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平成２１年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２１年 １月２１日（水曜日） 

   開  会  午前 ９時５９分 

   閉  会  午後 ０時００分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．付託審査（陳情第 1 号 白老町議会議員削減に関する陳情書） 

２．条例・規則等について 

３．第３次議会改革について  

４．平成２１年度予算編成（議会費）について 

５．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．付託審査（陳情第 1 号 白老町議会議員削減に関する陳情書） 

２．条例・規則等について 

３．第３次議会改革について  

４．平成２１年度予算編成（議会費）について 

５．その他について 

                                         

○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 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 前 田 博 之 君 

 委員外議員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     参 考 人    古 屋 義 一 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 
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主   幹    森   隆 治 君 

     書      記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。  

 （午前 ９時５９分） 

                                         

○委員長（山本浩平君）  本日の調査事項でございますが、１番目の付託審査から始まりまし

て、４番目の平成 21 年度予算編成（議会費）について、また５のその他について、いろいろご

ざいますけれども、おおむね午前中で本日の会議は終了させていただき、各会派で持ち帰って、

それぞれ審議していただくような内容が多いかと、このように存じております。 

次に、本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日の協議事項ですが、先の定例会 12

月会議におきまして議会運営委員会に審査付託されました、「陳情第１号 白老町議会議員削減

に関する陳情書」の審査を予定しております。本日、陳情書の提出者を参考人として招聘して

ございます。  

また、所管事務調査といたして、今、委員長が申し上げましたとおり、議会関係の条例・規

則の協議４件、第３次議会改革の協議２件、及び平成 2１年度予算編成の議会費の要求概要に

ついてご報告を予定してございます。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） それでは、これより陳情第１号の審査に入ります。 

まず、陳情書の朗読を事務局からさせます。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご確認申し上げます。陳情資料お持ちでない方いましたら用意

してございます。  

 それでは朗読させていただきます。 

陳情第１号 白老町議会議員削減に関する陳情書  

 行政の失敗で「脱・財政危機宣言！」を表明し、平成 19 年８月町政の最高責任者である飴谷

町長が、収入に見合わない借入れを継続してきた。１期４年でも 81 億円の借金、債務総額 368

億円と途方もない借金、そこに出てきたのが「新財政改革プログラム（案）」。 

 行政が立ち行かなくなり失敗をしたので町民より多額の負担を強いることになった。11 月の

議会で固定資産税の超過税率を 1.4％から 1.7％（20％）の大幅増税を初め、さらに上下水道料

金 10％から 15％、各使用料金など多数の料金見直し、さらに各種発行証明書の大幅料金のアッ

プや、保育料等軒並み増額の台風。行政の横暴により町民の暮らしを脅かし、サービスの低下

が著しく、益々住みにくい、元気のない白老町になってきている。本来行政の独裁と横暴が行

き過ぎるとチェックするのが車の両輪であるのが議会であるが、議会も全く機能していないど

ころか庶民党といわれている一部の党派も行政に加担していて目に余る現状である。全国初の

通年議会を実行力ある議会にすべく、議員の定数を改め会派や党に関係なく一人ひとりの議員

が議員の責任を果たせるようにこの際議員を大幅に削減し、優秀な若手を含めて人身の一新を

はかり議会改革を断行するようにお願い致します。 
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 以上白老町議会会議規則第 95 条により、この陳情書に賛同者の名簿を添えて提出致します。 

平成 20 年 12 月 15 日、陳情者代表、住所、白老町川沿町２－７－２－３、氏名、古屋義一。 

 以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ただいま事務局のほうより陳情書の朗読を終わりました。ここで参

考人をお呼びしたいと思います。 

〔参考人 古屋義一君着席〕 

○委員長（山本浩平君） おはようございます。陳情書の提出者でございます古屋義一さんに

おかれましては、参考人としてご出席をいただき大変ありがとうございます。 

 これより、参考人から陳情書の概意について発言を求めます。古屋義一さんどうぞ。 

○参考人（古屋義一君） おはようございます。こういう機会を与えていただきありがとうご

ざいます。 

それでは、先般 105 名の署名を代表しまして陳情された、削減に関する陳情書に基づいて署

名者を代表しまして、順序を追って説明したいと思います。 

 最初に、行政の失敗でということがあります。これについては、19 年の８月に町民説明会で

「脱・財政危機宣言、財政再建団体転落回避に向けて」とありました。この中に、「平成 20 年

度決算で財政再建団体に転落しかねない危機直面と、長年収入に見合わない借入れを継続して

きた。こうした状況に至ったことは、町政の最高責任者である私の責任です。」と飴谷さんがこ

こで述べています。このことから、白老町の財政再建への取り組み、骨子をまとめました。こ

のところから、「過去の行財政運営がもたらした課題を先送りせず、抜本的な行政改革を断行す

ることにしました。」とこうあります。このときは平成 19 年ですから、飴谷町長が町長就任し

て４年、最後の年でした。そして、このときに抜本的な行政改革云々を、課題の先送りという

ことを述べているのですよね。4 年間一体何をやってきたのだと。これでは、前坂下町長が言

っていたとおりになっているのではないかと。リーダーとしての資質があるのなら、なぜ新町

長１年目から財政再建に取り組みをしてこなかったのか、この間 81 億円の借金、債務総額が

368 億 3,000 万円、町民１人当たり 180 万円の借金、その主たるものが寿幸園であり、消防庁

舎であり、バイオマス等、それと第３商港区の町の負担の重きがあります。その中で、バイオ

マスと第３商港区について述べてみたいと思います。 

 バイオマスについては、平成 19 年５月の全員協議会で行政のほうに示された説明の中で、

立ち上がりは公設民営ということになっておりましたが、これがいつなのかわかりませんが、

指定管理になり、それから管理委託になっている。この経緯が私たち町民に全くわかりません

し、なぜこういう民営化が指定管理になり、管理委託になったのか。これ町民にとって何がプ

ラスになるのかということもよくわかりません。 

 それと、登別市の負担額が年間１億 9,000 万円。これについては平成 27 年度から可燃ごみの

7,000 万円がなくなってきます。今年度から、現在のバイオマスについては人件費及び運営委

託料含めて年間２億円かかります。現状だと年間１億円の赤字。固定燃料の販売価格がやっと

先般決まりました。それに対してその販売金額と蒸気と電気、これを買うようになっているそ
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うなのですが、私が当時聞いたときには、蒸気も電気もただだということを聞いていたのです

が、それもいつの間にか買うようになりました。固定燃料を販売した金額と蒸気と電気を買っ

た差し引き。町民にとっていくらプラスになるかということを、現在まだ出ておりません。 

 それから、平成 21 年から 35 年まで、15 年間で約８億円の削減と言っているが、これも大々

的に新聞に報道されました。果たして 15 年間で８億円の削減がなるのでしょうか。現状ではと

てもそのような削減金額になるような計算はできません。その上、平成 28 年には埋立地の終了

のために処分場のかさ上げがあります。約 8,000 万円、そのうち 6,000 万円が借金ということ

になります。それと、よくわからないのが、土地代とか、固定資産税免除とかというのが議事

録にありますけれども、これどういうふうに理解していいのか理解に苦しむのですが、土地代

は無償の話をしていますよとか。そのかわり固定資産税を免除しますよとかというのは、あの

建物が白老町の建物であるのであれば、なぜ自分の建物に固定資産税を免除とかという言葉が

出てくるのでしょうか。この答えの中に。ということはこれ、はなから日本製紙の建物にして

しまって、あげるということなのかというふうに理解をすれば、ここで答弁されている意味が

わかります。 

 このように、今言ったように、全くバイオマスについては不透明限りないのですが、確かに

工事は計画どおり進んでいます。こういう不透明な中にあって約 14 億円かけて、あの事業を立

ち上げたわけですけれど、これ数字の積算は議会として一つ一つされたのでしょうか。これを

見てもわからない点があります。こういったことを簡単に議会は通してしまっております。 

 それと、次に・・・。 

○委員長（山本浩平君） 古屋さんよろしいですか。町の事業に対する疑問ですとか否定では

なくて、あくまでもこの今回の陳情書の内容についての、議員削減の関係についての趣旨につ

いての概要を述べていただきたいと思います。 

○参考人（古屋義一君） それを説明するには、一つずつのこの４年間の行政のあり方が、ど

のように行政に対して議会が対応してきたか。これ常日頃、議長さんが言われている「議会と

しては、行政に対する車の両輪だ。」と。そのために行政にきちんとチェックするのが議会のあ

り方だと。ということは先般の議員懇談会でも議長さんおっしゃっていました。 

 ですから、一つ一つ今までの４年間、今申したように寿幸園とか消防庁舎の件については言

うつもりはありません。きょうはその中で今言ったバイオマスが１番課題になっている。これ

14 億円かけたものが、なぜこんなに簡単に通ってしまったのかということを、ここに議会に対

するチェック機能が果たしてあるのだろうかということで、ここに書かれた陳情書に基づいて、

私なりにこの裏づけはこうなのですよという話をしているわけです。 

 ですから、今はバイオマスのことをるる述べましたけれども、このあと第３商港区について

も大変な借金、重荷になっているはずです、町としては。この第３商港区についても入ってい

かないと、裏づけにならないので話をさせてもらいたいなと思っていますけれども。 

○委員長（山本浩平君） そこは、行政の一つ一つの政策に対しての疑問ですとか否定という

ようなことになりまして、今まで議会の中でそれを一度も議論して来なかったかというと、そ
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ういうことではなくて議論を重ねてきた中で、我々も議決等を行ってきております。きょうは、

それに対して私どもも、一つ一つ各議員の考えや議会としてこう対応してきたというお答えを

する、そういう場面でもございません。 

 あくまでも、この陳情書の概意について述べていただきたいと思いますので、仮に議会とし

てのチェック機能が果たされていなかったのではないかということが、陳情者の思いであれば

その部分だけ述べていただければ結構でございまして、行政の政策について一つ一つ、ここで

私ども議会運営委員会が、それをここで解釈する。そういうような場ではございませんので、

この願意についてのみ説明をいただきたいと存じます。 

○参考人（古屋義一君） そうしたら、この次にくる財政危機宣言を表明した後に、行政とし

ては骨子をまとめました。この骨子について、これも行政のほうになるのでしょうか。平成 20

年度に一体どれだけの対策に対して、議会が削減についてどれだけ把握しているのかというの

が疑問だというのが、超過税率、これを一挙に決めてしまいました。このことをどうして触れ

なければならない。ここでは、対策額として 26 億 7,600 万円、これ町長が町民の皆さんに約束

したことです。これは最大限頑張ってやりますと。最終的に町民が負担するのが、いよいよ財

政再建団体に転落する危機がある場合、最終の対策として保育料だとか国民健康保険税、超過

税率の導入ということを最終ということでうたっているのですよね。これに対して議会がどう

いうふうに対応したのか。これでとっても、私、議会が町民に対して失礼だと思うことが、昨

年、19 年 12 月に地方の法律がかわりまして、連結赤字について工業団地の件だとか、上下水

道の件、これは借金ではなくて財産として認められたはずですよ。 

 そうなると、最終段階ということにならないのではないでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 本日のこの会議は、一つ一つの政策について議会がどう対応してき

たかとか、そういう場面での会議ではございませんので、改めまして局長のほうから、きょう

の陳情書の受け付けの内容について説明をいただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） きょうの議題は、標題でもあります議員削減に関する陳情書の

審議をするための委員会なのです。ですから、個々の行政の事業一個一個に対してどうなのか

というという部分は議論をする場ではないのです。なぜ、削減するのか。その思いを聞いてこ

れから審議するわけですよ。ですからその一個一個のバイオマスですとか、港の事業がどうで

あったかと評価をする場ではございませんので、定数を削減する思いというのを述べていただ

きたいということなのです。  

 それでなければ、ここに書いているペーパーの文面だけで議会運営委員会は判断するしかな

いわけですね。ですからここに書かれていない思いというものをきちんと述べていただくと、

そういう場でございます。一つ一つの事業に対してのどうだったのかということは省略しても

らって、定数削減についてお話していただきたいと。そうでなければ文面だけで議会運営委員

会は解釈しますので、そういうことでお話をいただきたいと。以上です。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか、確認。では、古屋さんどうぞ。 

○参考人（古屋義一君） 超過税率の議会のありようを見ていましたときに、どうしてもこの
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陳情の最大のポイントが、11 月 17 日の議会を傍聴したのがきっかけなのです。その傍聴した

ときのきっかけが、あのときありとあらゆるものが、スパスパスパスパ、みんな賛成で通って

しまったのですけれども、その中で町民にとって一番大変なものは、超過税率についての最終

的に 1.45％から 1.7％に採決をされました。 

 このことが今回の陳情の最大の思いです。なぜかと言いますと、すでに 1.6 に決められたよ

うな話も聞いていましたけれども、しかし、小委員会を立ち上げまして 17 回の小委員会で議論

を重ねてきて、そこで最終的に小委員会が決めたことが、及川委員長が９月の議会で決まった

ことを 1.65％と、約２億 5,600 万円、これを議会で最終報告として及川委員長がされました。

これでも大変なのですけれども、そこで落ち着くのかなと思ったところが、次の 11 月 17 日の

議会で、1.7％に決まったと。 

 これは、とてもではないけれども、議会で最終報告したものが最終的には 1.7％に決められ

た。そして、その 1.7％に賛成答弁した人が、1.65％の決定をした小委員会のメンバーの人が

賛成討論しているのですよ。こういったことが、この中に詳しく経緯を書いてありませんけれ

ども、今この超過税率を決めるというのは、既に先ほど述べましたけれども、19 年の 12 月に

一応町としては借金がいっぱいあって大変ですけれども、とりあえず再生団体に入るには時間

的余裕ができたのですよ。 

 だとしたら、ここから改めて町民に、今回こういうことで少し余裕を持って、一つ一つの税

金を含めて上げるものを、丁寧に町民に説明していただいて、次はこういうものを値上げした

い。次はこういうものをしたい。下水道料金なども今回、一挙に 13％値上げになっていますか

ら、そういうものを一つ一つ町民にわかりやすく丁寧に説明してほしかったのですよ。 

 再生団体を免れたということは、行政にとっても議会にとっても嬉しいはずなのです。町民

にとっても嬉しいのですよ。それを町民には隠して、なにも説明しないで、全部こうやって上

げるものは上げてしまう。せっかく計画があるから上げてしまえ。そのことがここの中の、超

過税率についての最大の思いです。そしてその後に、それほど何回も、16 人の議員さんがいて

も、行政の思いのままの議会のあり方だったら、この際議員を通年議会と全国初めてのことを

やっていらっしゃるのだから、通年議会らしい職員と一緒に、朝から出てきて５時までやると

か、そういう形で一生懸命そういう姿を見せてほしいのです。通年議会のありようで、若干の

提案もしたいのですけれども、ここに大幅となっています。大幅とは何名なのかといわれたと

きに、いろいろな風評が町の中に飛び交っています。 

 私の思いは 10 名前後がというふうに、金額も 3,000 万円か 3,500 万円くらいの削減をしてい

ただいて、それなりにきちんと報酬も払って、子どもさんがいても仕事ができるような体制を

つくる議会であってほしいなと。一応これは提案なのですが、任期はあくまでも４期 16 年間と

か、任期満了 65 歳までだとか、あくまでも議員というのは町民の代表ですから、党派とか会派

の前に町民があるわけですから、今度は少なくなった議員さんが、思い切って仕事に励んでい

ただいて、基本としては全会一致、党とか会派関係なく、町民の側に立って全会一致になるま

で徹底的な議論していただきたい。夜を明かし徹底して議論していただき、全会一致が原則と
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思っています。こういった思いがありまして、通年議会あのあり方も、この際考えていただい

て、この思いをしました。 

 最後に、この私たち 105 名の陳情者に対して、速やかに結論を出していただき、それをもっ

て直ちに議会は解散していただきたい。人心一新で白老の議会を変えてほしい。残りの任期を

待つほど、今、行政も町民もその余裕はありません。議員の矜持、プライドがあるならみずか

ら議会を解散して出直しを要望します。それができなければ、住民が立ち上がりリコールで、

住民の手で解散に追い込みます。その準備はできています。晩節を汚さないためにも、英断を

持って決断を期待します。 

 こういった思いで述べました。述べ足りませんけれども、以上です。 

○委員長（山本浩平君） ただいま、願意と陳情者の思いを含めて述べていただいたと思いま

す。ここで、各委員より参考人に対して、発言のあった願意について質疑がありましたらどう

ぞ。この後、各会派に持ち帰っていただいて、また、会派に属していない議員の方は、きょう

この場でということではなくて、それぞれ慎重にいろいろと協議や検討をしていただくという

時間を取るような形になりますので、ぜひこの場で参考人に対して、この願意について質疑を

していただきたいと思います。どうぞ。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。１点お聞きしたいことがあるのですけれども、古

屋さんの説明の中で、平成 19 年のときの、例えば財政が大変になってきている。平成 19 年 11

月に選挙がありましたよね。そのときの選挙も議員定数を削減し、１番のメインテーマは、こ

れからの白老町をどうするのかということを、ここにいらっしゃる各議員が、選挙の中で訴え、

そして今、ここにいるわけなのですよね。それから１年ちょっとたっているわけですけれども、

その中で私たちは決していい加減なことをやってきたという思いはないのですよ。古屋さんの

陳情の中身を見ると、全く議会は機能していなかったという形で書かれている部分があるので

すけれども、私たちは決してそういうつもりはないのだけれども、平成 19 年の 11 月に選ばれ

てきた議員個々が、本当に今までのような議会運営ではだめだと、町民から、例えばいろいろ

な陳情を受ける中で、それを行政にただ押しつけていくだけではだめなのだと。しっかり行政

の中身も議会として把握しながら、そしてそれをできるものできないもの。また、きちんとし

た町民に対しての説明を伴いながらやっていくことが、今後求められていくのではないかとい

うことで、新たな、議員数を削減したメンバーで構成されているのが、今の議会だと私は思っ

ているのですよ。 

 それについて、古屋さんの陳情の思いと異なる部分なのかと思うのですけれども、その辺に

ついての認識といいますか、考え方というのは古屋さんはどうとらえているのでしょうか。 

 最終的には、すぐ解散するべきだという話だと思うのですけれども、１年前にやった選挙の

ときにも、そういった眼目の中で、皆さんこの議会の中に出てきていると、僕は思っているの

ですけれども、それについての考え方をもう１回お聞きしておきたいなと。 

○委員長（山本浩平君） 古屋さんどうぞ。 
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○参考人（古屋義一君） 確かに、今選挙終わって１年目ですね、構成は。この構成の中で、

確かに４年前の４年間の議会のあり方と、今のこの１年目のあり方、かなり議会の中での緊張

感があって、いい面は確かにあります。前の４年間は余りにもひどすぎましたから、その後の

４年間はずっときたそのつけが、みんなここにしわ寄せになってきているわけですよ。 

 では、さりとて、今いる議員さんたちが、本当に町民側に立った議会運営をやっているかと

いったら、申しわけないけれど、何回も傍聴しても、どうもそこは、私は納得できないという

のは変なのですけれども、それは結果がすべてであって、前回の 11 月 17 日の議会のありさま

を見れば、今の議員さんたちも、自分たちの選挙に出るときは、口を開ければ議会改革だとか、

町民のためだとかと言っているのですけれども、あの 17 日の一連の採決の結果を見たときに、

どこが町民の味方なのかなというのがとても疑問ですので、できれば議会議員を本職として、

片手間ではなくて、これを本職としてそれなりの報酬も得て、子どもをきちんと学校へ行かせ

るようにして、議員としての、プロとしての議員さんをこれから 50 代前後の人材のための議会

改革をしてほしいなと。はっきり言ったら 65 歳定年にしてほしいし、そういうような思いで、

今の議員さんたちに申しわけないのですけれども、考え直してほしいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） そこの話はわかりました。もう１点、白老町は全国初の通年議会を今

行っているわけですけれども、この通年議会を進めるに当たって、古屋さんの陳情の中では、

今言われたとおり定数をもっと削減してやるべきだというふうに言われている部分あると思う

のですけれども、僕は議会というのは、それは 16 人がいいのか 10 人がいいのかという議論は

置いておいて、議会というのは、僕は一人一人の議員が町民の声をどれだけ聞いて、それを行

政にどういう形で反映させていくのかということが議会だと思っているのですよ。 

 例えば、毎日役場に来て、行政と一緒になっていろいろなことをやるのも確かに大事なこと

なのか、僕知らないけれども、僕が考えるには、議員というのはやはりどれだけたくさんの方々

の意見を聞いて行政に反映させることができるかが議会のような気がするのですけれども、そ

の辺についての考え方というのはどうなのでしょうね。 

○委員長（山本浩平君） あくまでも、氏家委員いいですか。この願意のわからないことにつ

いて、お尋ねしたいと思います。議会のありようだとかということに関してはちょっと・・・。  

 まず、どうぞ。古屋さん。 

○参考人（古屋義一君） 今、いろいろ言われましたけれど、押しなべて言えば、一言で言え

ば、資質です。例えば 15 人いようと、20 人いようと。議員一人一人の資質があれば、これほ

ど地方の行政がおかしくなるわけはないのです。資質がいい議員さんがそろえば、少数精鋭で、

この白老町をきちんとかじ取りができる体制になると思いますので、あくまでも議員さんの資

質を求めています。 

○委員長（山本浩平君） ほか、各委員の皆さん方から、願意について何かお尋ねしたいこと

があればどうぞ。 

前田委員外議員。 
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○委員外議員（前田博之君） 願意についてお聞きします。陳情書の最後の結論には、議員の

大幅削減をしてくださいよと。こういうような文言になっていますけれども、今、古屋さんは

言葉の中で、そのことを前段に言いましたけれども、後段、直ちに議会を解散すべきであると。

そしてリコールも考えていますよと。これは願意ではない話になっているのですけれども、こ

れ 105 名の署名がついているということは非常に重みがあるのですよ。 

 それは、古屋さんが個人的に、今ここでお話されたのか、本当の願意がそういうものも含ま

れた願意になるのか、その辺をちょっと整理していただかないと、私個人的に陳情の趣旨を理

解しかねる部分がありますし、これから議論する上で重要なポイントになってくるのですよ。

その辺をちょっとお聞かせ願えませんか。 

○委員長（山本浩平君） 古屋さん。 

○参考人（古屋義一君） 今の言われたとおりなのですけれども、ここに文書を、当初つくる

ときに、そういう文言の部分も入っていました。だけれども、それを入れてしまうと、合わな

いのかなという感じで、何かの折にこの背景には、そういうリコールということも含めている

のですよということを、懇談の中では話をしたほうがいいのではないかと。 

 もう少し柔らかくというのは変なのですけれども、この文章はあくまでも大幅にという形で

抑えたところです。というのは始めから、正直な話、今回 105 名でしたが、相当数の人から「な

ぜ俺にも署名をさせなかったのか。」と。１日、２日でやりましたものですから、限りがあった

ものですから、かなりの数の方たちから後でお叱りを受けました。町民の中には相当、フラス

トレーションがたまって、何か行動をしなければいけないなと思っている町民の方が、皆さん

方も感じていらっしゃると思いますけれども。そういうことで答えになりましたでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にこの陳情書の趣旨は、削減に関する陳情書ですから、

今、思いがリコールということであれば陳情書は成立しませんので、これは直さなければなら

ないということになるのですよ。  

 そして、今のリコールの部分については、この陳情書の趣旨からはとれないという。まるき

り違う願いになりますのでね。 

○委員長（山本浩平君） 古屋さん。 

○参考人（古屋義一君） 思いというふうにおっしゃったので、そういうことがありますとい

う話をしたのであって、あくまでも大幅な削減ということが前提です。それがどのように議会

として、それを取り上げていただいて、どの程度削減をするのか、そういうことを議会として

は証明してほしいなと。そういうことであって、あくまでも今、思いをと言われたものですか

ら、そういう話をしたということです。 

○委員長（山本浩平君） では、この議会運営委員会としては、思いはわかりますけれども、

この陳情書としてはやはり、そこはないということでございますので、議会独自の解散という

お話がありましたけれども、これに関してはこの陳情書には全く含まれないという解釈をさせ

ていただきたいと思いますが、それでよろしいですか。 
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○参考人（古屋義一君） はい。 

○委員長（山本浩平君） ほか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。一つだけお伺いしたいのですけれども、願意が大幅削

減ということなのですけれども、その理由が先ほど申されましたように、私リードしてしまっ

てはまずいですから、私の認識が違っては困りますから。議員は本職化すべきだと。それでき

ちんと生活ができる議員の、今の予算の範囲で 3,000 万円から 3,500 万円くらいは削減したほ

うがいいというお話がありましたけれども、それくらいの削減をした上で、その残った分につ

いては、やさしく言えば残った議員さんに上乗せして、議員はプロ化すべきだと。人数を減ら

してプロ化すべきだというのが願意でしょうか。私が言っていることで正しいかどうか、そう

いう認識でいいのかどうかだけ、そこが願意かどうかということが、例えば財政を減らすため

にやるのか、人数が単純に多いから少なくするのか。どういう願意なのかということを正確に

私は知りたいのです。 

 ですから私は、プロの議員に、一般的に市会議員と同じような議員活動を古屋さんは望まれ

ているのか、そこら辺のところだけもうちょっと正確にしていただきたいというふうに思いま

す。私の言っていることでいいのなら、それで結構です。 

○委員長（山本浩平君） 古屋義一さん。 

○参考人（古屋義一君） 大渕委員さんのおっしゃっているそのとおりでいいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君） ほか。この際、お尋ねしたいことはございませんか。ほかの委員の

皆さんいかがですか。 

 ございませんね。なければ、ここで参考人の退席を求めます。ありがとうございました。ご

苦労さまでした。 

〔参考人 古屋義一君退席〕 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時４３分  

                                         

再開 午前１０時５２分  

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

ここでお諮りいたします。本日予定している協議事項はほかにもあることから、陳情の審査

はこれまでとし、次回に継続したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ご異議なしと認めます。 

次回は１月 28 日に議会運営委員会を開きますので、各会派にあっては、会派会議で議論され

るようお願いをいたします。 

 それでは､次の協議事項に入りたいと思います。 

 協議事項の２番目、条例規則等についてでございます。局長より説明願います。 
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○事務局長（上坊寺博之君） まず、議会関連条例・規則、12 月に新設・全文改正を行いまし

たが、引用条文等において不都合が生じておりますので、修正を提案したいというものでござ

います。 

 まず、資料１をご覧いただきたいと思います。まずは、通年議会の実施要綱の一部改正でご

ざいます。要綱の中の第８条で、会議規則を引用している条文がございます。改正前は第 15

条となってございますが、新たに全文改正いたしまして、条項がずれておりますので、９号に

修正いたしたいと思います。 

それともう一つは、一事不再議の関係で、会議規則に事情変更があった場合はその限りでは

ないという規定をつけ加えました。そのことから、「事情変更があったものとみなす。」という

ことに直したいと。 

 運営基準の一部改正でございます。これも引用条文等の不都合でございます。委員会の中の

会議録の規定が、運営基準に盛り込まれてございます。今回、委員会の規則で会議規則を明確

に位置づけたことから、運営基準が必要なくなることから削除したいと。 

 それと、９章でございますが、委員会条例第 11 条、これは議会運営委員会の招集でございま

すが、これも条文がずれておりますので９条に直すということでこの２点を訂正したいという

ことでございます。 

 以上、お諮りいただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ただいま、事務局のほうから説明がございました。何か質問があれ

ばどうぞ。この点は皆さん、持ち帰りをしなくてもよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、ただいまの事務局説明のとおりということにさせていただき

ます。続いてどうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君）  次、傍聴者へ審議資料の提供に伴う傍聴規則の一部改正でござ

います。先般、本会議、委員会において傍聴者に資料をお渡しするということを決めていただ

きましたが、第３次議会改革では、これら一連の部分についてはルール化をしていくというこ

とでございますので、議案資料の配付等について、傍聴規則に位置づけたいということでござ

います。 

資料には、本会議の傍聴規則でございます。第６条の後に第７条を追加いたしまして、議案

資料の提供等を明確に位置づけるというものでございます。議長の責務として提供するもので

ございます。条文を読みます。「第７条 議長は、傍聴人に議案の審議に用いる資料を提供又は

貸出しを行い、町民の議会傍聴の利便性の確保及び傍聴意欲の高揚に努めなければならない。」

という規定を追加いたしまして、条文化するものであります。あとは、条文を１条ずつ下げる

ということです。 

続きまして資料３でございますが、これは委員会の傍聴規則でございます。委員会の傍聴規

則、引用条文にも変更がございますので、あわせて修正するものでございます。「第１条 白老

町議会委員会条例第 16 条第２項」となってございますが、傍聴規定が委員会規則に移行しまし
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たことから、「委員会規則第９条第２項」という規定に改めるものございます。これが１点です。 

それとあわせて議長と同じように委員会の資料提供を義務化するものでございます。第５条

の後に第６条として、内容は同じでございますが、「委員長は」という規定に追加するものです。 

それと、次のページ開いていただきたいと思います。第６条、これは制定のときに誤りがご

ざいまして、ビデオ撮影、録音の自由を「議長」になってございますので、「委員長は」に正誤

でございますので修正したい。そして８条、９条、10 条は繰り下げるものでございます。 

以上、議審議いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの件について質問があればどうぞ。ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） この点も、改正については持ち帰りでなくてよろしいですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これについては議会に通りませんので、議長の手続で３月まで

に提出したいと思っております。 

○委員長（山本浩平君） それでは続きまして、専決処分の委任に関する解釈、これについて

です。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これは、町側から提案がございます。まず、冊子を見ていただ

きたいと思います。会議条例を見ていただきたいと思います。会議条例の第８条でございます。

２ページですね。専決処分の指定ということで既に規定をしてございまして、条例に組み込ん

だものでございますが、これの（５）災害及び突発的な事故により応急に必要となる維持補修

及び公務に関する債務負担をすること。これについては町に委任をしたところでございますが、

今回、雪が降りまして、除雪の関係で経費が不足するという部分がありまして、これも解釈に

当てはまらないかどうかという問いかけがございましたので、一応、議運にかけてさせていた

だきたいということになってございます。事務局としてはこれに対してもなかなか難しいので

はないかと、降雪が災害になるかどうかと。回数をふやして予算計上すれば解決することでは

ないのかなということでは担当のほうには申し上げたのですが、一応、議運の中で解釈をいた

だきたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） この点について、せっかくですから皆さんのご意見を持ち帰りの前

に伺っておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。町が言っているのは、１回なら１回、雪が降って除雪

をしたと。それを毎回毎回臨時議会を開いて予算を通すのは大変だから専決処分にならないか

と、こういう意味ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  そうです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、局長が言われたのは、それを３回なら３回分取ればいいので

はないのと、こういうことですね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。  
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○事務局長（上坊寺博之君）  私が担当のほうへ申し上げたのは、北海道で、果たして降雪が

災害という位置づけになるのかなと。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。持ち帰りになるのかどうか分からないけれど、私はや

はり、これは災害というのは、はっきり言って無理があると思います。例えば除雪を災害とす

れば、全部そういうふうに拡大解釈される可能性がありますので、私は５条の災害に、降雪が

災害になるとは思いません。個人的にはそう思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか。新政クラブ近藤委員いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） はい。地域的な問題もあろうかと思いますけれども、やはり近年温暖

化できていますから、豪雪というのは考えられないのかなと思いますので､現状どおりでいいか

と思います。 

○委員長（山本浩平君） 災害では認めないということですね。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私も会派の意見も聞かなければならないですけれど

も、特殊な地域ではないですよね。北海道は雪が必ず降るのだと。ほかに地域を見てもそうで

すよね。であるならば、やはり事前に予算化しておくということが前提だろうと、私はそのよ

うに思います。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私もやはり災害には当たらないだろうと。今までも白老町

の場合は、降雪の場合、除雪に出たり出なかったりする年もあったのかもしれないけれど、そ

ういうこともあってこういう形で今問題が出ているのかもしれませんけれども、幸いこういっ

たものは災害に当たるわけではなくて、当初から出れば補正でもって出てくるものですから、

前もった予算化をして、そして、それは町民だって理解を得られることだと思いますので、出

た分に関しては平均した予算、それはまた別な問題として考えればいいわけであって、当初か

ら予算化をしておくことが、こういった問題を解決することになるのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。私ども新風としての考え方も皆さんと同じ

ように、これはきっちりとやはり予算化をしておくと。それによって、仮にそこまで予算を使

わないときは、それはそれで浮くわけですから。しかも登別や苫小牧、この近隣と比べると雪

に関しては全く、白老少ないわけですから、それなりの少ない予算でもいいですから、きちん

と予算化をしておくということを前提にすべきであって、災害という解釈ではないとこのよう

に考えます。 

 では、前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君）  私も災害という解釈にはならないと思います。財政の運営上の

問題だと思うし、町があくまでも除雪する基準というのは決めているのですよ。センチメート

ルを。そういう基準からいけば災害という形にはならないと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。各会派、また委員外議員の皆様方の意見も
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きちんと予算化すべきだということで、災害として認めるものではないというご意見で統一さ

れたと思いますので、持ち帰りではなくて予算化すべきということで、議会運営委員会として

の解釈はそのようになったということで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） では、そのような形で取りたいと思います。 

続きまして、全員協議会の手続・目的の規定についてでございます。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料の４でございます。これにつきましては、20 年の６月に地

方自治法の一部改正がありまして、９月に会議規則の改正を行っているところでございます。 

 まず一つは法の解釈で、今回の全員協議会が公式の場になったということでございまして、

条例に規定をしたという部分でございます。条例の３項に全員協議会の運営その他必要な事項

は、議長が別に定めることになってございまして、正式なルールをつくらなくてはならないと

いうことです。 

 資料の 11 ページを開いていただきたいと思います。これは、６月に法律が改正になったとき

の行政局行政課長の通達でございまして、その中で、１番下の段ですね。改正法に基づく云々

と書いてありますが、１番下の傍線を見ていただきたいと思いますが、「協議又は調整を行うた

めの場を設ける手続のほか、協議又は調整の目的等その内容が明らかになるよう規定する必要

があること。」ということになってございまして、今回新たに実施要綱を定めたいというもので

ございます。 

 １番頭のページにもどっていきたいと思いますが、今現実に議案等の事前説明に対する課題

がございます。というのは町側として重要な政策課題、緊急な問題での説明がある場合は、従

来、非公式な全員協議会を開いてございました。 

もう一つは、重要な政策議題にかかる議案の事前説明をしたいという場合も全員協議会を開

いてございました。もう一つは新たな制度、議案説明が長くなるもの、これについても従来、

それぞれの本会議前で全員協議会という形で説明をさせていただいてございます。 

議会側としては、課題としては、議員からも出ているように、議案提案に調査をする時間的

な余裕がない場合があるという部分ですね。それともう一つ、重要な政策課題の議案について、

やはり事前に内容を熟知するために説明が必要ではないかという投げかけも、前回の議会でも

あったところでございます。これを受けて全員協議会をルール化してはどうだろうかという部

分でございます。規則を受けてのものでございますが、その一つとしては、今、定例月、３月・

６月・９月・12 月ということで本会議を開いてございますが、それごとに前段の課題事項を解

決するために、議案説明のための全員協議会を開催してはどうかという提案でございます。一

般的な議案は、今、議会運営委員会で説明を受けてございますが、全員協議会の中で全員が理

解するためのものを開催してはどうかという部分でございまして、一般的な議案、従来どおり、

総務課長、経営企画課長から説明を受けるものとしまして、重要な政策課題、新たな制度等に

ついては担当課長からお聞きする全員協議会をルール化したいと。本会議の開会前の３日前ま

でには議案説明会を行うというものでございます。定例月以外の会議においても、必要があれ
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ば開くこととします。 

もう一つは、本会議において審議する議案は、事前に議案説明会を行いますので、提案のた

めの朗読のみ行い、議案説明、要するに条例等の朗読は行わないものとする。ということによ

って本会議の審議が効率よく運営ができるのではないかなと思います。議会運営委員会で説明

を受けてございましたが、これはやらないで説明会に移行するという部分で要綱を定めていき

たいなと思っておりまして、要綱案を朗読させていただきたいと思います。 

総則でございますが、「この要綱は、会議規則 103 条第３項の規定に基づき、議案の審査又は

議会運営に関し協議又は調査を行う場としての全員協議会（以下「協議会」という。）の運営そ

の他必要な事項を定める。」ものでございます。 

それでは、議案の審査のための全員協議会というのはどういうものかというのは、第２条の

定義でございます。「本会議における審議において、提案する議案の趣旨及び事業内容を十分に

理解した上で、長及び議員の議論の活発化を図るために、提案する議案に対する説明の場とし

ての協議会（以下「議案説明会」という。）を開催する。」という位置づけにしたいと思ってい

ます。 

もう一つは、議会運営の協議という部分がございます。議会運営の協議、議会運営委員会が

ございますのでそれを補足する意味からも、議会条例及び議長の諮問事項等において、「議会運

営に関し審議する事項が議員の身分に関わるものである場合は、全議員の協議又は調整を図る

ための場として協議会を開催する。」という位置づけにしてあると。 

議会運営というのは議会運営委員会で主にやっておりますので、全員協議会としてやるもの

は何かと言ったら、議員の身分に直接かかわるものは全員でやりましょうという主旨でやって

います。 

第２章、協議会の運営について、運営の方法でございますので、ここは簡略にします。招集

は議長が行うと。議事整理も議長が行うというものでございます。 

第６条は、議長に事故があるときは、副議長が行うというものです。第２項は、両方ともに

事故あるときは年長者が行うということです。 

第７条、定足数は、半数以上の者が出席しなければならないということで過半数を定足数と

する。 

出席説明の要求ということで、議長が各議案説明のための出席を求めるということになりま

す。 

それと、公式な会議でございますので、会議の記録については、会議規則 99 条、本会議に準

じて作成するという部分でございます。 

第３章も説明していきたいと思います。議案の審査の場合でございます。 

開催の方法でございますが、「議案説明会は、白老町議会通年議会実施要綱第３条に定める定

例月の本会議（以下「定例月会議」という。）ごとに開催する。」これは先ほど言った３月・６

月・９月・12 月でございます。「議案説明会は、定例月会議の再開前３日前までに行うものと

する。ただし、追加又は緊急を要する議案等については、この限りでない。」ただし書きの規定



 17 

でございます。それと、「定例月会議以外の月会議において必要がある場合は、前項の規定によ

り議案説明会を開くことができる。」ということで、原則は定例月。それ以外の部分もやること

ができるという規定でございます。 

第 11 条、説明の方法でございます。「議案説明会は、定例月会議に提案される全ての議案に

ついて提案の説明を行う。」、「２項、長から提案される議案の説明は、総務課長及び経営企画課

長が行う。基本的には従来の議運の説明と準じて行うものとするということが原則でございま

す。ただし、提案議案に関連して特に制度、事業概要の説明が必要な場合は担当課長が行う。」

これ重要という言葉を省いてありますが、そういう部分も含めてある場合は、担当のほうから

みっちりと理解できるように説明していただくという主旨です。「議会が提案する議案は、議会

事務局長が説明を行う。ただし、議員が発議する議案は発議者が行う。」 

それと 12 条でございます。あくまでも全員協議会といいましても、議案の審議の前提になる

ものでございますから、事前審議の禁止という規定だけはきちんと盛り込んでおきたいと思っ

ています。「議案説明会において、提案される議案に対して事前審議となる恐れのある質疑・応

答は行わない。ただし、提案の説明が不十分な場合の確認のための質疑は、この限りでない。」

という規定で、事前審議があくまでも本会議で行いましょうという部分でございます。 

本会議等の議案説明でございます。議案説明を行いますので、本会議については重複を避け

るという意味でございます。「第 13 条 本会議において審議する議案は、提案のための朗読の

み行い、議案説明及び条例等の朗読は行わない。」何月何日白老町長提出までです。「２項 議

会運営委員会において、議会運営のための議案説明は行わない。」と議案提出の説明を受けてご

ざいますが、これはやめるという意味でございます。 

第４章は、議会運営のための協議の場の規定でございます。 

第 14 条、開催の方法。「協議会は、議会運営に関し議員の身分に直接関わって協議する必要

が生じた都度に開催する。」、「議長は、前項の規定により協議会を招集しようとする場合、議会

運営委員会に諮らなければならない。」議長の招集ですから、全体として議会運営委員会に諮っ

た上で、全員協議会を開くという意味です。 

協議の方法でございます。「第 15 条 協議会は、協議する事項について議員同士の自由な意

見を聴取する場として行い、結論を導かないものとする。」要するに協議の場のみでございます。 

第 16 条、協議の結果。「議員の身分に関する議会条例及び議長の諮問事項等であっても、そ

の決定は、議会運営委員会において行う。」あくまでも、議会運営委員会がございますので、そ

の皆さんの意見を受けて議会運営委員会で最終決定するという意味でございます。 

第５章、補足でございます。 

第 17 条、その他の協議会。「本要綱に定める以外の協議会は、白老町議会運営基準第 16 章「協

議会」の規定する基準により開催する。」これ以外については、議会運営基準の、今定めていま

す協議基準に基づいて事前に行うという部分でございます。要するに条例規則、議案案件にか

かわらない部分の協議事項も残しておかなければならないという部分でございます。 

第 18 条、その他。「この要綱に定めるもののほか及びこの要綱を改正しようとするときは、
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第２章にあっては長と協議し合意を得た上で、及び第２章以外の章にあっては議会運営委員会

に諮って行うものとする。」議案説明会については、長の部分も重要でございますので、長と協

議をするという意味です。身分に直接関わる部分については、議会運営委員会に諮って行うと

いう部分でございます。 

これを会議規則の第３項の規定によりまして、議長が別に定めるという部分で提案したいと

思っています。 

一番最後を開いていただきたいと思います。これは、昨年の 12 月の会議日程でございますが、

従来の日程の 12 日の議会運営委員会に議案説明を行っておりましたが、これ以前の日において、

全員協議会、議案説明会を召集するというものでございます。 

ですから、議会運営委員会では、議案の説明は受けないで議会本来の運営事項のみ協議する

と。協議会が終わったあと、議会運営委員会に移行するという流れになろうかと思います。ち

なみに、これを採用しますと、３月議会がすごく短縮になるという部分でございます。という

のは、従来、町長の執行方針をいただいて、新年度予算の説明を受けて、２日くらい受けて付

託していましたよね。付託して、その後代表質問受けて、質問に入っていったのですが、これ

をやることによって、例えば２月下旬に議案説明会を受けて、その場に執行方針の提示ができ

れば、ずっと動きがいらないのですね。 

例えば、一般質問を受けて、それより１週間ずらして、そこから町長の執行方針説明して、

一般質問に入っていける。今、町と協議しているのが町長の執行方針が議案説明会のときに提

示できるという状況でございます。そうしますと、今まで３月議会だと飛び飛びに開いていた

わけですが、それが必要なくなって議案説明会をやった後、続けて集中的に開いていくという

メリットがあると。イメージつかないでしょうかね。 

○委員長（山本浩平君） 以上、全員協議会の手続・目的の規定については局長から説明がご

ざいましたけれども、これについては各会派でどうしても精査する必要性があると思います。

この場においては今説明をいただいたことについて、何かわからない点がありましたらどうぞ。 

 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 間違いないですか、これ、ちょっと教えてほしいのですけれども。第

18 条の真ん中辺に長と協議し、これ「長」ですが、この「長」でいいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  はい、権限を持っているのは「長」ですので、町長です。 

○委員長（山本浩平君） 第 18 条ですね。前田委員外議員。 

○委員（前田博之君） まず、第３章の 10 条の２項、再開前３日目となっていますけれども、

議会運営基準でも３日前と言っていますけれども、これと整合性を図っていると思うのですが、

あくまでも３日前までには、開催３日前までには議案はきちんと手元に届いているということ

でいいですね。その日に開催して、そのときに配付するという意味ではなくていいですね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これは、通年議会のルールにもなっていますので、３日という
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規定があるのですね、ですから３日前までに配る。ただし、土日の関係がありますので、３日

前までと表現したのですが、ここでいう議案説明会の日に配布されるという。議案説明会の日

に配付されて、その配付されたものを見ながら説明を受けるという、当日と。 

○委員長（山本浩平君） 議案説明会の当日という。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  補足しますと、今も、議会運営委員会で皆さんに示されますよ

ね、そして町側に説明をされる。それと同じルールです。ただ、従来の議会運営委員会での説

明より濃くなるという部分です。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員（前田博之君） もう一つ、第 13 条。議案説明です。そして、提案のための朗読のみを

行い、ここわかります。後の、議案説明の朗読を行いとなっていますよね、これは、ここで言

う協議会では、インターネットで放映されていませんから、議案の説明、中身については、議

員はわかりますけれども町民はわからないのですよ。そして、本会議になったとき、これを省

略したときにインターネットで放映されていますので、傍聴者もそうですけれども、その本質

的な議案提案の中身がわからないままに審議に入る可能性があると思うのですけれども、その

辺の取り扱いはやはり考慮する必要があるかなと思いますけれども、その辺はないのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これから皆さんで議論いただきたい部分ですね。事務局として

は、本会議と同じような位置づけにせざるを得ないだろうと思っていますので、議案説明会に

ついてはこうせざるを得ないだろうと。今考えているのは、全員協議会も放映するという考え

方で、事務局あります。 

 補足しますと、会議録の関係が出てくるのですね。全員協議会といえども本会議の一部です

から、全員協議会を本会議の頭に合体させてつけざるを得ないのかなという部分で、今思って

おります。本会議で、基本的に条文朗読しておりませんので、会議録だけ見たら、今度理解で

きなくなる。ですから、そこに新規条例等については会議録に挿入するという。資料として挿

入するということを、今事務局としては思っておりますが、それをしなければ、会議録自体が

見ただけでは余り理解できないと。全文の議案書が添付できれば１番いいのですけれども、議

員さんにとっても過去に、議案書を取っておく必要はないですから、そういう部分が、今事務

局としては検討事項として押さえております。多分流れとしてやっていかざるを得ないだろう

というふうに思ってございます。 

○委員長（山本浩平君） ほか。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ということは、今まで議運でやっていた議案説明はな

くなりますよね。そして、予算委員会なら、予算委員会の冒頭に議案説明をやっていたものを、

全員協議会で全部やると。同時に条例提案の場合は、条例の全文朗読を、本会議の議案説明の

中でやっていたものも全部、全員協議会の中でまとめてやってしまうということになると。 

だから、今のままでいくと、一つは議会運営委員会での説明が一切なくなるのと、議案説明

が事前に議案が配布されたときに全員に徹底されると。今までは議運で徹底されていたものが
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全員に徹底されるというふうになりますよね。 

あとは、今出た議事録のことについての精査が解決すれば、そういう形にすれば、合理化に

なることには確かだと思うのだけれども、今僕が言ったような理解でいいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  まさにそういうことでありまして、ここの趣旨にも書いてあり

ますとおり、本会議における審査の活発化を図るということは、十分に議案を理解して全員が

理解をすることが必要だという解釈でございまして、まさに大渕副委員長が言ったとおりだと

思います。 

ただ、今、前田委員から指摘がありました町民に対する部分と会議録に対する部分というの

はどうしてもクリアしていかなければならないと思います。大きな市などは冒頭に議案一括上

程して、説明のための日程を組んでいるのですね。今回、全員協議会というルール化になった

ものですから、正式な会議ではありますので、会議録に全部落としますので、そういう形にし

たいという部分でございます。 

基本的には議案説明会の中では、条文は読み込まないという考え方です。というのは、条文

は会議録に引用するために読むものですから、それは必要ないだろうと思っています。ですか

ら、新旧対象表も読み込まなくてもいいのではないか。それは、議員さんに理解できるような

部分、例えばこの間の総務の条例などは、書式をつくってわざわざ説明してくれましたね。あ

あいう部分のほうがかえって重要なのではないかなという気がしています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ということは、一つは、私、今の話を聞いて、会派で

なかなか、ここの議運で議論しても会派に徹底されづらい部分があると思うのです。それはあ

って当たり前なのです。なぜかと言ったら、細かい部分まで全部言えないのです。「何か大きな

問題はなかったか。」「これとこれだよ。」という言い方。うちの会派はですよ。大体そうなので

す。細かく皆さん言わないでしょう、実際に。だからそういうことで言えば、全議員対象に議

案説明会をやるという、そこの部分は、議会側にとっては、僕はすごくいいことだというふう

に思うのですよ。 

だから、あとは、全員協議会もきちんと町民の皆さんに徹底して、町民の皆さんにそこを放

映すると。全員でやるわけだから。放映するということにすれば、議事録上のテクニックの問

題はあるのかもしれないけれど、そこの２つがクリアできれば、全議員に議案説明をするとい

うことは、僕は今すごく必要だろうと。まして、議員の数が少なくなって、会派の機能がこの

あと問題になってくるでしょう、多分。ですからそういうことになったときに、やはり今のル

ールというのは僕は必要だと。全議員に議案を徹底的にするという意味で、私はそこをメイン

に考えていただいたほうがいいなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 質問なのですけれども、議会運営の協議のところの第３条で、議員の

身分に関わるものである場合は、この協議会を開催すると書いてありまして、第４章のほうの、
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議会運営協議のところにも、「協議会は、議会運営に関し議員の身分に直接関わって協議する必

要が生じた都度に開催する。」とあるのですが、具体的に議員の身分に直接関わることというの

は、どのようなことなのでしょうか。その辺、詳しく説明していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  まさに、今、陳情があがっていますように、議員定数を変える

という部分は、議会議員の身分に直接関わることです。もう一つは、報酬を削減しなければな

らない。今、独自削減していますよね。そういう部分については皆さんの意見をくみ上げなが

ら、議会運営で決めていく必要はあるだろうということでございます。これは、今、法律上あ

る２つの協議会が認められていまして、議案の審査に必要な全員協議会、もう一つは議会の運

営に関して必要なものという規定がされていますので、今議会運営に関しては、議会運営委員

会で協議していますから、そこ本来の委員会の機能ですから、では全員協議会でするものは何

かといったら、やはり全員が出てきて議論をするというのは、身分に関わるもの。例示して言

うと、今それしか出てきませんけれど、それはその都度、議長のお諮りによって、議会運営委

員会で決めていけばいいのではないかと思っておりますけれども。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） わかりました。これは例えば、倫理条例を変えるとかという場合は、

これは議員の身分に関わってきますけれど、これは含まれないというふうに理解してよろしい

のでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  それも必要があればかけることになるだろうと思います。それ

は全体として意見の合意が取れなければ守られませんので、それはケース・バイ・ケースによ

ってはかける必要が出てくるのかなと。最終的には、言っていますとおり、条例規則の改正見

直しについては、議会運営委員会の所管事務ですから、そこは最終的には議会運営委員会にゆ

だねるものであろうかと思っていますけれども。 

○委員長（山本浩平君） 何か、皆さんご意見あればどうぞ。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、全員協議会の関係で議案の説明と言っていたけれど、ものによ

っては１日２日ぐらいかかるという場合もあるということで考えていいですね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  当然、３月議会については新年度予算が含まれていますので、

１日で終わるとは考えておりません。多分２日はかかるのかなという感じはしています。 

 それと補足ですが、これは総務課長と経営企画課長とは、既に事務レベルでは協議させてい

ただきまして、理事者段階ではある程度好意的に受けとめておりまして、町側としてはぜひや

っていただきたいというお話がありますので、補足しておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか、皆さんから何かありませんか。この点について、私どもも、

近年事前審査に当たる、当たらないということで全員協議会の中で説明を受けても、そこで協

議できなかったりとか、いろいろな問題もあったと思うのですね。また、先ほど大渕副委員長
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からお話ございましたように、なかなか各会派で議運で決定されたことが徹底されていないと

いう部分も若干見られていると思います。私どもの会派も最大４名おりましたけれども、今２

名ということで、どうしてもそれぞれ忙しい中で、お会いしてではなくて電話で説明したりと

いうことがありまして、なかなか総合的なところまでは説明不足だったりすることもございま

して、例えば議会運営委員会で決まったことが、広報広聴常任委員会の小委員会のメンバーの

方々が、「俺はそれを聞いていないよ。」みたいなお話も多々出るというような話も聞いており

ますので、こういったことに関しては、やはり今回上がってきたことに関しては精査をしなが

ら、ぜひやるべきではないのかなというふうに考えております。以上です。 

皆さん、なければこれは各会派に持ち帰って協議をしていただくということでよろしいです

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、続きまして３番目、第３次議会改革についてでございま

す。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、きょう、資料を提示してどうのこうのという

ことでございませんが、課題を投げかけしておきたいなと思っております。一つは、会議条例

で、今回、会議条例の 10 条で政策研究会の位置づけをきちんとさせていただきました。会議条

例の３ページ 10 条ですけれど、「議会は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こと

ができる。」という規定をつくりました。 

 さきの、財政の特別委員会の関係の最終段階のほうで、今後の財政健全化のガイドラインで

すとか、決算審査のあり方について、これは議会としても詰めていく必要があるだろうという

話をされていまして、そういう部分に政策研究会を使ってはどうかという話も少し出ていたか

と思いますので、今後そういうものも含めて、会派内で協議いただきまして、どう進めるべき

かというのを議論していったらどうかなと。 

 今回、マニフェスト大賞で、どこの議会だったか県でしたが、決算審査のルール化して奨励

賞だか、特別賞に入った議会があるのですね。ですから、決算審査というのはどういうふうに、

予算ですとか政策に反映していくのかというのがかなり重要になってきますので、そういうも

のの研究もこういうところで位置づけてはどうなのかなという、事務局としては思いがござい

ます。 

 それともう一つは、議員の倫理条例、今も出てございました。これ全面改正するということ

になってございまして、これ直接議員さんの身分に関わるものですから、事務局がつくってポ

ンと上げるわけにもいかないものですから、どのような全文改正の形態にしていくかという部

分も、政策研究会がいいのか議会運営委員会がいいのかというのも含めて、今後議論していか

なければならない部分だと思っていますので、それについても議論していただくことがよろし

いのかなという方向で持って行くのかなという部分。期間内にやるという表明をしていますの

でね。そういう部分で投げかけだけですこれは。提示だけはしておきたいなと思っております。 
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○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。この課題については、政策研究会について

も、具体的にどうやっていこうかということが、なかなか進んでいなかったのは事実でござい

ます。 

また、議員の倫理条例に関しましては、町民から信頼される議会ということを白老町議会目

指しておりまして、こちらも本当に重要であり、きょうのような陳情書も出てきているわけで

ございますので、できるだけ早目にこの第３次議会改革について協議していきたいと、このよ

うに考えておりますので、各会派で協議を進めておいていただきたいと思います。よろしくお

願いをいたします。 

質問があればどうぞ。ございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは４番目、平成 21 年度予算編成（議会費）についてでござい

ます。局長、説明お願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君）  資料５になりますが、平成 21 年度の予算編成に当たりまして、

議会側から要求している部分での概略をご説明しておきたいなと思います。 

 まず、大きく１表目は総括表でございます。どのように大きく変わっていくかということで

ございます。議員報酬につきましては 5,686 万 6,000 円で、364 万 5,000 円の減でございます。

これは、一つは、今一人議員が欠員になっておりますので、その部分の減額と独自削減の減額

を 12 月で議決しました。それも減額して計上しておりますので、このような形になります。 

 もう一つは、議会運営経費としましては 923 万 1,000 円で、14 万 9,000 円の増でございます。

でこぼこもございますが、費用弁償が通年議会という部分もございまして、若干回数もふえて

おりますのでふえてございます。12 万円ほど増額で見てございます。 

 もう一つは、議事堂の説明員席の配置変更を今回考えているという部分でございます。課長

職も大分減ってきましたので、今、説明員席は５人掛けになってございまして、非常に入りづ

らいような部分と、端端が非常に通路が狭いのですね。議長の席に町長ぶつけて背広を破った

りということもありましたので、５列の席を、真ん中を抜くというような考え方です。議員さ

んが４列あったのを真ん中を分けましたよね。あのような形にしていきたいという考え方なの

です。説明員席が３席減りますけれど、若干減るのですけれども、５席の真ん中を空けて両サ

イドをちょっと詰めると。すると真ん中からも人が入っていきやすいのですね。説明員が来る

とき、立ったり座ったりして、なかなかスムーズにお答えできないという部分がありますので、

そういうふうに変えたいということです。これは町側もそういう意向を持っていますので、議

事堂ですので議会費に組むということで 21 万 3,000 円ほど見てございます。 

 あと、会議録の筆耕翻訳料等の関係はこのとおりでございます。 

 大きく分けては、ほぼ昨年と同様な形で計上させていただいてございます。ちなみに議員の

視察研修は来年度でございますので、来年度予算を組みたいと思ってございます。 

 大きくは、ほぼ前年度並ということでございまして、これで今、要求をさせていただいてご

ざいます。最終的な決定はまだですが、ご意見をいただきながら、町側と調整してみたいなと
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思っております。以上です、私のほうからは。 

○委員長（山本浩平君） この件につきまして、何かお尋ねしたいことがあればどうぞ。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 前々から不思議に思っていたことが１つありまして、費用弁償のとこ

ろで、全道の議員研修会というのは、これは費用弁償が一人 1,000 円当たり出て入るのですけ

れども、管内は費用弁償には一切関係なく、議員独自というふうに考えておられるのですか。

この辺が私よくわからないのですけれども、これから先もそうなのでしょうか。あくまでも研

修であれば、その辺きちんとしたほうがいいのかなと思って、私は前から感じていたのですけ

れども、その辺は。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  昨年度までは組んでございました。日帰りですのでバス代。と

いうのは胆振管内は日当あたらないのですよね。ですから、交通費だけ。ただ、福祉バスとか

使ってバスで行きますので、公用車扱いで支給されないと。ちなみにバスは今回組んでいない

のは、昨年度管内の議長会の意向で１泊で行うようになりまして、研修日と翌日の規定ができ

ないということから、公務扱いにしないということに議員会で決まりました。ですから、議員

さん乗り合いで行きましょうと。議員会の主体事業にしましょうということでございますので、

公務からは外されてございます。そういう経過があります。 

 昨年度の議員会の役員会の中でそのように決定をいただいてございます。ですから、宿泊費

含めて議員会で対応していこうと。負担金も頂戴するのですけれども議員会の中で泊まれるよ

うな形を組んでいきましょうということでございます。というのは、公務は、次の日研修はな

いですから、対象にならないのですね。ですからその部分できちんと町民から見えるような形

で整理しましょうということです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） わかりました。そうしましたら、あくでも管内の研修というのは、こ

れは公務とは一切関係なく自由ということでよろしいですね。各議員の自由な研修の場という

ふうに理解してよろしいですね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私から言うのかどうなのか。一応議員会の主催ということでご

ざいますので、議員会としてはなるべく多くの方、全員参加のほうが望ましいのだろうと思い

ますので、その辺は近藤会長のほうからお話いただいたほうがよろしいかと思いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） この点について、何かコメントがあればどうぞ。近藤議員会長。 

○委員（近藤 守君） 特にないのですけれども、いずれにしても管内の議員研修会というこ

とでありますから、全員賛同して出席してもらえればありがたいのですけれども、前回の総会

などでいろいろ話をしまして、予算がないときに１泊をするということ自体が町民の誤解を招

いてはまずいということで、そのことについては議員会費の中から出して、公務からは一応削

除しましょうということに決まったので、そういうことでぜひ理解してもらいたいと思います。 
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○委員長（山本浩平君） 強制的なものではないということですよね。解釈としては。 

ほか何かございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、よろしいですね。その他。局長ありますか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  その他でございますが、健康福祉課のほうから、ちょっとお話

をしたいということで、議会運営とは実際直接関わらないのですけれど、情報として提供した

いという部分がございますので、その他で受けていいかどうかということで。 

○委員長（山本浩平君） 内容を言ってください。 

○事務局長（上坊寺博之君）  内容は、ヴィラ・スピカから給湯している関係だそうです。 

○委員長（山本浩平君） ヴィラ・スピカから給湯している、それをいつに。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今です。 

○委員長（山本浩平君） きょうはもう無理です。 

○事務局長（上坊寺博之君） この後、説明だけですよ。話だけ、５分か 10 分で終わると思い

ます。 

○委員長（山本浩平君） 聞きますか。はい、どうぞ。その前に、12 時 15 分くらいになるか

もしれませんが、皆さんよろしいですか。お諮りします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、どうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は、議長にお話を聞いていただきたいのですが、先般も新聞報道の

中で、本日、請願陳情がなされていますよね。要望書ですか、後でこれ審議する予定だったの

ですか。これが出ているのですが、実は、この席に議長が出席された要望書が町長のほうへ提

出されたのを新聞報道で知ったのですけれどもね。記事を見させていただきました。そのとき

に、町長の横に議長が写真として載っていましてね、これ私は、今後も含めて、議会としてや

はり町と議会というのは、きちんとした一線を画す立場にあるのではないかというふうに、そ

のとき疑問に思ったものですから、議長がその席に同席して、本日も皆さんに配られているの

ですけれども、議会に対してもこの要望があったということで理解していいのですか。まず１

点お聞きしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 要望書については、事前にお話がございまして、日程等調整いたし

まして、建設協会さんから要望書を議会に提出したいのだということで、「会っていただきたい」

ということで日程を調整した上で、要望書を建設協会の幹部の方が見えられて、要望書の内容

等について説明を受けて、要望書として、私として、議長として受けました。ただし、それが

あちらの都合だと思うのですけれども、町長と議長と、町長の控室で同席した上で、それぞれ

に渡されました。  

 そういう形でやったものですから、質問者の意見で私が理解すると、議会の議長室できちん

と受けるべきではないかという趣旨に取ったのですけれども、実際には場所はそこでしたけれ
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ども、それぞれにこの名称で書いていますので、町に出すときは町長に行きますけれども、議

会にきましたので議長宛てにきちんと。そこで話を聞いて承ったというところでございます。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、議長の受け取った状況というのは充分理解いたしました。この要

望書にどうのこうの私は一切ないのです。何もございません。しかし、この要望書、議長も中

でおっしゃっていましたけれども、同じところからの要望ですから、同じ趣旨の、全く同じ内

容のはずですから、当然一緒に受け取るのも、これは簡素化という部分も含めて、「それはいい

でしょう。」と私は思うのです。 

 しかし、町民がこれを見たときに、町長の横に、いかにも副町長とか、そういう立場の方で

あればわかるのですが、議長が横にいて一緒に頭を下げて受け取っている姿を見ますと、町民

の立場からすると「何だこれは。」当然議長が、車の両輪とおっしゃっていることはわかるので

すが、やはりきちんとした区別をして受け取るべきではないかというふうに私は強く感じまし

たので、このあたりをぜひ改善していただきたいなというふうに思います。 

 議長のお考えを聞きたいなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 私のほうからもお尋ねしたいのですけれども、この要望書が建設協

会ですか、来られたときに、これは副議長もお知らせがありましたか。その点、やはり僕は、

今及川委員がおっしゃるようなことというのは、非常に重要なことかなと思うのです。やはり

行政は行政、議会は議会に対して要望をするのであれば、きちんと議会として受けとめるべき

であって、町長室で同席するということではないと、僕は思います。やはりこれは、議長と副

議長と同席しまして、きちんとその要望を聞くと、どうしても副議長が用事があって無理だと

いうことであれば、議長単独でも構わないと思うのですけれども、それはやはり、今及川委員

のおっしゃるようにきちんと行政とは、車の両輪ということであったとしても、きちんと分け

てやるべきだと。これは間違っていないと私は思います。及川委員。 

○委員（及川 保君） 今のお考えを、議長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今皆さん、そういう形で、私も議会は議会としてきちんとけじめを

つける意味では、今後そういう形で進めたいというぐあいに思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、ほかその他。私のほうからも議長のほうへ、この場を借りて

お尋ねしたいことがあるのですけれども、この件とは関係ありません。最近非常に新聞紙上を

賑わせております、道議会で決まった条例を町村会がなかなかテーブルにつかないと。支庁再

編の問題なのですけれども、これ町村議長会としての対応はどのようになっているのかという

ことを、非常に興味があることでございますので、その点についてどのような対応がされてい

るのか。議長会としてお聞かせ願えればと思います。 

 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 新聞報道等で支庁再編の問題、いろいろと出ておりますけれども、

私も議長会の中では、この再編の問題については、確かほとんど議論は今まではされておりま
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せん。管内の議長会の中では、この件はほとんど議論されていないと。また、全道議長会の理

事会の中でも余りないようなので、前の会長からは理事会の報告の中には、ほとんどそれは出

て来ていないというような状況でございます。 

 たまたま私、昨年の 12 月から管内の会長になったものですから、全道議長会の理事になる

ということで、２月の 13 日、第１回目の理事会があるということなのですから、この辺につい

ては私も道議会で決まっているものが、今それをやろうとしたら各町村会から反対が出ている

ということで、新聞では４団体という名前を使っていますから、市長会と市議会議長会と、そ

れから町村会と町村議長会とこの４つの団体の足並みがパッとしていないと。けれども新聞に

は４団体でどうのこうのと出ていますので、その辺議長会として、今までどうやっているのか。

理事会のときに機会があれば確認したいなと。 

 今まで、前会長さんからもその話はほとんど、議長会としてどうやるのだという話は全く、

どう考えているのだということは聞かされていないものですから、そういう引き継ぎがないも

のですから、今やっているのは議長会としてはどうなのだということで、局長を通じてその辺

確認しているのですけれども、この辺については余り、町村会ほど全道の議長会の理事会でそ

れぞれの団体が議論していないので、町村会と市長会のほうは、何かやっているようですが、

市議会のほうと町村議会のほうの関係では、何か私も皆さんで集まって、どうするこうすると

いう議論をしていないような気もするのですけれども、その辺はまだ、正直言って確認してい

ませんし、これについてはやはり議長会として何らかの方向性は出していかなければだめかな

と。話に聞くと、町村会のほうに合わせていこうではないかという動きはあるようですけれど

も。やはり、町村会とは別ですから、今言ったいろいろな話からして、やはり議長会は議長会

としてどうすべきなのだということは議論していくべきだなと思っていますけれども。 

 現時点ではそういうことですので、ご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） この件については、胆振と日高では大きな温度差があると思います。

しかしながら、非常に関心事ではございますので、ぜひとも今後の進展状況について、わかっ

た範囲の中でこのような機会のときに教えていただければありがたいなと､このようにお思い

ます。議長。  

○議長（堀部登志雄君） これ、14 の支庁があって、そのうち９つが総合振興局、14 のうち９

つは今までと変わらないけれども、あとの残りのところは、例えば日高あたりは日高支庁では

なく、総合支局の日高出張所というような、ワンランク下がるような、14 のうち根室とか、釧

路とか５つか、出るものですから、そういうところが猛烈に反発して、今までどおりにすれと

いうことでもめているのですけれども、道議会では議決したのですよね。それを知事がやろう

としたら猛反発で、元に戻せということでごたごたやっている中で、町村会あるいは町村議長

会あたりが戻してという話になって、市長会が議決したとおりやるべきだという話になって、

そういうふうな問題が盛んに、毎日のように新聞に出てやっているものですから、委員長が言

うようにそういうのがあると思うのですけれども、それらの動きについて機会があったら、私

なりに考えて対応していきたいなというふうに思います。 
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○委員長（山本浩平君） よろしくお願いいたします。 

ほか、皆さんからございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の件についてばかりではないのですけれども、議長のほうから私た

ち議員に、例えば全国の議長会とか、全道のとか、そういうところへ行かれたときに話された

ことを聞く場所というのですか、情報をいただける場がほしいなと思っていたものですから、

毎回ではなくても結構ですけれども、必要だなと思うときにはぜひ全議員に情報を流していた

だければありがたいかなと思っていますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） なければ、本日の議会運営委員会は終了、閉会といたします。お疲

れ様でした。 

（閉会 午後 ０時００分） 


