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平成２０年白老町議会運営委員会会議録  

 

平成２０年４月２日（水曜日） 

  開  会  午前１０時００分 

  閉  会  午後 ０時０６分 

                    

○議事日程 

協議事項 

１．第３次議会改革について  

２．その他  

                    

○会議に付した事件  

協議事項 

１．第３次議会改革について  

２．その他  

                    

○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    氏 家 裕 治 君 

議  長    堀 部 登志雄 君     委員外議員    前 田 博 之 君 

委員外議員    鈴 木 宏 征 君 

                    

○欠席委員（１名）  

 委 員 長    山 本 浩 平 君 

                    

○職務のため出席した事務局職員 

事  務  局  長    上坊寺 博 之 君 

     主        幹    森   隆 治 君 
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    ◎開会の宣告 

○副委員長（大渕紀夫君） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  

 山本委員長はちょっときょう、昨日病院に行って点滴を打ったらですね、ちょっと体調を崩

してかなりひどい湿疹が出ているということで、今病院に行かれましたので、きょうは欠席と

いうことであります。  

委員外議員であります熊谷議員、また副議長につきましてはそれぞれ体調、それから手術等々

の関係で欠席という届けが出ておりますので、ご承知おき願いたいと思います。 

それでは、第３次の議会改革についての中身でございますけれども、きょう委員長がいらっ

しゃいませんので、議論をちょっと進めながらですね、結論をちょっときょう出すという、１

回目ですから、結論を出すというわけにはならないと思いますけれども、一定の議論の中身を

きちっと作っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

各会派でご議論願っているところにつきましては、その意見も含めていろいろ発言願えれば

というふうに思っております。 

それで、体系案。議会改革の体系案が各委員さんのところにいっていると思いますけれども、

案内にもね、きょう持ってきていただくように書いてあったと思うのですけれども、１番目と

２番目につきましては、情報共有制度及び町民参加につきましてはですね、広報広聴常任委員

会の中で、これは方向を出すというふうになっております。  

３、４、５、議会の基本的事項、議会の運営の問題、自治基本条例以外の項目ということに

つきましては、議会運営委員会で行うということでございますので、それを６月までですね、

一応体系化したいというふうに考えておりますので、その点でのきょうご議論を願いたいとい

うことでございます。  

また、ダブっておりますけれども、２番目の町民参加の部分の、町民に親しまれる議会の３

番目の移動常任委員会の開催っていうのがございますけれども、これは広報広聴の部分なので

すけれども、しかし４番目の議会運営の関係の２の委員会運営のそのまた１の委員会の活性化

の中にも移動常任委員会の活性化というのが入っております。わかりますでしょうか。移動常

任委員会につきましては、議会運営委員会で議論をするということのようでございますので、

このことを含めて、きょうは一定のところまでの議論を行いたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、事務局から何かありますか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  いや、今当面は特にありません。  

                    

    ◎調査事項 

○副委員長（大渕紀夫君）  それではですね、３の議会の基本的事項、１の議員の政策能力の

向上ということでも、１から３まであります。議決事件の追加の問題、政策研究会の設置の問
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題、そのほか政策能力の向上の問題とございますので、この件につきましてここに議論を集中

してやっていきたいというふうに考えております。各委員さんの各会派での議論の中身、それ

からまた個々の議員さんのご意見等々、お出しを願いたいと思います。  

１番目の議決事件の追加の問題ですけど、地方自治法第 96 条第２項で、うちのまちで外れて

いるのは議決をしているけれども議決事項に入っていないものが姉妹都市の盟約の関係。それ

から、町の宣言の関係。この二つがですね、議決はしているのだけど、議決事項に入っていな

いという中身なのです。これはすべて議会で議決しております。議会にかかっております。そ

ういう中身になっておりますけど、この件につきまして、それぞれご意見ございましたら、ど

うぞ。 

蛇足ですけども一つだけ言っておきますけど、今は議決事項になっていませんけれども、全

国的に今議論されているのは、基本計画です。基本構想は議決事項になっていますけれども、

基本計画は議決事項になっておりません。それで、全国的にはですね、議決事項にした方が、

基本計画まで議決事項にした方がいいのではないかというような意見も結構出ているように、

私自身は思っておりました。それで、私自身はこのことを前回の議運で言っていますけれども、

基本計画も議決事項に加えるべきだというのが、蛇足ですけども、私前回言っておりますので、

その三つぐらいが上がっていたかなっていう記憶をしておりましたけれども、この件に関して

ご議論ございましたら、どうぞ。  

ちょっとお待ちください。議運の委員の皆様方で、会派でご議論されているところ、ご意見

ございましたら、どうぞ。 

 はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） いや、会派の中でのこの件についてね、議論は実はしておりません。 

ただ、私は委員として、この件、宣言の方ですね。宣言の方で以前に、ある宣言構想が議案

の中に出てきたときに、議会の方から異論が出て町が取り下げたという、実は事例がありまし

た。こういうことからするとね、やっぱりまちが独断で計画を作っていくということになって

くると、やっぱりその作る段階からね、議会も大きくかかわった方が、町民にもわかりやすい

のかなというふうに私は受け止めているのですけども。私はこれ、議決事案としてきちっと議

会も一緒にかかわっていくということにした方がいいのかなというふうに思います。  

○副委員長（大渕紀夫君）  議決事項にすべきだというご意見ですね。はい。 

 ほか。なければ委員外議員、前田議員。ご発言があればどうぞ。  

○委員外議員（前田博之君）  議決事件の追加、これ拡大については、いいですか。仮に不動

産の売買の議決事項が制限されていますよね。金額と面積。これ今これから、前回もそうです

けども、財政再建のためにかなり土地の売買の金額を見ていますから、ある程度のですね、こ

れ全国的な傾向もあるのですけども、若干やはり面積とかですね、額の数字を下げてですね、

ある程度議会が目を通せるような形にした方が僕はいいのかなと、こう思うのです。これがこ

こに該当するかどうかわからないのですけども。その辺どうなのかなと思うのだけど。 
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○副委員長（大渕紀夫君）  はい、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 多分、難しいのではないかと思います。調べてみないとわから

ないですけどね。あれは自治法の議決事件の、議決に付さなければならないという条件ですか

ら、それを拡大してやるということが果たして。  

 全国の情報を見ていますけど、そういう部分では載っているのを見たことはないですね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  前田議員。  

○委員外議員（前田博之君）  議会もので何か読んだら、逆に議会でもそういう部分で条例改

正して、少しでもできればね、チェック機能を果たした方がいいのではないかという学説もあ

るのですよ。そういうことでちょっと今、どうせやるのであればですね、これからかなり工業

団地とか何か出てきますからね。  

○事務局長（上坊寺博之君）  調べてみないとわからないですね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  ちょっと、事務局で調べていただきますけれども、今いくらだっ

たかな。金額的にはちょっと、今正確にわかりませんけれども、売買どちらかがですね、5,000

平方メートルの 2,000 万円ぐらいではないかということなのだけれども。あまり細かくしてし

まうとあれですけどね。これが、この数字が適切かどうかということでございますので、今地

価が下がっていますからね、そういう意味でいえば面積が広くなったり、金額が少なくても面

積が広くなるとかっていうことがありますのでね、法律的に上位法律の関係でどうなるかとい

うことがちょっとまだ、今わかりませんけれども、そういうものも一つ不動産の売買について、

現在の規定よりも金額を下げてはいかがかというご意見でございます。  

 これについて、もちろんきょう結論は出しませんので、各会派でそのことも含めて議論でき

るようにしてください。それまで調べて、内容についてはね、ちょっと各会派にお知らせした

いというふうに思います。 

 ほか、いかがでしょうか。この議決事件の追加の部分につきましては。  

 今姉妹都市の関係、まちの宣言の関係、基本計画の関係、不動産の売買での金額・面積の起

債の関係。今この４点ぐらい出ていますけれども、もちろんこの後出したらだめだということ

ではなくて、とりあえずこの４点ぐらいを押さえながら、各会派で議論していただくというよ

うなことで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）  参考にちょっと申し上げてよろしいですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から参考に申し上げますのはですね、全国的な傾向とし

ては、今大渕副委員長が言われたように、法に基づく基本構想の基本計画を議決事項にする部

分とですね、あと長期計画。例えば５年、10 年計画のようなマスタープランを議決事項に上げ

るという。例えばうちで次世代計画、あと防災計画ですとか、そういう部分のマスタープラン

を上げる傾向にあるようですね。 
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 あと特殊なものとしては、外郭団体の出資法人の議決にかかわる議決というか、運営に係る

部分の議決事項にしているところもあるようですね。 

 ただ、全体ではまだ追加でお持ちのところは、全体的には少ないですね。ただ、今自治基本

条例が皆さん、議会の独自のを作るようになってきていますので、そこの中に盛り込まれると

いう部分が非常に多くなってきています。ですから、多分探されるのであればインターネット

上で議会の基本条例で引っ張ってくると、その中に多分載ってくるところが多くなると。以上

です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今栗山のものも参考でちょっと出していただきますけれども、今

言われましたように、長期計画。なるほどね。長期計画はある意味でいえば議決事項にした方

がいいかもしれないな。そう言われてみたら。 

○事務局長（上坊寺博之君）  必ず議会の審議にかかるということですからね。  

○副委員長（大渕紀夫君） あとね、すみません、今言われた中で、例えば指定管理者なんか

についてはうちは議決している。  

○事務局長（上坊寺博之君）  指定管理者は議決事項ですから。  

○副委員長（大渕紀夫君） しているよね。それ以外のものって何だったかい。  

○事務局長（上坊寺博之君）  今議決事項というのはですね。  

○副委員長（大渕紀夫君） ごめんごめん。局長が言った、さっき言った最後の部分。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば、うちでいえば振興公社の、例えば株主総会に係る事項。

例えば代表権の選任ですとか。そこまでかかわるのはいいのかどうかね。そういうのもぽつぽ

つと出てきますよ。 

○副委員長（大渕紀夫君） なるほど。そういうことがちょっといろいろあるようですけれど

も、今の局長のご意見について何か、ご意見のあります方、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それではね、長期計画についてはそれも込み込みでちょっと会派

で議論していただいたらいかがかと思うのだけど、どうでしょうかね。それはちょっと入れた

方、私もちょっと今聞かされた中ですけども、入れた方がいいかなっていう気もしますので。

そこも入れてひとつ、もんでいただければと思います。  

 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） はい。それでは、１番目の議決事項の追加については４点プラス

長期計画、５年から 10 年ぐらいの更新については議決事項に加えてはどうかという部分を含め

てですね、ご議論願えればというふうに思います。 

 姉妹都市の締結の関係、それからまちの宣言。宣言というのは環境都市宣言だとか、平和宣

言だとかという宣言ですね。それから、基本計画。構想ではなくて基本計画。それから不動産

の売買の金額及び面積の引き下げ。それと長期計画。以上５点。プラス各会派で出ましたらね、
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それはそれで、これで締め切りということではございませんので、言っていただけたらと思い

ます。 

 それで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） はい。では、次いきます。 

 政策研究会の設置です。公的、任意機関の検討と書いてありますけれども、今は公的機関で

はございません。ですから、公務災害の対象及び、ここは正確ではありませんけれども、例え

ば議事録の関係。こういうところが政策研究会ではあるようでございます。 

 それで、現在の状況について、局長、三重県のさっきのお話含めてちょっとしていただけま

すか。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の地方自治法上はそういう明文は来ていないのですよね。常

任委員会か特別委員会、議会運営委員会、その三つしかないのですよ。ただし、三重県は自治

基本条例を持っていまして、三重県の場合は政策研究会ではないですけど、その政策課題ごと

に検討会を設けるということになっていまして、議決をとって設置しているのですよね。です

から、手法としては特別委員会と同じような設置の仕方をとっていると。ですから、内部的に

それで合法化しているのかなという気はするのですけど。 

 ただ、名称としては検討会とか政策研究会というのは法律上はございません。 

 ですから、うちももしかそういう形を位置づけるのであれば、特別委員会か正式に委員会条

例にきちっと盛ってですね、議決をとって設置するという方法が好ましい。そういうことにな

れば、公務災害も拡大解釈で適用になっていいのかなという気はしています。まだ公務災害補

償の方の検討はしてございませんけど。以上です。  

○副委員長（大渕紀夫君） ということで、これは自治基本条例の中ではね、政策研究会をつ

くるということになっていますから、この運営の仕方、運用の仕方をどうするかというのはや

っぱりかなり大きな中身になりますし、その他の部分で出てきますけれども、かなり早い時点

でそういうことをね、検討しなければいけない、そういう状況ですので、この件については皆

さん各会派でも練っていると思いますし、ご議論されていると思いますので、ぜひひとつ活発

なご議論をお願いしたいと思います。  

 どこからでもいいです。どうぞ。 

 要するに、どのような形でつくればいいかっていうことでの議論ですからね。そこを皆さん

に意見を出していただければいいわけですから。あまり難しく考えないで、自分たちが政策向

上をするためにどうするかということですから、委員外議員の方も結構ですからね、発言でき

ますから。代理でございますので。 

 はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  氏家です。この政策研究会の設置については、多分前にもいろいろ議
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論されていると思うのですけども、合併調査研究会等もね、この中に盛り込んでやってはいか

がかなっていう話も多分、いろいろ出ていたと思うのです。  

 それで、僕はですね、このやっぱり政策研究会という名前が、この会がどうなのかはわかり

ませんけども、やはりこう近隣の市またそういったところとの、そういう市との対比と言いま

すかね、そういったものもこう考えながら、これから白老町がどういう形になっていくのかと

いうことも含めた形の中でやっぱり僕は、その中での政策を議論していくことが必要なのでは

ないかなと、僕は思っています。  

 うちの会派の中での話し合いの中では、やっぱり今回もいろいろ使用料・手数料の関係で町

民負担を強いられなければいけないという問題が出てきますけども、そういったものもやはり

こう、町民の中にこう説明する上でもですね、やっぱり近隣の市また町、そういったところの

やっぱり意見をどんどんこう、意見を聞くというよりも、その形がどうなっているのかという

ものを勉強しながらですね、この政策研究会という部分に反映させていければいいのかなとい

う思いで話はしていますので、それを例えば議決してこういった会を設置するということがや

っぱり重要なことではないのかなということで、話は終わっています。  

○副委員長（大渕紀夫君） はい。こういうことなのですよ。要するに今、氏家委員もおっし

ゃいましたけども、今まで我々が考えたのは、特別委員会という議会の仕組みの中で政策的な

議論をするのか、今まで我々の認識はそこから外れて、自由に議論できる場っていうような認

識が多かったのですね。今まで。  

 しかし、他市町村、全国的な動向を見ると、そこも一つの機関として見ると。議会の機関と

して見るような形に変化を今していっているわけですよ。ですから、うちの基本条例でいくと

第 21 条議員等の能力向上の中に、必要の意味で政策研究会等を設置しますというふうに書いて

いるのですよ。これに対して、議会の一定の権限を持たせるかどうかっていうことを含めてね、

持たせるっていうことは議事録をとったりいろいろなことになりますから、ね。そうではなく

て、全くフリーで議論をした方がいろいろな意見が出るからいいよっていう意見が以前あった

わけです。ね。 

 ですから、そことの整合性をどうやってとっていくかっていう議論なのです。今の議論は。

だから、議会の権限を持たせるとしたら、じゃ特別委員会と政策研究会の違いって何だってい

うことを今度明確にしないとだめでしょう。そうなりますよね。同じ権限だったら二つもいら

ないわけだから。特別委員会にすればいいわけだから。  

 だけどほかのところでは、そこにも権限を持たせてきているのですよ。ですから、そこら辺

をどう整理していくかっていうことを議論を、ちょっとこれは詰めてしないとね、何というの

かな、後で、つくったけども何だかさっぱり魂が入って動かないというふうになりかねないと。

それだったらつくらないで、例えば徹底的に特別委員会の中でやるかね。それとも特別委員会

でいずい部分をそういうところに権限を持たせてやるのか、全く権限を持たせないのか。そう

いう選択肢もあるわけですから、そういうところをちょっとイメージして、議論をしていただ
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ければ。蛇足ですけどちょっと、整理する意味でそういうふうに言いました。  

 はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  僕がなぜこういう話をするかというとですね、前回、前回というか今

選挙前にですね、合併研究会というものを立ち上げてですね、皆さんといろいろ協議したこと

があると思うのです。その中でですね、前座長の吉田さんがいました。吉田さんとこう話をし

ていく中で、やはりこう、今のこの連結決算が浮上する前の話なのです。やっぱりこう、歳入

と歳出というのは１本でなければいけない話だろうと。これが一般会計と特別会計に分かれて

いるからわかりづらくなっていて、町の財政がどういうふうになっているのかが見えづらいと。

そうしたら何とかこれを一つにまとめて、歳入それから歳出、一般・特別会計別にしてね、何

とかそれを数式化できないものなのかということで、多分事務局の方にもそういった資料を出

せないかということで提出してきた案件があるのですね。 

 ただ、それが今実際現実となって、連結決算という話の中で町が動き出している。これ、何

の記録も残っていないですよ、実際議会でやっていることが。僕はそれがね、一番情けないな

と思うのです。議会でそういったところまで突っ込んで話をしているのだけども、なかなかそ

れが、結局国が今やったことではないかと言われることがね。  

 でも、合併調査研究会の中ではそういったところまで踏み込んだ議論をしているのですよね。

ですからそういったことが、例えば白老町議会としてちゃんとした形の中でね、残るような形

にしていくべきではないかと僕は思うので、今回こういう形の中でお話させてもらっています。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに今氏家委員がおっしゃったのはね、要するに一定の権限

を持たせますかっていう意味ですね。はい、わかりました。  

 はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほど三重県の例を出したのですけどね、三重県の検討会の位

置づけは条例に規定して議決するということですから、公的な役割を持たせているのだろうと

思うのですけど、特別委員会と違うのは、座長が議長だということなのですよね。副議長だっ

たり議長だということなのですよ。 

 そして、政策提言するということなのですよ、行政に対して。例えば、委員会に対して政策

提言をして、委員会が動くという役割みたいなのですよね。ですから、結果は１回は出すので

すよ、そこで。それで終わるものと、行政に突きつけるものと、特別委員会にその結果を持っ

てゆだねると。そういうような役割なのですよね。  

 ですから、特別委員会とは正式に違うと。そして、県議会ですから、会派構成が複雑でたく

さん会派を持っていますから、会派からの選出なのですよね。何名、何名という割り振り。議

運みたいなような仕組みだと思います。  

 ですから、ちょっと三重県に聞いてみなければならないですけど、その位置づけ。公的な位

置づけなのか、私的な位置づけなのか。そのような形で今氏家委員が言ったように、ある程度

公なものでやって、型に縛られないものというようなイメージだと思います。  
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 ですから、行政はあまり入ってこないのではないかなっていう気はしますけどね。以上です。  

○副委員長（大渕紀夫君） ということは、かなりフリーなトーキングは、フリーに話ができ

るという意味ですね。  

○事務局長（上坊寺博之君）  だと思うのですよね。  

 すみません。運営方法はですね、１回２時間以内と決めているみたいですね。そして論点は

あらかじめ委員全員に配ると。そして、個人的な意見提案があるのは原則として事前に座長に

提出するとも書いてありますね。  

 そして、さっきも言いましたように結論が出たら常任委員会の議論を深めるということにな

っていまして、知事への政策提言を行うと。結論に至らない場合は全議員に配布、今後の検討

材料にするということになっているみたいです。  

○副委員長（大渕紀夫君） 人数が多いからな。 

○事務局長（上坊寺博之君）  多いのです。何十人の世界ですから。  

○副委員長（大渕紀夫君） うちの場合はね、全員でやるしかないと思うのだ。きっとそうい

うふうにやったら。だから、そこら辺の違いがあるからね、これだけがオンリーではないとは

思うけど。  

○事務局長（上坊寺博之君） 今インターネットを見るとね、四つか五つくらいあるのですよ

ね。検討会というのが同時に動いている。 

 だから、逆に言うとうちがねらいとしているその政策研究会になり得るのではないかなって

いう気はしますけどね。  

○副委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君）  基本的にはこの政策研究会というその会ですよね。先ほど来氏家委員

の方から言われているように、かなり以前から実はこの政策研究会というものは任意で立ち上

げて、活動はしてきているのです。 

それで、私はその常々感じるのは、どうもそこでもその議論、研究するのだけども、先ほど

言われたような意見が出ているような、言いっ放なし、言いっ放なしというか、議会の中での

議論だけに終わってしまっているわけですよね。これはもう、間違いない事実なのですね。そ

うであるならば、どうもその、まちに対する提言も含めて、何もその責任が、責任というかそ

ういうものは全然ない政策研究会だった。今までの過去の状況からするとね。これであるなら

ば、確かに議員それぞれの勉強にはなるのだけども、なかなかその大事な部分があるのに、あ

るはずなのにやっているにもかかわらず何かこう、中途半端な状況で終わってしまっていると

いうことがね、なかなかこう、今こうやってここにね、公的、任意機関の検討という部分も入

っていますけどもね、この辺のきちっとした体制づくりをしておかないと、結局は同じような

状況になってしまうなと。 

これから非常にその大事な部分が新財政改革プログラムなんかもそうなのですけどね。町立

病院の問題も個別に言ったらいろいろと出てくるはずなのです。出てくるはずなのに、例えば
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ここの中でこれを議論して、また何かあまりこうきちんとしたものがまとめられないで終わっ

てしまうようなことであればね、非常にこれまずいなという思いが実はありますのでね。であ

るならばやっぱりきちっとした責任範囲をきちっと決めて、これも議決もできるようなね、体

制にやっぱり持っていくべきだというふうに私はずっとこう、感じているものですからね、一

言意見としてどういうふうに皆さんとらえているかお聞きしたいなというふうに思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君）  ただのこの政策研究会だとか、例えば合併調査研究会とかっていう名

前でですね、ポストを置いておくとですね、例えば本当に必要と思うことを例えば行政に対し

て資料提出を求めたときにですね、「いや、ちょっと今忙しいのです」っていう部分の中でこう、

うやむやになってしまう部分がどうしても出てくるのですね。  

 ですから、例えばこれが常任委員会だとかそういった形の中で機関としてのね、思いでこの

資料提出しなさい、してくださいということであればですね、しっかりとした形の中で動ける

のでしょうけども、先ほど今及川委員が言われたとおりですね、この位置づけがですね、中途

半端で終わってしまうと、どうしてもそのすべての例えば審査事項にしても何にしてもですね、

中途半端に終わるような気がしてならないのですね。 

 ですから、やはりこうしっかりとした位置づけをやっぱり持つべきだなと。そういった面も

考えましてね、私はそういうふうに思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい。ほかの委員の方、どうぞ。  

 はい、どうぞ。鈴木議員。  

○委員外議員（鈴木宏征君） さっきの議決事件の追加のところの関係もあるのですが、今ま

でずっと議員をやってみて、基本計画や何かをつくるときにですね、昔は議員が入ったりなん

かしてつくっていて、そのつくっていく過程の様子っていうのがある程度その参加している議

員からの話や何かわかったのですが、最近は議員がそういうところに入らないということで、

ある程度姿が見えてこないと議会に報告もしない、中間報告、それも何回かですよね。 

 そうしますと、なかなか議会がそういう計画に入って意見を言う機会とか、勉強する機会と

いうのが非常に少ないと思うのですよ。それで、やはりそういう長期の計画というのは、委員

会なんかも取り上げるときはもうある程度できてですね、それを報告を受けて、その意見とい

ったってもうかなりそこまでくるにはですね、委員さん方もいろいろな勉強をしてそこまで来

ているので、そこでぱっと説明を受けたからといって、ぱっとそれに対して議会としてその提

言とか、提案とかっていうのは難しいのですよね。  

 ですから、そういうときはやはりその研究会とか、一緒にですね、やっぱり行政とやってい

く何か、姿というのですか、議会としても何かそういう流れっていうものを何かどこかでほし

いなというふうにずっと思っていたのですが、これが政策研究会になるのか、特別委員会にな

るのかわかりませんけども、その性格としてやはり特別委員会の性格と、政策研究会の性格と

いうのですか、やっぱり違うというふうにきちっと位置づけないとだめだというふうに先ほど
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委員長も言っていましたけども。そういうふうなその位置づけの中では、なかなか特別委員会

っていいますと、この特別委員会でこう集中的にですね、何かをやるというのもなかなか難し

いのだと思うのですよ。  

 ですから、やっぱりそういう基本計画なり各マスタープランとか、そういうものが町で作成

が始まったときに、やっぱりそれに対して議会もですね、きちっと提言したりできるようなね、

体制を組む一つの組織として何かそういうものがあると、議会としてもいろいろなところにそ

ういうふうなかかわっていけるというのか、そういう何かその流れといいますか、システムと

いうのはできてきていいなというふうには前から思っていまして、形はどうするかわかりませ

んけど、何かやっぱりそういう部分として議会としてもきちっとかかわれる、そういう会なり

委員会なりというのは、やっぱり今後きちっと持っていかないとだめかなというふうに。  

 そのためにはやっぱり、先ほども事件の追加ではないですが、議会がこれは議決が必要なも

のだということをですね、きちっと位置づけてもらって、それにかかわっていくという形の方

が、より何か議会がかかわりやすいのかなというふうに思いますので、これその追加の部分と

も関連があるので、そこら辺やっぱりそういう考え方の中で何か進めていく一つの会、この会

がいいのか特別委員会がいいのかわかりませんけど、何かそういうのが必要かなというふうに

ずっと思っていました。  

○副委員長（大渕紀夫君） はい、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。私、このね、項目からして議員の政策能力向上、研究会の

設置ということでありますからね、これはあくまでもそういう形でね、勉強して、いろいろ切

磋琢磨して議論をしてですね、できると。そして、その次にそれを町に提言するどうのこうの

というのは、その次のステップでいいのかなと。あくまでも自由に討議してね、やると。私は

今までのやり方でいいのかなと。それでまとまった時点で町の方に提言をするということにし

た方がいいかなというふうに思っていますけど。  

○副委員長（大渕紀夫君） はい、ほかの委員さん。  

 今の近藤委員のお考えは、要するにそういう、何というのかな、公的なものにしなくてもい

いのではないかっていうご意見ですよね。はい。  

 そこら辺を含めて、今鈴木議員が言われたように、すみ分けは絶対に必要だと思います。こ

れ、特別委員会と同じなら何もいらないわけですから。すみ分けはきちっとすべきだけれども、

それが今三重の例が出されましたけど、そういうような形で運営できるかどうかっていうこと

が一つありますから、そういうところも焦点になると思いますので。そんなところを含めて。  

 及川委員、どうぞ。  

○委員（及川 保君）  及川です。いや、そういうことなのですね。ここでいろいろな研究、

議論されたことが、きちっと議会全体の意思として何かこう、責任を持って町に反映できるね、

いうような形がとれれば私は、今までのやり方でもね、いいのではないかなというふうには思

うのですけど、結局はその言いっ放なしという状況であるならばね、これ私はどうも我慢なら
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んなという、これではいかんなというように、実は考えているのですよね。それだけなのです。  

○副委員長（大渕紀夫君） 当然それは議事録が残りませんから、ありませんからね。ですか

らそれは責任要素はどこもないっていうことですよ。言えば。そういうことです。  

 ほか、どうですか。  

 委員外議員、前田議員。ご意見ございますか。  

○委員外議員（前田博之君）  今話したようにやっぱり、特別委員会と政策研究会、やっぱり

すみ分けをちゃんと整理しないとだめだと思います。それで、この基本条例の部分で見たらで

すね、こういっていますけども、「議会の政策研究活動を活発化し、政 策提案などを増やす」と

いうことなのですよ。解説では。そうするとやっぱりテーマを持ってね、その研究会が仮に今

多分新財政改革プログラムが出てくると、前の総務文教常任委員会でも話が出ましたけども、

多治見みたくですね、それをけん制するような、けん制という言葉はおかしいのかな。それを

ちゃんと実行してもらうような条例をつくるよということになれば、それをつくるために政策

委員会をつくってですね、町側とすり合わせをしてですね、一つの条例案をつくっていくとか。  

そういうちょっと、目的を持った政策研究会でやるのか、何もそれは特別委員会でできるよ

と。議員の能力の問題でね。そういうことをちゃんとすみ分けして、僕はテーマを具体的にち

ゃんとね、提案できるものが、つくるために短期間でもいいからやるというのであれば政策研

究会でもいいけども、何か今の議論というか、こういう部分でいくと、ちょっとよくすみ分け

が見えないなと思うのです。  

 だからつくっても、結果的にアブハチ取らずでどうなのかなと。組織がつくったけども、中

身がなくなってしまう可能性があるのではないかと。 

 それと、時間がなかったのですけど、前回の予算審査特別委員会でもね、やはりいろいろな

問題で修正案を出すか、あるいは修正動議で出したところもありますけども、そういう部分に

なってくるとやっぱり全体の予算を見たときに、議会としてどうするべきかという短期的にそ

れではこういう政策研究会もちゃんと立ち上げてですね、議会の方向として、それは会派の考

えは別にしてですよ。議会の意見として、やっぱり修正動議を出すべきだとかね。  

そういうことをちゃんと行動できるような研究会ということが目指されるのならいいのだけ

ども、行動力がすぐ伴うようなね、研究会ならいいのだけど、今言ったただ勉強だけするのだ

よというのならそれでいいかもわからないけど、その辺をちゃんと整理しておかないとだめか

なと、僕は思います。  

○副委員長（大渕紀夫君） はい。はい、ほかの方。  

 はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  私、今まで無会派を４年半させていただきまして、政策研究会に出た

ときですね、合併調査研究会なんかも随分何回か出席させていただきましたけども、無会派の

立場だった関係もあるでしょうけども、その政策研究会の中で、今回はこのテーマでやります、

ところがそういう情報というのはまるっきりありませんでしたよね。政策研究会の中の代表の
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方々が一体どういうような話をして、どういうことでこのテーマを絞って、みんなで勉強しよ

うかっていうふうになったか、その過程もわからなかったし、それを議員みんなで研修したあ

とに、ではそれを具体的にどうするのかという話も全然ありませんでした。 

 だから、今回の政策研究会が、前田議員も述べられておりましたけども、やはり自分たち議

員がただ勉強するだけの政策研究会なのか、本当に先ほど氏家委員がおっしゃったように、や

はりきちっと議会として提言できるまでまとめていくのか、その辺をきちっとしないと勉強を

受ける方の議員としてはですね、一体どこまで発言していいのか、一体どこまで聞いていいの

か、何かよくすみ分けができなかったなっていう感想を持っております。  

 だから、今回もし、つくられるのであれば、その辺をきっちり分けてできるような形、また

無会派の議員に対してもそういう配慮ができればありがたいなと思っております。  

○副委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君）  氏家です。例えば今までの政策研究会という、例えば合併調査研究会

みたいなものというのはですね、一つのテーマを設けてやっています。設けてやっていたので

すけども、あくまでそれを皆さんに対しての情報提供であって、その中で質疑応答をとって、

例えばそれに対して答えられるもの、それから外部講師を呼んで、現在の例えば全道的な流れ

だとか、そういったものを皆さんにお知らせする場であったり。それを聞いてですね、皆さん

は多分一般質問、代表質問の中でそういったものをこう反映させてきたのではないかなと、僕

はそう考えているのです。 

 ただ、それだけだったのですね、今までは。それだけだったのです。  

 ですから、それ以上のものっていうことになるとですね、やはり今までの形だけではやっぱ

りだめなのかなと僕は思うのですね。ですから、特別委員会とか何とかではなくて、やっぱり

しっかりとした位置づけ、いいですか、その政策研究会という一つの名前にしましょう。それ

を一つ立ち上げてですね、そして例えば今、前田議員も今言っていましたけれども、そのとき

そのときに立ち上げるのか、常時それを設置しておくかというのはまた別にしてですね、やっ

ぱり一つのテーマを持って、例えばいろいろな課題に対してですね、行政とのすり合わせをし

なければならないものはしなければならない。 

 また、先ほど鈴木議員が言われたとおりですね、何かの計画に携わらなければならない場合

はね、これを通してそちらの方にこう入っていくという形はやっぱり必要なのかなと思います

し、今までの例えば合併調査研究会とかっていう、中途半端な位置づけの中でやるのではなく

て、ちゃんとした機関として設けてね、その中でいろいろなものにこう携わっていくというこ

とがやっぱり必要なのかなと。僕はそういうふうに思っています。  

○副委員長（大渕紀夫君） はい、土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。この政策研究会そのものは必要だと思うのです。ただ、

今氏家委員もおっしゃったように、何かしら中途半端な形でね、結果は出ないにしても、何と

なくこう自然消滅的な部分というのが非常に見えてきて、だから行政とやっぱり議会と、そう
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いう部分ではしっかりいろいろな意見がかみ合うようなね、やっぱりそういう場がすごく必要

だと思うのですよね。  

 だから、さっきおっしゃられた氏家委員さんの意見も、私は必要でないかなと思うのですけ

ども。だからやっぱり、本当にこの白老町を築いていくために、やっぱり非常に大事な機関で

はないかと思いますね。  

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、今までの位置づけっていうのはそういう、特別委員会

以外のものはないわけですから。ですからね、それは今までの状況はしょうがないのですよ、

それは。それはそれとして、非常に積極的なことだと私は思いますよ。ああいう合併研究会そ

のものがあるということ、ほかの町村はやっていないわけだから。  

 だから、そうではなくて、私はやっぱりこれからじゃ政策的に我々が会派だけで、個々の議

員だけの議論で、きちっと議会として政策提言ができるかどうかと。それができない、できな

いというか、困難であればやっぱりきちっと議論した形で、その議会として政策提言ができる

ような、また政策的なその、何というかな、条例提案もできるわけですから。そういうところ

までいくためには、これがなかったら多分難しいでしょうと。こういうことだと思うのですよ。  

 特別委員会に代わるものでもなければ、そういうことではないわけですよね。私が言ってい

るすみ分けっていうのはそこのすみ分けをはっきりさせて、そしてある意味でいえば政策的な

能力を高めるための組織になるのではないかなというふうに、僕は個人的には思っていました。 

 ですから、そこら辺はね、特別委員会に代わるものでもないし、何というのかな、権限を持

たなくてもいいっていうものでもないということになれば、そこの位置づけが三重県のような

形になるのかなって。そこのイメージがわかなかったからそうなっていただけであって、三重

県でそうやってやられているっていうのは非常に先進的な形だというふうに私は思います。 

 ですから、そこら辺でね、三重のやり方がすべてではないし、近藤委員の言われるようなご

意見もあるわけですから。そういうことを各会派できちんと練って、どこまでいけるかってい

うこと、白老としてはどこまでいけるかと。こういう議論になっていくのかなというふうに思

っていますけどもね。  

 だから、今までの形っていうのはそれはそれなりに、僕は合併研究会は合併研究会の役割を

果たしたというふうに、私自身は思っております。  

 これについてはこの程度ですか。各会派でもうちょっともんでもらうしかないですか。同じ

議論をいくらしてもしょうがありませんから、これ結論は出ませんからね。 

 もうちょっとですね、各会派でまとめてください、意見を。もうちょっと。ね。  

 一つは公的なものにするのかどうかっていうことです。ね。独自に議員が勝手に集まって作

る政策委員会なのか、公的なもの、公的っていうことは議事録の関係や公務災害の関係を含め

て。そういうことが、きちっとしたものにするのかどうか。そういうふうにするとしたら、目

的と構想をどうするのか。こういうことを、権限をどこまでするのか。要するに、公的なもの

にするのであれば、独自のものはいいです。公的なものにする場合は、特別委員会とのすみ分
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け、違いをどうきちっと表現するのかと。 

 ここら辺をね、各会派できちっと議論をしていただいて、出していただくと。そのことによ

って、一定限度意見が詰まっていきますから。そういうような形での議論をね、していただき

たいと思います。今は賛否両論いろいろございます。かなり多くの意見がございましたけれど

も、そういうところで少しこう絞り込んでいくというような議論にしていただきたいと思いま

す。 

 政策研究会の設置について、この問題についてはこれぐらいの中身で次回に託すっていうこ

と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） はい。それではそのようにいたしたいと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、資料を配らせてもらったのですが、まずこれから議論に入

るものもありますけど、そこの中に栗山町の自治基本条例があると思いますけど、それの第８

条、議決事項の追加してあるのですよね。今の新しい体系としては、議会の基本条例を作る議

会が多くなってきていまして、そういうような体系に今なってきていると。別な条文で追加事

項をするのではなくて、基本条例の中に明記しているということです。参考にしてください。  

○副委員長（大渕紀夫君） これ議決事項の追加ではないの。  

○事務局長（上坊寺博之君）  追加です。  

○副委員長（大渕紀夫君） 追加なのね。  

○事務局長（上坊寺博之君） はい。だから、従来は１本の条例なのですよ。追加事項の条例

なのです。ただ、今は体系としては基本条例の中で明文化しているという。 

○副委員長（大渕紀夫君）  それでは、暫時休憩をいたします。開会を 11 時といたします。 

休憩 午前１０時５１分 

                    

再開 午前１１時０５分 

○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。 

 続きましてですね、３番目そのほかの政策能力の向上ということがございます。一つは専門

的知見の活用、地方自治法の第 100 条の２。委員会の議案提出の活性化、代表質問及び一般質

問のあり方の検討、本議会終了後の一般質問・議会運営委員会検討会、答弁書の事前配布等々

がございます。 

 まず、専門的知見の活用、このことについてご議論をいただきたいと思います。ございます

方、どうぞ。 

 局長からこれ、中身について若干補足をしていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） まずそこに栗山町のガバナンスに載った記事があると思います。

そこの中で専門的知見を活用しているのですね。124 ページの下側の欄に書いています。「名称

を変え、計画に実効性」って、そこの後からすぐ書いてありますね。「議会では修正案を作成す
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るため、素案策定委員会を９月に設置。自治法改正で認められた専門的知見の活用として神原

勝・北海道学園大学教授のアドバイスも得ながら修正案をまとめていった」ということが書か

れています。 

 それで、100 条の２というものはどういうものかと申しますとですね、これは 18 年の６月の

自治法改正で認められた制度なのですが、議会は議案の審査、事務の調査のために必要な専門

的思考に係る調査を学識経験者等にさせることができる、なのですよ。ですから、議員さんが

学識経験者の意見をもらうことではないのですね。調査に加わるということですから。これは

議会の議決をとって、その執行手続きを条例か委員会規程かに設けなければならないか、これ

は全国議長会も示していないのですよね。それぞれの議会がやり方が変わってきますので、独

自に定めなさいということだそうです。 

 それで、当然学識経験者の活用をさせるということでは経費が生じてくるということです。 

 一応、そのぐらい。まだうちの方は、規定はしてございません。条例上はね。いじっていま

せん。以上でございます。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい。ただいま、専門的知見の活用、具体的な例と今後の方向づ

けみたいなものがちょっと、局長から話されましたけれども、これについて質問、意見、質疑

等々ありましたらどうぞ。 

 はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  このですね、専門的知見の活用については、先ほど議論されてきたそ

の政策研究会の今後の姿、今後の姿の中に取り込まれていく部分ではないのかと、僕自身はそ

ういうふうに思っているのです。ですから、このそのほかの政策能力の向上っていう部分とこ

う、分離して考えるべきではないのかと、僕自身はそういうふうに思っているのですけども、

その辺についてはどうなのでしょうか。皆さんの意見を聞きたいなと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君）  政策研究会設置の中にこれを、こういう専門的知見の活用なんか

も取り込んでやったらどうかという意味ですね。はい。そういう意見が今出ております。 

 ほか、ご意見ございましたらどうぞ。 

 はい、委員外議員、前田議員。 

○委員外議員（前田博之君）  この趣旨からもいってもですね、これからこれだけ白老町も議

会改革、そして資質向上云々と言っていればですね、ほかの常任委員会等でも活用できますの

で、これはやっぱり事前にですね、ある程度条例改正なんかをですね、しておく必要があるの

かなと思います。そうするとすぐ使えますのでね、待ったのではなくて、もうそのときに、活

用するときは臨時議会というのかな、そういう言葉は使わないのかな、補正予算であげてもい

いですけども、基本的になすこの条例の改正をですね、しておいた方がいいのかなと私は思い

ます。 

○副委員長（大渕紀夫君）  ほか。 

 はい、及川委員。 
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○委員（及川 保君）  この大部分については非常に私もいいことだなというふうに思うので

すけどもね、現実的にこれをやろうとすると、細かいところからいえば、例えば費用弁償をど

うするとかね、いろいろ細部に渡って出てくることがあると思うのですね。このことについて

は私は、すべきだというふうに思いますけども、その細部の部分についてどういうふうになっ

ていくのか、お聞きしたいなと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 規定されているだけでございまして、これは相手は個人であっ

ても法人であっても構わないという規定ですから、当然コンサル会社だったら相当な費用をと

られますのでね。だからその部分は、その場合場合でなければ判断つかないのかなと。 

 それで、例えばコンサルタントに調査させたのであれば、当然報告書を書面報告が想定され

ると思うのですよね。ですから、多分、どういうような活用をさせていくのか、参考人程度で

やるのか、それはいろいろとあると思いますけどね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい。この件につきましては、栗山でこの神原教授のことが行わ

れているのですよ。それで、許せばですね、議会事務局の人は大変なのだけれども、条例それ

からその運用状況、それから費用弁償の関係、それから費用全体の関係。議会議決をとってい

るはずですから、本会議の議会議決の、議決はとっているからやっているのだけど。そういう

ところを含めて、流れをね、ちょっと調べてもらって、次の議会で出してもらうというふうに

しながらですね、これは前田委員外議員が言われたように、規定をきちっとしておくかどうか

っていうね、使うか使わないかってこれ議論したってしょうがないわけだから。ね。  

だからきちっとして、いつでも使える状況にした方がいいのかどうかと、随時やるのかとい

うあたりを各会派でたたいてもらうというようなことにしかね、私はならないと思いますので、

そういうことでただ、及川委員から出ましたね、そういうことについては私も非常に興味があ

るところでございますので、栗山の方もございますからね。ちょっとその流れを含めて、どう

いう実務で、どれぐらいの規定が必要でね、費用がどういうふうになるのかというようなとこ

ろまで、栗山の例だけでも調べていただければというふうに思っていますけれども。 

 そんなところでいかがですかね。 

 はい、近藤委員、どうぞ。 

○委員（近藤 守君）  近藤です。以前ね、町政が混乱したときに、我々議会が札幌まで行っ

て宮脇さんのね、講議を受けましたよね。ああいうのはこういう知見とはまた別な考えなので

すか。 

○副委員長（大渕紀夫君）  あれもこれ、組み込めるのではないかい。どうだい。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会の調査、議案の審議のため必要な場合っていう部分ですか

らね。それに合致しなければ、単なる研修で終わるのではないかなという気がしますけど。あ

くまでも、議案審査か調査ですから。所管事務か付託事項にしか使えないのではないかなとい
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う気がしますね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  いいですか。 

 中身としてはそんなようなことで次の中でね、もうちょっと詰めたいというふうに思います

けども、いかがですか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい。それでは、専門的知見の活用については取り計らいをいた

します。 

 続きまして、委員会の議案提出の活性化。これ当たり前なのだけど、これ何の議論をするの

かと私は思っているのだけど。委員会で出せるということで、この間議会運営委員会でも出し

ましたし、いろいろなところで出したのだけど。これ、ご意見ございましたらどうぞ。一生懸

命やろうというだけの話かな。 

 はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今現実にはもう出していますのでね、この間の産業厚生常任委

員会で陳情審査で意見書を出す、これも一つの案でしょうし、議会運営委員会がこういう議論

の中で独自の条例修正案を出すというのも一つの方法です。 

 ただ、町の執行にかかわる政策提言というのはまだ、１件だけですね。観光客の誘致にかか

わる条例案否決されたようですけど。それ１件だけなのですね。執行機関にかかわる部分。で

すから、そういう部分を含めてだと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君）  条例提案できるっていうことですから、そういう意味でいえば、

まだ白老では１件しか出ていないと。  

○事務局長（上坊寺博之君）  個人提案ね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  ただ、これは議論してもしようがないから、一生懸命やりましょ

うっていうことで、これはいいのではないかと思うのだけど、どうですか。いいですよね。そ

れだって、どうもならないものね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） 今後、政策研究会等々が立ち上がった場合は条例改正案、それか

らいろいろな点でね、出されると思いますので、そこんとこ結んで活発化させようということ

で、この件についてはそういうことで締めたいと思います。  

 続きまして、代表質問及び一般質問のあり方の検討。代表質問一括質疑方式がどうなのか。

また、一般質問もですね、今の一問一答方式を試行期間中なのです、まだね。これをどうする

かと。この二つのことなのですけれども、大分議論がありまして、前回については代表質問は

今回まではやろうという意志統一は議運でされましたけれども、今後どうするかというご意見

でございます。検討であります。  

 ご意見ございましたら、どうぞ。 

 わかりやすいところで一般質問からいきますか。一般質問は一括質疑方式と、一問一答方式
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両方残しますか。それとも、一問一答方式だけにしますか。  

 はい、及川委員。 

○委員（及川 保君）  この一般質問についてはね、一問一答、今現在試行でやっている一問

一答方式にきちっと体制を整えた方がいいと思います。  

 代表質問についても、実は私はこれ、代表質問はもうこれだけの議会、人数になってね、会

派制度を設置しているということからすれば、やらなければいけないのだろうなというふうに

思うのですけども。 

 でき得れば、一問一答というふうに、であれば同じなのかな。一般質問と同じくなってしま

うのかな。どうもその辺がいまいちつかめません。ただ、一問一答方式でやった方が、非常に

議会としては質問も、また聞く方々もまたいいのではないかなというふうに私は思うのですけ

ども。いかがでしょうか。私も一問一答の方がいいかなというふうに思います。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君）  一般質問に関しては、やっぱり一問一答の形の中でやっていくべきだ

ろうなと。ただ、一つの課題としてね、一つの課題として今の 45 分というね、時間が、時間に

ついての議論はこれからまだ必要になってくるかなと、僕は思っています。 

 それから、代表質問に関しては、僕は基本的にはですね、町議会レベルで代表質問というの

はどうなのかなというのがあります。ただ、やはり会派を構成している以上ですね、やはりこ

の、例えば予算審議に入る３月の定例会だとかっていう部分でね、町長の執行方針また教育長

の執行方針等々が出てきたときに、そのやっぱりまちの考え方というものをこう大きな枠の中

で考えていく、やっぱり質問というのはやっぱり必要なのかなと思います。 

 それに代わってほかの会派の中でも一般質問の中で個々の細かい部分に対してのまた質問も

あるでしょうけども、やはりこう、大きな流れでのやっぱり代表質問というのはやっぱり必要

なのかなと思っております。いつもではないです。 

一問一答ではなくて、それもやっぱり、僕もまだまだその代表質問の一括式ですか、まだま

だ理解できない部分というか、まだまだわからない部分があるのですけども、ただ、集中した、

例えばその一問一答とは違いますのでね、集中したその考え方を聞くっていうことであればで

すね、僕何ともいえないのですよね。いいとも悪いともいえないのだけども、今の形の中で例

えばやると、例えば一つの時間の中でしっかりとした議論ができるのかなと。それは僕たちの

能力の向上がそこに問われている部分なのかなと思うのです。 

 ですから、僕はその一括っていう部分ではこの代表質問ではそれでいいような気がします。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、ほか。 

 はい、鈴木委員外議員。 

○委員外議員（鈴木宏征君）  私も一般質問については一問一答でいいのではないかと思いま

す。 

 それと、代表質問なのですが、私は会派があるとしても、もう代表質問はいいのではないか、
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いらないのではないかなと思います。それで、一般質問の中にですね、代表質問で必要な、も

しまちづくりの大きな観点というものがあればですね、一般質問でも同じように聞けるわけで

すから。ですから、一般質問をしてですね、代表質問は僕はいらないのではないかというふう

に思います。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、及川委員。 

○委員（及川 保君）  すみません。私もこの代表質問については、非常にずっとこの新たな

議会が立ち上げてからそういうふうに、実は疑問に思っているところなのです。 

 今鈴木議員がおっしゃったような、代表質問は本当に必要かという疑問を実は持っている一

人なものですから、一般質問できちっと対応できるのではないのかと。議会としてのそれぞれ

の議員のね、考え方というのは反映できるのではないのかと。 

 ただ、今氏家委員が言われているように、確かにその町全体のことをとらえていこうとする

と、代表質問というのはやっぱり必要なのかなと。非常になかなか踏み切れないでいるのだけ

ど、皆さんに会派で諮っていただきたいのは、本当に代表質問が必要なのかということを諮っ

ていただきたいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  代表質問がいいか悪いかは別として、質問と答弁にかかわる時間で

すね。その時間に制限があるということで、本当にその代表質問の中の中身を答弁する側が、

きちっと精査して答えているのかなという部分が、ちょっと見えてこないのですよね。 

 その１時間の中での制約ということで、非常にこう無理のある質問も、中には入ってしまう

のではないのかなというのがちょっと見えたのです。 

 必要か必要でないかはちょっとその辺、判断はわからないのですけども。 

 ただやっぱり、会派がある以上は会派が意見としてやっぱり質問すべきであるのではないの

かなというのが、私の気持ちなのですけれども。その辺ちょっとはっきり、明快な答えは出せ

ませんけれども。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君）  いずれにしましてもね、会派がある限りね、やはりそれは会派の意見

を代表としてね、述べるべきだなと思います。 

 それでね、これ昔を振り返ってはまずいのですけれども、この会派ができて、代表質問とい

うのはね、いつごろからやられたのか、昔からあるのかどうなのか、教えてください。 

○副委員長（大渕紀夫君）  正確でないかもしれませんけど、すぐにできたというふうには思

いませんけれども、会派ができた段階で代表質問の議論は随分されました。 

 うちは法律的に制定される４年前から会派制度を引かれました。地方自治法が変わって、町

村でも議会運営委員会を作りなさいって決まる４年前から、議会運営委員会ができているので

すよ、ここは。すごく早かったのですね。それで、４ 年間っていってもすごく早かったのです。 

 そうですね、一番最初から代表質問をやったかどうかっていうのはちょっと記憶にないので



 - 21 - 

すけどね、僕は何かね、そうではなくて途中からやったような記憶があるのです。ですから、

会派がつくられたことによってそういう議論が随分されましてね、議運で。その中でね、され

たように思います。 

 それで、会派ができたのは梅津さんが議長のときです。確か。ですからその後、そのときす

ぐには代表質問はやっていなかったような気がするのですよ。ちょっと後からやったのではな

いかなっていう記憶です。 

 だから、結構長くはやっているとは思うけどね。 

 その頃ね、代表質問もあったのだけどね、一般質問も全部一括質疑なのですよ。一問一答で

はないから。同じ形式でやっていますから。無制限１本勝負、３回質問というものですから。 

 はい、議長。どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  参考までになのですけどね、先ほどいろいろ代表質問と一般質問の

関係があったのだけど、現実的な形でいえば、例えば我々の定例会、今回の定例会を見ても、

やっぱり代表質問から一般質問、予算等審査特別委員会ね。その流れっていうのはやっぱり同

じことをだいたいこう、ちょっと形は変わっても３回くらいとね。代表質問でやって一般質問

でやって、特別委員会でやっているという部分もあって。 

 今、福島町はですね、皆さんのお手元にありますけど、執行方針に対しての質疑は、質問は

しないという方向にまで今ね、変わって、なぜかと言ったら何かこう、どの段階、一般質問の

段階でも聞けるし、予算等でもその執行方針の形では聞けるので、あえてその執行方針に対す

るその質問はしないのだというような、そんなような趣旨で、福島町では今この、執行方針に

対しての質問はしないことにしているのです。質疑ね。 

 そういうもので、案外質疑ができるものだから質問はしないというようなね。そういうよう

なことでやっている部分もあるので、我々も今聞いているとこうね、代表質問と一般質問で何

かこう、何となくダブってくるもので、どちらにしたらいいかっていうのは皆さん迷っている

ところがあると思うけど、その辺も十分会派の中でね、そういった方向性を持ってきている町

もあるということでやっぱりこう、議論してもらった方がいいと思います。 

 実質的にね、代表質問と一般質問でやってこう、ダブってね、やっている部分があるもので

すから、どちらか１本にしてこれやるというのも一つのね、選択肢だし。 

 だけども会派があるために、会派があるから代表質問をやらなければだめなのだということ

でもね、何かないような気もしますし、会派を構成しているのはあくまでも議会運営上のね、

形の中でのものが主ですから。そういった面で会派の存在そのものも、いい悪いってまた皆さ

んも議論もあるでしょうから。そういう面も十分考慮した中で、検討してもらった方がいいか

なと思うのだよね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、及川委員。 

○委員（及川 保君）  今の皆さんの、古い議員さんの話を聞くと、私が実は議員になった直

前の４年間の中で多分できただろうなと今憶測しているのですけども、その私が議員になった
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頃は、その代表質問というと、国レベルの、国旗国歌をどうするだの、こういう実は議論が非

常に多かったですね。国レベルの話を町側とやっているという、それが非常に長い時間、２時

間とか３時間とか、そういう中でやられていたと。 

 それが今、非常にそのそういうレベルではなくて、何か、ああ代表質問ってこういうことだ

ったのかって、私はそのときは無会派でしたから、４年間。そういう考えでおりました。 

 ところがその、会派制度の中でこうやっている代表質問をお聞きしていると、どうもそうで

はなくて、何か一般質問と大差ないなと。現実に今現在どうかというと、無理やり何とかこの

代表質問をしようというような状況に、どうもなっているなというようにしか思えないのです

ね。それで現実に今回の３月定例会でも、いや、うちはもう今回やりませんという会派も実は

出てきておりましてね。本当にこの代表質問制度がいいのかというのは私は非常に今、疑問視

しておりまして、先ほどの鈴木議員のお話でありますけど、非常に私は同調したいなというふ

うに思うのです。以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい。一般質問については、おおむね一問一答っていうふうに、

反対されたところはないような記憶なのだけど。近藤委員のところ、いいですね。一般質問ね。 

 とりあえずまず一般質問につきましてはね、一問一答方式でいくということで基本的にはね、

決めればこれ後ですよ。今は決めませんけど、一応そういうことで会派にかけるときはそうい

うことで全体的にはそうだということで諮っていただきたいと思います。 

 それで、代表質問については賛否がございますので、これはね、やっぱりなかなかどこで折

り合うかっていうのは大変だと思います。質問の質の問題から始まりますから、ね。一般質問

と代表質問は何も変わりなかったら一般質問でいいのではないかっていう議論と、それをどこ

で諮るのだってこう、議論になりますので、これなかなか難しい部分もございます。 

 それで、本当に町村でその代表質問が馴染むのかっていうところも、あると思うのです。 

 そこら辺ちょっと、対極的に見てですね、判断せざるを得ないだろうと。ただ、どこからか

ありましたけれども、１時間って決まっているわけではないのだけどね、おおむね１時間とい

う暗黙の了解なのですよ、代表質問。これはやっぱりおかしいのですよ。私から言わせれば。

一般質問よりね、代表質問のほうが短いなんてあり得ないことですよね。考えられないことで

す。いや、みんなで決めるのならいいですよ。だけどそうではないわけですよ。これ決まった

ものではないですから。夜間議会をたまたまやるために３時間に３人だから１時間ぐらいしか

当たり口がないなっていうことでやっていたものなのです。 

 だから、本当は前回は１時間半づつやったって良かったのですよ。だから初日にやった人、

全部１時間半づつできたのだよね、今回ね。そういう意思統一をちゃんとしていないからそう

ならないだけなのだけど、１時間半としても行ったり来たりでいえば 45 分づつでしょう。一般

質問と同じなのだよね。だから、そういう矛盾もあることは確かなのです。 

 ですから、そういうことも含めてね、ちょっと会派でご議論願って、この件についてはひょ

っとしたら持ち越すなら持ち越しても来年の３月までですから。一般質問については一問一答
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で基本的にはいくというようなことで諮ってください。ね。代表質問についてはそこら辺も考

慮して諮っていただくということでいかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、どうぞ。委員外議員、前田議員、どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君）  私は代表質問できませんけども、本来僕、町民からもそうです

けどね、やっぱり会派制をとっているとですね、その会派が仮にその年の町長の執行方針に対

して、どういう姿勢があるのだろうと。逆に、福祉に趣を向いた会派の政策考えなのか、産業

振興に、そういう部分って結構町民は見ているのですよ。だからそういう本質的なことをまず

ね、代表質問が必要なのかどうかということを僕は議論していただきたいなと思います。 

 それと、代表質問をしないならしなくてもいいから、必ず会派からはね、必ず最低１人でも

一般質問に立っているとかってね。そういうことをやっぱりルールにしておかないと、逆に代

表質問がなくなった場合、それはうちの会派はしなくてもいいからね、じゃ一般質問は大した

ないからしないわというのは、逆に今ここで一生懸命議論しているのにですね、ね。与えられ

たその議論の場でね、質問する議員さんが少なくなってくるとですね、逆にじゃ町民の方もで

すね、議員何よっていう話になると思いますので、その辺の本質の部分をね、議論してほしい

なと僕は思います。 

 そして、それが一答一問がいいのかね、一括がいいのかだと思うのですよ。そういうことで

す。 

○副委員長（大渕紀夫君）  その、今の件は全くその通りでございまして、次の議題でその部

分の、今前田議員が言われた議論になっていくのかなというふうに感じていましたので、考え

方としてはまだ代表質問をやめるっていうことではないですから、今の前田議員のことも含め

て、会派で議論していただくっていうことではよろしゅうございますか。いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君）  それでは次に行きます。今、基本的に前田議員が言われたのは、

この部分だと思います。本会議終了後の一般質問、議会運営の一般質問及び議会運営の検討会

と。これね、なかなか難しいように思うかもしれませんけれども、こういうところができる場

があれば、質問の内容や、それから今言われたように会派からゼロ、例えば質問の方がどなた

もいらっしゃらないとかっていうことについて、こういうところで議論できるようになるのだ

けど、いえば福島、福島と言ったら叱られますけど、福島はこれやっているのです。やってい

るのですよ。 

 これを、どうする、どういうふうな形で考えたらいいかというあたりの、ちょっと提起をし

たいと思います。 

 今のところ正確にわかっているのは福島町だけですけれども、福島町が視察に来たとき私実

は聞きました。どういうふうにやっているのですかと。それはね、議員の個々のここが悪いと

かっていうことをいっているのではないのです。全然違うのです。そうではなくて、中身の問
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題ではなくて、その取り上げ方だとか、それから相手側の質疑応答の質疑の時間が長すぎると

か、こちらの例えばその意味不明だったとか、あの場合はやっぱり、例えばだよ、例えば反問

権を使われても仕方がないねとか、そういう形での議論なのだね。 

 もちろん個々の中身のことについてなんていったらとんでもないことになるからね。そうで

はないのだけど、やり方は議会運営委員会の委員長さんがこれをやるときは大変かもしれませ

んけれども。いかがかなということであります。 

 局長、補足することがあったら。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、注意するところは注意するって言っていましたよ、議長

さんは。議員さんに対しても町に対しても、やってはいけないこと、ルールを無視してやった

場合は注意をしますって。その場で言いますって言っていました。その場で言いますと。 

 例えば、不規則発言があったりとか、そういう部分はちゃんときちっと注意しますって議長

さんが言っていましたね。それは、議員さんもそうだけど、町側に対しても言うそうです。そ

のための反省会でもあるって言っていました。 

○副委員長（大渕紀夫君）  それやったことがないことなのですけど、いかがでしょうか。ご

意見ございましたら、どうぞ。 

 はい、どうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君）  これは、反省会みたいなものですよね、これ。言っていることは。 

 だから、一般質問、議会運営って言っていますから、かなりこの議会運営上の広範囲の部分

のことを言っているはずですよね。一般質問、議会運営ですからね。 

 これ、個々の議員のね、取り上げた部分だとか、そういうものについてはこれ絶対やっては、

私はいけないと思いますね。問題になっているのは今話されている運営上の、例えば長時間に

わたってのその答弁があったとか、繰り返しの質問があったとかね、いろいろあるのだろうと

思うのだけど、反省会としてとらえていいのですかね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  いや、要するにね、例えばお願いしますっていうのは一般質問で

はだめでしょう。そういうことがあるわけですよ、現実的に今でもあります。ですから、それ

はやっぱり皆さん確認してね、やっぱりそれはやめましょうとかね。それから何だ、何々新聞

の報道によりますととか、いろいろありますよね。そういうことについてやっぱり、何という

のかな、一般質問に馴染まない発言についてはやっぱり、そのことをいちいち議長が全部指摘

するなんていうふうには、本会議上ではなりませんのでね、そういうことがわかれば、やっぱ

り一般質問に馴染まない部分は直していきましょうと。真摯にやっぱりそういう形でやるって

いうこと意外にはないと思います。揚げ足を取るとかね、そういうことではなくて、そういう

ことをやっぱり一つひとつこう、何度も何度も確認していくことがね、大切だと思うのですよ

ね。そういう意味だと思います。  

 はい、鈴木委員外議員。 

○委員外議員（鈴木宏征君）  先ほども福島町の話が出たのですが、やっぱり議員だって議員
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になって議会のルールとか、いろいろなルールというのがありますよね。やっぱりルールから

外れた場合はやっぱりその場でまず注意。それはもう絶対必要ですし、やはり議員の資質の向

上というところからいえば、やはりそういう反省に基づいて次の質問をするときにですね、や

はりその質問をするようにすると、だんだん質の高い質問になっていくような、そういうよう

なやっぱり段階として、今のまま何も言われないとですね、いいのかなっていうように思って

しまうのと、やっぱりそういう指摘をされながら、やっぱり質の高い質問になっていくってい

う形が望ましいと思いますので、やっぱりそのルールをきちっと知っていただくとかですね、

その議場でルールを守っていただくというのはやはり資質の向上の中でですね、非常に大切な

ことだと思うのですよ。やっぱりこれはもう、毅然としてというのですか。やっぱりルールを

こう守っていただくっていう姿勢をですね、やっぱりどこかでこう示していただかないと、何

かそれがもう黙っていると、何か当たり前といったらおかしいのですが、ルールを無視して何

とも思わないでしてしまうという部分が出てくると、非常に議会そのものがですね、何かこう

粛々とというのですか、整然とっていうのか、そういうところからこう外れていってしまいま

すので、混乱してしまいますので。やはりそういうルールだとか、やっぱりそういうところで

チェックをしていただくということは非常に大事なことかなというふうに思いますけど。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、及川委員。 

○委員（及川 保君）  これもあれじゃないですか、会派の中でまた議論してここに持ち帰っ

てもらったらいかがでしょう。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、そうですね。 

 福島町のものを今探していただきましたらね、こういうふうに書いています。「より適正な運

営を期するため、本会議終了後の都度、発言内容や議事進行等について議会運営委員会を開催

し、検討をしていきます。」と。こういう表現ですね。 

 ですから、今鈴木議員が言われたような中身だろうと思います。 

 極端なことを言えば、病気の場合はしようがありませんけれども、議長に許可なく例えば議

場で立って外へ出るというのはだめですからね。必要であれば休憩をきちっととるということ

なのです、本来。出入りしていますよね、今。あれ、基本的にはだめですから。そういうこと

ね、いや、生理的な問題もあるし、病気の問題もありますからね。それは極論をいうのではな

くて、わかっているのとわかっていないのでは違うのですよ。それは傍聴者が見ているときど

う見るかって。 

 ですから、スリッパもそうなのです。スリッパはいいのです。それで私もスリッパを履きま

すけども、登壇するときはやっぱりスリッパはまずいと思うのです、僕は。だから登壇すると

き、私自分が登壇するときはスリッパは履き替えます、必ず。靴に。履いているのだけどね。 

 そういうことを、だめだって書いていないけどやっぱりきちっとこう、していった方がいい

のではないのかなっていう気はしていますので、それは個人のことをいうのではなくて、自助

努力をしてやっぱり、自助浄化作用で議会の質を高めるというのはやっぱりそういうことです
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から。そこら辺含めてご議論願えればと思います。今及川委員が言われましたように各会派で。 

 いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君）  これはちょっとね、今どうのこうのってなりませんので。 

 次に、答弁書の事前配布。これは事前配布しているのだけど、もっと早く配布してほしいっ

ていう意見がございました。これについて。 

 及川委員。 

○委員（及川 保君）  本当に直前に答弁書が実は、配布されるのですけども、町長は早口で

こう答弁します。その都度ゆっくりとしてほしいということを議員の方からお願いしたりする

のですけどもね。なかなかそこで、つかみきれない部分が結構あるのですね。そこでまた新た

に聞けばいいのですけども、答弁書にまた重複してこう、聞いて、そこは読み切らないでね、

答弁をきちっと聞き切らないで、再度また同じことを聞いてしまう部分も出てきているのです

よね。であるならば、逆に答弁書をもう少し早く、早めに出してもらえないのかという。そう

するとまたそこにきちんとした質問もまた、中身の濃い質問になってくると思うのですけども

ね。 

それができないかどうかということだったのですね、この。 

 これ確か、私どもが出したことだったのですね。そのあたりがどうなのか。 

○副委員長（大渕紀夫君）  前回よりも早く配布してほしいということだね。 

 はい、及川委員。 

○委員（及川 保君）  及川です。もし直前であればね、直前がどうも動かせないということ

であればね、逆に答弁書なくて、ない中でね、やった方がいいのではないのかということだっ

たのです。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、ほかの委員の方。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  もし、僕もこの答弁書についてはちょっと僕も前からちょっと思って

はいたのですけども、もしもらえるのだとすれば、せめて前の日ぐらいに例えばいただけるの

であればですね、いただいた方がいいのかなと。 

 ただ、それは間に合わないと。間に合わないっていうことで例えば当日配布になるのであれ

ば、今及川委員が言いましたけども、それはいらないっていう、ちょっと極端ですけどもね、

あればあった中でこちらの方でチェックしながらまたやっていける部分もあるので、それはそ

れとしてあった方がいいかなと、私は思うのです。 

 だから、もしもらえるのであれば、それが時間的に可能であれば、前の日ぐらいにでもいた

だければね、本当は一番いいのかなと。なければないで、その質問の中でまた逆にいろいろな

ことを質問していくわけですから、ないものとして考えてもいいのかもしれないけど、１回そ

ういった答弁をもらうというのはわかっているものですからね。 
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 ですから、そういった面では、できれば前の日にでももらえればいいのかなと。もしそれが

時間的にやっぱりどうしても厳しいのであれば、それはいたし方ないのではないかなと思いま

すけども。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、どうぞ。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私もですね、逆に言うとですね、質問者がかなり具体的にね、

項目を上げても、質問通告しているのですよ。そうすればですね、それに答えるためにも私は

当日ではなくて今言ったように前日でもね、物理的に不可能な場合もあるかもしれないけども、

やっぱり最低でも５時ぐらいまでにはね、前の日の５時ぐらいまでにファックスでも送っても

らえればですね、ある程度中身までですね、２答目、３答目考えられるのですよ。  

 そういう部分でいけばね、やはり町側も答弁調整を早くすればできるはずなのですから、そ

ういう部分はやっぱり、逆にこっちの議会側にもこたえてもらわないとね。そうでなければ逆

に意地悪な言い方になるけども、大雑把な質問でいいのですよ。なしでやればいいのですから、

逆にもう本来は。 

 それを、これを見たらね、結構項目をちゃんと上げて、そして逆にもう質問者からまたいい

答弁をしたいからって聞くわけでしょう。そこまでやっているのだったらね、やっぱり僕は前

の日のせめて５時ぐらいまででね、そうしたら晩にちょっと目を通してですね、質問を考えら

れますから。できますから。そういうぐらいはね、やっぱり町側にしてもらわないといけない

と思います。 

 僕は逆に議会として言うべきだと思いますよ。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい、ほか。 

 はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  私も前田議員と同じ考え方なのですけども、答弁調整の中でですね、

かなり具体的にこちらの方は向こうの質問にお答えしていますし、２答目、３答目につながる

ような説明まで求められます。そこの中で向こうの方は、答弁をつくってきますよね。 

 ところが、現実的に当日いただいて、そして先ほども及川委員が言っていましたけども、先

ほど町長の答弁にありましたようにって言われても、本当に言葉がほんのちょっと違うだけで、

ニュアンスだけでこっちの方が理解消化しきれない部分がある。それにはすごく私たち、議員

としてですね、ほかの議員さんが質問していても、すごく違和感を感じますよね。正直言いま

して。 

 これだけ議会の方が具体的に提起しているにもかかわらず、向こうが事前にくれるわけでは

なくて当日、それも当人だけですよね。議員の私たち、聞いている私たちはまるっきり何もな

いわけですよね。そして先ほど町長が答弁しましたからとばしっと言われてしまうのであれば、

申し訳ないけどもその議員さん、質問している議員さん自体に、非常に何というのですか、責

任を覆いかぶせているように感じるのですよね。何か、質問、再質問したことが何か、同じこ

とを聞いたことが何か悪いみたいに、何かちょっと感じてしまうのですけど、でも違うのでは
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ないかなと。やっぱり議員は、やはりそのニュアンスを汲み取って、そこの中で自分が消化し

て、これと同じことを質問しないという、やっぱりそういう時間的配慮はぜひいただければあ

りがたいな、そういうふうに感じております。 

○副委員長（大渕紀夫君）  ほか。 

 この問題はね、一つだけお話をしておいた方がいいなと思うのですけれども、近藤委員や及

川委員はわかっていらっしゃると思うのですけど、ここに至った経過っていうのがやっぱりあ

るのですね。このことを無視してやっぱり、我々町側にだけ言うっていうわけにはいかないと

思います。 

 当然それまでは、答弁書はなかったわけです。今は、ほかの議会でも随分答弁書を配布され

るようになりました。今は。事前に配布されているところもたくさんありますので、それはそ

ういう風潮かなというふうには、私も思っています。 

 ただ、これができたときは、やはりあまりなかったのですね。そういう中で、数字だけ羅列

されて、あのものすごいスピードで町長がお話されたことが何度もあります。私自身も経験し

ているのですけどね。チェックなんか全然できる状況ではないというような中身でした。 

 それをやっぱり、再質問につなげるためにっていうことで、これを話したときはやはりたま

たま道でね、議員さんが全部役場の職員につくってもらっていると。それぞれの議員が質問書

をつくっているのではなくてね、２答目、３答目まで道庁の職員がつくったとか。それが暴露

されたときだったのです、ちょうど。それで、誰かほかの人につくってもらっているとか、と

いうのもありました。 

そういうことでね、そのときはやっぱりかなり風当たりが強かったのですよ。それで、ほか

の議員にも配布しないし、当然本人が来たときにね、見られるというようなことを、当時の議

会運営委員会がかなり苦労をしまして、考えてやった行為なのです。 

 もちろんそのことがだめだとかいいとかではなくて、それを発展させ、今これから考えるっ

ていうのは、今皆さんが言われたとおりのことですから。それはそれでいいのですけれども。 

 そういう経過の中で、今の状況があるのだということの認識だけはないと、町側もそのとき

はわかりましたっていうことで認めてくれたのですよ。認めてくれたといったらおかしいけど。

やっぱり町側の関係ですからね、これは。我々がいくら要求しても町でだめだと言ったら、出

ていないところはたくさんありますから、市なんか行ったらほとんど事前配布ないのではない

かな。町村はありますけど。 

 ですから、そういう周りの状況も含めて、ここに来ていて、それを今発展させていっている

わけですから、そこら辺の認識もね、一つしていただいて、ご検討いただければというふうに

思います。 

 この件、議長何かありましたら、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  確かこの、今言ったように事前配布することについては、非常に道

議会を例に出されていましたけども、そういうことをいわれた時期があったのですね。全部３
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答目まで全部もうね、出来上がってしまっているのだと。ただセレモニーではないかと。 

 本来物の本や何かを見ると、全くお互いそのね、通告もしなければね、答弁書も出さないで、

一発勝負をやるくらいのね、くらいがその首長たる人、ね。その姿勢ではないかというような

話は出ていたのだよね。これは今でもいろいろな文献にあります。 

 それで、うちの場合はですね、特にこちらから答弁書を配布していただくと、あまり話すの

が早いから。そうしたら向こうから、いや、それだったらきちっと質問するね、内容をできる

だけ具体的に教えていただきたいというような、そういう話し合いのもとにこれはなってきて

いるということですね。 

 白老町議会、いろいろな改革を今までやってきて、どこからのまちでも来ても、必ずですね、

この答弁書配布というのはびっくりするのですよ。先ほど前段で言った、どこでもね、何もノ

ー原稿でお互いノー原稿でこうやり合うくらいの、これが活性化された議会ではないかという

ところに答弁書を配布なんていう、これだけ進んでいる白老町議会で何で答弁書を配布される

のですかと、こうなったわけ。 

 だけども、いやいやそれはたまたま当時は聞屋さんにも言われました。これは後戻りではな

いかと。答弁書を配ってもらうなんて、とんでもない話だねって言われたのだけども、これは

たまたまそういう意味ではないですと。要するに、１答目こちらからある程度こうね、通告し

ている。そして向こうから早口で話されるとたまたま数字や何かの問題で、全然聞き取れない

というようなもので、あくまでもこれから答弁するときに、それを配布してもらって、それを

チェックするだけですということでですね、そうしたら皆さん朝配ると４人目で終末まで知る

というかね、昼からやる人は見れるのではないかと、こうなったもので、いや、それはあくま

でも質問席に立ったときにその議員だけに局長の方から渡すので、２番目にやろうが３番目に

やろうが、絶対答弁書はそれを見て、次の質問を考えるというような、そういう意味でやって

いるのではないですということでね、言ったら、それだったらわかるけども、やっぱり答弁書

を配るということでいったらどこの、たまたまね、来ているまちではやっぱり白老町のそれに

ついてはびっくりして、そのやり方を聞いて初めて納得してね、そうですか、わかりましたと

いうことになっているのでね。 

 委員長からも言いましたけれど、そういう経過があるという中で、さらにそれをね、進めて

これをやるっていうのもそれぞれの議会のやり方ですし、それはそれで構わないと思うのです

けども、そういう経過があるということだけ知っておいていただければなというぐあいに思い

ます。そういうことですね、委員長ね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  この件につきましても、持ち帰って会派でもうちょっと議論して

ください。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）  時間ですので、もう一つちょっとありますので、以上で自主的な

改革体系素案についての議論は終わりますけれども、この次に倫理条例の改正がございます。
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そしてこの表、これね、ちょっと読み込まないとわかりませんので、質問はもちろん受けます

けれど、多分この次委員長が受けると思うのだけど、これ読み込んで、よく見てきてください。

そして問題点がどこにあるかっていうことがすぐ議論できるように。事前に配布されています

ので、見ておいていただきたいと思います。 

 資料についてはぜひ読み込んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 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）  はい、どうぞ。 

○委員外議員（鈴木宏征君）  そのほかの政策能力の向上の、ここに。項目としてないのです

が、一つちょっと。一つ、こんなのいつも疑問に思っている部分があるのですが、よく一般質

問ですとか、委員会で町に対してですね、意見、一般質問でも言ったら検討するとかやります

とか、ありますね。その項目のチェックっていうのをやったか、その検討をしているか、やる

って言ったものをやっているか。後は委員会でこういうふうにしなさいっていう、意見書をし

ますよね。それが、行政がきちっとですね、その後やったかどうかというチェックっていうの

がね、全く何かされていない。 

それは個人ですから、個人が言った部分についてはチェックすればいいのですが、委員会と

かでよく意見をして、今回もうちの総務で何項目か意見を付したのですが、それが行政として

きちっと、その後反映しているとか、検討したかっていうことのチェックというのが、今まで

何か僕は見えていないのですが、そういうことはやっているのですか。もしやっていなかった

らですね、やっぱり何かそういうことをこう、言ったことを、こちらからそういうふうに意見

を言ったことがですね、反映しているかどうかというチェックはですね、どこかで必要かと思

うのですが、どうなのでしょう。これは議運かどこか、どこなのかわかりませんけれども。ど

うなのでしょう。 

○副委員長（大渕紀夫君）  陳情については陳情の結果報告というのはこれ、法で決まってい

て必ず各全議員に１年終わった場合、１年間にこれだけの陳情が出てこういう結果でしたとい

うのが出ます。これは結構です。 

 意見書は送付されて、議会が送付すれば終わりですね。あと、個々の議員の質問については

それは個々の議員が一般質問の中でやればいいと。 

 委員会の部分ですね。 

 はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 参考に申し上げますけどね、こういう方法をやっているところ

もございます。 

 委員会の報告した後は、委員会を代表して誰かが一般質問をすると。これ後は質問になりま

すから、というのは、委員会報告というのは、強制力を持っていないのですね。町側に突きつ

けても、町がやるかやらないかというのは町の判断に任せられる。チェック機能は働いている



 - 31 - 

と思いますけど、ただそれが形式的な質問になりませんから、質問として担保するのだよね。

そういう質問、誰かが代表して背負って、委員会報告の一般質問をするというところもあるよ

うです。 

 ですから、それも含めて検討されたらいいのではないですかね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい。それはぜひ、今後の中でね、提起をしていただきたいと思

います。 

 今もう一つ資料を出します。それで、もう１件なのですけれども、これは会派に持ち帰って

ください。総務文教常任委員長から、現在の財政問題についての議会全体として取り組める場

が必要ではないかと。もちろん前回も総務文教常任委員会の中で委員外議員で集めていただき

ましてね、報告を受けたわけですけれども、全部を網羅するかどうかは別にいたしまして、懸

案事項と財政問題が切っても切れない状況です。 

 それで、もちろん個々でのどこまでやれるかということがございますけれども、それを全体

として考えなくていいかと。いえば特別委員会なり、政策研究会なり含めてですね、検討する

場が必要ではないかという提起が、議会運営委員会の委員長にございました。 

 それで、この取り扱いをどうするかっていうのを、次の議運、９日までには結論を出さない

とですね、これもう議会ついていけません、はっきり言って。全くついていける状況にはなく

なります。ですから、早くやらなくてはいけませんので、そういうことを考えたいと思います。 

 それで、及川総務文教常任委員長から中身のことについて、若干補足を願いたいと思います。 

 はい、及川委員。 

○委員（及川 保君）  はい、及川です。実は先般の新財政改革プログラムの提案を、委員外

議員の皆様を含めて、総務文教常任委員会の中で説明を受けました。 

 その後、すべての会議が終了した後に、常任委員会を開催しまして、今後の進め方等々委員

の皆さんと議論を交わしました。 

 そこで、私も実は危惧をしておったわけでありますけども、この新財政改革プログラムの推

進運営に当たって、これをしっかり実行していこうということになれば、この総務文教常任委

員会の中だけで議論を交わされたことが、この新財政改革プログラムどおり進められて行かな

ければいけない部分なのですけども、その中身というのは非常に今これから、今後大きな懸案

事項となるであろう、町立病院の問題、保育園の問題、手数料・使用料とか、その部分につい

てはもうこれから今緊急に町民の皆さんとの懇談も含めてやっていこうとしておりますけども、

その中身というのは非常に大きな、町民にとっては非常に大きな問題が含んでおるにもかかわ

らず、そのことが全体の議会の意思として、皆さんそれぞれ 16 人の議員がおりますし、この町

民の意見が、意思が、非常に反映されないようなね、ことで進められるということになると、

非常に大きな問題になると。今後非常に大きな問題になっていくということを、非常に危惧を

実はしておりました。 

 それで、この総務の委員会の中で、皆さんの意見の総意として、何とかこれは議会全体とし
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て進めていかなければ今後大きな禍根を残すようなね、ことになるのではないかということが

ありましたので、ぜひ、この運営方法をどうするかというのは、これは皆さんこの議運の中で

考えていただければありがたいのですけども、何とかこの状況をですね、踏まえて、全体の会

議の中でね、この新財政改革プログラムの状況をぜひ皆さんの中で決めて、進めていっていた

だければ非常にありがたいなと。 

 ここの部分については、当然総務文教常任委員会は責任を持って取り組んでは行きますけど

も、ぜひそのことを踏まえて、検討いただきたいというふうに考えております。よろしくお願

いいたします。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい。今、及川委員からお話がありましたような状況でございま

すので、各会派では十分ご議論願ってですね、特別委員会がいいのかね、どういう形がいいの

かっていうことを含めて、議論を願って、９日の議会運営委員会でこれは一定限度決めたいと。

決めなければ間に合わなくなるだろうというふうに考えておりますので、そういうことで一つ、

各会派で十分練って、仕組みを含めてですね、範囲、仕組み。そういうところまでご意見があ

りましたらぜひ出していただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 ほか、何かございますか。委員の皆さん。 

 局長、何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  特にないです。 

 今お配りしたのはですね、よろしいですか。質問通告の意義を書いてあるのですよ。ですか

ら、今の通告も含めて、答弁書も含めてと不要の議論もありましたけど、この辺ちょっと具体

的に書いていますので、読んでいただきたいなと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君）  はい。ほかございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                    

    ◎閉会の宣告 

○副委員長（大渕紀夫君）  なければ以上で本日の議会運営委員会は終了といたします。 

ご苦労様でございました。 

（午後 ０時０６分） 


