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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９月１日（月曜日） 

   開  会  午後 １時２９分 

   閉  会  午後 ２時１８分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

 １．定例会９月会議の一般質問について 

 ２．地方自治法の一部を改正する法律（平成２０年法律６９条）について 

 ３．その他  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

 １．定例会９月会議の一般質問について 

 ２．地方自治法の一部を改正する法律（平成２０年法律６９条）について 

 ３．その他  

                                         

○出席委員（１１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 

 委員外議員 本 間 広 朗 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 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 

書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○副委員長（大渕紀夫君） ご苦労さまでございます。 

ただいまから議会運営委員会を開会いたしたいと思います。 

山本委員長、所用によりましてどうしてもきょう出席できないということなものですから、

私が代わりに委員長務めさせていただきます。 

なお、新風からは本間委員が委員外議員として参加をしております。全員参加しております

ので、ただいまから議会運営委員会を開会いたしたいと思います。 

（午後 １時２９分） 

                                         

○副委員長（大渕紀夫君） 早速協議事項に入りたいと思いますけれども、一般質問の件につ

いて協議をいたしたいと思います。本日 10 時に締め切っており７名の通告者がいらっしゃるよ

うでございます。 

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） 先ほど 10 時に締め切りまして、７名から通告が出てきてござい

ますので、順をおってご説明します。 

 まず通告の１番ですが、前田議員からの通告です。２項目７点、細かく言いますとまだあり

ますが出てございます。 

まず１項目目は、町立病院の運営についてということでございます。１つ目、病院の現状と

課題についてどのようにとらえておられるか。細かく５点示されております。一つは病院の果

たしてきた役割はどのように押さえているか。２点目です。これまで赤字体質にしてきた主た

る要因をどのように押さえているか、外的要因は除きます。３点目です。町立病院の利用向上

をどのように図ってきたか。隘路はあったのか。４点目です。救急病院として救急患者の受け

入れと対応はどのように行われているか。５点目です。経営収支の状況と経営環境（ソフト）

など、これまでの改革（対策）と問題点をどのようにとらえているか。単年度経常損益額、累

積欠損金、不良債務額、未収金、繰出金、意識改革などでございます。（２）です。病院の新た

な方向性についてということで細かく３つあります。１点目です。今後、病院が果たす役割を

どのように考えているか。２点目、経営の効率化、健全化に向けて、具体的にどのような対策

をとろうとしているか。３点目として、病院の新たな経営形態（方向性）をどのようにとらえ

ているかでございます。 

２項目目は、町総合計画及び実行計画のあり方と進行管理についてでございます。５点ござ

います。１点目です。総合計画と自治基本条例及び新財政改革プログラムとの整合性をどのよ

うに図ろうとしているか。２点目、町づくり（総合計画）の人口目標２万 1,500 人に対する実

態と可能性はどのようにとらえているか。３点目です。前期実行計画の進捗状況のチェック（誤

差等）と評価をどのように押さえているか。４点目です。後期実行計画の策定はいつ頃になる

か。５点目です。総合計画の終期 2011 年（平成 23 年）、新財政改革プログラムの終期 2016 年
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（平成 28 年）後の白老町の姿をどのように描いているかということでございます。いずれも町

長に答弁を求めてございます。 

 通告の２番目でございます。西田議員から２項目６点について質問がございます。 

１項目目は学校教育についてでございます。１点目、中学校統廃合の進捗状況についてとい

うことで細かく３つございます。①です。今までの経過と、どこまで進んでいるかお知らせい

ただきたい。②です。地域住民との懇談の状況はどのようであったか。③今後の対応策の考え

方はでございます。２点目、白老小学校、緑丘小学校の統廃合の進捗はどのようであるか。３

点目です。不登校児童の現状とその対応はどのようになっているか。４点目です。全国学力調

査（学力テスト）の結果をどのようにとらえているか。５点目です。給食費の収納と滞納の状

況はどのようになっているか。答弁を求める者は教育長です。 

２項目目です。少子化対策について、少子化対策についてどのような考えをお持ちであるか、

町長に答弁を求めてございます。 

 通告の３番目です。吉田議員でございます。３項目 10 点ございます。 

まず１項目目、増収対策についてでございます。１点目、地方税法改正で 2008 年５月１日か

らスタートした「ふるさと納税」制度、白老町での導入の考えと手法についてです。２点目、

町広報誌の広告掲載の効果と、今後の広告収入増を図る考えは、町長に答弁を求めています。 

２項目目です。公営住宅法の改正と定住対策について。１点目、収入基準改正による入居希

望者への影響について。２点目です。家賃算定基礎額の変更による影響は。３点目、既存入居

者の基準額を大幅に超えている収入世帯の状況と対応について。４点目、若者の定住のための

住環境整備について。答弁を求める者、町長です。 

３項目目、介護事業について、１点目超高齢社会を現場で支える介護従事者の人材確保につ

いて、２点目、介護従事者は身体的負担、重労働、専門性が求められるが、仕事に見合う待遇

となっているか、３点目、2007 年９月、労働時間、賃金の待遇改善を求める指針が示されてい

るが、環境改善されたか。４点目、更に最近、介護従事者処遇改善法が成立し、介護報酬の引

き上げをする方向性であるが、2009 年改正される介護保険料へ与える影響は。また、白老町の

介護保険料改正について。答弁を求める者は町長であります。 

 通告の４番目です。斎藤議員でございます。２項目８点ございます。 

１項目目です。若い世代のくらしと助成制度について。１点目、就労支援事業(ワークステー

ション)における 20 から 30 代の求職状況はどうか。また、町内高卒者の就職状況は。２点目で

す。町内児童生徒総数の２割が公的扶助（教育扶助等）を受けていると聞くが、子育て中の若

い世帯のくらしをどう見ているか。３点目です。乳幼児医療費助成制度の現況と 10 月制度改正

による対象者数や町の負担額の変化は。４点目です。生保世帯の母子加算の廃止による、町内

での影響額はどのようなものか。答弁を求める者、町長です。 

２項目目、燃油高騰の影響と対策についてでございます。１点目、最近の国の燃油高騰に対

する支援対策として入手している情報は。２点目です。異常な燃油高騰による町内各事業者へ

の影響や状況をどこまで調査しているか。３点目です。食品の値上げによる各公共施設の給食
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に対する影響は。４点目です。現状に対して町としての対策は。また、今冬の福祉灯油の拡充

は可能か。答弁を求める者は、町長です。 

 ５番目の通告です。土屋議員でございます。２項目７点ございます。 

１項目目、妊産婦健診について。１点目、少子化の進むなか、白老町として今後の対策はど

のように考えておられるか。２点目です。出産までの環境整備について。３点目、現在の健診

回数の補助で十分か。 

２項目目です。性犯罪被害者の救済について（未成年）、１点目、苫小牧警察署管内（白老町

含む）の現状は。２点目、インターネット等、出会い系の利用等をどのように把握しているか。

３点目、未然に防止するために、どのような方策が考えられるか。４点目、未成年女子が被害

にあった場合の救済方法は。答弁を求める者は町長であります。 

 ６番目の通告です。大渕議員でございます。２項目 11 点ございます。 

まず１項目目です。４連携と町立病院の果たす役割についてでございます。１点目、国保の

現状と問題点は。２点目、介護の現状と問題点は。３点目、後期高齢者医療制度の現状と問題

点は。４点目、国の医療政策、福祉政策と地方の現状と乖離について。５点目、町民を守る福

祉・医療のあり方と４連携の充実について。６点目、その中で町立病院の果たす役割と中心的

な課題は。７点目、医師・職員の自覚とそれを支える体制についてでございます。答弁を求め

る者は町長です。 

２項目目、白老町としての環境・温暖化対策について。１点目、まちの温暖化対策の現状と

問題点は（それぞれの数値を含めて）。２点目、ごみ燃料化施設の推進状況と問題点は。３点目、

町民環境会議の果たす役割、町民参加の方法、発展方向について。４点目、まちとしての具体

的な環境政策は。答弁を求める者は町長です。 

 ７番目の通告です。氏家議員です。１項目２点ございます。町民生活全般について。 

１点目、原油、穀物価格の高騰に伴う、町民生活への影響について。２点目、町有地の環境

衛生管理について（住宅地に近い遊休地）ということで、町長に求めてございます。 

以上です。近いのも若干ありますけど、氏家議員の１番目が斎藤議員の質問と少し燃料の部

分で似通っておられる質問かと思います。私からは以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただいま一般質問７名の内容が説明されましたけれども、今局長

が言われましたように原油の問題で若干かぶるかというふうに思いますけれども、あとはかぶ

っていないような状況ですけれども、そこは一つ中身も読みますと違うところもございますの

で、そこは２人でやってください。いいですね。 

ほか、どなたか質問かご意見ありましたらどうぞ。一般質問よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは７名の方が一般質問をされるということであります。 

 続きまして２点目、地方自治法の一部を改正する法律、これが施行されましてその中身につ

いてのことでございます。 

局長から説明をお願いします。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 一部改正する法律が６月 11 日に成立して同月 18 日に交付され

ています。さきの議運では資料はお渡し済みでございます。これは３カ月以内に別に定める日

から施行するということになって、先般告示がされて９月１日から施行ということになりまし

た。それでこれの大きな内容は、一つは議員の報酬が議員報酬という形で位置づけられました。

各種行政委員会の報酬規定から分離して定めなさいということで、うちのほうは分離されて今

別条例持っていますが、議員の報酬を議員報酬に字句は直さなくてはなりませんが、これは法

律改正ですので、総務課のほうで自動的に条例提案がされます。今回自治法の改正の関連議案

として一括して修正がされます。 

 もう一つは 100 条の規定の中に１項目追加されまして、従来どこの自治体でも調整を図るた

めに全員協議会とか実際にやられている現状から、「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は

調整を行う場」を設置できるという規定が新たに条文ができました。すなわち議案の審査のた

めの会合、それと議会運営に関して協議する会合を設けること、これは公的な形で位置づける

ことができますと、従来は本会議と委員会以外については公的な機関として見られませんでし

たので費用弁償の対象にもなりませんし、公務災害の対象にもならないと今回からこれに合致

する場合はできるということになりました。全国の町村議長会の考え方としましては、「議案の

審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場」というのは、全員協議会に位置づけられる

ということから全員協議会を会議規則に設ければ公的な機関になりますということなのです。

それで私どもの議会も実際には全員協議会というのは開催されていまして、特に議案の説明で

長いものであるとか、制度を説明しなければ議案の審議ができないという場合は従来もやって

おりますので、公的な場として位置づけたほうがよろしいのではないかということで会議の改

正案をつくってございます。次の資料の会議案の３の３、以降見てもらったほうがわかりやす

いかと思います。そこに議案説明が書かれていますけど、それは私が今伝えたものです。現在

は全員協議会の規定が会議規則上ございません。ですから今の 15 章を段ずれしまして全員協議

会の規定をおくということです。内容は別紙書いているとおりでございます。これをきょうご

協議いただきたいということです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 地方自治法改正によって、全員協議会が今度は公式な会議として

位置づけられておりますけれども、その件に関して今局長から説明ございましたけれども何か

質問等々ございましたらどうぞ。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。今回のは全員協議会ということですけども、委員会協議会

はこれに含まれないというふうに、あくまでも委員会は公的なものにならないというふうに理

解してよろしいでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいですか。法律上のこのレジメの２番目の丸が４つ書い

ていますけど上から２番目を見ていただきたいのですが、「議案の審査又は議会の運営に関し協

議又は調整を行う場」という規定なのです。ですけど全員協議会とは書いていないのです。だ
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からこれをするための場を設けることができるという規定なのです。全国の町村議長会の考え

方としては、この規定に合うのは全員協議会でしょうという考え方なのです。委員会協議会は

議案の審査のために特定のその一部だけでということにはなりませんので、多分これの該当に

はならないと思います。全議員平等でなかったらだめですから、その委員会だけ議案の審査す

るために会議を設けられるというのは少しおかしいという解釈です。ですから全員協議会しか

ないだろうと。従来の委員会協議会は、今通年ですから所管事務に切りかえることによって公

的な設置となりますので、これはカバーできるだろうという考え方をしております。 

○副委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。 

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私も今、地方自治法のこと勉強していなかったもので何とも言

えないのですけども、一つとして今局長から説明ありましたけど、議長会とか道の議長会ある

いは総務省のほうから、この関係に対してまた解釈的な文章みたいのがまずないのかというこ

とです。それと少し探したのですが、前私の記憶では全員協議会の取り扱い事項みたいのを定

めていましたよね。それはこれを制定したことによって、その内容を審議、今まで記録をとり

ませんし、議場で発言してもそれは拘束力なかったのだけど、今度こういうことになったらす

べて事前審査みたいな形の中で拘束を受けるのかどうかということの問題点、そういう部分も

う少し議論すべきだと思います。ここで私だけかもしれませんが、その辺私少し勉強したいの

で、それらのものをなければ私探さなければいけないけども、もう一回提示してもらった中で

きちんと議論したほうがいいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） この間の議運のときに改正の主旨を差し上げたのです。もう既

に配っているのです。でもそのときは施行されていないものですから取ってしまったのです。

９月１日から施行するということでございますので、ここでやるかやらないか、まだ後でも別

に構わないでしょうけど、ただ現実としては事前協議に諮るような形ではなるべく慎んだほう

がいいかと、ただ従来としてはやっているのですよね。 

うちの議会も例えば余りにも膨大に長い議案の提出ですとか、例えば議案にかかる制度説明

をしないと理解できないといった場合は、事前に全員協議会やっているのです、今までも。非

公式の会議でやっているものですから、今までのような形でやったとしてもそれに費用弁償な

り公務災害が適用になるのであれば、事務局としては規定したほうがいいのではないかと。運

用については今も事前協議がならないようにという形で決められていますから、それをどうい

うふうに変えていくかを別にしましても、なるべく踏襲していったほうがいいのではないかと

事務局は思っています。一つは公務災害になると費用弁償の対象になるという利点があります

ので、今実際にやっているものをここに盛ればいいのかと単純にそういう部分です。協議の場

というのは改正の主旨としてはいろんな形のものが考えられるという規定があります。会派代

表者会議とか正副委員長会議、全員協議会等というようなものがあるだろうということは言わ

れていますけど、全国の町村議長会も要するに解釈としては「議案の審査又は議会の運営に関
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し協議又は調整を行う場」というのは全員協議会ではないのかという示し方なのです。 

○委員外議員（前田博之君） この前の議運で会派に持ち帰って議論しているということです

ね。私だけがわからなかったということだから、受け付けていれば当然、そうであればこうい

う議論しなくても、後で資料見て勉強してやりますから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議論はしていないです。改正になりましたという説明をさせて

もらったのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） ほか質疑、質問等々ございます方。これの運営基準の 34 ページに

今までの協議会のあり方について出ております。当然今までは前田委員外議員が指摘されまし

たように原則的にはうちはテープはとっているはずですけれども、議事録はございません。こ

れは全く任意の集まりですから拘束力が全くないという中で、事前協議にならない形で扱って

まいりました。これは事実でございます。なるべくこういうことはやらないようにということ

でやってまいりましたけども、しかし必要な場合がございます、現実問題として見たときに。

ですから今局長が話しましたように、協議会自体がたくさん開かれるということはよくないと

は思うけれども、いずれにしても議運にかかりますから。そういう中で費用弁償、要するに公

務災害の対象になるということでいえば、これはプラスになるのではないかと現状も今までの

ままで協議会あるわけですから、そこから何かの権利が発生するとか違ったものが生まれてく

るということであれば少し問題があるかと思いますけれども、私はそういう認識でございます。

しかし今ご意見もございますので、５日に再度議運がございますから、そのときまでに各会派

でご協議願って、問題点は私はないとは思いますけれども、そういうことで一つ５日にこの結

論を出したいというふうに思いますけどいかがですか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、そのような形で取り扱いを行いたいと思います。２点

目以上でございます。 

次に３点目ですけれども、その他、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まだ議案の詳細が出てきていません。内容見ていませんからわ

かりませんが、５日に最終的に議案が提示されるということになっています。それで一つは、

今まだありますけど財政の特別委員会の規定の財政改革プログラムに関連する議案が６件出て

くると思います。超過税率の関係、国保の関係、下水の関係、それと医療費の関係、老人医療

含めて３本かな。ですから全部で６本出てくるのですが、これの取り扱いをどうするかという

ことでございます。まず一つはそれです。 

日程的な問題としては、今一般質問７名ということで通常であれば２日間で一応終えること

ができるだろうと。当初３日組んでいまして、３日目に４指標の今回報告があります。それと

特別会計、公益企業会計の健全化指数の報告、報告議案が２件あるのです。それの取り扱いと、

それと前にもお話してありますが、全員協議会の要請がありまして、開発建設部の事業説明を

したいという部分がございました。事務局としては 11 日の３日目に一般質問多分８人以上ある

だろうと想定していましたので、そこでやって報告議案２件と開発建設部、それと後期高齢者
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の選挙をしようと思っていましたけど、その辺の日程が短くなったので最終日に全部いってし

まうことになるのですが、それの確認ですね。この２点、少し協議続けてほしいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは最初に日程の関係の協議をいたしたいと思います。一般

質問７名ですから９日、10 日で終わるわけです。今入っているのは開発建設部の全員協議会一

本、これが入っております。そうすると 11 日があきます。今のままでいくと。９、10 どうい

う状況になるかわかりませんけれども一定限度詰めてやって、そして 19 日最後の日に全部たた

くというような形で 11 日を一応基本的にはあけてはいかがかという案なのです。もちろん議案

がずれ込んだ場合、一般質問が長引いた場合、こういう場合については 11 日例えば午前中だけ

でもやるということがあるかもしれませんけれども、原則論として日程を組むときに 11 日一般

質問の数が少なくなったために基本的にはあけると、そのような日程調整を事務局側としては

してはいかがというようなことなのですけれども、この点について、もしご意見ありましたら

どうぞ。日程についてはそれで可能なのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず９、10 と一般質問します。ただ 10 日の日４人、３人だっ

たら早目に終わります。その後に、いずれにしても付託はしなくてはなりません。決算審査の

付託を行うと。付託の前に来年 20 年から正式に４指標でてきますけど、今年前段で今年から適

用ですから数値報告があります。それを報告してから付託するという考え方。ですから少し９、

10 はきついかもしれませんけどやってしまうと。残りの部分は 15 日で全部あげると。今議案

が 25 件あるのです。25 件くらい。だから結構件数はあるのです。それと委員会付託したもの

の報告と採決もありますので、それと後期高齢者の選挙、補充選挙一人分ありますからそれも

全部、そして開発建設部の事業報告といったら少しきつきつになるかという気がします。早く

は終わらないだろうとは思います。３時４時くらいはかかるだろうと思います。それでいいか

どうかという確認です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今局長から説明がございました。当然９、10 の状況を見て 11 日

どうするかということありますし、５日まで状況変わって、５日に議案が全部出ますから、議

案が出た段階で非常に 25 本の議案がボリュームあるということであれば、これは当然できない

ということにもなりますから、ただ 10 日に特別委員会おこさないとどうにもなりません。審査

できませんから。ですからそういうことも含めて基本的には 11 日あけて９、10、19 日の本会

議を４時くらいまではやれば、たたけるのであれば、そういう形でいきたいと。しかし議案の

出方によっては５日に、もちろん 11 日はただあくかあかないかというだけの話ですから。です

から調整しながら進むというような基本的な確認だけ、きょうしておきたいと思いますけれど

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） それではそのようにします。 

 次、今回財政改革プログラムにかかわる議案が６本出てまいります。当然固定資産税の超過

税率の関係等々含めて出てきますけれども、この取り扱いをいかがするかと。今までの議論の

中では常任委員会に付託をして、そして 12 月なら 12 月、その前になるかもしれません、上げ
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るという形で今までは議論されてきましたけれども、この６本の取り扱いについて皆さん方の

ご意見を伺いたいと思います。ご意見のございます方どうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） この新財政改革プログラムのこの６本と副委員長がおっしゃいました。

これはまた再度総務常任委員会に付託という形、これが普通の今までの進め方だと副委員長の

お話があったのですが、特別委員会の中でかなりの部分を議論されていまして、再度総務委員

会にまた付託ということになるのかどうか、この辺が少し私は疑問に思うものですから、皆さ

んのご意見はどうなのか伺いたいというふうに思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） ご意見ございます方どうぞ。 

蛇足ですけども、今の及川委員の発言は当然だと思います。ただ現段階としては白老町議会

が改革プログラム案に対する案をつくりましたけれども、それに対して町がすべてそれに対応

するかどうかということは全くわかりません。そういう状況の中で付託をしないでやったとし

たらどうなるかというと、例えば 1.65 というものを 1.7 でやりますと町が言ってきた場合は、

採決で否決をするか可決をするか、そういう手だてしかなくなります。そういうことも含めて、

また下水道の値上げは出てきたけれども、水道の値下げは出てこないということも考えられま

す。そういう場合の対応策もそれは下水道の値上げを否決するのかどうかと。我々の案として

はそういう案を実際公式に出しているわけですから。ですからそういうことも十分考慮して、

その上でご議論をしていただければというふうに私は思います。単純な状況ではないというこ

とですからそこはきちんと、後で失敗しましたというふうにはならないようにだけはきちんと

考えて結論を出していただきたいというふうに思います。蛇足でした、すいません。そのこと

を含めてご意見を賜りたいと思います。ご意見のございます方どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） いいですか。参考までに申し上げたいと思います。特別委員会

設置して小委員会で議論したときには、付託という方向性の中で動いていたかと。そのときに

まだ特別委員会終了させるという考え方はなかったようですけど。再度付託して、当然その前

に議論はしていますけど、対案出して正式な提示ですからすぐ上げないで付託という考え方で

示されていたと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私が今何を聞いたかというと、議論がそういう方向で行っていた

かどうか、要するに何でもかんでも議会が先延ばしするわけにもいきません。ただ、今の状況

でいえば再度会派に戻って、この扱いをどうするかということは５日でも間に合いますから。

ですから５日まで、そういう方向が出ていたかどうかというのを確認したのです。今私言った

のは。方向が出ているのであれば、その方向でも構わないのであれば構わないけれども、今及

川委員からそういう意見が出ましたので、そうであれば少し付託するという方向とは違います

から、再度各会派に戻って議論してもらって５日に再度結論出すというほうがよろしいですか。

及川委員。 

○委員（及川 保君） 大変重要な部分ですから、間違った方向にならないように進めなくて

はならないというのは当然のことでありますが、これを今会派に持ち帰って議論どうするのだ

と、それだけで本当にいいのかと。全体の、全議員の意思がきちんと統一される中で進むとい
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うのが当然のことなのですが、ここで議論にはならないという考えでいいですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私言っているのは、そういう方向が出ていたのです、今まで。で

すから付託をするということになればそれで結構なのです。ですけど付託をしますかと言って

も、どなたも何もおっしゃらないから、ではどういたしましょうかと、どういたしましょうか

と言っても誰も何も言わないから、私はそれだったらそういうことで、今までは付託すると言

っていたけれども先ほど及川委員のような意見があるから、それでは持って帰ったほうがいい

ですかということを言っているだけです。ですから皆さん方のご意見がきちんとしていれば、

それはそれで付託するという方向だということであればそれはそれで構いません。それはそう

いう方向では今まではきたわけですから。ですからそういう点でのご意見がございませんかと

いうことで聞いているわけです。 

どうですか、この件について。要するに関連６議案を常任委員会に付託してやるのか、それ

とも今回の９月会議で一発質疑して、そして今までも同じように各議案のように採決するのか

どちらでやりますかということを今伺っているのです。そういう意味です。それは今回の議会

でどちらか取らなくてはだめですから、やらないわけにはいかないわけですから。そこです。

では各自のご意見どうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど大渕副委員長が言われたとおり、例えば今回小委員会のとりま

とめを議会としての意見として出しましたよね。ただ出した中でも小委員会で付託された意見

であっても各場での議論、議論といいますかあの場での報告を行政側がどう聞いているかとい

うことがすごく私は疑問に思います。議会一丸となっての報告であれば、それは議会としての

意見としてとらえるでしょうけども、あのときの内容というのは私はそうではなかったような

気がします。ですから今回の超過税率の問題にしても、多分町があの議会からの意見をそのま

ま受けるとは私は思っていませんし、多分今までどおりの 1.7 は 1.7 でもって町が出してくる

のではないかという考え方を私は持っています。 

それについて例えば今回総務文教に付託して、それをどういう形で受けるかどうか。ただ本

会議の中で一発、各会派というか各議員の意思に任せるかというのはすごく微妙なことで、大

きな問題になってくるような気がするのです。であるならば、やはり一回会派に持ち帰って例

えば５日の日まだ遅くないわけですから、その日にそれを付託するのか、それとも本会議で一

発採決とるのか、それについての意見をもう一度集約する大事な問題だと私は思いますので、

一度持ち帰ってみてはどうかと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、各会派のご意見伺います。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブ、今氏家委員が言ったように、これは５日の日に出てくる

わけですね。そうすれば９日まで日がありますので、会派で持ち帰ってみんなで協議して、９

日の本会議に望むということにしてはいいかと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 皆さんがそういうきちんとした対応すべきだと、全体の対応すべきだ

ということになれば、会派に持ち帰って協議した結果を最重要ということで取り扱ったほうが
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いいかというふうに思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 本間委員外議員。 

○委員外議員（本間広朗君） 私もいいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私もそれで結構です、構いません。私は付託すべきと考えていま

すから、それはそれで構いません。参考までに熊谷委員外議員、ご意見ございましたらどうぞ。 

○委員外議員（熊谷雅史君） やはりこの関連の議案になって、やはり今まで我々が特別委員

会を開催してまで議論した中身も一回出しているわけですよね。それにかかわる内容というこ

とが予想されていると、これは当然本会議の中で一発で採決という中身には私はならないと思

います。当然これは付託を一度受けて、その内容の取り扱いについても全員でするのかまた委

員会、総務だけでするのかということも私は発生してくると思いますので、そういう二段構え

で考えられたほうがいいのではないかと。それこそうちの議会の目指すところではないかとい

うふうに私は思います。以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 同じく、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私も今回非常に議会の置かれる立場が大事な部分かと思います。

今氏家委員からお話していましたけど、特別委員会でかなり議論して方向性が見えていますけ

ど、個々の思いも政策的に違う部分ありますし、やはり一つとして今大渕副委員長も話してい

ましたけども議場で個々、あるいは会派として、あるいは議会としてどういう形をとるかとい

う部分も非常にあると思います。直接これは。あるいは付託したからといって、付託をされた、

総務に出た意見が全員通るかということもあり得るのです。今まで全体の特別委員会でしたら。

非常に議会が今置かれる立場、この案件厳しいので、私は無会派で最終的にどうなるかわかり

ませんけども、会派でこういうものも含めて議論してもらって、どういう方向がいいかという

ことを出したほうがいいかと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 正副議長、ご意見ございましたらどうぞ。議長。 

○議長（堀部登志雄君） この問題、非常に重要な問題だと思っております。要するに全員の

特別委員会で議案になる前の対案という形で出したと。それが全部すんなり認められたら、そ

のままくればいいけども、それも全然確約されていない。そういった中で、もし本会議で一部

でも違ったのが出てきたときに、本来であれば筋からいくと、全員の委員会が出したものと変

わったのが出てくれば全員反対という形がこれが本来の主旨となってしまいますので、そうな

ったときの後のことについては当然全部の否決、変わって出てきて否決すればそれは当然その

後の結果については議会として責任持たなければだめだという部分が必ず出てきます。そうい

った中で過去からずっとやって９月にプログラムを提案して、12 月前の段階でワンクッション

を置いて最終的に採決という方向にもっていくような形で進んできて、一たん提案されたら委

員会付託して、それで再度確認してきちんと議案に対応していこうという形で進んでいる経緯

もあると思いますので、ぜひそういうことも十分頭に入れて会派で検討して、それで対応して

いただきたいというぐあいに思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 副議長ありますか。どうぞ。 
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○委員外議員（吉田和子君） やはり特別委員会を設けて中間報告もいたしましたし、ただこ

れは本当に全町民にかかわることですし、議会側が出した結論的なものがある程度どこまで認

められているのかということの大きなものが出てくると思いますので、やはりきちんと議論し

ていかなくてはならない部分が出てくるのではないかというふうに思いますので、きちんと会

派で打ち合わせをして、その上でどうするのかということを持ち寄ってまた検討していったほ

うがいいと思います。私も付託するような方向性がいいのかというふうには考えておりますの

で、そういった考えで持っていくべきだというふうに思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今回、前は特別委員会を継続するということで特別委員会に付

託という考えで、今回冒頭で報告してしまうと、なくなって終えんしてしまうのです。ですか

ら付託をするといった場合、常任委員会付託になりますけど、超過税率の負担は当然総務に付

託されます。ただ下水とか国保は今度逆に産業厚生常任委員会に付託されますので、これは財

政改革プログラムを付託するわけではなくて、それぞれの議案の案件ですから所管に付託され

ると。もとと同じような形態をとるのであれば、その付託された議案をもって連合審査会をす

ればもとの形態は取れないことはないと思います。ですからばらばらに付託されるということ

だけ理解していただきたいと。 

○副委員長（大渕紀夫君） 付託された場合はそうなるという意味です。ですから今回の議論

は何かというと、今５つの会派すべてが５日までに結論出すということで意思統一がされまし

た。その中身はこの６本の財政改革プログラムにかかわる議案について付託をして審議をする

のか、９月議会で結論を出すのか、どちらにするかという議論をしていただくということです

から、お間違いのないようにしていただきたいと思います。 

同時に、最後にお話ありましたように付託される方向になれば、その後の審議の仕方も事務

局のほうできちんと調べてもらいまして単独で各常任委員会でやるのか、連合審査でやるのか

またもっと違った方法があるのかということを含めて、そういう審議の方法も一応は考えてお

いてもらいます。５日までは。ですから５日にこの結論を出しますので、各会派で議論をして

５日に持ち寄っていただきたいと思います。それで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） 確認はされました。ほか、その他ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  あとは特にありません。 

○副委員長（大渕紀夫君） 委員、各委員の皆さん何かございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、本日の議会運営委員会は以上で散会といたします。ご

苦労さまでございました。 

（午後 ２時１８分） 


