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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２８日（水曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午前１１時４７分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．平成２１年定例会１月会議（日程第２号）について  

２．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） 

３．全員協議会の開催について 

４．条例・規則等について 

５．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．平成２１年定例会１月会議（日程第２号）について  

２．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） 

３．全員協議会の開催について 

４．条例・規則等について 

５．その他について 

                                         

○出席委員（９名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

 委  員 西 田 祐 子 君      委  員 近 藤   守 君 

 委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

 委員外議員 前 田 博 之 君      委員外議員 吉 田 和 子 君 

 議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 及 川   保 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     総 務 課 長    岩 城 達 己 君 

     経 営 企 画 課 長    高 畠   章 君 
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○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 
○委員長（山本浩平君） それではただいまより、議会運営委員会を開会いたします。 

                                 （午前 10 時 00 分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の協議事項でございますが、平成 21 年白老町議会定例会１月会

議、あすの１月会議の内容・日程についてでございます。その他、前回の付託審査の陳情書の

件、あるいは全員協議会の開催について等々がございますけれども、おおむね本日の議会運営

委員会は午前中で行いたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、まず局長から説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今回、日程第２号でございますが、提出議案追加ということで

５件きてございます。まず、補正予算が２件でございます。一般会計と後期高齢者の特別会計。

それと、条例の制定・改正が３件ございます。部の設置条例、副町長の定数の一部改正条例、

後期高齢者条例の一部改正、３件となってございます。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君）  それでは本日、説明のために岩城総務課長、高畠経営企画課長が、

本日の議会運営委員会に参加をしていただいておりますので、説明を町側からいただきたいと

存じます。 

 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 私のほうからは、議案第２号 平成 20 年度白老町一般会計補

正予算（第 11 号）、及び議案第３号 平成 20 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第３号）、この２点を一括してご説明させていただきます。いつもどおり、平成 20 年度補

正予算の概要、Ａ４版の概要書で説明させていただきます。 

 まず、１、歳入歳出予算の補正規模、一般会計（第 11 号）、2,176 万 7,000 円の増額補正で

ございます。財源につきましては記載のとおりでございます。 

 次に、特別会計 107 万 3,000 円の増額補正でございます。これは、後期高齢者医療事業特別

会計（第３号）の補正でございます。107 万 3,000 円の増額補正。内容でございますけれども、

保険加入者の利便性を考慮いたしまして、保険料の公的年金からの特別徴収につきまして、選

択性といたしますことから、その意向確認における郵送料などの事務経費を増額補正するもの

でございます。従いまして一般会計と特別会計合わせまして、合計額 2,284 万円の増額補正と

なります。 

 次に、参考のところの 20 年度の予算補正状況というところで、今回の補正後の予算規模でご

ざいます。まず一般会計、今回計上額 2,176 万 7,000 円が増額補正されますので、一般会計の

合計額は 101 億 5,851 万 5,000 円となります。特別会計は、今回計上額 107 万 3,000 円が増額

補正となりますので、合計額 96 億 7,872 万 4,000 円となります。今回、企業会計は補正がござ

いません。従いまして、合計額でございます。今回計上額の合計額が 2,284 万円、総合計額が

214 億 5,234 万 3,000 円ということで、今回の補正後の予算規模がこの額となります。 
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 続きまして、補正の主な内容でございます。２、一般会計補正予算の主な事項。（１）歳出、

民生費 200 万円の増額補正でございます。後期高齢者医療システム改修事業 200 万円の増額。

これはさきに特別会計でご説明させていただきましたけども、特徴にかかります選択性の導入、

これに伴いますシステム改修に要する経費の計上でございます。さきの特別会計は郵送費等の

事務経費に要する経費と、一般会計ではシステム改修に要する経費の計上と、このような区分

けになってございます。続きまして、土木費 1,976 万 7,000 円の増額補正、道路施設維持補修

経費 1,976 万 7,000 円の増額補正でございます。これは今後２回分の除雪費の計上でございま

す。合計額 2,176 万 7,000 円の増額補正となります。 

 続きまして、（２）歳入、国庫支出金 200 万円の増額補正。老人福祉費補助金 200 万円の増

額補正でございます。これは、後期高齢者医療システム改修事業に充当されます。 

次に、地方交付税 1,976 万 7,000 円、普通交付税 1,976 万 7,000 円の増額補正でございます。

これは、道路施設維持補修経費・除雪費、これの財源に充当されます。以上、歳入合計 2,176

万 7,000 円となります。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。 

ただいま、高畠経営企画課長から歳入・歳出予算の補正規模、また、一般会計補正予算の主

な事項についての説明がございました。特段、お尋ねになりたいことがございましたらどうぞ。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 一般会計補正予算の主な事項についてなのですけども。土木費の今後

２回分の除雪費の計上だということで今説明を受けたのですが、今後２回分で 1,900 万円かか

るということで、こちら考えてよろしいのでしょうか。前に１回聞いたときには、１回の白老

町内の除雪にかかわる経費は大体 700 万円くらいだと頭にあるのですけども、ちょっとその辺

についての説明だけ、もう一度お願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 大体１回一斉に出ますと、700 万円から 800 万円くらいかか

ります。その後、吹きだまりだとか局部的な除雪の依頼が出てきまして、それらを合わせます

と最終的に大体 800 万円から 900 万円ぐらい必要になるということで、今回、前回出たときの

部分も多少はみ出た部分もございます。そういった端数も整理した結果、こういう端数がつい

た数字になってございます。そういうことからして、２回分でこのくらいが妥当ではないかと。

これは専決処分させていただくのでしたら、ぎりぎりのところでもよろしいのですが、専決処

分の対象にはならないということで、多少多目に見積もっているのが現状でございます。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。ほか、ございませんか。 

なければ、どうもありがとうございました。 

 続きまして、条例制定・一部改正についてでございます。総務課長のほうから説明をお願い

いたします。岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） それでは、議案第４号 白老町部設置条例の制定についてご説明
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いたします。議案書、議４－１ページになります。本庁の行政運営を以前よりも増して効率的

で柔軟に進め、連携や調整を円滑に行い、責任ある町民サービスを迅速で効果的に進めていく

必要がありますことから、本条例を制定するものでございます。内容につきましては、さきの

議会全員協議会で詳細ご説明してございますので、その部分で部設置条例を提案させていただ

くものでございます。 

 続きまして、議案第５号 白老町副町長定数条例の一部を改正する条例の制定についてでご

ざいます。本町の副町長の定数につきましては、機構改革により部が設置されること、及び新

財政改革プログラムの推進項目である人件費の抑制を図るため、一人制とすることから、本条

例の一部を改正するものでございます。２名体制を１名というふうに改めるものでございます。

なお、期末手当、共済費を含む給与総額は約 1,100 万円でございます。一人当たり 1,100 万円

でございます。 

 続きまして、議案第６号 白老町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてでございます。高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部が改正され、本年４

月より、保険料の納付方法を選択することが可能となったことから、納付方法の一つでありま

す口座振替による保険料の納期を見直すため、本条例の一部を改正するものであります。今ま

で年金から納付が、このたびことしの４月から口座振替ということも選択できるということか

ら、条例の一部を改正するものでございます。以上、簡単でありますが、３件についての説明

を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございました。 

ただいま、岩城総務課長から議案第４号から第６号までの議案の説明がございました。この

場におきまして、特段お尋ねしたいことがあれば、どうぞ。特にございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは岩城総務課長、説明どうもありがとうございました。退席

をお願いいたします。 

 では、（３）の条例制定・一部改正について、局長から若干説明がございます。 

○事務局長（上坊寺博之君）  議案第４号をご覧いただきたいと思いますが、これは部の設置

条例でございまして、従前でありますと条文すべて朗読していただくことになります。見てい

ただくとおり、附則以降につきましては、この条例設置に伴います関連条例等の一部改正、要

するに名称変更の規定でございます。これをすべて読みますと相当の部分になることから、こ

の施行期日まで朗読していただきまして、白老町の課設置条例の廃止以降、議案説明の新旧対

称表、これについては省略させていただきたいという考え方を持っておりますので、ちょっと

ご審議いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  今、説明方法について局長からお話がございましたけれども、これ

についてはいかがでしょうか。このような申し出があったということでございますが、特に問

題ございませんか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君） では、そのようにさせていただくということで決定をいたしました。 

 それでは、（４）請願書・陳情書・要望書の取り扱い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）  ２つの団体から要望書等が提出されております。１件は、既に

議員さんには会派で協議をいただくために送付済みでございますが、１件は地場産業育成のた

め公共事業の増量・増額の要望書〔白老建設協会〕から提出されてございます。もう１件は、

議会における北海道の自衛隊体制維持を求める意見書を提出することのお願いについてでござ

います。自民党・道民会議北海道議会議員会から、２件が提出されてございます。これの今回

の取り扱いをご協議いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、ただいま局長から説明がございましたけれども、この２

件の要望書と意見書の取り扱いについて、皆様方からご意見を伺いたいと思います。どなたか

らでも結構でございます。どのように取り扱いをすればよろしいでしょうか。今までの例を参

考までに局長から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今件２件につきましては、請願、陳情でもございませんし、意

見書でもございません。一応、それぞれの議員に働きかけをするというものでございますので、

慣例によりますと各議員に参考配布ということになろうかと思います。 

○委員長（山本浩平君）  議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  この意見書の関係で、これについてどこかで誰かが出すという形で

あれば、これはこれで間違いなくこれですか。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これはあくまでも、それぞれの団体から出されたものですから、

意見書ではございませんので、それに賛同する議員が意見書として、正規の手続きを取れば議

長として提案するということになろうと思います。これはまだ意見書の段階になっておりませ

んので、そういう扱いでよろしいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私は自衛隊体制維持を求める意見書につきましては、私どもの会派か

ら意見書案として提出したいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  手続き的にはどうですか、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  次回になると思います。基本的に今、手元に議長には届いてお

りませんので、あしたかけるということは現実的に難しいと思いますので、次の会議になろう

かと思います。そういう意向であれば、正式に手続きを議長あてにしていただくのがよろしい

かと。前回の部分で５日前という規定が外れましたので、随時受理という形になると思います。

直近の本会議に、議運に諮るということになると思います。 

○委員長（山本浩平君）  そのような手続きですけれども、皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさんのほうから、意見書として提出したいということで
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ございます。では、今回については参考配布というようなことにさせていただきたいと思いま

す。地場産業育成のための公共事業の増量・増額の要望書、これについても参考配布というよ

うな形でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  ではそのようなことにさせていただきたいと思います。 

 続きまして、（５）定例会の日程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）  定例会１月会議、日程第２号でございますが、別紙のとおり議

事日程をお配りしてございます。先ほど申しましたように議案５件ということでございますの

で、そのような形で当日に上程したいという考え方でございます。それと委員長報告書、別紙

ついてございますが、これは追加議案の報告という部分でございます。これは形式的な通常の

部分でございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  日程についてはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは、次にまいります。（６）その他については、何か局長の

ほうからございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  １月会議ではございませんが、今一応予定として押さえていた

だきたいと思いますが、国の２次補正が可決成立しまして、関連法令だけがまだとおってござ

いませんが、国のほうから予算計上をしておくようにという指示が入っているそうです。それ

で前にご説明がありましたとおり１億 1,000 万円が白老町に配分されるということで、それの

事業決定をしていかなければならないということで、今のところ 18 日に２月会議を要請してい

ただきたいという担当レベルの今協議をしてございます。まだ首長段階の決定にはなってござ

いませんが、18 日と。それに合わせまして 12 日、一応通常の議会運営委員会を予定してござ

いますが、12 日に全員協議会、といいますのは、その議案の主旨説明のための全員協議会をお

願いしたいと。12 日、国の２次補正の関係と、それと合わせて東京事務所の概要の説明をいた

したいと。もう一つは第４次介護保険計画、保険料の絡みですね。その部分を、新年度予算の

関係がございますので事前にご説明しておきたいということで、できれば 10 時から、決まれば

12 日の 10 時から全員協議会を開かせていただきまして、議案の説明も合わせて。多分その国

の２次補正１本だと思いますので、それと残りの２本の全員協議会を終わらせまして、多分午

前中かかるかという予定はしてございます。午後から、改めて議運を開くという形にさせてい

ただきたいと。今あくまでも予定ということで押さえていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  この件について、何か質問があればどうぞ。前田委員外議員何かあ

りますか。はい、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君）  今２月 12 日、国の補助の臨時交付金の関係だと思うのですが、

きのう、おとといの新聞、道新ですけども。もう具体的な事業名が挙がっていますけども、先

般の議会の中で担当課長が、これからどういうような使途でやるかということを庁内の中で検

討していくという話があったのですけど、これらは議会のほうにもやはりどういう使い道どう
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だろうというぐらいの投げかけあって、知恵を集約するような方向にあるかどうか議長からお

聞きしてもらってはどうかと思うのです。庁内部局で決まったものを、そっくりそのままやっ

てしまえば過去の例からいけば訂正とか、議会がこういう案があるのではないかと言っても入

る余地がないのです。せっかくですからそういうその、採択するしないは別にして議会に事前

に諮って、議員の人は地域の実情を知っていますから、そういう部分ではこういう事業に向け

てはどうだろうという話を聞くだけの姿勢があるのかないのか確認というか、議会としてどう

なのでしょうと思ったのですけども。ただ町から挙がってきた部分が審議するだけでいいのか

どうかということです。 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２３分 

                                         

再開 午前１０時３９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。 

休憩中にいろいろ皆様方の貴重なご意見をいただきまして、緊急性もあるということもござ

いまして、あす日程的にそういった内容を組めるかどうかを確認をするということで、もしで

きるということであればぜひやるということで、皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では会議終了後、確認をしていただきたいというふうに思います。 

 ほか、その他について何かございませんか。ありませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  なければ次にまいりますけれども、付託審査の件の前に全員協議会

の開催についてのほうを先に行いたいと思います。局長、説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  きょうお手元に通知させていただいておりますが、議長の判断

で全員協議会を開催するということになってございます。これは議会運営基準の 35 ページにも

書かれていますとおり、「議長が必要と判断した場合は、全員協議会を開催できる」という規

定に基づいて行うものでございます。内容は新財政改革プログラムの検討課題となってござい

ました３点。施設休館日等の設定。ふるさと体験館森野、もう１点は循環福祉バスの料金改定、

もう１点は高齢者大学の自主運営に向けた取り組みと。一定の方向性を新年度予算に反映する

ためにまとめたので、議会のほうに一応決まり次第報告するということになっておりましたの

で、報告したいということでございまして、２日の日それぞれの委員会ありまして全員がお集

まりになりますので、産業厚生常任委員会、午後からですが終わり次第、この３点についてご

説明を受けるということでご通知させていただきました。まず報告ということで。 

○委員長（山本浩平君） 確認なのですけど、産業厚生常任委員会が 13 時からということでご

ざいますので、おおむね３時ぐらいからになってしまいますかね。大体時間的には。 

○事務局長（上坊寺博之君）  どのぐらいの議論があるかによりますけど。 

○委員長（山本浩平君）  この全員協議会の開催については、皆さんよろしいですか。特に異
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論はございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では戻りまして、付託審査の関係でございます。 

 先般、町民の方から陳情書が出まして、白老町議会議員削減に関する陳情書ということで願

意についての説明を陳情者からいただきました。それを会派に持ち帰って協議をしていただく

ということになっておりましたので、それぞれの会派での協議の結果をきょうはお話をいただ

き、またきょうここで、それが決定ということには多分ならないとは思うのですけれども、ま

ず付託審査の陳情書についての各会派のご意見を伺っておきたいと、このように思います。ど

ちらからの会派でも結構でございます。 

新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブ、近藤です。私の会派では 24 日に会派会議を行いました。

結論から申し上げます。定数削減につきましては一昨年の 10 月選挙で 20 名から 16 名に削減し

たということでございます。そういうことから、今期での議員削減は当然あり得ないというこ

とであります。ただし、更なる定数削減については今後大きな課題として取り組む必要がある

のかという意見になっております。また、大幅な議員削減という文言できておりますので、大

幅となるとやはり１けた台になるのかというふうに一般的に考えられます。そういうことにな

りますと、議員は町民の代弁者であるということで広く多くの皆さんから意見を聞き取ること

ができないと。それがまた行政に反映できないということがありますので、この辺も大きな問

題があると思いますし、また円滑な議会活動ができないと、さらにチェック機能が低下すると

いうことで、大幅な削減ということはやるべきではないというふうに思っております。 

また、優秀な若手を含めて、人心の一新とありますが、このことにつきましても我々も町民

の選挙において選ばれた者であるがゆえに、このことにつきまして我々がどうのこうのという

ことではなくて、それはやはり町民がその人を選んでやるべきだと。このように会派では終わ

っております。また結局、専門職とプロ化とか少数精鋭と出るのですけども、この言葉につき

ましては議会においてはなじまないものであると思います。これはやはり営業であるとか研究

であるとか自分の能力を自分で発揮する部門においてはこういうことは言えますけど、バック

にいる町民を背負ってやる議員活動については、こういうところは避けるべきであると思いま

すし、もしそういうことがどうしても必要であるのであれば外部監査といいますか、そういう

ようなものをやっていくのかと、このように思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。 

では、公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。まず、願意を聞いたときに眼目は定数削減である

という意見だと私は感じておりましたので、議員定数の削減については第３次議会改革の中で

もこれからの大きな課題として今後進めていかなくてはならない問題だと思いますし、特に一

昨年の選挙のときに 20 名から 16 名、今近藤委員からのお話があったとおり 16 名になったと。

そして今回鈴木議員の１名議席空いたということで、今 15 名でやっているのが現実なのです。
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この 15 名でやっていく中で、それに対しての補充選挙もしていませんし、次回のそういった選

挙までには議会改革の中の定数削減についてはやはり議論されなければいけない問題だと私も

考えます。そういった形の中では、我々議会としてもまるっきりこの定数削減、また議員定数

についての議論をしていないわけではありませんので、今後の大きな課題として取り組むべき

事項だと考えます。削減幅に関しましては、それは今ここで議論する話ではないと思いますの

で、それについては皆さんとこれからの議会改革の中の審議の中でお話を進めていくべきだと、

そう考えます。 

○委員長（山本浩平君）  はい、ありがとうございます。 

次に、日本共産党さんいかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 我々はもう一貫して、今までもずっと同じなのですけども、定数

は削減すべきではないという考えです。それは町民の多くの意見や、それぞれの立場、それぞ

れの団体、それぞれの地域、利益を代表して議員が出るという意味ではなくて、全く違います。

幅広く意見を聞き、議会が町民の意見をどう具現化するかというあたりが、それは議会の果た

す役割としては非常に大きいだろうと、今非常に定数が減っていっています。島牧さんだとか

は９人とか、本当にこれで議会というのが成り立つのだろうかというふうに思っております。 

ですから、願意について私はこの間聞きました。一つは 3,000 万円から 3,500 万円程度の削

減をしたいのだと、もう一つは残った分を議員にプラスをしてプロ化というか、それで生活が

できるような議会を目指すべきだというようなご意見だったようですけども、計算してみます

と、例えば 3,500 万円を４で割って、そして 12 で割るとひと月 73、74 万円になるのかと思い

ます。3,000 万円から 3,500 万円ですから、多いほうで計算してもそれくらいです。私はそう

いう金額をどうしても削減したいということであれば、議員の歳費を今カットしているわけで

すから、その分を持続すれば十分賄えるだろうと。私たちの会派では自分達の報酬が下がって

も定数は減らすべきではないという考えなのです。これは前回もそうです。前々回もそうです。

ですから、ほかのことは、今二人の議員さんが言われたことについては我々も共通しているこ

とはたくさんあります。例えば少数精鋭とはいったい何なのかと。何を少数精鋭と称されるの

か。そんな議論を私はしようと思っているのではないですよ。そうではなくて、それでそうい

う方は町民の皆さんが選ばなくてはいけないですよ。我々がこの人というわけにはいかないの

です。町民の皆さんが立候補された方の中から、この人が少数精鋭にはふさわしい人だという

ことを、町民の皆さんに選んでいただかなくてはいけないという、我々の立場というのはそう

いう立場です。ですから私は定数を減らすということが、そういうもろもろの問題を解決する

ことにはならないだろうと。 

１番最後に市になった北斗市というところがあります。私もそこに知人がいるのですけども。

市なので 30 万円にしようということにしたのだそうです。北斗市は上磯町ですから大きかった、

26 万円ぐらいだったのかな。それを 30 万円にするといったら市民が皆反対したのです。どう

して 30 万円にするのだと、そんなに必要ないじゃない。ところが歌志内も全部市といったら

30 万円以下の市はないのだそうです。報酬が。だから町と市の境といったら何も今はないです。
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今は赤平も砂川もうちのまちよりも少ないですけど、全部報酬高いです。ではそこがプロ化に

なっているのかといえば、私はそういうことでの判断ではないような気がしています。ですか

ら私は町民の皆さんが財政的に大変だというのであれば、そのことを十分考慮した態度を我々

がとれば、私は定数は減らさなくてもいいのではないかというような考え方であります。うち

の会派はそういうことで今後もいくということであります。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。 

清風クラブさん、お願いします。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブ代表の及川委員が本日欠席ですので、代理として会派の意

見を述べさせていただきます。前回説明いただきました中で陳情者の述べられたことは、議員

を削減して、ある程度報酬をきちんと考えるべきではないかというふうに第３次議会改革の中

で提案させていただいたのは、私たち会派でありますので、この件につきましてはきちんと議

会として第３次の計画の中でやっていくというふうに一応入っておりますので、今回はこれに

ついてある程度陳情者の意見を斟酌してやっていくべきではないかと、そういうふうな意見に

まとまりました。細かい内容につきましては、これからまた議論がありましたらその都度ご説

明したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風なのですけれども、私どもも平成 19 年に４名削減したば

かりでございます。また白老の町議会は非常に近隣の議会と比較しても、相当の議会改革を行

ってきております。積極的にやってきているところだというふうに思っております。そういう

中で全くそういったことをやってきていない議会から比べると、逆に進んでいるのではないの

かというふうに思いますし、今後に関しましてはやはり白老町の人口も今２万 200 人ですか、

もうすぐ２万人をきるような状況になると思います。自然の流れの中で、これは議員の削減と

いうのはやる時期がおのずから来るのは間違いないと思いますし、今国レベルでも衆院と参院

を１つにしてはどうかというような議論を始まったところでございますので、そういったいろ

いろな流れが地方議会にも影響してこないとは限らない、逆に影響してくるのかというふうに

も思っておりますので、今後の議論としては活発化してくる可能性はあるとは思いますけれど

も、いかんせん議会改革の中で４名削減したばかりの状況の中では今は削減すべきではないと

いう考えでございます。 

 続きまして、前田委員外議員、ご意見を伺いたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） まず結論から言うと、陳情の願意でもあります削減については、

私は削減していくべきだと思います。それと２点ほどありますけども、まずなぜかと言います

と、私は通年議会に入るときに前会議で賛成討論していますけども、その中で公に言っていま

す。通年議会制を導入するには議員定数の見直しは必要不可欠と考えて、現在の第３次改革の

中で議員定数の見直しの実施項目として取り上げるべきだということを言ってますけども、私

はこの中で取り上げるべきということは、その前に第３次白老町議会改革の取り組みの中で議

員定数と議員報酬という項目で、これはもう議員全員で決まりました。そしてこの中には新し

い時代にふさわしい議会の活性化と精鋭化を目指していきますと、そして議員定数及び議員報
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酬が白老町にとって適正であるか改革期間内において否決検討するということになっています

ので、そういう方向に向けて検討すべきだと思います。そして、今何人かの方から内容的なる

るがありましたけど、それは議会でもこの前の会議規則が決まりましたけども、知見的な専門

分野を活用して客観的な意見を入れた中で議論し、その結論を尊重すべきだと私は思います。

以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ただいま各会派、あるいは委員外議員の方からの、付託審査につい

ての意見を聴取させていただきました。今後の取り扱いについてどのように取り計らいをして

いけばよろしいですか。 

清風クラブ、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。今ほど新政クラブさん、それから公明さん、それと新風さ

ん。20 名から 16 名に削減したばかりなので、今回はするべきではないということは、つまり

この陳情は否決するというふうに受け取ってよろしいのですか。共産党さんは、あくまでも一

貫して定数削減には反対であるとおっしゃっていますから、当然この陳情に対しては反対だと

いうふうな考え方だと思うのですけど、そういうふうに受け取っていいのでしょうか。今回は

この陳情に対しては反対するけれども、今後第３次改革では話し合いますというふうに私は受

け取ったのですけども、違いますでしょうか。その辺どうなのでしょう。何か聞いていてよく

わからなかったものですから。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党からの意見に対しての今お話だったものですから、今期で削減

をするとかしないとかではなくて、今期その議会改革の中での削減項目については、第３次議

会改革の中での審議事項でもありますし、その中でやはり話を進めていくことが必要だろうと

いうことを私は言ってるだけで、別に削減するとかしないとかという話は今ここで決める問題

ではないということでとらえていただきたいと思います。第３次議会改革の中での議論の一つ

にもなっていますよね。議員定数については。ですからここで結論を出す話ではないというこ

とで言っただけです。 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５９分 

                                         

再開 午前１１時００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。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 第３次議会改革の中の定数についての議論は議会改革の中でしなくて

はならない問題だとして、これから取り組んでいかなければならないと思っていますので、そ

の中でしっかりとした議論が必要だというふうに公明党はとらえております。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風も全く同じでございます。 

新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 同じです。 
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○委員長（山本浩平君）  共産党さん、何かありますか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。定数について議論するということは何もやぶさかでは

ないです。それはもううんと議論すべきではないですか。ただ我々はこの陳情書の願意からみ

たら、私たちはこういう考えですということを述べたまでですから、そういうことでそれは議

論するのは、そういうふうになっていますから、我々みんなで議会運営委員会の中で決めたこ

とですから、それは定数について議論は十分、報酬ですとか、すべきだというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０１分 

                                         

再開 午前１１時１０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。先程一通りお聞きいたしまし

たけれども、第３次議会改革の流れの中での削減と、今回の陳情書として出てきた削減という

のは、これはまた別のものとして各会派に持ち帰って考えていただきたいと存じます。この陳

情書に関しての一定の結論を出さなければなりません。２月 12 日の議運の中で再度協議をした

いと思います。それを踏まえて各会派に持ち帰って議論をしていただきたいと思いますが、そ

の議論の題材ともなりますので、もし今、さらに皆様方から何か、意見交換と申しますか、ご

ざいましたらどうぞ。 

清風クラブ、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、委員長、第３次議会改革の中で削減についてと言いましたけど、

削減ではなくて、定数について議論をするということですね。 

○委員長（山本浩平君） 申しわけございません。私、間違いました。削減ではございません。 

○委員（西田祐子君） それでは先ほど前田議員から意見がありましたけれども、専門的知見

からの議論をどうのというお話がありましたけども、私も今回はやはりある程度、第３次議会

改革の中で定数を議論するということがありますので、今回の陳情に当たりましては、やはり

第３次議会改革の中で我々議会が定数について議論をしていくのだと、それではその議論をす

る中できちんとした形で学識経験者とかそういうようなものの中で、白老町議会にとって本当

に必要な定数というのは何名なのか、通年議会をやっていく上において必要な議員数というの

はどういうものであろうか、そういうものをきちんと議論をしていくべきではないかというふ

うな考え方を持っていますので、できれば今回は陳情者の意見については前向きに議会として

ぜひ取り組んでいっていただきたいという思いでおります。 

○委員長（山本浩平君）  確認をしたいのですけども、大幅な削減ということに対しても賛同

したいということですか。そこを確認させていただきたいと思います。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブの西田ですけれども、大幅な削減ということにつきまして

は、前回 10 名前後という意見が出ていましたけれども、それが適正な数なのかどうなのかとい

うことも含めまして、私どもの会派のほうで議論させていただきまして、おおむねいいのでは

ないかというような意見にいたっております。 
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現実的に、今鈴木議員が亡くなられまして 15 名の議員でやっておりまして、これから先、白

老町の人口も６年後には約１万 8,000 人台になるだろうといわれております。そこの中でやは

り役場職員も大幅に削減されてきますので、当然議会もそれに近い状態になっていくのではな

いかと、そういうふうな考え方でおります。 

○委員長（山本浩平君）  もう一点、今のご意見の中で確認したいのですけども。学識経験者

を入れた中でこの定数問題を議論したいという、そういうお話でしたよね。そういうご意見で

すか、再度確認させていただきたいと思います。同じことを前田議員にも伺いたいと思います。

まず西田委員。 

○委員（西田祐子君） 前田議員のおっしゃっている学識経験者とは、私の学識経験者という

考え方が正しいかどうかはよくわかりませんけれども、前回自治日報で発表されました、変革

迫られるか地方議会議員ということで、議会事務局からいただいた資料の中にやはり矢祭町の

日当制という問題もありまして、ほかにもまた各町村で定数が１けた台というところもたくさ

んあります。そこの中で北海道白老町議会も通年議会条例を施行しているというふうに書かれ

ておりますけども、ここの中の委員の中の１人が、「地方分権時代には選択の余地ある制度を

仕組むべき。何事にも通底するものの見方を必要だ」と。「みずかららのまちの地方議員は専

業化、ボランティア化も含め地方議会・議員のあり方も自治体・議会・住民が選択できる制度

設計の拡大が求められているのかもしれない」とまとめられているのです。 

そこの中で実際に、制度設計というものをどういうふうにとらえるかということになったと

きに、客観的な学識経験者、こういうような自治法とか、地方議会に精通している方のご意見

を伺えればありがたいと。そこの中で選択していける余地を議会として、一つの方向性という

のですか、もしかしたら議員の今の定数でいいというふうな意見になるかもしれませんし、も

っと専業化すべきだという意見になるのかもしれませんし、その辺はよくわかりませんけれど

も、通年議会を施行していく中でぜひそういうものを学ばせていただいて、白老町議会として

選択する余地のあるような、そういうものができればいいというふうに考えております。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員も先ほど学識経験者的なことが出ていましたので、

どういった意味合いなのか、私もよくわからなかったものですから。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私は陳情の願意については、皆さんそれぞれ本文に書いている

部分、そして陳情者が口頭で説明した部分、いろいろなとらえ方ありますけども、それは私は

別としたいと思います。なぜかというと、先ほど言った第３次改革にも議員定数と議員報酬と

いうことで検討するということになっていますから、私は今まで 20 人から 16 人にしたとか何

とか言っていますけども、それは今まで議論されたことについては尊重しますけども、やはり

客観的にそういう専門的な知見を活用して客観的に本当に人数を削減したほうがいいのかどう

かということを、そういうことを求めるべきだと思うのです。だからこの陳情書があるから仮

に採択されても、このとおりその専門的知見の人方が白老のいろんな状況を判断した中で、こ

れはいいのではないかと言ったときは、納得するかしないかは別として、そういう判断を仰ぐ

必要があるのではないかということを私は言っているのです。ただ身内で議論しても、先ほど



 15 

言ったように少数精鋭主義のとり方でさえいろいろ議論があるのですから。そういうことが身

内で手薄になってしまうのです。客観的にやはり意見を求めたらどうかと。もし私だったら、

それは 16 がいいのだ、12 がいい 13、それはそれぞれ議員として、そういうところに検討して

いただいた以上はそれに従うべきだと、私はやはり身内で議論するのではなくて、そういうと

ころですべきだと。これからの課題ですから。その採択するかしないかは別です。今、言った

知見的な専門的知見の活用というのはそういうことをしてはいかがですかということです。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。その専門的な知見の活用のことなのですけれども。

今言われたのは、この特別委員会なり、議員協議会の中に専門的知見の導入をして活用すると

いう意味なのか。それとも定数削減なら定数削減、定数増なら定数増、数をどうするかという

一つの審議会なら審議会みたいなものをつくってそこにそういう専門的な知見の意見を聞くと

いう意味なのか、それはどちらですか。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私はここに専門的知見てどういう活用で位置づけしていますけ

ど、そういうような運用です。だから第３的な審議会をつくって、その中で専門的知見を活用

して結論出すなら出しても結構だと私は思っています。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  大渕ですけど、例えば議会で実際にやっている町村がありますけ

ども、関西大学なら関西大学の地方自治を研究しているグループと交流をして、その一環とし

て定数の問題もやり、地方自治が今後どうあるべきか、世界の地方自治の状況と日本の地方自

治の違い、そういうものを、私は考慮するというのはそういうことを考慮していかないと、例

えば専門的知見の方々が出した結論が全部の町村の状況にあっているのかどうかは、それはま

た全然別の話なのです。私の意見はですよ。それに、まるっきり知らない札幌や東京の人が来

て、１カ月なら１カ月議論して、はい、ここの定数は 12 人がいいよ、５人がいいよと言ったら、

それに従うなんていうことには私はならないと思っています。それは町民の意見を聞くのとは

また違うことなのです。町民の皆さんが 12 人にしたほうがいい、20 人にしたほうがいいとい

う意見は、これは身近に感じている議会としてそうなのです。ですから地方自治として白老町

の議会なら議会、地方自治の議会なら議会としてどうあるべきかと。これヨーロッパやアメリ

カ自治体、ケネルそうですけど、議員は６人７人です。制度の違いがあるのです。 

ですから、そういうものもきちんと網羅して議論して多いか少ないかと話をするのはいいで

すが、私は専門的知見の活用というのはそういうふうにしていかないと定数だけの問題で、で

は白老町には何人がいいのかなんていう議論を出せる学識経験者が、私はいるかどうか、何を

根拠に、何を基準にそれをやるのかということになっていったら、それを選び方によっても全

然違うと思います。それはやっぱり専門的知見者を。だからそういうことをどういうふうに考

えられているのかと思うのです。定数をどうするかということに対して、審議会をつくって、

その中にそういう地方自治の権威の方を入れて、町民の方もたくさん入ってもらって、その中
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で議論するというなら話はまた別だと思うのだけど。どうもそこら辺が具体的にどういう運用、

我々の議会のメンバーで運用するのか、それとも定数の問題でそれだけで議論をしていただく

のか、地方自治全体のことを考えて議論していただくのかという当たりがさっぱり見えてこな

いものだから、私はそれはそれだけで結論を出すと、専門的知見の皆さん方だけで結論を出す

のか、そのようなことには、私はならないような気がするのですけど。そこら辺どうですか。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  それは、今言った部分は私否定しませんし、これは一つのこれ

からの議事的な議論なのです。どう思っているかということが。ここで私は結論づけてという

話はしていませんから。それは私は私の主張あるけども。それはどういう形で持っていくかと

いうのは、今大渕委員が言ったような方法だってあるし、それはこれから十分に議論していけ

ばいいと私は思っています。ただやはり、今言ったように全体の国の地方自治体のあり方、そ

ういう中でトータル的にやはり仮に北大のそういう地方自治を専攻している先生に入ってもら

うとか、あるいは町民からも混ざってもらうと。これは皆さんで議論されてどういう形の審議

会なり、知見的活用をしていいかという組織をつくって、そこで第３者的な結論をいただいて

はどうですかということですから、そこまで今大渕委員が言うようなことであれば、私はきち

んと自分の考えを説明しますが、今その時点ではないと思うのです。だからそれは大渕さんの

言うとおりの方法も一つあるだろうし、他の人もこれからそういうことになれば皆さん勉強し

て、こういう考えもあるのだと出てくると思うのです。それを集約すれば私はいいと思います。

ここで議論する話ではないと思っていますけども、私は大渕さんのいう部分も一つの方法だと

思います。だから客観的な考え方をある程度示したほうがいいのではないかということです。 

○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。そのことはよくわかります。ですから私が今言いたか

ったのは何かといいましたら、この陳情書の結論を出すのです。そのことに対してどういう方

策を取るかといったら、専門的な知見というお話になったから、議会運営委員会で今まで持っ

ている、定数問題をどうするかということに対して、専門的知見を入れるということと、この

陳情書に対しての今結論を出す話をしているわけだから、そのことに対して専門的知見を入れ

るのかということを、私はそのことを聞いているのです。それでなかったらこの結論が出ない

のです。議会運営委員会でやっているのはもうこれから、３年なら３年、２年８カ月だと結論

を出すわけですから。それは違うのです。話しているレベルが。だからそこのところで専門的

な知見のお話をされたから、では今回のこの問題で専門的な知見を入れられるのですかという

ことを私は聞いているのです。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  でも私は冒頭この陳情については、削減については私は思いま

すと。だからその手法についてはどうかということに関連付けて言っただけで、採択に対する

部分については、これから採択、不採択、そういう結論出ると思います。だから願意について

は、削減したらどうですかということに対しては、私は同意しますという話です。だけども定
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数見直しについて、議会でもやっているから、その分についてはそういう手法でやったらどう

かということで関連づけて言っただけです。別なことはわかっています。 

○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。結論的に言えば、この意見書の採択については採択か

不採択か、それともどうするかということの結論については専門的知見を活用するという意味

ではないという意味ですね。それでしたらいいです。 

○委員長（山本浩平君）  事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今、陳情の提出があるということは事実なのです。議会改革、

24 年までの中で定数、報酬のあり方を議論するというのも事実なのです。これを一緒にかぶせ

て考えるとわからなくなるのです。ですから３次の部分とこちらと一緒にしてやるとだめにな

りますので、あくまでも陳情に出てきている思いというものを、今の時点でどうするかと判断

しないとだめだと思います。ですから３次の中で知見を使うかというのは、３次の中の議論で

あって陳情の議論に入れてしまうとなかなか結論があいまいになってしまうという気がします。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  それは私はとらえ方がどう思われたかわかりませんけど、最初

委員長が採択云々ではなくて削減についてどういう形でと言ったので、私は意見を言ったと思

うのです。これは陳情の取り扱いを採択するか不採択か考え方どうですかと言われればはっき

り物言いましたけど、願意の削減についてどう会派の中で議論しましたかということなので、

私は私の意見を言ったつもりなのです。だから一緒だと思っていません。 

○委員長（山本浩平君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君） 先ほど委員長諮ったように、今皆さんそれぞれ会派であれしたけど、

３次のほうで議員定数についての議論をしようということで、これは前から決まっていること

で、それと今回のこの陳情とオーバーラップして、いろいろダブって混乱している部分がある

ものですから、先ほど委員長が諮ったように、再度３次は３次でまたこれはずっとやることだ

と、陳情は陳情として、この思いについて現時点でどう考えるかということについて、各会派

にもう１回持ち帰って十分議論してくださいということで提案になったものですから、そうい

う形でよろしいのではないですか。それで十分、そういうようなお互い思いで、この陳情につ

いて十分議論してくださいということで諮られたので、その形できょうは進めていただければ

というぐあいに思います。 

○委員長（山本浩平君）  いろいろと皆様方からご意見が出たとは思いますけれども、再度き

ょうのいろいろ皆様方から出てきているお話を加味しながら、再度各会派に持ち帰って協議を

してきていただきたいと思います。そして２月 12 日に、この陳情書の取り扱いについての結論

を出したいと思いますが、それでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、そのような形にしたいと思います。 

 それでは続きまして４番目、条例・規則等についてでございます。局長。 



 18 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回の議会のときに、お示しさせていただきました、地方自治

法の改正に伴って、全員協議会の取り扱いをどうするかという投げかけをさせていただきまし

た。これの部分についてご審議をいただくということで、それを実際に３月議会から適応する

ということになれば、ちょっと３月会議の日程が若干変わりますので、それも含めて３月会議

に適応させるかしないか、まだ継続させるかどうかという部分も含めまして、ご議論いただき

たいと思います。資料お持ちでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  前回の協議の中で会派持ち帰りということでございましたので、そ

れぞれの会派の意見を伺ってまいりたいと思います。新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） これは、大いにやるべきだという結論に達しています。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  共産党さん。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。この全員協議会の実施要項を決めるというのは、私は

今決めて、３月会議から、今近藤委員はそういう意味だと思うのだけど。３月会議から適応す

べき。それはなぜかというと、議案が今まではこの場で議案説明されていたのだけれど、２回

していたのです。それを１回にして、全員にするというのは、これは極めて徹底するには、そ

れと今まで議運と同じ日にちだとしても全議員に伝わるのは早いのです。例えば議運やってそ

の夜やったとしても、半日くらいの時間はあるのだけど、今回の場合はそのまま直に全議員に

徹底できるという。これは全議員にとっては、私は極めて有効な手だてだと思いますので、こ

れはもうやって、全員協議会そのものが正式な会議として認められたわけですから、当然３月

会議から活用すれば、極めて有効な一つの、このこと自体が議会改革になるというふうに私は

理解して、私の会派はぜひ３月会議からそういうふうにやってくださいと、そうするとものす

ごく早く議案が中身が説明されるわけですから。ですから２回しなくてもいいだとか合理的な

部分もありますので、ぜひやってほしいというのが私の会派の考えです。 

○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。うちらの会派も同じ意見でございます。ただ一つ、議案説

明会ということでありますので、全員協議会の場での議案説明会でありますので、それに対し

ての質疑だとか、その辺のきちんとした、皆さん、私もいろいろな部分を勘違いする部分があ

るのですけども、そこもしっかり踏まえた形の中での全員協議会にもっていくべきだと、それ

を皆さんとしっかり徹底した中で行っていければいいかと、事前審議にならないようにです。

それを踏まえた形の中での執行ということでお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブ、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブ、西田です。私どもの会派もこれにつきましては、ぜひ早

急に実施してほしいという意見でまとまりました。特に説明を受ける段階におきまして議案説

明とか、二度する手間も省けるのもそうですけれども、議員一人一人がしっかり議案の内容を

理解できるということにつきましては非常に画期的な方法ではないかという意見になりまして、

ぜひ賛成したいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけども、今清風クラブさんと、全く同意見でございま
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して、３月会議からやっていただきたいと、こういう意見でまとまりました。 

 それでは、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私も主旨からいけば事前審査にならないということを理解して

もらっているし、町側もそういう認識に立てばいいと思います。ただ前回お話しましたように、

時間差が出てくるのです。全員協議会で議案説明すると、本会議で即質疑に入ってしまいます

から、傍聴者とかそういう方がわからないのです。それもこの前局長も話していましたけども、

インターネット等で放映できるような形にすべきだと、私は思います。仮に賛成討論、反対討

論するときも質疑はやりますけど、多分今回のこの人事案件も議案を見たら、前回の全員協議

会の説明みたいような資料でるる説明がありませんから、それ入ってしまうと経過がまるっき

りわからないのです。そういうことはやはりスムーズな、町民も議論の内容を承知してもらう

ためにも、それだけは解決すべきだと私は思います。それがなければ私はちょっと議員よがり

になってしまうと思います。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  実施要項の解釈は、まず一つは事前審議にならないように、そ

れは当然だと思います。そのために、これはあくまでも議長の招集によって開く会議で議長が

最初に主催しますので、これは議長にゆだねられた権限で事前審議に当たらないように運営し

ていただくというのは一つの主旨だと思います。あえてそこに事前審議に当たらないようにと

書き込んでもありますし、それはカバーできるかと。 

もう一つは、あと議員個々の意識の問題でありますから、そこは自分達が意識すればそれは

ないだろうと思います。それと前田委員外議員がおっしゃいました、町民に対してどう伝える

か、傍聴者ですね。それはやはり重要だと思います。本会議の会議録と、この全員協議会の会

議録は分けるべきではないという思いがしております。分離することによってわかりづらいと。

もう一つは、伝え方としては今言ったように事前に広報ですとか、伝えるということが必要で

すが、現実にインターネット 200 人ぐらい見ている日がありますから、それを流すということ

は重要だと思います。今そういう部分については予算審査、決算審査しか流してございません

ので、これは議運で流すという確認をいただければ、これは全然問題ないと思います。１回切

りで終わるようなシステムではございませんので、それは定着することによって町民にも多分

伝わるかという意識はしております。それと本会議においては会議録の、要するに新規条文全

部読み込まないようにするものですから、特に新規条例については会議録の中に添付する必要

があるだろうということで今、事務局内ではそういう今どういうふうにするか研究するように

という話はさせてもらっていますので、その辺までクリアできれば全然従来の運営の仕方とか

わらないのではないかと思っています。なおかつ議員にとっても、ものすごく有利なことでは

ないかという事務局の段階では理解しております。まだ町側の大体の考え方は、おおむね町側

も実施してほしいというような意向ですので、進めていければいいのかと思っております。特

に３月会議だけなのです。新年度予算の編成がありますので、実際にやるとなったら早く議案

説明会をしなくてはならない、その部分だけちょっと町側との調整が必要なのかと思っており
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ます。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君）  皆様方の意見としては、もう大いにやるべきだということで、事前

審議、事前審査のことにつきましてはクリアされるというようなことで、今局長から説明があ

りましたので、これは皆さんご理解いただけたかと思います。もう一点は町民に対しての伝達

方法、これもインターネット等を通じて行えるということなのですけども、これについては皆

さんどうですか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。インターネットは当然流すべきです。これはもう

はっきりしています。ですから流すということと、もう一つはやはりそのときに、きょうのこ

の議運できちんと徹底しておく必要があると思うのは、質疑はしないということですから、た

だ理解できない部分について聞くのは構わないということだと私はそう思っていますから、そ

こをはっきりすると。質疑をするから事前審査になるのだから質疑はしないけれども、これは

もう理解できないからここはもう１回説明してくださいというのは聞いても構わないと思うの

で、そこら辺だけは各会派で徹底すれば問題はない。 

ただもう一つあるのは、本会議になったら今までとは違って、いきなり審査になりますから、

議員自体が準備してこないと何か知らないけどいっちゃったとなりかねないので、そういうあ

たりは我々含めて本当に気をつけなくてはいけないけども、その２点ぐらいで私はいいのでは

ないかと思います。流すべき。 

○委員長（山本浩平君）  インターネットに関しては、異論ございませんね。流すべきという

ことで。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  吉田副議長。 

○委員外議員（吉田和子君）  今までは議運で説明していましたので、会派で必ず責任を持っ

て説明をしていました。ただ全員協議会のときに欠席した議員の問題があると思うのです。そ

の点は資質の向上という面からも議員みずからきちんと議長なり、その内容を確認しておくと。

ただ当日説明がないわけですから、その中で賛否をするということは問題があると思いますの

で、そういった確認はきちんとするということも、きちんと会派を通じて全議員に流すべきだ

というふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  今、副議長から出された問題、そして大渕副委員長から提起された

ことについては、皆さん全く異論はないと思いますので、各会派で徹底をしていただいて、速

やかに３月議会からこれを行うというようなことで結論づけましてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君） 一つ、インターネットで流すということ。これは今まで全員協議会、

予算、決算、本会議は流れていますけども、全員協議会は流れていないですね。それで今回、

特に３月会議では流したほうがいいというような今意見ありましたね。だけどすべて全員協議
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会を流すという意味ではございませんね。その辺については今後、別な角度からいろいろあれ

すればいいのですけども。とりあえず今回の説明、この全員協議会については流すということ

で理解していいのですね。皆さん、そういうことですね。わかりました。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  ケース・バイ・ケースですけど。議案に対しては、その都度流

さないと連続性がもてなくなってくるのではないですか。すべというのではなくても。議案は

議案とか、何かある程度の部分は流していかないと。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ちょっと資料を見ていただきたいのですが。議案説明会という

定義の全員協議会と、それと 17 条の規定の全員協議会があるのです。というのは議案審査に関

係ないというのも正直いってありますので、これについては従来どおり運営基準に基づく開催

用例にするということを決めていますので、17 条に規定するときは放映しないと。第３章に基

づいてやるときには放映するという区切りでよろしいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君）  今局長の説明のとおりの解釈で皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時４３分 

                                         

再開 午前１１時４４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。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今お配りしたのは、第１案、裏が第２案と書いてありますが、

第１案については従来のやり方でいくとこういうふうな形になるという議案でございます。と

いうのは 24 日議会運営委員会を開きまして、27 日から開会しますと、まず執行方針を受けて

から予算関連議案の説明を行うと。説明のみの会議を２日続けるということになって、それか

ら一般質問受けて、どうしても 17 日ぐらいから開かれて 23 日に終わると。こういう日程にな

りますけど。今言いましたけど議案説明会という会議を設けることによって、相当変わってく

るということです。今、町と協議をしているのは 24 日に開くのはかわらないのですが、24、25

で全件の議案説明を終えてしまうと。このときに執行方針を配りますということにしますので、

当然新年度予算等の説明も含めて執行方針も理解できるわけですから、２日に一般質問を締め

切って、答弁調整が当然ありますので９日から再開するという形になります。そうすると町側

もそうですし、議員さんのほうも拘束する時間が相当かわってくるのです。すっきりするかと

思います。９日再開しましたら、執行方針を一応は受けますけど、当然手元に渡っていますし、

通告も終わっていますから、形式的な執行方針を述べていただくということになろうと思いま

す。町民は知らないですから。このような形に変わって、割とシンプルになるかという気がし

ています。今、町側とこの２案で成案を詰めたいと思っております。一応おおむねそういう形

になるだろうということで、案という形で押さえていただきたいと思います。 
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○委員長（山本浩平君）  この２案の日程について何かお尋ねしたいことがあればどうぞ。特

にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  なければ先ほどの議論のとおりで進めてまいりたいと存じます。 

 それでは、５．その他についてですけど、局長ございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私のほうでは持っておりません。 

○委員長（山本浩平君）  皆様方から何かあればどうぞ。ございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） では、以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでございました。 

（午前１１時４７分）  


