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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 ２月１２日（木曜日） 

   開  会  午後 ２時４２分 

   閉  会  午後 ５時００分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．平成２１年定例会２月会議について  

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．部制の実施に伴う常任委員会の所管について  

４．議員の賛否状況の公表について  

５．議員が兼ねる審議会・委員会の就任について  

６．白老町議会全員協議会運営要綱の制定について  

７．全員協議会の要請について 

８．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２月会議について  

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．部制の実施に伴う常任委員会の所管について  

４．議員の賛否状況の公表について  

５．議員が兼ねる審議会・委員会の就任について  

６．白老町議会全員協議会運営要綱の制定について  

７．全員協議会の要請について 

８．その他について 

                                         

○出席委員（８名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 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      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 西 田 祐 子 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 

     主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  それでは、ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

（午後 ２時４２分） 

                                         

○委員長（山本浩平君）  本日の協議事項の１番目から早速入ってまいりたいと思います。 

 １番目、平成 21 年白老町議会定例会２月会議について。提出議案、町長提案１件、補正予算

でございます。これにつきまして、局長のほうから説明願います。  

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは、私のほうから１、２まで続けていいですね。 

 ２月 18 日、２月会議を予定しておりまして、町長提案、追加提案でございますが、補正予算

１件でございます。 

あわせて予算の説明ですが、きょう議案説明会ということで、冒頭 10 時から説明があったと

おりでございます。当日ですが、議案書を少しご覧いただきたいと思いますが、前の議会運営

委員会でも、本会議のあり方をちょっと議論させていただいてございまして、当日は議案第１

号の議の１―１ですね。提案説明のみ本会議で説明されますので、従来２ページ以降の事項別

明細書等を説明してございましたが、これについては本会議で省略すると。「何月何日提出、白

老町長」。ここまで朗読するようになりますので、18 日は今までのやり方とちょっと違和感を

感じるかもしれませんので、その旨だけよろしくお願いしたいと思っております。１、２まで

以上です。  

○委員長（山本浩平君）  特段質問があればどうぞ。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） (３)でございます。請願書・陳情書・要望書の取り扱いについて。

これも局長のほうから説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  本来であると、事前にそれぞれの議員さんにお配りして、議論

していただくところですが、９日に受付受理いたしまして、この内容が、物価上昇に伴って年

金の引き上げを求める意見書を出していただきたいということでございまして、基本的にいき

ますと参考配布になりますので、次の議会というよりも、情報を早く皆さんにお伝えしたほう

がいいかなということで、きょう事前送付なしで、ぶっつけでさせていただきました。提出先

は、全日本年金者組合。全国組織と北海道本部の組織と、連名で提出されてございます。  

議会運営基準を見ていただきたいと思います。これは要望書でございますが、28 ページの４

に準じるものだな、という判断がされると思います。郵送等によるものについては、本会議に

参考配布するにとどめ、審議を行わない。議員の判断により、意見書を出していただくという

ことになろうかなと思います。私からは以上です。  

○委員長（山本浩平君）  この取り扱いについて。この請願の、議会運営基準の申し合わせ事

項の中の４に、このように載っておりますので、参考配布というような形をとりたいのですが。

これを受けて、どこかの会派で出したいというところがあれば別ですけれども、いかがでしょ
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うか。参考配布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）  では、そのように取り扱いをさせていただきたいと存じます。  

 次、(４)定例会の日程について。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町と協議をしております結果、２月 18 日、案件が１号議案だけ

ですので、１日限りといたしたいと。議事日程につきましては資料２でお示ししているとおり

でございます。それと裏面は、議会運営委員長の報告案文でございます。今回から議案説明会

という全員協議会の位置づけをいたしましたので、それを正式に委員長報告として行うという

内容になっております。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  続きまして、協議事項の２番目でございます。これは、前回皆様方

からいろいろと会派のご意見を伺いました。また、陳情書の提出者から願意の説明もいただき

ました。この陳情第１号、白老町議会議員削減に関する陳情書ということでございますけれど、

持ち帰って、各会派で協議していただいたと思いますので、各会派の結論、これは採択するか、

しないかという結論かなというふうに思いますけれど、どちらの会派からでも結構でございま

す。協議の結果をお知らせ願いたいと思います。  

 なければ、ちょうどこの順番になっていますので、表の順番どおり伺っていきたいと思いま

す。日本共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これは私、前回も申し上げましたけれども、私達はこ

の陳情書の願意も含めてお尋ねをいたしました。私どもは一貫して、議員定数は減らすべきで

はないと。町民の民意をきちっと反映できると。それには、私達は今の人数は必要だというよ

うに考えております。財政的なことが問題になるのであれば、それは、歳費を下げても議員定

数というのは、どれだけ多くの人の町民の意見を聞けるかということが、私は議会の務めであ

ると思っています。ですから、全道町村議長会の事務局、それから、周りの状況は十分ありま

すから、そういうことは考えています。しかし、財政的なことであれば、私達は歳費を下げて

も定数は減らすべきではないという、基本的な考え方は一貫しております。前回も前々回も同

じような形でお話をさせていただきました。ですから、多くの町民の意見を反映するためには、

こういうことが必要だと。そのことによって、国の上限定数も、そういう形の中で私は決まっ

ているというふうに思っておりますので、私達は、定数は減らすべきではないという考えでご

ざいます。  

○委員長（山本浩平君）  採択する、しないでいえば、不採択という結論でよろしいですか。  

○副委員長（大渕紀夫君） そうです。  

○委員長（山本浩平君）  わかりました。新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 我々持ち帰りまして、大変議論をいたしました。前回は、私は定数削

減もやむを得ないのではないかということで申し上げましたけれど、皆さんと議論をした結果、
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今は、やはりその時期ではない、といいますのは、２年かけて現在の 16 名に削減したわけです。

そのことからして、やはり今、ここで削減するということは、チェック機能の低下にも及ぼし

ます。また、通年議会を実施したばかりで、その結果をまだ検証もしていないと。そんなこと

の中から、今の時点では、定員の削減については、議論するのは時期尚早であるということで

ございます。もっと、もっと、時間をかけて議論すべきであるということでございます。  

○委員長（山本浩平君）  不採択ということでよろしいですか。 

○委員（近藤 守君） 不採択でございます。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。  

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。結論から言って、不採択と。まず陳情者からの意

見、願意は本当によくわかる部分があると思います。今の議会の現状等々照らし合わせても、

そういった形の中で町民から見られているという部分は、本当に大いに私達も感じなければい

けない部分かなと思います。しかし今、この議員定数については、第３次議会改革の中でしっ

かり改革項目として取り上げていかなければならない問題として、議会で取り組んでいる現状

にあります。今回はそういった部分を含めて、この任期中といいますか、この中でしっかり取

り組んでいく部分であるということであります。それが一つの理由であります。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。続きまして、清風クラブさん。  

○委員（及川 保君） 清風クラブです。結論から言いますと、これは採択すべきだという会

派の考え方でございます。と申しますのは、この陳情が出る以前と言いますか、今の新たな議

会が確定されたときに、第３次の議会改革をするに当たり、この議員削減、そして報酬含めた

この部分を、きちっとやはり、私達はチェック機能と、今、先ほど申し上げた会派がありまし

たけれど、この部分をきちっとすべきだろうと。であるならば、本来の議会のあるべき姿はや

はり、本当にチェックできる体制にすべきだろうと。そのためには、議員定数をきちっともう

一度見直して、この項目を改革の項目に入れるべきだと。皆さんとここで、議運の中で、かな

り議論を戦わせた中で、時間をかけて、最終的に、この今の議会の改革の中で盛り込むという

形に実はなったわけでありまして、そのことが、たまたま今回陳情として上がったわけであり

ます。ただ、陳情者の意見というのが、私どもの正式な委員会の中での陳情者のご意見が出さ

れたりしまして、その中で、「今すぐ解散しなさい」とか、実はこういうお話が正式な委員会の

中でございました。そういうことも踏まえた中で、非常に厳しい状況かなと思っていたのです

が、先般の陳情者の説明の中で、そういった部分をきちっと網羅されていたなということがご

ざいましたので、この陳情については採択という会派のまとめであります。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。  

 私ども新風でございますけれども、結論から申し上げて、不採択という結論になりました。

理由としては、先ほど新政クラブさんからも出ておりましたけれど、平成 19 年にあれだけの議

論をして、20 名から 16 名という大幅な４名削減。これもけんけんごうごうとした議論の中で、

町民から出てきてから削減したのではなく、16 名に削減、議会が自主的に４名削減ということ

で、なかなかな決断で、時間をかけて、そして決めたばかりでございますので、今、この時期
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においてさらに削減するということは、チェック機能の低下にもなりますし、また、委員会構

成をどうやってやるかというようなことも、そう簡単に削減をしてうまくいくような状況には

ならないだろうという理由が一つ。  

もう一つは、私ども会派の考え方としては、夕張のような状況にならないために、町民の痛

みも伴う新財政改革プログラムではございますけれども、それを行うことによって、一日も早

く、白老の財政を回避するということに対して、私どもは賛成をしてまいりましたので、願意

の中にそういった内容も入っておりますけれど、私どもは、今の状況の中で削減をするという

ことは、反対でございますので、不採択という結論でございます。  

 それでは、無会派のご意見を伺いたいと思います。前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君） まず私は結論から言うと、採択すべきだと思います。陳情書も、

直ちに削減しなさいというような言い方はしていません。私は、そういう解釈をしています。

期間的な猶予は、多分織り込まれているのだろうなと。陳情書の行間から読み取りました。そ

ういうことを考えますと、私は通年議会を導入するときに、議員定数の見直しは必要不可欠と、

こういうことで賛成討論していますし、議員定数及び報酬にとって、議会改革期間中に引き続

き検討すると。第３次改革で取り上げていますので、ただ、今すぐでなくとも、将来的、この

任期中には当然やるべきだと、私は思っていますので、採択すべきだと思います。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  各会派と無会派の前田委員外議員からのご意見もただいま伺いまし

た。きょうは結論を出さなければなりません。これは全会一致ということであればそのような

ことではないのですけれど、採択すべきという会派が１会派ございますので、これからいろい

ろ議論したとしても、恐らくそれぞれの会派で時間をかけて協議を重ねてきたことと思います

ので、委員の皆様方、無会派の方は人数には入らないのですけれど、委員の皆様方の採決を行

いたいと思います。そういったことでよろしいですか。もう少しこの件で議論いたしますか。  

 及川委員。  

○委員（及川 保君） これは持ち帰りで、前委員会の中でも、私どもの会派でも、かなりの

議論をして報告しているはずなのです。きょうまた報告させていただいたのですが、どうしよ

う、これまた持ち帰ってという話にはならないと思いますので、ここでどんな議論をするのか、

どんな議論になるのか。また、私どもが話し合ったことを超えて、また話が出るということに

はならないので。またここで話し合うのですか。  

○委員長（山本浩平君）  最終的には、本会議での採決ということにはなるのです。  

 議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今、採択、不採択。それぞれの会派で議論をした経過、あれしまし

た。この陳情審査の中と、それから今まで皆さん、我々第３次改革で議員定数を見直すという、

減る、減らないは別にして、議員定数の議論はしようという形で、これは今まで来ているとい

うようなところ、一つこんがらがってしまって、皆さんの話し聞いていると、前にそういうこ

とをやっているから採択だろう、いや、採択か不採択しかないという陳情の本来の性質からい

って、陳情の中に大幅な削減というような願意も、陳情の文章の中で入っていますよね。それ
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から、その減での取り扱いで、聞いていると、これから議論をするのだから、今の陳情には不

採択だよと。これから議論すると言ったのだから、陳情採択だよと。認識がこんがらがってい

るような感じがするのだけれど、もう少し議論をして、事務局のほうから陳情の採択、不採択、

そのほかに何か支障があるのか、そういう基準を言って・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君）  だめです。 

○議長（堀部登志雄君）  だめですか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  皆さん、資料をお持ちですよね。委員会規則の７ページを見て

ください。そこで 45 条がありますよね。請願の審査報告という。これはまず、議会運営委員会

に今、審査付託されましたので、ここの結果を出さないとだめなのです。これを持って、本会

議に戻さなくてはならないのです。最終判断は本会議で全員が採択するか、しないかというの

を、採決を図るのです。それが最終的な議会の意思になります。ここでは事前審査としての、

予備審査としての付託ですので、そこに書いてあるとおり、「委員会は、請願について審査の結

果を次の区分により議長に報告しなければならない」と。本会議に戻さなければならないので

す。そこは採択すべきもの、不採択すべきもの、このいずれかしかないのです。「２、委員会は、

必要があって認めるときは、請願の審査結果に意見をつけることができる」という規定になっ

て、戻さなければならないと。結論を言いますと、マルか、バツかと。２択だということが原

則です。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  この件についてもう少し議論していただきたいなと思います。採決

する前にもう少し、皆さんで議論をしていただいたほうがいいのではないかなと思うのですけ

れど。どうですか、その必要はないですか。  

○委員長（山本浩平君）  それでは今、議長から、今ここで採決する前に、もう少し議論をし

たほうがよろしいのではないかという提案がございましたので、さらに今の各会派のご意見を

伺った中で、特段何か、皆さんお話ししておきたいことがあればどうぞ。  

 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） この件に関しては、今、確かに、これからの議論深めてほしいという

話ですけれど、会派に持ち帰って、会派で相当議論を重ねて、今回この場所に持ち帰ってきて

いるのです。ですから、またあえて言わせていただければ、これは私達の考え方かもしれませ

ん。新たな案件に対しての陳情であれば、それについてのまたいろいろな議論というのがある

かもしれませんけれども、第３次議会改革の中でこの定数については、削減するのか、これで

いいのか、悪いのか、ということも含めて、議会の中で取り組んでいる事項だと私は認識して

いるのです。ですから、先ほども言いましたけれど、陳情者の願意だとかそういったものにつ

いては、先日お伺いをして十分わかったつもりでいます。ただ、この件に関しては、第３次議

会改革の中で、議会として取り組んでいくべきものと思いますので、陳情を受ける、受けない

という部分に関しては、これは議会側の問題であるという形の中で、私達はこういった判断を
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させていただきました。  

○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。基本的には、私達の考え方は、ずっと一貫しておりま

すので、そこのところをいくら繰り返しても同じなのです。ただ、この問題は、今言われまし

たように、議論する中身になっているということだけは事実なのです。それが、大幅に減らす

のか、減らすのか、ふやすのか、現状どおりでいくのかというのは、これからの議論なのです。

ですから、今ここで「大幅に減らしなさい」ということを採択するということは、そのことの

結果が、もう出てしまうということになってしまうわけです。ですから、我々の考え方一貫し

てあるのだけれど、今の置かれている状況から見ても、そういう形になってしまうと。そうで

あれば、不採択にせざるを得ない状況に、大幅削減というのは、不採択にせざるを得ないとい

う状況になるのかな、と私は思っています。ただ、基本的には我々は、減らすことについては

反対ですから、一貫してそれは同じですから、同じことをいくら言っても同じですから。ただ、

理論的に、「なぜ」ということについては、いくらでも話はできますから、そういう議論をする

というのだったら、それはしたほうがいいとは思います。ただ、今回の陳情についての願意に

ついては、そういうことですので、明らかに今、我々がふやすか、現状でいくか、減らすか、

大幅に減らすかという議論をしている最中だという中での陳情だという認識が、皆さんにある

のではないかという気はしますけれど。  

○委員長（山本浩平君）  ほか。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私の会派では、前回は、要するに、議会改革での定数削減

問題と、陳情の定数削減とが、どちらかというとこんがらがってしまって、ある程度削減すべ

きでないのかなという結論に一部なったわけですけれども、その後の、ここの議運での議論を

踏まえて、これは別問題であるということがわかりましたので、それはそういうことでもって、

持って帰ってやったわけです。ですから、あとこれからもしやるのであれば、第３次議会改革

の中で大いに議論して、ふやすか、減らすかということは、やるべきなのかなというふうに思

っています。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員のほうから何かありますか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。私ども先ほど申し上げたように、議長からまた議論してほ

しいというご意見もあったのですけれど、この願意からすれば、私ども３次の改革で入れさせ

ていただいたこの部分については、非常に網羅されているなという部分があって、会派として

は賛成だと、採択すべきという、こういう意見の一致を見たわけでありまして、これをまたさ

らに議論をすると言っても、これからまた議員定数についても議論していくのでしょうから、

うちの会派の対応をさせていただきたいということでございます。  

○委員長（山本浩平君）  私どもも、さらにつけ加えてというのはございません。先ほどの理

由でございますので、それ以上はございません。  

 前田委員外議員ありますか。前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  きょうは結論の話で、前回いろいろな経過議論したときには、



 9 

そういう話でないよと。採択か不採択の考えですよと、そういうことできょうさせていますけ

れど、また少し戻ったような議論も出ていますけれど、あくまでも請願・陳情ということは、

議会の意思の決定をするときに、これは通常、要望した願意は妥当性があるかどうかというこ

となのです。そうすると、今、るるお話しした中で、第３次改革で、結果は別です、そういう

ことをしましょうということであれば、願意がある程度妥当性あることを言っているのです。

そういう部分の中で議論をして行かないと、私は議長が今言ったように、もう少し意見しあげ

て差し戻したけれど、また堂々巡りになってしまうと思いますので、そういう部分の陳情につ

いての妥当性かどうかということでもって、やらざるを得ないのではないかなと思います。 

 私は、これについては、先ほど言ったような形で、要約をすると、妥当性は陳情書にはある

のかなと、そういうことで私は採択ということです。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前田委員外議員に。今の第３次議会改革で取り組んでいることと、今

回の陳情で出てきている削減という問題については、これは一緒ではないですよ。だって、第

３次議会改革の中で取り組んでいることは、削減ありきではないですよ。だから、願意は第３

次議会改革の中にも組み込まれていると。それは違うのではないですか。これから議論の中で

それは進んでいくことであって、今の現状がいいのか、削減しなければいけないのか、それと

も、やはりこれでは足りないかという議論は、これからの議会改革の中でやらなければいけな

い部分で、願意が第３次議会改革で取り組んでいることと共通しているのであれば、私だって

それは、陳情は受けるべきだと思いますけれど、今回の願意は、私は違うと思うのです。です

から、その辺だけは、私も皆さんと一緒に混乱は、自分の中でしたくないなと思っているとい

うことで、今回会派の中でこういった話になったのです。 

○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）  私は、ここで陳情の、今、お話ししたとおりです。ただ私は、

第３次改革をやったときに、先ほども言ったように、第３者の知見的審議会みたいなのをつく

って、第３者が議論をして、結論を出してもらいましょう。私はこの願意については削減にな

っていますけれど、第３次改革で今、言ったようにやったときに、「ふやせ」となるかもわから

ないし、「削減するな」という現状になるかもしれないと思います。私はそういうことをもう建

前にやっているのだから、願意はそうであっても、陳情だけでいけば、妥当性あるのではない

かと。それを今言ったように、切り離したときに、今言った議論すればいい話だから。それと、

私は一貫しているのは、通年制を導入するには、議員を減らすべきだということの考えを持っ

ていますから、そういうことです。ですから今、氏家委員が言ったように、離して云々と言っ

たら、また一緒かどうかとこんがらがってしまうから、私はあくまでも願意によってさきの通

年議会を導入するときには、そういう趣旨を私は言っているから、私は願意に沿うよと。沿っ

た意見を言っていたし、この願意もその部分としては共通する部分があるなと思うから、採択

するのであって、今言ったように、また第３次改革で一緒になって議論するとなってしまった

ら、いろいろと議論が出てしまうから。私はそこのところは別にして。  
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○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前田委員外議員の言っていることは、私はわかるのです。わかるのだ

けれど、例えば今この陳情を受けたときに、これから第３次議会改革で議員定数のことについ

ての議論というのは、方向性がついてしまうことになってしまうのではないですか。削減とい

うことで受けるわけですから、受けた以上はそれについて、例えば議会改革にしても、それは

それだよと、受けることは受けるよと。でも、話は違うのだよと。それは、私は違うような気

がするのです。私が勘違いしているのか、私は違うような気がするのです。だから、今回この

陳情を受けるということは、それについて議会は取り組んでいかなければいけないということ

につながってくるのではないかなと思うのですけれど。委員長、これはどういうふうに。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  まず第３次議会改革の中では、期間内に定数の議論をすると、

まず議会の中で決定しております。  

 それで今、実際に議員定数を減らす、減らさないと決めたとしても、23 年の 11 月以降の選

挙でないと適応にならないのです。これは法律上、適応にはならないと。ただ、議会意思です

から、陳情であれ何であれ、議員定数を議論して決定するということは、議会の意思を決める

ということですから、多分ここで採択、不採択を決めますと、第３次議会改革の定数の議論は

制約されるということに多分なるでしょう。それは、議会が片一方で減らさないと決めて、片

一方で減らすという、期間内、同じ構成員の議員さんがそれということは、多分おかしいとい

う議論になるだろうと。ですから、ここの今、陳情書の判断で、多数は不採択ですけれど、不

採択に決めますと、23 年の 11 月の議会改革で議論するものは、不採択ありきで議論していく

ような形になるだろうと。そういうように予測されます。それでないと、意思が変わりますよ

ね。その辺は注意されたほうがいいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、局長からそういう話があったので、私も例えば、大幅な削減とい

う願意がありますよね。ここについての部分と、これから議会改革で取り組んでいく、定数に

ついての話というのは、私は違うと思うのです。それが大幅なものになるのか、それともそれ

ぞれ現状維持なのか、それとも一人二人の話になるのか。これというのは、これからの議会改

革の中で取り組んでいかなければならないものですよね。私はそういうふうに思うのです。だ

から、大幅な削減という形の中の願意を、それを今回、議会で受けたときに、今の言った、局

長の話というのが出てくるような気がしてならないのです。今のこの話の中ではですよ。その

辺がそういった形にはめられてしまっていいものなのかどうかということが自分では・・・。  

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩をいたします。  

休憩 午後 ３時１６分  

                                         

再開 午後 ３時４２分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて会議を再開したいと思います。  
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 先ほど議長のほうから、「もう一度採決する前に議論をしてくれ」ということで、それぞれの

会派、また無会派の方々から意見を賜わったわけでございますけれど、大体意見が１つにまと

まるというようなことにはなる状況ではないと、このように私も判断いたしました。さらに、

もう一度各会派で持ち帰るということも１つではあるわけではありまして、先ほど局長のほう

から若干の説明、趣旨採択というような方法もなきにしもあらずというお話もありましたけれ

ど、これについてさらに再度持ち帰っていただいて、次回の議運でお話を進めるということも

ありますけれど、どのようにしたらよろしいですか。大体意見は各会派まとまっていますよね。  

 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 今回趣旨採択という部分は、頭に入れないほうがいいのではないです

か。もしそういった可能性があるのであれば、趣旨採択という部分も、多分考えの中にある会

派だってあるかもしれないです。ただ、今回の場合は、趣旨採択という部分の採択方法は適応

できないだろうという考え方だと思うのです。陳情者が採択にしても、不採択にしても、今後

また新たに出されたものに対して、趣旨採択だとか、そういった形の中での採択方法というの

は可能なのかもしれませんけれども。今回に限っては、趣旨採択という部分は、多分当てはま

らないだろうと思うのですけれど。そこだけちゃんと整理をして進めたほうがいいような気が

するのですけれど。 

○委員長（山本浩平君）  その趣旨採択というのも、全会一致というような形であれば可能性

としてはあるのですけれど。これはなかなか、全会一致という方向には、今、皆様方の意見を

伺っていますと、ならないというふうには思うのです。そういった中ではやはり、きょうの時

点で、それぞれ各会派の考え方をもうお尋ねしておりますので、形としては淡々と、まずこの

議運の中での答えを、やはり出さなければならないのかなというふうには思いますけれど。そ

ういった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）  採決ということになります。  

 それでは、今回のこの陳情書に関して採決を取りたいと思います。 

採決すべきと思う会派の方。及川委員ですね。 

ではこの、不採択ということに対して賛成の委員の方は。結構でございます。  

賛成が及川委員、反対が大渕委員、土屋委員、そして近藤委員、氏家委員ということでござ

いまして、４対１ということで、不採択ということで決定をいたしました。以上でございます。  

続きまして３番目ですか。部制の実施に伴う常任委員会の所管についてでございます。部設

置条例、委員会条例の変更ということで、資料３が出ております。説明はできますか。 

暫時休憩をいたします。  

休憩 午後 ３時４７分  

                                         

再開 午後 ３時４８分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて、会議を再開したいと思います。  
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 森主幹のほうから、簡単で結構でございますので、説明願います。 

○事務局主幹（森 隆治君）  資料３を見ていただきたいと思います。総務文教常任委員会、

産業厚生常任委員会がそれぞれ所管として課制でやられたところについては、資料３に載せて

あります。総務文教については、アからオと。それから、産業厚生については、アからウとい

うことで載せております。それが４月１日から部制に変わりまして、行政機構ということで、

裏面になりますけれど、このように部制になった場合については、また元に戻ってもらいます

けれども、現在の所管から部制導入による所管ということで若干、総務課が生活環境課、企画

課が企画政策課へと行くところがございまして、黒塗りのところなのですけれど、そこが若干

変更になるところかなということになります。このような形でいいかどうか、ご審議いただき

たいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  この中で何かわからないところがあればどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。これを見ていると、大幅に変わったかなという部分は余り

なさそうなのだけれど、随分コンパクトにまとめているのだけれど、総務課の中で企画政策課

へということは、総務から抜けていくということですか。この黒塗りのところが新たな部課な

のですか。この辺がいまいち。主幹、特に大幅に変わったことがありますか。何か、こう変わ

りましたよと。今までとこれが変わりましたよというものが、説明あればありがたいのですけ

れど。そういうものが余りなさそうですね。  

○事務局主幹（森 隆治君）  逆に言えば、企画振興部のところが、総務文教と産業厚生にま

たがるところがあるというところですかね。  

○委員長（山本浩平君）  そういうことですか。  

○委員（及川 保君） そうですね。それで、これを黒塗りにしているのですね。右側の適用

のところの企画振興部が。 

○委員長（山本浩平君）  両方にまたがるところがあるのですね。  

○委員（及川 保君） 出てくるね。それであれば、今、ここで特にいいとか悪いとかという

話ではないですよね。了解しました。 

○委員長（山本浩平君）  もしこの表を見て何かわからないところがあれば。及川委員。  

○委員（及川 保君） 委員長、局長でしたか、前に話を聞いたときに、アンバランスといい

ますか、今、議会は２常任委員会になったのですけれど、非常に所管する部分が、産業厚生常

任委員会が多くなりそうだという話があったのだけれど、そのあたりは大丈夫なのですか。 

○委員長（山本浩平君） これを見ると所管部署逆に、総務文教のほうが多く見えますけれど。  

○委員（及川 保君） そうなのですよね。  

○委員長（山本浩平君）  適用のところの数からいうと。今のところ、答えできないですか。  

○事務局主幹（森 隆治君）  答え、できないです。 

○委員（及川 保君） やはり、わからないのですね。局長でなければだめなのですね。でな

ければ、特に大きな異論が出ないということいであれば、私達は特に、これが問題だとかとい

う、そのような話は。  
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○事務局主幹（森 隆治君）  確かに、局長のほうから、産業厚生のほうが、今回部制にした

ときに若干多くなるという話は聞いていたのですけれど、詰めについては話はしていないもの

ですから、この場でちょっと答えることできないものですから、申しわけございません。  

○委員長（山本浩平君）  仮に多くなったとしても、これは仕方がないということになります

よね。行政機構のあれで、こういうふうになってしまったら。うちらのほうから、この部分は

この課ではないかとか言えるのであれば、いくらでも議論できると思うのですけれど、そうい

うことにならないですよね。  

 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。委員会も、総務文教は一部減ですよね。そういうことをす

ればいいのかなと思いますけれどね。 

○委員長（山本浩平君）  もしまたわからないことがあれば、局長戻ってから、その他もあり

ますので、後で伺ってみてください。 

 では、いない中ですけれども、できるところやりたいと思います。 

 ４番目、議員の賛否状況の公表について。これは資料４というのがございまして、実は私も、

この資料の説明は伺っていなかったのですけれども、これ、一つの例としてつくったのかなと

いうふうに思うのですけれども。これ説明できますか、森主幹どうぞ。  

○事務局主幹（森 隆治君） １月 29 日の本会議から、このときから賛否の公表ということに

なりまして、これは、議会事務局のほうで賛否の公表をどのような書式でやったらわかるかと

いうことで検討して、今回会議録で載せていこうかというふうに考えたものでございます。た

だ、賛否のときにその方が欠席している場合と、途中で何かの事情によって棄権する場合とか、

あるいは遅刻したり、あるいは欠席も先ほど言いましたように、そのような事情が賛否の状況

で見られる形を何とかとれないかということで、下のところに、例えば「白丸」は賛成ですよ

と。「黒丸」は反対ですと。「除」は除斥だと。例えば関連法案で除斥した場合について、その

人がいないよという形の中で、わかるような形で載せたらどうかということで、資料４を作成

しております。これでもし承認していただければ、会議録もこのような形になろうかと思いま

すし、ホームページでもこのような形で、賛否の内容については載せていきたいというふうに

考えております。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 現段階で、賛否の内容をきちっと知らせるべきだという形。この方法

が今、最善の方法かなと私は思いますので、これで私はいいのではないかなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  ほか。同じですか。公明党、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、及川委員が言われたとおり、私もこれが今のところ皆

さんに一番わかりやすいのではないかと思いますので、よろしいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君）  共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） いいですよ。 

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさん。  
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○委員（近藤 守君） よろしいです。  

○委員長（山本浩平君）  私もこれで構わないと思うのですけれど、一つ。たまたまですけれ

ど、この間、玉井議員がひょっと抜けたのです。トイレに行かれたのかどうなのかわからない

のですけれど。こういう形で、本当にその議案に対して自分は棄権をする意思で出るのであれ

ばいいのだけれど、そうではなく単純に抜けた形で、こういうふうになってしまうのは、やは

り、これは余りよろしくないと思いますので、これは会派のほうでお話をしていただきたいな

と思います。棄権の意思でなくとも、こういう形で公表されてしまいますので、その辺は十分

注意をしていただいたほうがいいかなと、ちょっと、感想として思いました。  

 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） これ、この件でありましたので、玉井議員にはその旨を言っておきま

した。「いなかったので、あの時棄権になりましたよ」と。「わかりました」と言っていました。  

○委員長（山本浩平君）  わかりました。 

 前田委員外議員いかがですか。  

○委員外議員（前田博之君）  賛否の公表はいいのですが、今のお話だと棄権の取り扱いが、

今の話を聞いたら、本人の意思確認がどうするかという問題なのです。だから、言われたから

棄権でないはずなのですよ。この分を欠席にするのか、本人から申し出が出て、正式な判断で

その部分で棄権ということを言っているのであればいいのだけれど、その辺ちょっと整理はし

ておく必要があると思いますけれど。使い分けできなくなる可能性がありますから。  

○委員長（山本浩平君）  この資料４の中身の中で、おおむねこのやり方で賛否に関してはい

いだろうということなのですけれど、棄権の取り扱いについてたまたま意見が出まして。玉井

議員の意思が本当に棄権だったのかどうなのかということを含めて、棄権の取り扱いについて

前田委員外議員のほうから今、疑義がございました。 

これ、局長何か説明ができればどうぞ。また、今後皆さんでどうしたらいいかもちょっと議

論したいと思います。  

○事務局長（上坊寺博之君）  賛否のときに退席されていますので、賛成も反対もあらわせな

いのです。遅刻、早退、欠席でもありませんし、棄権という扱いにするしかないのです。  

○委員長（山本浩平君）  意思がどうあれ、自動的にそうなってしまうのではないですか。私

もそういうふうに思うのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、今回決めたときは、挙手で、座っていても棄権の人は「棄

権」とみなさず、「否」とみなしているのです。だから棄権の人は、必然的に出なければならな

いのです。欠席ではないのです。  

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ４時０１分  

                                         

再開 午後 ４時０５分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて会議を再開したいと思います。  
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 このような方法で皆さんよろしいですね。確認を取らせていただきます。あとはこのルール

を各会派で徹底をしていただきたいと思います。  

 続きまして５番目、議員が兼ねる審議会・委員会の就任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） 裏面資料５ですが、青少年問題協議会、１月 31 日で任期が満了

してございまして、２月１日以降新たな選任をしなければならないということで、議会選任の、

これは法的に決められているやつですね。１名出さなければならないのです。議会運営基準の

37 ページにあると思いますが、法律規定で、議員から１名となっていまして、当て職になって

いまして、総務文教常任委員長がその任となるということで、これは自動的に就任となります

ので、承認ということです。  

○委員長（山本浩平君）  ただいまの説明のとおりということで、総務文教常任委員長が就任

というような形になりますが。確認です。よろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶものあり〕  

○委員長（山本浩平君）  及川委員、よろしいですか。  

○委員（及川 保君） 問題ありません。 

○委員長（山本浩平君）  よろしくお願いをいたします。 

 ６番目、白老町議会全員協議会運営要綱の制定について。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これにつきましては、前回示させていただきまして、全会派一

致で承認いただきましたが、その間町の条例審査に付議してございまして、一応要綱であるか

ら、文言含めて整理したほうがいいということで、内容は変わっておりませんけれど、並べ方、

表現の仕方、変えておりますので、きょう、本日ご承認いただきたいと。  

 きょうの議案説明会も既にやっておりますので、一応１月 30 日で訓令したという形にさせて

いただいて、２月１日から施行という形にしたいと思います。  

 内容については、ほぼ変わっておりません。次の資料７にもあるのですが、要綱に載せなく

ていいのではないかという指摘がございまして、それを抜き出して、議会運営基準の中に盛り

込もうと。というのは、説明の方法、仕方について、ここで、議会要綱の中で表現したほうが

いいのではないかと。議案、動議の第２節を新たに追加しまして、議案の説明にしたいと思っ

ております。「提案される議案の説明は、白老町議会全員協議会運営要綱に基づく議案説明会に

おいて行う」と。「議案説明会は、定例月会議に提案されるすべての議案について提案の説明を

行う」。「町長から提案される議案の説明は、議案担当課長、これは部制になりましたら部制に

直ると思いますけれど、議案担当部長になると思います。及び予算担当部長が行う。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事業等の担当部長が行う」とい

う形に、自動修正させていただきたいと思っています。「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」。こういう形で表現したいと思っ

ています。「本会議における議案説明は、提案文・議案説明の朗読のみ行い、条例等の条文及び

新旧対照表の朗読は行わない」と。先ほども言いましたとおり、何月何日、白老町長提出。こ
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の文で、予算説明についても、中は説明しないと。こういう中の表現で、一部抜き出しをいた

しましたが、あと、条文前後、会議の種類という形で、上に一括まとめられたりということは

ありますけれど、内容はほぼ変わっておりませんので、この内容でアップしたいと思っており

ます。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君）  資料６、７について、皆様方から何か質問、意見があればどうぞ。  

 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  細かいことなのですけれど、この認識だけしておきたいと思う

のですけれど。補助規定の中で、補助するということはいいです。ただ従来、人事案件、副町

長だとかそういう他の人事は、物によっては副町長やったりしていますけれど、そういう部分

についてのここでの取り決めというか、それは従前の例によるという解釈でいいのか。これは

例えにとって、きょうみたいな問題が出てくれば、いろいろまた議論になりますので、その辺

を整理しておかないと、どうかなとは思ったのです。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的な人事案件は、これには該当しないと思っております。

というのは、運営基準の中で、人事案件については提案当日配布ということですので、事前に

議案説明の会議にはできないという解釈です。当日に配布するということになっておりますの

で。６ページの８番、この規定がありますので、当然人事案件は、議案説明会では説明されな

い。要するに、議案も配布しませんので、当日配布になりますので、これは、議案配布と同時

に説明というのは無理です。  

○委員長（山本浩平君）  ほか、ありませんか。  

 ちょっと私、確認なのですけれど。資料６の７番。きょうの関係のことなのですが、全員協

議会の要綱です。議長は必要があると認めるときは、町長、教育委員会の委員長、選挙管理委

員会の委員長、農業委員会の会長、監査並びいろいろありまして、説明のために全員協議会の

出席を求めることができると７条でこれ、うたわれておりますよね。ですから、今回のような

ケースのときは、あくまでも議長の判断でこれは行うということですよね。意味合いとしては。  

○事務局長（上坊寺博之君）  これは基本的に、すべての形式行為としては、説明員、理事者

及び担当課長等に通知はさせてもらっております。先ほども何回もお話ししていますが、法的

拘束力があるのは、本会議のみなのです。本会議の場合は、出席義務なのです。それは地方自

治法の規定によりまして、説明者の出席義務が課せられているということなのです。あと、委

員会条例にも出席説明員の求めが、同じく規定されております。これは、議会が決めた規則な

のです。「出席を求めることができる」ですから、これは拘束力がないのです。手続き規定を定

めたものであって、こういう形で出席要求をすると。これは、長い間町と議会の信頼関係とい

いますか、説明員が出てこないということはありませんけれど、法的拘束力は何もないと。前

回３次改革に入る前にも文書でも示させてもらっておりますけれど、本来説明員という法的義

務があるのは、本会議だけという認識をしていただきたいと思います。ですから、きょうの場

合のように、「町長に出席を求めたい」と言っても、町長が「委任したから」と言えば、それま
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でなのです。政治的責任を町長が発言者に対して負うということだけですから、委任の方は全

部すべて、発言した言葉をすべて町長に帰属しますので、法律行為は。ですから、ここの７条

を書いていても、これは手続き規定という形で理解していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  なぜ今、私がこの質問をしたかと申しますと、きょうの全員協議会

の終了時に、松田議員から議長に対しても意見がございまして、そのとき議長は、議運の中で

今後協議していきたいということがございましたので、共通の認識がなければ、正直なところ、

こういった、同じことが何度もあると思うのです。議員は、これだけ重要なことなのだから、

理事者いないとおかしいのではないかと。理事者は、「これはちゃんと担当部署に任せているの

だから、ほかのあれは優先しますよ」と。いつまでも平行線で同じようなことが起きないとも

限らないものですから、その辺の重要か重要でないか、また必ず出てくださいという。それで

はどこの部署で協議するか。例えば、総務文教常任委員会に関係するような内容であれば、そ

こで話し合ってもらうのか、議運にかかわることであれば議運なのか、産業厚生であれば産業

厚生なのか。あるいは、議長の判断にお任せして、「これは絶対出てください」というような要

請をするのか。 

この辺皆さんどうですか。今の局長の説明のままだと、同じようなことがこれからも多分あ

るのではないかと思いますが。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。これは、考え方が間違っているか、間違っていないかは、

皆さんに私もお聞きしたいのだけれど。例えばこの東京事務所の話が、多分 12 月議会の中で、

副議長のほうから一般質問の中で出ました。それで、答えられたと。その後でも新聞紙上で取

り上げられていましたよ。それをもって、議員活動の中で、例えば個々の議員活動の中で、「ど

ういった思いでこういうことをやろうとしているのですか」みたいな話は、今回、きょう説明

を受けるということはわかっているわけですから、私達はわかっているわけだから、もし本当

にそういった議員としての熱い思いもあったり、町長の思いも聞きたいと思えば、これは私の

勝手な考え方なのかもしれないけれど、きょう説明受けるというのがわかっていて、ここで聞

くというのも大事なことなのかなと思うのです。だから、「自分達はこう思うけど」という意見

も、直接そこで町長と話をすることも、私は大事なような気がするのだけれども。私達会派の

話として受け取っていただきたいと思うのだけれど、町長にいろいろな申し入れだとか、要望

だとかしに行きます。行った中で、そういった話も聞きます。「なぜこの時期に、どうしてなの」

という話は聞きます。その中で自分達は自分達なりに、そういう思いなのだなと。ただ、しっ

かりとした説明書だとかそういったものはもらっていないので、今回のこういった協議会とい

うか、説明の中で、ある程度の全体像の把握をしながら、今度の議会に臨もうという気持ちは、

私達はありましたので、確かにああいった全員協議会の中で、町長の熱い思いを、という思い

は私もわかるのだけれど、何か余りにもけんけんごうごうとしてやる話でもないかなと、私は

思ったりするのです。  

自分達は自分達なりに、例えば聞きたいことがあれば、聞きに行けばいいだろうし、そうい

う問題ではないと言われれば、そうかもしれないけれども、何か余りにも感情的という話にな
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ってしまうと、そうではないのだという、あれになるかもしれないけれど、私は何か、皆一つ

のルールの中で、例えば今、いろいろな話があって、ルールの中で進めてきていることってあ

るではないですか。今回の説明会にしたって、議運で決めてやると言ってやって、町長が来な

いから、はっきり言ったら、結局はそれを伸ばした形になっていますよね。今まで議会改革の

中で、せっかくこの協議会等々についての示すやり方を取り決めたって、そのときそのときで

もって変わるのであれば、何にもならないような気がするのです。だから、本来もしやるので

あれば、もっと以前にそういったものについての話をしなければいけないことであって、きょ

う、もしそれが許されるのであれば、これからこんなこといくらでもありますよ。ましてや松

田委員が最後に言ったあの言葉、そのまま、ああいう言葉がそのまま議会議長に対しての言葉

だとすれば、私はこれ、まるっきり見直してやらなければならない話になるのではないかなと、

私は思っているのです。  

これはきょう出てきた話であって、会派としての話ではないですから。ただ、今委員長から

いろいろな話があったので、それに対しての個々の意見として聞いてください。これは会派に

持ち帰ってもう１回考えてくださいというのであれば、そういった形も取りますので。私は何

かおかしいような気がするのです。何でもありだったらこのようなことを決める必要もないし。 

○委員長（山本浩平君）  私がなぜ質問したかというと、先ほど申し上げたように、議長の発

言として、「議会運営委員会の中で取り上げて、今後整理していきたい」みたいな話だったもの

ですから。あの場で議長がちゃんと整理をして、逆にこれはこうだからこうですよということ

であれば、別にあれなのですけれど。議運のほうにゆだねましたから、それで私は、今後皆さ

んどうしますかという意味合いも込めて今、ちょっと提起をさせていただいただけなのです。  

 及川委員。  

○委員（及川 保君） 今、松田議員の本日の会議の内容をお話ししているのですけれど、私

は、何もおかしな、一議員として、何もおかしなことを、私は意見したというふうにはとらえ

ていないのです。というのは、「１月 28 日の議運の中でやりますよ」と。「この問題は全員協議

会に取り上げますよ」と。で、きょう皆さん参集したわけですよね。これは何も制約を受けて

どうのこうではないですから、当然説明を受ける議員として、一議員として説明を受ける立場

ですから、それをその中で、きょうの議題の東京事務所のことだったのだけれど、それが常に

出てくるかと言ったら、そうではなくて、今回の一件は、いろいろな経過の中できょうまでの

財政が厳しい中でのいろいろな経験の中で、一議員として町長の思いがあってしかるべきだろ

うということだと思うのです。これだけ大事な時期に東京に事務所を構えてという、企業活動、

誘致活動したいという、多分考えですよね。内容見ても、だと思うのです。そういうことから

すると、大きな問題だと。これからの企業誘致も含めて考えたときに、財政も考えたときに、

大事な問題なのだから、一担当課の中だけで、担当課長が説明して済むことではないだろうと。

確かに状況はわかっているのです。一般質問が 12 月にあって、同僚議員が一般質問している中

でその話は聞いているわけですから。だけれど、本人はそのときは何も聞いていないわけです。

聞いていませんよね。一議員の、同僚議員の質問に答えているわけだから。内容的には、「そう
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なのか」と、「うんうん」という感じだったとは、我々も含めて思うのだけれど。ただそういう

ことからすると、大事な大きな問題だと。今やろうとしているわけだから、そういう部分で、

何も変ですか。議運のやったことに対して何か、いちゃもんつけたとかそんなことではないは

ずなのです。だって、町長が出るか、出ないかというのは、それは町長に、今回の全員協議回

も含めて、本会議ではないわけですから、何も制約はないのです。ただ、今言ったように、「出

席を求める議長として、出席を求める委員をどうしますか」と、これから決めていけば、これ

は町長都合がつかないのであればどうしようもないですよ。だけれど、町長に説明してもらお

うではないかという、チェックできるわけですから、それをやっていけばいいのだから、難し

いことは、私はないと思うのです。それがおかしいとなってしまうと、どうも議論がかみ合わ

ないのだけれど。  

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、おかしいのではないですかと聞かれたので、私の思いも話すのだ

けれど。確かにいろいろな政策の中で、これは大事だ、あれは大事だというのは、個々の議員

１人１人の思いの中にあると思うのです。個々の議員活動も、皆さん全部違うと思うのです。

そのなかで、今回のこれについて、あくまで一つのルールの中でやってきたことだと私は思っ

ています。議運を通して、その中で今回の説明を受けるということで、それにたまたま町長が

来ていなかったと。町長の誠意が見えないと、あそこで、例えば言ったにしても、私はあくま

で説明だけは淡々と受ける、きょうはその日だったと、私は思っているのです。気持ちはわか

るのです。ただ、先ほども言うように、いろいろな政策に対しての思いというのは、個々違う

と。ここについては、私は教育問題については、本当に熱くなる。誰々は、こういったことに

ついて、本当に真剣に大事なことなのだと踏ん張る人もいるかもしれない。それが毎度毎度こ

ういう形の中でもしあったとしたら、価値観が違うと私は思うから、一つのルールの中でもっ

て、もし決められてきたものに対しては、今回はたまたまこういう形になってしまったかもし

れないけれども、今までつくってきた、例えば協議会に対してのフローチャートだとかいろい

ろなものをかんがみたときに、今回のこのやり方というのは、本当によかったのかというとこ

ろを皆で把握しなかったら、今後進まないような気がするのですよ。最後の松田委員が、こう

いう進め方にしていかなかったらだめなのだという言い方して、最終的に議長に振ったではな

いですか。だから、議運で取り決めたことが、私は全然そこを抜きにして、話が進んでしまっ

たような気がして聞いていたものだから。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） きょうの問題を例にとって見たときに、私は実は、町長が来て、こう

こうだと。議運ではないですから、全員協議会の中での説明ですから、当然町長が来てと、私

は思っていました。そういうふうに実はとらえていたのです。だから、１人１人の議員の思い

というのは、確かに差はあると思うのです。だから、それだけで判断すると、今回のような大

きな事案について、初めてのことですから、町長の思いが当然出てくるのだろうなと、あるの

だろうなと。当然その中で、全員協議会といえども、本当の町長の考えを伺うというのができ
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るはずだと。予算が出てきたときに、本会議でも当然やるのだけれど。だけれど、この事務所

のあれについては、当然予算の中でもできるのだけれど、新たに初めてつくる東京事務所の思

いというのは、当然町長の思いというのはあるだろうなという思いでいたものだから、きょう

は当然町長から説明してもらえるだろうなと思ったら、最初から副町長もいないし、変だなと

は思っていたのです。  

○委員長（山本浩平君）  私はこの前にやった議運の中でお話ししたように、朝の段階でたま

たま裏から入ってきたときに、秘書から伺って、理事者がきょうは１人も出席しないのだとい

うのは、そこでわかりましたので、非常に個人的な考えとしては、残念だなという印象でした。

残念だなというのは、新年恒例会で、来られている町民の前で、自分の１年間の政策の中での

お話をしたわけですから、大きなテーマなわけです。町長がそこで話をするということで。で

すから、そういうふうにとらえていたものですから、きょうの町側から全員協議会を開きたい

といった席に、理事者どちらかが出席、私も本来であれば、それだけ重要なことだと考えてい

るのであれば、出席をしていただいて、理事者の考え方を聞きたい議員もいるわけです。です

から、非常に残念だなと。しかしそういうような形なのだから、淡々ときょうは説明聞くしか

ないのだなと、私は思っていたのです。松田議員からああいうような意見が出て、それに対し

て、例えばそこで議長が、「これはこういう流れでこうなっているから、きょうは説明を聞くま

でだから、このままやります」と言えば、それで済んだかもしれませんけれど、議運にゆだね

られたわけですよ。議運にゆだねられたら、当然、これは私の立場としては、議会運営委員会

のメンバーに意見を伺って、それで、最終的にいろいろな意見はございましたけれど、大方の

方々は、もし日程がきょう取れるのであれば、午後からの日程が取れるのであれば、説明をお

願いすることは、何もやぶさかではないのではないかという、各委員さんの意見が多かったも

のですから、そういう流れになってきたということなのですけれど。今後、たまたまきょうは

東京事務所の問題ですけれども、先ほど氏家委員がおっしゃるように、いろいろな問題で、そ

れぞれの議員の中で、これは最重要だと思っていることと、そう思っていないことと、温度差

が、差があると思うのです。そうなったときに同じようなことがまた起きると思うので、議運

の中で整理していきたいというお話だったものですから、きょうは結論出ないと思いますけれ

ど、そういったお話をちょっとさせていただきましたので、今後どうするかということ、きょ

うちょっとまた、ここで議論をしてもなかなか決定はできないと思いますので、それぞれ各会

派に持ち帰って、再度どのような取り扱いをしていかなければならないのかというようなこと

も含めて、検討していただきたいなと思うのです。  

 大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれども。今、議論しているのは、本来から言ったら、

この部分なのです。それがそっちに行っているから、そこの議論をするのであれば、一言だけ

言っておかなくてはいけないことは、政策形成過程で議会が関与するということを、もう一度

整理しないと、はっきり言って、今のようなことだけでは私は解決できないと思います。政策

形成過程に議会がどういうふうに関与していくのかと、今までどおりなのか、常任委員会でや
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るのか、協議会でやるのか、町側からの提案による協議会でやるのか、そういうことをはっき

り、町が全員協議会やらないと言ったら、それは何もやる必要がなくなってしまうのです。だ

から、そういうことも含めて、私は、きょう最後に松田委員が言われたことというのは、すご

く大きなことだと私は思っています。そんな簡単なことではないです。彼が言ったのは、正確

に言うと、こういうふうに言っていると思うのです。一度きちっと投げかけてもらって、それ

を町民の元に持って帰って、もう一度持って来て、協議していかなければだめだという言い方

をしているのです。私の記憶は、そういう記憶です。そうだとしたら、ルール化しなかったら、

そんなことできません。その政策をどの範囲までやるのかというふうになっていくと思うので

す。だから、何も私、面倒くさいこと、厳密なことを言っているのではないのです。そうした

ら、今、全員協議会で、食材王国白老ブランド強化事業で、出るのは産業経済課長及び産業経

済課の職員だけだと書いていますけれど、全部だめだと。全部町長出てくださいとなっていく

可能性もあるわけです。なるとかというのではないです。そういうことをきちっとしておかな

いと、あいまいにしておけば、同じことはいくらでも、違った形で、私は出ると思います。き

ょうと同じような形ではなくて、違った形で私は出てくると思います。それは時間がないから、

「もっと早く示してください」と、こうなりますよね。なりますよ。町民のところまで行って、

戻ってやるのだから。だから、その範囲をどこまでにするかとかとなってしまうのです。だか

ら、そのことをやるのであればやるので、これとは別にやらないと、私はそこを今、委員長が

言ったように、会派に持ち帰って話をするとしたら、本当に政策形成過程に議員がどのように

これから関与していくのかというあたりで、この中に書いている改革では不十分なら不十分だ

ということであれば、それはそれで構わないから、どういうふうにするべきかという議論をし

ていかないと、根本的な解決にはならないのではないかと、私は思います。そこははっきりし

ておかないと、後でまた同じことが出てきたら面倒になりますから、きっちりしておいたほう

がいいです。  

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、大渕副委員長が言っていることが、そのとおりだと思うのです。

政策過程にどうやってこれから議会がかかわっていかなければいけないのかというルールづく

りが、はっきり言ったらまだできていないですよね。それを今回は、議会運営委員会の協議会、

こういった一つのルールの中で進めてきたものです。だから、松田議員が言っている進め方と

いうのは、本当にこれから政策過程にかかわってくる大きな問題だと、私だって感じます。 

ただ、今回の進め方というのは、そうではないのではないかと、私は思うのです。政策過程

への議会のかかわり方というのは、今後議論していかないといけない部分だし、今回突発的に

松田議員の思いが、そのままストレートに出てしまったから、それについて私は言っているだ

けの話で、これから議会の中で、それだって課題として残っているではないですか。前田委員

外議員だって、そういうことについてはずっと言っているし。そうですよね。これからは、議

会がどうやって政策過程にかかわっていかなければいけないのかということは、今までの議会

運営委員会の中でもずっと、第３次議会改革についての取り組みの中で、問題点、課題につい
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ては、かかわってきていることではないですか。ただ、きょうそれを取り上げてやる話ではな

いと、私は思っているのです。そんなこと大渕副委員長が言うとおりだと思いますよ。前田委

員外議員だって、きっとそういう話を出すのではないかと私は思っているから。そのとおりだ

と、私は思いますよ。ただ、きょうはその時ですか、という話です。私達も、議会運営委員会

として投げかけはされたかもしれない。だから本当にそういったものが必要だったら、本当に

早急に、そういったかかわり方についてのルールづくりをして、はっきり言って、今後こうい

ったことがないようにしていかなければいけないという話です。その代わり、一つの政策を決

定するためには、膨大な時間がかかりますよ。ちゃんとそれだけ皆腹くくってやらなければな

らないという話ですから。だから、それ、今、会派に持ち帰って話をしよう、という話ですよ

ね。根本的な話まで掘り下げて。  

○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）  きょうの部分については、私は町長の自分の重要政策に対する

思いが、議会に対してどうあったかということをまず見なければいけないと思います。それに

対して、松田議員というか、わたしも本当は言おうと思ったのですけれど、松田議員がどう捕

らえるかという問題なのです。これは先ほど大渕副委員長が言ったような部分につながってき

ますから言いませんけれど、現実に、そういう政策過程の中で議会が置かれている位置という

か、理事者が見る姿勢が、非常に私は疑念を感じているのです。一つの例を挙げると、先ほど

総務文教常任委員会で及川委員長に私と斎藤委員が言いましたけれど、給食費の値上げするも

のが、先にＰＴＡに説明に行っているのです。そういう姿勢をこれから許していくと、きょう

の部分にもつながってくるのです。そして、まして部長制のときに、政策議論が間違わないよ

うに部制にして、部長とやると言っているのなら、当然議会には、ブランド強化には産業経済

課、今、出てくるけれど、これだって今後議会として、課長に部長対応するのがどうかという

ことを、ちゃんと整理していかないと、逆に、今度全員協議会で皆、担当入れてしまって、皆

説明させて、本会議では前に説明したからと言って、議場対応がなおざりになる可能性がある

のです。そういうことされてきたら、だんだん、議会は何をやるのと。政策なんてできますか、

ということなのです。  

そして、先ほど言ったように、元に戻りますけれど、ここの議会運営委員会中でも、この全

員協議会に関することは、議長の諮問なのです。そうすると、あとは議事的な話ですから、議

運でこれ全部配って、各会派持っていけば、「この案件ならやはり課長はだめだよ」と、「町長

にしてください」と持ち帰るかどうか、そういう部分の整理は、別な整理の仕方あるけれど、

本質的なことはやはり、各議員が忘れたら困ると思います。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 何か今のことでというか、全体的な通してのこういうようなことで、

近藤委員の意見も伺いたいと思います。近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。きょうの東京事務所の関係については、町長がいてくれれ

ば、町長の思いが伝わってよかったのかと思いますけれど、過去の例からすれば、出てくるこ

とは非常に少ないということです。説明をするだけだというのであれば、それでよかったのか



 23 

なと。あと、次の一般質問なり何なりあるわけですから、その中でやってくれればいいし、そ

れがあくまでも議会軽視であるとか、議長が云々という話には、私はならないというふうに思

いますし、いろいろな問題、最後に言った言葉につきましても、一たん持って帰って、返して、

またやるということは、到底不可能な話で、それは理想論かもわからないけれど、実際はその

ようなことはできないと思います。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。だから私は、議会の立場としてどう見るかというとこ

ろをきちっとしないといけないと思っているのです。だから、前田委員外議員が言われたこと

はそのとおりなのです。ただ、逆に言うと、町側、協議会かけないことできるよね。本会議一

発で。政策形成過程に我々は参加できなくなるのです。私が言っているのは、いいとか悪いと

か別です、全く別ですから誤解しないでほしいのだけれど。そういうふうになる可能性もある

わけです。議会側が今のまま強力に推し進めたら、そうなる可能性がありますよね。だから、

きょうの話と区別して考えないとだめなのです。松田委員が言ったからどうだとか言うから、

おかしくなるのです。そうでない形でやらないとだめなのです。ただ、私が松田議員と言った

のは、最後に言ったことをやるとしたら、これは大変な状況になるわけです。大切だけど、必

要だと思いますよ。だけれど、それはどこの範囲までやるかということです。どこかできちっ

としないと、「そんなこと言うのなら、一切協議会・・・」。すいません、私たまたま他町村と

のあれに出る機会が多いからそうかもしれない。他の町なら、「えー白老、政策形成過程にそん

なに差が、こんないい町初めて。うちなんかコンクリートこんな形で全部されて、そのまま出

てきて、反対か賛成かしかないよ」というのが、ほとんどの町村です。だからといって、我慢

しなければだめとか、そのようなことを言っているのだったら、そういうふうになるとかと言

ったらおかしくなるから、そうではなくて、前田委員外議員が言ったようなことになっていっ

て、評価していくと、「そんな面倒くさいことを言うのなら、他の町がやっていないのなら、全

員協議会一切やめだ」となりますよ。なったら、我々政策形成過程にどうやって参加するか、

ということになるのです。そこら辺まで議論しないと、変なことになってしまう。何か変にな

ってしまったら、妥協するとか、相手に迎合するとか、そんなことではないのですよ。そして、

協議会も今、認められたからだめなのだ。私は今まで一切協議会で発言しませんから。今まで

の議会は、あんなもの議員の茶飲み話だから。それは前田委員外議員が一番よく知っていると

思うけれど、私は前田委員外議員が議会事務局長のときだって、一切やっていないです。私は

全員協議会で質問しないですから。だけれど、今はそうはいかなくなっていますよ。なお面倒

なのです。今まではぶっ飛ばして、委員会で取り上げて、ばんばんやればいいし、協議会でや

ればいいし、委員会で議決しないで延ばせて、３カ月延ばせないのかと、委員会に付託して議

決を延ばしてくださいと。できるよ。だけれど、そんなこともできなくなっているのだから、

どういうふうになるのかな、と思ってしまうから、そこら辺もきちっと整理をして考えないと、

だめでないかと思います。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。  
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○委員外議員（前田博之君）  そのとおりです。そのためには、今、議員に与えられている、

議会に与えられている、権能をいかに使って高めるかということなのです。ですから、先ほど

局長が言ったのかな、大渕副委員長が言ったのかな、委員会の重要性が出てくるのです。そし

て、前に私、この席で言ったことがあるかどうかわかりませんけれど、ケネルの森、萩の里公

園やるときに、大渕副委員長も知っていると思いますけれど、山本議長が、議員もそういうも

のをつくるときに、初めからちゃんと参加して、どういう森をつくるのだ、どういう物をつく

るのだと、行かなければだめだと、こう言ったのです。そして、議会自身が札幌とかに視察に

行って、そしてここにちゃんと模型をやって、初期の考え方とは今、多少変わってきています

けれど。そのときにそうやって、議会がそういう過程の中に入って、どういう森をつくったら

いいかということを、ちゃんと委員会が整理をして、そして町側とつけ合わせをして、１つの

物をつくっているという過程もあるのです。ですから、これから先ほどの全員協議会の話もそ

うですけれども、やはりそうであれば、委員会がどういうような形で政策過程にいくかという

ことをもっと議論なり、議員自身が意識していかないと、私は結果的に、今、大渕副委員長が

言ったような形の相互しなくなってしまうのかなと思います。これから大いに議論すべきだと

思います。 

○委員長（山本浩平君）  整理します。今、議会改革の項目の中に大きくかかわってくる問題

でございますので、きょうのお話になったテーマを中心に、一度議会改革という中で、再度議

会運営委員会を開きたいと思いますので、各会派、また、委員外議員の方は、いろいろと考え

をまとめてきていただきたいと思います。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  運営基準の中の協議会の表をつくっていますけれど、これは平

成 12 年度につくったのです。なぜつくったかというのは、先ほど前田委員外議員が言っている

ように、全員協議会で物事すべてけりをつけないようにということで、事前協議に当たらない

ように情報を集めるということで、これは制約したものなのです。全員協議会というのは、議

会が主導ではないのです。あくまでも、町側の主導なのです。ですから、町側の要請に基づい

て、開くか開かないか決めるのです。ですから、そこに町長出てきていないから、町長出てこ

なかったらやらないと言ったら、基本的に町側は開かないのです。ですから、私は全員協議会

にきょうのような議論が持ち込めるかというのは、これはあくまでもお願いであって、持ち込

めないのではないかなという気がしています。きょうみたいな議論をするのであれば、やはり

第１次改革から取り組んでいるように、常任委員会の活動、いくらでもできるわけですから、

東京事務所をつくるという情報を得たら、それに対しての説明をきちっと常任委員会として町

長をお呼びして、来るかどうかわかりませんけれど、そういうような活動をきちっと、第１次

の精神を生かせば、いくらでもできると。ですから、全員協議会に理事者が出てきている、出

てきていないというのは、これは、私は応じるべきだという気がしますけれど。そのためにつ

くった表ですから。その辺だけ、ちょっと理解していただきたいなと。山崎局長のときにつく

った表ですから。以上です。  



 25 

○委員長（山本浩平君） それでは、この６番目の要綱の制定について、戻りたいと思います。

これについて何か、特段ご意見なければ、この要綱の制定については、よろしいでしょうか。  

何かありますか。ありませんね。  

〔「はい」と呼ぶものあり〕  

○委員長（山本浩平君）  では次、７番の全員協議会の要請について。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ここの関係で、また産業経済課から要求がございます。食材王

国ブランド強化事業について。今までやってきた事業について、当然、新年度にも継続して新

たな事業が組まれると思いますけれど、この辺の前提の説明をしたいということです。これは

今までカレーですとか、ハンバーグとかいろいろな、もろもろのやってきた経過を踏まえて、

ご報告したいと。地ビールも入っているかなという気はしますけれど。一応 18 日に本会議あり

ますので、終わった後に出させていただきたいと。きょうも議論になりましたので、参考に説

明しておきます。毎回これ、全員協議会をかけるときに、この資料の写しはお配りしていると

思いますけれど、ここに、今回は入ってきていませんけれど、将来議案にかかるものは、基本

的に報告のみなのです。出席予定者もちゃんと示されております。場合によっては、理事者と

書いてある場合もございますので、これは町側の判断ではなかろうかなと思います。これをも

とに受けるか、受けないか。先ほどのフローチャートのように、流れていくと思います。私か

らは以上です。 

○委員長（山本浩平君）  この食材王国ブランド強化事業についての全員協議会について、何

か皆さん、質問、ご意見ございますか。  

 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  食材王国ブランド事業云々もさておいて、これは過去にどうな

のかわからないですけれど、20 年度の事業経過報告となっていますよね。これは報告だけだと

思いますけれど、決算審査をやっているときに、いろいろと問題出てきたり、他の課に及ばな

くなってくるのかなと思うのです。こういうことをその都度、その年度の経過報告を受けるこ

とになってくると、逆に、決算審査の予備審査にはならないけれど、そういうような布石を含

んだ中で、全部だんだん、だんだん出てくる可能性もなきにしもあらずかなと思うので、先ほ

どの話に戻るけれど、やはり議会の体制として、その辺整理しておく必要があるのかなと思う

のです。これ多分、よその課ではやっているから、今度うちの課でもやりましょうとか、そう

いうのが出てくる可能性もあるのです。その辺が、先ほどの話に戻ってしまうのです。そうし

たら、近藤委員にその都度また、考え方がこれはよくて、これは悪くてとなるから、ちょっと

水をさすようなので、私はその部分の思いがあるのです。あるいは、主要成果説明書をつくる

ときに、もう報告しているから、必要なものだけ書いておけばいいのだとか、決算委員会のと

きも、私のときに説明しているのだから、こうなったときに、本当に必要な政策議論が、決算

委員会の中でできるのか。 

○委員長（山本浩平君）  今の前田委員外議員の決算審査の予備審査にならないかということ

について、各皆様方のご意見を伺いたいと思います。 
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どうですか。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私は２つあると思うのです。要するに、情報を極めて

いたいというふうにおっしゃる議員と、今、前田委員外議員が言われたような、審議に支障が

あると。ある意味でいえば、決算委員会の審議に支障があると。これは２通りの意見が、きっ

と私はあるのではないかと思うのです。こんなのは多分、予備審査になったらもちろんだめな

ことははっきりしているのだけれど。今までの議会の中では、余りにも、例えば、審議会の審

議委員に皆、降りてしまったら、「情報がさっぱり入らないからだめだ」という意見が強力にあ

ったことは事実なのです。だからこの問題にしても、「そんなこと町やって、ブランドでやって

いるのなら、どうして言わなかったのですか」という人も出てきかねないですよね。だから、

そこら辺をどこで見るかというあたりはね。だから、協議会というのは、利用する側にとって

は、極めて両方ともいい部分もあるし、だめな部分もあるのです。その代わり一発でやる場合

は、それまで全く我々に情報が入らない。もちろん、先ほど氏家委員が言ったように、自分で

情報を調べればいいのではないかというような話にもなるけれど、そうなったら今度、逆に言

うと、情報を出さなくとも、「議会軽視ではないのか」とは、今度はならなくなるのです。もち

ろん、どこまでかというのはありますよ。線引っ張れないから言っているのだけれど。だから、

そこら辺のころ合いをきちっとやらないと、私はちょっと難しいのではないかなという気がす

るのです。  

○委員長（山本浩平君）  ほか。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私も２通りの考え方があると思うのです。多分、今回出てくる中には、

今回 21 年度で取り組もうとする地ビールの話が新聞に出ていました、あれだって、私達全然わ

からない話でした。でも、きっと今、急に決まったものではないですよ。きっと今までいろい

ろなものを積み重ねてきて、実際もう、ラベルのあれから何から、これからもう町民に出そう

としているのです。だから、そういう話だって、笑ってしまったらあれかもしれないけれど、

多分そういった報告も含めての、今回のあれではないのかなと。私は逆にそういうふうにも取

ったりはしているのです。「なぜ新聞報道が先にされて、私達議会が・・・」という話も多分、

同じ話の繰り返しになるのかもしれないけれど、だから今回は、実際その説明だって私達受け

ておかなかったら、どうしようもないのかなと思ったりもするけれど。  

○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） そういうところわかります。ただ、今、ビールの部分にしても、

これは 20 年度でやっているのです。これが新年度予算のときに、多分説明ないはずです。食材

王国の中でリスト挙がっているけれど、ビールに対してやるかどうかという説明なかったと思

う。仮に予算のときに説明しない、途中から事業入れてしまって、そして今言ったように、「実

はこれやりました」とここで報告を受けたら、決算のときに、では、あなた当初予算こうだっ

たときに、なぜこういう新聞報道されたけれど、どうなのですかと。それだけの政策過程にお

いて、どういうことを話すかというこの議論を、する人はするけれども、「いやいや、私は説明

受けたからもうわかっているのだ。なぜあなたそんなことを言うの」と、こういう方法になれ
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ば、私が先ほど言った、私や大渕副委員長が言っている議会の政策過程において、どれだけ議

会が入っていくかということが、だんだん、だんだん、言葉悪いけれど、「議会もういいわ」、

なし崩しだということになってしまうから、私、意地悪で言っているのではないです。議会の

そういう能力を高めるために、まして存在意義を、町中歩いていて、議会の皆さんは問われて

いるのですよ。そういうことを、理想論と言われるかもわからないけれど、そういうことを心

がけてやったときに、どうなのかなと思うのです。だから私は、何も今言った、氏家委員や大

渕副委員長が言ったとおりなのだけれども、そういう部分がどうなのか。議会でもチェック機

能持っていることですから。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も、新聞しか見ていないのです。実際に町が予算立てして、あれに

取り組んでいたのかどうなのかということは、私達わからないのです。あれが町内でも、例え

ばそういった形の中で、試作しながら取り組んできたことを、町としてどういう形でバックア

ップしてきたのか、私はわからないのです。ただ、そういったことの説明が、今回受けられる

のかと。１つね。町が予算を出して、「やれ、やれ」とやらせていたものなのか、それとも町民

の中で、白老町の新しいブランド化を進めてきた、クッタラ湖の水を使ってとか何とかという、

そういったものをやってきたことなのかどうなのか。はっきり言ったら、全然私達見えないで

すよ。聞きにも行っていないし。確か、きのうだかの新聞でしたよね。だから、そういった部

分での説明が、また逆に受けておいたほうがいいのかなと。そこでまた、聞きたいことは聞け

るし、今、言われたことも大事なことだなと思うのだけれども。そんな感じはしていたのです。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  １点忘れていました。皆さんのところにもう文書行っていると

思いますけれど、24 日にこれの町民向けの報告会を行うのです。２、３人出席してくださいと

いう文書です。24、25 は議案説明会で、多分終日かかるだろうということで、それの配慮も入

っているということでお聞きしていました。議員さん当然その時間には来られないだろうとい

う部分だと思います。ですから、担当のほうでも資料つくるのに間に合うかどうかとは言って

いましたけれど、議員さんは多分来られないだろうという配慮のもとで、多分半分ぐらい含ん

でいるのだろうと思います。  

 確か、北見工大の先生が来てやるのですけれど、それにも見てほしいという話は当然されて

いましたけれど、事務局としては無理だという話はしていますので。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員、今回この事業報告は一応受けて、それで今後決算

審査にあるかどうか、こういった内容やったときに、こういった内容についてはやはり、そう

いう決算審査の審議にちょっと引っかかるからまずいのではないかというのは、これからの議

論として、これはこれで、まず受けるということでいかがですか。やってみると。  

 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。受けていいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。長引かせる気は全然ないのだけれど、要するに、議員

協議会で発言しないで、一般質問とか予算委員会とかで、ばんばんやればいいのですよ。私に

言わせれば、あそこで聞くからだめなのです。協議会なのだから、協議会そのものが何なのか

というふうなことをやっておかないと、あそこで質問するからだめなのです。本会議で出てく

るのだから、本会議でばんばんやればいいのです。私は今まで徹底してそうやっていますから。

今まではいくら協議会で説明されても、今度は議事録に残るからいいけれど、今までは何回も

私やりましたからね、本当に。だから、本来から言ったら、議事録に残ることをやらなければ

だめなのです。今回から残るようになってしまったから、面倒くさくなっているのだけれど、

私はやはり、あそこで聞いても黙って、すぐ終わって、「はい、そうですか」。その代わり出て

きたら、本当はがんがんやればいいのですよ、と思っているのですけれど、違いますかね。 

 受けるぐらいは受けたって。余り事前審査だとか根回しをやらなかったら、構わないと思い

ますけれど。  

○委員長（山本浩平君）  その辺のお話は逆に、局長のほうから担当課のほうにちょっとお話

をしていただければ、あれじゃないですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほど言ったのが、趣旨だと思いますけれど。24 日の説明が議

員さんには見ていただけないのでという部分が多いのだろうと。ただ先生は、講演は来ません

けれど。同じものを多分するのだと思います。 

○委員長（山本浩平君） その北見工大の先生が地ビールにかかわっているということですか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  地ビールではないと。アイヌの薬膳の関係なのですよ。１年間

の動きをトータルやって、シンポジウムもやるのでしたか。半日あるみたいです。それは多分、

24 日は行けませんので。  

○委員長（山本浩平君）  戻します。この協議会の内容については、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは８番目、その他について。局長何かありますか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  特に。 

○委員長（山本浩平君）  ありませんか。 

 皆さんのほうから何か、その他ありましたら。ございませんか。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  大変長い時間ご協力をいただきまして、ありがとうございます。 

 これをもちまして本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。  

（午後 ５時００分） 


