどうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  今前田委員外議員の言われた、皆さんいろいろときょうは議論をし

てきて、山本委員の会派はわかりませんけども、少なくとも皆さんの考えは聞きましたので、

この辺を踏まえて私もまとめて、皆さんに議長として皆さんの意見聞いたわけで、こういう形

で考えて交渉していくとお話していくということを最終的にまとめて、皆さんに報告したいと

いうぐあいに思います。17 日頃までにそれをきちんとまとめて皆さんに報告したいと。さらに

これではぬるいからもう少しこれをつけ加えてというようなことがあればその時点で言ってい

ただければいいと思います。そういう形にしたいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、ただいま議長からそういうお話がございました。それでは

17 日はたしか広報広聴常任委員会、それからその後、議員会の総会があると思いますから、全

体の会議が終わった後に議会運営委員会を開きます。いずれにしても視察が入っているようで

すけれども、この会場使うそうです。それは議長が出るとなれば副議長にあいさつをしていた

だいて、主幹なら主幹が出るかどうするかわかりませんけれども、いずれにしても 17 日に議会

運営委員会はやります。時間帯はこちらのほうにお任せください。そういう形で決着をつける

ということでよろしゅうございますか。それでは行政組織機構のことにつきましては 17 日に議

会運営委員会で最終確認をするというふうにし、それまで議長がきょうの意見を踏まえて一定

の町への話し合いの案をつくるということ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〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時２１分 

                                         

再開 午前１１時２９分 

○副委員長（大渕紀夫君） 全員集まりましたので、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 一点、４番目の委員会の審査報告書の部分の対応で、修正案が出た場合の件につきまして局

長から。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 私も先ほどお話したと思ったのですが、再確認しますので 19

ページを開いてください。冒頭は修正案が出ないという原則で話をしていましたので、６号議

案は委員長報告に対して採決するのです。ただし、これは今修正案が出されるという予定でご

ざいますから、修正案が出されましたら 10 番目にも書いてあるのですが、委員長報告がなくな

るのです。原案について諮る。そこに「修正議決した部分を除く原案について採決、ただし修

正案が否決されたときは原案について採決する」と。修正案が出ているので委員長どおりの諮

り方は消えてしまうのです。ですから修正案を先にかけますから残りは原案になってしまうの

です。否決されても修正案がとおっても原案になるのです。そうではないと可決した場合、残

りの原案にならなくなるのです。委員長報告では諮れなくなるのです。原案になりますから、

ここだけ注意してください。これは前段としては修正案が出るという考え方ではつくっていま

せんので、委員長報告に対して書きまして、先ほど修正案出る予定ですと、ですから先ほど 10

番で説明したように原案に戻りますということなのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 修正案の賛否のあとに原案が出るという意味です、今言ったのは。 

○事務局長（上坊寺博之君）  修正案が一応出される予定とお聞きしていますから、修正案が

出されましたら委員長報告をしますけど、質疑もとりますけど賛否の取り方は原案に戻るとい

うことです。委員長報告ではかけられなくなるのです、修正案が出ますから。否決されても可

決されても原案になります。 

○副委員長（大渕紀夫君） 修正案が可決されても修正案ですから、修正案以外の部分が残っ

ているのです、原案として。その部分については原案として賛否を問うという意味なのです。

よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、次に移ります。 

 戻りまして、大きい算用数字の２です。「白老町議会運営基準の一部改正(案)について」とい

うことで別紙を見ていただきたいと思います。（１）質問の一問一答方式についての議会運営基

準の改正について、局長から説明をしていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  はい、ご説明申し上げます。前回、会議条例から委員会規則ま

で一応はご審議いただきましたので、それに付随する議会運営基準の修正でございます。まず、

今お話があったのは質問の一問一答方式ということで、これは平成 12 年から試行という形で質

問席、14 年から一問一答方式という形で長らくやってきてございました。今回会議規則の見直

しを行いまして質問については回数制限を、準用規定を取ってございます。ですから３回とい

う規定はございませんので、議会運営基準の中で時間も含めて定めるというものでございます。

改正前は 13 番目に当分の間というのがついていました。これは当分の間は、正式になりますの

で取りはらうと。それと会議規則の準用規定を（１）で適用除外していました。これは削除し

ましたので、１がなくなります。２、３をつめて、１、２にします。45 分以内に制限するとい

う規定になってございましたけれど、45 分以内とするということに直したいと。以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 議会運営基準につきまして、この改正案についてご意見のござい
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ます方どうぞ。はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  確認しますけど。これは、ほかの今の予算審査特別委員会等で

は３回といっても、これはここで開催するとリンクしますか。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これは質問ですから、代表質問、一般質問、緊急質問にしか該

当しません。質疑はまだ３回という制限はついておりますので議長が特に許した場合は４回、

５回と認めますけど、基本的には３回です。 

○副委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。これについてはいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、次、（２）質問に対する反問について。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 裏のページですが、これは自治基本条例第 19 条第３項に基づき

まして、説明員等に質問や意見を述べさせることができるという規定になってございまして、

これは会議条例規則体系を見直しまして反問の規定を盛り込みましたので、運用方法だけをこ

こで定めるということです。新たに第２節を追加しまして、質問に対する反問と。４番目から

９番目まで新たに追加いたします。「議員の一般質問若しくは緊急質問において、政策提言等に

ついて論点・争点を明確にするため、説明のための議場出席者は、質疑に対して逆質問するこ

とができる。」５番目として、「議長は、説明のための議場出席者から、質問に対する反問の申

し出があったときは、これを許可する。」６番目、「反問の申し出は、質問者の質問が終わり、

説明のための議場出席者が質問に対する回答を始める前に、「反問をします。」と挙手をし、議

長に発言を求め、許可を受けてから行うものとする。」７番目、「質問者は、反問に対して誠実

に答弁しなければならない。」８番目、「反問は、一つの質問項目に対し、原則１回しかできな

いものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、最高３回まで許す場合もある。」９番目、

「議長は、反問の内容が質問者の質問内容に正体しないもの、議論の進行を阻害する恐れがあ

ると認めるときは許可を取消し、発言を禁止することができる。」と。第２節以下を１節づつ繰

り下げますということでございます。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、ただいま反問についての運営基準の部分が説明ありました

けれども、質問のございます方どうぞ。これ、横の算用数字は第７章の１からとおしていると

いう意味ですか。章でとおし番号を振ると、節関係なく。 

○事務局長（上坊寺博之君）  そうです。準則は全部１番からずっと 100 何十番まであるので

すが、それだとわかりづらいですから。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、副議長。 

○委員外議員（吉田和子君）  反問権の「原則１回しかできないものとする。ただし、議長が

必要と認めた場合は、最高３回まで許す場合もある。」ということですので、反問の質問された

ときに１回答えたら、それに対してまたもう１回質問されるということはないのですね。され

たら１回答えたのが１回という意味ですね。３回というのは同じ質問に対して３回まで反問を

許すという意味ですか。もしこういうことの項目にあって、「ここではこういうふうに言ってい
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ますが、でもここではこういうふうに言っていますが」という反問権、「どういうことなのです

か」というのは許されれば３回までできますという意味なのですね。答えたことに対してまた

やるという３回までの意味ではないですね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それも含めてです。 

○副委員長（大渕紀夫君） いいですか。はい、ほか。いいですか、反問権の部分。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、次、自由討議について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これも同じく自治基本条例の中に決められておりまして、今回

条例体系の中に自由討議のできるという規定を設けましたので、運用方法を運営基準に定める

ものです。同じく第７章の中でございまして、先ほど２を追加しましたが、４を追加して規定

をするものでございます。９番目として、「自由討議は、おおむね次の目的により行う。①提案

されている議案内容の共通理解を深めるとき。②各議員が、提案されている議案に対する賛否

を開陳し合い、表決の際の参考にするとき。③提案されている議案が真に住民サービスの向上

になるかどうかを判断し、場合によっては議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に

対する説明責任を十分に果たすとき。」10 番目、「自由討議は、質疑終結後、動議があったとき

又は議長が必要と認めたときは、会議に諮って自由討議を行うことができる。」「11 自由討議は、

発言の時間や回数に制限を加えないのを原則とする。ただし、議長が必要があると認めたとき

は、会議に諮って時間や回数等に制限を加えることができる。」「12 自由討議は、原則公開して

行うものとする。ただし、秘密会においてはこの限りでない。」「13 自由討議が行われる場合は、

説明のための議場出席者は退席するものとする。ただし、動議又は議長が必要と認めたときは、

会議に諮って在席させることができる。」表決以下は１節ずつずらすものでございます。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただいま説明がございました。ご質疑のございます方どうぞ。は

い、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 最後の 13 番目のところなのですが、自由討議が行われる場合は、説明

のための議場出席者は退席するものとするというふうになっているのですけど、つまりここで

読んでいくと単純に考えると、本会議とかいろいろな場所で説明員いますよね、ただいまより

自由討議行いますのでと言ったときには、そこにいた職員の人達、町長も含めて、全員１回出

てもらって、それから改めてやるということなのですか。そういうふうに理解していいですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  そのとおりです。というのは自由討議というのは説明員と議論

する何ものも、議員同士の自由討議ですから、その自由討議の時間がどのくらい時間が経過す

るというのはわからないですよね。１時間かかるかもしれませんし２時間かかるかもしれない。

ですから退席していただくということです。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） これで単純に読んでしまうと、必ず退席しなければならないわけです

よね。その場所にいて討論の内容がどういうふうに進行するのかというのは、変な話ですけど
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も残って聞くということはできないというふうに理解したほうがいいのですか。ここで読んで

いくと、そういうふうに理解するべきなのでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的にはそうです。ただし書きの事項がありますから、事前

に議長に要請あって議長が許可すれば残ることはできますので、そういう配慮だと思います。

ただ相当数、時間がかかるというのが想定されれば当然そこに黙っているだけですから、いる

根拠もないのではないかと思います。また、いたために自由討議が気を使いながら話すという

部分がないような配慮という部分もあるかと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） よろしいですか。ほか。自由討議の部分よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、それでは最後、議員協議会について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  地方自治法の一部改正によって９月会議で会議規則の改正を行

って、全員協議会を正式な会議として位置づけをしました。全員協議会でできるものは、議案

の審議のため必要な場合。それと議会運営のため必要な場合の、この２点でございます。これ

が正式に認められた会議と。それに基づきまして運営方法を議会運営基準の中に設けなさいと

いう、道の町村会のほうからも指示がございますので、これを追加するということになります。 

まず、現在３号まで持っているのです。全員協議会と委員会協議会の規定でございます。１

番を、開くことができるという会議規則上の規定になりましたので、「全員協議会は、議長が招

集し主宰する。」と。２番目、「議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を維持する。」、「３議

長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。」、「４議長及び副議長がとも

に事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。」。これは本会議、委員会

等の規定どおり定めたものです。５番目、「全員協議会は、議員の半数以上の者が出席しなけれ

ば開くことはできない。」、定足数です。「６議長は、職員をして会議の概要、出席議員氏名等必

要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。」、会議録

の規定です。７番目、「議長は、協議のため必要があると認めたときは、町長、教育委員会の委

員長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、

説明のため全員協議会への出席を求めることができる。」、監査委員が抜けているかもしれませ

ん。監査委員を追加したいと思います。一応これは道の議長会のほうから指示されてきた項目

でございます。私からは以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただいま、全員協議会、これについての道の指導も受けながらつ

くった運営基準ですけれども、これに対してご審議ございます方どうぞ。これはいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君）  もう一つ。それと合わせて運営基準の協議会のところを開いて

いただきたいのですが、一応今条例がなかったときの全員協議会の規定がございます。これは

残しておきたいと思っています。というのは、今正式な会議を認めたのは先ほど言ったように

２件なのです。議案の審議に必要な会議と議会運営に必要な会議が正式な会議になったのです
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けど、それ以外がどのようなのがあったのかは想定はつきませんけど、それ以外はその会議に

該当しないのです。ですからこの部分は残しておきたいと思います。使うか使わないかはわか

りませんけど、このまま併用して使うと、名前は同じですけど、公式になる部分とならない部

分が可能性としてはあるのかと思っておりますので、それを確認していただきたいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 運営基準の 33 ページ、34 ページ、２つのこと以外のことで協議

会を開かなければならない場合は、今までと同じ協議会の形式でなければ開けないということ

になります。ですからこれは残しておかなければ、あるかどうかは別ですが、そういう部分が

出たときに全員協議会が開けなくなったら困りますから、従来のものは残しておくと、こうい

うことであります。よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） もう一点、今後の議論としてこの部分だけ話します。前回、条

例規則の体系の中でお話があった部分もありまして、第３次議会改革の中で賛否の公表をする

ので、採決の方法を簡便にできないかという宿題を事務局のほうでいただいていました。ゼミ

ナールでも課題を出してみまして審議していただいて、基本的にはそこの議会の決め方だから

起立採決で数を確定するのもそれは可能だということになったのです。ただ、賛否の公表です

から会議録に誰が反対、誰が賛成と載せなくてはならないのです。名前を宣告、反対賛成とい

うことにしたらどうかという話をゼミナールにあげたら、それもできるということなのです。

ただそれですと時間が非常に煩雑になりますので、少数の名前を言ったらどうかというのをあ

げたのです。賛成はいいのですが、反対が少数だった場合、反対者の名前だけ告げることにな

るのです。逆告げれば残りの人がわかりますから。ただそれについては非常に否定的だったの

です。この間、道の議長会に勢籏局長に改めて照会したところ、それはその名前を告げるとい

うことが、国会も道議会も県議会も市町村議会もやっていないと。それがやってはいけないと

は書いていないので、可能性としてはできるのだろうけど、非常に違和感があるのではないか

という話なのです。ですから賛否の公表についてはいろんな方法が考えられるので、条例規則

を直さないで試行でやってみてはどうですかとアドバイスいただいたのです。ですから今後ど

のような方向でやっていったらいいかというのを、また議員の皆さんの意見をいただきながら

事務局としては組み立てていきたいと思っています。その点だけ、会議規則のほうには標準の

位置づけを１回させていただきたいと思います。前田委員外議員から委員会規則の中でも出て

いましたけど、標準だけを今つけ加えておきたいと思っています。ですから記名採決も無記名

採決も併記してつけるような形で、試行で検討していただきたいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 賛否の公表については今後これから議運で検討していきますので、

各会派でも時間があったときに、それは期限切るとかありませんから、ぜひどういう方法で賛

否を公表するのが一番いい方法かということを少し議論をしておいていただきたいと思います。

次の議運なり、その次の議運なりでこれは議題にしていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いします。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  きょうのこの意見が出ましたけど、この中で議長として、これは皆
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さんの意見がなかったのですが。一問一答方式の 45 分以内というのは、あくまでも 45 分もう

少し少なくしたらどうかと、明文化するのであれば 30 分ぐらいにできないかと。特に害はない

ですけども、私としては一般質問を制限するものもないですし大いにやっていただきたいので

すが、時間的には今までずっとやってきた中で簡潔明瞭にお話すれば 30 分ぐらいで終わるので

はないかという思いがあるのですが、その辺は今は意見がでませんと改正したいということな

のですけど、その辺時間的な件についてはそのくらいにならないかという、これは議長の思い

でございます。それからもう一つ、今自治法の改革で明文化していこうという中で、今まで申

し合わせでやっていたのですけども、各常任委員会で審議中の所管については委員長報告がさ

れるまで一般質問ができないという、しないという形で今きていますけども、これをきちんと

明文化していただけないか、これはいただきたいということで議長のほうから意見を言いたい

と、このように思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、今議長から２点お話ございましたけれども、45 分の件につ

きましてはきょう決めてしまいましたので、これはすぐというわけにはいかなくなるかもしれ

ません。そのときに出していただいたほうがよかったかと思いますけど、確認したので戻って

これから議論するわけにはいかないと思います。若干の時間がないとまずいのではないかと思

いますので、そのような取り計らいにしかならないかと思います。 

２点目の件につきましては、これは所管事務調査で取り上げている件について、申し合わせ

のものをきちんとした明文化するいうことなのですけれども、次回の議会運営委員会で議論し

ていくということでいいですか。局長のほうで案をつくってもらって。時間の問題については

もちろん、今ありましたから議論はしていきますけど、１回一応議運で決めましたので、それ

をチャラにしてというわけには、今の段階ではやりづらいと思いますので、そこは配慮しなが

ら今後の課題というふうにしたいと思います。それからもう一件につきましては、局長に案を

つくってもらって議運の中で議論していくと、そういう取り扱いでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、その他。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 若干、先ほども出ておりましたけど 11 日の本会議終了後、広報

広聴常任委員会、議員会の総会を行います。それで順番ですが、少し変則になりますけど議員

会の総会が終わってから広報広聴常任委員会を開かせていただきたいと思います。広報のほう

は委員長の互選でございまして、一応指名推薦で諮りますが、１人でも異議があれば投票に振

り変わります。仮に投票になった場合、立会人をつけなければならないということで議席順に

順次指名すると、議長が指名するということになっていますけど、委員会も同様ですので続け

て行わせていただきたいと思います。前回後期高齢者のときには本間議員と前田議員にやって

いただきましたので、次、西田議員と及川議員にお願いしたいと、投票があればです。今異議

が出そうなので投票になりそうなので、一応念のためお願いしておきます。以上でございます。 

○副委員長（大渕紀夫君） いいですか、今の件。 

○事務局長（上坊寺博之君）  もう一点ございました。先ほど来から出ていました組織機構の
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関係でございまして、きょう総務課のほうから、議会の部分も当然ありますけど全体のですが、

12 月会議にかけたいと４月から実施したいと、それまでに配置ですとか発令とかありますので、

それで 12 月会議にかけるにあたって、全員協議会で一度説明したいというお話でございました。

それが 26 日の週ということなのです。ですから先ほど言った議長の町側にも要請も急ぐという

のはそういうことでございます。それである程度日程を今調整しておきたいと思います。一応

全員協議会の要請があったという前提で調整をさせていただきたいと思います。私どものほう

は 25 日以外はすべてオーケーです。26 日から 28 日の間でしたらオーケーなのですけど。総務

のほうでは 30 分説明時間をいただきたいと、ですから質疑がたくさんあっても１時間半ぐらい

という思いでいるようでございます。 

○副委員長（大渕紀夫君） 27 か 28 あたりがいいと思うのです。そのほうが議長と町の折衝

の時間がとれますから。とりあえず町側には 27 ということでお話をすると、全員協議会。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これはまさに議案ですので、全員協議会にふさわしいのではな

いかと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） では 27 日の 10 時から全員協議会ということでよろしくお願いし

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〕 

○副委員長（大渕紀夫君） ほか何か、委員の皆様方からございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、ちょうど 12 時でございます。以上で議会運営委員会を

終了させていただきます。 

（午後１２時０１分） 


