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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２５日（水曜日） 

   開  会  午後 １時００分 

   閉  会  午後 ４時０１分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．平成２１年定例会３月会議の招集について 

２．部制の実施に伴う常任委員会の所管について  

３．議員報酬・費用弁償の支給方法の改善について  

４．全員協議会のあり方の再確認について 

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３月会議の招集について 

２．部制の実施に伴う常任委員会の所管について  

３．議員報酬・費用弁償の支給方法の改善について  

４．全員協議会のあり方の再確認について 

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 近 藤   守 君 

 委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

 委 員 外 議 員 松 田 謙 吾 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 

                                         

○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 



 2 

                                         

◎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。  

 （午後 １時００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） それでは、１番目の協議事項から、局長、説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず大きくくって１点目は、３月会議関連の協議でございます。  

(１)といたしまして、提出議案の件数でございますが、きのう、きょうと議案説明会で受け

ましたとおり議案が 44 件でございます。それと執行方針が２件と、当日配付になりますけれど

も町長の行政報告１件が予定されてございます。  

議会関係でございますが、意見書を含んでございませんが、諸般の報告４件でございます。

それと承認、派遣承認１件、予算等審査特別委員会の設置、それと審査結果報告、陳情並びに

予算審査の報告です。それと会議案、この後協議いただきますが部制に伴う委員会条例の一部

改正ということでございます。それと委員長報告３件でございます。件数は以上のとおりにな

ってございます。  

(２)でございます。町政執行方針、教育行政執行方針でございます。これにつきましては、

昨日の 24 日、冒頭で既に配付済みでございます。  

続けさせていただきます。（３）の諸般の報告ですが、議長の諸般の報告として４点行う予定

になってございます。その中で通例で行っていますもののほかに、③番目、職員の懲戒処分の

報告を町から受けてございます。これは、職員の懲戒処分の公開に対する基準に基づきまして、

議会と報道機関に報告するという規定になってございまして、既に議長のほうに届いておりま

す。９日の冒頭に皆さんへ配付するような形になります。 

それと行政報告、町長１件でございますが、これも当日配付の予定でございます。  

(４)番目でございます。代表・一般質問でございますが、既に議員皆様のところに通告書の

配布をしてございます。３月２日月曜日でございますが、通告 10 時締め切りとなってございま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。  

それと、今回の代表質問の通告順番でございますが、ナイター議会を予定してございまして、

３月 10 日火曜日です。18 時から 21 時まで３会派でございます。順序としましては新政クラブ

さん、公明党さん、清風クラブさん、この順番になります。おおむね持ち時間１時間という、

従来の申し合わせでございます。３月 11 日水曜日でございます。18 時から 20 時の予定でござ

いまして新風さん、日本共産党さんと、こういう並びでございます。本日、代表質問の確認を

お願いしたいと思いますが、もし決まっていれば氏名までお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（山本浩平君）  この(４)で一たん切りたいと思います。 

 まず、(１)の提出議案、町長案件と議会関係ございますけれども、これについて特段何かご

ざいましたらどうぞ。よろしいですね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、(２)と(３)ですけれども、これについて何かご質問あれ

ばどうぞ。(２)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） (３)諸般の報告について、何か特段お尋ねしたいことがあればどう

ぞ。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、(４)の代表・一般質問についてということでございまし

て、もし決まっているところがあれば伺っていきたいと思います。新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブは、玉井昭一議員が質問します。 

○委員長（山本浩平君） では、順番に聞いていきます。公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（西田祐子君） 西田です。 

○委員長（山本浩平君） 新風は、私山本でございます。日本共産党さんは。 

○副委員長（大渕紀夫君） 斎藤征信です。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。復唱させていただきます。代表質問は、１番目の新

政クラブさんが玉井議員、２番目の公明党さんが氏家議員、３番目の清風クラブさんは西田議

員、４番目の新風は私、５番目の日本共産党は斎藤議員ということでございます。 

 続きまして(５)、議員の派遣承認について、局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 派遣承認につきましては、別紙資料１を添付させていただいて

おります。議会運営基準の 27 ページの 11 で、議員の派遣承認案は、議会運営委員会に諮って

決めるという規定になってございますので、お諮りしたいと思います。一応予定されておりま

すのは、管内の議長会の定期総会、それと北海道町村議会の定期総会。いずれも洞爺湖町、札

幌市内ということで２件上げさせていただいております。よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） 特に何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。では、続きまして(６)お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） (６)です。予算等審査特別委員会の設置及び付託議案について

でございます。後で出てきますけれども、資料２を参考に見ていただきたいと思います。２ペ

ージ、３ページでくくってございます、関連条例と新年度予算が付託案件となります。 

 まず、新年度予算は、きのう、きょうと説明されましたとおり 15 件、13 号から 27 号までで

すね。それと予算関連議案は 13 件、33 号から 42 号まで。訂正をお願いしたいと思います。 

 ちなみに予算関連でない議案は、介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について。そ

れと、勤務時間の変更、育児休業等に関する条例の一部変更でございます。それと、町道の認

定・廃止、合わせて４件が関連議案以外のものでございます。 
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 今予定しておりますのは、16 日から３日間、特別委員会を設置して審議をいただくという予

定でございまして、委員会審査報告につきましては最終日、３月 19 日でございます。 

 それと、括弧内を見ていただきたいと思います。これは議会運営基準の 23 ページの 12 番の

項目でございまして、「当初予算に係る審議は、議長を除く議員全員による予算等審査特別委員

会を設置して審査を行うものとし、総務文教常任委員会の正副委員長が当該正副委員長の任を

務めるのを例とする。」というこういう基準になってございます。 

 これについて議論をいただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 予算等審査特別委員会の設置及び付託審査について、日程等の説明

がございました。これについて何かご質問・ご意見がございましたらどうぞ。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 確認なのですけれども、先ほど何か、案件の番号が訂正ありましたが

聞き漏らしたので。 

○委員長（山本浩平君） もう一度、局長説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） ②番目の、予算関連議案 13 件となっていますね。最後のところ

が 32 から 41 と書いてあるのですが、これ後で追加されて修正になってございませんので、33

から 42 に訂正してください。 

○委員長（山本浩平君） ほか。では、よろしいですね。 

正副委員長の互選もよろしいですね。運営基準どおり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、(７)陳情審査の結果報告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） 昨年の 12 月会議におきまして、議会運営委員会に付託されてお

ります「陳情第１号 白老町議会議員削減を求める陳情書」、採決の結果、不採択すべきものと

決定してございます。資料１の２のとおり添付してございますので、さきに、議会運営員の皆

様には一読いただいていると思いますが、この場で成案にしていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議会運営委員会の皆様方には、送付しているということでございま

す。この審査意見の内容について何か気がついたところがございましたらどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風の西田ですけれども、今回の審査意見のところで、私どもの会派

は採択すべしという意見だったと思うのですけれども、それがこの文章では反映されていない

のではないかと思うのですけれども、その辺はいかがなのでしょうか。 

 これだと、全員一致で不採択すべきものと決定されたのかなというふうに、誤解されかねな

いものですから、私どもの会派の意見はどのような形で反映させていただけるのかということ

でございます。 

○委員長（山本浩平君） 前回、採決によって不採択ということには決定したのですけれども、

今のご意見として、私のほうからもう一度お尋ねしたいのですけれども、少数意見として留保

していただきたいということで、そういう認識でよろしいですか。それとも、この意見書その

ものが不採択と決定されたわけなのですよ。ですから、一つの会派からはそのような意見があ
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ったと。そういう形で残していただきたいということですか。 

○委員（西田祐子君） そうです。 

○委員長（山本浩平君） これについて皆さん、ご意見を伺いたいと思います。今清風さんか

らそのようなご意見ございましたけれども、ほかの皆さんどうですか。委員の皆さん方、ご意

見を伺っておきたいと思いますが。局長、何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 少数意見の留保だから・・・。 

○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。今の西田委員の意見なのだけれども、審査意見の中に

入れるとしたら、どのように入れるということを望んでいらっしゃるのか。意見書そのものは

不採択ですから、それは決定しております。少数意見の留保は１人賛成いなければだめだと思

いますので、そのときにその場で少数意見の留保をしていませんからね｡今これから少数意見の

留保をするということにはならないと思います。もう決定してしまっていますから、それは無

理ですよね。そうすると、どのような形を考えていらっしゃるのか。そのことを聞かないと、

よく理解できないのですけれども。 

○委員長（山本浩平君）  いかがですか、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、前回のときに欠席したものですから、及川代表だけでしたけれ

ども、私どもの会派から２名出ているわけですから、当然我が会派のほうから、最初から、こ

れは採択すべしということは申し上げておりましたので、当然、それはここの委員会の中のメ

ンバーですから、２人の意見が一致して、そういう意見だということで述べていますので、当

然、少数意見としてここに入るものと、私どもは思っておりました。ですから、今大渕副委員

長が言われたような形で言われるのであれば、ちょっと納得しがたいかなと思っております。 

○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。僕が言っているのはそういうことではないのです。ル

ールに従って決めたことですから、そのときにそういう手続きをとっていなければ、少数意見

の留保にはなりませんということで言っているのです。それはならないです。そこは当たり前

です。 

 私が言っているのは、これが事前に議運のメンバーに送られていますよね。これをどのよう

に変えてほしいというご意見か聞きたいということを言っているのです。そうでなければ、こ

ちらを変えるのではなくて、これは議運のメンバーで決めたことがきちんと送られているわけ

です。及川委員のところにも西田委員のところにも送られているわけですよ。これをどのよう

に変えたいのかということをおっしゃっていただかないと、こちらで変えたりつけ足したりす

るものではないと、僕は思うのです。そのことを言っているのです。 

 ですから、少数意見の留保は今の段階ではもうできませんから、これ採決終わっていますか

ら。書いていますから。だから、僕が言っているのは、これが事前に議運のメンバーに送られ

ているのだから、この中に、こういう証言をしてほしいということを言わなければ、我々はわ

からないでしょう。意味わかりますか。そのことは、これが事前に送られているのだから、ど



 6 

ういうふうに変えてほしいというご意見ですかということを僕は聞いているのです。私、聞い

ているのはそういうことです。これはもう事前に、決まったということで議運のメンバーに送

られているのだから、では、清風さんの及川委員と西田委員はどういうふうにこの文章を変え

てくれと言っているのかということを聞いているのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時１７分  

                                         

再開 午後 １時２０分  

○委員長（山本浩平君）  この点について、皆さんいかがですか。採択すべしという意見もあ

ったというようなことを１項目載せていただきたいという清風クラブの意向でございますけれ

ども、それについて他の会派の皆さんいかがでしょうか。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時２１分  

                                         

再開 午後 １時３０分  

○委員長（山本浩平君）  会議を再開いたします。 

休憩中に局長からご説明がございました。議会のルールにのっとれば、少数意見の留保とい

うのは難しいという判断になりそうでございますので、その辺のところを加味していただいて、

本会議で討論という形でお話しをしていただくということではいかがですか、清風クラブさん。

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 本会議のほうで、改めて採択されるということですね。 

○委員長（山本浩平君） します。 

○委員（西田祐子君） では、そのときに私どもの会派として意見を述べさせていただきたい

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） 今回は、不採択という結果になってございますので、本来であ

れば委員長報告のとおりという諮り方をするのですね。そうなると、不採択を賛成するような

イメージで取られるということなものですから、これは修正案と同じように、陳情案を取るか

取らないかという形にしたいと思いますが、それでよろしいですか。というのは、委員長報告

は押さえたのですけれども、陳情に賛成するかしないか。ですから、賛成されるか否かは手を

挙げて、不採択するのは挙げないというような考えのほうがわかりやすいのではないかと。委

員長報告のとおりだと採択、不採択が混同して、どちらをとってもいいということになってい

るのですね、陳情の報告については。 

 他の団体では、まとめて陳情審査にかけて、まとめて報告する場合があるものですから、通

常は委員会の審議どおり通っていくというのが普通なのですけれども、今回の場合は賛否が混

ざっていますので、陳情に対して求めたほうがわかりやすいでしょうという書き方もされてい
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るのです。そのような諮り方をしたいと思いますが、それも諮っていただきたいと思います。

要するに原案に対して諮るということ。この間の超過負担のような形になると思います。 

○委員長（山本浩平君） 原案に対して諮るという形でよろしいかどうかということですね。 

〔「よろしいです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか、そういう形で異論ございませんか。ほかにこの審

査意見について何かございませんか。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 内容については今の話しで承知しましたし、少数留保について

は、そのときの勉強不足でそごがあったのかなと思いますけれども、これ、今議運の中で話さ

れましたけれど、議長に確認しておきたいと思いますけれども、従来の陳情の採択については、

討論とか採決なかったのですよ。今回は、その部分については、式次第できちんとやるという

ことで確認とってよろしいですか。これは、今局長の話だけですからね、議長としてきちんと

整理しておいてもらわないと。 

 ということは、私は委員外議員です。ですけれども一議員なのです。ルールは知っています

から、ああだこうだ言わないですけれども、私はここの場では委員として公式に意見を述べら

れませんので、議場の場で一議員としてしか言えないのですよ。そういう場を確保するために

も、今言った式次第の中で、議長がきちんと討論採決をしていただかないと。私個人の議員と

しての活動の結果を示すことができませんので、そういう形でいいということでここで理解し

ていいですか。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、議運のメンバーの方から、この陳情書に対して、そういう形で

どうしてもそういう意見を入れてほしいのだと。陳情に対して自分たちは賛成であったと意見

を入れてほしかったという中でのお話、なかなかこれには入れられないということでございま

すので、それを皆さんで検討して、そういう方法もありうるのだということであれば、これ、

今後全部そうするという意味ではなくても、その辺は、議長のその時々の判断というものも、

規則に違反しない限りであるとするならば、それはそれで、ケース・バイ・ケースで対応して

いくべきものかなというぐあいには判断しますけれどもね。  

完全にできないというものであれば、それは問題があるかもしれないが、議長の裁量でやる

部分があるとするならば、特にこれについては、今回はそのように判断して、これからずっと

やるというのではなく、この件については、非常に陳情という思い、また、議員の削減、報酬

等にからんで議員に対する問題。町民から出たということもありまして、普通の陳情ではない

なということから考えれば、そういう方法で皆さんがやるべきだと、議運のほうでされればそ

れはそれで、ケース・バイ・ケースで私は認めていくべきときは、認めていくべきと思います

ので。これはそうだからといって、次から次、全部そういう形にするということは、今考えて

いませんけれども、ケース・バイ・ケースで、時にはそういう手法も取るということで考えて

いただきたいと思いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員よろしいですか。 
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○委員外議員（前田博之君） はい。 

○委員長（山本浩平君） では、続きまして、意見書、要望書の取り扱いについてでございま

すけれども、各会派の代表にそれぞれ意見書を郵送等で送付をされております。それぞれ各会

派でこの意見書の取り扱いについては協議をなされましたでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 誠に申しわけありません。うちの会派、会派会議をやったのです

けれどもこれをきちんとやっていないのですよ。それで、誠に申しわけありませんけれども、

これは最終日だと思いますので、できれば次回に回していただくことはできないかと。私の個

人の判断というわけには、この意見書の場合いかないものですから、そういうふうな取り計ら

いを願えれば非常に助かります。 

○委員長（山本浩平君） 局長、日程的な面はどうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 19 日の最初の報告になりますので、十分間に合うかと思います。

場合によっては、会期中でも。一応原稿は下準備してありますので問題はないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） すみません。よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さんのほうから、再度会派で協議をしたいということで

ございますので、今ここで取りまとめ、なかなか難しいと思いますので、もう協議されたとこ

ろあると思いますけれども、そういった形でよろしいでしょうか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 最終日でも構わないと思います。もしそれであれば、申しわけないの

ですけれども、公明党さんの出されている定額給付金及び子育て応援特別手当等第２次補正予

算等関連法案の速やかな成立を求める意見書案、これ国会で今週中にでも可決するような話を

していますので、どうされるのか考えられたほうがいいのではと思ったのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さんから出された意見書について、今ご意見ございましたの

で、公明党の氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。報道では、来月の６日あたりに参議院を関連法案

が通過するのではないかと。それもあくまで報道、今の国会の状況でありますし、これはいつ

どうなるかわからない話ですから、このまま提出させていただきます。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。それで、この意見書のほかにも、次に出てくる問

題で各会派で協議をしていただかなければならないようなものが何点かございますので、それ

も含めてこの意見書とともに、各会派で協議を行っていただきたいと思います。最終日とは限

らず、日程を調整させていただきたいとこのように思います。 

それでは、続きまして(９)各常任委員会の報告について、局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 最終日の本当の最終ですが、委員会報告が予定されてございま

して、各常任委員会それぞれ所管事務の事項、総務文教は１点、産業厚生は３点、広報広聴委

員会は出前トークの関係で１点と、この報告が予定されています。以上です。確認です。 

○委員長（山本浩平君） これは、皆さんよろしいですね。ありますか、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 最終日に委員会報告になっていますけれども、３月は予算も入ってい
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ますし、会派の代表としての代表者質問もありますよね。そこの中で第４次総合計画、実行計

画とか、総務文教とかとっていますので、正直言って初日に報告していただきたいなと。それ

でなければ、この報告が後になってしまうと、委員会報告をしないうちに、質問の内容が重な

ってくる部分があるのではないかなと、そういう懸念をするものですから、できれば初日に委

員会報告をしていただけるとありがたいと思うのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） ちなみに、前田委員外議員の意見は。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 同じです。総務文教常任委員会の所管事務調査をするときに、

そういう形の中で所管事務調査をしようという話だったのです。当初にしなければ、今言った

ようなことでダブってくるし、過去の例から見ても制約受けるでしょうと。当初しなければい

けないのではないかと、同じ考えです。 

○委員長（山本浩平君） 局長、特に問題はありますか、初日に行うということで。 

○事務局長（上坊寺博之君） 問題はないと思いますが、日程ずらせばいいだけですから。 

○委員長（山本浩平君） ほかの委員の皆さんどうですか。ご意見伺いたいと思いますが。西

田委員の意見でよろしいと。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前回も確か、こういった形の報告の仕方があったと思いますけれども、

やはりこれから代表質問、一般質問絡んでくる問題が、もしそういった所管をとっている部分

に当った場合には、やはり各常任委員会の報告というのを先にもってきた形のなかでやらない

と、委員会報告というものが何か薄っぺらいものになってしまうような気がしますので、常に

ということではなくて、そのときそのときの形の中で、そういった運用を考えていかれたらど

うかなと、私はそのように思いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） 今、西田委員、前田委員外議員が言った意見に賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですけれども、私も異存はございません。日本共産党さんいか

がですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 先にやるのは構わないと思うのです。ただ、やるのなら、これか

ら全部、その時々によって先にやったり後にやったりというのは変ではないかと僕は思うので

すよ。だから、先にやったほうがいいと、圧倒的な意見であれば、これからずっと先にやった

ほうがいいのではないかと僕は思いますけれども、それは全く個人的な意見ですけれどもね。

その時々にと言ったら、今回は早くやろう、今回は後にやるというのはおかしくないですか。 

 僕はやはり、先にやっても後にやっても同じだとしたら、皆さんが先にやったほうがいいと

いうのなら、これからずっと先にやると。それは３カ月間の我々の活動の報告ですから、常任

委員会の。だから、そうやってこれからやったほうが、僕はいいと思うけれどもね。その時々

って、どこが判断するというのも、議会運営委員会が判断するというのも変な話だなと思うの

だけれども。 

○委員長（山本浩平君） では、お諮りしたいと思います。常任委員会報告について、今後の

報告についてもはっきり決めたほうがいいのではないかというご意見でしたけれども、皆さん
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いかがですか。 

〔「よろしいです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 初日に行うということで、確認をさせていただいてよろしいですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのようなことに決定をいたしました。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、今冒頭で議運の報告を議会運営委員長がやってい

ますけれども、それに引き続いて委員会報告すべてやるという方向が一番いいのかなと。その

後に諸般の報告、行政報告と入っていったほうがよろしいのかなと思いますので、今後につい

ては委員長報告、定例会ですね。会議の運営も含めて常任委員会の報告を一括してやる、そう

いう運用のほうがよろしいのではないかと、こう思います。 

○委員長（山本浩平君） では、そのようなことで。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、局長が言った、議会運営委員長が報告しますね。それと同じよ

うにほかの常任委員会も一緒に続けてやるというぐあいで、そういう認識でいいのですね。 

○委員長（山本浩平君） 議会運営委員長報告の後に、委員会報告あれば続けて一括して行う

ということで確認をとらせていただきたいと思います。 

 次、(10)定例会３月会議の期間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） 会期を期間に直してください。３月９日から 19 日までの 11 日

間、途中予算審査特別委員会を休会で組み合わせて 11 日間ということになります。おおよその

日程は資料２に添付していますとおり、１日目に執行方針の説明を受けまして、補正予算、条

例関係の審議、議決を経た後、２ページの第 20 から議案 28 号から 27 号、一括上程していただ

きまして、委員会付託をして、１日目は終わるということになります。10 日以降につきまして

は代表質問、先ほどお名前いただきました。２日間、18 時からになります。４日目以降、通告

はまだ期間ございますが、一般質問、一応２日間の予定を組んでございます。場合によっては、

３人３人になるのか、１日に終わるのかということになると思います。ここは、１日で終わっ

たとしても、詰めない予定でおります。 

 16、17、18 日予算等審査特別委員会を終えまして、最終日、予算等審査特別委員会の報告を

受けて採決に入りたいと。あと議会関係の意見書案までということに、流れで進めさせていた

だきたいと思います。 

 それと、一括議案でございますが、先ほど言いましたとおり、予算関連議案と新年度予算に

つきましては、委員会付託のため一括議案として上程させていただきたい。それと、町道認定・

廃止につきましては、どちらかが可決してもそごが生じますので、一括議案で一括採決をさせ

ていただきたいと思っております。期間については以上であります。 

 失礼しました。一括議案の①最後のところ、33 を 42 に直していただきたいと思います。下

が 43 を 44 号でございますので。それともう１点でございますが、９日に追加議案が２件出る

予定でございます。予算関連議案でございますので、いずれも付託になりますが、内容は、き

ょう説明を受けましたように病院のベッド数が 96 から 58 に変わるということで、保健所のほ
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うの絡みがあったものですから、条例が追加で出てくるということになります。 

 それと、介護施設。今の病院の併設の部分で、寮母さんの特勤手当が生じてくるので、それ

についても追加になるか差しかえになるかということです。議案の関係で 33 番職員の給与に関

する条例、既に上げてございますが、そこに追加になるか、新たな番号を付けて出すかという

ことで、今総務課のほうで検討しているということで、９日に提案を受けまして、若干の説明

を受けて追加議案としたいと思っております。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。 

では、続きまして(11)平成 20 年町村議会特別表彰についてでございます。議長のほうから報

告がございます。資料２―２をご覧ください。議長。 

○議長（堀部登志雄君） これにつきましては、２月 13 日に全道町村議会議町会の理事会がご

ざいまして、そのときに私、初めて出席をさせていただいた中での報告事項と協議事項が数点

あります。今回関係のあることにつきましては、この件につきましては、13 日に道の議長会の

ほうから報告を受けました。２月６日に開催された全国町村議会議長会の定期総会において、

自治功労者表彰と優良町村議会の表彰ということで、道の議長会から北海道では白老町の議会

を推薦したという話を聞いていたのですが、それが２月６日の定期総会の中で、正式に表彰さ

れたということでございます。その表彰の伝達式を３月９日午後１時からの本会議の冒頭に道

の議長会から担当者が来まして、表彰したいということですので、その内容でございますので

ご了解をいただきたいなというぐあいに思います。 

 全国で３町村ということで、北海道は白老町、宮城県の本吉町、沖縄県の読谷村議会、全国

で３つの表彰、その中の１つに入ったということで、北海道は昨年、栗山が表彰されているよ

うですけれども、今回は白老。北海道が２年続けて表彰を受けたということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 報告ということでございます。これはよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次、(12)番、本会議閉会後の懇親会について、これは局長から。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例年行われてございますが、３月会議については町側が主催す

ることになってございまして、まだ確定はしておりませんが、19 日本会議終了後、夜になりま

すが、定例会ご苦労さんということで懇親会を催したいということで、総務課長から内々に受

けております。皆さんについても予定をお願いしたいということです。よろしくお願いします。  

○委員長（山本浩平君） これも、報告ということでございます。 

 13 番目、定例会３月会議について、予定ですね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、経営企画課のほうから、これも予定でございますが、打診

がございます。19 日で本会議、１回終わりますが、３月 31 日に追加議案として会議を設けて

いただきたいという予定でございます。 

一つは 20 年度の一般会計補正予算は、これは国の２次補正で 18 日に議決しました、それぞ
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れの景気対策の事業でございます。町側については、美園団地の工事ですとか、道路の工事で

すとか、予算を組んでいますが、これから入札執行をかけて執行残が出てくると。そういう中

で、国に余った分を戻すことなく 100％消化したいという考え方がございまして、入札結果を

見まして差金が生じたものにつきましては、事業量をふやして新たな予算づけをしたいという

ものでございます。 

もう一つは、21 年度、まだ議決もしておりませんが、補正予算をお願いしたいということで

す。これは追加で出てきています雇用対策でございます。既に国の予算は可決しておりまして、

道に基金をつくって、道から配分を決めるというものでございます。これはあくまでも雇用対

策。人に係る部分です。その部分が、今の予定ですと３月 30 日までに配分するということにな

ってございますが、配分が早めになれば、一刻も早く雇用対策に向けたいと。４月からすぐに

執行できるような形にしたいというような町の考え方で、一応この２点を予定してございます。 

場合によっては②のほうは間に合わないかもしれませんけれども、一応予定したいというこ

とでございます。それと合わせて、全員協議会も開催、第５次の行財政改革大綱を議会のほう

へお示ししたい。それと、集中改革プランの案についてもお示しをしたいということでござい

ますので、追加議案と全員協議会の部分で、30 日くらいに予定したいということでございます。 

それと合わせて①の部分については、なるべく多くの事業者に受注機会を与えるためにＪＶ

発注を今考えているということでございまして、それの入札、公的にいう期間を取ると３月 26

日でないと入札ができないという部分がございまして、①の議案については、誠に申しわけな

いですが 30 日の当日配付にさせていただけないだろうかという部分でございました。というの

は、旧年度で補正予算をしないと使えなくなりますので、そのような処置で何卒お願いしたい

ということで、担当のほうから受けてございました。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問ございますか、これにつきまして。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、大きな２番目に入る前に暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時５９分  

                                         

再開 午後 ２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。 

大きな２番目に入る前に、確認をしていただきたいということでございましたので、確認を

させていただきます。３月会議の追加議案の件でございますが、景気対策の中で多くの受注機

会を与えたいということでＪＶ発注をするということで、３月 26 日の入札ということになるわ

けでございまして、そういう日程的なことから、①のこの追加議案に関しては当日配付やむな

しということでございますけれども、この点については皆さん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、よろしくお願いいたします。 

それでは、大きな２番で部制に伴う常任委員会の所管の変更についてでございます。局長、
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説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 部の設置条例は１月 28 日に議決成立して、４月１日から執行に

なるという部分でございまして、現在は部の設置規定しかございませんので、課の概念という

のは今、条例規則上はございません。町側サイドでなくなったり消えたりするものですから、

基本的には部で所管分けをしなければならないということでございます。そうなりますと、４

月１日に合わせて委員会条例の変更が生じるということでございます。 

 資料３をおつけしてございますが、２ページ目と３ページ目が新たな部分でございます。ま

ず確認したいと思いますが、３ページ目をご覧になっていただきたいと思います。 

今、総務文教常任委員会に所管しておりますのが、アからオまでの現在の課で所管してござ

います。このたびの部制の導入によりまして、従来の総務課にありました交通防災の業務が生

活環境課に移りますので、生活福祉部の所管になります。それと、総務課にありました情報の

関係、庁内ＬＡＮですとかそういう個人情報保護の関係ですけれども、含めまして企画政策課

へ移るということになりまして、企画振興部になります。もう一つは、今の行財政対策室で持

っておりました特命事項は、企画振興部に特命政策を負荷して移行するということになります。 

 それと今、産業厚生常任委員会に所管している部分でございますが、生活環境課にありまし

た従来のウタリ政策関係が企画政策課、企画振興部に移ることになります。それと企画振興部

には産業経済課と水産を統合して、企画課と合わさるような形になって企画振興部になります。 

 現在、この部分で部割りしますと、企画振興部が２課にまたがるような形になります。今の

組織上で分けるということになれば、企画振興部をどちらかに持っていかなければならないと

いう部分でございまして、ちなみに今ある産業厚生常任委員会へ持っていったと仮定しますと、

バランスから見ますと産業厚生常任委員会が３部抱える状況になりますので、かなり大きなも

のになります。 

 そのような状況になってございまして、できれば２つの委員会でございますので、バランス

よく持つことが好ましいのではないかと思っておりまして、表のおもてに戻っていただきたい

と思いますが、今、基本的に、部が４部体制と、それに関連する部相当部署、議会も含めまし

て４つございます。議会は所管にかかわりませんので、残る教育委員会、町立病院、消防本部

を系統づけて部のほうの１つの大きなくくりとして区分けしたほうがよろしいのではないかと

思いまして、これは案でございますが、こういうくくりにしてございます。 

 １つは教育委員会でございますが、ウタリ関係、アイヌ施策の関係が企画政策課へ移行した

部分もございます。また、政策調整の部分も移行してございますので、教育委員会をここに位

置づけてはどうかという１つの案でございます。 

 それと、生活福祉部の中には町民課、健康福祉課を抱えてございます。町立病院をここの部

分から外しますと、今、重要課題で持っております三連携の部分が崩れてしまうということに

なります。もう１つは生活環境課に防災の部分がいきましたので、防災の調査をするときに防

災担当と消防との連携ができないという部分で、大きく分けてこういうようなくくりにしては

どうなのかなという１つの案でございます。 
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 それと、そこにかかわらない部分につきましては、４つほどございまして選挙管理委員会は

総務課が所管してございますので総務財政部。会計管理者につきましては、財政の関係がござ

いますので総務財政部、監査も同じく出納の関係がございますので会計管理者と合せて総務財

政部。それと農業委員会は産業経済課が所管しておりますので企画振興部、このような大きく

関連系統で、４つに分けてそれぞれ常任委員会２つずつ持つというのがバランスよい体系では

ないのかと思っております。 

 ちなみにこれを２つずつ分けるとしたら、６つのパターンが出てきます。下の組み合わせで

すが、委員会のほうは視点を外して見ていただきたいのですが、１と３と組めば２と４。１と

２と組めば３と４と。１と４と組めば２と３。この６つのパターンしかないのです。ですから、

３つで分けた区分しか出てきません。こういうような中でベターな組み合わせを考えていった

らよろしいのではないかと。こうされますと、名前は当然、変えなければならないと思います

が、こういう部分でやるほうがバランス的にはいいのではないかと。 

 先般、それぞれの常任委員会の正副委員長さんで、基本的に１回議論していただきましたけ

れど、議運にお諮りして会派に持ち帰り、もう１回議論したらいいのではないかと。ピタッと

は収まらなかったのですけれども、もう１回議論していただいたほうがよろしいではないのか

なという考え方でございました。そういうことで、最終日、19 日もしくは 30 日でも構わない

と思います。それまで修正が必要ではないかという部分で、案としてお諮りしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 会派に持ち帰って協議をしたいただくことになると思うのですけれ

ども、その前にたたき台として、皆さんご意見ございましたら、それぞれお持ち帰りの参考に

できると思いますので、何か意見ございましたらどうぞ。また、質問でも構いません。いかが

ですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。これは先日、正副委員長会議の中で説明も受けましたし、

私としてはＡ案がボリューム的にいいのではないかと。ＡかＢどちらかだと思うのですけれど

も、Ａ案の形がいいのではないかと思います。ただ、この常任委員会に、各会派から当初、常

任委員会を組むときに、いろいろな考え方をもって人の配置をされたのではないのかなと。私

はそう思っています。ですから今回こういった形の中で部制を敷くことによって、所管する課

が変わった場合に、今後課題について自分たちが目指すものが変わるとか、いろいろな問題が

出てくるようにも思われますので、そういったことを加味して、今回この議運の中で、皆さん

いろいろな意見出されるべきだなと思いますけれども、会派に持ち帰って、もう一度皆さんと

議論すべきではないかと、私はそのように思います。 

○委員長（山本浩平君） 各会派のご意見、伺っておこうかなと思います。新政クラブさんい

かがですか。 

○委員（近藤 守君） この前の、正副委員長の会議の中では、私どもの会派、産厚の委員長

と私といるものですから、大体話が見えたのですが、いずれにしても再確認の意味で会派に持

ち帰って確認するということは必要かと思います。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさんいかがですか。西田委員。 
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○委員（西田祐子君） うちの会派では、これについて話し合いをいたしました。Ｂ案が一番

いいのではないかと。そういう考え方で意見はまとまりましたけれども。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。共産党さんいかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは考えてもわかりません。この４ページ目の説明は後でする

のですか。面倒だから一緒にやったほうがいいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） つけさせてもらったのは、今回所属・名称も変わると思います。

所属・名称が大きく変わってくると思われますので、そうした場合、委員会の存続がどうなる

かということなのです。というのは、この中で解説していますとおり、所属変更が生じた場合、

所管変更があった場合は、委員会の同一性が失われるということなのです。同一性が失われる

ということは、そこに所属している委員が、すなわちこちらに自動的に移動しないと。新たな

組み合わせが必要だということなのです。これが大原則なのです。 

 ただ仮に、先ほど言いました清風クラブさんのＢ案の内容の、名前が変更したとしても従来

の総務文教が、総務財政・企画振興・教育委員会を担うということで、条例変更するときの附

則で同一性を持たせるということになれば、改正しなくてもいいと。条例の中でみなし規定を

つくってしまうと、改正があったとみなすということにしてしまえば、そのまま引き継ぎがで

きると。産業厚生常任委員会の方は生活福祉部・建設部・病院・消防の委員会に所属変更があ

ったとみなすという規定の中で、今の委員会を動かさないで自動的に移動ができるということ

が、ここに書かれている大きな内容です。端的に言いますと、そういう意味でございます。 

 基本的に、所管を動かすと委員会が消滅したことになるのです。ですから、ゼロから出発し

て委員会の組み直しをしなければならないのです。そこはわかりますよね。これが大原則なの

です。そういう方法を新たに希望を取って８名・８名の構成ですから、８名・８名に収まるよ

うに組み直しするということが大原則です。それをやると、せっかく今まで継続してきたもの

が途切れるという考え方であれば、委員会の構成を変えないで、改正条例の中でみなし規定で

改正があったという規定にするわけです。そういうことができますよということです。 

 ですから、新たに組みなおしても、附則でみなし規定をつけて構成を変えないでいくことも、

委員長、副委員長の構成も変えないでそのままできますよと。これは、委員ばかりではなくて

正副委員長もみなし規定で、あったとみなす。そうしたら委員長の互選も必要ないですし、委

員の組み換えもしなくてもいいですよという意味でございます。 

 それが、第３はと書いている下のほうで、附則で経過規定を設け云々と書いているのはそう

いうことで、今現在、委員会に付託された案件はないですから問題はないですけれども、付託

案件は飛んでしまうのですよ。もう１回本会議で付託しなおさなければいけないのです。それ

は経過規定で、付託したこととみなすと規定をしなければだめです。そういう意味です。 

ですから、原則は変えるのですよ。原則どおりに変えるのか、変えないのかというのも合わ

せて議論していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 
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○議長（堀部登志雄君） 例えば今、総務文教常任委員会と産業厚生常任委員会がありますよ

ね。部も変わって、担当が部によって変わってくるのだけれど、ただ、委員会として、この部

署がそちらの委員会に移った、こちらの委員会にきたという形にはならないのですか、そうい

うふうにやるためにはみなし規定とかでやればいいわけですか。 

 要するに、委員会が２つあるわけですね。今回町の組織が変わって、部の構成からいくと、

今まで所管していたのが、一部行ったり来たりする部分があるけれど、それはただ所管が変更

になったというだけで済ませることはできないのだ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 最後のほう、傍線２つ書いてあります。常任委員会の同一性は

委員定数の変更、所管の変更があったときに失われますと。行政実例があって、改正条例の施

行とともに常任委員会は消滅し、その委員は身分を失ったものと解されます。と書いてあるの

です。身分を失っているから、新たに専任しなければならないのです。 

 ただ、それが真ん中のほうに戻って、条例の附則で経過規定を設けて、要するに委員会は消

滅しないで引き継いだものとみなす。それと付託案件は付託あったものとみなすという経過規

定を設ければ、新たに組み直しする必要はないと。ただ、附則で必ずうたわなければだめだと。 

○委員長（山本浩平君） 過去にもそういうことはやっていたのでしょうか。 

今の説明については皆さんよろしいですか。各会派伺っていましたので、新風なのですが、

私どもはまだ協議しておりませんので、持ち帰って協議させていただきたいと思います。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。６名・８名の委員の数、常任委員会の数、それを変え

るのか変えないのかということもあると思うのです。もし変えるのなら今の産業厚生常任委員

会から総務文教常任委員会へ誰かいかなければだめでしょう。だから、それをやるのなら、そ

ういうことも含めて議論しておかないと、また後でやるなどということにはならないから、こ

れをやるときに全部やるのならやったほうがいいし、従来どおりでいくのならいくということ

は確認しておいたほうがいいのではないですか。そうでなければ、また変な話になってしまう。 

○委員長（山本浩平君） 今、副委員長から提起されました件なのですが、これについても各

会派で協議していただきますか。ここで結論でないですよね。局長、６名・８名というのはや

はりまずいですか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まずくはないでしょう。ただ、鈴木さんがああいう状況になっ

て、総務は６名ですから、議長は両方の委員会に入っていますから、どこかで欠席が１人、２

人出ると４人になるのですよね、現実的には。本当はバランスよく７名・７名になったほうが

いいのですが。 

ですから、３通りあるということなのです。まるきり変えるか、まるきり変えないかという

部分です。それと、７名・７名にするためには、どなたか移動してもらうか。この方法もある

と思います。それはできないことでございませんので､３通りあると思います。だから、バラバ

ラにして７名・７名に組み直すのと、８名・６名でも仕方がないという考え方と、誰か一人移

るかという考え方しかないのですよね。３通りしかないのです。 
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○委員長（山本浩平君） その辺も含めて持ち帰りですね。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時３１分  

                                         

再開 午後 ２時３９分  

○委員長（山本浩平君）  会議を再開いたします。 

先ほど、休憩中にもいろいろ議論されましたけれども、いろいろなことを踏まえた中で、再

度、会派で協議をしていただきたいと思います。 

 次の議題に移りたいと思います。議員報酬・費用弁償の支給方法の改善についてでございま

す。局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料４でございますが、これは事務局のほうから一つの提案と

してご理解いただきたいと思いますが、まず、わかりやすい図としまして３ページのフロー図

ついていますが、そこを見ていただきたいと思います。上段が現在の議員報酬の支給方法でご

ざいまして、下が改善しようとしております支給方法でございます。 

 現在の議員報酬の支給方法につきましては、議員各位から委任状という形で議会事務局長に

対して請求受領代理の委任をいただいて行っております。公金として扱われますのは、報酬の

中から所得税と共済費を差し引いたものが一括して私に請求受領のもとで支払われます。ここ

から現実的には私的な現金になります。その中から議員会費、立替費、食事等の部分をそれぞ

れ議員会ですとか業者へお支払いをした後、各議員の口座へ振りかえをしてございます。 

 現在、こういう状況になってございますが、この中で一つの課題として出てきてございます

のは、公金、私的な現金という位置づけもございますが、現在は私的な現金でございますが、

天引きして各議員に払う段階につきましても、準公金的な扱いを出納室、銀行のほうも取って

いただきまして、これには振り込み手数料がかからないという状況で、実際にはやられている

状況です。 

 ただ、先日、これを本来の形に戻して、手数料をという話も一時あったのですが、現在まだ

それは延長していただいている状況でございますが、将来にわたって振りかえ部分を準公金と

して扱っていただけるかどうかというのも、ちょっと・・・。将来まで保証されているもので

はないのかなと思っております。 

 それで、その下のほう、管内の各市町村の支給方法というほうを見ていただきたいと思いま

すが、今、胆振管内では半々でございます。私どものやり方と同じように請求受領の代理受け

て、私的な現金の中からお支払いをしているという部分が、私どもを含めて６議会あります。 

 東部では安平町、西部の町村は伊達市を含めましてすべてチェックオフという形の、条例に

基づいて会計管理者、出納課が公的に天引きをして指定の口座に振り込む。残りを公金として

各議員に振り込むという手続きをしております。将来に向かって手数料の発生を考えたときに、

こういうような方法の可能性というのは探らなければならないのではないかと思っております。 

 戻ってもらいまして１ページのところですが、今、丸印の書いている上段の２点をご説明申
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し上げました。改善をする場合、白老町職員の給与支払いに関する特例条例というのがござい

まして、一番最後のページです。 

 今職員は、条例に基づいて、給料の中からこの部分については天引きして給料を支払っても

らっていると。要するに公金として扱って天引きをするというものなのです。これの条例を議

員報酬も適用させて、公金として天引きができないだろうかという部分でございます。そうな

った場合、多分(２)のエの適用をさせるようになろうかなと思います。そうした場合、議員会

を中心に、天引きするということになるだろうと思います。 

 前に戻っていただきまして、そうなりますと、今天引きしている部分と、天引きしているも

のの中から、天引きできない可能性のあるものが生じてきまして、天引きできるものとしては

議員会の会費、議員会として加入する互助会、新団体保険、議員会の事業に係る負担金、議員

会で図書斡旋したそういう部分も引き落とせるだろうと思います。 

 次のページですが、今度、控除できなくなるものも生じてくるだろうと思います。一つは、

一会派で会派会費を天引きして会派の指定口座に振り込ませていただいております。これがで

きなくなるだろうと。あと、議員が加入している団体の年会費、これもできなくなるだろうと。

個人的な経費、これも議員からお願いされて差し引いて指定の口座に振り込んでおりますが、

これもできなくなるだろう。それと本会議、委員会におけるそれぞれ食事を取った部分などが

難しくなるのかなと思っております。これは職員係のほうとも、情報をいただきまして、おお

むねこういうことだろうということでございます。  

こういう方法に改善する場合、一つは条例改正が必要になってきます。今の議員報酬の条例

改正では第５条の支払いの方法で「期末手当の支給要件、在職期間による期末手当額の調整、

その他期末手当の支給については、この条例に定めあるものを除くほか、一般職の職員の例に

よる。」となっていますが、これを、「議員報酬、費用弁償、期末手当の支給方法については、

一般職の例による。」ということで、先ほどの特例条例を適用させなければならないということ

でございます。そうなりますと、当然、議員会の名のもとに、振りかえる指定をして、町長に

届け出て承認を得ることが、まず必要だろうと思います。 

 もう一つは、各議員から議員会長に指定の部分のチェックオフの承諾書を出す必要があるだ

ろうというような形で、手数料の関係が将来的に可能性があるものですから、そういう方向に

してはどうかという提案です。 

 今、上の現在の方法で引き下げした後、各議員にお支払いする中で、準公金扱いにできない

よといった場合、これ銀行のほうの絡みもあるのですが、実際に 840 円、一人一人振替手数料

かかってきます。それと、今直接業者にお支払いしている部分も、手数料がかかってくるので

す。３万円以上であれば 840 円、３万円未満であれば 630 円という部分がかかってきまして、

相当な振り込み手数料が、将来にわたってかかる可能性があるということになるのです。それ

であれば、１回、委員会で現金で立てかえをさせていただいて、後で戻すと。手数料がかから

ないように直接現金でお支払いすると。そういう方法も考えられるかなと。そういう形で、公

的な形のチェックオフをしたほうがいいのではないかという一つの案です。 
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 あとチェックオフできない部分については、月精算させてもらって議員さんから直接。特に

大きいのは食事代だと思いますけれども、月々いくらですよとお支払いして、現金でもらう形

という部分が一番よろしいのかなと。その間は一時議員会のほうから立てかえさせてもらって

現金で、手数料かからないような形でしたらと。 

 これは一つの提案ですが、今はまだ、この間も話がありまして、困るということで銀行のほ

うでも継続しましょうかという話になっていますので、今は何でもないのですけれども、将来、

支店長だとかいろいろな人が変わってきて、そうはならないという可能性もあるのではないの

かなと。 

 管内の状況を見ますと、半分くらいはチェックオフを既に使っているという部分がありまし

て、こういう部分に改善していけないものかどうかという一つの提案です。まだこれは会計管

理者には話はしておりません。できるかできないかという、職員係との協議は「可能でしょう」

ということで回答はいただいています。議員さんの協議のほうが一時的には先だなという議論

がありますので、これもできれば事務局の提案として、会派で議論いただければありがたいと

思っています。 

○委員長（山本浩平君）  これも持ち帰りで協議をしていただきたいのですけれども、この場

で何か質問、またご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） 振り込み手数料の有料化なるということで、きているのですか。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今は、そこまでまだ行っていないのですけれども、ここの派出

所の流れとしては、本来の目的というのは公金の派出所ですから、銀行機能ではないのです。

ですから今、ここで一切両替もできなくなりました。振り込みを預かって振り込むということ

もできないのです。支店に行かないと、振り込み書を持っていかないとできない。ですから、

そういう可能性は充分にあるのではないかという想定はしております。 

 というのは、本来公金ではないですから、手数料を取らないで振り込むということが、今ま

ではサービスといったら変ですけれども、他の団体、福利厚生会ですとか、そういう部分の公

金から離れたお金を扱っているところは、だんだんだんだん窮屈になってきている。他市町村

に聞くと、現実には手数料を払っていますというところもあるようです。ただこれは、最終的

には議員さんの報酬なものですから、報酬から差し引いて手数料を払うということには・・・。  

○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）  チェックオフによる支給方法の、今までは議員会費等について

は私的だけれども手数料がかからなかったけれども、今度はチェックオフだと公金になってい

るということで議員会費は公金になるから、今まで引いても手数料がかからないということで

すか。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 公金として議員会の指定口座に入れてもらうということです。

こちらから請求したものを一括入れてもらうと。だから、先ほど言いましたように１ページ目
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の下のようなお金を入れていただきたい。 

 １ページ目の下のようなお金は、議員会の活動として入れていただくということです。２ペ

ージ目の上の段が、不可能となる可能性があるということです。 

○委員長（山本浩平君）  これはそもそも、銀行からの話ですか、そういうふうになる可能性

もあるというのは。どこから出てきている話なのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には銀行からです。ちなみに参考に、利益が上がらない

ということでＡＴＭは撤去されます。そういう状況になってきているということです。 

○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）  現行では、議員会費は私的現金だから、これはいいけれど、今

度チェックオフになって公金になったときに、議員会費がチェックオフになったとき、もし天

引きする額がなかったときはどうするの。今までは私的で議員会費を引いて、何か使うときに

はみんなが立てかえているわけですよ。今度チェックオフになって公金になったときに、僕が

何らかの形で天引きできない額になってしまったといった場合はどうなるのですか。それは本

人から集めて、公金だから入れるの。僕の歳費が全部押さえられてないよという場合、議員会

費も払えないよとなった場合は、今度、チェックオフで公金扱いでしょう。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） あくまでも優先権は公的控除までであって、こちらはあくまで

も私的な控除ですから、そこに何らかの法が加われば私的な控除は引けないということです。

だから、こちらのほうで明細書を出すときには、その明細は入れられないということです。な

いものは引かれません。 

○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。それをやることによって、議会事務局は少しは楽にな

りますか。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 変わらないと思います。ただ、手数料の問題が将来発生したと

きには、やらざるを得ないということですね。 

○委員長（山本浩平君）  そのときまで、このままでいいのではないでしょうか。 

吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 銀行は、年金もそうですけれど「ぜひうちの銀行で」と一生懸

命勧誘するでしょう。議員報酬も入ることで銀行としてはプラスなのではないですか。そうい

うこととは公金としての違いがあるわけですか。サービスとしてとらえることはできないわけ。 

○委員長（山本浩平君）  僕も、これ余り意味がわからないのです。なぜ・・・、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 銀行はサービスをする場合、すべて手数料を取りますので、振

りかえたらすべて手数料を個人であろうが、何であろうが。ただ、公金は公金の扱いの中で、

公金で負担しているのですね。今問題になっていますね。多分１件 10 円とか幾らか手数料を町

は払っているはずです。この間の新聞で、国の職員でしたか、ポケットマネーをつくるために
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第１口座、第２口座を許しているという話があって、公金でそこに１個ずつ振りかえれば何十

円と公金として手数料を払うのですよ。だから、本来これも公金扱いしているということは公

費から払っているのです。何十円か。だから、それを原則に戻すという流れなのです。 

○委員長（山本浩平君）  各会派で協議をして、重ねていただきたいと思います。 

続きまして、裏のページになるのですけれども、４番目ですか。全員協議会のあり方の再確

認につきまして、資料５をご参照ください。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全員協議会、従来まではずっと流れで整備してきてございます

けれども、再確認という形で目を通していただければありがたいなと思っています。 

 というのは、昨年６月で自治法が改正されまして、全員協議会の位置づけというのが大きく

流れが変わってきてございます。法律改正前の全員協議会の根拠というのは、法的根拠のない

事実上の会議だと言われていまして、通常①から③のような場合に開かれるのですよというこ

とが議員必携に書かれております。本会議の関連で協議する場合、自主的意見調整の協議、こ

れは議会のみです。あと、町長の要請により開く協議会と。おおむねこの３つがあるだろうと

いう中の、議員必携の中に言われていまして、特に③の町長の要請により開く協議会、これに

つきましては「事前審議型」の協議会となりまして、好ましくないと言われています。「二元代

表制から、議会の権威を失い、首長の責任体制も否定されることにもなりかねない」と。これ

は議員必携に書いてある内容でございますが、ですから、議会運営委員会等で検討して最小限

にとどめるべきであるという指摘がございます。 

 それを受けて、平成 12 年ですか、白老町では議会運営規準の中に、16 章で全員協議会、委

員会協議会の開催の手続きを決めてございまして、事前審議にあたらないような努力は今まで

もしてきているというのは現状でございます。 

 ただ、20 年の６月の全員協議会が、法律に基づきまして議会の公の会議として認められたと

いうことなのです。６月 11 日の地方自治法の改正で、地方自治法第 100 条第 12 項に全員協議

会の位置づけをされたといことです。２通りがござまして、「議案の審査または議会の運営に対

し、協議を行う場を設けることができる」ということでございます。それを受けて、これは法

律改正のときに示されているものでございまして、会議規則を９月 19 日付で整備をしてござい

ます。その中で、法律の趣旨としては「全員協議会の運営その他、目的等を具体的に定める必

要がある」という書き方がされていまして、会議規則の中で、103 条で３項目をもって全員協

議会の位置づけをしております。その３項で、「運営その他必要な事項は、議長が別に定める。」

これは、法律で要請されている項目でございまして、それを受けて１月 30 日付で、運営要綱を

議会運営委員会にお諮りして決めてございます。 

 その中で、全員協議会の位置づけというのは３つ位置づけをしました。第２条の会議の種類

というところがそうですが、本日終わりました議案説明会が、まず一つの協議の場と。もう一

つは議会運営に関し協議または調整を図る会議というのは、第 10 条に規定しておりますように、

議員の身分に直接かかわって協議する部分が生じた場合、全員協議会を開くのだよと。 

もう一つは、既に議会運営基準の第 16 章で定めている基準に基づいて行う会議を公式な会議
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として認めるということなのです。ですから、３の議会運営基準による会議も、要するに事前

審議というものを充分注意をして開く必要があるということなのです。 

それを受けて、１つは議案説明会で、議会運営基準を修正しまして、説明の仕方を明記いた

しました。これは部制を意識していますけれども、部長が原則として説明を行うのだよという

内容のものでございます。定例月３、６、９、12 月に行う議会は行うと。そのほかの部分につ

いては必要の都度となっています。議案説明会を開かない説明の都度の部分については本会議

で行ってもらうという規定でございます。これが議案説明会です。 

身分に関するものについては議会内部の問題でありますので、これは省略します。 

議会運営基準、従来の規定に基づく会議のあり方でございますが、これは一つとしては、従

来から行われていた理事者の要請に基づいて行うものですよという部分でございます。それは

従来からも、別紙、一番裏のページですが、町側から正式に協議会の開催要項という文書を出

していただきまして、事前に全員協議会の場合であれば、議会運営委員会を経由して、議会運

営委員会に議長が諮って、開くかどうか決めているという部分でございます。 

一つは、事前審査のおそれのある判断をどうするかという部分でございまして、従来は⑤の

規定しかございませんでした。説明し報告のみ。そのような規定しかございませんでした。事

前協議に当たるか当たらないかというのは議決を要するか要さないかという部分でございます

ので、新たに６の項目を追加して、議決を要するものと議決がいらないものとに分けようかと

今考えております。議決を要するものであっても、議案として提案される予定がいつであるの

か。間近なのか、ある程度期間があるのかと。こういうもので、事前協議に当たるか当たらな

いかというのを判断していけばいいのかなということで６を新たに追加したいという部分でご

ざいます。 

戻っていただきまして、説明員の出席予定の確認でございます。これは従来から、裏の８番

目でもありましたとおり、その協議会に誰が出席する予定かという部分が書かれて議運に提出

されます。通常は、今後は担当部長以下であろうと思いますが、場合によっては理事者の出席

を求めることも必要になってくるだろうと思います。この中で、当然町長が出てくるか出てこ

ないか、副町長が出てくるか出てこないかというのは理解できますので、これによって出席を

求めたりして、受けるかどうかを決めるということでいいのではないかとなと思います。 

今、特に会議の中で常に議論になっている件なのですが、出席説明の関係でございますが、

基本的には本会議は、地方自治法の 121 条に規定されていまして、首長、要するに各委員会の

長は、出席義務がございます。その他、委嘱した職員に説明のための出席をさせるということ

ができる規定になってございます。 

それと、委員会協議会、全員協議会は、基本的には会議規則等で手続き規定は定めてござい

ますが、これは手続き規定であることから、直ちに出席義務云々ではないということになって

ございます。ですから委員会については、委員長から出席要請し、出席を求めることの承諾が

必要であろうと。ただし、全員協議会は理事者からの開催要請であることから、出席を求めて

受けるか受けないかということを決めれば足りるのではないかと思っております。 
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ですから、今後における全員協議会については、今の一番裏のページの６項目の追加と点線

で囲った部分を重点的に見ていく必要があるのかなということで、確認の意味を持ちましてお

話ししたところでございます。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） ただいま局長から説明がございました件につきまして、何か質問等

がございましたらどうぞ。確認ということでよろしいですか。各会派に徹底をしていただくと

いうことでよろしいですか。全員協議会の運営のあり方について確認をしてくださいという事

務局からのお話ですから、検討する内容ではないのです。何かござましたらどうぞ、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今まで説明を受けて大体わかったのですけれども、話を聞いていると

きに、何となくこれを１回持ち帰って、後半新たに追加したいといった部分ありますよね。こ

れからどうなのだということで、そこの部分について会派で持ち帰って話し合いをするのかな

と思ったら、そうではなくて「こういうようなことです。」ということで、徹底してくださいと

いう意味ですよね。 

○委員長（山本浩平君） 私はそのように受けとめてお話をさせていただいたのですけれども。

この内容について何かあればどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 会議の中で常に議論となる点ということで、理事者の説明出席という

ことなのですけれども、３番目の全員協議会が、会議規則と同様、運営による説明を求める手

続き規定であるというふうに書いてあるのですけれども、ここの意味がよくわからないのです

けれども、そこのところを説明していただけるとありがたいのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 局長、３番目の最後、説明いただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２番も３番もそうなのですけれども、基本的には絶対出なさい

となっているのは、本会議だけなのです。ただ、今までは出てこないというのはないですけれ

ども、基本的にはそういうことなのですよということです。最後の全員協議会というのは、町

からの要請書が出てきて、一番裏のもので受けるわけですから、議会運営委員会の中で必要が

あれば、町長出て来ているか、副町長出て来ているかわかりますので、それは必要であれば、

出席を前提に求めて受ければいいのではないかなということをここで書いています。 

○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。そうしましたらこれから先は、協議会の開催の検証と

いうのものは必ず議運に出てきて、議運の中でこれをきちんと話し合いをして、議運の委員の

ほうから、理事者側の説明もぜひということ、出席もお願いしたいという意見が出たら、きち

んと要請するというふうに理解をしていいのですね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今までもこの写しは出てきていますので、当然町からですので、

議会運営委員会の中にお諮りしているのです。従来見ていると思います。多分。これは必ずつ

けて出すのです。予告は別です。まだ出てきていませんから、出てきたら改めて正式に、協議

会の要請ありますということで、ここで日にちを決めてもむのです。ですから、今までもつい

ていないということは、緊急を要する場合はたまにあると思いますけれども、基本的にはほか



 24 

の部分はついていると。多分、今までここまできちんと受けていたかどううかというのは疑問

ですけれども、基本的には事前審議にならないということはこれで確認していただくというこ

とになっていました。今までは。 

○委員長（山本浩平君） よろしいでしょうか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 大体わかりました。この説明員の出席予定者のところ、私は、いつも

書かれたものですから、これは既に正副議長とか議運の委員長とかで今まで決めていて、ここ

で決まっているのだと思っていましたけれども、そうではないというふうに理解いたしました。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 運営基準の 35、36 ページに 12 年の９月 11 日に改正しているの

ですが、フローチャートと取り扱い基準というのを定めまして、それに基づいて全員協議会を

受けるか受けないかというのを今まで議論していると。ですから、必ず議会運営委員会を通す

ということが原則であって、場合によって緊急を要するということで議長の判断でやることも

あります、という流れだと思います。これは 12 年からずっとこの運用の仕方でやってきている

と。ですから、必ずこれついていますから、今後についてはここをきちんと見てもらって、町

長必要か必要ないかというのは議運の中で決めるべきだと思いますけれども。受けるか受けな

いかというのは議会側に主導権ありますので、町長出て来てもらわないのなら、極端に言うと

これは受ける、受けないというのを判断すればいいので、それをもって議長に要請に行っても

らうとか。今回の場合もそうでした。 

 そういう部分で、今までここに目がいっていなかったのではないかなと、私は思いますけれ

ども。ただ、これをもって、議長名で「受けます。」と町側に投げかけるのですよ。ですから、

要請があった、承諾したというのはこの前提でやるものですから、やはりここをきちんと見て

もらわないとだめなのかなという気がします。 

○委員長（山本浩平君） ただ、出る、出ないの強制力はないということですよね、議会側の

強制力はないと。本会議以外は。そういうことですよね、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、受ける側は議会ですから、理事者が出て来ないのな

ら受けないという意思表示もできるでしょうし。 

○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。議会としてきちんとした厳しい態度で。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、逆に言ったら町側の要請ですから、議会が出してくれ

ということではなく、向こうが要請で出してくるものですから、一時的には議会の考えでいい

のではないかと。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 議会が主導権あるということで理解していいのですね。 

○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） 説明員の出席予定なのですけれども、今局長からあったように、
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町長のほうから来ますから、私は当然その案件によって町長が必要なものであれば町長が必然

的に出るのだと私は思ったのです。過去の例から見ればすべて出ていないから、少し前からこ

れわかりましたから理解しますけれども、今局長の言った説明員の出席予定で、町長が出て来

てほしいということを議運で決めるべきだと。これ理解していますけれども、この決め方が議

運の一議員が言っても、それは通るのか。議員の中で大多数が賛成しなければだめなのか、そ

の案件によって議運に出ている議員の価値観が違ってくるのです。それをきちんと整理してお

かないと、後々もめると思います。私、委員外議員であってもそういうことをある程度求めら

れる立場にあるのかということもあるし、委員の人たちもきちんと整理しておかないと、案件

によっては非常にこれけんけんごうごうなると思います。失礼な言い方かもわかりませんけど。

それはあいまいにしないで、これは町長から出てきたものについては、原則は町長が出るとか、

あるいはそいう部分の整理、あるいは議運で決めるべき方法をきちんと整理しておかないと、

その案件によっては非常にもめると思います。私はいらないとか。私は出てくるべきだとか。

これはそういうこと今後出てきますよ。 

○委員長（山本浩平君） 今の件についてですか、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 前田委員外議員のご指摘ごもっともだと思います。今、説明聞かせて

いただいて、議運の中のメンバーからぜひ理事者に出ていただきたい、町長に出ていただきた

いという意見が出たら、当然、それを議運として意見が出たということで議長が要請すると私

は理解していました。この議運の中で言ったので、当然そういう意見が出たらきちんとやって

くれるのだと思って受け止めました。 

○委員長（山本浩平君） その件に関しましては、私の判断としては、議運の大多数の意見が

そういう形であれば議運の意見として伝えるべきだと解釈したのですけれども。 

 例えば一会派だとか、無会派の方一人だけがそういう話を出したと。だからこれが全部向こ

うへ要請しなければならないということにはつながらないのかなという判断なのですけれども。 

その辺について皆さんいかがですか、公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。要請することはできるのですよね。それに対して出席する

かしないかというのは向こうの意思ですよね。出席しなかったら受けないというのか、その辺

を議運の中で、そういう価値判断ではなくて、町長にはぜひ、これについては出てほしいと。

出て説明をしてもらいたいという要請は、議運のほうからしたにしても、どうしてもその日に

ついては予定が取れないだとか、そういったいろいろな部分もあると思うのです。そういった

部分について、町長が出ないのだから私たちは話を聞かない。ではないと僕は思っています。

要請だけはするけれども、出席の判断基準というのは多分町長側にあるのだろうなと、私はそ

ういうふうに思うのです。ですから、もし、議運の中でそういった議論になったときの、この

案件についてはぜひ町長に出席してほしいのだと。出席してそういった説明を受けたいという。

もし出られないのなら受けないという話とちょっと違うような気がするのです。 

○委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） それ以前の問題を議論しなくてはだめだと思うのです。出てこ
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ないのなら受けませんということ以前に、町長とか理事者に出てもらうことをどういう形でき

ちんと決めて要請するのかということをしないと、一人の意見だけでそれで出てこないのなら

受けませんよということに議運がなるのかどうなのか。その辺明確にしておかないとだめなの

ではないかなと思うのですけれども。 

 あと、全員協議会のあり方が、質疑応答はないのですよね。確認はありますけど。だから、

また別な議論の場というのはあるはずだから、全部それが町長につながることになるのかなと、

その辺が私も思いながら聞いていたのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれども、基本的な部分でいえば、これは町側が説明を

したいということできているのです、ほとんどが。こちらから要請をしているものではないの

です。そうしたら、今のような形でやっていって構わないとは思うのだけれども、多分町側は、

今度は協議会はやらなくなると思います。やらなくてもいいわけだから。向こうの要請だから。

こちらの要請ではないから。 

 情報を得るということ、我々が政策立案過程に参画をするということは、そういう町の考え

ていること、やろうとしていることが議会議員に事前により徹底されなければよりよい議論が

できないし、それから政策形成過程で参加していくこともできないとなってくると思うのです。

だからそういうことでいえば、僕は何も向こうの言うとおりになる必要何もないと思います。 

 ただ、向こうはやろうと思ったら、いくら出席要請しても本会議以外は出さなくてもいいの

ですよ。「出さないよ。」と言ったらそれで終わりなのです。こちらも「受けないよ。」と言えば

終わりなのです。それは何もない話。だから、我々が今考えなければだめなのは、町長が考え

ている政策立案過程に参画していくための手段としてこのことを考えるかどうかという、僕は

そこのところが根本的にまずないと、こういうふうに「出なければだめだよ」「受けないよ」と

いうことになっていったら、多分協議会はなくなっていくと思います。 

 松田委員などは古いからよく知っていると思うけれど、昔は協議会というのは、早い話が事

前工作だったのです。役場の職員でもみんな知っていますよ、そのようなことは。要するに議

会議決をする前に、皆さんに納得してもらって、「あのとき説明したのだからいいでしょう。賛

成してください。」というために、早い話がやっていたものですよ。それが、今度法制化になっ

たから今みたいな形になったと、こういうことだと僕は理解しています。 

 ですから、政策形成過程に我々が参画すること。言うことを聞くという意味ではないよ。政

策立案過程に我々議会が参画するときに、独自調査でやるのか、町から情報をもらうのかとい

うことになると、独自調査でやる方はそれは構わないけれども、町から情報をもらうためには、

今の状況で言えば、全員協議会なり委員会協議会しか手段としては正式はないのではないかと

私は考えていますから、そこのところを先にきちんと考えておかないと。 

 毎回毎回、「町長出て来い。」となったら、町長は忙しくて出られないから協議会をやめたと。

議会側には協議会を頼まないというふうになるよ。なったら、我々には情報が入らなくなる可

能性があるのではないかということを考えて、僕はやったほうがいいのではないかと思います。 
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○委員長（山本浩平君） 松田委員外議員。 

○委員外議員（松田謙吾君） たまたま先日、そういうことがあったのですよね。私は先日言

いたかったことは、やはり新しい事業がやりたいのだと。町長、予算に出ていますよ。そのと

きに議運を開きますよね、議運が本来であればその問題に対して議長に、議運の中で議員のみ

んなが協議会ですから町長の意見を聞きたいのだと、考え方を聞きたい。議運が議長に要請す

るのですよ。そして議長が判断して議運がこのように、町長に新しいにことであるから、東京

事務所の件、きちんと話すべきだと。議運が議長に要請して議長が町に要請すべきだと。私は

先日こういう思いで言ったのです。そういうものがなければ、何も議会と町民との話し合いと

いうのは一つもないわけだよね。そうでなければすべて町長の考え方で物事が決まるでしょう。 

 ですから私は、議運に諮って、議運が議長に議員の意見だよと、要請すべきだよと。議長の

要請で理事者が出てきて話すべきなのだと。私はそのような思いでこの間話したのです。それ

がないではないかと。であれば、議会と町というのは全くかけ離れたものになるし、議員は町

民の意見をそこで話せるわけだよと。こういう意味で私は先日、あのようにお話ししたのです

よね。それは必要ではないのかと。そういうことだったのです。 

○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。今松田委員が言われたことは正しいことだと僕は思い

ます。それが議会運営委員会の中で出なかったということです。松田さんの会派の方も出てい

るのだから、その人たちが出さなかったということだけなのです。そういうことなのだよ。そ

のことをきちんと議会運営委員会であのとき諮られたのだから、東京事務所のことについて協

議会で諮られたのでしょう。そのとき誰か町長が出てと言ったかといったら、僕も含めて誰も

言わなかった。それは町側の問題ではなく議会側の問題なのだよ。そこのところをはきちがえ

たらだめだし、例えばそのとき町長が出なくてもやるのか。受けたから本当はやらなければだ

めだったのだよ。議会運営委員会は受けているわけだから、今松田委員外議員、本当にいいこ

とを言ってくれたけれど、そういうことをきちんと議会側がしていかないとだめなのです。そ

れは何か、町が悪いみたいに思っているけれども、町はこのことについて何も関係ないのです。 

○委員外議員（松田謙吾君） だから私は、先日、議長がと言ったでしょう。そのことなので

す。町長ではないのです。 

○委員長（山本浩平君） １時間 20 分たちましたので、休憩を取りたいと思います。 

その他もありますので、そのときに議長答えてください。 

休憩 午後 ３時２８分 

                                         

再開 午後 ３時３８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。 

議長、お願いします。  

○議長（堀部登志雄君） 休憩前にお話しして、最後にお話ししようと思ったのですけれども、

正直言って、松田委員きょう代理で出ておられまして、この間の話ありましたけれども、本来
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の議運で決まったことそのままにすれば、あのときに議運で決まっていますから、続けますと

言えばそれはそれで済んだ話なのですけれど、その辺私も動転して、その後議運で開いて、も

しいるのであれば来て、時間があれば説明していただきたいということを申し入れた経緯もあ

るのですけれども、まさしくそれを今後、お互いきちんとこの議運で確認して、全員協議会の

中で説明も含めて確認して入るように、今までその辺お互いに余り気にかけていなかったとい

う部分があったと思うので、そういう面で今、局長言ってくれたのではないかなと思いました。 

 したがって、今後議運でこの議案については説明会、協議会をやるのであれば、この人に出

てもらいたいのだという意見があれば、皆さんで議論して大多数でそうだとなれば、議長とし

て町側に説明をこの方にお願いできないかというよな交渉はするという形でこれからやってい

きたいと。  

 それで、この間の件、議長預かりになっている件、町長みずからが出て説明したいという意

向だったものですから、３月２日に議長の都合がつくということで、これは一般質問の締め切

り 10 時なものですから、それが終わった 10 時半ころから、東京事務所の設置についての説明

をするということですので、追って皆さんに通知いたしますけれども、そういうことでご理解

いただきたいなと。ご了承いただきたいなということでお願いいたします。 

 一般質問等についてはできると思いますので、そういうことで対応したいと。預かっている

ものですから、大分せっぱ詰まっていますけれどもこれから３月いっぱいに向けての議論のこ

れから始まるわけですから、そういうことでご了承いただきたいと思います。一般質問 10 時で

締めて、午後から議運もどうするか、広報の委員会もありますので、10 時半からということで。  

○委員長（山本浩平君） では、この全員協議会のあり方の再確認なのですけれども、いろい

ろと皆様で議論・討論いたしましたとおり、今後は議運の中で、やはり必要があれば要請をし

て、議長に対して議運で要請をするというような押さえ方でよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。 

それでは続きまして５番目、その他についてでございます。(３)までございます、局長、お

願いいたします。  

○事務局長（上坊寺博之君） 事後になりましたけれど、既に３月会議補正予算の議案書はお

届けして、説明も一部受けましたけれど、今回、議会費で 166 万 9,000 円減額しております。

これは鈴木議員が 11 月から欠員になったということで３月までの報酬等の不要部分を削減さ

せてもらったということで、事後になりましたけれどご報告だけしておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 質問ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、２番目お願いいたします、議長。  

○議長（堀部登志雄君） 北海道議会議長会の動静についてということ、議長報告なのですが、

先ほど一部お話ししましたが、13 日の議長会の理事会で報告事項の中に表彰の報告等ありまし

た。その中で、議員の自治功労者の表彰は、今回管内では洞爺湖町の佐々木さんという方が 15
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年以上で１名表彰されたという報告がありまして、町村ではうちということでございます。 

 それから、議員年金の年金制度による動向ということで、ちょっと話がありました。皆さん

ご承知のとおり、読売新聞等で結構、議員年金についての記事が載っているのですが、現実的

に市町村議会議員の年金は、公費が２分の１入って、あとは議員の掛け金というような形でや

っています。それで既に今まで掛け金が少なく、議員数が大幅に少なくなっています。これは

なぜかというと、国で進めた市町村合併で議員が大幅に減っているということで、大ざっぱな

数字でいいますと、今議員が１万 4,000 人弱です。議員年金を受けている人が３万人です。全

国の町村です。１万 3,700 人、999 町村だそうです。そういうことで、２、３年前から大幅に

逆転してしまって、非常に積立金も底を尽きて、赤字になるのは目に見えて、その間に１割の

掛け金アップとか、年金の削減とかとやってきていますけれども、これも前に話題になってい

たように、遺族年金を廃止するかというような話も一時出たのですけれども、やはりこれは総

務省あたりも生活権の問題でなかなか、これを廃止するということはなかなか厳しいというこ

とで、何らかの方法で議員年金は続けるというような国の意向があるようですけれども、今後

それについては掛け金を上げるか、それとももらう年金を減らすか、それとも公的年金を入れ

るかと。そういう話になって来ると思いますけれども、議長会としては国で決めた年金制度な

のですよね、市町村合併も国の施策として進めたということで、議員の定数がぐっと減ってし

まったというのは国の施策の問題なので、ぜひこれは国としてきちんと解決してほしいという

ことでの要請・要望書を国に出すということにしています。したがいまして、総務省の研究会

とか、そういうものをつくって、ここ１、２年の間に結論は出てくると思いますけれども、内

容を見ると非常に厳しいです。そのような状況が話されていました。そういうことでご記憶に

おいていただきたいということで、けれども議員年金はやるということでは国のほうで考えて

いるようでしたけれども、その中で遺族年金の廃止については、やはり生活権の問題あるもの

ですから消極的だと。今いる議員の中で掛け金を上げていくのか、それとも給付を減らすのか、

それは公的に年金をどうするのかと。これは議員全体の問題として、考えていくだろうという

ぐあいに思っております。それから、市町村議会議員年金財政の長期安定化に関する決議書と

いうことで強く求めていきます。市のほうもパンクしていますので、市のほうも一緒になって

やるということでございます。 

 それからもう一つ、今回ここに北海道後期高齢者の広域連合議会議員の選挙というのが２月

末から３月定例会、欠員になっているものですから、やるということになっていました。欠員

の関係が市長のほう８名出ていますが、その区分で１名。それから町村長区分で２名、町村議

会議長の関係、議員の関係で１名の計４名の欠員がありました。たまたま議会議員の関係では

胆振支庁から出ていました豊浦町の議員が今回辞めましたので、代わりに私が議長会の代表と

して出ていたのですが、今回議員の部で欠員になっている分が前中田議長の残任期間を胆振管

内でやるということで団体推薦をされました。市長の部と町村長の区分の中では、特に選挙が

あるということではなくて、その団体の中で全部決められているというような状況で、従来か

らいいますと町村議長会の議員のほうでは、絶えず対抗馬が出て選挙になっていたのですけれ
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ども、たまたま今回は対抗馬が出なくて、現議会議員の選挙に推薦者定数が１名で決まりまし

たので、今回の３月定例会においての選挙はなかったということでご報告させていただきます。

そういうことです。非常に緊張する選挙がなかったのですけれども、いろいろな方のご配慮を

いただいて、今回は無投票でなったということで責任の重さを感じていますけれども、23 年ま

での２年間、任期の間、広域連合議会議員になったということでご報告をさせていただきます。 

 あと特に皆さんにお話ししておくのは、ことしの議員研修会の関係が日程的に決まりまして、

６月 30 日に議員研修会を札幌コンベンションセンターで行うということで決まりました。講師

に江藤俊昭さんと橋本五郎さん２名を予定しているということですので報告しておきます。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 町村議会議長会の動静について、今議長から報告ございましたけれ

ども、何かこの際、お尋ねしたいことがあればどうぞ。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、その他についてですが、局長、何かありますか。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 情報として、あと２枚ほど参考資料をお付けいたしております。

たまたま昨年ですか、白老町に視察に来られた宮城県の蔵王町が、私どもと同じように通年議

会を導入したということで１月６日から会期１年間とったということが情報としてありました。

蔵王町でやられている改革の内容でございますので、参考資料としてお配りしたいと思います。 

 もう一点は、先般、特別職報酬等審議会が開催されまして、23 日に町に答申したということ

でございます。会長は川田さんで、内容的には議員報酬については 22 年度に改正を行うべきと

いう方針が出たということでございます。改選期の１年前からそこにも書いてありますとおり、

あらゆる年代層、階層から選出されるべきだということで、議会の開催日数も加えて議論した

結果そういう方針になったという新聞記事でございますので、参考に配付したいと思います。  

私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

〇副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今回から予算説明を全員協議会でやるというふうにな

ったのですけれども、うちの会派もいろいろ意見が出ていたのです。今のやり方でいいのかど

うか。それで諮っていただきたいのですけれども、会派会議やるわけでしょう。そのときにも

っといい方法がないのか、僕が思ったのは、例えば、議会運営委員会でやっている予算説明は

なくなったわけだよね。その分だけ向こうは軽くなった。ところが向こうでやる予算説明会を

議運でやっているつもりでやっている人と、今までの予算説明でやっている人の差があるよう

に僕は思ったのです。僕はやはり、前に丁寧にやってもらったような予算説明のような形でや

ってもらわないと、これから予算委員会まで 10 何日もあるから勉強する時間はあるけれども、

聞いたことをみんな忘れてしまうということもあるのです、はっきり言えば。だからそういう

ことでいえば、もうちょっと親切に、前の予算説明みたいな形でやってもらわなければ困るな

と、ここの部分だけなくなったのだからと、僕自身は思ったのです。だから、もし会派で議論

してもうちょっといい案があったら、今のままでいいと皆さんおっしゃったらそれはそれでい
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いのだけれど、そこら辺諮って議論してもらったほうがいいような気がしたのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 今、副委員長から提起されたことについて皆さんどうですか。私も

違和感を覚えたのです、今回。同じような違和感を覚えたのは事実なのです。これでいいのか

なというふうにも感じたのです。いかがですか。たたき台として。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 前は、一般会計のほう、予算書の一項目ずつ、使われていくこ

とがある程度出ていましたよね。質問する側としては、これはちょっととチェックしておいた

り、説明を書いておいたりすると、説明するときに勉強して、ちょっとこういうところプラス

して聞こうかとかとできたのですが、全体的な説明だったので、何となくもう１回全部見直し

しなければだめだなと、どうしようというものは残りました。これをもう１回全部見直しして、

全部その説明と照らし合わせながら総括した概要とかを全部言っていましたよね。それはもう

１回、全部合わせてチェックしていかないといけないなとは思っていたのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 議長。  

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明と予算書の説明について、何かみんな前半の補正予算や

何かの議案の説明と、予算のほうの説明と一緒になった部分もあったので、どちらかというと

予算のほうの説明については、今吉田委員が言われたように、前にやったそれがいいのかどう

かわからないけれども、ああいう形で全部やったほうがいいのか、その辺は、初めてだけれど

も、今後の中で皆さんで充分、より聞きやすいような形に、わかりやすいような形にしてもら

わないと、一般のちょっとした補正予算と同じような形でいきなりべらべらしゃべられてもな

かなか難しいものがあるから、その辺はやはり皆さんで議論してもらったほうがいいと思って

います。おそらくこんがらがっている部分があったのではないかなと。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

〇副委員長（大渕紀夫君） 文書で出てくる課もあれば、その文書読み上げただけで終わりと

いう課もあれば、款・項・目でやるところもあれば、ああいうのも統一してもらわないと、聞

くとき聞きづらいと思わないですか。僕はすごく思ったけれど。 

○委員長（山本浩平君） 次回の議運まで、この点も各会派で再度議論していただきたいので

すけれども、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） よろしくお願いをしたいと思います。 

西田委員。 

〇委員（西田祐子君） 今ほどの予算説明と関連してくるのですけれども、今、予算は、決算

もそうなのですけれども、３回までしか質問できないのですよね。これを、前から何度も制限

をなくするべきではないかという意見があったのですけれども、なかなかそれが実行されてこ

なかったものですから、３回で終わりだというのではなくて、政策的な予算などは特にそうだ

と思うのですけれども、そこのところ突っ込んでもうちょっと聞きたいのに３回だから終わり

というのも、１回撤廃してもいい時期ではないかと思ったのですけれども、そのことについて

は、ぜひ皆さんで、持ち帰りで結構ですから、議論していただければありがたいと思ったので
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すけれども。清風のほうからの要望でございます。 

○委員長（山本浩平君） 予算等審査委員会、決算審査特別委員会ですね。両方。局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 基本的には特別委員会ですから、皆さんやっていらしてわかる

ように、病院だとか財政の全員が入る特別委員会と同じなのです。基本的に委員会というのは

回数制限の運営の仕方というのはないのです。ですから基本的にはないのが原則なのですけれ

ども、ただ、本会議の流れで説明して付託受けているので、ですから従来と同じように本会議

に準じて３回という申し合わせ、今までとってきたということなのです。そのために、ある程

度区切ってページ区切りをつけて３回ということにしていたのですが、それは基本的には回数

制限は委員会規則の中にはないという前提がございますので、ただ、日数の加味ですとか、そ

ういう部分が今後出てくるかなという気はします。その辺も含めてご議論されたらよろしいか

と思います。委員会の会議規則を使いますので、発言は３回という規定はございませんので、

議題について自由に質疑し、自由に意見を述べることができるですから。それの例外規定、逆

に制限規定という部分になってしまいます。それも含めて議論されたらいいと思います。 

〇委員長（山本浩平君） 今、清風さんからの提言ございましたので、これも含めて各会派で

議論していただきたいと思います。よろしいですか。その他ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） ないようですので、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 ４時０１分）  


