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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１７日（月曜日） 

   開  会  午後 ４時００分 

   閉  会  午後 ５時１７分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議会事務局及び監査委員書記との併任について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議会事務局及び監査委員書記との併任について 

                                         

○出席委員（１０名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      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 氏 家 裕 治 君      委員外議員 前 田 博 之 君 

 委員外議員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

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 
○委員長（山本浩平君）  ご苦労さまでございます。熊谷委員外議員は、この後所用があると

いうことで欠席でございます。それでは、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

                                （午後 ４時００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君）  先般、私所用で欠席ということだったのですけども、まず調査事項

の１番目でございます。議会事務局職員が監査委員書記と併任の発令を受けることについてと。

このことについて先般の議運の流れを先ほど副委員長から伺ったところ、大体二分されている

というようなことでございます。事務局体制はこのまま存続すべきという意見と、町の出され

ている意見はやむを得ないのではないかというところで、２つに分かれているということを踏

まえて、議長が皆様方の意見を集約して町のほうと打ち合わせといいますか、そういったお話

をするということになっていたということでございますので、まず議長からこの件について、

その後の経過も踏まえてご発言をいただきたいと思います。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君）  先日の議会運営委員会で、きょうまで私ども議会として、この機構

改革の、特に議会事務局と監査委員室を一緒にするというのですか、室と事務局は別々なもの

ですけども、それを議会事務局のほうで管理するというような形でございます。この件につき

ましては、今、町で進めている機構改革、その目的等によりますと、新財政改革プログラムの

確実な実行と、これから職員も大幅に減っていくという中での機構改革ということでございま

す。本来であればこれは現前と独立してあるべき姿だと思いますが、こういう状況を考えたと

きにこの議会事務局のほうで、事務局を見るということはやむを得ないことかというぐあいに

私は判断します。 

ただし、私ども議会も皆さんご承知のとおり通年議会ということで、非常に議会活動も活発

化され、今の事務局体制ですら大変な思いをさせているということでございます。それに監査

委員室の事務をやるとなると大変厳しいものがあるというぐあいに十分認識しております。従

いまして、事務局と監査室の両方を見るということは、これは今の時代避けて通れないかと。

ただし人員については今お話しました、そういうこともありますし、今後ますます議会活動も

活発化していかなくてはだめだということで、何とか人員のほうだけは１名増員していただく

ということだけは強く議会として申し入れていきたいと。そうした中で議会事務局の職員が監

査室の職務を一緒にやると。これはその時々で使い分けなくてはだめなことなのですけども、

そういった形でやるようにしていくということで、その辺は特に部長職である局長とも十分連

携を取りながら、何とか職員一人一人の資質を上げていただいて対応していかなければならな

いというぐあいに思っております。そうした中で当然、我々議員もそういったことを十分頭に

入れながら、我々の議会活動もより活発化するように、お互い協力し合ってやっていかなけれ

ばならないというぐあいに私は考えております。そのつもりでこれから町の理事者と、その辺

についてお話し合いをしていきたいというぐあいに思っております。以上でございます。 
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○委員長（山本浩平君）  はい、ありがとうございます。ただいま議長のご発言がございまし

たけども、それも踏まえてまたその後、先般の議会運営委員会後に会派で会議を持たれたとこ

ろもあると思います。相互的に意見のある方どうぞ。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 先般の議運の中でも述べさせていただきました。これは原則論からす

ると、やはり独立した機関であるだろうと。議長はやむを得ないというご判断をされているよ

うですが、私どもが先般の議運の中で申し上げたことが、議長が本当におわかりになっている

かどうか。単なる員数合わせをするべきではないと。正職員のきちんと確保できる体制をしい

ておくべきだというようなことではないと、先般申し上げましたけども、例えば５人、今は議

会事務局というのは４人体制ですよね。１人臨時という形をとっていますよね。今統合される

と当然５人になるということですから正職４ということになるのですけども、それがなしくず

し的にこれがどんどん減らされて正職が１とか２とか、部長職１人ということにはならないで

しょうけども、そういうことが今後考えられるということからすると、非常にこの議会事務局

体制が厳しいです。これは議会が承認するものではないですから機構改革そのものというのは。

ただ部制をしくとかいろんな条例とか出てくるでしょうから、その辺が私は定かではないと思

っているのですが、いずれにしても町長がやるということになれば、これはもうどうしようも

ないことなのですが、議長という立場で議会の意思を伝えていただきたいと、私はそういう話

を前回しているはずですが、そのことについては何も１人プラスされるようなお話を今されま

したけども、そのあたりの町長とのお話をきちんと町側との話をしていただきたいという、先

般議長にはお話したはずなのですけども、そのあたりのお考えはいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君）  ただ単純に１名ではなく、今及川委員が言われるように正職をぜひ

配置していただきたいということはこれから申し入れると、皆さんもそういうつもりでおられ

るということで、これは最初にきちんと、それは最初から誰でもいいからということには絶対

なりませんので、やはりそういうことはきちんと申し上げたいというぐあいに思っております。 

○委員長（山本浩平君）  はい、ほか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、今議長が言われた１名増という意味は監査委員室、

今１名いるから議会事務局４名の監査委員１名で５名ですよね。その５名という意味なのか、

プラス１名の６名という意味なのか、その１名の増というのは。現実に今監査委員室１人と、

こちらが４名なので５名いるのです。それを６名にするという意味なのか、議会事務局で４人

で監査委員プラスで５人という意味なのか、どちらですか。 

○委員長（山本浩平君）  はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君）  こちら４名、向こう１名、今現在おりますから、少なくても今おら

れる４名プラス１、５名ということで、その中で今及川委員が言われたように極力何としても

正職の１名を配置していただきたいと、今監査室は正職ですね。そういう意味で私は正職を配

置していただきたいと、そういう思いであたります。相手のいることですから、それはここで

そうだというぐあいには確約はできませんけど、きつくその辺は皆さんの意思をお伝えいたし
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ます。先ほど言ったように我々議会としても、これから非常に皆さん心配されるように活動す

ればするほど議会事務局の体制というのも非常に必要になってきますので、そういうことを考

えたときには何としても正職１名は確保したいという思いでおります。 

○委員長（山本浩平君）  はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） わかりました。私はそういうのでわかったのですが、ただ何のために

機構改革やるのだ、これはやはり職員が大きく減っていく段階で考えざるを得ないのです。と

すれば今いくら議長が、我々が人員きちんと確保してくれと、現状確保してくれと言ったとこ

ろで１年も２年もたったら、何のためにやったという話になるわけですから、当然削られてい

く可能性が高いのです。これははっきり見えているのです。何のためにやったのかわからなく

なります。現状でいくというのであれば。だから最低限このあたり口をすっぱく言っておかな

いと大変厳しい状況に至ると、私はそういう考えでおりますから、当初からこれは反対だとい

う思いで申し上げさせていただいたのですけども。ただ、今これは町長の専決事項であって我々

が承認するとかしないとかというものではないはずですから、そこをきちんとこれからも申し

入れていくという考え方を議長にぜひ持っていただきたいという思いでお話させていただいた

のです。 

○委員長（山本浩平君）  はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君）  私の考えとしては、今回の機構改革これから職員をまだまだ減らし

ていくという中で、白老町全体の職務がどんどん身を削っていければいいのですが、そういう

職務はほとんど変わりないで人だけ減っていくということで、それは私も皆さんと同じなので

すけども、職員のほうは身を削ってどんどんやってきているという中で、議会だけは温存して

おいてくれと、議会だけは温存したいという思いはありますけども、そうならないことも十分

考えていかなければならないと、我々もやはり職員のほうで減らす、こちらもさらに仕事をふ

やすということはできないわけですから、その辺で議会だけが特例で何とかするというところ

は精一杯頑張りますけども、その辺はそうなったときに理解していただきたいと、最初からそ

ういう上げ出すつもりはないですけど、あのときこういってこうなったから絶対だめだという

形にだけは、やはり私の思いも察していただければというぐあいに思います。 

○委員長（山本浩平君）  はい、新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。皆さんはやはり機構改革と言いながらも正職を１人つけて

くれと、今と変わらないわけです。それだとこれは、ここにいても向こうにいても、向こうに

いるのであれば何も機構改革にならないわけで、私は必ずしも正職だけが優秀だと思わないで

す。やはり今ですと契約職員ですとか嘱託が正職より皆さん一生懸命やっているのです。白老

町の役場も職員全員がそういう人だと私は思いませんし、それであるならば逆に、そういう人

達を特定嘱託職員であるだとか、優秀な人を採用して少しでも機構改革のほうに向けるべきだ

と思います。ですからあまり私は正職とか、特別意味がないというふうに、これはあまり言う

と偏見だと私は思います。 

○委員長（山本浩平君）  はい、ほか。一通りご意見を述べていただければ大変ありがたいと
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思います。はい、公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は前回の議会運営委員会のほうはあれだったのですが、前回の部分

からもこの議会事務局の職員が監査委員との併任を務めるという部分に関しては、私たちは慎

重に議会全体で議論しなくてはならない問題だと。ということはやはり通年議会で事務局の事

務というのが多忙になってきているというのは現実にあるでしょうし、これからの議会のそう

いったいろいろな活動の中でも重要な部分を占めてくるということは、今まで以上に必要とさ

れる部署だと私は考えています。ですから今議長が言われるとおり、そういった部分ではそこ

にしっかりとした任意を引き継げる人を配置するということは、当然議会としては町に対して

申し述べておく必要があるだろうと。それは議会と行政の中での話し合いの中でどういう結論

が出るかわかりませんが、そういった努力は議会としては議長に対して、してもらいたいとい

うことは間違いないことですから、その部分についての努力をしていただければと思います。 

○委員長（山本浩平君）  はい、ほか。私ども新風なのですけども、前回私も欠席、そしてオ

ブザーバーで本間議員にもお願いしたのですが、どうしても仕事の関係で都合がつかないとい

うことで欠席だったのですけども、私どもの意見は大渕副委員長には伝えさせていただきまし

たけれども、そのときと全くかわらない意見でございまして、私どもは、例えば局長１人が負

担になるような方法ではなくて、やはり議会事務局の職員全員が監査委員の仕事をできるよう

な体制をつくると。人数もできることなら現状維持ということで考えております。また先ほど

の近藤委員の意見に私どもとしては賛成の気持ちでおります。ほか。土屋委員どうですか。 

○委員（土屋かづよ君）  前回申し上げたとおり、今の体制でやっていただきたいということ

です。 

○委員長（山本浩平君）  現状、事務局体制そのままということですね。西田委員いかがでし

ょうか。 

○委員（西田祐子君） 私も同じ会派の及川委員と同じ考え方なのですけど、やはり通年議会

をされたということ自体からして、非常に議会が活発化すればするほど事務局の負担が大きい

わけですから、そこのところをみたとき、先ほど特定嘱託職員と言いますけども、時間的にい

いまして、土曜日に出てきて仕事をされていたり、夜遅くまで残業されているのを見ると果た

して今の体制でさえもいっぱいいっぱいだと、正直言って私の目から見てもそういう感じに見

えるのです。それを嘱託職員に頭数いるからできるだろうといっても、でも時間には職員とな

れば残業してでも何してでもやりますけど、嘱託職員とか臨時になると時間的な制約がありま

すので、その点残った反対に正職員の方々が非常に負担が大きくなるのではないかという懸念

を感じて、正直言って反対だという気持ちでございます。 

○委員長（山本浩平君）  はい、それでは前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  前回ある程度は私言っていますので、そのときは、このそのと

きの委員から出た意見を整理をして、そしてそういう議会の思いだということをきちんと町長

に伝えるべきではないかという文が出るのではないかと思ったのですが出ませんし、今議長の

話を聞くともうスタンスが決まっているような言い方をしているのです。現状の体制について
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はわかりますが、議会としてどういう形があってどうあるべきかということを、きちんと町長

に申し出て、それによって町長が、だけどもこういう私は考えだからこうしてくれというなら

いいのですが、議会としてこういう議会のあり方、組織どうだということをきちんと皆さん意

見を言ったのだから、それを整理して町長に私は示すべきだと思います。それがなくて先に今

議長のスタンスでもう部長制が認めているような言い方をしていますが、非常にこの議会の独

自性がどうなっていくのかと思うのです。私たちはこれから物を言わなくていいのかというく

らい腹立たしいのです。もう少し議会の自立性というのが大事だと思います。 

そして、すぐ人の１名ふやすふやさないという話になっていますが、現状のままでいけば独

任制なのに、なぜあえて併任が必要なのかと思うのです。何が併任なのかと思うのです。そう

いう現状の組織を分析して、そして時間がないと言っていますから、この間きょうまではいろ

いろあったと思いますけど、そういう中で私は考えるべきだと思うのです。何かそういう議会

が組織をどう諮って、議会の権能を高めるにはどうしたらこの今機構改革している中で、議会

がどういうスタンスでどういうことをやらなくてはいけないかということを整理すべきだと思

うし、それにのっとってあとは今言ったように、部制しく何とかというのは条例が出てきます

ので、それぞれの考え方もあるのでそのとき議論されますけど、今ここのうちの組織だけの部

分だけで言っているのあれば、そういうことをきちんと町長に伝えるべきなのです。それを人

をふやしてくれればいいのではなくて、それで町長が理解して、こうだけどこうなのだという

ことを持ち帰って町長がこう言っていると、そうすれば理解してくれる、初めからもう向こう

のほうに認めたような言い方をする自体が議会としてどうなのでしょうか。本当に私はそうい

う部分からいけば、もうあとは言わないですが、もう少し議会が自分の考えをきちんと示して

いくべきだと思うのです。ですから私は今のままで特に弊害がないのであれば独任制となって

いるので現状のままでいいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、前田委員からもお話ありました。先ほど本会議の中での、これは

一緒に扱うことができないのですが、どうも出てきた課題をとにかく今やらなくてはならない、

出てきた課題を今すぐやる、こういうことがずっと繰り返されているように思えてならないの

です。というのは１年先、２年先の計画というか、こういう大ざっぱにでも、こういうものが

こう考えられるとか、こういうふうになるでしょうとか、こういう姿が見えない中でバイオマ

スの話ではないですけど、やはり単発的にいきなり出てきたり、それを処理するためにけんけ

んごうごうをやったり、いろいろその時々、今回のこの機構改革も突然出てきましたよね。部

制をしくのだと。職員が少なくなったということもあるのですけど。そういう中で、先ほど西

田委員もおっしゃっていましたけども議会事務局長が夜のそれこそ７時、８時に連絡がくるの

は当たり前です。役場から電話がくるのですから。議長わかっていますか。こういう状況の中

で大変な過密の状況になっているのです。資料づくりも、それは委員長が任されてやる部分も

あります。だけど、それが嘱託でできますか。そんな責任のある仕事ができますか。こういう

ことを私は言っているのです。部制をしいたときに部長が直接端末打って議会全体の把握しな



 7 

がら資料つくってくれますか。やはり部長は部長の仕事がいろいろできてくるはずです。そう

いう中で本当にこの議会事務局というのは、監査委員室は別としても、私はこれは本当に併任

して仕事にあたれるのかと。そういう思いでずっといるのです。そのような実情をもう少し議

長考えてください。現実は今こうなのです。まだ仕事をしているのかという状況です。自宅か

ら電話がくるのではないですから。もう少し真剣にそのあたりを、ただ人数合わせをすればい

いと、皆さん、新風さんも新政さんも言っていますけど、それは仕方ないことだと、仕方ない

ことだと我々もそう思っています。このままいくとは思っていません。何のために機構改革や

るのかわかりませんから。このまま現状維持でいくというのであれば。それは理解します。だ

けど議会として、こういうことを最低限きちんとしてと、この考えを議長にぜひ持って副議長

も一緒に考えてほしいのです。この今のおかれている状況は十分わかります。それを認識した

上で、議会としてのきちんとした意見を具申してほしいのです。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、何か申し上げておきたいことがあれば、どうぞ。はい、大渕

副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。要するにこういうことなのです。理論的にどういうふ

うに組み立てるかというところの組み立てがなっていないと私は思うのです。例えば議長が今

の状況のままで臨職を１人でいくとおっしゃっているのです。そうしたら何のために機構改革

をするのかとなりませんか。例えば、町長がそれでしたら何も機構改革する必要がない、今ま

でと同じでしょうとなると思います。だから私は前回いろんな話を少ししたのです。今のまち

のおかれている状況というのは皆さん知っているわけです。町民も議会も知っているわけです。

そういう中でやらなくてはだめなこともあるのもはっきりしています。そうしたら今機構改革

をするというなら何をどういうふうにするためにやっているのかということがきちんとならな

いと、これはいくら言っても議論してもしようがない、例えば１人正職のままで３人プラス、

向こうも１人でいくというなら何も分ける必要がないです。分けないほうがいいのではないで

すか。私は基本的には言っていますけど、合併する必要がないという考えですから。しかし、

今の状況で職員の皆さんのほかの部署が３人も４人も、極端なことを言えば２人、３人と減ら

されるわけです。そういう中で議会事務局と監査だけ何もしなくていいのかと、職員の皆さん

がですよ。大変なのですが。そういうことがとおらないのではないかと思うから言っているだ

けであって、基本的には私は前田さんの言っているような意見は、基本的には正しいと思って

いますから。しかし今の状況の中で我々が判断すべきものは何なのかということになったとき

に、きちんと理論的に町長を説得できるだけの中身のものがなかったら、それは交渉にはなら

ないでしょう。はっきり言って。正副議長行って何言うのですか。そうではないですか。私は

やはりそこら辺が、前回出た中にプラス、正副議長の考え方がきちんとないとだめなのです。

そこで打開していかないと、これは今のままでいったら結果的には町の言うとおりになります

よ。なるのがだめとかいいとかではなくて。そういう状況に今あるということは皆さんわかっ

ているのですから、そこで理論的にどういうふうな組み立てをするかということがないと、私

は乗り切っていけないのではないかと思います。だけど現実的にはほかの部署は２人も３人も
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減らされるのですから、そうしたら議会事務局だけ全部今までと同じように議会事務局と監査

だけ同じようにいくのかと議論にだってなるはずです。そう言われたら何と言いますか。それ

でも議会だけおいてくれと言いますか。それだけでしたら理論的にははなはだ弱いのではない

ですか。議会側の理論としては。私はそう思います。 

○委員長（山本浩平君）  はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） これは何かきょうここで決めなくてはならないことにはならないです

よね。ただ、私たちが申し上げていますが、そういうことの気持ちが町側にきちんとまとめて

伝えて、あとは精査をしていただけるかどうかです。何もここで決めなくてはならないことは

ないです。 

○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） 具体的に監査と議会が一緒になって、こうやって仕事をやるとい

うのは聞いていますか。正副議長は。こういうふうに仕事をやるというのは聞いていますか。 

○委員長（山本浩平君）  これはそもそも議運の中に議題としてあがってきたということは、

今後町はこういうことを考えているけども、非常にこれは議会事務局としては厳しいのではな

いかというようなことで上がってきたのかという気もするのです。だから先ほど前田委員がお

っしゃったような形で議会としての意見を、まずはぶつけてみるというのが一つなのかとも思

います。そう言ってしまったら、私が申し上げた新風の考え方と違うようなことになってしま

うのかもしれませんけれども。ただ単にこのままでいいのでしたら、本当にここの議題にはあ

がらないですよね。前回も今回も。少し、難しいところなのですが。はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今、大渕委員から出たように理論的にきちんと言っておかないと、

跳ね返されるということで、そういう話ですので、その辺は非常に理論的にどう掘り込むとい

いかということは、これからきちんと考えなくては、今ここで理論的には言えません。監査と、

今議会事務局が同じ議会事務局の中に入った中で、どういう形で具体的な仕事の形になるかと

いうことまでは確認していませんので、その辺は今のままであそこに監査室をそのままおいて、

例えば職員が議会事務局の職員と併任になって誰かが事務をするのか、その辺はどうなるかそ

こまで具体的にはまだ確認をしておりませんので、その辺も十分確認をした中で、やはり皆さ

ん心配されているようにほかのほうはどんどん減って議会だけが減らないということにはなら

ないので、もう少しきちんと理論づけをしていかないとやられっぱなしになるということは十

分肝に銘じて交渉していきたいというぐあいに思います。ここでこうなる、ああなるというこ

とは確約はできないものですから。今皆さんに聞いたことについては、十分お話したいという

ように思います。 

○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）  今、私も話しましたし大渕委員も話しましたけど、本来人数の

部分ではなく、今の体制の中で３人なら３人、４人で何人区ぐらいいてどれくらいの仕事の量

で、どれくらいということを、今議長が言った、きちんとそういうものを示して、そして町側

に要求しないと、ただその場で思いつきで返されたら同じ言葉で言ったらだめなのです。それ
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を、きちんと今言ったように、正副議長が事務局に意見を聞いて、今度は併任なるのですから。

議長が、数が上がってきて人が行ったり来たりして、どういうような体制に中でスムーズに仕

事をするかということをやらないと、それで議長、失礼ですけども部長制もこれから議論され

るのです。その部長制もどういうやり方かというのも我々わからない中で、町長が考えている

大きな組織を考えた中で、この枠の中でどうなるのかということをきちんと押さえなければ、

人数もふえるところもあれば減るところもあるだろうけども、では緩急つけて至急の仕事をや

るとき人数どうだったかということをある程度整理していかないと、その中で今おかれている

議会がこういうような議会事務局をつくりたいということを示して、そのためには５人はいる

とか３人でよかったとか、今の臨時を職員にしてくれれば何とか間に合うとか、その内容につ

いては私は前回いろんな議会の事務局の仕事を言っていますので言いませんけども、やはり議

長、そういうことを自ら組織を改革すれと言われているのですから、そういう思いをきちんと

文章化して、こういうふうな形の中で町長に言ってくれと、そういうことがないと何かなあな

あみたいな形で、これから先、及川委員も言いましたが、これから議事運営もだんだんそうな

っていく可能性があるのです。やはりけじめをつけるということが議会として大事なのです。 

○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） もっと言えば、私が思っているのは、そういう今言われている側

面と、例えば１人臨職であとの４人は正職にしてくれと言った場合、それも言い方がたくさん

あると思うのです。例えば、今課長職が１人と主幹職が２人です。ここの主幹職を新人にして

くれと。給料の差がでるでしょう。という言い方もあれば、いくらでもいろいろあるでしょう。

私はそういうことをきちんと町長に言って、町長を理論的にきちんとこちらのペースでやらな

いと、それより向こうが高かったらそれは負けるかもしれませんが、少なくてもそういうこと

をきちんといろんな部分で全部理論立てしていかないと、交渉にならないと思いますけど。ど

うしますかと聞きに行くのであれば行かないほうがいいのですから。はっきり言って。だから

正副議長のやる仕事というのはそういう仕事ですから、そこのところはやはり、少なくてもこ

こまでは譲れるけど、ここからは絶対譲れないと含めてないと、私はだめだと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君）  はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） ですから先ほど来から私が申し上げているように、委員長に申し上げ

ましたが、ここで決めてどうのこうのではないですが、だけど議会の姿勢を、私たちの絶対の

意見を議長にとらえていただいて、早くやりなさいみたいな意見もありますが、だけどそうい

う意見もやはり出ているのです。これは厳しいと、この議会事務局の体制、議会全体が厳しい

という思いがあるから、やはりその思いを受け止めていただいて、精査して正副議長にやって

いただくしかないです。大渕副委員長のお話もありますけども、そういう部分をきちんととら

えていただいて厳しく、先ほどの議長のお話だともうどうしようもないと、やってもらうしか

ないと、こういうお話でしたので、私は異議唱えたわけです。そうではないでしょうと、前回

やったお話を精査して、きちんとここで出た意見を、委員長おられなかったのですが、精査し

てきちんと具申したいと、議長のこの間のお話はこういうお話でしたから。それを今回の委員
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会で、職員の状況が今厳しいと、そういうことからするとこれは進めなければいけないみたい

な、そんな話でしたので、私は違うだろうというお話をしたのです。それさえきちんとやって

いれば何も、ここで何かを決めなくてはならないとかそういうことではないでしょう。 

○委員長（山本浩平君） 具体的に、例えば事務局のほうといろいろと、これからですね多分、

細かいことに関して、どうなるとかこうなるとかということに関しては。そういったことも必

要になってきますよね。はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今、27 日と、組織の案は人数の話までとか併任の発令ではない

でしょう。事務局と監査を別々なのだから組織が一緒になるわけではないでしょう。併任にな

るだけですから。だから、その部分の中身の今の問題は、トータルの部長をやって、課をおい

てどうのこうのというのは関係がないから、27 日まで間に合わなければ間に合わなくても、頭

数とか併任をどうするかという問題ではないですか。 

○委員長（山本浩平君）  局長どうですか。今の前田議員のお話は。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ただ、組織図は監査と議会と事務局がくっついています。それ

は併任前提でやっていますから。皆さんが言っているように監査と議会は独立しているのは当

然です。これは一緒にやるものではなく独立しています。ただ職員が身分を兼ねるというだけ

で、職員が使い分けるのです。ただ、今の組織図からいったら事務局がくっついていますから、

くっついていても別々ですから。体半分に割るわけでもないですし、その場所場所によって職

員が議会事務局の職員、監査の職員と使い分けるだけです。ただ組織図はくっついていますか

ら、その前提で動いているのは間違いないです。ですからその案件を説明されて、外に出てい

くときは多分併任と出ていくと思います。 

○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。そうすればなお、議長、副議長が町長のほうに

行って、今の、27 日に出ますので、もう大体決まっているのですから、一応組織の全体図を聞

いた中で、皆さんの意見を集約して、議長として、議会としてどういう組織であるべきかと、

そういうことをきちんと出しても間に合うのではないですか。早急に。27 日までに。そして、

あくまでも 27 日には全員協議会なのですから。そして 12 月に議案が出てくるのですから。そ

れまでここに議会は議会の部分を判断して、後の全体的な組織は各議員が、何回も言っている

ように質問したりいろいろ出てくると思います。それが本当に部長制がいいのかどうかという

議論がここに。そういう手続きを私はしてもらったほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、これからしかれるだろう、そういった職員の改革だとか、そう

いった部分の中で、例えば今までやってきた議会事務局の事務事業の中で、もしそういった併

任だとか、それから人員の削減だとかが伴って、どういういった課題があるかということをま

ず洗いださなければならないですよね。はっきり言ったら。そういったものを頭におきながら

町長と話をしなければ、町長がこういう形を思い描いているのだということに対して、議長、

副議長がこういう問題のときはどうするのだというものがないと話はできないでしょう。だか



 11 

ら私は、今までの事務事業、今後予想されるであろう事務事業について事務局と議長、副議長

の中で徹底して洗い出しが必要だと思うのです。その中で町長との話というのがないと、結局

もしかしたら町長が簡単に考えているかもしれませんし、そういった中で話をしなければ、今

皆さんいろいろな話も出ていますが、ここだけでできる話ではないですよね。思いは皆さんの

それぞれの思いとして、議長、副議長はとらえていると思いますから、今後進むであろう議会

改革のもとにどういった事務事業が予想されるか、こういった場合はどうするのかということ

を洗い出した中で町長と話をすることが大事だと思います。そうしていかないと多分、これか

らどうしたらいいのだという議会の姿勢も示されないですし、私はそういうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  皆さんおおむね今、氏家委員がおっしゃったような意見に近かった

ような気がします。スケジュール的に、そういったことで対応が可能でしょうか。当然これは

事務局の力も借りないと無理ですよね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分、きょう町長と接触しなければ無理だと思います。あした

から 20 日まで議長がいませんので。町長が 19 日から 21 日までいないです。25 日まで接触で

きないです。そこまでは流動してこのままにはいかないと思います。27 日に出すとすれば。か

たまっていなければ出せないです。ここまでになるとは思っていないですし。 

○委員長（山本浩平君）  ということでございます。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ただ、前田議員の言われる意味が少しわからなかった

のですが、今までの例からいくと全員協議会が開かれて、今度は権限があるので正式な会議に

なりますが、全員協議会が開かれてそこで出されたら、私はそれを変えるというのはほとんど

不可能に近いような気がします。だから 27 日にもし全員協議会をやるとしたら、そこまでこち

らの考え方を押し込まないと、先ほどいったように私は少し理解できなかったのですが、もち

ろん議決は 12 月会議だとわかりますが、そこで否決するということにはならないでしょう。な

る可能性はゼロではないですが、なりづらいでしょう。そしたらこちらの思いがあるのであれ

ば、私は 27 日まで押し込まないと、全員協議会開かれたら、はっきり言えば終わりだと気が私

はしているのです。それから全員協議会があるということは、そこのときに組織図が出るわけ

でしょう。それは今度は公の会議ですから、マスコミから全部流れます。こういうふうに白老

町は機構改革があると全部流れます。そうしたら、いくら併任だとかいっても、白老町は議会

事務局と監査委員室が一緒になったと、こういう認識に絶対になります。私は間違いなくなる

と思うのです。だから私は 27 日までにきちんとしておかないと、例えば本当に４人のうち３人

が職員、監査の職員でしたら何も分ける必要がないと、私は今までそう言っていなかったので

す。だけど、そういうことで押し込んでいくのなら分ける必要がないのです。どうして分ける

のと向こうに聞かれたら、何と言いますか。それで一致しても意味がないのにどうして議会事

務局と監査員が一致させるのですかとならないですか。なりますよね。そうしたらどうなるか

というと理論的にこちらが認めるということになります。臨職を１人以上減らすなと言ったら

そうなります、理論的に言ったら。私が言っているのは、そういうことをきちんとして 27 日ま

でに押し込まないと私は無理だと思います。 
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○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） 私は先ほど言い方が足りなかったのですが、あくまでも 27 日ま

で議運があるので先ほど言ったようにそこまでに整理をしなくてはいけませんが、その後本会

議に出たときは議員が個々に審議するという意味ですから。それがいいかどうかということは。

ただ、やはり今言ったように 27 日までに町が出すというのであれば、もうほとんど公になって

しまいますから、それまでには今のを議長が町長に言うのを別にしても、やはり緊急に整理を

して 27 日までには町の考えが出るようにしておかなくてはだめだと思います。 

○委員長（山本浩平君）  きょう、これからアポとってもらえますか。もうないのですよね、

スケジュール的に。予定入っている可能性もありますよね、町長も。はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君）  皆さんの意見で大分頭がパニックになってきましたが、今大渕副委

員長が言われた、要するに監査と事務局が、今くっつくような形になりましたよね。別々な独

立したものですが。それについてもきちんと、例えば理論武装して元に戻せとか、やるべきで

はないとかあるとかということを申し入れろという意味ですか。 

○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） 私が言っているのは、議長が正職員を減らさないと。今の町の案

というのは、今トータル５人の内４人が正職員でしょう。その４人を減らさないという意見で

いくのであれば、何も分ける必要がないでしょうということを言っているのです。何も分けな

くて正職員が４人いて臨職が１人だと今までと同じですから。何も分ける必要がないでしょう。

だけど、向こうが言ってくるのはくっつけれと言ってきているのですから。そうなると、今議

長が言った理論は、減らすなといったら通じますかということを言っているのです。そのよう

なことを言っているのなら減らさないならとなったときに、では議会側が何と答えますかとい

うことです。何もそのままでいいです。人も減らさない今と同じだったら、今の機能が一番い

いと皆さんが言っているのですから、独任制でいけばいいです。というふうになるでしょう。

だから私は理論的にきちんと整理してあたらないと、そのようなことを言っても町長は、その

ようなことを言うなら今までと同じだということになりませんか。そうしたら何と言いますか

というふうになるでしょう。だけど議会側が一緒になることを認めますと言うのですか。変な

話でしょう。論理的には。だからそういうことになってしまうということを言っているのです。 

○委員長（山本浩平君）  はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 議長が冒頭に人数は減らさないで監査委員１、議会事務局４と。これ

を減らさないで何とかいきたいみたいな話をするので、何かおかしくなって。そういう考えな

らいいのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君）  そのときに、それは正職員ではなかったら最初からそのような弱腰

でどうするのですかと言われたもので、それは最初から大渕副委員長が言われたようなそうい

う矛盾が、いろいろな思いがあっても、やはり議会としてくっつけてもいいよ、人を減らして

もいいよと言ったら何も交渉にも何もならないですから、皆さんこれでいいと思っていないわ
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けですから。だから私はお話するときはやはり最初は何と言われようとも、くっつけるのであ

ればそのまま正規の形で、今正職であれば正職をそのままつけてほしいと。だけどこれは相手

のいることですから。町長に言われたら、そのようなことをするなら、今大渕副委員長が言わ

れたようなことを言われたら、それもそうだと。そうしたらここまで譲らなければだめかと話

には具体的になっていくのでしょうけど。だから最終的には、最初はそういう交渉はしますと、

話はしますと。だけど最終的にはそこまでなるかならないかというのはわからないというよう

なニュアンスで私は話をしたのです。それに皆さんからの意見で、要するにそれでは弱いから、

もう少しきちんとこちらで書類を持ってシミュレーションをして、何とかこちらの思いどおり

になるようにと言われましたので、そういうことが皆さんの私に対して言っている主旨ですか

ら、そこは十分わきまえて町長にお話するという、そういう思いです。 

○委員長（山本浩平君） ここで決定ができるような話ではございませんので、今の出てきま

した議論を踏まえて、町長とお話をするという以外にないですね。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでその結果また、お話していただくような時間もないですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ないと思います。27 日全員協議会やるのですから。ただ町側は

12 月会議に出すと言っていますので、出すということは 12 日に議案配布です。ですから最低

は、一週間ずらすということは可能だと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君）  はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） この全員協議会の話なのですけども、町側としては定例会 12 月会議に

出したいという思いでしょうけども、今通年やっているということをもう少し皆さん理解して

いただきたいのです。これは通常の今までの 12 月会議の３日、４日の、この会議の中を町側も

議会側もそういう想定しながら進めているのかと。これが一つと。そのなぜ例えば、１月では

だめだとか 12 月末ではだめとかという話で進めているのですか。 

○委員長（山本浩平君）  はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町側には言っています。通年だから１月の 10 日前後に必ず招集

になりますから、そこでかける機会もありますし、ただ町側が言っているのは組織機構で人事

が絡む話なのです。人を動かす話なのです。だからやはり日程がある程度必要になってくるの

です。新たな組織であれば特に。４月１日の発令であれば、それからさかのぼって３月議会が

ありますから、多分２月、１月と入って、その辺からもうこま振りするのです。ですからその

時間が必要だと。ですから 12 月にかけるというのはそういうことだと。 

ただもう一つは、組合対応というのもあるのです。議会対応もそうですけど。組合にかけて

組合側に理解もらって合意をもらわなければ、町長の権限だから、さあいくよとはならないで

すから。その部分の兼ね合いも見て、多分いるのだろうと思っています。私から言っているの

は１月でも間に合う、その 10 日前後でやるのであれば、まだそこでも間に合うのではないのと

いう話はしていますけど。ただ 27 日で設定したら、議長も不在ですし町長も不在ですから、週

明けにして 25 日にやったら、もう固めてなくては無理です。 
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○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）  これはやはり、今日程のことを言っていますけど、正副議長か

らでもぎりぎりの日程まで交渉してもらったほうがいいと思います。先のバイオマスみたく委

員会にかけたいと言ったら、逆に町長が時間がないと言われたと開き直られるのです。やはり

議会が主体性を持ってある程度やっていかないと。これは大きな問題なのです。部長制が。本

当に一人一人議員さんが考えないと。だからそういう部分を含めても、これからの議会のあり

方が本当に左右されるわけです。事務局のあり方によって。ですからその辺をやはりもう少し

政治的に話をしてもらって、一週間でも延ばしてもらう形で、そして議会にもこういう形で申

し上げようというような、そういうのが必要ではないですか。日程詰まっているから、それに

合わせるばかりではなくて、私はみたら過去もそういうような日程を組んできていますが、ケ

ース・バイ・ケースで必要なものは議長が町長のところへ行って、こうだから一つどうだとい

うぐらいの形でやっていかないと、何か議会も押し切られているような感じがします。 

○委員長（山本浩平君）  私も単なる雪崩が打つような形の中で、だらだらぱっと時間のない

中で決まっていくというのが非常に危険性もありますし、きょう議運のメンバーの皆様方集ま

ってのご意見を伺っても、なかなか一つの意見に集約するというのは難しいと思っていますの

で、これはやはり時間をかけられる余裕が少しでもあるのであれば、先ほど局長は１月 10 日前

後でも大丈夫ではないですかというようなお話をされたということでございますので、ここは

１度あたっていただいて、再度その経過を議運に報告していただく、その後に全員協議会を開

いていただくと、こういったことでまとめていきたいと思うのですが、可能ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それは議長から首長のほうに 12 月会議ではなくて１月 10 日で

は間に合わないかと打診しなければ、時間的余裕が多分とれないと思います。ここは 12 月に出

そうという形で今、組合も交渉に動いていますから。ただ組合交渉が難航すれば、当然 12 月会

議には出てこないですけど。まだまとまっていないです。ただもうある程度組合では、職員の

場合は実態が実態ですから、やむを得ないのではないかというところのほうに向かっていると

いう話は聞いていますけど。 

○委員長（山本浩平君）  議長どうですか。今、私からの提案なのですけど。 

○議長（堀部登志雄君） この間、27 日にやるということでしたけど、それを全員協議会で皆

に説明をするのを遅くするということなのですね。その前に今の、特に全体の機構改革ではな

くて、今の部分の監査室が議会事務局と一緒になるということについての議論がつくす時間を

いただきたいいうことですね。皆さん、まだ交渉してその経過、何回かやり取りした形の中で

皆さんも必要だというのであればそれは延ばしても構わないと思います。 

○委員長（山本浩平君） そうしないと、直接それぞれの議員がかかわってくることですよね。

最終的にはですね。日常の業務というか、中で。ですからより、後からいろいろな不満が出て

くるよりはもう少しいろいろな情報をいただいた中で、それぞれ議員にも教えていただきたい

のです。こうやって議会運営委員会の中にもかけているわけですから。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） この件について、局長にぜひお願いをしておきたいのは、議長に私た
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ち今町側に対して、こういう絶対これはだめだとかいいとかの話ではなくて、具申していただ

こうと、すべきだというお話をしましたけど、いろんな今議長から含めて、いろいろな話があ

りましたので、そういったことをぜひ局長のほうとして今のボリュームも含めて正副議長とい

ろいろ打ち合わせをしていただいて、そしてこういう状況だということを議会の状況だという

ことをぜひまとめていただいて具申していただくと、こういう作業をぜひしていただきたいと。

ということは、これは議会事務局の協力がなければ多分難しいでしょうから、議長お一人で頭

で考えてどうのこうのやるのは大変でしょうから。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ただ、事務局の考え方は前回ご説明したとおりです。私は職員

ですから、やはり全体の部分を見なくてはならないですし、ですから議会事務局は覚悟を決め

ているのです。覚悟を決めているというか、それは多分そうせざるを得ないだろうと。全体的

に見たら。だから監査室の事務局体制だとか、職員が減るというのはもう覚悟はしているので

す。ですからその反対に特定嘱託。なぜ特定嘱託かというと、行政経験が長いですから、テー

プの校正するにしても文章用語をほとんど知っていますので、逆にいえば戦力になるだろうと

いう考え方から特定嘱託なのです。課長職を辞めた人がきてもらうというのは大変ですけど。

そういうものも含めて。多分前田さんが言ってらっしゃったのは、あっていると思います。多

分今の体制でできたとしても、次の体制でできるかどうかというのは私もわかりません。です

から職員としてはそういう提示もしていますし、当然機構改革の中で議会としての意見を出さ

なくてはならないですから、そういう形では出しているということも事実です。ですから後は、

多分議長が議運にかけられたのは議長の権限ですから、事務局を統括するというのは議長の権

限ですから、皆さんの意見を聞いて議長の立場で町長に申し出ると。そのためにかけたのだと

思いますから。あとは多分結論出すとか出さないとかの問題ではないかという気がします。あ

とは町はやると言ったら多分やるのです。ただあと、その部分でいけば職員の問題で、職員が

どれだけ気持ち的に切り替えるか。体制としては現行の数が維持できれば、今の状態とそんな

にかわらなくなりますから。そんなに議会にも監査にもご迷惑をかけることは少ないだろうと

思っています。ただ、今までのように特定の職員だけが併任されるというと、その人に負担が

かかる。ですからぜひ事務局体制で職員全員を兼務体制にするということはそういうことなの

です。その部分だけ事務局としては持っているということを理解し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） 今いろいろ意見が出ましたけど、それをぜひ議長にきちんとまとめて

いただいて、町長に会っていろいろな反対意見も出ているけどこれは仕方ないと、こういう話

では進まれてはどうにもならないと、そういう強い思いがありますもので、ぜひ危機感を持っ

て、今後こういう体制をとることによって、議会事務局という体制ががたがたになっていかな

いような、私たちも当然きちんと対応をしていかなくてはならないでしょうし、町側としても

ぜひそのあたりを協力してもらうということをしっかりと築き上げなくてはいけないわけです

から、そのことをぜひ議長にお願いしたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  スケジュールも含めて、相手もあることですから、ちょっとアポを



 16 

取っていただきたいというふうに思います。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ５時０３分 

                                         

再開 午後 ５時０４分 

○委員長（山本浩平君）  会議を再開いたします。 

 それでは２番目、議長の諮問について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  前回の議運のときに、議長から一般質問と審査中の関係がござ

いまして、それを整理していただけないかという話がありました。というのはルールとしては

申し合わせとしては、脈々と生きているのです。委員会の報告が終わらないと一般質問はしな

いという原則は。それを文言にしただけです。 

それともう一つ追加したのは、町側との約束で答弁の調整という形があって、すり合わせで

はないですが、主旨説明。ちょっとつらいところですけど。ただこれに入りますので、あたか

もそれをとると、すり合わせすれと書いているみたいに取られるかもしれませんが。それも含

めて議論していただきたいと思います。主旨はそういうことになっております。 

○委員長（山本浩平君）  ただいま局長の説明があった部分は、会派に持ち帰りにいたします

ので議論をつくしてきていただきたいと思います。３番目、その他について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一点よろしいでしょうか。きょうの質問の中でも、町側のあれ

でもたくさんあったのですけど、事前説明という部分が非常にたくさんありました。今回の場

合は本当に玉井委員長とも話したのですけど、定例会の期間がない中で開いてくれという話で

したから、事前調整にあたるのではないのということで、そういう形をさせていただきました。

それで説明することは図面を開いていって本会議の中で説明したような感じだったのです。で

は本会議でいいのではないのということにしたのです。でもただ町側が非常に不満みたいで。

だからその事前協議の部分を議論していただきたいと。というのは、議会運営基準の中に 33、

34 ページということでルールを決めているのです、現状として。全員協議会は従来は事前協議

になるものはしないという考え方なのです。委員会協議会も原則事前協議になるものはしない

という部分が決めてございます。というのは、本会議が形骸化されて違う中で議論がされてい

くという部分なのです。ただ今回は、全員協議会が正式な会議になって議案の審査のために必

要な場、それと議会運営のために必要な場が公式な会議に、全員協議会なったのです。ですか

ら議案の一括説明というのはそこの場で今度は可能なのです。どこまでやるかというのはあり

ますよ。それはそこで審議が終わってしまえば意味がないですけど。だからそういう部分も含

めて、どうあるべきかというものをちょっと議論したほうがいいのかと。今、私のほうと総務

課長と話をしているのは３月、９月、６月、12 月の議会は議案がたくさんありますよね。従前

ですと議会運営委員会で議案が説明されて、そのまま議会運営で審議しているのですが、その

前段でそういう部分の議案説明、議運も３日前というのは以後わからないですよ。これは４日

前にすれとなるかもしれませんけど。そこに全員来てもらって、そういう場を設けてはどうか
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と、今総務課長と調整しているのです。要するに議運をやめて全員協議会で議案説明して終わ

ってから議会運営の議運をやると。それであれば全員にきちんと伝わりますし、正式な全員協

議会の役割というのを果たすのです。本会議では当然議案説明をしているのですから、説明は

行わない。提案説明だけやってすぐ審議に入るというような、要は本会議の効率化という部分

を含めてやったらどうなのだろうという話は少し今しています。ただそれは何日前とわかって

いますから、当然全員協議会の周知もしていかなくてはならない。今は議会広報できちんと周

知していますので、あと広報にも載せていますから、それは周知の方法は全然問題ないかと思

います。ただ多分そこではいいとか悪いとかはできないと思います。質疑もできないと思いま

す。本当に疑義、説明。中には後期高齢者制度が始まるときに条例案が出るのですが、その制

度が説明しておかないと条例だけ出してもだめだということで全員協議会で過去にもやってい

るのです。その必要なものがあれば。ですからそういうものも含めて、そこの会議に集合して

しまうかという方法が。過去にも現実にやっているのです。説明時間が長くて本会議でそんな

説明していると時間だけがたってしまって審議ができないものは、別途協議会のほうで今まで

もやっていますから、その辺も含めて、それぞれでちょっと、今すぐとなるかどうか。来年の

１月以降から進めるのかどうかも含めて議論していただければという気がいたしていました。

総務課長とはそんな話をしております。それであれば議案書をもらって理解ができないという

のは少なくなっていくのだろうという気がします。特にきょうの議論を聞いていましたら、そ

う思いました。その辺を皆さんに。 

○委員長（山本浩平君）  事前協議にあたるかどうかというような問題もあると思うのですけ

ども、では今までの委員会協議会で、これは事前協議にあたるかあたらないかとぎりぎりのよ

うなこともあったような気もしないでもないと思います。過去に。その辺も含めて各会派で協

議をしていただきたいのですが、会派で協議をしていただく前に何か質問があれば質問をして

いただいて、そして各会派会議を開いていただきたいと思います。今の局長の説明において何

かお尋ねしたいことがあればどうぞ。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今回、非常に残念だったのは、事前に、例えば産業厚生常任委員会の

中でそういう説明がされるべきだったという思いがあるのです。そして本会議で議案としてほ

かにも出てくると。そういうことで事前にそういう状況が流れとしてわかっていれば、特に問

題はなかったはずなのにと思います。ただこういう事例というのは、今委員長がおっしゃった

ように昔もたくさんあったはずなのです。そんなに極端に、ではどうして説明を今まで受けて

いないのだという話は、なかなか余りそういうのがなかったはずなのです。それがこの近年、

特にそういうのが強く感じるものですから、最後に私も本会議の中で町長に対してちょっと厳

しい言い方だったのですけども、させていただいたのですけども。今までこのような事例が余

りないはずなのに、大事な重要なものが何かぽつんといきなり単発的にこうぽんと何カ月かた

ったときに出てくると。もう少し重要な部分なものですから、やはり大事な場面場面できちん

と早期に委員会に諮って、どうのこうのするとか議論するとかという場がやはり必要ではない

かと、こういう思いが、こんなトラブルが今までないのです。状況を見ていて。最近それが特
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に感じられるものですから。これは会派で話し合えばいいのでしょう。 

○委員長（山本浩平君）  局長、今のでございますか。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに期間がないものを本会議が決まっているのに、もうそれ

を議論すると決まっているのに、全員協議会をやるからだめなのです。だから本会議が決まっ

ていない、もっともっと前にやって、そして本会議をやれば何も問題がないのです。だから今

までやっているわけです。ただ今回の場合は本会議が決まった後に、ことが起こったかどうか

は私は調べていないのでわからないけど、そういうふうになって本会議が決まった後に委員会

をやるとだめです。それはやはり事前協議になります。そういうことを事前協議と言うのです

から。だから決まる前にやるのは構わないのではないですか。経過説明ということでやるので

あれば。その結果が議案として出てきて初めてわかるということなのですから。だからそうい

うことを局長は言っているのでしょう。だからそこのところの区別だけきちんとつけば、それ

で私はいいと。今までのやり方が間違っているわけではないと私は思います。議案が出てから、

本会議やるとわかってから協議会をやったらそれは明らかに事前審査です。私は今までやって

いたことが間違っているとは思っていないですし、いいのではと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君）  はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今回は本当に正直に言って 11 月入ってからの話なのです。玉井

委員長が言っていましたけど。議運がもう間近に開かれて、議案が当然説明を受けるわけです

から。私も本当は 10 月の頭と言われるなら何も要請受けて構わないと思いますけど。ただ私が

後段で言ったのは、それではなくて提出議案のための、そういうようなものをルール化してつ

くってはどうかという提案だったのです。事前協議とか、そういうのではないですよ。当然議

案が出てきますから、ここだけで受けるのですけど。当然、全員協議会というルールができた

のだから、きちんとやって議案説明で。ほかはやっているのです。議案説明会をやっているの

です。だからそれの議案にきちんと理解もできるし、例えば制度的なものを説明しなくてはだ

めなものを、そこでしてもらうと。説明時間が長くかかるものはそこでしてもらう。ただし本

会議では説明はしませんよと、提案説明だけですよと、要するに条文を読むだけですと。なに

のこのあのという説明はしませんということなのです。補正予算も款・項まで読み上げるとか。

いちいちの細かい個別の説明は先にやってもらうと。ただ前田委員もおっしゃっているように、

考える時間、調べる時間がそれだけできるわけですから、当日の説明ではなくて。私はそれは

やったほうがいいかと思っているのです。町側と。ただ傍聴者もその日来てもらわないとだめ

なのです。全員協議会に。これは議案の説明ですよということを。市は本会議の中で一番最初

に一括上程ですから。議案の全部主旨説明をするのです。それから委員会付託してです。だか

ら本会議でやりませんから、委員会付託するから何日かおいて委員会が開かれますけど。市は

そういうやり方なのです。だからその辺で言えば市に近いようなものを全員協議会という名の

もとでやるということなのです。ちょっとその辺もご議論いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  では各会派で、議案説明会的な、全員協議会を開催するかどうかに

ついて今、総務課長のほうとも打ち合わせをされているということでございますので、各会派
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でもんでいただきたいと思います。ほか。はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 前回、報酬の件で会派に持ち帰って、もう一度再度検討して来いと言

われたのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  では、次回やりたいと思いますので、再度またその件についても打

ち合わせをしていただければ大変ありがたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  以上もちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れ

さまでした。 

（午後 ５時１７分）  


