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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５月２３日（金曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後１０時５０分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．平成２０年第１回白老町議会定例会の追加議案について  

２．平成２０年第２回白老町議会定例会について  

３．その他事項について  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．平成２０年第１回白老町議会定例会の追加議案について  

２．平成２０年第２回白老町議会定例会について  

３．その他事項について  

                                         

○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 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 熊 谷 雅 史 君 

委員外議員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

委  員 及 川   保 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     総 務 課 長   岩 城 達 己 君 

     経 営 企 画 課 長   高 畠   章 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 
○委員長（山本浩平君） 本日、欠席の届けがですね、及川委員からは出ております。また西

田委員につきましては 15 分遅れるという連絡が入っております。  

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。  

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の協議事項につきまして、局長より説明願います。  

○事務局長（上坊寺博之君） 本日は大きく分けて３点、４点ほどありますけど、一つは 26

日に今第一回定例会休会しておりますけど、再開の事項を審議していただくということでござ

います。それと来月２回目の定例会がございますので、それの打ち合わせをさせていただくと

いうこと。それと要綱、議会運営基準の一部改正でございます。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、早速協議に入りたいと思います。  

１番目でございます。平成 20 年第１回白老町議会定例会休会中の再開について。(１)追加議

案の提出について。町長提案が９件、議会関係が３件ございます。  

それでは、きょうは岩城総務課長と高畠経営企画課長が見えられておりますので、まず岩城

総務課長からご提案説明願います。岩城総務課長。  

○総務課長（岩城達己君） 皆さん、おはようございます。早朝から捜索があったものですか

ら、作業服での出席をお許しいただきたいと思います。  

それでは、私のほうから議案第 50 号、白老町税条例の一部を改正する条例の制定について。

それから議案第 51 号、白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。それ

と報告第２号、専決処分の報告について。以上３点についてご説明させていただきます。  

まず１点目、議案第 50 号、白老町税条例の一部改正についてであります。地方税法が改正さ

れたことに伴いまして、条例を改正するものであります。主な改正内容につきましては、公益

法人制度改革への対応。それから一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税の減額措置を行

うものでございます。詳細につきましてはまた定例会の中で詳しく説明をさせていただきます

が、公益法人制度という部分で更に分割しまして、公益社団法人というものと、一般社団法人

というふうに２つに分けるという内容になってございます。また、住宅の関係でございますが、

住宅の省エネ化を促進するため、省エネ改修工事を行った場合に翌年度分の固定資産税の税額

から３分の１を減額する措置を創設するものという内容が主な点でございます。 

続きまして議案第 51 号でございます。議案第 51 号、白老町国民健康保険税条例の一部改正

についてでございます。健康保険法及び地方税法が改正されたことに伴い、条例を改正するも

のであります。主な改正内容としましては、保険税の特別徴収、いわゆる年金からの天引きの

実施。後期高齢者医療制度を支援するために新たな税付加区分として後期高齢者支援金の追加

を行うものでございます。 

続きまして、報告第２号、専決処分の報告について。損害賠償の額の決定でございます。ペ
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ージ的には後ろから２枚目になると思います。報告第２号でございますが、事故の関係でござ

いまして、日時が平成 20 年２月 29 日午後１時 40 分頃ですが、場所が白老町字虎杖浜 434 の

14 地先、高速道路でございます。虎杖浜第２跨道橋といいます。高速道路の部分に、高速道路

を横断したいわゆる歩道橋があるのですね。それが建設当時、白老町に財産移管になっている

と。高速道路ができる前は道がありましたものですから、高速道路公団としてはその道路を補

償する形で橋をかけていただいた。その橋の上に、雪の塊がありまして、２月 29 日、ちょうど

大雪が降ったときなのですが、その橋の一部から氷の塊が高速道路にちょうど落ちて本当に何

秒かのタイミングだったと思うのですが、相手方の乙車に氷の塊がぶつかり、フロント部分が

損傷したという事故でございます。通常は公団側が善意で雪の撤去ですとか維持管理はしてい

ただいております。しかし、この時期が大雪降って高速道路内、順に雪落しをしていたところ

だったのですがまだここは終えていなくて、こういう事故が発生したというものでございます。

今後においても、公団側が管理をしてくれるというふうになっていますが、施設そのものが町

の施設だということで、今回損害賠償が町で支払わなければならないと、こういう状況になっ

たものでございます。なお、このたび 26 万 2,962 円の損害額でございますが、全額保険により

補てんされる内容となってございます。以上で３案件の説明を終わらせていただきます。  

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。ただいま岩城総務課長から議案 50 号、51

号そして報告２号ですか、説明がございました。この点につきまして特に何かご質問等がある

方はどうぞ。ございませんか。なければ次に進みたいと思いますがよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） どうもありがとうございました。  

それでは、次の説明を高畠経営企画課長お願いします。  

○経営企画課長（高畠 章君） おはようございます。私のほうからは議案第 45 号から 49 号

まで。それと報告第１号ですね。ご説明させていただきます。 

まず議案第 45 号から 49 号までにつきましては一括してご説明させていただきます。いつも

お配りしています概要書、平成 20 年白老町議会第１回定例会へ追加提案する平成 20 年度補正

予算の概要、これにて説明させていただきます。 

１、歳入歳出予算の補正規模でございます。一般会計第２号 26 万 3,000 円の増減補正でござ

います。財源につきましては特定財源 26 万 3,000 円。続きまして特別会計でございます。特別

会計 28 億 2,214 万 5,000 円の増額補正でございます。今回は国保事業特別会計、そして下水道

事業特別会計、工業団地事業特別会計、臨海部土地造成事業特別会計、以上４会計の増減補正

でございます。これらはいずれも決算見込みによりまして繰上充用金の歳出が原因によります

補正であります。このうち、工業団地事業特別会計及び臨海部土地造成事業特別会計におきま

しては、一般会計からの繰入金をおのおの 5,000 万円ずつ充当しております。その結果一般会

計、特別会計合わせまして 28 億 2,240 万 8,000 円の増額補正という状況になります。予算の補

正予算後の規模でございますけども、参考のところをご覧ください。まず一般会計、今回計上

額 26 万 3,000 円で合計 99 億 8,926 万 3,000 円。特別会計、今回計上額、28 億 2,214 万 5,000
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円で合計 96 億 6,795 万 1,000 円となります。企業会計は今回計上なしということで合計欄、今

回計上額の合計ですが 28 億 2,240 万 8,000 円。そして合計額が 212 億 6,775 万 8,000 円と、こ

の額が今回補正後の予算規模となります。 

次、補正の内容でございます。２、一般会計補正予算の主な事項、（１）歳出総務費 26 万 3,000

円の増額でございます。共用車管理経費 26 万 3,000 円の増額。これは先ほどですね、岩城総務

課長からご説明ありましたように、２月 29 日発生の交通事故損害賠償金を計上するものでござ

います。次、商工費 5,000 万円の増額補正でございます。工業団地造成事業特別会計繰出金5,000

万円の増額。これは、この特別会計の赤字解消分として、一般会計から繰り出すものでござい

ます。続きまして土木費 5,000 万円の増額。これは臨海部土地造成事業特別会計繰出金 5,000

万円の増額でございます。これも同じく、赤字解消分として一般会計から 5,000 万円繰り出す

ものでございます。諸支出金１億円の減額補正でございます。これは各種基金積立金１億円の

減額ということで、財政調整基金積立金の分を減額するものでございます。これは、３月の定

例会のときもご説明しましたように、特別会計の決算状況これが確認、決算状況の見通しがつ

かない限り、当初予算に盛り込むことができないということで、一時的に各種積立金に計上さ

せていただいた１億円の分でございます。この結果平成 19 年の決算見込額におけるですね、財

政調整基金の額ですが、財政調整基金の額は３億 574 万 4,000 円。この額が平成 19 年度決算見

込みによります財政調整基金の額でございます。続きまして歳入です。諸収入、交通事故賠償

等保険金 26 万 3,000 円の増額でございます。これ先ほど歳出で説明したとおりでございます。

以上で議案第 45 号から 49 号まとめて説明させていただきました。 

続きまして、報告第１号専決処分の報告についてでございます。平成 19 年度白老町一般会計

補正予算第 12 号ということでもう１枚の概要書、裏表ある概要書ご覧ください。平成 20 年白

老町議会第１回定例会で報告する平成 19 年度補正予算、専決処分の概要書でございます。1、

歳入歳出予算の補正規模でございます。一般会計（12 号）4,311 万 9,000 円の増額補正でござ

います。一般財源、財源につきましては一般財源 4,311 万 9,000 円でございます。この結果、

補正後の予算規模ですが、参考のところをご覧ください。一般会計の欄、今回計上額 4,311 万

9,000 円、合計 93 億 6,838 万 2,000 円。特別会計、企業会計増減なしということで、今回合計

額 239 億 8,599 万 9,000 円。これが平成 19 年度の最終的な予算規模になります。 

補正の内容でございます。２、一般会計予算の主な事項（１）歳出、環境衛生費、土木費、

消防費、教育費これらいずれもですね、起債額の確定に伴います財源振り替えでございます。

次の諸支出金でございます。4,311 万 9,000 円、各種基金積立金 4,311 万 9,000 円の増額でご

ざいます。これは財政調整基金の積立増額分でございます。次、（２）歳入でございます。地方

譲与税利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場

利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在町助成交付金、地方特例交付金それ

と次の 2 面ですが、地方交付税それと交通安全対策特別交付金これらはいずれも交付額の確定

による補正でございます。そしてこの地方交付税でございますけれども地方交付税につきまし

ては普通交付税、特別交付税ございまして、普通交付税当初予算が 30 億 4,000 万円です。普通
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交付税、当初が 30 億 4,000 万円そして交付額が 31 億 181 万 8,000 円で予算額に対しまして、

6,181 万 8,000 円の増額となったところでございます。このうち補正財源として既に平成 19 年

度中に 3,314 万 5,000 円使っておりますので、今回の積立額が記載のとおり 2,867 万 3,000 円

という額を計上してございます。そして特別交付税ですが、当初予算額が２億 8,000 万円、交

付額が３億 1,755 万 4,000 円ということで 3,755 万 4,000 円の増額交付ということになってご

ざいます。結果的にこの増額分を積立金に計上したところでございます。次に町債でございま

す。これは額の確定による減額補正、290 万の減額補正でございます。以上合計 4,311 万 9,000

円の補正となったところでございます。以上で説明終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。ただいま高畠経営企画課長より議案 45 号

から 49 号まで、そして報告第２号につきましての説明がございました。何か特別お尋ねしたい

ことがあれば委員の皆さんどうぞ。  

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ありませんか。ないようでございますので、高畠経営企画課長どう

もありがとうございました。  

はい、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から（２）の後段にも書いてありますが、附則説明の省

略ということで書いております。ご覧になっていただきたいのですが、議案 50 号、51 号につ

きましては、附則及び新旧対照表が長文となっておりますので、これを全部読んでいきますと

相当時間がかかるということで、それぞれの議案の最後にですね、議案の説明資料、参考資料

一部ついているかと思います。議長がお諮りしましてですね、それに基づいて説明をさせてい

ただきたいということでございます。よろしいかどうかお諮りいただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君） 今、局長から説明がございましたけれども、その点についてよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 何かもしわからないことあれば質問どうぞ。はい、議長。  

○議長（堀部登志雄君） 50 号と 51 号のね、最後に議案の説明ついているのだけど、これだ

け読むということですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、申し上げましたとおり、附則が長いということと新旧対照

表が複雑であるということで、これで説明しても制度の改正が多分、十分理解されていないだ

ろうということで、最後についています議案説明資料に基づいて説明をするということでござ

います。ですから従来であると附則を全文朗読して新旧対照表で説明するのでございますけど、

附則の朗読を省略する、新旧対照表の説明を省略するということでございます。従来も消防の

附則の長い条文ですとか、介護保険の長い条文につきましてはこのような処置をさせていただ

いていまして、そのほうが制度改正の理解がよりわかりやす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） よろしいでしょうか皆さん。特に何かご意見があればどうぞ。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのような形で議案の説明を行わせていただくことにいたし

ます。続きまして、（４）議会提出議案について。定例会の回数を定める条例１件でございます。

資料１ということでございますけれども、局長、説明をお願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君） 資料１を見ていただきたいと思いますが、前回の議会運営委員

会で、俗に言う通年議会制をやるための定例会の回数を、今回条例提案するということになり

ましたので、賛成されている４会派をもって議員提案するということになります。条文は年１

回とすると。議員の任期満了及び解散があった場合は２回とするという案でございます。私か

らは以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） この議会提出案について、何かご質問、ご意見あればどうぞ。  

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、次に進みたいと思います。（５）所管事務調査の継続調

査につきまして、局長、説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 現在もう既にほとんど調査が終わってございますが、これにつ

いては閉会中の議決を通っておりませんので、定例会６月会議で報告するということになりま

すと閉会をまたぎますので、一応閉会をまたぐ処置として継続調査を取るということでござい

ます。これを取りませんと自動消滅して、次の本会議では報告できませんので、今回試行とい

うことで切れるものですから、そういう措置をさせていただくということでございます。  

○委員長（山本浩平君） 皆さんよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次、（６）閉会中の所管事務調査について。 

○事務局長（上坊寺博之君） これにつきましても同じように、閉会中に議会運営委員会で定

例会の審議事項の協議をいたしますので、これを取っておかないと議会運営委員会の活動がで

きないということになりますので、これは別途取る形になります。以上です。  

○委員長（山本浩平君） この点については、皆さんよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、（７）休会中の本会議の再開（日程第 10）について、

資料２、３でございます。局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 日程につきましては、５月 26 日。議長から既に休会中の再開

の通知が発送されておりますとおり、26 日月曜日でございます。１日限りでございます。議事

日程につきましては別途資料２のとおり示させていただいております。まず報告議案を先にい

たしまして、これは従来の専決処分と承認と同じような部分でございますので、これは質疑を

受けて報告済みということになります。第４号から議案の審議をいたしまして、最後に議会の

議案という流れで進みたいと思っております。それと資料３につきましては、冒頭で議会運営

委員会が委員長報告する内容でございます。委員長と調整済みでございますので見ていただき

たいと思います。それと第１回定例会は 26 日。一応会期は 30 日までもってございますが、議



 7 

案がすべて完了ということで閉会したいと思っております。以上であります。  

○委員長（山本浩平君） はい、（７）について何か質問がある方はどうぞ。ございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では次に進みたいと思います。協議事項の２になります。平成 20

年第２回白老町議会定例会について。局長、お願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君） これについてはまだ召集されていませんので、６月 13 日、町

のほうで召集すると思います。一応既にご案内していますとおり、会期予定としましては 17

日から 19 日までの３日間、20 日を予備日として定めてございます。それで第２回目の定例会

に向けまして、各会派の代表の方につきましては意見書議案の提出を一応６月４日の夕刻まで

にしていただきたいと思います。９日の議会運営委員会で会派へ通知したいと思っております。

それと委員会報告でございますが、総務と産業厚生の委員会報告ですが、めどとしては６月６

日の午後頃までにお出しいただきたいなと思っています。それと一般質問の通告 16 日までに全

議員さんにお渡ししたいなと思っていますが、６月９日午前 10 時で一応受理締め切りとなって

おりますのでよろしくお願いいたします。以上であります。  

○委員長（山本浩平君） この件につきまして、何か質問等はございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、次に進みます。３、通年議会の施行に伴う訓令の制定及び運

営基準の一部改正について説明をお願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどの会議でもお示ししていますとおり、定例会の回数を定

める条例を今回提案いたします。一応会議案につきましては６月１日から施行するということ

になっていますので、可決されれば次回の６月定例会から適応になります。この場合に当たり

まして、先に協議していますとおり町側と実施要領を定めるということになっておりますので、

総務課と協議しましてこれを原案として議会のほうにお示ししたいと思っています。  

まず資料４をご覧いただきたいと思います。まず１条から 11 条まで定めてございますが、条

例を定めるほか、これで定めたいと思っております。まず会期でございますが、1 月から 12 月

までとすると。20 年度は変則で６月から 12 月となります。任期満了の解散があった場合は２

の規定で、それぞれ２回行うということでございます。本会議でございますが、第３条３月・

６月・９月・12 月当面は今までどおりという形で実施するという内容でございます。ただし、

緊急に議案等の審議が必要な場合は、そのつど再開すると。俗に言う従来の臨時会に相当する

部分でございます。第４条につきましては、会議の呼称です。従来でありますと平成何年第何

回定例会という形を取ってございましたが、通年になりますのでそういう形は取れないという

ことでございまして、今後によっては総務課と協議のうえ、第何回という呼称はしないで開か

れた月を名称すると。６月の定例会だとしたら、平成 20 年白老町定例会６月会議とするという

ことにいたしたいと思います。それと第５条の「議案の提出」ですが、議会の議案については

暦年で一連の番号を振ると、町の提出議案については月ごとで番号を振るということにしてお

ります。それと第６条は議会日程の月ごと、月ごとに一連の番号を振るということでございま
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すので、例えば６月に通常の本会議が開かれて、その後に６月の従来の臨時会つければ、その

６月だけ一連の番号を振っていくということになります。代表質問、一般質問、これは３月に

行うという規定をしてございます。議員の任期満了・解散に伴うものがあった場合はこの限り

ではないということでございます。それと一事不再議でございますが、これは事情変更があっ

たものとするということでございます。一事不再議につきましては会議規則に載ってございま

すので、全部の会議規則を見直すときに本文を直さなければならないと。これは暫定的なもの

でございます。所管事務調査につきましては、従来どおり定例会に相当する以外の月で休会中

に行うという規則でございます。会議録につきましても、先ほども議案・議事日程に合わせま

して月単位で調整するという規定でございます。この要綱を６月１日からスタートさせたいと

いうことでございます。 

続けて説明いたしますが、資料５につきましては議会運営基準でございまして、これも今の

部分と合わせまして直す必要が生じますので直すということでございます。まず議案・動議の

項目の中に先ほどと同じように議案の提出の規定がございますので、月会議ごとに町は番号を

つけるということにしています。それと第６でございます。議案・動議の第６でございますが、

これは通年とはちょっと違いまして意見書。従来は議員しか発言することができませんでした

が、18 年の地方自治法の改正で委員会も発言できることになりましたので、これを直しまして

委員会が発議する場合も規定を設けたということでございます。原則として委員全員が賛成し

ないと委員会としては発議できないという規定でございます。それと議事日程の７でございま

すが、これも会期ごとの規定を月会議ごとに直したいということでございます。それと議事の

８番ですが、これにつきましては今回の専決処分の承認に伴いまして今回議案で上がっていま

すとおり、すべて報告議案として提出していただきますので、従来の議長の諸般の報告とはな

りませんので、これを修正するものでございます。次の議題及び議案等の説明の 14 でございま

すが、委員会で提案した部分は議員発言にはなりませんので、委員会発言になりますので訂正

するものでございます。それと発言の６でございますが、これも会期規定が入ってございます

ので、これも通年の規定に合わせて直すということでございます。７も同じでございます。11

番代表質問の規定を書いてございますが、代表質問は３月会議で行うという、ただし書き規定

を追加したものでございます。それと議会運営委員会の３番でございますが、条文が 1 条繰り

上がっております。委員会が２年規定が４年に修正したときに条文が１条削除されていますの

で、これを修正するということでございます。それと第 10 章の１、第 11 章の１も定例会の開

催日という規定がございますので、これも通年の規定に直すというものでございます。合わせ

て２件ご説明しましたけれど、お諮りいただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。ただいま、局長から通年議会の施行に伴う

実施要綱案ならびに議会運営基準の一部改正についての説明がございました。この件につきま

して質問、ご意見承りたいと思います。何かございませんでしょうか。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、ないようですので次ですね。３になっていますが、４番目で
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す。その他事項について。第３次議会改革の取り組み項目（委員会報告案）でございます。局

長、お願いいたします。  

○事務局長（上坊寺博之君） 第３次の議会改革につきましては、議会運営委員会で議論して

ございますけど、６月の定例会に報告するという形の中で進めてございますので、ある程度ま

とめていかなければならないと思います。委員会報告案はまだできていませんが、改革項目の

部分につきまして、このような形で盛り込ませていただいていますので、ご協議いただきたい

と思います。空欄になっている部分につきましては、広報広聴小委員会で現在議論してござい

まして、そちらのほうから報告が来ておりませんので、来た段階で合体したいという考えでご

ざいます。一つずつ読ませてもらいますのでご覧になっていただきたいと思います。  

まず、「町民に親しまれる議会」の「委員会の地域別開催」。俗にいう移動常任委員会の規定

でございます。これは前にお示ししましたルールです。それを書き込んだものでございます。

国、道やまちの新たな制度で町民に影響のあるものまたは地域課題を包括している審査または

調査をする場合、各地域に出向いて委員会を開催し、傍聴による審議過程を積極的に提供する

ルールづくりを行い、議会への関心・親しみを促す。という規定にしています。次の「議員の

政策能力向上」の部分ですが、議決事件の追加でございます。議会の政策形成能力や行政監視

機能を高めるため、首長との関係で制約されてきた議決権について、町との真摯な協議により

追加を検討すると。「政策研究会の設置」でございます。町政の課題に関する調査・研究のため

必要があると認めるときは、目的を明らかにした上で、議決により、議員で構成する政策研究

会を設置する。「政策能力の向上」です。議員の政策能力向上及び委員会の条例提案の活性化を

図るため、専門的知見の活用を図り、代表・一般質問のあり方及び本会議後の検討会等の実施

を検討すると。ここはまだ決まっていませんが、検討するということです。「倫理条例の改正」。

町民の代表者である議員のモラル向上や住民の信頼を果たすため、議会の自浄作用、町民請求

の緩和、兼業等規定等の見直しを行い、平成 11 年に制定した倫理条例を全面的に改正する。「議

員活動の公表」です。住民から信託された議員として議会の活動状況（出席状況、議案の賛否

状況等）を公表する。「会議の運営」でございます。本会議通年議会の実施。議会に求められて

いる役割・機能の更なる充実・強化を図るため、議会が主導的・機動的に活動できるよう定例

会の開催回数を年１回とし、その会期を通年とする「通年議会」を実施する。「自由討議・反問」

です。議案に対する賛否を開陳し合い、住民サービスの向上を判断し、議論を尽くして合意形

成に努めるための自由討議を行う。また、質問の活性化を図るため、説明員が行う反問のルー

ル化を図る。「委員会の活発化」です。委員会活動を活発化させるため、委員会の夜間開催、移

動委員会の運営、政策形成過程への関与及び参考人等の活用などのルール化を検討する。「自由

討議の原則」。委員会の審査または調査は、町からの説明を最小限とし、委員相互間の自由討議

を中心に運営する。「議員定数等」でございます。議員定数と議員報酬。行財政改革や地方分権

が推進され、諸々の議会を取り巻く環境の中で、新しい時代にふさわしい議会の活性化と精鋭

化を目指す。議員は、多様化する社会において多くの町民意思を反映し役割を果たすことが必

要であり、いかなる議員定数及び議員報酬が白老町にとって適切であるか改革期間内において



 10 

引き続き検討する。というような表現にしておりますけど、お諮りいただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君） 裏の説明も一緒にお願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君） 一応ですね、委員会が報告する委員会報告につきましては、委

員会報告の報告文と、この資料６と裏面体系図をつけて報告したいと思っています。体系図の

中でまだ決まっていない分。その部分については削除した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。今の局長のほうでまとめた案につきまして

はですね、４月中に精力的に皆さん会派の会議何度も開いていただき、また議会運営委員会も

精力的に開いた中でのそれぞれの会派から出てきたものを集約し、まとめたものでございます

けれども、何かこの語句の訂正なり表現等でいろいろご意見あるいは質問があれば承りたいと

思います。いかがでしょうか。議長どうぞ。  

○議長（堀部登志雄君） この倫理条例の改正の中で、主な括弧の内容というところで倫理条

例を全面的に改正するという形になっているのですけど、これ全面的となると全く１から変え

てしまうということになるのか、それともただ改正するという形にしておいたほうがいいのか、

その辺どうなのでしょうか。  

○委員長（山本浩平君） 全面的にという、そうですね。 

○議長（堀部登志雄君） 会派の部分もあるような今までの意見でしたけども、全面的になる

のか改正という形にしていろいろ考えていくのか。  

○委員長（山本浩平君） これ、何か特にありますか。局長ありますか。  

○事務局長（上坊寺博之君） 特にないです。 

○委員長（山本浩平君） 今の件どうでしょうか。議長から提案ございましたけども。 

はい、大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） いわば全面的という語句のとらえ方だと思うのです。ですから広

範囲にわたるということであれば、全面的だというふうな理解にはなると思うのですね。ただ

全面的だから１から 10 まで全部変わるのかとなれば、またそうではないということもあるので

しょうけれども、今の状況でいえば全面的に変えるというのは倫理条例そのものを初めから全

部見直して、残すものは残すけれども変えるところは変えるというような意味合いで、全面的

という理解ができないかどうかという。僕はその程度なのではないかと理解をしております。

ですからはっきり言えばどちらでも構わないけど、全面的でもいいのではないかということで

あります。  

○委員長（山本浩平君） 皆さんいかがでしょうか。表現ですね。はい、副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） ある意味でいえば時間がたっているわけだから、倫理条例そのも

のが今の情勢にあっていないということは事実であります。ですからそういうことでいえば、

アピールする上でも全面的に改正すると。それはいい意味で全面的に改正するという意味です

から。そのように理解していただいて、僕はこのままでも構わないのではと思いますけれども。

その程度のことでいいと思います。  

○委員長（山本浩平君） ほか。ほかと申しますか反対意見ございませんか。  
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氏家委員いかがでしょうか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 反対意見ではないです。今、大渕委員が言われたとおり、このままで

十分だと思いますし、本当に長年の間の現状に合わない部分が多々あると思いますので、本当

に全面的という言葉を入れても入れなくても、入れた部分では少しインパクトがあるのかなと

思いますから。そのように思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかございませんか。では、精力的に改革していくという意味合い

でとらえるということで、皆さんよろしいですか。  

それでは、ほかの件でどうぞ。この資料５と裏につきまして何か質問、ご意見があれば。  

○事務局長（上坊寺博之君） ただ先ほど言った６月の６日くらいまでに、ある程度まとめな

ければ本会議に入ってしまうので。  

○委員長（山本浩平君） 特に今質問がなければですね、これはまたそれぞれ若干時間がござ

いますので、会派の中でも意見調整等していただいて、意見があれば出していただくというこ

とでしたいと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） その他でございます。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） その他でですね、産業経済課からお話がありまして、来月の７

日、８日と牛肉まつりということでございまして、昨年度から開会式後の懇親会はやらなくな

ったというか中止になったのですね。ことしも同じような形でさせていただきたいと。つきま

しては前売り券が必要であれば 100 枚くらいあると言っていましたので、議員さんであれば申

し出てくださいということでした。私からはその他としては 1 点でございます。 

○委員長（山本浩平君） そもそもその懇親会をなくした理由は何でしたか。  

○事務局長（上坊寺博之君） 実行委員会の考え方です。その辺は私のほうではなんとも言え

ません。 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（山本浩平君） わかりました。皆さんから何かその他ございませんか。ないようで

すので、本日の議会運営委員会をこれにて終了いたします。きょうはどうもありがとうござい

ました。 

（午前１０時５０分） 


