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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２月８日（金曜日） 

開  会     午前  １０時００分 

閉  会     午後   ０時２３分 

             

○議事日程 

 調査事項   １．第３次議会改革について 

        ２．第４回定例会の休会中の開議（通年議会試行） 

        ３．全員協議会の開催について 

        ４．その他の協議・報告事項について 

                       

○出席委員（１１人） 

委 員 長    山 本 浩 平 君     副委員長    大 渕 紀 夫 君 

委  員    西 田 祐 子 君             及 川   保 君 

近 藤   守 君             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             前 田 博 之 君 

         熊 谷 雅 史 君 

            

○欠席委員（０名） 

                                          

○職務のため出席した者の職氏名 

事務局長                 上坊寺 博 之 君 

書  記                 久 末 雅 通 君 
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    ○開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、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。 

                                           

○委員長（山本浩平君） 本日の調査事項でございますが、ボリュームが結構、レジメのとおりご

ざいます。それで、時間配分の方なのですけれども、皆様方に会派の会議を開いていただきました、

この第３次議会改革につきましては、おおむね 10 時から 11 時、約１時間ぐらいでとりあえず今日

の協議は終了したいと思います。そして、２番目以降の調査事項に関しまして、また１時間と。極

力、午前中、12 時までには終了したいと考えておりますので、ご協力のほど、よろしくお願い申し

上げたいと思います。 

 それでは、早速、調査事項の１番目、第３次議会改革についてでございます。局長から特にない

ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回の議運で持ち帰っていただきまして、会派で議論していただく

ということになってございました。先日、３日ぐらい前ですけど、集計表に落としたものが見やす

いだろうということで、会派の方にファクスさせてもらっていまして、まだ若干出てきていないと

ころがありますが、出てきた分を表のとおり落とさせていただきました。併せて、通年議会が今、

試行になってございますが、本格実施についての議論をお願いするということで通知させていただ

いていますので、その面を含めて議論していただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 それでは、この改革項目（案）として、皆様方のところに表になっていると思うのですけども、

この左側の順番のとおり、各会派から発表と申しますか、どのような話し合いをされたのかについ

てお話をいただきたいと思います。 

それでは、まず、日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕でございます。記載しているとおりで説明する必要もないと思う

のですけれども、開かれた議会、この改革項目にきちんと合っているかどうかというのは、ちょっ

と私の勝手な判断でございますので、そこはちょっと間違いがあるかもしれません。開かれた議会

の部分では、夜間議会の開催というのは、町の職員の皆さんが出席する部分が少ない会議から、ほ

とんど、今も、今日もそうですけれども、午前中ぐらいで会議を上げようというようなことでござ

いますので、できれば２時間から２時間半ぐらいの会議についてはですね、町民の皆さんに聞いて

いただくということを主体かどうかは別にして、夕方から２時間程度、６時からなら６時から２時

間程度、会議を開いてはどうかということでございます。決議に対する賛否の公表・議員の出席状

況の公表、これはこのとおりでございます。 

 それから、次の部分ですけれども、これは決まっていることです。それから、広報広聴常任委員

会とだぶる部分もございます。ただ、移動常任委員会も非常に評価はされているのですけれども、

議会・常任委員会が自ら、そのことをやろうとする意欲が現在は少ないのではないかというふうに



 - 3 - 

考えています。それで、別に年２回がいいのか、３回がいいのか、１回がいいのか、わかりません。

しかし、最低年２回ぐらいの移動常任委員会を常任委員長の皆様含めて、きちんと考えるというこ

とをしなければいけないのではないかと。それから、広報広聴常任委員会、これは分科会の年４回

ということは、これから通年議会になるとどうなるかわかりませんけれども、今までの定例会ごと

に各団体との懇談をきちんと制度化すると。そうでないとね、また、しなくなると。これがまた減

っていってしまうというのは、私はまずいのではないかと。４回がいいか、３回がいいか、２回が

いいかというのは別でございます。しかし、そういうことを一定限度意識できるルール化を議会と

しては必要がないかということです。 

 それから、政策能力の向上につきましては、一番目は、これはこのままです。２番目、本会議終

了後、議会運営委員会の検討会議を開くということなのですけど、これは、一般質問・代表質問も

含めて、個々の中身の問題ではなくて、議会の議員の質問の仕方としてどうなのかという辺りまで

踏み込んだ議会運営委員会での検討ができないかと。これは、福島町でやっていることなのですけ

れども、ぜひ、こういうことをやってはどうかと。それから、自由討議・討論の積極的実施なので

すけど、これは、もう書いているとおりで、自治基本条例の中で提起をしている部分でございます。

これは、積極的にやる必要があるから、この方法を含めてですね、議論が議会の中で議員同士の議

論が積極的に行なえるという状況をつくってはいかがかということです。 

 情報公開の部分に当てはまるかどうかわからないですけれども、これは、自治基本条例に基づく、

議会の条例・規則・要綱・基準、全てを体系化すると。自治基本条例に基づいて体系化するという

ことであります。 

 その他、政治倫理条例の見直し。これは当然、必要だと思っております。それから、議長交際費

の要綱策定。議長交際費は必ず、たぶん公表しなければならなくなると思います。ですから、この

交際費の使用要綱をきちんとつくるべきということであります。それから、３番目の議会の評価、

議員の自己評価の導入なのですけれども、要するに、町は行政評価と外部評価をやっております。

これは他の機関でもやっているわけですね、行政側は。議会側が４年に１回の町民の皆さんの審判

だけでいいのかどうかということになりますので、これも福島町あたりでは取り入れているのです

けれども、この議会の評価、議員の自己評価を取り入れて、町民の皆さんに公表していくというこ

とが必要ではないかと。それを議会のホームページ何かに載せられればですね、議会自らの自助浄

化作用としては、働く機能ができるのではないかということでの問題提起でございます。以上、あ

くまでも問題提起ということでの提起でございます。以上。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございました。 

続きまして、新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） 今度、会派の代表になりました、近藤です。よろしくお願いします。 

 新政クラブなのですけども、特別なあれはないのですけども、会議を開きまして、次のように決

めております。 

町民に開かれた議会ということでございますが、これはホームページの全面改訂を行ないたいな

と。これは皆さんと協議して、この辺のことはやっていきたいなと思っております。 
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 また、町民に親しまれる議会でございますが、各種団体との懇談、これは積極的に出て行ってい

いのではないかということでございます。また、広報広聴小委員会での調査研究ということでござ

いますので、この辺も皆さんと一緒にやっていきたいと思います。 

 それから、議員の政策能力の向上でございますが、政策研究会の設置による議員個々の研鑽とい

うことでございまして、このことにつきましては、あくまでも公的な立場で政策研究ということで、

これは、まちづくりに関係あるもの全て、そのような形でやっていければいいなと思っております。 

 それから、議会の情報公開でございますが、私どもに議長がおりますので、議長の方からも特に

お話があったわけですけども、今の法に改正してですね、できるだけ負担をかけない、自分が出し

て行きたいなということを申しておりますので、支出の規則を制定していきたいということでござ

います。 

 それから、５番、その他でございますが、倫理条例の見直し。倫理条例が現在にそぐわないよう

な文面でございますので、この辺は全面的に改正していいのではないかということでございます。

それから、１次・２次改革の試行事項を今現在進めておりますけども、これも早めに条例化、規則

化を進めていきたいということでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

続きまして、公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。こっちには載っていませんけども、まず、町民に開か

れた議会ということで、今回、夜間議会なんかも実施していますけども、やはり、こういった議会

を実施しているということを町民の方々に目に触れていただく場所が必要ではないかなと思う観点

から、やはり公共施設、こちらの事務局案にも書いていますけども、公共施設だとか、コンビニ等

における議会日程の掲示なんかは必要になってくるのではないのかなと。それは、手法としてはた

ぶんいろいろなことがあると思いますけども、広報の方で担当していただく形にしていただくか、

また、その担当する地域の議員の方々にそういった掲示のお願いをしていただくか、そういった形

の中で何とかそういう方向に進めていくべきではないのかなと思っております。 

 また、町民に親しまれる議会づくりに関しては、広報広聴常任委員会が、今、出来上がったばか

りですけども、こういった形の中で積極的な活動をすることによって、各分科会がより多くのそう

いった町民の方々との懇談会を開いていける形になりますので、広報広聴常任委員会の積極的な活

動が必要になってくる、そう思っております。 

 それから、議員の政策能力の向上についてですけども、これは、毎回言われていることなのかも

しれませんが、一般質問・代表質問の終了後、その一般質問・代表質問の内容と言いますかね、質

疑の仕方、また、質疑のあり方がそれでよかったのかどうかということを、やはり全体の議員の中

で討議、また、研鑽する必要があるのではないのかなと。そういうことで個々の意識の向上にも繋

がるでしょうし、議員の資質の向上にもまた繋がるのではないのかなと私は思っていますので、そ

ういった形の中で質問終了後の質疑・研鑽が必要だろうというふうに思っております。 

 それから、議会の情報公開については、ここの中にも皆さん出ていますけども、議長の交際費の

公開。そういったことをやはり基準化するべきではないのかなと。また、そういったことで町民に
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開かれた議会にも繋がっていくのではないのかなと思いますので、議長交際費の公開については、

ぜひ、基準化をしていくべきではないのかなと思っております。 

 それから、その他でやはり倫理条例の問題が今回、大きな問題になって出てきておりますので、

この倫理条例の見直しはぜひとも早いうちに、ある一定の基準を設けてですね、しっかり議会とし

て取り組んでいけるような形にしていかなければいけないと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

続きまして、清風クラブさん、お願いします。 

○委員（及川保君） 清風クラブです。５つあるこの案に全てこのとおりに入っているかと言った

ら、ちょっと私も実は疑問に思うのですけども、会派の中で検討した事項を説明いたします。 

 まず、１案についてですけども、予算・決算について、この委員会の開催日がだいたい３日程度

ということで、だいたい、その状況で来ているのですね、今まで見ていると。それを弾力化、もう

少しね。それに固執するのではなくて、例えば、４日取らなければいけない部分も出てくるだろう、

５日取らなければならないことも、というような部分もやはり必要なのかなと。その範疇の中だけ

で討議するのではなくて、もう少し余裕を持って、議論をやっぱりきちんとすべきかなという意見

が出されました。それともう一つは、この委員会における、本会議に準じたという規定はあるので

すけどもね、これは本当にそのとおりでいいのかなという、もう少し活発な議論が必要ではないの

かなと。そうであるならば、回数なんかも本会議に準じているのではなくて、もう少し深まった議

論ができればいいなという思いでこの２番に載せております。それと、議会運営委員会での委員外

議員。これもうちの規定にはあるのですけどね、これが本当に、会派制度を当然とっていますから、

これはそれでいいのだと思うのですけどもね、なかなか、そういう発言の場が、無会派という委員

外議員の方々のね、議員ももう16 名とかなり小規模になっておりますので、その辺のことも踏まえ

た中で発言制約の見直しをしたらどうかなという意見もありました。 

 それから、この案３なのですけども、代表質問の一問一答方式は本当に今の状況でいくと、試行

期間でずっと来ているのですけどもね、かなりの期限経っているのですけども、どうなのかなと。

もうそろそろ本格実施した方がいいのかなと。ここに載せませんでしたけども、この代表質問その

ものがね、本当に、会派性をとっている以上はやるべきなのでしょうけどもね、こういう縮小され

た中での議会の今の状況からするとどうなのかなと。そういうことも検討してはどうかという会派

の中での意見でした。それから、２番目の答弁書の数日前配布なのですけども、これは、質問の直

前に配布されるわけですよね。そうすると、事前にいろいろと質問内容は当然、町側に通告してい

るわけですから、それでその後に協議をして、どういう内容の質問になるかという協議をするわけ

ですね。それが答弁書となると、逆に直前に示されると。これは、非常に議会にとってもちょっと

どうなのだと。そういう協議をしないでね、答弁書なしでも逆にいいのかなと思うのだけども、現

実こういうルールにのっとってやっているわけですから、そうであるならば、もう少し早めに示し

てはどうかと、示すようなことはできないのかということでございます。 

 それから、案の４ですけども、会議録なのですけども、かなり以前よりまた、さらに遅くなって

いるのではないかという、実は意見が出されているのですよ。かなり前にこのことについては、で
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きるだけ早くということでやってきたのでしょうけども、さらに最近遅れているのではないかとい

う意見が実はありました。それでもう少し、せめて２ヶ月くらいの範疇の中で作成できないのかと

いうことでございます。 

 それから、案５については、これは先ほど来、申し上げているように、これだけの議会の16 名と

いう中での会派制度というのはどうなのだという意見が出されております。さらに、議会運営委員

会の定数ですね、定数もやっぱり縮小された中ででの委員会ということを踏まえなければいけない

のではないかという意見でございます。今、７名ということであればね、これをもう少し、16 名中

の７名、さらに正副議長がオブザーバーで入ったとすると、実はもう９名ですよね。その中に無会

派の方が例えば居られるということになるとね、ほぼ半数以上、間違いなく、この委員会に出席し

ているわけですね。そうであるならば、もう少しきちんとした定数の見直しをすべきではないのか

という意見でございます。それから、案の５の２つ目ですけども、現状の定数ですけども、報酬と

の関わりなんかもありましてね、いろいろ意見は出されておるのでしょうけども、現行の白老町の

状況を考えた時に、やはり通年ということもいろいろと議論されている、さらに今、試行期間中だ

ということもあるのですけども、いろいろな問題を考えると、きちんとしたルールをつくって、そ

れで、さらに議員定数もきちんとした、もう少し縮小した中でね、さらに報酬の見直しもすべきだ

と。それで、議会としての専門的な知見から活動すべきではないのかと。そうであるならば、定数

などもきちんと見直して、さらに削減をしてね、議員の報酬もきちんとした体制に持っていくべき

だというような意見でございます。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

○委員（及川保君） 実は、もう一つあったのですけども。議長の会派は離派できないのかと。要

するに、議長という職務は、会派の代表ではないわけですね。やっぱり議会全体の、16 名の議員の

長だということになるとね、やっぱり一会派の中でどうこうの問題ではないだろうと。議長という

のは会派を離脱すべきではないかという意見も実は出されております。出したのですけども、ここ

には、実は載っていないのです。 

○委員長（山本浩平君） はい。では、その他の項目に付け加えておけばよろしいですね。 

○委員（及川保君） そうですね。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。ありがとうございます。 

○委員（西田祐子君） 正副ですよね。 

○委員（及川保君） はい、正副議長ね。 

○委員長（山本浩平君） 正副議長ということですか。副議長もですか。 

○委員（及川保君） はい。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、私ども新風でございます。項目が、開かれた議会にも、親

しまれる議会にも、情報公開にも、どれにも関わるなという部分もありましたので、入れた項目が

適切かどうかはちょっとわかりませんけども、話し合いをしたことを発表させていただきます。私

ども、町民に開かれた議会でございますけども、議会報告会の定例化。これは、せっかく広報広聴

常任委員会というものができたわけで、これも全議員参加ということでございますので、何か大き
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なことが起きた時だけではなくて、年に、回数はこれからですけれども、何回ですね、やはり定例

化してやるべきではないかという意見でございます。それと、各種団体との懇談会。これは、分科

会の積極的活動ですね。新政クラブさんですとか、公明党さんが町民に親しまれるというところで

出ていますけども、同じです。私どもも、この分科会を積極的に活用して、各種団体と懇談会をや

っていこうという意見でございます。それと、議会日程の案内板設置。事務局案、あるいは公明党

さんからも出ていましたけども、議会日程の案内板を設置すべきではないかという意見でございま

す。 

 それと、町民に親しまれる議会につきましては、先ほどの共産党さんと同じ意見ですけれども、

議会側からですね、やはり積極的に移動常任委員会というものをですね、積極的に議会側の方から

働きかけて、やはりやっていくべきではないかということでございます。それと、議会だよりの充

実化ということなのですけれども、これにつきましてはですね、今まで１問目の答えがそのまま載

っていたわけですよね。ですから、本来、議員側が町側から引き出したい答えというのは、なかな

か議会だよりに載っていないという、そういう現実がございますので、やはり、その辺をですね、

中身を精査したものをもっと載せるべきではないかということです。それと、回数と書いています。

これに関しましては、広報げんきがありますけれども、それと同じように定例会の内容ばかりでは

なくて、その時、その時に、タイムリーに何か起こっていることがあると思うのですよ。それで、

それぞれの常任委員会が開かれたりもするわけでございますから、げんきと同じくらいの回数を議

会だよりもやはり出していくことによって、町民に議会というものの活動を理解していただけると

いうことで、内容も回数も見直すべきではないかという意見が出て、そうだなということで挙げさ

せていただいております。 

 それと、議員の政策能力向上。これにつきましては、政策研究会の設立。これは、特別委員会が

妥当ではないかということでございます。それと、通年議会の早期本格実施ですね。今、試行でや

られておりまして、例えば、それこそ今、タイムリーな問題が出た時にですね、常任委員会がいつ

でも開かれるわけですから、これをやはりどんどんやるためにはですね、試行というよりも、今、

試行をやっている中で大きなデメリットというものは私自身、私の会派は何も感じていませんので、

通年議会を早期本格実施することによって委員会が活性化できる、イコール、議員の政策能力も向

上していくのかなというふうに考えまして、これを入れさせていただきました。それと、代表・一

般質問の見直し（条例化）ですね。これも先ほど清風クラブさんから出ておりましたけれども、私

どもも同じような考え方で、代表質問そのものも一般質問と同じような方式でやるべきではないか

というのは、うちの会派は前々から提案させていただいたことでございまして、条例化すべきでは

ないかという考えでございます。それと、チェック機能の強化。これにつきましては、ちょっとわ

かりにくいと思いますけれども、例えばですね、財政関係の各種指標の、いわゆる勉強会というの

か、それが例えば政策研究会でやるのか、あるいは、会派性をとっていますから、各会派で勉強し

なさいということなるのかわかりませんけれども、そういったことのですね、チェック機能を強化

するために基礎的なものを養うものを設けるべきではないかという考えの中で、これを入れさせて

いただきました。 
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 それと、議会の情報公開につきましては、議長交際費の公表をすべきと。それと、私どもはこれ

３つ挙げさせていただいたのですけれども、これは第２次改革の中で載っている項目なのですね。

それで、現在まだ二重丸が付いていない、いわゆる、まだ実施されていない部分を３つ上げさせて

いただきました。一つが議長交際費の公表。もう一つが積極的公開の拡大。これも広報広聴常任委

員会の中で討議をしていただくか、あるいは、この議運の中でということになると思うのですけど

も、やるべきだという考えです。それと、議会年報の作成・公開。これも第２次の方に挙がってい

たのですけど、まだ実施されていませんので、これらもやってはどうかということでございます。 

 それで、その他につきましては、先ほど皆様から出ておりましたけれども、今の倫理条例では調

査する項目も我々の中で非常に限られていまして、具体的には何も出来ない状況でございますので、

これを改正して、倫理条例をもっと明確化すべきではないかということでございます。以上でござ

います。 

 それでは、前田委員外議員、お願いしたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 第１次、第２次改革を見てきました。それで、それは、私は実施さ

れていくものという考えで、そういう項目については見ていません。ただ、今までの会派の人方、

ここに挙がっていますのでね、このとおりだと思いますけども、そういうことで私は大きな点で挙

げてきています。 

 それで、一つとしては、町民に開かれた議会の中で、選挙公報の発行及び合同立会演説会の実施

ということで、細かいことはまた次回いろいろあると思いますけども、大まかなことしかお話しま

せんけども、これについてはですね、町民に広く立候補者の政策や姿勢を訴えですね、民意を反映

すると。私は今回、立候補したのですけども、町民が平等にですね、16 人なら 16 人、17 人の中を

見て、どうやって選ぶかという資料が何もないのですよ。そういうことをやっぱり、公費で持つか

どうかは別にしても、そういうことが必要ではないかなと、こう思います。 

 そして、３番目の議員政策能力の向上。これについてはですね、政策向上の調査研究のための専

門的知見の積極的活用ということで、今回、地方自治法の 100 条の２で言われていますし、従来、

政策能力で研究会をつくってもですね、町の説明を受けて、そのことについて議論しているだけで

すので、専門的な能力を持った人を活用できるということが、もう謳われていますので、これを大

いに利用してですね、政策能力向上を努めるべきではないかなと、こう思っています。それと、２

番目としては、委員会の議案提出の活発化。これも今回、自治法で規定されていますので、やっぱ

り、こういう委員会でも町民の現状、何を考えているかということを積極的に議案を提出できる能

力をつけるべきだと思いますので、そういうことをやったらいかがかなと。 

 それと、その他で議員定数と議員報酬の見直しです。他の会派もありましたけれども、これにつ

いてはですね、やはり現下の情勢を考えますと、また、町民の方からですね、いろいろ定員の削減

や報酬の意義が問われてくるのかなと、私はそう思っております。そこで、前回も言っていますけ

ども、専門的な知見者の考え方を使うとかですね、今日、新聞に出ていましたけど、報酬等審議会

で大いに議論してもらうとか、そういう形で、報酬額を下げる、上げるという意味ではなくて、広

く第三者の判断を求めてですね、報酬の適正な額、あるいは定数等を見直したらどうかなと、こう
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いうことです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

それでは、熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 全般的にこれは５つに仕切られていますけれども、議会改革の柱と

いうのは、平成19 年の１月に施行された我が町のですね、白老自治基本条例が議会の役割というの

を謳ってあります。それに基づいて改革を進めるべきだと思いますので、細かい部分のところは各

会派から意見が出たとおり、揉む部分はあるのかなとは思いますけれども、体系的に進めていく部

分についてはですね、自治条例に基づいて、それをひとつ一つ精査していった方がいいのではない

かなというふうに思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 それでは今、各会派並びに無会派の方々から第３次議会改革の改革項目について、ご意見を拝聴

いたしました。今日、この場で一つひとつ、こうしていこう、ああしていこうというのはなかなか

難しいと思います。今日、叩き台がそれぞれの会派から出たばかりでございますので、最終的にも

う一度会派に持ち帰って、また、それぞれ無会派の方は検討していただくということになりますけ

れども。今、それぞれが申し述べられたことにつきましてですね、また持ち帰るにしても議論を深

めていただきたいために、ここでまず何か、それぞれの内容についてですね、お尋ねしたいことが

あれば、皆さんで意見を出し合っていただきたいなと思います。何か、説明を聞いてわからなかっ

た点でも結構ですので、よその会派にお聞きするということでございます。 

どうですか、何かございませんか。また、違った意見でも構いません。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほどですね、町民に親しまれる議会の部分でちょっと言い忘れたことが

あったものですから、その辺についてちょっと１点、２点ですね、お話しておきたいなと思います。 

 まず、町民から親しまれる議会を目指すためには、やっぱり何らかの町民からの意見を収集する

ような施策が必要ではないのかということで、意見箱の設置だとか、それから、これが出来るか、

出来ないかは別にして、ホームページ上での意見の収集、また、メール等による意見収集が出来な

いものかどうか。この辺もちょっと考えてみるべきではないのかなということであります。 

 それから、広報広聴の常任委員会の積極的な活動という形の中でちょっとお話させてもらいまし

たけども、やっぱりこれもですね、年間スケジュールの中でしっかりと組み立てていくことにすべ

きではないのかなと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。他。 

及川委員。 

○委員（及川保君） 局長、これは公明党さんの部分も一緒に来ますよね。入れたものをいただけ

ますよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、言った程度だったら入ると思います。 

○委員長（山本浩平君） 何かないですか、皆さんの方から。 

では、私の方で１点。清風クラブさんにお尋ねしたいのですけども。議員定数と報酬の見直しと
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いうことがございますけども、先般の改選でですね、20 名から 16 名ということで４名議員定数削

減したと思うのですよ。それで、この間やったばかりなのにということになると思うのですけれど

も、この辺を踏まえてね、どうしてそのような考え方になったのか。あるいは、具体的にこのぐら

いにして、あるいは、報酬も一人当たりこのぐらいにすべきだというものが、もし、あれば、この

場でお尋ねしておきたいなと思いまして。 

清風クラブさん。 

○委員（及川保君） 実は、清風クラブで会議をやった時にですね、通年議会が実は、ここにも新

風さんの方から出されていますけども、通年議会ということを踏まえた時にね、議員というのはや

っぱり今の制度ではね、非常に身分的にも保証されるとかいろいろな部分があるのでしょうけども、

報酬の部分を含めてね、きちんとしたものがないのですね。その中で、例えば、今の町の状況から

考えるとね、議員定数を今の議員定数で本当に、16 にしたのだけども、いいのかと。やっぱり、も

う少しきちんとした、何人とかというのはまだ何も話はしていないのですけどもね、もう少し中身

を濃くしてやろうということであればね、報酬もきちんとした報酬にして、さらに通年ということ

であればね、常に議会に何かあってもすぐ対応できるルールをきちんとやっぱりつくるのが、まず

先決だろうと。通年ということになればね。そうであるならば、議員定数ももう少し圧縮した中で

ね、中身の濃いものが逆に出来るのではないかと。議員報酬も含めてきちんとしたルール化をすれ

ばね。そうであるならば、通年も含めてね、大いにやっていく方向に進むのではないかという、実

は意見なのですよね。 

○委員長（山本浩平君） はい。前にですね、この議会運営委員会の中で、今の財政の状況も鑑み

てですね、報酬も独自削減したばかりですよね。やっていますよね。それらを踏まえるとね、ちょ

っと性急すぎるのかなという感じがしますけども、これは将来的なことを見てということで捉えて

いいですね。 

○委員（及川保君） そういうことです。今すぐ、どうのこうのではないです。 

○委員長（山本浩平君） 今すぐやるべきだという考え方ではないというふうに捉えてよろしいで

すね。将来的なことを見据えたら、こういったことが必要ではないかということですね。わかりま

した。 

他、皆さん、ございませんか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 通年議会について、我々は書いていないのだけれども、通年議会につ

いては、実施を前提にして我々は議論しておりますので、その点だけ。書いていませんけれどもね、

通年議会は、通年議会をやっていくということを前提に考えているというふうに理解をしておいて

いただきたいと思います。同時に、通年議会に対する議論がもう少し必要なのかという気もします

ので、そこはやっぱり、ちょっと集中的にもう一度やった方がいいのかなというふうに思っていま

す。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。実は、先ほど局長の方からも通年議会の

考え方も最後にちょっと皆さんにお聞きしてくださいという話もございまして、各会派で再度、通



 - 11 - 

年議会の考え方、揉まれたところもあると思います。私どもはこのように早期本格実施すべきだと

書いていますけども。お尋ねをしてまいりたいと思います。共産党さんは今、お話がございました。 

新政クラブさん、通年議会に対してはどうでしょうか。 

○委員（近藤守君） ここにね、改革の条例・規則化と、これがそれに入るわけですけども。やは

り、それは早めにやっていくべきだなということで会派では決めております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、いかがでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。うちの会派としては、広報広聴常任委員会の積極的な

活動を視野に入れた形の中で今回の第３次の議会改革ということに取り組んでいますので、当然で

すね、通年議会を早期実施することが念頭にあるということを、まず、皆さんにご理解していただ

きたいと思いますので、まずは、本当に早期に実施することが大事だろうというふうに思っており

ます。 

○委員長（山本浩平君） はい。それでは、清風クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（及川保君） 清風クラブです。この通年については、もう実は話し合いしております。議

題にも当然のっています。今回、試行という形で進めているのですけども、やはり、試行で当面い

くべきだという考え方でございます。 

○委員長（山本浩平君） 試行を続けるべきだと。もし、何か理由等があれば。試行を続けるべき

だということの説明が、もし、あれば、どうぞ。無ければ、結構ですけども。 

○委員（及川保君） 当然、今、予算をこれから審議しますね。その中で専決の問題も当然出てき

ますよね。そういう状況をきちんとやっぱり見据えた中で実施すべきだと。本格実施するのであれ

ばね。そういう考え方です。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。私どもは先ほど、ここに書いているとおりでございます

ので。 

無会派の前田委員外議員、どうでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） まず、結論から言うとですね、さっき大渕副委員長がお話されまし

たように、まだ細部にわたって若干詰めるところがあると思います。それで、私は試行を続行すべ

きだと思います。それで、まず一つとしては、通年議会の試行の導入は去年６月なのですよ。それ

で、これから３月定例会を迎えますけども、先般、専決処分の内容について、ここで議論していま

すけども、それらもですね、具体的にどういう形で対処できるのかということを３月の議会の中で

１回見るべきだと、私はまず思います。それと、議員の拘束とか処遇の問題ありました。先ほども

改革の中でも若干ありましたけども、それは触れませんけども。それとですね、やはり拘束される

と、日本共産党の方で夜間議会うんぬんというのがありましたけども、そうなってくるとですね、

定例会や委員会、これらを休日とかですね、夜間等の開催をどうするのかと。それと、やっぱり拘

束されますから、報酬等なんかはどうなっていくのかなと。そういうような部分をもっと詰めて整

理する必要があるのかなと私は思っています。そういうことで試行続行がいいのかなと、こういう

考えです。 

○委員長（山本浩平君） はい、わかりました。 
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熊谷委員外議員、通年議会の考え方について、お尋ねしております。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 考え方としては、進めるべきだと思います。ただ、具体的な事案と

して、いろいろなことが想定されますので、まだ、やはり本格というのは厳しい部分があるのかな

と。やっぱり相手方もありますから、その辺のところがきちんと解決するまでは試行で進むべきだ

と思います。 

○委員長（山本浩平君） はい。ありがとうございます。それぞれ通年議会の考え方のお尋ねをい

たしました。全体を通して、皆さんの方から何かご意見ござませんか。無ければですね、今日また、

提案されました内容をそれぞれ各会派、あるいは各議員の方々で再度検討していただきまして、６

月までには、この第３次議会改革の内容を決めてまいりたいと思いますので、検討のほどよろしく

お願いを申し上げます。 

 次の２番目、「第４回定例会の休会中の開議（通年議会試行）について」ですね。（１）陳情書の

取り扱いについて、に移りたいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 皆様のお手元に配布していますとおり、白老の未来を考える青年の

会というところから陳情書が出ておりますので、議論をしていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） この内容につきまして、熊谷委員外議員の除斥をお願いいたします。 

［熊谷雅史君 退室］ 

○委員長（山本浩平君） 議長から説明をお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 私の方から一つお願いを申し上げます。この度、白老の未来を考える青

年の会から提出されました陳情につきましては、議会運営委員会の諮問事項として、この取り扱い

について協議をして、委員会で協議をしていただくことになりますが、この運営委員会は公開とな

って行なうということになっております。したがいまして、この陳情書の内容が個人名が入ってお

りますので、そういった関係でですね、プライバシー等の問題もありますので、特に報道関係者に

お願いしたいのですが、そういった関係でプライバシーの問題もありますことから、実名の公表等

については十分ご配慮いただきたいという具合に思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この趣旨につきまして、局長、朗読していただいた方がいい

ですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 実名をさけて読みますか。見てもらえればよろしいのですけど。 

○委員長（山本浩平君） ご覧になっていただいてよろしいですか。読まなくてもよろしいですね。

そんなに長い文章ではございませんので。 

 それでは、陳情書の２枚目。請願・陳情の主旨について、局長の方から説明がございます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２ページ目をご覧になっていただきたいと思います。一応、請願・

陳情の考え方について、事務局から述べたいと思います。 

 まず１つですが、住民の思いを議会に伝える方法として、請願と陳情という形の２通りの種類が

ございます。基本的に憲法、法律に基づいて願いを出される権利としてある部分につきましては、

請願という形になります。陳情につきましては、事実行為として議会に願いを出るというものでご

ざいます。 
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 まず、請願でございますが、請願は議会に対して希望を述べる行為という規定がございまして、

１つとして、希望は議会の権限の範囲内であるということがされております。もう１つは、権限外

であって、町、附属機関の執行機関等で処理できるものは、希望を述べる部分としてはよろしいで

しょうということになってございます。それで、請願者の意に反して駄目なものもありますよとい

う記載もございます。これについては、不採択のほかにないということが書かれてございまして、

請願には紹介議員が１人以上いるということになってございますので、紹介議員が紹介しないとい

う方法。もう１つとしては、紹介議員が提出者に対して、事情を説明して不採択、審議未了となら

ざるを得ないことの説明をすると。もう１つは、受理以前に請願者に請願しないことを働きかける

ということが紹介議員の役割であるというような書き方がされております。ただし、請願は先ほど

も言いましたように、憲法、法律で定められました国民の権利でありますので、紹介議員がきちん

と１人以上いた場合、受理を拒むことができないということになっております。それで、請願に及

ばない事項という解釈もございまして、これについては、受理をしなくてもよいとされて、考え方

としてはされております。しかし、判断が難しい場合があるという規定もされてございまして、１

つは、基本的人権を否定するもの。これは、請願に及ばない事項とされています。２つ目としては、

司法権の独立を侵害するもの。例えば、係争中の事件の変更を求める等は、これに当たるとされて

ございます。もう１つは、個人の秘密を暴露するもの。個人の利害関係、個人の非違・不当・不当

行為、これらについては請願に及ばない事項という形で、紹介議員がそれぞれの権利を守るという

ことになってございます。 

 それで他方、陳情ですが、先ほども読みましたように、陳情というのは、法律上、明文の規定が

ございません。地方自治法上に１項目ございまして、109 条に「委員会において審査できる事項」

という規定が地方自治法にあるのみでございます。もう一方は、会議規則に陳情の扱いが定められ

てございまして、第 95 条の中に「議長が必要と認めるものは請願の例により処理する」という規定

になってございます。受理の基準としては、請願に適合しているかどうかという判断がございまし

て、不適合な場合は不受理するか、受付するのみにするか、これは決定しなさいということになっ

てございまして、現在の陳情書の願意とぴたっとは合わないかもしれませんが、ガイドブックの中

に次のような記述がされてございます。内容的には、十分これでは理解できませんけど、罷免制度

といった陳情の例もあるが、これについては議長サイドで正式の審議ルートに乗せないで処理する

のがベターでありましょうという規定になってございます。請願と陳情の主旨ということは、こう

いうものを踏まえて判断するということになってございますので、議論する参考にしていただきた

いということでございます。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。請願・陳情の主旨をですね、局長から説明ござ

いましたけども、これらも踏まえて、皆様方でこの取り扱いにつきまして議論をしたいと思います。 

質問でも構いません。今の主旨の質問でも構いませんし、この取り扱いについて。 

委員の方、皆さん何か質問が無ければ、前田議員の方に。無いですね。 

では、委員外議員の前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 取り扱いの入り口の問題だと思いますけども、今、議長からですね、
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この取り扱いについて、議長の諮問として協議してもらいたいということになったのですけども、

議会運営委員会の調査及び審査事項等のどの中に該当するのか、まず、教えていただきたいと思い

ます。 

 それとですね、今、局長の方から説明ありましたけども、地方自治法でもですね、逐条解説でも、

これは陳情の受理は議長の権限になっているのですよ。そして、当該地方公共団体権限外の事項に

ついてもですね、受理を拒むことはできないという解釈が入っているわけです。それで、本来、開

議規則の第91 条ではですね、請願書の配布は、議長は受理番号及び受理年月日を記載して議会に配

布することになっているのですけども、この陳情書を見ると、受付収受になっていないということ

は、先ほど言ったように、受付をするかどうかすることをここで議論するという話なのか。その部

分については、さっき言ったように、審査事項のどこに該当するのかをちょっと教えていただきた

いと思います。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １０時５６分 

                                           

再  開   午前 １０時５８分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を開会いたします。 

 先ほどの件でございますけども、局長から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会運営基準の 23 ページを見ていただきたいと思いますけど。23

ページの中に、議会運営委員会の調査及び審査事項という形で本会議の運営に関するものという規

定がございまして、（カ）に請願・陳情の取り扱いに関することは議会運営委員会の事前審議事項で

ございます。先ほど、91 条を言いましたけど、番号を付けて議員に配布するというのは、議会の本

会議の上程ですのでね、これはその前に議会運営委員会でどう取り扱うかというのは、当然、審議

されるべきであろうという考え方でございます。 

 それと、議会運営基準の中にも、１つの方法としては、例えば陳情であっても郵送してきたもの

は取り扱わないという規定がございますのでね、そ の部分も含めて、１回、議会運営委員会の中で、

従来の議会運営委員会では取り扱いを決めてございますのでね、参考配布にするか、委員会付託に

するか。今、その手続きをしているということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） それはですね、今までの先例からいくと、今言った、請願・陳情の

取り扱いについては、収受を受けたものを白老町民のものか、道外のものか、議会に配布するのか、

委員会に付託するのか、どういう扱いするかということが、ここの請願・陳情取り扱いの先例でや

ってきているはずなので、本来、陳情はここの中で受理するか、しないかということは、議会運営

委員会の問題ではないのですよ。議長の権限なのですよ。だから、それを今、曲げるのであれば、

ここに出ているように、受理の基準は議長及び運営委員会などで取り扱いを定めておくとトラブル

が避けられると言いますけども、これはよその市でも取扱要綱で決めているところは確かにありま

す。誹謗・中傷するものは扱わないとか。そういうものをまず決めるか、この運営委員会の中で・・・。 



 - 15 - 

僕は局長と議論したいと思わないですよ、議員ですから。そういうことであれば、この議会運営

委員会の調査及び審査事項の中に、そういうふうに受理する前のことを議会運営委員会で審査でき

るということをこの中に入れておかないと駄目だと思いますよ。そうしたら、議長の権限がどうな

っていくのですか。受理しないものをですね、わからないから、判断困るから、議運にかけて判断

してくれということになると、公文書が受付されて出てくるはずなのですよ。議長の権限はどうな

ってくるのですか、そうしたら。これは、局長の権限ではなくて、解釈ではなくて、議会として、

議員として政治的な判断をしなければいけないのですよ。そして、そういうことが整理されたら、

ここに入れていくとかね。そういうことを整理してから、今回の陳情を受けるかどうかを議運で話

しましょうとかいう手順になりませんか。僕の解釈が間違っていれば別ですけど、どうですか、議

長。 

○委員長（及川保君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） それではですね、結果的には受理したという形で、皆さんにこの取り扱

い等をお諮りしているわけでございますけど。前段でですね、ちょっと私としての今までの経過に

ついて、お話してですね、皆さんにもご理解をいただきたいなという具合に思っております。 

 この件につきましてはですね、28 日にこれと同趣旨の、白老の未来を青年の会の代表の方２名が

来られまして、この陳情書を持ってまいりました。それで、私、直接、この日は本会議再開の日で

した。それで、本会議終わりましてからですね、これは私が直接お預かりしたのではなくて、局長

の方に来られて置いていったということで、私はこれを局長からですね、局長は今、前段でお話を

した、いろいろな主旨をやって、これは陳情にはなじまないことですということで、お話したそう

です。ところが、だけども一応、置いていくということで局長は一時お預かりしたという経過がご

ざいます。それで私どもに局長からそういうお話がありましたので、私もこれではとても陳情にな

じまないことだなということで、議長の判断として経過としては陳情に来た２人に再度、その日に

ですね、本会議終わった後、お呼びいたしまして、それで、この主旨のお話をして、これは到底、

議長としても陳情にはなじまないもので、陳情を受理するわけにはいかないということで説明をし

てですね、いったん、陳情書を持ち帰っていただきました。それで、これで私も議長として、これ

は陳情に合わないということでお返ししたのですが、またですね、１月31 日の時点でですね、陳情

代表者、これは産業厚生常任委員会があった日でござまして、11 時半頃来て、私を待っていたので

すね。それで、この陳情書を持ち込んで来られまして、持ち帰った陳情書について、その会でいろ

いろ議論した結果、メンバーの中で議論した結果、どうしても陳情書を下げてきたのは納得できな

いという形になったそうなのですね。それで再度、議会議員であるということから、議会が判断す

べきことではないかというようなことで、陳情書を再提出したいという形になりました。そういう

ことで、前段で先ほど申しましたように、取り扱いは議長として、議会として、これは陳情になじ

まないものであるという具合にお話してありますのでね。私としても正直言って、私の判断として、

これをやったのですけども、議長の判断でこれをやっただけでは、とても陳情者にしては納得でき

ないというような形で私は捉えたものですから、やはり再度出てきた中では、私もいろいろ今まで

の実例なり、いろいろな方から意見も拝聴する中でですね、ここまで来た以上、議会運営委員会の
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皆様に一応この取り扱いについてね、どうしたらいいかことでご意見を伺いたいと言いますか、お

考えを伺いたいという意味で、今日、議運にお諮りしているという経過でございますので、やはり

皆さんが、これはあくまでも権限外だから、議長の思っている形でやっていいのではないですかと

いうようなお話がいただければ、それはそれで判断いたしますけども。そういうような経過があっ

たということで、今日、お諮りしているということでね、ぜひ、ご理解いただいて、皆さんの意見

をお伺いしたいなと。それによって、これを受理するのか、議会として私は、非常にこれはなじま

ないという具合に判断はしておりますけどね、そういう経過があったということで一つ皆さんに協

議していただきたいなという思いで出しているということで、一つご理解いただきたいのですが。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 内容的には理解します。ただ、陳情の中身、固有名詞のことに対す

る云々ではなくて、私は陳情としてね、町として議会がどう扱うかというルール上の問題を言って

いるのですよ。そして、こういう大きな問題は過去にも無きにしもあらずですけど、今後も出てき

た時に、そうしたら、その都度、申し訳ないのだけど、議長が判断できないから議会運営委員会で

受理するかしないかを決めるというのであれば、それ以前に議会の運営基準をある程度整理してお

く必要があるのではないかなと私は思うのです。だから、言ったように、この審査事項の中のその

他議長において必要と認める事項とかね、そこにこうだよということで入れるなら１項入れてです

ね、一部改正した中で扱うと言っていくのならいいけども、いろいろ見るとですね、これを受理す

るかしないかの議長の見解は分かれるのですよ。そして、法定の形式を具備していれば、議長にお

いて受理を拒むことはできないという根拠もあるのですよね。そこを議長が整理してもらって、こ

ういう問題も受けるのだと。それでここに上がってきて、法的にどこかの委員会に扱って、内容が

こうだから、これはもう不採択だとかね、どうだとはっきり整理するということが議会の意思にな

ってくると思うのですよ。私はその前の話だったのです。だから、個人的にこの中身云々ではなく

て、陳情としてね、今までは普通の陳情としてやってきているのですよ、全部。収受を受けて。さ

っきも言ったように。言いません、もう同じことは。皆さんご存知ですから。それを外れてきてね、

判断つかないから、ここで議運の皆さんで議論すると言われても、正直なところ、誰も委員の人方

は、「いや、議長、こうした方がいい。」と言わないと思いますよ。後々、問題出てくるのですから。

そういうことを私は言っているのです。いや、皆さん、意見あると思いますけどね。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 判こがあるかどうか、そこの見解は別にしてね。今、正式の議会運営

委員会にかかっているということは、私は受理をしているという認識なのです。審議をするかどう

かということは、また、別な問題ではないのかなと私は思っています。なぜかと言うと、正式な議

会運営委員会に今、かけられているわけですよ。議事録みんな、あります。ですから、受理しない

ものをここで議論しているという、僕は認識ではないのですよね。ただ、受付印があるかどうかと

言われると、それは確かに、そこの見解はちょっとわかりません、私は。はっきり言ってね。わか

らないから、わからないと言っているのです。ただ、公式な場にかかっているということは受理し

ているから、かかっているのではないの。これで、ここで議論してから受理しませんなんて、そう
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したら、どこの権限で、何の権限で議論しているのとなるのではないのかなと僕は思うのです。単

なる個人的な見解ですよ。ですから、私は受理したものをどこかの委員会で審議しなくてはいけな

いのだけども、それについて議会でなじむかどうかという議論を、今、してくださいというふうな

認識で、私は今、臨んでいます。そうでないと、これは公式な会議でかかるということが、受理し

ないものをここでかかるなんていうことにはなるのですか。僕はならないと思うから、私はそうい

うふうに思っているのです。ただ、この後ね、これを議会として正式に受理はしたけど、取り上げ

て審議するかどうかということを、これから議論するのではないのかなという認識なのですけど、

それは違うのですか。 

○委員長（山本浩平君） そのとおりなのです。 

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 受理をしたということであれば、今のお話はね、大渕副委員長のお

話はわかりますよ。だけど、大渕副委員長の方は結構そういう部分でどうだという、過去にも議論

ありますけども。さっき言ったように、会議規則91 条は、議長は受理番号及び受理年月日を記載し

た請願書を配布するということだから。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは本会議に出す時ですよ。 

○委員外議員（前田博之君） いやいや、それでも受付をしてきているものを、受理したというこ

とがあってもいいのではないかと言うのですよ、私は。そして、議長が先ほど受理したということ

を言っているから、それはそれで間違いなく受理という言い方で理解されればいいですよ。 

○委員長（山本浩平君） 今の件について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、本会議に上程する手続きであって、今はその前の段階です

から。これには、実際には、今、言ったように、受付印押していないですけど、議長が預かって、

ここにかけるということは受理なのですよ、正式なね。そして、従来も陳情書の類については、議

会運営委員会でどう取り扱うかというのは議論しているのですよ。今、それをお願いしているとい

うことですよ。ですから、委員会に付託するか、参考配布にするか、それを決めるわけですよ。で

すから、その中で議論していただいて構わないのではないのかなと思います。前田議員が今、受理

番号を付けて出すというのは、本会議の上程の仕方でありますからね。これは、番号がまだ付く前

の段階ですよ。どういうふうに扱うか。そういうことで認識していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） そういう部分で解釈もできるし、あくまでも議員に配布すると公に

なればね、その部分を別にしても、現実にそうしたら、１月31 日に受けたものを、今、議長の話を

聞きました。どう扱おうとも、受付印はあっても、私は然りだと思う。それを無しで出すというこ

とは、そして、今までのここで言っている、局長が言っている部分については、収受番号を別にし

ても必ず受付番号が入ってきているのですよ。道外から来ようが、町内来ても。そして、それが配

布されて、ここの席で取り扱いされているのではないのですか。そういうことを言ったら、今まで

不都合によって判こを押さないものでも議長が来たからいいということになりますか。僕は事務局

長を議論したくないよ、ここで。真面目な話しますよ、それは。だから、この中で受付印も何も無
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くてもいいから、議長がこの場で受理したということであれば、今日の日付で受理したということ

で議論は始まっていくのなら、それでもいいのですよ。実際、公の会議録残りますから。私はそう

いうことを言っているのですよ。 

 そして、もう１つは、議長の権限としてね、議長は受理を拒む権限はないのだということであれ

ば、私は受けたという意思表示があってもいいと思うのですよ。今の議長の発言は、ここで受ける

かどうかを議論してくれという言い方に僕はとっているのですよ。 

○委員長（山本浩平君） どうぞ、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 受けたということで判断して結構でございます。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、よろしいでしょうか。 

 それでは、この取り扱いについて、皆さんで協議をしたいと思います。ご意見のございます方、

どうぞ。 

それでは、会派の意見を伺っていきたいと思います。 

新政クラブさん、どうでしょうか。 

○委員（近藤守君） いずれにしましてもね、陳情書があがり、世間でもいろいろな形で聞いてお

ります。噂の段階、また、疑わしきは罰せずというようなことを言いますけども、そういう疑わし

いものはやっぱり真実を追究する責任があると思うのですよ。まして、公的な立場で議会議員とし

ていろいろやっているわけですから。そういうことからすれば、これはただ放って置くわけにはい

かないということからしてね、議員が、議会がそういう調査ができないのであれば、司法の方にね、

そういうことができるところがあると思うので、そういうところにお願いして調査してもらうとか、

何とかやるべきではないのかなと私は思いますけども。それがね、何でもなかったら、それで良か

ったし、あれば、また、あれだと。私はそんなふうに思っております。ただ、いろいろなプライバ

シーの面があるから、それはそれできちんと上手にしてもらわなければならないと思いますけども、

私はこのまま放ったらかしにするということは、議会がまた馴れ合いとか、いろいろなことを言わ

れますので、ぜひ、その辺はしっかりやるべきだというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 公明さんはいかがですか。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。率直な話をしますと、この陳情書に関しては議会とし

て取り扱うべきではないと私は思います。それは、様々な観点から、個人のプライバシーだとかい

ろいろな問題が出てくるでしょう。それで、そういった部分では、この陳情書が議会として取り上

げるか、取り上げないかということに関しては、私は取り上げるべきではないと。ただ、いずれに

しても、１議員の辞職を求めるという、こういった陳情書でありますのでね、これは、議長並びに

副議長の権限の中で個人に説明責任をちゃんとしてもらうような形の中で指導と言いますか、話し

合いを設けてもらうような、そういう場を設けて、しっかりとその辺の真意を聞く場を設けていた

だくべきではないのかなと思っております。ただ、陳情書の取り扱いについては、議会としては取

り扱うべきではないとそう考えております。 

○委員長（及川保君） 日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。議会の中には、倫理条例がございます。以前、いろいろな
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議会の中で起こった問題を倫理条例の中で処置をするということをつくり上げました。しかし、今

回、この問題で倫理条例を議会として議員の発議で開けるかというと、そういう状況にはなってい

ないということが１つございます。これは、非常に不備かなというふうに思っていまして、それで、

さっき言いましたように、私は倫理条例を見直すべきだというのは、議員の発議で倫理条例が開け

るというふうになるのが非常に望ましいし、こういう町民の皆さんの疑問・疑惑に答える、議会と

しての自助浄化作用がきちんと働くというふうになるための手立てが１つそこにあるのかなという

ふうに思っています。ただ、現段階としては、倫理条例に基づいて議論するのはなかなか難しいか

なと。 

 もう１つ。ここにガイドブックの中にもありますけれども、罷免を求める場合はですね、根拠が

きちんとしていないと駄目だと私は思います。そうすると、この内容で我々が解明できる部分がど

れだけあるのかと。法律的にどれだけあるのかと。例えば、百条調査を設けるだとかね。調査権は

議会に今、現段階としてはございません。そういう中でこの陳情書を本当に取り上げて、町民の皆

さんが理解できるような形で議会が解明するとしたら、何の根拠でやるかと。その根拠を明らかに

しないと、これはできないと思います。そこの部分がですね、極めて難しいなという感じがしてお

ります。ですから、この取り扱いは、現段階としては、議会が取り上げてやるのはかなり、相当、

ほとんど、難しいのではないかという考え方でございます。そのことが意思になった場合には、も

う１つ意見はございますけれども、この陳情書に関してはそういう意見を、私たちはそういうふう

に思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川保君） 清風でございます。私もこの陳情書の件に関しては、非常に議会として取り

上げるということについては難しいなという思いでおります。議会が、２つ今、文面を読むと問題

提起されているのですけども、このことを調査するということを全然、権限を議会としては与えら

れていないということからするとね、非常にこれは難しいなという思いでおります。そうであるな

らば、この陳情書は議会で取り上げるということは難しいという判断でございます。 

 もう１つは議長が、この議員と同じ会派ということであればね、きちんと正副議長の方から何ら

かの指導なり、毅然とした議会としての態度をとって、本人にそういった説明の場とかね、きちん

と町民に対して説明するものを本人に求めるようなことをしていってほしいなという思いで実はお

ります。 

○委員長（山本浩平君） 私ども、新風でございますけれども。皆さんと同様ですね、我々議会に

捜査権、あるいは司法権というのはございません。その中で今の倫理条例の中でできる範囲という

のは非常に限られているというふうに認識しておりまして、この陳情書の内容のとおりに、この段

階で辞職を求めるということは非常に困難ではないのかなというふうにやはり考えますので、この

陳情書はなじまないというふうな判断でございます。この内容については、そのような取り扱いは

できないという考えでございます。 

 それでは、無会派の前田委員外議員の意見もお尋ねしたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 前田です。確かに、内容的には難しいと思います。１点としてはで
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すね、まず、これをこの場で即、取り扱いをどうするか云々というより、この内容についてはです

ね、やはり議長が本人に確認すればですね、事実はどうか別にしてもですね、そういうことをまず

本人から確認をしてですね、次の議会運営委員会でもですね、この状況にあるということをやっぱ

り知らしめるというか、そういうことは必要かなと思います。そして、今、言ったように、確かに

内容的には非常に難しいのかなと思いますけども、ただ、会議規則とかですね、そういう部分に照

らし合わせると、先ほど私がしつこく言ったのはそこなのですけど、受理した以上はですね、議運

で取り扱いをまた決めると思いますけども、形上からいけばですね、委員会に付託なりするような

形でなじまないものは不採択だとはっきりするという姿勢も１つの方法かなと思いますけども、入

り口の段階でですね、議運で皆さんの意見がそういう形であれば、私も若干厳しいのかなと、こう

思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。おおむね、陳情書としては、採択は出来ないと

いう意見が皆様方の意見だったというように思います。 

私もやはり、今回、議長の方で受理したわけですから、公式に議長、副議長がやっぱり本人を呼

んで、事情をやはり調査して、きちんとした形で報告をしていただく作業は必要ではないのかなと

いうふうに思います。 

 それとですね、新政さんにちょっともう一度お尋ねしたいのですけども。真実を何らかの形で追

究すべきではないかという考え方ですけども、それは議会がということではないですよね。あくま

でも、司法にお任せする以外にないのではないかという捉え方でよろしいですか。それとも、議会

が率先してということですか。 

新政クラブ。 

○委員（近藤守君） できるのであればね、議会に出てきた議員ですからね、それに疑惑がかかっ

ているのであれば、それは議会からそういうところにお願いしてね、真実を極めるということがで

きないものだろうかということなのですよ。 

○委員長（山本浩平君） ただ、そうなりますとですね、議会が告発するような形に近いものにな

りますよね。そうなってくると、今のこの、いわゆる材料というのかな、この段階で議会がそこま

で動いていいのかという難しい部分も実はあるのではないのかなというふうには感じますけれども。

思いはわかりました。 

公明党、氏家代表。 

○委員（氏家裕治君） 今、新風さんの方からもお話があった、司法に云々ということがありまし

たよね。それは確かに、僕は、議会としては、それはたぶんできないことなのだろうと思うのです。

ただ、今回のこの陳情に関しては、辞職を求める陳情でございます。そして、その中身についても、

これは僕たちの裏づけのない話ですけどもね、一応、町民側の１団体としてね、こういったものを

聞いたり、いろいろなものを見たり聞いたりした形の中でのこういった陳情でしょう。そうである

ならばですね、こういった陳情を我々議会としては受けることはできませんけどもね、ただ、辞職

を求めるということであれば、町民として町民側の動き方というのは、僕はあると思います。議会

に託すのではなくて、町民側がそのやり方、手法によってね、辞職を求めていくというやり方はあ
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ると思いますのでね。ですから、議会がどうのこうのではなくて、町民がそれを求めていくのであ

れば、違った手法というのがあると思いますのでね、そういった形の中で対応していただく形しか

できないのではないのかなと僕は思っています。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここで、どなたか先ほどからおっしゃっていますけども、陳情書は議

員の辞職を求める件と議員の疑惑解明を求める件と２本になっていると。その中で本人の聞き取り

調査を含め、議会独自の調査を進めることは難しいことではないと、こういうふうに言っているの

ですね。陳情した側が言っているわけです。そういうふうに報道されているのですけどもね。そう

しますと、委員外議員の前田議員が言われましたし、氏家委員も言われましたけれども、私はやっ

ぱり本人の聞き取り調査を含め、議会を、権限を持ってやるかどうかは別にしてですね、少なくて

も議員がこういう町民から疑惑を持たれるような行為があったかもしれないということですよね。

そうであれば、やはり氏家委員や前田委員外議員が言われたようにですね、議会として、例えば委

員会で、では、どこでと。総務文教常任委員会で取り上げるのかいと。具体的に言えばですよ。議

会運営委員会で取り上げるのかいというふうにはならないと私は思います。ですから、正副議長が

議会として、きちんと本人から事情聴取をすると。本人の聞き取り調査、これを議会独自の調査と

いう意味になるかどうかは別にしてですね、正副議長の権限でこれをきちんと行なうと。そして、

個人のプライバシーに抵触しない範囲できちんとここに報告していただいてですね、本人の今後の

決意も含めて、きちんと一つのけじめにはなるかどうか、ちょっと疑問ですけれども、そういうこ

とを正副議長の権限として、やっぱりやられるべきではないかと私は思います。そのことはやっぱ

りしないとですね、本人の聞き取り調査をきちんとやりましたというところはやらないとやっぱり

いけないですし、その結果を個人のプライバシーの問題等々ございますから、十分考慮した上で議

会運営委員会に差し障りの範囲で報告していただくというようなことが、私は必要だというふうに

思います。それは皆さん言われたことですからね、そのことを考えて、ちょっと今、言ったのです

けどもね。そういうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 私も全く同感でございます。皆さん、異論ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 議長、何かコメントあればお願いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 今、皆さんからお話がありました、そういう形でですね、早速、本人を

お呼びして、この事実関係が本当にこういう形であるのかどうかということを含めて聞きましてで

すね、やはり議会でこの問題を取り扱うということにはなじまないだろうという大方の意見もあり

ましたので。しかしながら、議会として何らかの、陳情者の願意もありますので、その辺、議長と

して本人を呼んで、事実関係を確認してですね、議会としてやれない以上、本人がですね、やはり

本人が招いたことですので、本人の責任においてですね、きちんと陳情者あるいは町民の納得でき

るような対応をせよということは厳しくお話したいという具合に思っております。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、取り扱いについて、今、議長からもお話がございましたけども、

このような形でよろしいでしょうか。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 議長にそういう対応をしていただくということに決まったのですけども、や

っぱり、いつまでやるとかね、その辺りまできちんと決めておかないと、何かだらだらと、また。 

○委員長（山本浩平君） できれば、本日、本人が来られていますのでね、この会議終了後でも、

一番早いと思いますし、また、議会運営委員会も早急に開けられれば開きたいと。18 日ですか、今

の日程では。18 日になるのですけれども、その時には報告をしていただくと。議長、副議長の調査

の結果の報告を 18 日にしていただくということになりますがよろしいでしょうか。 

及川委員。 

○委員（及川保君） もう１点はね。我々もそうですけども、本人が、議長がやっぱり指導する、

やる、やらないは別としてということにはならないと思うのですよね。やっぱり、きちんとやって

いただくという意味でね、本人に説明なり、釈明というか、そういうことをしてもらうということ

も含めて対応していただきたいのです。議長にそれをお願いしたいのです。 

○委員長（山本浩平君） はい。よろしいですね、その辺。以上、よろしいですか。この件の取り

扱いにつきましては。 

それでは、暫時、休憩いたします。 

休  憩   午前 １１時３５分 

                                           

再  開   午前 １１時４３分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 それでは、（２）の事案、ナイター議会の実施について。局長から説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ナイター議会の関係でございますが、通常、第 1 回定例会の執行方

針のあとを受けて、代表質問をナイターでやるという流れになってございまして、20 年第１回定例

会もナイターを実施するかの確認をいたしたいと思います。まず、今、予定されているのが３月11

日、12 日が代表質問でござまして、13 日、14 日が一応、一般質問を予定してございます。通常で

いきますと、会派順送りでございますので、11 日の６時から日本共産党さん、新政クラブさん、公

明党さんが１日目になります。２日目の 12 日、清風クラブさん、新風さんということでおおむね会

派は１時間くらいと、めどでございますけど。一括質疑方式、３回までということになってござい

ます。実施の有無について議論をいただきたいと思います。ちなみに、やると仮定すれば、今月の

町内会宛の回覧で周知を行なう予定でございます。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） これについて何か、皆さん、質問、ご意見ございますか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。うちの会派で、これはかなり議論しました。時間かけて。

結果としてですね、従来どおり、やっぱり・・・。細かいことは言いません、時間ありませんから。

ただ、会派構成をしている以上、やはり代表質問にふさわしい内容で、代表質問はやはり一括質疑

方式でも結構ですので、ナイターでやるべきではないかというのがうちの会派の全体の意見です。
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かなり議論をいたしました。その結果でございます。 

○委員長（山本浩平君） 他。公明さん、どうですか。やるか、やらないかとか。 

○委員（氏家裕治君） 確かに今、大渕副委員長が言われたように、会派を組んでいる以上ですね、

会派の代表として代表質問というのがあるべきなのかなと思いますけども。ちょっと答えに困るの

ですけども。私は、元来ですね、この代表質問というもののあり方についてですね、ちょっと、ず

っと疑問を持っている一人なものですから、ですから、確かに今、大渕副委員長が言われたように、

代表質問に見合うような質問であればいいのですが、今まで内容的なものをずっと精査してみても、

なかなか、それに至らない部分が多いのではないのかなという思いでいます。ですから、皆さん、

いろいろな意見はあると思いますけども、今回の、この代表質問に関しては、私は控えてもいいか

なと。一般質問の中でいろいろな意見を交換して、議論を交わしてもいいかなと思っている一人で

ございますので。ただ、これも今、皆さんのいろいろな議論の中でですね、いや、やっぱり代表質

問をすべきだという話であればですね、それはそれに反対する何ものでもございません。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。 

新政さん、いかがでしょうか。 

○委員（近藤守君） 私も公明党さんの意見と同じなのですけども、大渕副委員長の言うように、

代表にふさわしい質問となると、なかなか難しい部分もあるのではないかなと、そんなふうに思っ

ていますしね。でも、皆さんがやるというのであれば、それはそれなりに努力をしたいなと、こん

なふうに思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、いかがでしょう。 

○委員（及川保君） 清風です。清風も先ほどの改革の中でも話ましたけども、この会派制度を設

けている限りね、代表質問はやるべきかなというふうには思いますけども、先ほど申し上げたとお

りでございまして、ナイター議会というのはやっていいのかなと。この部分は、議論はしていませ

んけども、やるべきかなというふうに思います。ただ、一括質疑方式に今回もなりますよね、当然。

これについては、先ほど申し上げたように、一問一答に移行すべきではないのかという話し合いは

しております。ナイター議会はやるべきだというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもなのですけども、公明党さんと全く同じ意見なのですが、ただ、

今回の３月の定例会には間に合わないというふうに思っていたものですから、我々は第３次議会改

革を６月までまとめた段階で、それ以降チェンジできればなという考え方でおりましたので、この

３月につきましては、従来どおりなのかなというふうな考え方で私どもはおりました。 

 無会派の方もちょっと意見をお伺いしておきたいと思います。前田委員外議員、いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君） 私もすべきだと思いますし、前回11 月ですか、町長変わった時に代

表質問なんかしていませんのでね、やっぱり政策的なものですからやるべきだと思いますし、今回

間に合いませんけども、やっぱり代表質問も一問一答でやるべきかなと、こう思っています。 

○委員長（山本浩平君） 一問一答でやるべきだと、代表質問を。 

○委員外議員（前田博之君） 清風さんと同じ考えです。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員外議員。 
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○委員外議員（熊谷雅史君） 代表質問はやはり会派制度をとっている以上、やはり大渕副委員長

が言ったとおりですね、精度を上げた質問内容でやるべきと、私はそう思います。 

○委員長（山本浩平君） はい。ありがとうございます。 

意見が若干分かれていると思うのですけれども、先ほど第３次議会改革の中でいろいろこの件も

出ました。それで、今回すぐ適応するかどうかとなると、また、議論が必要になってくるというふ

うに考えますけれども、そういった中ではいかがでしょうか。この第３次議会改革の中で十分、再

度話し合うと。それで、３月議会においてはですね、従来どおりの手法を取り入れた方がいいと思

うのですけど、どうですかね。 

公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。皆さんのいろいろな意見を今、聞きましてね、今回は

代表質問をこの日程でやるということになれば、それに関しては、本当に異議はございません。で

すから、今後の第３次議会改革の中で、一括方式、または、一問一答方式についても取り組んで行

かなければいけないことでしょうし、今回の 11 日、12 日のナイター議会、代表質問の日程につい

ては、皆さんの今の意見の範囲でいきますとですね、実施するという方向でよろしいのではないで

しょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか、皆さん。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） では、今回はそのような形でやると。そして、第３次議会改革の中で十

分議論を深めていくということにいたしたいと思います。 

 それでは、意見書案について。局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、21 日に第４回、12 月から引き続いておりました定例会、通年

議会の試行ということで会期を延ばしてございますが、３月定例会が28 日から召集されるというこ

とで、繰り上げて１回会議を締めなければならないということでございます。21 日の再開、閉会す

る会議においては、議会関係を出すということになってございますので、通常、委員会報告と合わ

せて意見書案等があれば提出をいただきたいと。現在、産業厚生常任委員会に陳情付託してござい

まして、アイヌ施策の関係で国に審議機関を設けてほしいという部分で採択の予定で、意見書が委

員会提案で１件出てくる予定でございます。あと、会派であれば、できれば 15 日が一応、運営基準

の規定でいけば締め切りなのですが、事前に配布したり、各会派で議論していただきたいというこ

ともございまして、できれば 12 日ぐらい提出していただければありがたいと。それで、18 日の議

運で議論いただくということにしてございます。この場でもしくは出される予定があって、件数が

わかればお知らせいただければありがたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。この場で件数とかわかるところがございますか、

今の段階で。 

○副委員長（大渕紀夫君） まだ、わからない。 

○委員長（山本浩平君） まだ、わかりませんか。それでは、今、局長の説明のとおり、締め切り
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が 15 日となっておりますけれども、できるだけ 12 日頃までに各会派まとめてですね、意見書がご

ざいましたら提出をお願いしたいと思います。 

 続きまして、全員協議会の開催について。局長、説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、先ほど言いましたように、第４回通年議会の試行の締めが21

日という予定にしてございますけど、終わりましてから、本会議終了後、全員協議会の要請が４件

ほど来てございます。中身的には非常に重要でボリュームの多い案件でございまして、今、私の方

の予定では、21 日は本会議再開して、締めるのに約１時間以内で終わるのではないかと思っており

ますが、全員協議会はたぶん３時、４時ぐらいまでは行きそうなのかなという想定をしてございま

す。当然、お昼をとって、やることになります。それで、全員協議会について、議会運営委員会と

して要請に応えるかどうかを議論していただきたいと思います。 

 まず、議会運営基準の 33 ページ、34 ページを開いていただきたいと思います。一応、協議会の

取り扱いについて記載してございます。左側の図面については取り扱いのフローチャートでござい

まして、右側の別表１につきましては全員協議会の取り扱いのルールを決めたものでございます。

この中で特に４番目ですね、事前協議にあたるか、あたらないかという部分がございますので、こ

れも含めてちょっと見ていただきたいと思います。１本ずつ、若干説明していきたいと思います。 

 まず、１点目の使用料・手数料の見直しについて。これは経営企画課の方から出てきてございま

す。たぶん、新財政改革プログラム（骨子）の中でも 2,000 万でしたかね、確保するということを

謳ってございますので、その部分の提示だと思います。これは、いつ提案されるかははっきり掴ん

でございませんが、当然、議会の議決事項になりますので、これの取り扱いを決めていただきたい。

担当課からお聞きする中身としましては、まず、料金の改定については議決事項になります。一部、

減免の見直しをすると。減免の見直しにつきましては規則事項でございますので、町長に委任され

た事項ですので議決事項にはなりません。この辺については、きちんと聞いておく必要があるかな

と思います。それが１点目でございます。 

 次に、事務事業の見直しについてでございます。これは行財政対策室から出てございます。これ

につきましても、財政改革の骨子案で出ておりますとおり、事務事業の見直しで１億 5,000 万を捻

出するという骨子案だったと思いますが、この部分で内部行政経費に係る部分、町民サービスの部

分に係る部分の提示があろうかと思います。いずれにしても、これは３月議会の新年度予算案関連

条例案ということで、正式には３月の17、18、19 の特別委員会の中で議論される事項かなと思いま

す。 

 続きまして、行政組織機構の見直しについて。職員の早期退職、49 名という中で組織機構を見直

すという部分でございまして、これの説明をいたしたいと。進捗につきましては、一応21 日の全員

協議会で説明させてもらって、３月議会の冒頭で可決をすると。と、言いますのは、退職が出て、

空席になるところもありますので、３月の議決が終わった後に内示をしたいと。そうでないと、措

置上間に合わないと。一部、２月にまるっきり無くなるところは人事異動をするように聞いており

ます。これも、いずれにしても議案事項として、課の設置条例の変更があろうかと思います。 

 それと、もう１つですが、病院の収支改善対策として院外薬局へ移行したいという部分でござい
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ます。これにつきましても、薬局長が早期退職でお辞めになると。４月以降空席になる。補充をし

ないで院外薬局に移行したいと。これは条例等関係ございませんので、説明をしておきたいという

部分でございます。以上、全員協議会として要請に応じるかどうかを議論いただきたいと思います。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。まず、質問等を受け承りたいと思います。ござ

いますか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ３、４については、これは説明・報告のみになっていますから結構で

すけども。特に１番目なのですけどね、これは予算として、３月の予算委員会にこの中身が出てく

るかどうかということは承知していますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） １番目については、まだ正式ではございませんが、３月は間に合わ

ないだろうと。だから、条例案として出てくるのは６月ではないかと。 

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そうであればですね、２番目については３月議会に出るということで

すからね、議案として。そうであれば、予算委員会でやるしかないかなとは思うのですけども。特

に１番目の場合は、直接町民に関わる部分ですので、議会で議論する時間をきちんととるべきでは

ないかと。それで聞いたのですよ。３月議会で予算案が出ないのであれば、報告は聞くのは構いま

せんけれども、所管事務調査なり、委員会付託なりできちんと議論できる場を保証する時間がある

のであれば、そういうような手続きも含めて考慮して、今回の協議会は聞くというふうにならない

かなということです。１番だけね。 

○委員長（山本浩平君） はい。ただ今、大渕副委員長の方から委員会付託等を、この１番だけに

ついてはできるような配慮の中で今回の全員協議会を受けるということのご意見でございましたけ

ども。他、皆さん、何か感じることでも何でも結構です。 

近藤委員。 

○委員（近藤守君） １番の使用料・手数料の改定なのですけども、何か早急にやるようなね、町

連合の方に話が来たやに聞いているのですよ。そのようなことでね、それはやはり議会でやらない

といろいろ問題があるのではないかということでございますので、できるだけ、今、大渕副委員長

が言ったようにね、早めにこれをやるべきだなと、こんなふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） はい。この点について、同じような意見でございますので、皆さん、こ

の件についてだけちょっとお尋ねしたいのですけども、どうですか。同じですか。そのような配慮

をしていただくということで町側に・・・。 

及川委員、どうぞ。 

○委員（及川保君） 私も、直接、本当に町民に関わることなのですね。そうであるならば、これ

はやっぱり、きちんと議会がね、単に報告、意見は出せるのだけども、この協議会といえばね。意

見は出せるけども、それは聞きっぱなしのような状況になる可能性が高いのでね、それはやっぱり、
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きちんと議論する場が必要かなというふうには思います。これが委員会付託なのか、ちょっとその

辺が・・・。委員会できちんと取り上げてやるのかどうかもわかりませんけども、その辺をみんな

で決めていただければ。 

○委員長（山本浩平君） はい。ありがとうございます。 

局長、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、条例案として出てきていれば、委員会付託ということは可能で

すけど、条例案はたぶん６月見込みですから、出てこないですね。付託しようがないのですよね。

ですから、総務文教常任委員会で所管事務として取り上げなければ難しいと思います。議運で、総

務で取り上げろと言っても、総務は自主性のある委員会ですから、総務で議論して取り上げないと

いうことになれば、理解しようがないのですね。ですから、聞くだけ聞いてね、皆さん、共通の理

解をした中で総務が取り上げるかどうかというような判断をしていただくのが一番よろしいのかな

と。それで、６月ですから、６月に上げられて、３ヶ月飛ばして付託するといったら、今度、総額

確保という問題が出てくるのかなという気が私はしていました。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、局長言ったように、僕自身はね、６月にそういう提起をして、質

問してね、これは駄目だと、委員会付託してやりなさいと言ってもいいのだったら、それはそれで

いいのですよ、６月。だけど、そうではないとしたら、やっぱり事前にきちんとこういう情報があ

るわけですから、きちんとやった方がいいという意味でやったのですから、総務文教常任委員長さ

ん、考えていただきたいと、こういうことでございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この件につきましては、総務文教常任委員長、副委員長でち

ょっと検討していただくということでお願いしたいのですけれども。それで、この協議会は行なう

と。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうしたら、上の段に丸囲みをずらすということですね。 

○副委員長（ 大渕紀夫君） いや、そんなことは言っていないよ。議会で取り上げればいいですよ。 

○委員長（山本浩平君） 他、皆さん何かございませんか。 

私ちょっと、いいですか。４項目、時間間に合うのですかね。それがちょっと・・・。質疑もと

りますよね、この全員協議会でもですね。ちょっとこれ、スケジュール的にどういうふうな配分で

考えているのかなというのがあるのですけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） たぶん、１時間ぐらいかかるでしょうという思いがあります、１本

ですね。ですから、午前中に１ヶ所、内部関係のない病院を先にやって、内部はいつでも呼べます

から、午後からは内部をやるという仕組みになろうかなと。ですから、３時はかかるだろうな思っ

ていますので。場合によっては、４時ぐらいになるだろうなと。これはもう、状況にとってはわか

らないですけど、やってみなければわからないですけど、想定としてはそのぐらい見なければ駄目

かなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それと、追加でもう１点。下の方に小さく入っていますけどもね、

第１回の定例会でもお話したいという件がございます。町民課の関係３本でございますが、これは

いずれにしても、新年度予算とか、条例関係が出てくる事項でございますので、議案説明の中でや

っていると相当ボリュームがあると、議案審議の中で十分理解が得られるように、先に仕組み・概

要を説明しておきたいということですので、従来やっているようなボリュームの多い議案の事前概

要説明ということでご理解いただきたい。これは、18 日にまた改めて上程したいと思っております。

よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、４番目、その他の協議・報告事項について。（１）平成 19 年

度予算・議会費の補正について。（２）第４次白老町総合計画実施計画（後期）について。合わせて

お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 19 年度の議会費の補正予算でございます。３月定例会に上げるよう

に、今、補正予算の要求の調整中でございます。一応、確定部分について精査させていただきまし

た。 

まず、１ページ目ですが、議員報酬です。議員報酬は、393 万 7,000 円の減額補正をするという

ことでございます。これ１つは、議員定数の削減。４名削減の４ヶ月分でございます。それと、議

員定数に伴いまして、11 月の支給分と手当の部分が若干在職期間で変わってきてございますので、

新しく入られた方は 10 分の３、退職された方は 10 分の８という期末手当が支給されるので、それ

の精査として62 万 5,000 円が出てきていまして、合わせて 393 万 7,000 円の減額になるということ

です。それと、職員手当も同じような考え方です。共済事務費、共済負担金も異動に伴いまして、

減額するものでございます。合わせて685 万 1,000 円の減額になるということでございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。７節の賃金については、精査額の部分でございま

して、不用額を減額するということでございます。それと、14 節の使用料及び賃借料ということで、

前に、委員会に付いていましたマイク機器がもう耐用年数過ぎていまして、更新に合わせまして議

会の部分を一部、半分こちらの方にもって、半分の機器更新をいたしました。それに伴いまして、

賃借料が従来の金額から落ちるということで、30 万 9,000 円の減額補正をするということでござい

ます。 

それと、議会だよりの印刷費でございますが、25 万 1,000 円減額すると。これは、単価の入札差

金ですね。一部 18 円で見ておりましたけど、９円 90 銭に入札額が確定したということで、一定額

の見込みで減額をするものでございます。特集号は１回やってございますので、その部分の増減も

含めまして25 万 1,000 円減額するということで、３月議会にこの部分を上程したいと思っておりま

す。この部分については以上ですけど。 

○委員長（山本浩平君） 何かお尋ねしたいことがあれば、どうぞ。 

近藤委員。 
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○委員（近藤守君） さもないのですけど、顔写真４枚で減ということ、これはどういうことなの

ですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 20 名から 16 名、定数減。 

○委員長（山本浩平君） 他、ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） はい。それでは、（２）の方の説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、（２）の部分ですが、総合計画実施計画（後期）４ヵ年の

素案を経営企画課の方に出さなければなりません。それで、前期計画につきましては、左側の１か

ら３番目まで、議会運営、議員報酬、開かれた議会という形で挙げさせてもらっています。今後、

後期４ヵ年、まだ議会改革の議論の途中でございますが、この部分を議会として取り組む事項でご

ざいますので、議会運営委員会の中でご理解いただきながら出していきたいなと思っております。 

 まず、１つは議会運営でございますが、今、見込まれております通年議会の関係、夜間議会の開

催、それと、参考人等の招致の問題、委員会の充実強化を挙げさせてもらっております。２つめの

開かれた議会につきましては、広報広聴常任委員会ができましたので議会報告会等の強化でござい

ます。それと、議会改革の推進、制度化等々を挙げてございます。一番下の児童生徒を対象にした

体験学習の検討。これは、議会ではなくて教育委員会で持っている項目でございます。３番目、信

頼される議会ということで３項目を挙げさせてもらってございますが、これを後期４ヵ年の中にソ

フト事業としての、金額はほとんどかかりませんけど挙げさせてもらって、よろしいかどうかとい

うのを若干議論いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい。ソフト事業に関わるものだそうですけれども、この内容を第４次

白老町総合計画実施計画（後期）に挙げさせていただいていいかということを皆様にお諮りしたい

と思います。 

及川委員。 

○委員（及川保君） これは今、ここでどうかと決めないといけないのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、18 日でもいいですけど、基本的にこういう形で出したいと。 

○委員長（山本浩平君） スケジュール的には出してくれと言われているのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ６日までと言われているのですよ。というのはですね、総合計画、

前期と後期を合わせて８年間で前のものを挙げているのですよ。前のものね、こっちの部分が。た

だ、現状に合わなくなってきているのでこういうふうに変えたらどうか。後期は変えたらどうかと

いうことなのです。ですから、向こうの方から自動的に前期これで挙がっていますけど、修正ない

ですかと来たのですけど、議会としては事務局だけで勝手に挙げられないという部分もありまして、

議員さんが推進していくという部分もございますので１回かけるという形の中で今日、提示させて

もらっています。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤守君） 開かれた議会の中で、児童生徒を対象にした体験学習とありますけども、議
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場を開放して子ども議会をやらせるとか何とかって、そういう分類ですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、言ったとおりでございます。ただ、これの取り組みは教育委員

会学校教育課ということでございますので、直接議会が実施するということにはなっていない。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 私は時間の余裕があったものだから先ほどお聞きしたのですけども、そうい

うことであればね、今、見たかぎりでは特に問題というかね、検討しなければならないという部分

はないかなというふうに思いますのでよろしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。特段、この内容を見て、何か引っかかるところ

があれば。どうですか。出していただきたいのですが。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 共産党さんもよろしいでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） では、これを提出するということで決定したいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 続きまして最後、その他につきまして。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方では持っておりません。 

○委員長（山本浩平君）特にございませんか。 

それでは、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 大変遅れて申し訳なかったのですが、たまたまですね、管内の議長会の

関係のお話なのですが、12 月７日に管内の議長会の会合がありましてですね、その中で平成 20 年

度の議長会での取り組みの中でですね、例年どおりやっているのですけど、例えば議長会主催の全

道議員研修会。これはまた札幌で行なうと。今度１ヶ所、前は２ヶ所だったのが今度はいろいろな

資金の関係もあって、町村も合併されてですね、そういう中で１回という形で行なうということに

なりました。これは７月１日かな、計画の中では札幌コンベンションセンター、いつもやるところ

でやられるということですので。それでですね、その他いろいろ会議の報告や何か、私どもに資料

がございますので、これにいつでも目を通しておいていただきたいのですが、管内の議長会で主催

しております、管内の議員研修会ありますよね。前は壮瞥・洞爺湖町で、泊まりでやったのですが、

それが今、各地域に分散して日帰りでやっているということなのですが、管内の議長会の議長の方

から、あまり皆さんと会う機会もないから、また１泊でやるような形もどうなのか、ちょっと検討

してみてもらえないでしょうかというようなことでお話がありましたのでですね、たまたま去年は

10 月の初めに鵡川でありましてね、それで我々、選挙があった時なのですよね。それで全員行かな

かったのですね。それで今度は壮瞥、鵡川、その前は白老でやったりしていたのですから、順序は

あれですけども、そういうことで平たく言えば、１泊でやるか、日帰りでやるかということで、私
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は、その場の意見としては、今、各地域でやってね、泊まってというのはあれだから、日帰りとい

うのはこのまま継続すべきではないかというような私どもの意見としては出したのですけども、や

っぱり、それぞれの議会で全員ではないですけど、一部でやっぱり泊りがけで１年に１回だからや

るべきだというようなね、金が無いなら自費負担してもらうという話も出ているのですけども、そ

の辺。この場でどうする、こうするというのはあれですから、ちょっと時間もかかりますので、ま

た議員会等、別な機会でその辺を議論していただきたいなという具合に思いますので、その辺だけ

ご報告をさせていただきますのでよろしくお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方からちょっと補足させてもらいますけど、管内の議長の考え

方としては公費ということではなくて、議員会という他費なのですよね。局長の段階で議論してい

るのは、他費になると公務外になるので職員の対応の問題、今はバスで行っていますけど移動の問

題の部分が出てきて、なかなか非常に難しいところがあると。職員側からからするとですね。だか

ら、それも含めて議論するということに。 

○議長（堀部登志雄君） 平たく言えばですね、１泊すると言っても、職員だけは帰って来て、議

員だけは自費で残っていて、あとどうするのだと。公務外になりますので、いろいろやっぱり何か

あった時にも問題ありますので、その辺のあれがあって、なかなかやっぱり厳しいかなということ

ですけども、そういったこともちょっと投げかけられましたので皆さんにね。それはそれで諮って、

皆さんにもあれしてもらった方がいいなと。だけど、泊まるとなるとやっぱり限られるのですよね、

やるところ。やるところが限られるのです。泊まる人数がいっぱいになるから、泊まるとなると各

地域でできないで、温泉地域でなければできないとかね、そういうものがあるものですから。今の

やり方をしばらく続けてもいいのではないかなと私は思ったのですけども。そういう意見は述べて

きましたけども。そういうことですので、一つよろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） 議員会のと言うことでございますのでね、役員の方にちょっと揉んでい

ただくということでいかがですか、結論につきましては。そのようなことでお願いいたします。 

 他、皆さんの方から何か、その他ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 18 日の議運までに再度、今日、討議いたしました第３次議会改革、それ

と通年議会の考え方、合わせまして再度、各会派、それぞれの議員の皆様方で検討をお願いしたい

と思います。 

                                           

    ○閉会の宣告 

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

うございました。 

 

（閉会 午後０時２３分） 


