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総務文教常任委員会会議録 

平成２０年 １月２４日(木曜日) 

   開 会  午前 １０時０３分 

   閉 会  午後  ０時２２分 

                                                                                    

○議事日程  

―協議事項― 

所管事務調査   行財政対策について 

①今後において議会が果す役割について 

（ア） 財政健全化に関するガイドラインの検討 

（イ） 財政運営に関するチェックシステムの検討 

（ウ） 財政情報開示を推進する施策の検討 

（エ） 財政運営等に関する政策研究会の設置の検討 

② その他 

                                            

○会議に付した事件 

―協議事項― 

所管事務調査   行財政対策について 

① 今後において議会が果す役割について 

(ア)  財政健全化に関するガイドラインの検討 

(イ)  財政運営に関するチェックシステムの検討 

(ウ)  財政情報開示を推進する施策の検討 

(エ)  財政運営等に関する政策研究会の設置の検討 

② その他 

                                           

○出席委員（８名） 

委 員 長  及 川   保 君       副 委 員 長  近 藤   守 君 

委   員  本 間 広 朗 君       委   員  前 田 博 之 君 

委   員  鈴 木 宏 征 君       委   員  斎 藤 征 信 君 

委   員  吉 田 和 子 君       議   長  堀 部 登志雄 君 

                                             

○欠席委員（０名）  

                                            

○職務の為に出席した者の職氏名 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主     幹    森   隆 冶 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川保君） ただいまより、総務文教常任委員会を開催いたします。 

昨日に続きまして、行財政対策についての所管事務調査を行いたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。私の方から若干。 

 今日の委員会につきましては、お手元に配布していますとおり、昨年の９月14 日、前の任期

の議会になりますが、財政健全化に関する調査特別委員会を設置しまして、意見をまとめたもの

を付けさせていただいております。最後の６ページ、７ページなのですが、これはあくまでも前

の議会ですが、今後議会が果す役割ということで、議会のチェック機能を高めるを議会で持とう

ということを決めてございまして、その項目として４点ほどあります。 

一つは、健全化に関するガイドラインを検討しようと。要するにこういう財政悪化になった要

因というのは、大幅な投資事業をやった結果、起債の増、そういうものが生じてそういう状況に

なったので、ある程度の歯止めをかける検討をしようということに一つはなっています。 

もう一つは、予算審査、決算審査等において今後財政健全化にかかわる４指標との整合性をど

ういうふうにチェックしていくかということを考えようということになってございます。 

３番目は情報開示。政策研究会なども検討しようということになっていますので、これを今後

総務の委員会で時間どれくらいかかるか分かりませんけれど、ある一定の考え方を作っていかな

ければならないということだと思います。１回、２回では終わらないのかなと思っていますので、

一定の審議めどをつけてご議論いただきたいと思います。以上であります。 

○委員長（及川保君） 昨日もかなりの議論をしたわけですけれども、この状況に至った、新

しい議員さんもおられますので、今、局長から説明があったように、９月の議会においてかなり

の議論をした結果の報告が、今、局長のほうから概要説明したとおりであります。このような町

の財政状況に至ったことは、議会も非常に責任が大きいと。このようなふうにおいて、今後の議

会としてのチェック機能をどう果していくかという、こういうことが一番大きな課題になってい

るわけでございます。町がどうこうではなくて、議会が今後どういうふうにしていくかというこ

とを、今日１日で結果を出すということにはならないと思いますので、継続してそれほど時間を

かけないで、できるだけ早急の対策を図っていきたいなと考えています。よろしくお願いしたい

と思います。 

 これを総務だけでああしよう、こうしようというのもまた厳しい、非常に難しいのかなと。や

はり全議員の皆さんの考え方もきちんと伺っておかなければいけないのかなという思いはある

のですね。今、①について（ア）から（エ）まで４点ほど前の特別委員会の中でまとめた、こう

すべきだろうという議会報告された結果を今、４点ほど挙げてあります。レジメに従ってやって

いったほうが良いですかね。 

 今、レジメに（ア）から（エ）までの項目が載っているわけですけれども、これに限らずどう

したら良いかということを、大枠でも皆さんの考え方を伺っておきたいなと思います。 

 鈴木委員どうぞ。 
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○委員（鈴木宏征君） とりあえずと言ったらおかしいのですが、今緊急というのか、これか

らどうしてもすぐある部分としては、来年度の予算のチェックというのがありますよね。ですか

ら来年度の予算のチェックにかかわるところを先に議論していって、今言ったようにいろいろな

項目がありますので、１回、２回では。長くいろいろな議論をしたえる中でも、３月の予算議会

に向けて最低でも基本的なことというか、予算の審査に向けて必要な最低限の指標ですとか考え

方というものを、まとめていったほうがいいのではないかと思うのですが。そこからやったほう

が良いのではないかと思うのですが。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員の今、お話がございました。 

斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 何から手をつけていいのか分らないのですけれど、昨日もいろいろと

説明受けたり、今、財政そのものをどうしようかと言っているところですよね。一つ一つの項目

についてもまだ数値が決まっていないだとか何とかという状況もありますよね。はっきりしない

部分があって、例えばガイドラインを作るというのは最もなことなのだけれど、今、果してガイ

ドラインというのを今の状態で作れるのかどうか分らないですよね。どこまで行ったら安全なの

かという、それがクリアできるような状況になるのかないのか、一般的な数値を決めたってどう

しようもないですよね。例えば経常経費が85 パーセントであれば良いと言っても、今、夢みた

いな話で、そうすると、今の状況をもう少し分析しながらどこら辺で今、線を引くべきか。100

パーセント近いところまで行っているわけでしょ。それが好きでそうなったのではなくて、国の

状況でそういうふうになっていくわけだから。国税が削減される中でそういう数値というのが起

こっている中で、本当にどの辺りが妥当なのかどうなのかと言われても今すぐ出てくる問題でも

ないような気がするし、これは相当吟味しなければならないのかなというような。だから今、当

面して、そういうガイドラインを作る前に、先ほど話が出たように、何からできるのか、今、何

からしなければならないのかということ。例えば予算審査があると。その時に何をしなければな

らないかというような、そういうところから手がけていくというような、そういうような方向が

必要ではないのかなという気はしたのですけれど。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 昨日４指標の数値の出し方というか計算の仕方全部示されましたよね。  

今、２人の委員がおっしゃったように、私もそうだと思うのですね。具体的なものを示しても

らわなければ駄目だという感じがするのですよ。というのは、昨日の大きな要因の中で交付税の

減額というか、どんどん減ってきていますよね。いろいろな町の説明とかそういうのは18 年度

までの、もちろんそうですね、来ている物だから分かるけれど、19 年度も20 年度も５億6,000

万円だとか7,000 万円の減額になってくると。それ以降ちょっと穏やかになって２億 7,000 万円

か 8,000 万円の減額になるという話になっていますよね。そういう数値を年度ごとにきちっと具

体的に出していくという、町税の収入も出していく。そして超過税率だとかいろいろなものが入

ってきたときにはどうなっていくのか、どのくらいにしなければならないのかという考え方があ
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ると思うのです。 

そういう数値的なものでもいいし、パーセントでもいいし、ある程度具体的に示していく必要

があるのではないかということを思うのです。それから歳出のほうでは事務事業の見直しをする

ということで、昨日かなりの委員さんから具体的なものはわからないというのが出ていましたよ

ね。 

私も前にこの委員会やっているときに、町の単独事業を全部書き出してそれをきちっと行政も

やるけど議会も本当にその必要性、そういった事務事業の見直しだとかも具体的にきちっとやる

べきではないかというふうに思って、言っていたのですね。これは夕張のですけれど、夕張のす

ごく細かく出しているのですね。廃止する事務事業とはこういうものが出てくるとか、それから

サービスとしてはこういうものがあって、これはこれから検討項目だとか、それから子供に関す

るものはこういったものの事業があって、それをどうするかとか、そういう全部、産業に関する

ものだとか行事に関するもの、昨日の話の中では公営企業の赤字とか、それも具体的に全部、こ

れはこういうことでこういう赤字になってこうなっているとか、全部事業ごとに出しているので

す。そういったものをきちっと示してもらえるような、もちろん行政は機能の担当課のほうでは

やっていると思うのですよ。ただそういうものをまとめたものだけが報告になっているのかなと、

パーセントでポンと出てくるという形になるので、そういったこういう細かいもの、それから使

用料、手数料の見直しというのはどういうものがあるのか。全部書き出してあるのですね。その

中でそれをいくらにしていったらどういうふうな金額になるとか、それをどれくらい町民の負担

を上げていけるのかとかという具体的な検討ができるようなものが出てきているのです。 

向こうは今で言う再生団体になっているから、こういうふうな形になっているのだと思うので

すけれど、白老町もそういう覚悟でやるということになっていますから、再生団体にならなくて

もそういう思いで全部見直ししていくと言っていますから、そういったものを委員会としても何

を具体的にきちんと出してもらいたいかということを明確にしたほうが良いのかもしれません

し、こういったものを出してもらうと予算の組み合わせのときにも意見として言っていけるでし

ょうし、質問になっても言っていけるでしょうし、数値が出たときにこの数値をクリアするため

にはこういったものはここまでやれるのではないかというのを具体的に私達も首を突っ込んで

いけるといったらおかしいけれど、意見として言っていけるのではないかなという気がしている

のですけれど。 

○委員長（及川保君） わかりました。 

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今、吉田委員が言われたのは最もなのですよね。岐阜県の多治見市だ

とかでは、事業費の単票作っているのですよ。そして全部洗い出しをして、事業評価をして、そ

れで予算査定していくのですよ。今、言われたような部分あるし、私は昨日も話しをしましたが、

一番大きな問題は公債費なのですよね。 

それで、私も職員のときに議会に、私ではなくて担当の財政改革プログラムを出して、起債は

８億円に抑えますと言っていながら、臨時特例債載せたりなどして、結果的に十何億やって、去
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年は二十何億の起債を借りているのですよ。良いかどうかは別ですよ。いろいろな議論がありま

すけれど。そうすると、昨日も言ったのですが、それが全然シミュレーションも出さないで、昨

日みたいにグラフみたいのが出てくるのですよ。もっとやはりそういう部分の基本的なことを私

達も勉強して、そして相手から説明を受けるばかりではなくて、こちらからどうすると言わなけ

ればいけないと思います。 

そして今、出ましたけれど、税にしても、今はきちんとやっていますけれど、過去は前年度か

前年度の予算を見て、大体落ちたから何パーセントにすれば良いと言って、そういう計画を上げ

るのですよ。そうすると私がやった日本製紙などは、もう償却資産などは最後 23 年度か４年度

になったら、償却資産は５パーセント減になってしまうのですよ。それを見たら完全に落ちてく

るよと。 

そして職員が 600 人いて、今 270 人しかいないのですよ。そうすると、会社に聞けば何人減っ

て行くかわかるのですよ。当然住民税落ちてきますし、そういうことやっていけば、きちんとし

た数字出てくるのです。それに合わせて皆さん、今、斎藤委員もそうですけれど、国が交付税出

したとか税源移譲云々とか言っても、白老町の中でどれだけの税が財源確保できるのかわかって

くるのですよ。 

そういうものを議論した中のベースをまず作ってやるということが、議員も議会も先行して議

論していかないと、結果的に説明受けたもので数字の出入りだけ見たって、私は悪いけれど、こ

このやっている議会の果す役割は出てこないと思います。そういうことを担当ばかり呼ぶのでは

なくて、勉強もしなければいけないし、当然先ほどお話があったように、経常収支比率が 102

だとか 104 いっているわけですよ。これが今、４指標の数値ばかり目が行っているけれど、それ

が連動してどう抑えてこれるのか、そういう基本的な部分も整理していく、まず勉強なり問題点

を委員会が掌握しないと、いくら数字が出てきて担当と協議しても、結果的にまた議会何見てい

たという話になってしまうのですよ。 

そういうことをぜひ私はやって欲しいなと。当然そうしたら財政の大学の先生に来てもらって

勉強しても良いだろうし。 

○委員長（及川保君） 今、４委員の皆さんからそれぞれお話ありましたけれど、これ全て非

常に大きな議会としての課題ですよね。今までそれがなされていなかったというのが、本当に認

めざるを得ないのですよね。ここまできちっとやっていたかというのは。確かに単に前年度との

比較だけで予算を含めてやってきたわけです。これを非常に掘り下げていくと、今、出ているこ

の案件については非常に大きな議会としての課題、取り組まなければならないということなので

すよね。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 漠とした話をしましたけれど、当然委員会として具体的に当面何かす

るという話も出てくると思うのですけれど、先ほど鈴木委員がお話したように、当面の新年度予

算をある程度解体するというか、分析するという話もあると思うのですけれど、やはり委員会で

やるのか、会派でやるのか、議員個人がやるのか、先ほど言ったように、事業費の部分について
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も経常費これはどうだということを疑問持ってやる必要があるし、そういうことを洗い出しをし

て、委員会なら委員会として整理する場だと思うのですよ。 

私は例えば、公約が良いとかは、マニフェストですから別ですよ。ただ私はマニフェストが

100 パーセントやったことをよく質問しますけれど、良いかどうか、こういう財政ですから私は

異論がありますけれど。仮に出させて言わせてもらいますけれど、町民農園などは去年、一昨年

などは200万円か300万円掛けてやったのですが、一人から5,000円しかもらっていないのです。

原価計算したら30 名しか使わない人に、それだけのものを掛けて良いのかどうかという議論が、

なぜ私は議会で１人の議員さんでもしないのかと思うのです。そういうものをやはり見直しして、

こうでないかと最終的には予算の修正出すぐらいの気持ちを持つとか、水面下で議会で掛け合っ

てみるとか、そういうコスト計算した中で、事業の効果がどうだということをまず見ていかない

と、ただネーミングでマニフェストだから、良いことだ良いことだと賛成することが良いのかど

うなのかということなのです。賛成するかしないかは別として、昨日もしないということが・・・。 

そういうことをもし具体的にやるのであれば、そういうものが逆に委員会で全部洗い出しでき

るかどうかということが、やれるのかどうなのかということも、一つ私は必要になると思う。 

一つの具体例として、委員会が一歩踏み出すためにこういうことをやっていくということで。 

○委員長（及川保君） 今のこの前田委員の案件につきましては、前段のほうで言っていまし

たように、委員会できちんとやるのか、例えば議員の個々の議員がやるのかという話もありまし

たけれど、事業別にいろいろと今後洗い出しをしていくということになれば、こういうこともき

ちんと対応していけるのかという思いはありますけれど。 

 その他ありませんか。 

近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤守君） 全く私も皆さんの意見と同じなので、いろいろやることは沢山あっ

て、どこから手をつけて良いのかわからないような状況なのです。やはり一番先に鈴木委員が言

ったように、やれるところ、必要なところからやっていくしかないのかなというふうに思ってい

ますし、これからいろいろ前田委員が言ったように、勉強会なり個人でやる、グループなり会派

なりと色々あるのですけれど、やはりこれは全会一致というか全議員の中でやるのが一番良いの

かなという気がしております。以上です。 

○委員長（及川保君） 本間委員はどうですか。何か思いがありますか。 

 本間委員どうぞ。 

○委員（本間広朗君） 私は新人議員としてここに出ているのですけれど、やはり今、言った

ように、何か決めてやるというのも良いのですけれど、できれば皆さんも、もちろん勉強してい

ますし、私もこれから勉強しますけれど、まず欲を言えば、全般まず昨日やったように財政どう

なっているか、どうなっているって、新人議員としてまずそこから入って、そして今度皆さんが

言われるように、具体的に各議員さんがそういうものを持ち込んできて、例えば「何かこういう

ことがあるぞ」とそういうものを持ち込んできて、それを議論したり、具体的にやっていただけ

ば一番わかりやすいと思うのですね。 
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ですからそういうふうにしていくと私も勉強になりますし、皆さんもいろいろ古い方経験があ

ると思うので、その辺いろいろとわかっていると思うので、私も勉強になりますし、できればそ

ういう具体的に、予算もそうですけどいろいろな公共的な事業もそうですけれど、そういうもの

を前に出してきてやっていただければわかりやすいと思うのですよね。そちらの方をできればお

願いしたいと思っています。 

○委員長（及川保君） 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 我々がそういう町政事態を知らなければいけないということでは、先

ほど話を出されたような事業の一つ一つ、政策の一つ一つを、どのようなふうにしているのかと

いうことの一覧表等出してもらうということがまず基本ですよね。どこまで出してもらえるのか

という。その一つ一つを洗い出さないとやはりわからないし、そして改革の方向として、吉田委

員のほうから出された、夕張のような本当に町を直すのだという観点からの、財政を根本的に変

えていくのだという観点からの施策が与えられるような、そういう一覧表というのがなければな

らないだろうと。 

これは町がやることであって、我々がそこまで、どこまで踏み込んだら良いのかというのは少

し問題はあるかと思いますけれど、何も執行部と同じことをやらなければならないだろうという

ふうには思いますけれど、でも基本になる材料を、それを個人でやれといわれても出てくるわけ

ないわけだし、やはり委員会としてどこまで要求して、どういうものを出してもらうのかという、

これは徹底的に洗い出すべきだろうと。 

そして今、忙しい最中なのだろうけれども、それはやはり作るものは作ってもらわなければ駄

目だという観点で進めていく必要があるだろうと。これは先ほど出た今度の予算審議の中でも、

それも具体的にこうやって表に洗い出していけば、ここで何を要求してどのような資料があれば

もっとよく分かるかというような、そういうものが浮かび出てくるかなという気もするのですよ

ね。 

○委員長（及川保君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） もう１点。前の特別委員会で出たことは、補助のあり方をきちんと学

んでいないというか、私達も一回事業やるときに、これは補助、国からどういうふうになってい

るのか、道の補助はどうなのだということを、具体的に、そしてまた、補助金のいろいろなもの

を国でも出しているのですよ。 

だけれどそこをきちっと調査できているかどうかという話が出たと思うのですよ。そういった

観点では、今、今迄までやってきた事業を全部やるというのではなくて、鈴木委員がおっしゃっ

たように、当面直面するのは20 年度の予算ですよね。予算の事業の中では公共下水道どのくら

いのものがかかるのか、その時の補助金はどれくらいなのかとか、同報無線は、あれはすべて防

衛庁の補助事業なのですか。これは１億かかるけど全部補助でできますよとか、ある程度大きな

事業の補助がどういうふうになっているのか、港湾も、もちろんやっていくということですから、

やっていくために今年の20 年度の計画はどういうことで、どれくらいの補助があって、町の持

ち出しはどれくらいだということをある程度具体的に私達もきちっと知っていくということな
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ので、そういったことももちろん具体的に出していただくという。 

もちろん質問で各自で聞く人もいますけれど、全体的にきちんと掌握して、そのうえで議論し

ていくということも、今後こういうふうに取り組むということになっている以上は、必要なこと

になるのかなというふうに思っています。私達も勉強の中で本当に補助事業やるためにこういっ

た補助があるよということを、こちら側も調べられるところもあるのですよ。 

そういったことをこちら側も学ぶと。こういった事業をやりたいのであれば、こういったとこ

ろにこういう予算を持ってこられるのではないかとか、補助を持ってこられるのじゃないのとか、

こちら側も、口をそういうことを出せるような体制作りをしていくということも必要なのかなと

思っています。 

○委員長（及川保君） そうですね。今、吉田委員の言われたことは、非常に大きな、実は問

題なのですね。今、皆さん言われているように、とりあえず20 年度目の、目の前に予算がぶら

下がっているのですけれど。これ例えば予算審議の中でいろいろ皆さん議論交わしたとしても、

ここで修正できるかできないかがあるわけですよね。やはり予算の前の段階で、きちんとそうい

ういろいろな事業ごとにどのような事業があるかということを、我々もきちっと委員会としても

押さえていなければいけないはずなのですけれど、なかなか事前に予算書が配布されたとしても、

今まで非常に限界のある議論に限定されてきたのですよ。そういう面においては、いろいろなと

ころで前もってきちっと各事業の洗い出しというのは、必要なのかなというふうには感じますね。 

鈴木委員何か。鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 先ほども前田委員のほうから言われたのですが、私も行政やっていて

反省なのですが。私も病院やっているときは、歳出を決めて歳入を決めるのですよ。歳出が決ま

っていますので、歳出をずっと出して、それに見合う歳入を作っておくわけですよ。 

そういう行政の予算の出し方、結構そういう出し方が今まで多くありまして、私達も今、議員

をやってこれも反省なのですが、予算とか決算やってもですね。歳出のほうの論議はすごくする

のですが、歳入のほうの論議はあまりされていないのですね。今、前田委員がおっしゃったよう

に、歳入があってその身の丈にあったとか、そういう議論の中では、歳入がきちっと確保できて

いて、これだけの歳出があるのだという議論になっていかないと、なかなかチェックがしづらい

と思うのですよ。 

だからもう少し歳入の議論をできるような体制というか、向こうからも歳入に対するいろいろ

な情報というものを出していただいて、税にしてもなんに対しても、税もいろいろな税がありま

すので、そういう税によって20 年度はこういう考え方の中でこれだけの収入があるということ

をきちっと出していただいて、それを徹底的にチェックすると。そうするとおのずから、歳入が

きちっとここまであるのだから、歳出これに見合う分あってもいいなというような、そういう考

え方の中で、次に歳出が本当にそういう歳出で良いのか、もっとこちらのほうが優先ではないか

と、こういう議論につながっていけば良いのですが、どうしてもこちらのほうの歳出の議論はた

くさんするのですが、歳入の議論が今まで少なかったような気がするので、やはりそういうこと

から始まっていかないと、ずっと今までみたいな間違った私達のチェックの仕方になってしまう
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のかなと思っていますので、そこら辺を今後考えたらどうかなというふうに思うのです。 

○委員長（及川保君） また良い意見が出されましたね。確かにそのとおりなのですね。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 歳入の話がありましたけれど、私一般質問でチラッと言ったのですが、

公営住宅にしても保育料にしても、担当のほうでは法的処置するというぐらいまでやっているの

ですけれど、議会でもいろいろ政策的によく言えばあったみたいですが、そうではなくて、そう

いう部分が、町側が判断できなければ議会がもっと後押しをして、法的措置をして、少しでも収

入率を上げるとか、あるいはウタリ住宅資金などは、あれは住宅料と入ってくると、起債借りた

分の満額入れば、起債部分償還が出来て、20 年なら 20 年になったらチャラになるという計算で

やっているのですよ。あれがだんだん下がってくると、全部町の持ち出しなのですよ。 

そういう部分をもっと我々は認識して、そういう部分を強く後押しして、今、言ったように歳

入を増やすとか、あるいは税にしても交付税でいけば、現年度分は標準徴収率というのは98 で

設定しているのですよ。それにかけてくるから、逆に極端な言い方をすると、徴収率が下がって

も国で面倒を見てくれるので、みんな一生懸命やらないというのだけれど、標準率で 98 見てい

るということは、うちは今、80 ですけれども、だんだん上がってこれば、その分一般財源化と

して使えるのですよ。交付税から引かれないのですよ。そういう部分はやはり認識した中で、ど

れだけ上げていくかということも、やはり議会のほうで整理して話をして、今、言った問題点を

整理して、共通認識した中でやっていく必要があるのかなと思うのですよ。 

 それともう一つ。私 が分らないから議長に聞くのですけれど、今これだけ議論されてきている

のですけれど、港がどうかということは別にして、いろいろ議会の中で議論ありますよね。港を

凍結すべきだとか、止めるべきだ、やるべきだとか。その中において、議長が議会の代表として

港湾の増額予算陳情に一緒に行くということが、議会でそれだけいろいろな意見があるのに、ど

うなのかといつも思っていたのですが。議長が行くということは、議会がみんな港で進行という

か、おおいにやってもらおうと。町長は別ですが・・・。それを議長一生懸命やっているのに、

片一方では凍結するだとかとやるのは議長どうなのですか。少しずれて申し訳ありませんが、私

にすればそれが大事だったのですよ。これは、議長決断して１人で行っているのか、議会の総意

で行っているのかわからないのですが。変な意味ではないですよ。本当に意見があると思います。 

○委員長（及川保君） 前田委員が言われていることは、個々の議員の考え方としてはそのと

おりなのかなと思うのですが、議長何かありますか。 

○議長（堀部登志雄君） これはたまたま、今後についていろいろ考えあるとは思いますが、

今までは、早い話が特別委員会まで作って、港湾整備特別委員会まで作って、港を早急に整備し

ようという中で取り組んでいるわけだから、それを議会としてもそれなりに、あなた方だけ「や

れやれ」という部分もありますけれど、議会でできることは議会でも応援してやるというのも、

これは町のためであって、私はそれについてあまり考えたことがなかったのですが、行政のほう

で議会が行くと確かに影響力は大きいようですよ。私どもただ１人行くだけだけど、行政が行っ

て議会が行くと、町民の代表ですから、その中で行くと、町民と行政と一体になってここの課題
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については一生懸命なのだなという思いは相手にも伝われば、相手もそれなりの配慮もしてくれ

る部分もあるかもしれないという思いで、陳情合戦ではないけれども、そういう思いもあって、

それはそれでやってきたのですけれど、やはり基本的にはなんだかんだ言っても、今、分権の時

代だし、やはり白老町の中で白老町のためになることを行政だけに「やれやれ」と、一方では黙

って議会だからといって腕を組んで見ているというだけではなく、できるものは議会をあげて常

任委員会なり何なり、必要によっては皆さんも、議員によっては積極的にお金の出るところ辺り

に働きかけて財源確保していくのも議員としての役割としてあるのではないかということもあ

りますので、それはケースバイケースによりますけれど、そういう思いでやってきていたという

ことでご理解いただきたいと思います。基本的にはそういうようなことだと思うのです。 

○委員長（及川保君） 今、お話ありましたけれど、今後こういう議論も各事業の個別に議論

できるということも、これから大事なのかなというふうにも思いますよね。 

 皆さんのほうからも大変有意義な意見が出されました。私もこの予算審議において、その各事

業に役所全体、町長以下含めてよくメニュー、メニューといわれるのですよね。要するに、国か

ら、また、道から補助を得られる事業は有利だと、だからやるのだと。こういう考え方で今まで

どうしてもそういう観点で捉えてやってきた事業が本当に多くあると思うのですね。このことも

今までの大きな白老町の財政問題になっているというふうに私は捉えているのですけれど。その

辺のこともこれから議会としても勉強しておく必要があるのかなと。ただ大変大きな膨大な補助

というか補助金という部分なので、議会が全て把握するということは非常に厳しいのかなという

思いはあるのですが。ただ新たにやる事業については、その辺のこともきちっと議論、この町に

とって後世にどのような状況なのかということも含めて、議論していくべきなのかなと思います

ね。 

 近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤守君） 近藤です。先ほど事務事業の見直しに対して、議会もかなり深く入

って検討するということなのですけれども、例えば過去我々になってからは、項目については出

たものについてやるしかなかったのですけれど、それ以前の問題になると、予算的な金銭的なも

のにまで我々が口を出せるのかどうかということ。どの時点でそういうことに対して議会として

意見を述べるのかという。その辺少し伺いたいのですけれど。 

○委員長（及川保君） タイミングですか。 

○副委員長（近藤守君） ほとんど出てきてしまってからでないとできないでしょ。 

○委員長（及川保君） そうです。コンクリート化されて、それでどうするかこうするか、こ

れはどうなのだとか、こういう話ですね。 

○副委員長（近藤守君） それをどの時点で物申すことができるのかということになるのだけ

ど。そうしないと、それは過去と同じで、終わってからだと何も意見が述べられないというか、

ただ意見で終わってしまうので。それをある程度崩して他に持っていくとか、こうするというの

は、なかなか至難の業ではないかなと思うのですよね。  

○委員長（及川保君） 至難の業だね。今、近藤副委員長が言われているようなことは、だか
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ら常任委員会が事前にきちっと町の新たな取り組みがどういうふうになっているか、そのことも

きちっと踏まえておく必要があるのかもしれないね。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 町の単独事業というのは、予算を伴わなくて年間を通じてというか、

項目としてずっとあるのですよ。今回の財政危機になったときに、町の単独事業がどうなのかと

いうのは、これは時期とかではなくて、こういう健全化計画を作っていくわけですから、それに

私達は係るわけですから、私たちは町民の代表であって事務事業の審議会か何かあって、事務事

業これで良いかどうか見直しとかやっていますよね。町民の方の代表に、外部評価団体とかそう

いうのを作っていますよね。だけれど議会がそういうことをやったことがあるのかどうか。一つ

一つの事業などで質問したりはするけれども、全体を見直して、本当にこれが、先ほど前田委員

が言いましたけれど、町民がどうだとか、単価計算まで私達してまで議論をしたことが部分的に

はあるけれども、そういったことが、こういうことになったから私達今そういう単独事業をきち

っと明示してもらって、検討すべきだというふうに思うのですよ。 

 それともう１点。少し話がずれるかもしれませんけれども、この再生健全化団体に転落する危

機がある場合に、最終段階の対策として、対策枠のほうはあるのですけれど、最終的な保育料、

国民健康保険税、超過税率の導入という。昨日の言葉の端々では超過税率は出てくるのかなとい

う感覚もありますし、滞納の分がありますよね。滞納が出てきた原因というのがあると思うので

すよ。それをきちっと明確にしないと、単に保育料が２年遅れで設定しているから戻しますよと

か、応益応能でしたか、これでやりますよと。そのことで負担が増えることが滞納率につながっ

て、なお下がらないのかどうなのか。そのこともきちっと検討してからでないと駄目だと思う。

だからこういうふうに変えますよと作ってこられる前に、私達はそういった状況をもう少し踏ま

えてやるという。だから今、鈴木委員とも話をしたのですが、予算が出てきて、私達が予算に反

対するというのはなかなかできないですよね。事務事業というのはほとんど町の単独事業という

のは予算の中に含まれていますから、これは町の単独事業ですと、１回、１回、説明はしません

よね。だからそれを私達が予算前にこういうことがあるから、もちろんそれをやる良い機会だし、

予算前にそういうことを知っておかないと、予算書が出来てきてから、これは止めるべきでない

かということはできないことなのですよね。だから今本当にやらなかったら・・・、今と言って

も、もう予算の編成やっているわけでしょ。 

○委員長（及川保君） 近藤委員が言われているのは、今、吉田委員が言われているのと同じ

ことなのですよ。いつの時点で物が言えるのかと。今のやり方では、システムでは予算委員会の

中で個別にそれぞれの委員がやるしか、今の状況ではなかったわけですよ。それをタイミングと

してどうなのだということの意味合いだと思うのです。皆さんから出されていることですよね。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） だから私は、この委員会できちっと、また、請求をするべきではない

かと。財政再生の委員会をやっているときも、出すべきだと言っているのですよ。「出します」

と、確か、町も言ったのですよ。そしてそれを検討するべきだと言ってありますので、全部わか



 12 

ると言っていましたので、早急なら早急に出してもらって、そういう委員会で１回やったときに

は、それを１時間かけて検討しようとか。そして意見として持って行くという形にしていくとか。

これは全体の特別委員会は今やっていないわけで、総務に委任するような形でというふうになっ

ていましたよね。委任というわけではないけれど、やらないから総務がやるべきだということで

取り上げたわけですよね。そういうこともあるわけですから、だから出してきたものを一つ一つ

チェックするということが必要ではないかなというふうには。早急にそれは委員会として要求で

きないのかな。 

○委員長（及川保君） 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に言っていいですか。今、出ていますけれど、予算の議

論というのは、前なら縦割り、横割りに議論をしたと思いますけれど、横割りなのですよ。今、

総務ができるのは、総務の所管の範囲内なのですね。財政は当然総務の所管ですけれど、例えば

事業費チェックするといった場合、港湾のチェックをすると言ったら、産業厚生の所管でござい

ますので、そのやり方の方法は考えなくてはならないということです。予算というか、予算編成

をする財政の担当としてはここですが、事業の可否ということになると、委員会は離れますので、

前に言ったように、縦割り、横割り、予算は横割りですから。だから別な組織を作るか、それぞ

れの委員会でやるか。 

○委員長（及川保君） 今の総務がやるわけにはいかないという事ですね。 

 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 常任委員会の所管事務調査をどれだけ取り上げるかというね、それが

一番大事なことになるわけでしょ。目立った部分の一つ、二つ取り上げて、それだけでやってい

る。もっともっと幅広くやっているわけですから、事業はもっとたくさんあるわけだけど。いつ

も引っかかるのは、案がまだ煮詰まってないとか、まだ出せる状況ではないだとか、そのような

ところで引っかかってしまうのだけど。だけれども、所管事務調査としてもっと幅広く見て、課

題をいっぱい出しておいて、そしてそれを順番にやっていく。今度は通年になればそれは、常に

報告しながら次々に進めていくことができる状況ができたわけですよ。ですから、そこのところ

が一番重要になるということではないのかなという気はするのですけれど。 

○委員長（及川保君） ただ斎藤委員、今、局長の説明があったように、総務に係る、財政で

あれば総務ですから良いのだけれど、個別の事業という話には、所管事務調査としてはどうして

もならないわけですね。財政に係るか、教育委員会に係るか、消防に係るか、その辺の問題なく

なってくる。 

○委員（斎藤征信君） そうなってくると、16 人の議員ですから、別々にやるから、縦割りで

なかったら委員会がつながらないのだというのではなくて、やはり常に一緒にそれを合わせて、

今改革の中に必要な物合わせて、それをまとめていくという、そういう作業も入ってくるかなと

いう気はします。そのぐらいの連携があっても良いではないですか。 

○委員長（及川保君） 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、予算と決算も含めてチェック機能をどうするかという議論
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の中から、いろいろな課題が出てきましたよね。結果的には財政問題に絡むのですよね。だとす

れば、今お手元に配った４番という方法はあるのですよ。政策研究会という、名称はそういうふ

うになっていますけれど、別に特別委員会を設置して、そういう財政問題をやるか。ただ人数が

減っていますから、半分、半分取り組み方するか分かりませんが、歳入部分と歳出の部分を組み

込んでやるかという部分でやるか。多分 20 年度の予算ですけれど、今 20 年度の予算組みされて

いますから、20 年度の予算をやるというのは、多分難しいかなという気がします。編成中です

から、出てきたものを「はい、議論してください。」となりますから、１年、２年前から議論を

しなかったら難しいということだと思います。 

 今回は難しいと思います。ですから、今、事業費の想定ということができるのです。総合計画

の中で事業費個表というのはどこまで集計しているかわからないのですが、期間中は絶対にする

はずですから、その中に追加になってくる項目もありますけれど、ソフト事業は別ですが、予算

が係るものは盛られているはずなのです。そういうものを総合計画とリンクしてチェックしてい

くかということになろうかと思う。歳入は歳入で部署決まっていますから、そういう部分で調査

はできると思いますけれど、ただ先ほども言いましたように、横割りの機能になりますので、総

務の分担に係る部分は、歳入、税務課だとかはできますけれど、港の議論をしようと思ったら、

産厚でやってもらわなければならない。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 昨日も質問をしたのですが。今、言ったように、総合計画だとか実施

計画だとか、そういうものとの整合性というか、そういう議論するときに、まずは総合計画の実

施計画なり、私達は結構作成過程から入ってやるということはできますよね。 

やはりそういうことに係って入っていって、決めることによって、それを今度次の21 年とか

22 年の予算とかの中に、今、整合性があるかどうかというチェックは、一つの事業の中ではで

きますよね。あと、財政健全化プログラムですか、そういうものも作ると言っていますので、そ

ういうものと予算がきちっとリンクされているのかどうかという、そういう見方というのは必要

だと思う。 

そういうものに全く載っていないものがぽんと事業として載ってきて、それが決まっていくわ

けです。そこら辺のチェックというのは、「ここに載っていないのにどうなのだ」ということは、

やはり厳しくチェックするというような、視線として、そういう目線で事業とかを決めていくと、

あまり間違いがなく進んでいくのかなというような気がするのですよ。だから、今回ごみの燃料

化の問題があって、全く総合計画には載っていなかったのですよ。 

それが載ってくるとかですね、同報無線などは全く予算としては丸抱えなのですが、それだっ

て載っていないですよね。小中統廃合でも、あの予算というのは載っていないのですよ。あれは

前期ではなくて、後期になっているのですよ。だから、そういうチェックというものをしていっ

て、これをやることによって、ここで予算とか支出があるわけですから、支出に対して大丈夫な

のかというようなことをやっていくことによって、かなりチェックができるのではないかと思う

ので、総合計画の実施計画だとか、再建プログラムですか、ああいうものとリンクしながら見て
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いけば、かなり整合性の取れたチェックができるのではないかなと思ったのですけれど。 

○委員長（及川保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今、局長が話した部分について、今、鈴木委員が質問した部分で、総

合計画のトータル的なものも、今、言った事はもっともだと思う。今まで逆にしなかっただけの

話であって、それは今、言った委員会に位置づけからいけば、そういう部分は総務でできるので

すか。 

 もう一つ、連合審査、そういう部分もあるのだけれど、それと、今、局長言ったような役割も

含めて書いてあるのかもわかりませんが、（１）の③の財政的な裏づけのない政策選択に対して

の歯止めを行うと、具体的にわからないけれど、文言面だけ見れば、財政的な裏づけのない一つ

の事業が出たときに、こういう事業だよと、吉田委員も鈴木委員も言ったように、これだったら

補助の面から見たら、こういう仕組みだったら止めるべきだとかどうだとかという議論入ってく

るのだけれど、こうなったら今度産厚に係った事業だったら産厚の方に行くということですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） そういうことなのです。 

○委員（前田博之君） 果す役割というのは、分解してそれぞれやるとすればやるという、こ

れ委員長報告。 

○委員長（及川保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） このチェック機能というのは、委員会の機能ではないですから

議会の機能としてやるわけですから、そのシステム、仕組みを作るのは、財政問題ですから、こ

こで構わないと思うのです。個別の実行をチェックしていくということになれば、ここの委員会

の越権行為ですから・・・。わかりますよね。ですから、例えば今、鈴木委員が言ったように、

総合計画新しいのが出てきたよと。その中の個別事業を良いか悪いかと選択するのは、多分、総

務ではないと思います。特別委員会を設置してやらなければ、難しいと思います。全体ですから。  

○委員（前田博之君） わかるよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでなかったら、前田委員が言ったように、連合審査という

部分はありますけれど、これは次回の後期の部分については、議決事項ではないですから、議会

に係らないわけですよね。そうなったら付託されませんので、連合審査というのは有り得ないわ

けですよ。付託されたものについて関係委員会が連合してやる。 

○委員（前田博之君） 具体的だけで、今、プログラム的な作るでしょ。具体的に入ったとき

に、港は産厚だから総務関係ないではなくて、その時に総務も入って連合で議論ができるのです

か。今広報部会など、広報常任委員会などいろいろできたけれど、その辺が入り組んでいるから、

まだ全部よく理解できないのだけれど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、連合審査会というのは、字の書いているとおり連

合審査会ですけれど、所管事務調査の連合審査会は有り得ないと書いているのですよ。付託され

たものの連合審査ですから。ですから、通常業務の港の業務で連合審査というのは有り得ないと。 

○委員（前田博之君） 昨日みたいな方式にしないと駄目ですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、財政問題は前に議論をしたのですよ。複数常任委員
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会の所属ということで、どういう委員会を作るか、広報広聴常任委員会出来たのですけれど、そ

の時に、例えば予算決算の常任委員会というのも在り得るのですよという話もしていますから。

というのは、予算は新年度予算だけではないのですよ。補正予算も当然出てくるし、１年間継続

してあるわけですよ。だからそういうものもできますよというお話は、たぶん議運の中でしたと

思うのですけれど、その時に、予算決算は特別委員会で行くと。単発で作るということなのです

よ。ですから、予算審査をしようとしたときには、単独の委員会での審査は有り得ないというこ

となのですよ。全部入っていますので、産厚の所属も入っていますから、単独の委員会で審査す

るということは有り得ない。分割付託するか。分割付託は好ましくない。 

○委員（前田博之君） そこの今書いておこうと思いました。先ほども話したように、新年度

予算は作業的にぎりぎりでないとできないから、項目だけは挙がってくるけれども、議会が事前

審査できるかどうか別にして、今の流れから行けば、予算審査特別委員会にかかるわけですよ。

その時に先ほど言った議論が、３日間で良いかどうかは別にして、やるか。その時に、一つの案

件が出来たときに、当然休会なのだから、委員会、特別委員会はあるけれど、それが別に総務と

か産厚の委員会が予算委員会で審議されている自分の項目、事件の部分の持ってきて、議論して、

これは産厚の考え方として、やはりこれをやったらまずいのではないかと。１億円見ているやつ

を 8,000 万円にしてもらわないと困るよと。補助金やっても、率を上げてもこうだよと。起債だ

ってもっと下げる。これだけの限度の中の起債であったら、もっと事業を下げてやってもらうと。

そのためには個々でやったらまずいから、産厚の委員として意思統一して、今度一議員と委員長

という背中合わせだけれど、委員長が今度予算審査特別委員会でいろいろと議論をするというこ

とをやって、それがどういう形かは別にして、いろいろな手法というのはあるけれど、そういう

部分というのは出来ないのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） やるとすれば、たぶん分割付託は駄目だとなっていますから、

分けて二つするということは、両方で委員会の決を取りますから、相反する決になってきて間と

められないので、それは駄目だということです。一括、今全員の特別委員会に一括付託して、分

科会形式でやるということは可能なのです。分科会で・・・。分科会はそこで結論を出しません

ので、採択取りませんから。 

○委員（前田博之君） 採らない、採らない。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただそうなってきたときに、３日では多分終わらない。10 日ぐ

らいかかるのではないかという気がする。ただそれは行政側の議論も当然拘束しますので。入ら

なくても良いというのであれば、これは別ですけれど、拘束するので、やはり議論をしなければ

ならないと思います。だから今チェック機能を果すということでは、当年度のやつを当年度でや

るというのは無理ですから、当然さっき言ったように、総合計画の４年なら４年の個表を持って

いるのです。その議論から先にしないと無理だと思います。出てきたときにはもう遅いですから。 

○委員（前田博之君） だから決算委員会が大事だというのは、そうなのですよね。決算で逆

に、それぞれ課題を上げて勉強をして、決算委員会のときにやるということ。そうすればそれは

来年に繋がっていくから。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に委員会の所管事務調査というのは、そういうことなの

ですよ。それぞれ分かれていますけれど、そういう視点を持ってチェックするのですよ。ですか

ら過去には税の問題取り上げてもらって、税の超過負担だとかそういう部分もやったと思います。

それは予算審査に生かすのですよ。そういうことなのです。だから予算のためだけの調査という

のは有り得ないわけですよ。自分の所管しかないですから。 

○委員長（及川保君） 皆さん錯綜していますけれど、暫時休憩いたします。 

休  憩  午前 １１時０３分 

                                             

再  開  午前 １１時２２分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

かなりの意見が出されておりますけれど、非常に壁にぶつかるような状況も休憩前にはありま

したけれど、まだ何か皆さんの方からありますでしょうか。ありませんか。 

いろいろ出されたことが、全て非常に重要な、今後の議会運営においても非常に大事なことば

かりだったと思います。この辺を具体的にどういうふうに進めるか、今、目の前に来ております

20 年度の予算審議も来ておりますけれど、冒頭のほうで鈴木委員のほうから出ましたように、

当面今、来年度予算にどう対処すべきか、この辺りをきちっとしておくべきではないかというご

意見もありました。どのように進めていきましょうか。  

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 前段わかるか分らないか・・・。昨日委員会終わった後に、これの委

員会報告の是非がありましたよね。それをどうするかということにしていかないと、今、言った

ことを議論しても継続になるのか、３月の議会に報告する部分があるのですけれど、それをして

いかないと、継続になってしまうと、３月の代表にしても一般質問にしても、今、審議されてい

る部分については、質問できなくなってくるわけですよね。その辺を整理してという形で、委員

会を方向性持っていくかということをやっていかないと、それによって緊急にすぐ出来るやつを

やって報告するか、昨日やったように審議未了にするのか、そういう扱いによって、ここでいう

審査する項目が大きくなるのか小さくなってくると思うのですけれど、どうなのでしょうか。 

○委員長（及川保君） 昨日、委員会の後に皆さんと話した件を、今、前田委員のほうから出

されたわけですけれども、今回の所管事務調査、二つあったのですけれど、今、議論しておりま

す行財政対策について、それから後日また２月に開催予定の総合計画の話ですが、この２点につ

いてきちっと委員会として報告されなければ、自動的に継続ということにならないわけですね。

報告を出さなければ、未了という形になってしまします。そうすると、３月定例議会のそれぞれ

の一般質問の、総務常任委員会に所属している各委員さんの一般質問に、非常に係ってくるとい

う局長の説明もございましたので、どういう形が一番良いのか、昨日の町側の財政についての説

明でも、報告できるような、今、実は簡単な状況ではないですね。まだ流動的な部分があるとい

う話でありましたので、非常にどういう形をとったら良いのか迷っているところなのですね。 

 斎藤委員どうぞ。 
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○委員（斎藤征信君） 確かに昨日の状況では、調査としての報告が出来るという状況ではな

いことは確かですよね。 

ただ、私は委員会の審議というのは本会議と同じだけの重要性があるという、そういうことを

言われ、それもその通りだとは思うのだけれど、やはり町民が注目しているのは、本会議での討

論かなという気はするのですよね。 

そうすると、やはりこの重大な財政の問題が焦点化されている時に、さっぱり話が本会議で出

てこなかったら、「何なのよ」と、それこそそういう話になるのではないかという気がするので

すよ。 

やはりその道は閉ざすべきではない、本会議の中では自由に思うことをどんどん言い合える、

そういうものを町民に知ってもらうということが大事かなと思うのですよ。そういうことを考え

れば、やはり、内容的には中途半端かもしれないけれど、一応今の状況の中では切って、途中報

告をやってしまって、問題点があるのであれば問題点の指摘でも良いわけだし、そういうような

形で１回切って、これは一応通年議会の試行もどこかで１回切れるわけでしょ。そういうのがあ

るので、１回切ってしまって、再度必要であればもう１回それを通り越してしまってから、課題

として上げるという方法が取れるわけだから。そのようなもって行き方が一番良いのではないか

なという気はしますけれど。 

○委員長（及川保君） 私も実は斎藤委員と同じです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、調査したのであれば報告しなければ駄目です。 

審議未了にするかどうか諮ったのは、今回のではなくて、総合計画のことをお話したわけであ

って、実際に実態として、資料も何もなくて、審査に値しないのであれば、当然報告できないわ

けですから、ただ今回は１日所管事務については行財政になっていますけれど、今、４指標の大

きな絡みの中で、あれも一つの知識を得るという勉強を含めた中の調査ですから、それはきちっ

と報告しなければいけない。全体を全部書いて報告するということではないですよ。実態として、

今、こういうような状況になっているから、全部の委員外議員を入れて調査したということで良

いのだと思いますけれど。いずれにしても報告はしなければいけない。ただ、昨日お聞きした中

でも、意見が何点か出ていましたよね。前田委員もそうでしたけれど、松田議員も出てた、それ

を含めて付帯として委員会報告をすれば、私は用が足りると思います。町民に負担を求めるとき

は、具体的に数値を出してやりなさいとか、対策をやるときには全部出して、事前に議会なり町

民の意見を聞きながらやりなさいとか、そういう意見は付して構わないのではないかと。個々の

議論でまとまれば、委員会報告ですから。 

 ただ先ほど言いましたように、継続するという方法もあります。継続するとしたら、総務に委

ねられるだろうと思われる、今後においてのシステムづくりですから、これは多分すぐには行か

ない。行かないから本当は継続なのですよ。ただそういう部分があって、１回、１回調査した部

分だけ報告しようということは、これは構わないわけですから。１回切れますから。以上です。 

○委員長（及川保君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） この問題というのは、３月ぐらいにいろいろな具体的な比率とか出て
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くるという。そういうふうなことで出ていましたよね。私たちも当然この所管を持ったときは３

月で終わるとは思っていなかったですよね。これはまだまだ継続することだと思っていましたか

ら。ただこういう大きな問題が、中途報告をして、３月で報告して、いったん止めて、すぐ所管

として持つこと出来るのですか。通年議会だから、必要があればいつでも設けられるのですけれ

ど、１回切ってしまって、途中半端な議論で、出来るところだけしようと。それであれば、委員

会でどうして所管を持つ必要があったのということになってしまうでしょ。そういうことは持つ

時に当然わかっていることで、そういうふうになっても仕方がないかなと思って、考えて言って

いる人もいるかもしれないけれども、そのような中途半端で、これからこれをいろいろなふうに

議論しなければならない時に、できることだけでやるのだったら、議論をする必要ないでしょ。

これは今後のことだから、中途半端だったらやっても報告できないでしょ。違いますか。 

○委員長（及川保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） そういう議論がされるのであれば、基本的には所管事務として

常任委員会で取り上げるべきでないと思います。特別委員会というのをきちっと設置して、期間

を定めて、その中で議論するほうがよりベターだと思います。人数は誰にするかは、これは議運

を経ていきますから、会派から出してもらいますからこれは別ですけれど。たぶんこの議論をし

ていけば、必然的に昨日と同じように、全員呼ばなければいけない機会というのがたくさん出て

くると思います。 

○委員長（及川保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほども議論をしていて、総務だけではできないなという事はわかっ

たのですよ。だから、結論を出すのであれば、総務の結論としては、諸手数料なり他の財政の中

で対応するものが全般に係ることになるので、政策研究会を設けてという、そ ういう対応をする

べきだと思うという、そういったことでまとめないと、政策研究会は議会で立ち上げないと、３

月なら３月に・・・。 

○委員長（及川保君） 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会でも結論が出ていないのですよ。政策研究会の設置を研究

するというのは、皆さん十分理解されていると思いますけれど、それが形態としてどういうふう

に設置するかということは、決まっていないのですよ。合併調査研究会のように、議員会中心と

した任意の組織にするのか、例えば役割として特別委員会のような公的な機関にするのかという

のが決まっていないのですよ。以上です。 

○委員長（及川保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） その法的な委員会にするかどうかというのは、どこで議論をするので

すか。議会で決められるのでしょ。条例か何かする・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議運でやるしかない。 

○委員（吉田和子君） 議運でやるわけ。そうしたらこの委員会で、政策研究会なり全体で取

り組める形にして、どの委員会とも係れるようにしないと、スムーズに議論がなされていかない

と。そういう結論を出したときに、３月なら３月に総務で報告して終わるわけだから、その時に
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立ち上げられるような仕組みづくりは進めていける。その議運に諮るということなのですけれど

も、総務で報告しないうちに議運に入るというわけには行かない。こちら側から提案して、議運

でそういうのを持ってもらいたいのですということを提案するというのは、報告しないとそれは

提案にならないわけでしょ。どうなのですか。 

○委員長（及川保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） たぶん流れとしては、閉めが２月 20 日ぐらいと思っているので

すけれど。定例会が始まりますので、本当は 28 日まで休会なのですけれども、20 日に招集して、

会期を残していますけれど閉めてしまうという行為をしなければならない。そこでまず委員会報

告がなされるだろうと。作るのであれば３月議会に特別委員会でやりますよ。議会にかけなけれ

ばならないですから、20 日は同時でも構わないですけれど、報告した後に設置するということ

になれば、設置しても構わない。ただそれは委員会として、委員会報告として、議会に問題提起

するということは別に構わないですが。 

○委員長（及川保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 話しずれてきましたけれど、この政策研究会を、今、言ったように公

的にするのか任意にするのか、休憩中にいろいろと話したのだけれど、まだこの委員会のあり方

の位置づけが、皆さん共通理解されていないのですよ。それをもっとみんなで共通認識をして、

これに行財政対策をかけるにしても、そこをきちっと考えてやっていかないと、結果的に濃密な

議論が出来なくなっております。それは課題として。私が言いたいのは、今、局長も言ったけれ

ど、私の考え方とすれば、斎藤委員の考え方を、私もそう思っています。そうすると、昨日お話

しあって、ここで言えば、また 22 年か 23 年になると再生団体に入る可能性があるのですよ。そ

れがわかっただけでも良いですから、そういうことを報告して、だからより以上の財政対策が必

要だということを委員会で報告すれば良いのかなと。それで、今回初めてこの４指標が見えたわ

けですよ。それを報告をして、このままでも報告をやると、22 年か 23 年には回避できないかも

わかりませんよと。そのためにもこういう委員会みたいなものを作って、徹底的にやるべきだと

いうことの報告で私は良いのかなと思うのですけれど。  

○委員長（及川保君） 報告はそういう形になるのでしょうね。 

○委員（前田博之君） それで１回区切れば、３月に斎藤委員がお話されたように、自由に行

財政対策についても質問できるのかなと思うのですけれど。 

○委員長（及川保君） 今、局長の説明だと、２月 20 日ぐらいの報告予定というか、なってい

ますけれど、そういう形をとってよろしいですよね。 

 吉田委員が先ほどから、ここで中途半端に切ってしまって良いのかというお話だったのですけ

れど。 

○委員（吉田和子君） 委員長として具体的にどういう報告しようと思っています。 

○委員長（及川保君） 昨日のありのままの報告はしなければいけないなというふうには思っ

ているのです。ただいずれにしても、所管事務調査としてはかなり中途半端な報告になってしま

うなと。するにしても、具体的なことは何も語られていないわけですから。 
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 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） そうしたら、前に財政健全化に対する特別委員会でやったと。こうい

うことを今度議会でやっていくべきだと。このことには全然報告は触れないですね。 

 今日やったようなことは、結論的には何も出ていないですよね。それを議論するのであれば、

所管として継続しないから、しないということになれば、そこまでする必要があるかどうかとい

うことですよね。政策研究会に持っていくとか、そういうふうに移行するという考えがあれば、

ここでなにも揉む必要はないですよね。 

だからこの報告に関しては、今回は何もしないという形になるのですかね。それとも、そうい

う提言をするのか。こういうことでこういうふうなことが出てきたけれど、議論はしたわけだか

ら、出てきたけれども、ただ内容的なものを個々でやっていくことになった時に、全体の総務だ

けでは各所管の縦割りの制限があって出来ないので、やるべきであるという結論が出たので、今

後のことに関しては、そういったものを設けるなり、それとも特別委員会をするなり、そういう

ふうにしていかないと、本当に全体にわたった財政の健全化のきちっとした議論が出来ないとい

う。総務にみんなに委員外委員として来てもらったとしても、賛否には加われないですし、委員

外委員が産厚の所属するものの議論をしても、総務でそれがどうのこうのという報告はならない

わけだから、だから全部中途半端になるということでの、そういう報告をするかどうかというこ

とも、きちっとしておかないと駄目だと思うのですけれども。 

○委員長（及川保君） 今、吉田委員の言われたとおりだと思います。そういった昨日のは、

そのとおりの報告しかないのですけれど、今日の議論も踏まえて、実はこういう事態なのだと。 

ですから全体の、名称を出すか出さないかは別としても、今の総務常任委員会の中で、今後の

町の財政問題をやっていくのに、ここの問題が、今、言われた部分で非常に厳しい状況にあると。  

だから議会全体として何らかの対応をこれから、今後考えていかなければならないと。こうい

う報告はしたいと思います。 

 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） そこまで踏み込まなければ、今日話している意味がないわけで、それ

は入れなければならないだろうというふうに思うのですよね。ただ、政策研究会、これを作った

時には、これは法的な根拠を持つ学習会というか研究会というもので作ったのではなくて、議員

の質の向上のために、自由にそういうものを必要に応じて作って、みんなで勉強しようという意

味で作られたものだったのですよ。そのことから言うと、それとは別に法的なと言ったら、今度

特別委員会だとか何とかという形にならざるを得ないわけですよ。その必要があるかどうかとい

うことは、それはまた後の問題になるのだろうと思いますけれど。 

○委員長（及川保君） ですから、私が今、言ったように、「こうしなさい」というようなこと

は入れられないと思います。ですから今、非常に厳しい今後の財政問題を議論していく中では、

非常に厳しい状況であるから、全体の会議として何か方法を考えていかなければならないという

ような状況で報告したいと思います。 

 局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 多分今まとめの中でもやもやしているのは、基本的に議会改革

でやっている政策形成過程に委員会が係っていくという一つの目標で、11 年から進んできてい

るのです。 

所管事務の方法というのは２通りあるのですよ。今、議会改革で決めて、政策が決まる過程で

議員が関与していこうという。多分半年とか１年という長期スパンになるのですよ。そういう調

査の方法と、本来所管事務調査というのは、本会議で一般質問だとかそういうものに備えるため

に、議員自らその所管事項を調査するためなのですね。いわゆる勉強会ではないですけれど、本

来は、１回、１回終わるのが基本なのですよ。 

ですから、もやもやされているのは、今までやってきたそういう政策形勢過程の議会活動がそ

ういうふうにお持ちだから、そういうふうになるのかなという気がする。これがそういう部分だ

ったら、ロングランでやらなければならないし、ということなのです。本来所管の取り方として

は、取るときに単発で終わるものなのか、ロングランに。そういうふうに取らないと、今みたい

にもやもやが残るのかなという気がします。聞いていてそう思いました。 

○委員長（及川保君） いかがでしょうか。皆さんの思いは、出尽くしましたか。まだ何か。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今日の総務常任委員会とすれば、一つのスパンの中で決めなければな

らないわけですよね。今、局長も言ったように、今後の議会における役割をどうやっていくかと

言ったら、もう１回仕切り直しをしなければならないということですよね。 

○委員長（及川保君） そうです。 

○委員（前田博之君） 今、言ったように、一つの長い形の中でやるのか、取り扱いは議運で

議論になってくるのですよね。 

○委員長（及川保君） 総務だけで議論できることではないということは、皆さん承知して欲

しいと思います。 

○委員（前田博之君） ただ今回は良いけれど、今度３月の例会のときにまた所管事務調査の

調査事項を決めなくては駄目ですよね。そういう時は本当に、今、議論したことを認識して決め

ていかないと、また中途半端になってしまうということだから。 

○委員長（及川保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、今、所管事務の課題（ア）から（エ）まで上げたもの

は、総務で出来るのですよ。やろうと思えば出来るのです。ただこれを実際進めていこうとした

ら、総務では出来ないのですよ。その方法を分けて考えたほうが良いかも。多分このことについ

て町側をお呼びすることはあまりないと思うのですよ。議会がどういうふうにしていくかですか

ら。ですからその前の部分だけを報告しておけば、これは継続したとしても質問事項にはダブら

ないかなという気がするのですよ。 

○委員長（及川保君） この点について、今日のこの議会だけのどうするかということですか

ら。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今度変な意味ではなくて、所管を取るのであれば、行財政対策
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として取らないで、財政健全化というのが良いのか、財政運営に係るチェック機能の検討という

ことで、所管事務取れば良いのではないかなという気がします。 

○委員長（及川保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 細かいことは別にしても、（１）と（２）の、逆に一つずつ細かく１回、

１回所管事務調査をやってもいいわけですよね。先にいつごろ予算の関係があるよと言ったら、

（２）の財政に関する執務の構築を図るということで所管事務調査をやって、一つの総論的な方

向性を出すということはやっても良いということですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） それをどういうふうに実際にチェック機能を果していくかとい

うのは、これはまた別の話。実際にやるかというのとは、切り離して考えたほうが良いかなとい

う気がする。 

○委員長（及川保君） 他、意見ございませんか。 

 今、予定されている２月 20 日に報告・・・。 

○委員（前田博之君） 委員長いいですか。 

○委員長（及川保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） まず今の財政に係る部分については、そういうような形で報告すると

いうことで落ち着いたのですよね。もう一つやっている総合計画について今度次にやれば良いで

はないですか。 

○委員長（及川保君） 今の意見についての報告は正副委員長にお任せいたしますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは２月14 日、15 日に予定されておりました、もう一つの所管事

務調査でございます。総合計画についての所管事務調査が２日にわたって日程を取っております。

実は町側の総合計画の前期、後期とあるわけですが、前期が３月エンドで切れるわけですけれど、

その前期部分の検証が今、実はほとんど出来ていない、されていないという状況がわかりました。

後期については進めているようなお話を聞いているのですけれど、前期の検証がされない中で進

められているのかなということが、非常に疑問がありましたので、昨日皆さんに委員会終わった

後にこのことについてお諮りしたわけであります。 

局長にお聞きしたいと思います。前期の検証がされないまま後期の計画に入っていけるのかど

うなのか、この辺のことと。もう一つ、14 日、15 日のまだ日程的には約２週間くらいはあるの

ですが、検証が可能なのかどうなのか。これも含めて当然やらなければいけないと思っていたの

ですけれど、それが可能なのかどうかお聞きしたいと思います。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 担当の方としてお聞きした状況としては、皆さん想像している

ように、後期に入るのだから前期の大枠で集計なり総括が出される段階まできているのかという

のは、少し無理があるのかなと。というのは、昨日も言いましたように、18 年度がまだ出来て

いない状況ですから、当然19 年度は出来ていないという状況ですね。それが良いのか悪いのか

は、議員さんの個々の判断でしょうけれども、私は言えないですけれど。ただ基本的には、後期
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の部分に手がけているかどうかも私は聞いていないですから。後期は今回の所管入っていないで

すから。ただ通常で考えれば、３月に執行方針が出てきますから、20 年度の事業ですから、20

年度の事業が執行方針されるということは、後期20 年度の位置づけはされていないとまずいか

なという気はしますけれど。あとの進捗は、私はお聞きしておりません。 

○委員長（及川保君） その辺のことで今、局長の説明だったのですが、昨日の意見にもあり

ましたけれど、正副委員長でその辺の状況を把握していただきたいという委員のお話もありまし

たけれど。 

 鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 昨日の話だと、14、15 を一週間ぐらい早めないと駄目ではないかとい

う話がありましたよね。 

○委員長（及川保君） 皆さんにお話する前の段階では、昨日の朝の段階までは、その予定だ

ったのです。 

○委員（鈴木宏征君） 昨日そこで離した話だと、14、15 を一週間ぐらい早めないと駄目なの

で、それを一週間前に対応するとしたら、各課の担当課の対応が一週間早くなってしまうと、対

応ができないということから、昨日聞いたような気がしたのです。 

○委員長（及川保君） そうですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 担当のほうは14、15 で予定して、予定を合わせている。私が申

し上げたのは 20 日ですから。20 日ということは、14、15 やると、委員長の方にかかるのが、２

日、３日しかないということで、「それで良いですか、まとめできますか」ということなのです。 

○委員（鈴木宏征君） そういうことも、私達の都合もあって早めようとした結果、そういう

対応になってしまったのだから、これはこれで相手が悪いというよりも私達の都合もあるのです。

ですから、それで対応できないということであれば、今回は審議ができないということになって

しまうのではないかと、私は思うのですよ。私達でやろうと思ったのだけれど、そういう私達の

関係を向こうが対応できないということであるから、この審査にしてはできないと。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ対応しようとしたら、18 年度しか出ないですから。 

○委員（鈴木宏征君） それもありますよね。あるのですけれど、そのもろもろの条件が重な

って出来ないのであれば、昨日みたいに審議未了でしたか、それは聞かないで、報告もしないで

終わってしまうと。途中半端に継続などやってしまうと、20 年度の予算の審査のときに、そう

いう話が出来なくなってしまう。継続になりますから、できなくなるので、何らかの形でそこで

もう１回バツにしてしまうという、そういう方法をとらなければ駄目でないかなと思うのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 調査できない部分に関しては・・・。基本的には継続したら出

来ないですよ。 

○委員長（及川保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今の一つの方法もあるし、逆に総合計画というのは非常に大きな政策、

課題なのですよね。それが出来なかったことが良いか悪いか別にしても、逆に聞いて、いつ総括

できるのか、20 年度はいつまでにタイムスケジュールが出来るのか。そういうことを逆に整理
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をして、こういう状況に審査したのだけれど、当局はこういう計画を持っていますよという報告

をしても良いのか。逆に議会として、先ほどの話を持ってくるわけではないけれど、財政がいろ

いろな問題あったわけですよ。そうすれば、本来は新年度予算に合わせるべきものが遅れている

ということは、正直言って、言葉悪いですが、怠慢なのですよ。そうすると、議会がそこに踏み

込んでチェックをして、「どうなのだと」、「いつまでにやります」とかという約束を取るのも、

議会の一つの仕事かなとも思うのですよ。どちらが良いかは別ですけれど。日程どおり聞いて、

出来ていませんなら出来ていませんで、いつ出来るのですかということであれば、そこで切って

しまえば、報告さえすれば一般質問がまた出来るわけですよね。町側の都合で出来ないので云々

ではなくて、議会として、それに対してどういう態度を取るかということも、私は必要だと思い

ます。 

○委員長（及川保君） 日程的に３月議会が早まったものですから、これも少し狂っているの

ですよね。今、局長の説明があったように、20 日にこの委員会の報告をしたいということにな

れば、15 日金曜日に終わって、17、18、19 ですね。報告するにしても、非常に厳しい日程は間

違いないのです。 

○委員（斎藤征信君） できない。 

○委員長（及川保君） どうする。 

○事務局長（上坊寺博之君） どういうボリュームが出てくるかなのです。まとめきるぐらい

のボリュームであれば、簡単に出来る。 

○委員（斎藤征信君） 少し聞いておきたいのですけれど。 

○委員長（及川保君） 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 所管事務調査の項目として上げておいたものを、都合により一切何も

出来ませんでしたで、終わらせてしまうことが、許されるのですか。どちらにしても極めてこれ

はだらしない話になってしまうので。 

○委員長（及川保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に所管事務調査は、委員会の独自性で動く部分なのです

よ。それは閉会中にやるか、開会中にやるか、これは別にしましても、それは、規則上は議長に

届け出る行為のみなのですよ。本会議に報告するという義務というか、根拠は所管事務調査につ

いては、ないのですよ。ただうちの議会は、慣例によって委員会活動を皆さんで共用しようとい

うことで、委員会に報告していますけれど、別に所管事務調査を委員会報告する必要は、規定上

はないのです。ただ報告しましょうとなっていますから。付託されたものは報告しないと駄目で

すが、ただ所管事務というのは、委員会の独自性なのですよ。調査できなかったというのは当然

在り得るでしょうし、過去にも審議未了というのは、何回もあるのですよ。選挙のときだとか、

特に取り上げたときとか、前回は解散してしまったから、解散した時には当然報告していないし、

審議未了なのです。わざとと言ったら失礼かもしれませんが、付託された時も意識的に審議未了

させるということも在り得るのです。議会の意思として、どうしても報告として出されないとい

うものがありますよね。わざと・・・。国会でもやっているではないですか。審議未了などは。
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政治的な駆け引きであるのです。許されるか、許されないかは判断ですから。 

○委員長（及川保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 逆に公式に呼ばなくても、委員会で非公式に担当来て、今の状況を聞

いて、そのあとまた判断しても良いのではないですか。それであったら、取り上げなくても良い

わけですよね。する、しないは別にしても、非公式で担当に来てもらって、今の状況どうですか

というだけを聞いて、それによって委員会でまた判断しても良いのではないですか。委員会閉め

てから。 

○委員長（及川保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 所管事務調査でこのことを取り上げた時に、委員長のほうからそちら

のほうの担当課のほうに申し出ましたよね。日程的には14、15 ということで申し込んだのです

ね。その時点では良いということなのですね。どちらにしても、総合計画19 年度までのは、３

月末でなければ出ないということで考えてよいのですか。今、議論の中で、前期の検証もしない

うちに後期に進めていけるのはおかしいのではないかと言うけれど、19 年は３月31 日までです

から、その検証をしてからということになれば、20 年度に当然入ってしまいますよね。だから、

その担当課とは最初から18 年度の報告を聞くということになっていたのですか。19 年度は無理

だということだったのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、前期が終わるから前期の報告を受ける。 

○委員（吉田和子君） 今まではどうだったのですか。総合計画、こういう切り替えの時期あ

りますよね。31 日まで待って19 年度の、前の年度の検証が出来ないまま次のものに入って・・・。 

当然そうですよね。20 年度から先ほど事務長がおっしゃったように。町長の執行方針が３月

に出てくるわけですよ。議会が始まるのは３月 31 日に始まらないから、３月の初めに町長の執

行方針で20 年のが出てくるわけですよね。そうやって考えると、19 年度のは、さっきおっしゃ

ったように、当然出来ていないとおかしい。その出来なかった理由が何だったのかというのを、

こちら側所管として持っているわけだから、その辺をきちっと聞いておくべき必要は、先ほど前

田委員がおっしゃったように、あるのではないですか。  

きちっとして、それで、なぜなのかという。そういう遅れというのは、きちっとした理由があ

るのであれば、こちら側も委員会としては「しょうがないだろう」とか、「こういう面はきちっ

と努力するべきではないか」とか、そういったことでの話し合いというのは出来るのではないか

と。何も設けた時に、「これは無理ですよ」と最初から言われたのなら良いけれど、最初は受け

入れてくれて、日にちが早まったら困るというのはあるのだけれど、１週間早まったら全然説明

できないというのが、私達にすれば、「どうして１週間ぐらいで駄目なの」という感じのものが。

ましてや18 年度のものは、もしそこまで出来るのであれば、そこまでの報告でも良いですよと

こちら側が言った時にでも、「１週間早まったらそれは出来ない」という、18 年度のものも出来

ないという理由が何なのか、その辺はこちら側が分かっておく必要があるのではないですか。 

どうなのでしょう。最初から無理だと言われて、これは所管で持って欲しくないと。昨日も言

いましたけれど、「持って欲しくない、間に合いませんよ」と言われたのであれば良いのですけ
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れど、その辺が明確でない。 

○委員長（及川保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 本来今回改選期で、誰の首長でもそうだけれども、公約を上げている

のですよ。ちょうど今の切り替えの時期のは、その公約の整合性をその総合計画に取るのですよ。

これ一つなのです。そして、継続であっても、その時は、その時の町長が当選して持ってきた公

約を総合計画すり合わせるのですよ。そして、執行方針に絡んでくるのです。そうすると、10

月に選挙をやっていますから、ですから今３月ですから。ましてや臨時会で初心表明しかしてい

ないのですよ。代表質問していませんから、そうすると、事務方でもそうであるけれども、トッ

プの者が当然そういうの指示されて、行程がなっていなければいけないのですよ。それが今、私

が考えると、吉田委員が言ったような部分になってくるのかなと思いますよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 14、15 でやって、委員会報告しないと、担当課に言っておけば

良いですから。その代わり一般質問させてもらうと。 

○委員（前田博之君） 委員会報告しないって・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 14、15 にやればですよ。 

○委員長（及川保君） 14、15 に予定通りやろうと。 

○委員（前田博之君） 良いのではないですか。ただ書けるか、書けないかの話だから。書か

ざるを得ないでしょ。うちがそうやって日程を組んで、ただ議会が早くなって、書けないという

話しですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば 1 週間早めたら、空虚な議論しか出来ないのですよ。14

日なら出せるかもしれないと言っていました。14 日に出すように努力している。だから 1 週間

早まると、出ませんということなのだから。だから、1 週間早めてやると、今、言ったような議

論の言葉だけの議論で、なぜ出ないのと。新年度の作ったのとか、総括したのという、こういう

議論しか出ないですよね。 

○委員長（及川保君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  皆さんの意見は、それだけでも良いからやっておくべきではないか

という。なぜ遅れたのかとか、どうして今、出来ていないのですかという議論を出して、いつま

でに出来るのだという、そういうことを、こちらのほうからそこまできちっとやってくださいと

いうことを言うだけでも議会として言ったほうが良いのではないかという話だから、1 週間早め

て、そういう議論をしてもらって、それを報告すると。そういうことでも良いのではないですか。

14、15 でやれば。 

○委員長（及川保君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 反対に、14 日、15 日でこちら日程言ったわけですよね。向こうはこれ

に間に合わせようと思ったから、「良いです」と言ったのですよね。たまたまそこで議会が 1 週

間早まりますよと。そうしたら「何も出てこない」と言ったら、それは何も攻められないですよ

ね。14 日だったら出せると言ったのであれば。だからそうであれば、私は14、15 でやって、委

員長大変ですけれど、みんなで協力して委員会報告できるようにしたら良いのではないですか。 
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昨日の分は先にまとめておいてもらって、そして14、15 でやって、所管で持ったわけですか

ら、14、15 だったら出来ると言ったわけですから、たまたま議会をそこで 1 週間早めたら、向

こうは出来ないと言ったことに対して、「どうして出来ないのだ、それは怠慢ではないのか」と

こちら側も言えないのではないですか。そうであれば14、15 でやって出してもらって、委員長

大変ですけれども、副委員長も皆で応援してもらって、報告してもらうと。また同じこと言うの

ですけれど、昨日のやったのは14 日までにまとめておくと。 

そうやってやれば、まとめられないというのはこちらの都合ですから、14、15 でやって、向

こうの都合で14、15 駄目だと言ったわけではないですから。そういうふうになりませんか。ま

とめられないからと言うのは、委員長大変でしょうけれども、副委員長にやってもらうとか。 

○委員長（及川保君） たまたま 20 日になったものだから。 

○委員（吉田和子君） 副委員長に頑張ってもらうとか。二つあるから一つずつ頑張ってもら

ってやってもらうとか。 

○委員長（及川保君） 20 日は全然想定していない。 

○事務局長（上坊寺博之君） １回閉会しないと駄目。閉めないと駄目。 

○委員長（及川保君） 20 日に１回閉めるのだそうです。そこで報告しなければいけなくなっ

てしまったのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 閉めなかったら、告示されてまたがってしまうと、定例会飛ん

でしまうのですよね。 

○委員長（及川保君） 25 日は議運ありますから。 

 そういう各委員さんの協力がたぶん必要になってくると思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それでは予定通り 14 日、15 日に総務常任委員会を開催したいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう１点お話しているのですが、使用料、手数料の見直しとい

うことで、前田委員の方で異論があるかもしれませんけれども、３月に出るか６月に出るか、こ

れはわかりませんけれど、一応、今回使用料、手数料の見直しに当たっては、税額、要するに料

額の変更もあるのですよ。 

金額、料金の変更もあるのですが、大部分は規則に委ねられている減免規定だと。そこの金額

が大きくて、財政プログラム、骨子で2,000 万円と言っていますよね。それを出そうとしている

のですよ。だから、それの議論をやるとしたら全員協議会か、そういう部分でしかないのですよ。 

全員協議会でやるとしたら、減免の規定しか出来ないですよ。事前協議になる可能性がありま

すから。だから、委員会としてやっていただきたいという要請が来ていると。そういうことであ

れば、今、所管でやるのであれば、所管事務調査で取り上げて、議長に今、通知して、２月中に、

15 日でも 16 日でもやって継続させるか。本当は一番ベターは、議会に出されて付託されてから

議論をするのが好ましいのですけれど。当然議案事項ですから。ただ思惑は、３月間に合わない

かもしれないという話がチラッと・・・。ここだけの話にしてください。聞いていまして、６月

に上げるということになれば、すぐに通してほしいと、付託をしたくないという。と言うのは、
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2,000 万円見ている部分の期間的な問題もありますよね。 

○委員長（及川保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） それは、減免の部分は議会でもよく議論になっていたのですよね。２

年前に見直した時に、減免の部分についても、議会からいろいろ言って整理されているのではな

いですか。それを相手方がきちっとやっているかどうかという問題だと思う。きちっと整理が終

わっていて、新たにそういう問題があるというのであれば良いのだけれど、それ整理されて、た

だ、また仕切り直しになるのですか。 

○委員長（及川保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回は見直しで、1,000 万円とか1,500 万円とか、その額を見て

いましたよね。一般質問出ていたとおり、実際にふたをあけたらそこまで言っていない。なぜか

というと、減免規定大きくしすぎたという。だから、今回2,000 万円確保ということであれば、

料金を上げて確保するか、本来ジャブジャブに減免してしまったものを、もっときちっと見直し

するのかということで、減免の規定の見直しで、大部分は補って、料金を上げるのを極力今回は

押さえるという考え方です。だから、その規定は、どこかで議論させてもらわないと、町長の規

定ですから、情報として伝わらないと。せっかくの委員会の所管事務として取り上げてもらえれ

ば、この議会として意見もお聞きすることもできるでしょうという考え方ですね。 

○委員（斎藤征信君） 減免を縮小させるということ。 

○委員長（及川保君） 減免ありますよね。それが今まで減免の部分が大きすぎて、収入とし

て非常に当初の見込みと全然狂ってしまったと。それで、減免をきちっと見直しを図りたいと。 

○委員（前田博之君） その時も、前回の議論の見直しも議会では結構やっているのですよね。  

○委員長（及川保君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 減免の対象となる団体に対して、全部申請していただいて、それを厳

重に審査をして、そして許可したものなのですよね。それで減額という形でやったのですね。と

ころが、そういう会場を使用するのは、ほとんどがそういう団体だと思うのですよ。個人的にお

金を払って使う団体というのはほとんど少なくて、ほとんどがその減免団体とか減額団体だと思

うのですよ。だから、ほとんどがそういう対象になってしまったから、結局収入がガタッと減っ

たということではないかと思うのですよ。その規定をやるということは、もう 1 回団体に内容

を変えて、また申請をしていただいて、それを許可する形でやるから、結構かかるということで

はないですか。 

○委員長（及川保君） 今、３月で間に合わなければ、６月に上げたいのだと。ところが、そ

れを付託は避けて欲しいと。できるだけ７月１日からスタートさせたいと、こういう考え方みた

いです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 当然総務でならないと、向こうは全員協議会の要請出てくると

思います。 

○委員長（及川保君） 全員協議会だと、そこで説明しましたということ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町側から議長に対して出てくるのだろうと思います。 
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○委員長（及川保君） 暫時休憩します。 

休  憩  午後  ０時１５分 

                                             

再  開  午後  ０時１６分 

○委員長（及川保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 委員会で所管として持ったら、それはどちらにしても継続になります

よね。継続になったら、財政の問題で質問した時に、手数料の関係は、こちら側ある程度聞いて

いますから、それは質問しては駄目ですよね。財政質問しても、その手数料の部分は全部除いて

質問しなければならなくなるし、それからもう一つ。今、言ったように、減免、減額の規定を変

えるということになると、総務常任委員会で継続審査なり、所管として持ったら、広報広聴を通

じて、その各団体の代表と懇談したりする、そういうことは可能ですね。そういう考えでやって

いかないと・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 逆にそういうふうにしないと駄目です。意見は反映できない。 

○委員（吉田和子君） 私は全員協議会をしてもらうよりは、委員会で所管として持って、き

ちっと団体とも話をしながら、きっと状況をお話すれば納得するように、こちらが説得するわけ

ではないけれど、意見としていろいろなことを伺っていくというようなことで。 

○委員長（及川保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全員協議会でやっても、広報広聴とは、これとは身分、立場変

わりますので、取れないということでは全然ないですよ。 

○委員長（及川保君） 局長、今、吉田委員が言われたような、今、取り上げて、説明を聞い

て、議論をしていくとなると、３月の質問はできなくなりますね。そこで、今、ここで早急に、

町側としては６月・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） ６月だからあせることもない。 

○委員長（及川保君） ということみたいなのですけれど、今、早急にやるということが良い

のかどうなのか。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私は使用料、手数料は全般に係ることなので、総務でやった方がいい

と思っていたのですけども、少し考えたら、他の議員さんも全部知りたいというか、現状を聞き

たいのではないかと思うのですよ。全員協議会をやっていただいて、一般質問を３月にどんどん

やってもらったらいいのではないですか。 

○委員長（及川保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 私の意見としては、結論から言えば、全員協議会をやってもらったほ

うが良い。ということは、各議員の人方、それぞれの団体の長になったり、世話をやっている人

いるのですよ。そういう部分からしても、倫理規定にもあるからあまり云々と言っているけれど、

それをきちっとわきまえた中で全員に協議会で説明があって、立場によっては一般質問するとか、
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そういうのが出てくると思うのですよ。総務だけで押さえるのではなくて、全員協議会で許され

る範囲で説明を受けて、あとは議員活動のほうが良いのかなと、私は思うのですけども。 

○委員長（及川保君） 技術的な問題なのですけれども、そこが一番良いかなという思いは、

私も実はしていたのですけれど。 

斎藤委員どうですか。 

○委員（斎藤征信君） それは要請としては、できるだけ早くやってくれということで、今、

すぐそれを引き受けて、そして６月の議会までの継続という形でやるということですか。それを

今、建前にして話をしていたのですよね。 

○委員長（及川保君） そうではないのですよ。町側としては、全員協議会でも、所管事務と

して取り上げれば、それは対応できるのでしょうけれども、どちらでも良いのだけれど、今、所

管事務として総務が調査してしまうと、今度一般質問が各議員が総務に関わる議員のみなさんは、

非常に厳しい状況になってしまうのです。そうであるならば、全員協議会で説明を受けるのであ

れば、全員で説明が受けられますから、皆それぞれ内容把握できるわけですよね。 

○委員（前田博之君） 委員長が先ほど言ったのは、日程的なスケジュールの話なのですよ。 

○委員（斎藤征信君） 良いです、それで。わかりました。私も全員協議会賛成。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私が言ったのは、今から取り上げるのだったら、当然２月の中

過ぎでないと、２月中でないとできないから、まとめられれば良いのですよ。別に20 日にまと

めて３月に報告するのであれば、そこまで１回ぐらいの議論で固まりますかということで。 

○委員（斎藤征信君） これはそんなに簡単にやるべきでありません。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ申し上げておきますのは、減免規定であっても、料金の見

直しであっても、予算に反映してくる事項だから、全員協議会でやったときに大きな議論はでき

ないということだけ。 

○委員長（及川保君） それはやむを得ないですよね。ただ減免に限ったわけでないというこ

とは間違いないですから、一部には当然値上げする部分出てくるでしょうし。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に３月に無理して上げてもらって、付託を掛けるという

のが一番良い。本当は４月からやりたいのであれば、12 月に付託しないと無理なのですよ。 

○委員長（及川保君） そういう形で手数料に関してはよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） それでは今回の所管事務調査については、これにて終了したいと思い

ます。ご苦労様でした。 

（午後０時２２分） 


