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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 ３月 ５日（木曜日） 

   開  会  午前 ９時５９分 

   閉  会  午後 ３時２０分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．平成２１年定例会３月会議について  

２．部制の施行に伴う常任委員会の所管の変更について  

３．予算等審査特別委員会について  

４．全員協議会の開催について 

５．今後、協議の必要なものの確認について  

６．その他事項について  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．平成２１年定例会３月会議について  

２．部制の施行に伴う常任委員会の所管の変更について  

３．予算等審査特別委員会について  

４．全員協議会の開催について 

５．今後、協議の必要なものの確認について  

６．その他事項について  

                                         

○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 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 
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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 ９時５９分）  

                                         

○委員長（山本浩平君）  本日の協議事項はこのレジメのとおりでございますので、追加議案

の提出に関しまして、きょうは岩城総務課長ならびに高畠経営企画課長に出席をいただいてお

ります。 

 それでは早速、１番目の協議事項から入ってまいりたいと思います。平成 21 年白老町議会定

例会３月会議について。(１)追加議案の提出についてでございます。町側の説明を求めます。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 私のほうから議案第 45 号の平成 20 年度白老町一般会計補正

予算第 14 号の説明をさせていただきます。いつもどおり、Ａ４版の概要書を見て、ご説明をさ

せていただきます。 

まず１番、歳入歳出予算の補正規模でございます。一般会計第 14 号、1,439 万 4,000 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。  

 それともう一つ、特別会計、老人保健特別会計第４号、これの増額補正でございます。180

万円の増額補正でございます。内容につきましては、同日付で、第３号補正予算で３月末まで

の見通しを立てて、減額補正をする予定でございます。ところが、予想以上の追加の医療給付

が２月にございまして、急遽３号補正に対して、不足したということで、今回増額補正するも

のでございます。その結果括弧の参考のところでございますけれど、20 年度の予算補正状況と

いうところでございます。一般会計、今回経常額 1,439 万 4,000 円。合計 110 億 8,754 万 2,000

円。特別会計、今回経常額 180 万円、合計額が 94 億 2,392 万円でございます。その結果、総合

計、今回経常額の総合計が 1,619 万 4,000 円。合計が 221 億 2,685 万 2,000 円と、今回補正後

の予算規模が、221 億 2,685 万 2,000 円となります。  

 次に、一般会計の補正予算の主な内容でございます。(１)歳出、民生費 15 万円の増額補正で

ございます。これは老人保健特別会計繰出金でございます。これは先ほど特別会計の第 4 号の

補正でお話したとおり、追加の医療給付があったということで、白老町の負担分、12 分の１、

180 万円に対する 12 分の１、その負担分を追加繰出するものでございます。  

 次、土木費でございます。1,424 万 4,000 円の増額補正。道路施設維持補修経費 1,299 万 4,000

円の増額補正でございます。これは前回までの除雪費の不足分と、今後１回分を見込みまして、

計上するものでございます。  

 次、港湾施設管理経費 125 万円の増額補正でございます。これも同じく前回までの不足分と、

今後 1 回分の見込額を計上するものでございます。  

それで、歳出合計 1,439 万 4,000 円となります。  

 次、(２)歳入でございます。使用料及び手数料 125 万円の増額補正。港湾施設用地使用料 125



 4 

万円、これは港湾施設管理経費として除雪費に充当する分でございます。  

それから次、繰入金 1,314 万 4,000 円。財政調整基金繰入金 1,299 万 4,000 円でございます。

これは除雪費に充当する分でございます。 

合計、1,439 万 4,000 円でございます。なお、財政調整基金につきましては、今回この繰り

入れをすることによりまして、約１億 4,000 万円の残額になる予定でございます。以上で説明

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。ただいまの補正予算に関連いたしましたこ

とで、何か特段経営企画課長のほうに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、経営企画課長は以上でございますか。 

○経営企画課長（高畠 章君） はい。  

○委員長（山本浩平君）  では、退席して構いませんので、ご苦労さまでした。 

 続きまして、総務課長のほうから説明を求めます。岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） それでは私のほうから議案第 47 号、議案第 48 号、報告１号につ

いてご説明いたします。  

議 47―１でございます。議案第 47 号 白老町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正す

る条例の制定についてであります。１枚めくっていただきまして、議案説明のほうであります。

介護老人保健施設に勤務する職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるとともに、現在支

給していない特殊勤務手当を廃止するため、本条例の一部を改正するものでございます。新旧

対照表のほうでございますが、枠の改正前の下段のほうに夜間看護手当というのがございまし

て、正規の勤務時間として、深夜の全部又は一部にわたり看護業務に従事した看護師、准看護

師というのがございます。それが改正後、特殊勤務手当の種類でございますが、夜間業務手当

に変わります。看護手当が業務手当に変わります。それから支給の範囲ですが、看護又は介護

業務に従事した職員というふうに、支給の範囲を改めるものでございます。これは看護師、准

看護師はそのまま変わらないのですが、新たにケアマネジャーを配置するということから、ケ

アマネジャーも夜間勤務に伴うということになりますので、その点を改正するものでございま

す。看護師、准看護師は変わらないのですが、新たにケアマネジャーが夜間勤務にも当るとい

うことで、特殊勤務手当、夜間業務手当を追加するものでございます。そのほか、老人保健管

理業務手当、あるいは保育業務手当、老人特別養護手当については、現在支給していない特殊

勤務手当でございますので、廃止、項目の廃止をするものでございます。  

続きまして、議案第 48 号 白老町国民健康保険病院事業の設置等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。１ページ開いていただいて、議 48―２ページでござい

ます。本年４月１日より介護老人保健施設を町立病院内に開設することに伴い、町立病院にお

ける一般病床数を減少させるため、本条例の一部を改正するものでございます。改正前の現在

の病床数は、一般病床 92 床となってございますが、改正後 58 床に改めるものでございます。

さきの議案説明会のときもありましたが、保健所との協議がすべて整ったことに伴いまして、



 5 

病床数、これも条例の一部を改正するものでございます。 

続きまして報告第１号です。専決処分の報告について。１枚めくっていただいて、報告１―

２でございます。地方自治法第 180 条第１項の規定に基づき、平成 20 年３月 21 日議会の議決

により、指定された町長の専決処分事項について次のとおり専決処分するものであります。 

 交通事故の処理でございまして、損害賠償でございます。１、損害賠償の額ですが、13 万 9,208

円、２、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。内容説明ですが、事故発生状況でご

ざいます。日時が本年１月 19 日午後３時 30 分頃。場所は、石山 45 番地の 174 地先、石山新生

町内会内でございます。町道石山団地３番通り、当事者甲、乙につきましては、記載のとおり

でございます。状況でございます。本年１月 19 日午後３時 30 分頃、甲が町道石山 3 番通りを

除雪パトロール中、交差点での左折時に、出会い頭に乙車に接触したものでございます。損害

の程度ですが、乙車助手席側の損傷、へこみでございます。これに対する損害賠償は、全額保

険により補てんされるものでございます。ページめくっていただいて、事故現場の見取り図、

それから、下段が詳細図でございますが、黒く塗っているのが、町側の公用車で、石山団地３

番通りに出るときに、右から走ってきました乙車の助手席ドアに当たったものでございます。

なお、町側の公用車については、プラドというジープタイプの車でして、ほとんど損傷はござ

いませんでしたので、町側の部分の修理はありませんが、相手方の車が 14 万円ほどドアの修理

という部分でかかった内容でございます。 

以上で私のほうから３件、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。議案第 47 号、48 号、報告第１号につきま

して、特段この場で何かお尋ねしたいことがございましたらどうぞ。 

 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、岩城総務課長どうもありがとうございました。  

 続きまして１番目の (２)、変更後の議事日程についてでございます。局長、説明をお願いし

ます。 

○事務局長（上坊寺博之君）  別紙１を添付してございます。今回５件追加議案がございまし

たとおり、それぞれ所定の日程の中に組み入れたものでございます。まず１日目、９日ですが、

今説明受けました一般会計の補正予算 14 号並びに老人保健会計、ちょっと訂正お願いします。

２号になっていますが、３号でございます。３号、それと報告第１号、専決処分の報告につい

て、これを９日に議決をいたします。それと日程第 25 ですが、３ページです。今、追加があり

ました特勤の関係と病院の設置条例の変更の関係、これが予算関連の議決でございますので、

条例の最後に追加いたします。これは 19 日に、16 日以降の特別委員会に付託を審査されるも

のでございます。それと最後のページ、７ページですが、きょうご審議いただきますが、予定

されている意見書案は７件と。これが協議如何によっては件数が減ると思いますので、こうい

う日程で変更いたしたいということでございます。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  変更後の議事日程について、何か質問がございましたらどうぞ。 



 6 

 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） それでは、(３)の意見書、要望書の取り扱いについて各会派でそれ

ぞれ協議をいただいたと存じますので、その結果について皆様で協議をしてまいりたいと思い

ます。氏家委員どうぞ。  

○委員（氏家裕治君） 意見書の取り扱いなのですけれども、公明党のほうから出しています

定額給付金及び子育て応援特別手当第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、

これについては、今回法案が通りましたので、意見書としての取り扱いを取り下げていただき

たいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。今、公明党の氏家委員からそのようなお話がござい

ました。これは皆さん了解ということで、よろしくお願いをいたします。  

 それでは(１)の、新政クラブさんのほうから出ております自衛隊の体制維持を求める意見書

案につきまして、各会派でのご意見を伺ってまいりたいと思います。公明党さんいかがですか。  

○委員（氏家裕治君） 問題ありません。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさんいかがでしょうか、西田委員。  

○委員（西田祐子君） 清風クラブは賛成いたします。  

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 申しわけありません。この件につきましては説明にもございまし

たけれど、どうにも我々は日本共産党なものですから、済みません。 

○委員長（山本浩平君）  反対と。  

 新風は賛成でございます。  

これは文言だとか、そういうことではなくて、反対ということでございますね。 

○副委員長（大渕紀夫君） そうです。  

○委員長（山本浩平君）  となりますと、全会一致ということではない状況でございます。 

 それと、済みません。前田委員外議員のご意見も伺います。  

○委員外議員（前田博之君）  よろしいです。 

○委員長（山本浩平君）  賛成と。  

○委員外議員（前田博之君）  はい。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、こういった場合の、どのような形に取り扱うかというこ

とでございまして、局長のほうから説明を願いたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  運営基準の 30 ページをご覧いただきたいと思います。意見書、

決議書の関係でございますが、一番上の１番目です、平成６年３月に取り決めしているのです

が、「意見書の提出は全会派一致を原則とする」と。こういう文言になってございまして、あく

までも原則とするとなっています。それと４番目を見ていただきたいと思いますが、「提出され

た意見書は議会運営委員会において取り扱いを協議する。なお、協議によっても調整が困難な

場合は、議会運営委員長から議長に申し出て、会派代表者会議を開催し、提出会派の意見聴取
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も行って再調整する」ということが基準として盛り込まれてございます。ただ過去には、全会

一致でなくても協議の中で提出された経過がございますが、基本的には議会意思でございます

ので、全会一致が原則なのかなという気がいたします。あとは議論いただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  この件について、どのように取り扱いをしたらいいか。  

 私のほうから共産党さんのほうに質問をさせていただきたいと思います。自衛隊そのものの

存続の意義と申しますか、存続そのものについては、日本共産党さんの見方も以前とは大幅に

変わり、自衛隊の存続そのものは認めてきたような、そういう経過があるようには、私はその

ような認識ではいたのですけれど、その点を踏まえて、今回のこの意見書に対する反対の趣旨

と申しますか、ご意見を伺っておきたいと思います。日本共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれども、我々は自衛隊の隊員さんがどうだとか、こう

だとか、そういうことは一切ございません。ただ、今の日本の自衛隊を軍として見るかどうか

という、そこがきちっとなっておりません。我々は今の状況でいうと、北海道から自衛隊がな

くなると、経済的に困る等々いろいろな意見がございます。そういうことは十分承知しており

ます。ただ、自衛隊そのものが、今、日本の中で果たしている役割、そして、軍としての予算

の問題、特に防衛をするのか、攻めるのかというあたりの問題を含めまして、我々は、そこで

は日本の国を守るという見解を持っておりません。ですから、自衛隊員さんだとかということ

についていえば、全くその人達が悪いとか何とか、そんなことではございません。国の政策そ

のものの点について、自衛隊の、今あるあり方というのは、例えば、軍事費はもっともっと削

るべきだというふうに考えています。そういうことでいえば、この中に通じているものは、そ

ういうものにつながってしまうと。ですから、隊員さんそのものがいいとか、悪いとか、そう

いうことでは。我々は隊員さんが悪いとか、そういうことは我々は一切考えていないし、自衛

隊を今すぐなくさなかったらだめだという、おっしゃったのは、そんな考え方は持っておりま

せん。二十何万人という方がいて、全部なくしてしまって、何もすることがないなどというこ

とにはならないわけですから、そういうことでは非常に弾力的な考え方を持っていますけれど、

今のソマリアの問題含めまして、やはり自衛隊の本質論のところでは、まだ、軍という認識で

我々はいますので、そういうことからいうと、この中身についてはちょっと賛成しかねると、

こういうことでございます。これは一貫しておりますので、そこについて曲げると・・・、隊

員さんがどうのこうのということになれば別ですけれども。  

○委員長（山本浩平君）  再度伺いたいのですけれども。国家予算から防衛費そのものをふや

すことにつながるような意見書であるから反対だ、ということも含まれているということで、

認識をしてよろしいでしょうか。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。もちろん今の予算が、防衛費、我々はもっと削るべき

だという考え方ですから、そういう部分も入っております。ただ、今の自衛隊のあり方、例え

ば旧ソ連を見越した戦車の問題、それから今の戦闘機の配置の問題、それからイージス艦の配

置の問題。これはやはり、日本の国を守るということの原点なのか、それとも、今のアフガニ

スタンやイラクや今回のソマリアが今、国会で議論されますけれど、それが日本の国を守ると
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いうこととの関係で言えば、我々はそうではないのではないかという認識でございます。です

から、そういうことを全体として見たときに、そういうふうに考えるということでございます。

もちろん防衛予算も入っているのは事実でございます。我々も一貫しておりますので。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。それぞれ見解の相違というのはどうしてもあると思

いますので、内容的なことに関しては、私は認識をしたつもりでございますけれども、この際

何かご意見、質問ございましたらどうぞ。もしなければ、取り扱いをどうするかということで、

協議をしたいと思います。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） これを提出された会派の方にぜひお伺いしたいのですけれど、今回こ

のようなことを求める意見書というものを出された趣旨というのですか、会派の思いというの

ですか、もしありましたら、お聞かせ願えればと思うのですけれども。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） この問題は、意見書案はもちろん上のほうから来た、道議会の防衛部

会というのですか、そちらの関係のほうから来た、北海道議会です、それで来ました。そうい

うことで、我々のほうにも回ってきましたので、非常に大事なことであるということで、私ど

もで受けて、このように意見書案として提出するということに決まったのです。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） それは前回もお伺いしていましたので、私はちょっと違うふうに感じ

ていたものですから、あえて聞いたのですけれども。白老町も弾薬庫を持っておりまして、実

際問題としまして、防衛庁の大網の見直し及び次期中期防衛力整備計画の策定ということで、

何年か前に、一時白老の弾薬庫も撤退するような、そういうような動きもありましたので、そ

ういうようなことが今後ないようにという思いで、これ、出されたのかなというふうに理解い

たしまして、私どもの会派は賛成するという立場を取らせていただいたのですけれど、これは

そういう意味ではないのですか。その辺だけをちょっと確認させてください。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。今、防衛の、先ほど大渕副委員長もおっしゃったように、

要するに、北方重視から南西重視となって、北海道の部隊を南西のほうにだんだん送り込む、

また防衛予算の膨大から若干減らすということになったわけです。だけれど、大義名分である

北方重視の、要するに、国土を守るという大義名分のほかに、やはり自治体に今ある自衛隊が、

部隊がなくなるということは、その自治体の経済とか、そういう問題に非常に大きな問題があ

るというふうに考えております。そういうことで、私どもとすれば、ただ単に国民と安全を守

るというその外敵からの脅威、また、災害に対する備えだけではなくて、要するに、現在町民

として存在ある自衛隊をなくするわけにいかないということで、このように賛成して提出しま

した。もちろん白老の駐屯地もそれに入ります。  

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。  

 ほかなければ、この取り扱いについてちょっと皆様方で協議したいと思います。できること
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なら、全会一致ということが望ましい、原則ということで、運営基準ではなっておりますので、

例えば文言の、いわゆる訂正ですとか、そういったことで、全会一致ということであれば、そ

ういった形をとりたいところですけれど、なかなかそれは難しいというお話でございましたの

で、平たく言いますと、代表者が集まって、会派の代表者会議を開いて意見聴取を行っても、

私はなかなかこれは再調整というのは難しいなというふうに判断をいたしますので、賛成多数

というような形で、賛成の会派の人方が代表の名前を連ねていただいて、提出を行うと。この

ような形にしかならないのかなというふうに思っているのですけれど、この点について皆様方。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  異議なしです。よろしいですか。では、そのような形を取らせてい

ただきたいと思います。  

 続きまして、障害者自立支援法の見直しを求める意見書案。これは公明党さんから提出をい

ただいております。各会派のご意見を伺ってみたいと思います。新政クラブ、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私どもは異議ございません。このままで結構です。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブ、西田委員。  

○委員（西田祐子君） 私どもの会派も異議ございません。賛成いたします。  

○委員長（山本浩平君）  私どもも問題ないという結論でございます。  

 日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 基本的には、私達はこれでいいと思うのですけれど。ただ、記の

２番目なのですけれども、ここで言っている中身、「最大の問題となっている利用者負担云々」

というのは、今の応能負担のことを間違いなく指しているのですよね。それで、今、国会でも

応益負担に変わるということで、議論している最中なのです。どうも正式ではないけれど、私

の得ている情報では、応益負担になると。文言が応益になるかどうかというのは、ちょっとわ

からないですけれど、中身は応益負担になると。ですから、そこのところだけもし公明党さん

でお話ししてオーケーであれば、この最後の部分、「考え方に基づき」とありますね、そこに｢法

の規定を見直すこと｣と書いてあるのですけれど、ここを「応益負担制度を廃止し、応能負担制

度に戻すこと」。これ、多分、公明党さんもこういうご意見なように私は聞いているのです。わ

かりません、確認してください。私はそういうふうに聞いています。それで、今国会でこれが

直るのではないかと、可能性がかなり高くて、90％ぐらいそういう状況だというふうに情報を

得たのです。それなものですから、私達はここの前段で書いている部分、全くそのとおりなの

だけれど、ここを「応益負担制度を廃止し、応能負担制度に戻すこと」ということにしていた

だければ、最高に嬉しいし、そういうことが可能かどうかということなのでございます。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かに、今、大渕副委員長から言われたとおり、今国会の中で、この

問題についての議論がされている。今回の意見書の提出までに、時間的な問題だったものです

から、このままの文章で出しましたけれど、これも、一度会派に持ち帰って、時間的な調整の

中で、本当にはっきりした形の中であれば、今、言われたとおり、「法の規定を見直すこと」と
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いう部分のところに、しっかりとした文章で訂正しながら提出したいと思いますので、ちょっ

と時間をいただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  ほかの部分はいかがですか、日本共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 全くそこで、私達はそれが入れば賛成です。もしこれがどうして

も入らないとした場合、近藤委員、先ほどごめんなさい、反対してしまったのだけれど。もし

それがどうしてもだめだとなった場合、例えば自立支援法の一番上の表題なのですけど、例え

ば｢抜本的な見直し｣と入れるというようなことも含めて検討していただければ、我々はこの記

の２以外のことについては賛成でございますので、そういうふうな考え方をしておりますので、

その点を含めてご検討願えればというふうに思います。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） その点におきましても一緒に会派のほうに持ち帰って、文言の整理に

なると思いますので、検討させていただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  次回の議会運営委員会ですけれども、日程的にいつでしたか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  会期中になると思います。 

○委員長（山本浩平君）  会期中ですね。そのときに意見調整をさせていただきたいと思いま

すので、検討をよろしくお願いしたいと思います。  

 前田委員外議員、この件についていかがですか。  

○委員外議員（前田博之君）  よろしいです。 

○委員長（山本浩平君）  では続きまして、中小企業の危機打開へ緊急対策を求める意見書。

共産党さんから提出がございます。これについてどちらの会派でも結構でございます。 

 清風クラブさん。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブは賛成いたします。  

○委員長（山本浩平君）  ほかは、新政クラブさんいかがですか。  

○委員（近藤 守君） 賛成します。 

○委員長（山本浩平君）  新風でございます。先にお話をさせていただきます。全体的には、

これには賛成なのですけれども、記の１、大企業に対する表現の仕方がちょっと厳しすぎるの

かなというふうに思います。というのは、「下請けいじめ」という表現、それと、大企業の「無

法」、日本の企業の 98％が中小企業ですけれども、大企業の下請けで経営が成り立っている中

小企業も日本には多数ございます。そういった中でこの「無法」ですとか、「下請けいじめ」と

いうような表現を、もう少し柔らかい表現にならないのかなというように、率直に私どもの会

派は思っておりますので、この辺の是正をお願いし、賛成したいというふうに考えております。  

 前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君）  基本的にはよろしいです。ただ、今、委員長からお話しされた

ような、その部分の表現を若干、公文書ですので、整理していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  公明党氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 公明党です。資料を持ってきたはずだったのですけれど、はっきりし
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た数字の表現的な部分なのですけれど、記の「中小企業の仕事起こしを抜本的に拡充すること。

大企業、大銀行には何十兆円もの公的資金をつぎ込みながら、来年度の中小企業予算はわずか

1,889 億円にすぎません」というこの部分なのですけれども、1,889 億円、これは 20 年度、21

年度を通して確か、ごめんなさい数字が・・・、雇用含めて 10 兆円プラス５兆円でしたか、何

かそれぐらいの規模の予算を組み立てているように私のほうでは認識しているのです。ですか

ら、中小企業対策についても、今の政府の中では、しっかり公的支援についてはこれから今後

盛り込んでいくという認識に立っているものですから、この辺の数字的なものを、先ほど山本

委員長のほうからも話があったように、中小企業対策についての文言に対しての整理を行って

もらえればどうかと。この数字的な部分も、ごめんなさい、これ、もしかしたら私の数字の勘

違いなのかもしれませんけれど、雇用対策を盛り込んだ部分の対策費としては、確か 15 兆円ぐ

らいの規模の予算立てだったと思いますので、それについての展開をお聞きして、文言の整理

で済むようでしたら、その辺をちょっとしていただければなと思います。あとは山本委員長が

言われた部分と一緒です。 

○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。文書表現につきましては、直すことは十分考えたいと

思います。我々が言っているのは、大企業がなくなればいいとか、そんなことではなくて、大

企業は大企業の果たしている役割があるわけです。それは、はっきり認めています。ただ、大

企業が今、山本委員長が言ったように、九十数パーセントが中小企業、大企業というのはほん

の少しです。そこが、今の雇用対策含めて中心になって、影響を受けるのは中小企業と働いて

いる人なのです。実際中小企業は、どんどん倒れていっている。これは大企業が仕事を切って

倒れているということは事実なのです。ですから、表現について適切でないということでいえ

ば、それは十分変えます。事実としては、そういうことだという認識なのです。ですから、そ

こら辺だけは我々はそういうことで言っているだけであって、大企業がもう少し働く人達や中

小企業のことを考えていただければ極めていいなということでございますので、そこら辺だけ。 

それから 1,889 億円、これは中小企業の対策、要するに、昔の通産で見ている中小企業対策

費のことです。今、氏家委員が言われたのは、厚生労働省で言っている労働者対策費全部含め

ているわけです。それはそのとおりだと思います。それは、はっきり言えば、大企業が直接抱

えている、今、日本製紙が行う休業、その休業補償は全部そこへ入るわけです。ですからそれ

は大企業に行く分もあるし、中小企業に行く分もある。全部トータルすると、今、言った数字

くらいにはなるのかもしれません。ここで言っているのは、直接中小企業に行くお金、要する

に、中小企業対策として取られている金額です。これは中小企業に、皆さん方に何兆円という

対策費が取られているということは、多分あり得ないと思いますので、労働者全体のことで言

えば、厚生労働省の管轄で言えば、多分、そういう金額になるのではないかというふうに認識

しております。ですから、もしこれが間違っていれば、当然数字違っていれば、訂正しなけれ

ばいけませんから、再度調査しますけれど、私の認識では、そういう認識でございます。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。今、大渕副委員長言われたとおり、先ほど私も言

った数字です。10 兆円プラス５兆円。これは、あくまで中小企業対策としての予算なのですよ

ね。中小企業対策としての雇用対策含めてのものなものですから、大企業というか、そういっ

た部分の予算の内訳ではないと、私達のほうも認識しているのです。ですから、もう１回整理

してもらいながら、私のほうももう１回確認してみます。きょう持って来て説明できればよか

ったのですけれど。先ほど大渕副委員長が言われた、旧通産省の部分の予算立てとしてやるの

であれば、「公的支援をつぎ込みながら」というこの部分の、公的支援となると、そこにも入っ

てくると私も考えるものですから、その辺を、私のほうも１回資料の確認をさせてもらいます

けれど、ごめんなさい。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここで言っている公的支援は、大企業・大銀行に対しての公的支

援なのです。大企業・大銀行に対する個的支援なのです。この公的支援という意味は、中小企

業に対する公的支援という意味ではないのです。わかりますか。大企業・大銀行には何十兆円

もの公的支援をつぎ込みながら、要するに、ここで言っているのは、大企業や大銀行に対して

は、それだけの公的支援を今まで実際につぎ込んでいるのですけれど。中小企業の予算という

のは、正式に言えば、中小企業に対する直接経費の、ずっと分かれますよね。医療だとか、何

だとかと、ずっと。そういう意味での中小企業の支援ですから、通産で言っている中小企業の

支援の金額だと、我々はそういうふうに認識しておりますので、その点もう一度調べますけれ

ど、そういうことで、この公的支援というのは、大企業・大銀行の意味ですから、そこだけ少

し誤解がないようにしていただきたいと思います。  

 あと、表現の問題についてはわかりました。 

○委員長（山本浩平君）  再度精査をしていただくということで。  

 吉田副議長あれば。いいですか。  

○委員外議員（吉田和子君）  済みません。うちの会派できちっと資料を持ってやったのです

けれど、ありました。それでは資料のほうに基づいて氏家委員から。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど言っていた今回の第１次補正予算、第２次補正予算にかかわる

部分に、また 21 年度の予算、税制改正含めて、中小企業支援として第１次補正予算の中では、

６兆円緊急保証枠、それから、政府系金融の緊急貸し出し枠を３兆円。これは、もう既に使い

果たされた部分でございます。第２次補正予算におきましては、緊急貸出枠を 10 兆円に拡大、

また、緊急保証枠の 20 兆円、保証貸出枠を合計で 30 兆円に拡大していると。金融機関への資

本注入額につきましては、10 兆円の追加をし、総額での 12 兆円への拡大になっているという

形の中で、21 年度予算、また税制改正につきましても、省エネ等の設備の投資促進税制だとか、

中小企業減税の拡充だとか、そういった部分の予算の盛り込みになっていると聞いております

ので、今回の第２次補正予算が通ることによって、中小企業支援としての公的支援の注入額と

いうのは、大幅な増額になるということになっております。雇用対策につきましても、先ほど、
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今回この雇用対策は含まれていないかもしれませんけれども、この雇用対策につきましても、

自治体による雇用創出、全国 4,000 億円、これはふるさと創出資金も含めて、そういったもの

も今回の補正予算には盛り込まれておりますし、離職者への住宅、生活支援についての金額等

も盛り込まれております。それから、正規雇用化の促進、これは日本共産党さんも私達も同じ、

考えておりますように、こういった部分についても、今回の補正予算の中で関連法案として通

ったということで認識しておりますので、そういった面では、中小企業資金という公的支援の

流入が、この 1,880 億円にはとどまらない枠になっているということを認識しておりますので、

その辺についての、もし文言の整理ができれば、お願いしたいなと。その部分だけです。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。ただ調べてほしいのですけれど、支援枠と、ここ

に書いているのは、中小企業の予算なのです。ですから、来年度予算というのは、21 年度、今、

衆議院だけ通ったのですか。その部分の中小企業予算のことを言っているのですよ。ですから、

今言ったのは、セーフティネット含めて、それは、銀行が支援をするという金額が全部入って

いるわけです。その金額は。それは国が出しているお金ではないのです。ですから、我々が言

っているのは、「来年度の中小企業予算は」と書いているのですよ。ですからそれは、旧通産が

来年度の予算の中で、中小企業の分としてみている予算の枠はそれだけですよという意味なの

です。私のほうでちょっと確認しますけれど、今、言われたのは、全体の中小企業対策、政策

的に銀行も全部含めて貸し出せる金額がそれだけですよという意味なのです。ですからそこは、

ここで書いているように、｢来年度の中小企業予算は｣と書いていますとおり、それは 21 年度の

通産で中小企業の予算枠はどれだけ持っているかという意味。そのことを書いているのです。

ですから、そこはぜひ調べてみてください。我々のほうでもちょっと調べたいと思いますけれ

ど、そういう意味ですから、そこのところは一つきちっとしていきたいと思いますので、私達

のほうでも次のところまで調べてみたいと。  

○委員（氏家裕治君） わかりました。  

○副委員長（大渕紀夫君） それから２点の文書のことについては、もうちょっと考えて考慮

したいと思いますので。  

○委員長（山本浩平君） 公明党さんよろしいですか。次回整理していただいた上で、再度協

議をさせていただきたいと思います。 

 それでは続きまして、消費税の関係です。この関係ですけれども、日本共産党さんから出て

おります。この点について皆さんいかがでしょうか。協議をされたと思いますが。どちらの会

派からでも結構でございますが。 

 清風クラブさん。 

○委員（西田祐子君） 清風は、賛成させていただきます。ただここに書いてあります、上の

方から７行目ですか、｢しかし・・・｣というところの「1997 年の・・・」と、ここからずっと

書いているのですけれど、もう少し文言をわかりやすくしていただければありがたいなという

のが、少し会派の中で。言いたいことはわかるのだけれども、もうちょっとすっきりわかりや



 14 

すい文章にならないかと。 

○副委員長（大渕紀夫君） ｢しかし消費税増税を｣というところですね。  

○委員（西田祐子君） 別にこれはわかっていることだから、入れても、入れなくても構わな

いのかなと。そうしたほうがもう少しすっきりして、わかりやすくて、こちらの記から１、２、

３という項目ですか。これについてむしろこちらのほうの、記の１、２、３のほうが大事なの

で、もう少し短い文章にして、きちっとされていただけるとありがたいかなと。 

○委員長（山本浩平君）  ほか。新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 新政です。私共も、余り数字を入れるとわからなくなるので、今、西

田委員が言ったような形にしてもらえればと思います。また、記の２番の食料品非課税を実施

することということが、これは大変我々としては評価しております。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さんいかがですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） この消費税増税を附則に盛り込んだ部分については、多分いろいろな

部分での議論があるのではないかなと思いますけれど、これはあくまで３年後の経済状況、こ

こに書いていますけれど、状況などを見きわめた上で決めることとしております。この附則の

ねらいという部分について言及した形の中で、今回のこの撤回を求めるという部分であれば、

その附則のねらいというのが、私達はそういった思いではないと思うのです。３年後どういっ

た経済状況がそこにあるかというのは、本当にこれからしっかりとした計画にのっとって、先

ほども言いましたけれど、総額 75 兆円の対策、こういったものが３年後どういった経済状況の

中で効果をあらわし、経済がどうなっているかはわかりません。そういった経済状況を見きわ

めた上でということでありますので、そういった部分では、この消費税論議というのは、決し

てやぶさかな話ではないのではないのかなと、私は考えます。  

そしてもう一つなのですけれども、記の３番目なのですけれども、庶民に増税やって、大企

業には減税の逆立ち税制という形の中で、言及されております。確かに大企業優遇の、法人税

の減税だとか、法人税減税というのは大企業だけではなくて、中小企業にも恩恵を受けること

でありますけれど、庶民には増税。例えば庶民が増税と感じる、もし消費税であれば、大企業、

また中小企業にとっても、大きな消費の削減にもつながることになりますので、大企業にとっ

ても大きな問題としてとらえていかなければならない問題だと考えるわけです。ですから、大

企業にとって有利な、消費税を上げることが大企業にとっては有利なことではないと私達は認

識しておりますので、あくまでも社会情勢を見きわめた上で、また国民のそういった意思もそ

こにしっかり反映されて、社会保障だとか、いろいろな部分のことを考えて、国民の真意を問

うた中でやはり、こういった消費税論議というのはされるべきであろうと。ですから、あくま

で今回の経済対策、75 兆円の対策が、今後の社会情勢をどう変えるかということについては、

大きな目玉になっていると私は考えますので、この辺の文言といいますか、こういった部分に

ついては、少し考えてもらえないのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君）  新風です。私どももちょっと検討したのですけれど、次世代の子供

達の、これからのいろいろな社会保障制度ですとか、いろいろなことを考えると、消費税のア
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ップというのは、いずれかの時代には避けられない。しかも先進国の中では、５％という中で、

非常に日本は安いわけです。ですからやはり、今後この消費税ということに関しては、若いこ

れからの世代の人達のことを考えると、これは、いずれかは増税せざるを得ないものであると

いうふうに認識をしています。しかしながら、今すぐ消費税のアップをするというようなこと

を具体的に今、それこそこの文章で言いますと、｢国民の信を問うこともなく｣と書いておりま

すけれど、今、現在は、政府自民党の中でも、この消費税の問題は、賛否両論、逆に言えば、

賛成の人達よりも、選挙のことを考えているのかわりませんけれど、慎重の人達が今、多いと

思うのです。そういう中では、いずれのときには、私は国民の信を問うような、今後政府がど

のような形になるかわかりませんけれども、そのようなことは考えられるのかな、というふう

に思います。ですから、この内容そのものについては、附則に盛り込んだということで限定を

するということであれば、先ほど氏家委員がおっしゃったようなことで、決して反対ではござ

いませんけれども、将来においてはやはり、きちっと議論していかなければならない問題では

ないのかな、というふうに我々は考えております。それと、この記の３の表現を少し検討して

いただければなと、私どもも同じように考えました。以上です。 

 前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君）  基本的には、私は、ここに書いているとおりだと思います。こ

れから国民が十分に議論すべき問題だと思いますから、附則云々の議論はしませんけれど、こ

の中でいくと、下段のほうに、｢更に附則の云々・・・｣と書いて、記を入れないで、下から６

行目の、｢目的からいけば、所得低所得者ほど所得に対する負担割合が多い消費税の増税は・・・｣、

理解するのですけれど、ここは何か、そのあとの、大企業の「派遣。期間工切り」の被害にも

容赦なく・・・｣は、取ってつけたような感じなので、もうちょっとすっきりしないのかなと思

います。それとその下の、｢セットで要求しているものは、雇用破壊を強行している張本人、財

界・大企業にほかなりません。｣。これもちょっと言葉を変えていただければいいのかなと。あ

と、下の｢理不尽な要求はありません｣になっていますけれど、ここをちょっと、私は意見書の

趣旨からいけば、この文言はどうかと思うのですけれど。大勢に対しては意見書には賛成です。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） まず基本的な部分で、山本委員長が言われたように、これは今回

の附則に盛り込んだということのみです。ですから将来云々ということは、一切我々は今回は

考えていません。なぜかというと、国民に信を問わないで、先ほど氏家委員が言ったような形

の表現にはなっています。だけれど、結果としてみたら、３年後に上げますというふうに言っ

ているのと、中身としては変わらないことになってしまうと思うのです。ですから、そのこと

を今附則に盛り込むというのはいかがなものかと。ここだけなのです。ここ一点です。ですか

ら、私はやはり、今そういうことを、将来のことをこれから国民に信を問おうとしているのに、

そのことを盛り込むということは、私はやはり違うのではないかなと、すごく思っているもの

なのです。ですから、前段の文書表現については、十分に変えるのは、うんとわかりやすく、

もっと簡潔にして構わないと思います。ただ、国民に信を問わず、３年後に消費税を盛り込む
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という、附則の部分の撤回は、ここはやはりきちっとすべきだろうということでありまして、

それ以外のものはございません。ですから、そこら辺で。その後議論して、国民含めて上げな

ければいけないということになったら、これは上げなければだめになるわけですから、ですか

らそういう議論では全然ないということ。そこだけは、理解をしていただきたいと思います。  

 それから３番目ですけれど、これは検討する必要あるということであれば、検討します。た

だここで言っている信がどういうことかというと、消費税が上がることによって大企業が苦し

くなるということを言っているのではないのです。違うのです。今まで大企業の法人税は数回

にわたって減税されてきました。もちろん法人税そのもの。これは、はっきり日本経団連が要

求していたことだということは、はっきりしているのです。ですからこれは、はっきりしてい

るのです。公になっていることですから。そのことと対比して、消費税関係なく、そのことと

消費税が増税されることは、庶民に影響受けますよと。それは対比として言っているという意

味です。ただこれが、今、もう１名どなたかがおっしゃったように、不必要であれば、これは

削除することは構いません。私はそう思っています。１番目の来年度税制法案に盛り込むと、

ここは違うのではないかと思っていますので、ここはそういうことであれば文章を直すという

ことは、全然関係ありません。ただ１番についてはそういうことですから、そこはきちっとし

なくてはいけないだろうと、こういうふうに思っていると、こういうことです。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。この１番の問題は、附則に盛り込んだ部分の、法

案の撤回を求めるという部分だと私は思っているのです。今、大渕副委員長が言われたとおり、

３年後のそういった経済状況を見越した部分で、国民の信を問うことなく今回盛り込むのはど

うかという部分だと思うのですけれども、私は今の、山本委員長も言われている趣旨は同じだ

と思うのですけれど、国民に対して、今の経済をどう変えていくかという一つのシグナルとい

うか、国民に対しての発信、今後の消費税論議にどう国民がかかわっていかなければいけない

かということに対しての、そうした、私は一つのねらいがあるのではないかと考えます。例え

ば３年後、５年後に、急に消費税をどのくらいの規模にするのかわかりませんけれど、どうな

るのかわかりませんけれど、どういった論議になるかわかりませんが、急に、そういった部分

での国民に対しての投げかけというのは、本当に厳しいものがあるのではないのかなと。今か

らそういった部分での、国民に対しての打ち出し、そういった｢一緒に考えましょう｣というね

らいとしては、私は必要なことかなと、私は考えているのです。ですから、根本的にちょっと

考え方が、認識の違いと言われれば、それまでなのですけれど、私達はそういったねらいも、

中にはあるのではないのかなと考えております。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 政治というのは政策議論をするところです。ですから、それは国

民に｢消費税を上げたい｣という意見があるのであれば、これはいつでも、今、選挙が終わって

もできるわけです。予算終わってもできるわけです。国会がやれば、議論はいくらでもできる

ことです。何も附則になんか盛り込む必要はない。附則に盛り込むということは、将来そのこ
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とをやるということにつながってしまうのです。ですから、今の政府がこれから信を問うとい

う、信を問わなければいけないのに、将来の約束をするというのは、政治的に考えたときにい

かがなものかということなのです。それは圧倒的国民がそう思っていますし、提出された自民

党さんの中でも、議論になっているのはその議論ですよね。消費税を上げるということに反対

している人は余りいないです。だけれど、附則に盛り込むのはいかがなものかということで、

自民党の議員さんは、あのことに対して反対されたわけです。私はそう思っています。ですか

らそれはやはり、今の、明らかに９月までに改選があるにもかかわらず、それは先取りをして、

そういうことをやると。それは政治的にいくらでも議論できることですから、呼びかければい

くらでも議論できることなわけですから、やはり私は、そういうことを事前に決めてしまうと

いうことはいかがなものかということが、国会の中の野党はもちろんですけれど、自民党さん

の中でも矛盾が出たというのは、そこだというのははっきりしていますから。ですから私は、

この附則の部分についてはいかがなものかと。これは信を問うて、上げると言えばいいだけの

ことですから。上げるという考えであれば、何も信を問うた後に｢上げます｣と言えばいいだけ

のことだと、それははっきりしていると思いますので、そこだけはちょっと私の見解とは違う

かなというふうに思っております。これは国会議員さん含めて皆さんがそうだと思いますよ。  

○委員長（山本浩平君）  先ほど前田委員外議員から出ておりました派遣工切り期間・・・、

この辺はいかがでしょうか。取ってつけたような形。 

○副委員長（大渕紀夫君） 文章は全部、これは必要であればいくらでも直しますよ。これは

問題ありませんから。本質論でないですから。 

○委員長（山本浩平君）  吉田副議長。  

○委員外議員（吉田和子君）  私も今、大渕副委員長が言われたように、附則に盛り込むこと

自体が、信を問わないでやることはおかしいだろうと。そういうことは、私もわかります。そ

れであれば、先ほど西田委員の会派からも出たように、こういう数値的なものは私達ちょっと

調べていませんので何とも言えないのですが、最後の、「しかも消費税増税を国民の信を問うこ

ともなく｣、ここら辺はいいと思うのです。問うことなく附則に載せるべきではないというふう

に、私はそれでいいと思うのです。そのあとの｢大企業優遇の法人税減税とセットで要求してい

るのは、雇用破壊を強行している｣そういうものが附則としてついてくると、何か行き過ぎなの

かなと、私も思いますので、もちろん現状で厳しいものはたくさんあります。そういうものを

どんどんつけていくと、何枚にもなるくらいいろいろなものがあると思うのですが、この表現

的なものは、やはり大企業に対しての、もちろんそういうものは日本の国の今の制度の中では

あると思うのです。大企業を守っていくというものはあると思うのですが、今この消費税増税

の附則に関して意見書を出すのであれば、すっきり、「信を問わないでやるべきではないだろう」

と、そういう文章に切りかえたほうが、私達も｢そうだね｣ということになると思うのですが。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 先ほどから何度も言っていますが、文章については十分変えると

いうことは、先ほどから何度も言っていますし、言われたとおりでございますから。  
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○委員外議員（吉田和子君）  私は下の｢しかも｣からのは変えるべきだと思います。  

○委員長（山本浩平君）  いいですか。私の意見としては、国民に信を問うということはどう

いうことかというと、私は選挙だと思うのです。一人一人に聞いていく話ではないですから、

これは選挙だと思うのです。ですから、野党の皆さんがこの消費税増税に関して附則に盛り込

んだことに対して、選挙の論争、争点にできるのであれば、それが私は国民に信を問うという

ことになると思うので。ですから、私は国民に信を問うということを肯定はできないのかな、

というふうにちょっと考えるのです。あくまでも私はこれ、選挙ですから、まだそこまでは行

っていないと思うのです。消費税そのものに関して、国民に信を問うところまでは。ですけれ

ど、共産党さんは附則に盛り込んだことに対しての撤回ということだと思うのですけれど。 

 共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれど、私達が言っているのは、国民に信を問う、問わ

ない。それから、これから選挙がある。これははっきりしていることなのです。ただ、３年後

に見直す、上げるとは言っていませんが、状況に応じて。そういうことを現段階で約束をして、

法律に盛り込むこと自体が、全く違う行為でしょうと。それはなぜかというと、それは国民に

直接影響あることなのだから、そのときの政府が考えるのは構わないのですよ。上げるのは、

いくら上げても。それは選んだ国民が、選んだ政府が、そういうふうにするわけだから。これ

は民主主義ですから、しようがないのです。ただ、今の段階で３年後にそのことを法案に盛り

込むということが、やはり違うのではないかということを言っているのです。それだけなので

す。だから、そこのところは、報道は関係ないけれど、それぞれの中で言っているのは、そこ

のところだけだと私は思っていますので。そういう意味ですから。それ以外何もないのです。

そういうことを今の段階で決めるということがいかがなものかと、法案に盛り込むことがいか

がなものかということだけです。それは矛盾でしかないわけです。それはそのときの政府が考

えることですから。そうであれば、そのとき撤回すればいいのではないかという議論にもなり

だすかもしれないけれど、ただやはり、そういうことを事前にやってしまうということは、政

治としてはおかしい。例えば白老でいえば、３年後に何々上げますよ、何年後に上げますよと

いうことを、今決めるということと同じことだから。そういうことはやはり違うのではないか

ということを言っている。それはそのときに考えるべきものです。そういうことです。そのと

きの政府が考えればいいということだと我々は思っていますから、そういう意味でございます。 

○委員長（山本浩平君）  私は、いずれこれは非常に論議をしなければならない。しかしなが

ら、この附則に盛り込んだことを考えた今回の政府というか、麻生総理大臣を初めとする首脳

の人達は、今からそういったことの少しでも議論をできる体制を次の人達のためにつくってお

かなければならないという思いが、ここには逆にあるのかなというふうにちょっと思っており

ます。そういう観点からいうと、決して附則に盛り込んだことがいけないというふうには、ち

ょっと思えないです。当初私どもの会派の意見とは異なってきたかもしれませんけれど、今、

いろいろ議論をさせていただくと、ちょっとこのことに関しては、私どもは賛成するか、しな

いか、もう一度会派の中で調整をしたいというふうに考えます。 
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 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 私もこの附則のねらいという部分が、例えば３年後の経済状況などを

見きわめた上でということで、この意見書の中にも出ているのです。出ているのですけれど、

今回この附則をつけた形の中の部分で、ここに１つの法に盛り込むということが、今後の、今

の与党というか、自公連立のこういった話の中で、それを例えば国民が、今これから先選挙が

あるわけですから、そういったものも示さないで、今後の消費税論議を示さないで選挙をした

と、選挙になると、国民の信を問うことになります。その中では、国民も判断基準としては、

また継続するのか、与野党逆転の中で、野党に今回例えば政権を渡すのかという、一つの判断

基準にもなるような気がするのです。私はこれに代わって野党が、もし政権を担ったときに、

野党は当然こういったことに対して反対しているわけでしょうから、そのときにまた新たな、

副委員長が言われた、新たな政権の中で考えればいいことなのかなと思いますけれど、今の与

党の中では、こういったことを考えながら、今後の経済状況を推し進めていかなければいけな

いという、一つの前提に立った物事の考え方の中で、国を見ているということで、考えていく

べきだろうなと、私は考えるのです。ですから、この附則に盛り込んだことを撤回するという

部分では、やはり私も厳しいような感じはするのです。ですから、ここまで突っ込んだ会派と

しての議論はまだまだしていなかったものですから。私はそちらのほうももう一度引っ張って、

会派の中で持ち帰って審議させていただきたいなと思っております。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風、西田でございます。この問題につきまして、皆さんの会派から

いろいろとご意見出ましたけれど、私どもの会派は、これに賛成させていただいた一番の理由

といいますのは、例えば今は自公政権ですけれども、万一近いうちに衆議院選挙があるわけな

のですけれども、そのときにもし民主党が政権をとったときに、果たしてこの消費税の問題は

どうするのかということになったときに、民主党としては当然消費税の問題は議論されなけれ

ばならないし、将来の経済情勢を考えると、当然消費税値上げということに、避けて通れない

問題だと自覚しています。そういう話をしながら、会派の中で、当然避けて通れないだろうと。

ただ、今これだけの経済不況の中で、やっといろいろな補正予算を今国会で通す中で、附則と

してつけてしまうというのは、反対に消費を落ち込ませてしまう懸念があると。その一点です。

正直言って、一番心配するところというのは、ここの附則をつけなくても、消費自体が本当に

補正予算をこれだけ組んでも活性化するのだろうか、持ち直すのだろうか、２年かかるのだろ

うか、３年かかるのだろうかという、非常に危機的な状況を感じております。ですから、３年

後にやるのだという考え方を、３年後までに何とか今の景気を回復させたいという思いは非常

に強いものですから、あえてここで附則に盛り込まないほうがいいのではないかと。今は景気

第１ということを考えなければいけない。だけれど、日本の将来のことを考えたら、当然消費

税というものをきちっと考えていかなければならない。そのことだけは、我々の会派としては、

当然次の政府はどこの党になるかわかりませんけれど、当然議論されるべき問題であると、そ

ういう認識の上で、今回この提案に賛成させていただいてつもりでございます。そのことだけ
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は、申し伝えたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  いろいろと議論されましたけれど、持ち帰りをしたいというところ

が二つの会派ございましたので、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）  それと同時に文書訂正のお話もございましたので、次回よろしくお

願いしたいというふうに思います。  

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１６分  

                                         

再開 午前１１時３０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。 

 続きまして、介護保険制度の抜本的見直しを求める意見書。日本共産党さんから出ておりま

す。これについて協議を進めたいと思います。どちらからでも結構でございます。  

 新風なのですけれども、これにつきましては非常に介護のスタッフが、収入が非常に厳しく

て、社会問題になっているというふうにとらえておりますので、このことに関しましては、細

かい文言に関しましては、特段精査はしていなかったのですけれど、基本的に意見書に関して

は賛成ということでございます。  

 清風クラブさん。 

○委員（西田祐子君） 清風、西田です。このことについては賛成なのですけれど、記のとこ

ろの３番目の労働条件の改善ということで、ちょっとわからないのですが、 (２)のところの人

員の配置基準が、利用者３名につき職員１人を、原則２対１にするということを、今３対１で

はなくて、今度原則２対１にするという、どうして２対１にしなければいけないのか、その辺

がよくわからないというのが会派の意見だったものですから、その辺ちょっと説明していただ

ければありがたいかなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  意見書そのものには賛成ということで。  

○委員（西田祐子君） はい。 

○委員長（山本浩平君）  最後に答えていただきます。  

 続きまして、新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 賛成です。  

○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。介護保険制度の抜本的見直しを求める意見書。こ

の表題についての、部分については、賛成です。ただ、この中で「介護報酬を引き上げるにあ

たり、保険料の値上げを抑えるため」という部分、文言があります。これについての一般財源

（1,154 億円）。これは確か、1,200 億円第２次補正の中で、金額的にはこのぐらいの金額だと

思うのですけれど、介護報酬を３％引き上げることによって、これが人件費に反映されなけれ

ばならない。これが大きな１つの目的だととらえております。これについて、それが従来の枠
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組みの破綻につながるのかどうかということが、どうも私達はよくわからないのです。私達も

いろいろな介護施設の話を聞きますと、３％上げることによって、大体給与所得２万円ぐらい

のベースアップにつながるというお話をされているところもありますし、「決してそうではない

のだ」、「すべてそんな給与に跳ね返る部分の余裕などないのだ」と言っているところもありま

すしね。この３％という部分の、今回の振り出しといいますか、これはあくまでも人件費に反

映させていかなければならないということが、大きな課題だと思います。そういった部分であ

れば、この３％、1,200 億円弱の介護報酬の引き上げが、人件費にかかっていくような形の中

での取り扱いというのが妥当ではないのかなと思います。これが一番大きな趣旨ではないのか

なと思いますので、ただ、この３％が妥当かどうかというのは、今後の状況を見きわめた中で

考えるという政府展開も示されているようでありますから、そういった部分については、もう

一度文言の整理はしておいたほうがよろしいのかなと、私は思います。  

それから、記の２の(１)のところなのですけれど、在宅生活を制限する要介護認定制度を廃

止し、現場の専門家の判断による適正な介護の提供を目指すことという部分の文言があります。

現場の専門家、今も介護認定制度については、医師だとか、それからケアマネジャーだとか、

そういった形の方々の判断、そういったものに基づいて提供されているというふうに私達は認

識しているのですが、この辺についての認識がどういう形で文面に表れているのかということ

が、まず一点あります。  

それから(３)のところの、軽度者からの「介護取り上げ」を辞めることという部分であるの

ですけれど。ここについての意味がよくわからなかったものですから、それについての説明を

１回お伺いしたい。 

それと、記の１の(３)、戻ります。利用料は将来的に無料を目指し、（10 割給付）を目指し、

当面は減免制度を抜本的に充実することということになっております。共産党さんのいう利用

料の将来的な無料化、これは本当に理想でありますし、わかるのですけれど、ただそれには、

この介護保険制度を維持していくためには、しっかりとした財源措置が必要でありますし、今、

これは将来的にということで、多分書いていらっしゃる部分だと思うのですけれど、今の介護

保険制度、そういったものを維持していくためには、この（10 割給付）を目指し、当面の減免

制度を抜本的に充実することということが、果たしてこの意見書の中で妥当なのかどうかとい

うことも、一つの疑問点ではあります。他の保険制度との絡み合いもあるものですから、一応

その部分についての指摘をちょっとさせていただきたいなと思います。  

それから、記の２の(５)のところです。「介護型病床の 2011 年度末廃止を撤回し」という部

分があるのですけれど、今回の白老町もそうですけれど、介護型病床は、現在小規模老健へつ

ながっていく、そういった流れの中で進んでいるのではないのかなと、私達は認識しているの

ですけれど。結局そういった形になれば、ここで言っている「どこでも必要な医療と介護を受

けられるようにすること」という部分については、こういった小規模老健につながっていくと

いうことであれば、そういった必要な医療と介護、また看護含めて、受けていかれるようにな

るのではないのかなと。そういった認識で私達はいるのですけれど、その辺についての見解を
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聞いておきたいなと。  

次の(６)の「食費・居住費の全額自己負担を廃止すること」ということも、先ほど言ったと

おり、これは介護保険だけではなくて、他のいろいろな制度の中でもこういったことというの

はいろいろな財源を求めた上で必要な部分でありますので、今、急に廃止するということは、

やはり厳しい部分があるのではないかなと、そう考えております。  

先ほど言った労働条件の３番目ですけれど、「労働条件の改善」、ここがやはり一番重要なと

ころではないのかなと私は思いますので、ここについては内容の確認をさせていただいて、当

面介護報酬を５％引き上げ、これとは別枠での公費投入で、賃金を月額３万円以上引き上げる

こと。この辺についての議論、は徹底してやられるべきだろうなと、私達も考えますので、こ

の辺の内容の確認だけさせていただき、あとは書かれている部分で理解したいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員、いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君）  全体の流れとして、よろしいです。  

○委員長（山本浩平君）  それでは、今各会派からご指摘があった点について、回答願いたい

と思います。日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。まず、３％の件なのですけれど、これは明らかに、我々

は人件費に充当されるべきだと思っていますし、そうだと。国が２分の１をとりあえず出すと

いうことになっております。ですから当然、今の形の中でやると、働いている人達の賃金を上

げるとしたら、これは介護保険料が上がるというふうに直接つながる仕組みになっていますか

ら。ですから、一定の補助が出ない限り、介護報酬基準が上がれば別ですけれど、それが上が

らなかったら、上がっても介護保険に跳ね返る部分もあるし、それから、介護報酬基準が上が

らなかったら、給料は絶対上がらないのです。ですから、そういう意味でいえば、今までの中

身でやっていれば、労働条件は改善されないということになるわけです。今の実際、国が 1.5％

３年間で見ると。ことしは 100％、来年は半分、再来年は全部介護保険に跳ね返ると。これは

現実的に保険料になるわけです。ですから、従来の枠組みでというのは、そういう意味でござ

います。ですからそういうことでいえば、もうちょっと入れられれば、もっといいかなという

ふうには思うし、介護保険料に反映しない形にするとしたら、そういう形にしかならないだろ

うなと思っているということです。  

 それから、利用料の 10 割給付。10 割給付の問題と、もう一つどこかでありましたけれど、

財源の問題です。基本的にはやはり、高齢者の皆さん方が、今まで日本をつくってきた人達が、

結果として、白老町でもそうですけれど、なかなか大変な状況の中で、介護の利用料が満度に

使われないというのは、私はそれで満足だと思っている方がいらっしゃると言われたら、それ

で終わりだけれど、私はやはりそういう基準があって、あるのであれば、もっともっと手厚く

すべきではないかと。ここで財源論を議論すると、また面倒になりますから、これ以上言いま

せんけれど、当然そういうことがどんな形にしろ、財源を補償して、やはり高齢者がきちっと、

年取ってよかったと思える国でないと、多分将来日本はだめになってしまうのではないかとい

うふうに思っておりますので、どうしても財源論の議論をしなくてはいけないということにな
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れば、それはするということになるけれど、当然これは国の問題になりますので、我々はそう

いうふうに考えていると。 

 ２番目の１、「要介護認定云々・・・」という。現場の専門家というのは、前回私も一般質問

でやりましたけれど、要するに、ケアマネジャーさんが要介護のケアプランをつくるという中

で、全国的に見ても、なかなか大変なようです。白老町でも話を聞いたら、そういう状況があ

るようです。要介護ができたときに、介護から要介護にバックしてくるというような状況もあ

る中で、できれば本当に必要なものが必要な形で受けられるというのが、私は一番望ましいだ

ろうと。白老町がいつも議会で議論になっているように、どうして半分なのかというあたりが、

町の側はなかなか財政的なものが伴うから大変だけれど、結果としては、半分ぐらいの、利用

量が 50％ちょっとですから、そういうところについていえば、もうちょっと受けられるような

ことを、職員の皆さん方も「安心してケアプランつくっても大丈夫だよ」というふうに、なっ

たほうがいいかなという意味です。  

 それから、軽度者からの介護の取り上げ、これは、今言ったとおりです。この表現がいいか、

悪いか別ですけれど、現実的には自立支援ということで、元に戻されてきていますから。事実

ですから、そういうことです。 

 介護病床の話なのですけれど、これは実際私も白老で相談受けたのです。ところが、療養病

床には入れるのだけれど、老健に入れないという人が結構いるのです。もっと具体的に言えば、

「澄川病院に入ってください」と、こういうことです。澄川病院なくなったらどうするのだと

いう話なのです。その人は王子なのです。王子はすぐです。ところが老健は３カ月たったら１

回出されますから。実際民間は出さないけれど、現実的にはそうですから。老健というのは、

３カ月たったら出されますから。そんなことになって、結果的には王子から帰ってくるのに、

受け入れてもらえるのが澄川以外にないという状況なのです。ですから、介護療養病床がなく

なって、老健ができれば全部解決するかといったら、私はそうではないということで。これは、

しかし大変なことになる。介護難民が、本当に療養病床全部なくなったら出ると。あとはどこ

か遠くの田舎の、一般病床で受け入れられるところがあったらいいけれど。それから、老健は

痴呆がかかったらだめですから。全部大きなところで、痴呆が若干でもかかったら一切老健受

け入れませんから。正式に言うと、受け入れるところ民間であるけれど、実際はだめですから。

だから、そういう意味でいえば、療養病床を残せる範囲で、今の白老町立病院が残す必要があ

るかどうかは別です。だけれど、療養病床を全部なくするというのは、大変なことにつながる

なという認識です。事実として２点ぐらい受けて、実を言えば困っているのです。そんなこと

なものですから、これはどう解釈するかという問題ありますけれど、もっと引っ張らなければ

だめだろうと。減っていくのは、こういうところは仕方がないです。ある意味で仕方がない部

分はあると思うけれど、仕方がないと言ったらちょっとまずいかもしれませんが。  

 職員、これ３対１、介護報酬の問題に、一番問題になるのだけれど、今の状況でいえば、介

護報酬が解決されれば、やはり２人に１人が非常に望ましい形だというのは、これはどこでも

出ているのです。ですから、２人の入所者に対して１人の職員がつけるような、そういうふう
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に将来的には改善をしていってほしいと、こういう意味でございます。  

 あと、ありました財源確保をしながら、それではどうやって財源確保するのかということと、

それから５％の引き上げと、根拠がどこにあるのかというと、それは、根拠がきちっとあると

いうことではなくて、こういうことが望ましいであろうということであります。以上。 

○委員長（山本浩平君）  公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。大渕副委員長からの今の説明はよくわかりました。

わかったのですけれど、10 割給付だとか、それから全額自己負担。こういったことについては、

例えば文言の整理の中で、軽減を図ることという部分でのそういった整理になれば、私達も当

然そういった部分では今後求めていかなければならない。確かに、財源確保についての部分は、

ここでは議論しませんけれど、そういった部分の措置というのは、求めていかなければいけな

いだろうという認識には立っておりますので、そういった文言の整理をしていただけるのであ

れば、そういった形の中で対応していただきたいと。私もまだまだ勉強不足なところがあるの

ですけれど、今回あの介護報酬３％というのが、介護職員の待遇改善のために使われるべき問

題だと私は認識しているのです。ですから、先ほど言った給与基準ですか、そこにしっかり当

てられるような部分であって、介護保険料にそれが直接跳ね返るような問題では困る問題だと

私も考えております。これは多分、国の考え方というのは、私もよくわかっていないのかもし

れませんけれど、私の頭の中では、今回の３％の組み込みというのは、給与基準に跳ね返るた

めのものだと認識しておりますので、それがしっかり介護職員の待遇改善につながっていくも

のと信じているわけですけれど、なかなか施設側としては、そういう問題ではないという見解

もあるものですから、そこについての文章という部分では、そこも一応確認だけしておきたい

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） 大渕です。要するに、職員の待遇改善に使いなさいという意味で

す。本来そうです。そういう中身だと思うのです。ただ、来たやつをあげるかどうかというの

は、施設のほうでどう考えるかということがあるのだろうけれど、枠ははまっているのです。  

それともう一つは、残った 1.5％分は、これは間違いなく保険料に上置きになるというのは、

それは間違いないと思います。白老町もそうですから、間違いないと思います。だから言われ

るのは、要するに、職員の待遇改善に３％すべて使えということを入れろという意味ですね。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど介護病床のお話はよくわかりました。私も現実的に澄川病院の

話は聞きます。ただ、大渕副委員長、確かに撤回をするということの、文言がどうなのかとい

うことも考えていただきたいのですけれど。今回この小規模老健に移っていく過程の中で、老

健の中で、例えば認知症にかかってくるような方々の施設、今後認知症の対応グループ、こう

いった小規模多機能な形のグループホームが、今後白老町でも求められていく部分があります

よね。そういったところへの対応、入れかえというのですか、必要に応じてのそういった対応

含めた形の中で、示されていくことが必要なことだなと。全体枠でどういうふうな計画を持っ
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てやっていくのかということが、やはり大事なことなのだろうと思うのです。その辺について

の文面が、もしこの中で取り入れられるのであれば、文言の整理として、撤回という部分も含

めてしていただければすっきりするのかな、と私は思うのですけれど。いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の件ですけれど、撤回というのはわかりました。例えば、必要

に応じて残すとかいうのは、まずいですか。要するに、そういうこと、介護病床を全くなくせ

という意味ですか。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。介護型病床の 2011 年度末の廃止を撤回するという

ことの文面ですよ。まるっきりなくせというのではなくて、そこの部分を柔軟にこれからも議

論していかなければならない問題だと思いますので、そういったところについての文言の整理

だと認識していただければと思います。  

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。３の８（２）の人員の配置基準ということなのですけれど、

私どもの会派では、一番労働条件の改善ということの中で、まず(３ )番目の労働者の権利と常

用雇用を主流にしていくこと、また実際にそこで働いている人方の賃金を上げることがまず先

決だろうと。やはり若い人達が結婚して、子供をつくって、食べていけるような、そういうよ

うな現状でないと、今の現状では、まずそちらが最優先ではないかと。それから職員１人に対

して患者２人という、こういうようなものにもなってくるのだろうけれども、今、現実的に「財

源の問題云々」と、先ほども議論ありましたけれど、介護の部分につきましては、そういうよ

うな雇用創出、また、そこで働く人達が暮らしていけるような、まずそちらのほうの確保が先

ではないかと。それからこの原則２対１という考え方に成り立っていくのではないかなと。無

理して、ここ入れても、入れなくてもいいのではないかなという、そういうような考え方もあ

ります。その辺の考え、いかがでしょうか。  

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。検討します。 

○委員長（山本浩平君）  先ほどいろいろ会派から出ましたご意見を、再度持ち帰って十分検

討したいということでございますので、次回また協議をさせていただきたいと思います。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） それでは続きまして(７)です。これは北海道町村議長会から出てい

る意見書でございます。この取り扱いについて、局長のほうから説明お願いしたいと思います。  

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどの 37 ページ、確認していただきたいと思います。意見書

の欄です。議会運営基準です。ここの中の３番目。「北海道町村議会議長会から提出要請を受け

た意見書は、各会派の代表者が提出者となり、議案説明は、代表質問の順序にならい順送りと

する」ということになっていまして、今回は、提案者が新風さんになります。ですから、山本
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委員長が提出者ということになります。ただし、の記述がありまして、意見書の内容によって

は、事情により提出者にならない場合があるということですから、一応基本的には提出なので

す。会派の中で提出者にならないということも、賛成者ですね、できるという規定でございま

すので、諮っていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  それではこの意見書そのものについて、皆様方の会派のご意見を伺

いたいと思います。どちらからでも結構でございます。  

清風クラブ、西田委員。  

○委員（西田祐子君） 清風クラブは、まさに白老町の置かれている現状だなという認識で、

ぜひお願いしたいということです。  

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。  

○委員（氏家裕治君） これは、先ほど共産党さんからの意見書の中にもありましたけれど、

療養病床、これを少しでもこれから残していかなければいけないという原点に立ち返って出さ

れているものだと思いますので、これについては異論なく、賛成いたします。  

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 賛成です。  

○副委員長（大渕紀夫君） うちも同じです。 

○委員長（山本浩平君）  共産党さんも賛成。 

新風も異論ございません。賛成でございます。 

 これは全会一致ということで、提出をさせていただきたいと思います。  

 申しわけございません、前田委員外議員いかがでしょうか。  

○委員外議員（前田博之君）  賛成です。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。全会一致で提出ということで、提出者は新

風ですね。私の名前でということになっています。よろしくお願いをしたいと思います。  

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  意見書の段階で確認をさせていただきたいと思います。 

 まず戻っていただきまして、１ページの(１)、意見書案第１号。これについては全会一致に

なりませんが、賛成多数ということで提出するということで、意見書案第１号になります。そ

れと、２号については取り下げと。３号から６号については、文言の修正後、再提出をしてい

ただくということになります。第７号が意見書案第２号に繰り上がりまして、全会一致と。あ

との４個については、再検討の後に番号を振ります。修正後、再提出を 10 日か 11 日に絞りた

いと思うのですが、いかがでしょうか。できましたら、11 日のナイター議会に入る前、もしく

は 12 日の一般質問が終わった後に再協議をさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。

12 日でいいですか。３月 10 日までに修正提出をしていただきたい。３月 12 日本会議後、13

日総務の協議会が入ってしまったものですから、12 日にさせてください。  

○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）  意見書、年数が違うので。今、共産党さんから出ている意見書
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の介護型病床は 2011 年末で廃止というふうになっているのですけれど、この病院のほうは、

「2012 年３月末で廃止し」となっているのですけれど、どちらでしたか。これは同じことです

よね。「介護型療養病床、2012 年３月末で廃止し」というのが、「医療制度改革関連法案成立し

た」と、病院のほう書いてあるのですけれど、共産党さんは介護型病床の 2011 年度末廃止とな

っているのですけれど、どちらでしたか。これは調べて、どちらかちゃんと正しく。言ってい

るのは同じことですよね。どちらですか。出すのに違って出していたらおかしいですよね。担

当課に聞けばわかると思います。  

○委員長（山本浩平君）  確認をいたします。 

 ほかございませんか。  

 なければ、最後の要望書でございますけれど、これは慣例によりまして、参考配布というこ

とにさせていただきたいと思います。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 12 時過ぎました。一たん昼食の休憩に入りたいと思います。

暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ０時０２分  

                                         

再開 午後 ０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。 

 それでは、大きな２番目でございます。部制の施行に伴う常任委員会の所管の変更について

でございます。前に、参考資料を基に組み合わせパターンというのが出ていたと思うのですけ

れど、これらを踏まえて各会派で議論をしていただいたと思います。清風さんからは、前回Ｂ

案がいいというお話でございました。ほかの会派のところでいろいろと検討していただいたと

思います。どちらからでも結構でございます。 

 新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 新政は一応Ｂ案ということで。  

○委員長（山本浩平君）  Ｂ案ですか。  

 ほか、共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。Ｂ案ということになりました。  

○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。うちの会派もいろいろと考えたのですけれど、い

ずれにしてもＡ案かＢ案だろうと。今回持ち帰って、皆さんのお話を聞きながら、何とか調整

を取りたいなと思って、来させていただきました。ここでＡ案と頑張ったとしても、協調性を

持って今回は進めていきたいと思いますので、Ｂ案という形の中で。 

○委員長（山本浩平君）  Ｂ案。わかりました。  

 新風なのですけれど、協議の結果Ｂ案ということになって。  

 ということは、全会一致ということでございます。前田委員外議員、お願いいたします。 
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○委員外議員（前田博之君）  私もＢ案。 

○委員長（山本浩平君）  各会派、そして委員外議員の方もＢ案ということで、全員賛成とい

うことで、Ｂ案で確定をさせていただきたいのですが、よろしいですか。この中で何か、確認

をされたいようなことがあればどうぞ。よろしいですか。 

 局長、ちょっと説明願います。  

○事務局長（上坊寺博之君） どの案を取っても、前の委員会の名称を引き継ぐような形には、

多分ならないと思うのです。ですから、名称変更が必要なのです。今回部制で、大きく２部持

つようになるのです。関連部署が１個ないし２個ということで、なかなか２部署ではつけづら

いという部分があります。その辺の検討をしていただきたいと。 

 それと人数が８・６になっているのをどうするかという部分と、もう一つは、旧委員会を引

き継いでそのままいくか、それとも新たな委員会を組織するか。その３点ほどあると思います。  

○委員（氏家裕治君） 名称変更と絡めた話ですよね。  

○事務局長（上坊寺博之君）  前回説明させていただいたように、所管が、議事録の場合は、

委員会の継続性がなくなるのです。ですから、附則で変えたということで、するのか、しない

のかということです。しないと、新たに書き直しです。  

○委員長（山本浩平君）  今、局長のほうから説明がございましたけれど、名称、人数、あと

旧委員会ではなくて、新たな委員会という形で組織するかどうかです。その辺のところまで協

議されていないかもしれませんので、もしご意見があればどうぞ。  

 これはきょう決めないとだめですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） 委員会条例の変更があるものですから。12 日でもいいですけど。  

○委員長（山本浩平君）  各会派で何か議論されたところがあればどうぞ。ないですか。  

 新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） たまたま前回のときに、隣にいる委員外議員の方をこちらの総務のほ

うにという話があったものですから、その辺のことでもって議論といいますか、打ち合わせを

したのです。それにしても、なかなか難しい問題があるなと。もし本人がいやで行った場合は、

どうするのかとか、そういうことになりまして、あとは皆さんの、この中でもってそれをやる

しかないのかなというふうになりました。 

○委員長（山本浩平君）  私ども新風なのですけど、会議の中では、名称などはこのままでは

当てはまらないだろうと。名称を変えなければだめなのではないかという議論はしたのです。

それではどういう名称がいいかということで検討はしたのですけど、なかなかこれといったの

は思い浮かびませんでした。ですけど、名称変更は必要だろうということでは一致しました。  

それと人数のことなのですけど、今６人と８人ですけど、この次の改選まではそのままで行

うのが妥当ではないかということで、私どもはそういう意見にまとまりました。 

 これらのこと、何か話し合われたところがあれば。またその、個人的な考え方でも結構です

けども、あればどうぞ。  

共産党さん。  
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○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。誰が動くかという問題はあるのだけれど、できるので

あれば、７・７になったほうが望ましいだろうという意見があります。  

それともう一つ、継続性の問題はあるのだけれど、新たに組織をしなおすのではなくて、名

前が変わっても現在のままで、新たに組織するのであれば７・７になるわけですよ。新たに組

織すれば、必ず７・７になるから、新たに組織するのではなくて、継続性で、やはり今の形の

中で行ったほうがいいのではないかということにはなりました。ただ、できれば７・７にした

ほうがいい。  

○委員長（山本浩平君）  ７・７にしたほうがいいと。  

 では、この決めやすいところから。旧委員会のままを継続するかどうかに関してだけ、ちょ

っと皆さん。今、共産のほうからそのような意見がございました。私ども新風も同じ考え方で

ございます。  

 公明党、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。公明党も同じ考えでございます。名称は新たな名

称になるにしても、今の現委員会を引き続きそのまま附則の中で継続する形を取っていただけ

ればと思います。  

人数に関しましても、やはり原則としては７・７が。今の現段階で、一番しっかり対応され

ていくことができるのではないかなと思います。実際例えば、１人が病気だとかになっても、

大変な状況になってくるのではないかと思います。少しでも近い人数の中でやられたほうがい

いような気がいたします。 

○委員長（山本浩平君）  清風さんいかがでしょうか。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 清風といたしましては、今まで総務文教と産業厚生がそれぞれ行って

いた所管から多少変わるけれど、継続していくのが一番いいのではないかと。やはり、そうい

う考え方です。もし改めて人数のことについて７・７にするのであれば、当然私どもの会派か

共産党さんの会派か、それとも無所属の方という、限定されてくるわけですけれど、実際にそ

のときに決められた人数というのは、それぞれ当選直後に、例えば委員長ポストとか、そうい

うものも含めて皆さんいろいろと考えられて、それぞれの委員会決められたのですから、これ

を改めて７対７にするというのであれば、非常に難しいのではないかなと。だから、今のまま

でいくか、それでなければ、前回うちの会派のほうで言った、熊谷委員外議員に移っていただ

くとか、最小限そのくらいしかできないのではないかと。もし人数をここで７対７に改めて仕

切り直すということであれば、委員長ポストも含めて、すべてのものに対してがらがらポンに

しなければならない状態まで行ってしまうのではないかと。そういうことは、やはりしないほ

うがいいのではないかという結論です。ですから、今のままで。 

○委員長（山本浩平君）  今のままで。  

 それでは、近藤委員に少し確認したいです。委員会の継続性に関してだけ、ちょっとお尋ね

したいと思います。 

○委員（近藤 守君） 委員会につきましてはこのまま継続して、人員はまた考えるというこ



 30 

とで、できるだけ７対７のほうが望ましいと思います。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  では、確認させていただきたいと思います。  

 前田委員外議員、今のいかがでしょうか。  

○委員外議員（前田博之君）  附則での対応でいいと思います。ただ人数の関係になると、委

員会の継続性は出てくるけれど、附則で対応したときの人数の部分がどういう解釈になってく

るのか、ちょっとそれ、整理されていれば教えていただきたいということと。このままいけば、

人数を対等的にしたほうがいいと思いますけれど、ただ、まだ改選後１年くらいしかたってい

なくて、やはりそれぞれの政治姿勢で、自分達が委員会選んできた人ばかりなのに、議員が欠

けたからといって、それをまた７・７にするというのもどうなのかなと、私は疑問を持ってい

ます。それはこれから皆さん議論して出てくると思うのですけれど、私はその辺どうかと思う

のですけど。  

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。今の附則の点での質問がありましたので、

局長、もし答えられることがありましたら。  

○事務局長（上坊寺博之君）  今、継続するか、しないかというのは、ほとんどの会派の方が

賛成ということなので、附則処理をしたいと思っております。名称は別です。人数の関係で、

できれば７・７という部分が、半分半分ぐらいかなという気がしたのですけれど。前田委員外

議員のような議論も当然あるのですけれど、基本的に規定の、規定の解釈ですけれど、常任委

員は議長が指名することになっています。「会議に諮って指名する」と。これ、基本的には、希

望を聞いて諮るのですけれど、希望ではないのです。ですから、これは熊谷議員に、逆に議長

がお願いをして、変わっていただくということも、これは可能性としては不可能ではないのか

なと。ただ、今、前田委員外議員がおっしゃったような心情は、多分残ると思います。本人の

得意、不得意があって、委員会構成選ばれるわけですから、その部分だけが残るかなと思いま

すけれど、規定の状況からいって、７・７にすることは可能なのではないのかなという感じは

しています。  

○委員長（山本浩平君）  では、今まで各会派の意見いろいろとありましたので、議論を深め

てみたいと思います。どうぞ。 

 いいですか。私のところの継続したほうがいい、改選まで継続したほうがいいのではないか

というのは、先ほど前田委員外議員がおっしゃったような内容を踏まえて、そのように私ども

は考えました。それでもし７・７にした場合はどうしたらいいかというところまで、私ども話

し合ったのですけれど、それであれば、今２人会派のところは、これは移動ということになら

ないと思います。そうなれば、今、産業厚生常任委員会の中で、無会派というご意見もありま

すけれど、私どもは、それであれば、共産党さん２名おりますから、共産党さんと清風クラブ

さん、このどちらかからやはり移っていただくと。これが妥当ではないかという意見なのです

けれど。そういったことを踏まえると、無理にやる必要はないということの結論でございます。  

 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  今、最終的に議長の権限というか、議長で常任委員会のメンバーが
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決まるという話がありましたけれど、皆さんご承知のとおり、会派制をとって、一連の議会の

人事案件を含めて、会派を基礎にした、ベースにした形で、今まで常任委員会のメンバーもず

っときている経過の中で、今回やはり、もし同数にしたほうがいいというのであれば、現時点

で今、委員長が言われたような形で、もしそれでその会派自体が了解していただく、もう決ま

ってしまっていますから、了解していただけれるのであれば、そういう形が望ましいのかなと

いうぐあいには私は思いますけれど。やはりこれ、議長の権限でそうやるというのではなく、

お話ししていただいて、皆さんそれぞれ、私も正直言って共産党さんか清風さんでどちらか１

名回っていただくというのが一番スムーズなのかなと思いますけれど、これは強制する何もの

もありませんので、そういう事情であれば、そういう形で協力してもいいよというか、譲って

もいいよというのであれば、それはそれで、そのとおりすべきだなと思いますけれど。その辺

はいろいろと考えがありますので、もし皆さんでどうしてもそれは譲れない部分があるという

のであれば、それはそれで、その中でもし７対７にすべきだというようなことがあれば、私な

りに無会派の方も含めて協力を願うようにはしたいと思うのですけれど。やはりそこまでする

のであれば、６対８のままで最初決めたのだから、それでお互い納得していこうというのであ

れば、それはそれでいくべきだと思うのです。そういう形で議論していただければ。「こうだか

ら、議長が行って」というぐあいには、ちょっと今のところ考えさせていただきたいなと。や

はり皆さんで譲っていただいてするのであれば、そちらはそういう形でやっていただければな

と思いますので、その辺含めて、実際にもし、公のであったら、休憩して、いろいろとざっく

ばらんに休憩されて、議論していただくのもいいのではないかなと思いますけど。  

○委員長（山本浩平君）  きょうこの場でなかなか結論出ないかなと思うのです。そういった

ような意見、今、議長の意見もそうですし、私の意見も先ほど述べたとおりでございますので、

これはやはり、対象となっているところは検討することも必要かなというふうにも思いますし。 

 西田委員。  

○委員（西田祐子君） 私どもの会派は、委員会を移籍するということに対しては、お断り申

し上げます。  

○委員長（山本浩平君）  なるほど、わかりました。今のメンバーは、産業厚生委員会のまま

ということですね。動かないと。わかりました。  

 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私はこれ、あくまでも常任委員会の今後の運営がどうなるかというこ

とだと思うのです。産業厚生に関しては、今まで従来どおりの人間でやっていければ一番いい

と思うのですけれど。逆に今までの総務文教が、今後の常任委員会の運営上議論が深まってい

くのであればいいのですけれど、この人数の差でどうのこうのという話ではないのかもしれま

せんけれど、そういった形の中で果たして運営がうまくいくのか、いくというのであれば。私

はわからないです。私は産業厚生常任委員会に所属していますけれど、総務文教で今のままだ

ったら厳しいよというのであれば、そういった意見も反映させていくことも大事なのではない

かなと私は思うのです。一応、やはり、きょう結論を出す話ではないと思いますので、会派に
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持ち帰る、また、総務文教の委員長が今、体調を壊して入院されているということもあります

けれど、副委員長初めメンバーの中でそういった意見があれば、そういったものも配慮する必

要があるのではないかと私は考えます。人数は、一応は７・７がいいかなという意見は持って

いますけれど、別にそれに固持する話ではありませんので。総務文教が今までのままで十分だ

よ、なんともないよと、問題ないよというのであれば、それはそれで問題ないと私は考えます。  

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午後 １時０４分  

                                         

再開 午後 １時０９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）  名称については、多分持ち帰ってもぐちゃぐちゃになるだけか

なという気がしますので、一つの指示みたいな、パターンで考えてきていただいたほうがいい

かなと思っています。まず、第１委員会、第２委員会とすることも可能なのです。ただ、所属

が何だかわからないというような部分がございます。ただそれは、所管がいくら変わっても、

そのままいけるという利点がありますけれど。 

もう一つ。部制になったわけですから、部の頭を取るという。例えば、総務企画文教と取る

か、そのようか方法も一つあるかなという気がします。その二通りかなと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、一番簡単なのは、総務文教は総務文教、このままでい

いのです。下のほうを建設厚生常任委員会にすれば、全く問題ない。なぜ建設にするか。産業

は上に行ってしまったから。ただそれだけ。極めて単純な発想。建設厚生常任委員会にすれば、

問題はないのではないのかという、単なる問題提起をしたいと思います。今までも企画ないの

だもの。総務の中に入っているのだから。 

○委員長（山本浩平君） そうですよね。 

○副委員長（大渕紀夫君） 産経行ったから、そういうふうにつくったのです。総務文教常任

委員会の建設厚生常任委員会にすれば、問題ないのではないかという問題提起です。たたき台。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど局長から言われた第１と第２に分けるという考え方もあるのか

もしれませんけど、それはやはり町民の前に出て行くときに、余りにもわかりづらいだろうと

いう面があると思います。ですから、ある程度の名称は必要だろうと思いますので、今、大渕

副委員長から言われた、総務文教と建設厚生ですか、そういった形の名称分けですっきりさせ

たほうが、町民もわかりやすいでしょうし、今後出前トーク、出前トークでなくても、町民の

前に出て行く上で、わかりやすい形であったほうがよろしいかと思います。 

○委員長（山本浩平君）  何かご意見ある方どうぞ。 

 前田委員外議員。 
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○委員外議員（前田博之君）  次の表を見たら、企画振興部が、総務の場合は、企画政策課の

部分だけと、産経は従来の産業経済課を持つということに、一つに、こちらの表にまとまって

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）  所管は部になりますので、名前がどうつけようと、企画振興部

は皆さんの意見でいうと、総務財政とくっつくのですよ。ですから、従来総務文教常任委員会

で所管していた委員会に産業経済課がプラスされるということです。 

○委員外議員（前田博之君）  企画振興部が全部所管するということですよね。一つに来ると

いうことですね。  

○委員長（山本浩平君）  どうしますか、持ち帰りますか。私も先ほど副委員長がおっしゃっ

た名前、すっきりしていいのかなというふうには思います。  

 名称も含めて持ち帰りということで、お願いをしたいといます。  

 それでは次の議題。予算等審査特別委員会について。(１)質問の回数、(２)賛否公表に伴う表

決の方法についてでございます。局長より説明を願います。  

○事務局長（上坊寺博之君）  まず一点目の質問回数については、前回の議会運営委員会の中

で、現在は会議規則の中のただし書を使っているのです。というのは、本会議に準じて、区切

った部分について３回認めているのです。ですから、区切りページというのをつくっているの

です。基本的には委員会というのは質疑は自由なのですが、質疑の効率化を図るという意味か

ら、本会議に準じてということにしているということで、議論をいただきたい。 

 もう一つ、賛否の公表については、議会運営基準を見ていただければいい。この間制定した

ばかりなのです。２月からの会議については賛否を出しているわけですが、21 ページのところ

で。本会議の取り扱いと、委員会の取り扱いは違うのです。というのは、委員会は人数が少な

いという想定の中で、氏名ごとに賛否をいうということになっているのです。本会議について

は、賛否の数を議長が確認するということになっているのです。あとで公表するということに

なっています。実際には全員構成の委員会ですから、委員長が１人１人賛否の名前を公表して

いるということは、非常に時間がかかりますし、非効率だということから、構成が本会議と同

じですから、本会議に準じたように賛否の数を委員長が確認して、賛否の氏名の確認をしてお

くということがよろしいのではないかということでの１つの提案です。それも確認の意味を含

めて、協議願いたいと思います。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。  

まず(１)の質問の回数についてから、協議したいと思います。会派で協議をされたと思いま

すが。新政クラブ近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私どもは従来どおりでいいと。というのは、現在もそれ以上質問ある

ときには、もう１回なりやっているわけですから、それでいいだろうと。そしてあと、これは

予算委員会等のやつですよね。最後には全部あれで、もう１回やりますよね。そこでさらに質

問ができますから、現状どおりでいいのではないかという結論です。 
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○委員長（山本浩平君）  ほかのどうですか。公明党さん、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 従来どおりの、基本は３回まで。また、もしくは、確認の意味で、例

えばそれにプラスアルファ足してもう１回質問したいという場合は、委員長の許可を得てやっ

ていただくと。それ以上の部分に関しては、多分、堂々巡りというか、認識の違いになってし

まって、どこまでいっても同じ議論にしかならないような感じが受けられると思います。そう

いった部分に関しては、従来どおりのちゃんとした質問内容まとめて、３回もしくは委員長の

許可を得て再質問するという形の中で、押さえるべきことだなと考えます。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さんいかがですか、副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれど、原則論で言えば、発言は自由というのが原則で

すから、原則論で言えば、私は自由にすべきだと思います。実際にここで縛り、こちらが逆に

かけているのです。そのことは、せっかく議会にかけられた権能を、逆に狭めるというふうに、

理解の仕方によってはなりかねないと。ただ、今の白老町の議会の状況で、「極めて不都合か」

というと、実際にはそうでもないです。あれだけ細かく区分けして、その都度３回ですから。

実態として見たときに、その発言制限をしているようにはなかなか見えない、と私は思ってい

るのです。ですから、ちょっとそこら辺難しいのだけれど、取っ払ってしまって、ものすごく

時間がかかったり、非効率的な議会運営になるのかな、と考えたものですから。うちの会派で

は、そうならないのであれば、今までとほとんど変わらないのであれば、制限をしないほうが

いいのではないかなというような意見です。ただ、それを今度逆に、何十回やってもいいとい

うことで、どんどん不効率な議会運営になるというのは、望ましくないので、そこは常識の範

囲で、そういうことができるかどうかということになると思うのですけれど。自治法だとか、

こういう決めごとの観点からいったら、こちらが縛るというのはいかがなものかなというふう

な意見でございます。余りスカッとしていないですけれど。  

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけれど、従来どおりという結論でございます。と申し

ますのは、区切りページでやっていますので、その中でやはり３回なら３回ということで決め

てきたことが、議事進行がスムーズに行われるという意味合いもあったと思うのです。これは

やはり、このまま踏襲すべきであって、本来であれば、もう１回聞きたいからといって４回目

を許すのではなくて、３回なら３回と決めたのだから、それは、私どもはきちっと守って、そ

して全体を通して聞き逃したことがあれば、ということでやっていますので、今まできたもの

は、きちっとやるという意見でまとまりました。  

 清風さんから提案されたことだと思うのですけれど、再度またご意見を伺いたいと思います。 

 清風クラブさん。 

○委員（西田祐子君） 清風、西田でございます。これにつきましては、私ども前回申し上げ

ましたのは、大渕副委員長がおっしゃったように、委員会というのはあくまでも発言回数が自

由なわけです。そこの中で委員長として、４回、５回とか６回とかと、長々と質問していくの

はどうなのかという懸念は、当然私あると思うのです。ただ、委員長として、どこの委員会も

そうなのですけれど、常に議員の質問したい趣旨とか、それに対しての答弁とかございますよ
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ね。そういうものに関して、委員長の責任でもって、きちっとやっていくべきではないかなと

いうような考え方を持っているのです。ですから、先ほどちょっと大渕副委員長がおっしゃっ

たように、何回も繰り返して質問したりだとか、氏家委員がおっしゃったような堂々巡りにな

るのではないかと。そういうようなことをきちっと委員長の責任において、整理をきちっとし

ていけばいいのではないかなと。むしろ３回ということを縛ってしまうことのほうが、通年議

会を施行した精神的な議会改革をやっていく議会としては、そうではなくて、きちっと委員会

としても委員長の責任において、必要であれば４回目や５回目ということも、自由に発言でき

る体制であると。ただ基本的には、そんなに４回、５回というのは、あくまでも質問する側の

議員がちょっと説明不足だったかなとか、説明答弁が足りなかったのではないかという部分で、

こうやってなる分が結構今までも多いので、そこで、あえて３回ということをなぜ縛るのかと。

委員会活動を活発にしていくという観点から言ったら、ぜひ委員会で自由に質問できて、その

部分においてはきちっと委員長の責任において議事進行してもらえるような形にしていったら

いいのではないかなと。ぜひそういう形は、いかがなものでしょうかということで、提案させ

ていただきました。 

○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）  私もここに、原則論にのっとってやるべきで、３回は撤廃すべ

きだと思います。これは今、白老も議会改革をやっている上で、みずから後退しているのかな

と思います。やはり、議員の良識がありますから、今懸念されたことは余りないと思いますし、

やはり委員長の裁量ということの範囲であるべきだと思います。それでこの前登別の交流会や

ったときに聞いたら、登別は撤廃というか、ないと言っているのです。そして逆に、回数が多

くても質問するほうが、初歩的なことを聞いて何回もやるほうが、恥ずかしいよと。そういう

こと、だんだんなくなりますよということも、現実にあるみたいです。ですから私は、ここで

書いているように、今、共産、清風からありましたけれど、私はそのとおりだと思いますし、

私もそうすべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君）  皆様方からご意見を頂戴いたしましたけれど、割れている状況でご

ざいます。もし議長、副議長、何かご意見があれば。この件についてはいかがでしょうか。 

○委員外議員（吉田和子君）  委員会の基本的なものは、回数は制限しないということですの

で、それで原点に戻るということであれば、それは問題ないということですよね。だから、た

だ懸念されることは、先ほど言ったように、堂々巡りだとか、いろいろなことの、同じことの

繰り返しだとか、関連質問でどんどん広がっていったりだとか、そういったことがちょっと懸

念されるというものがありますので。ほかのものは、私もきのう苫小牧の予算委員会見てきた

のですが、うちとは全然手法が違いますので、一般質問形式のような形でやっていますので、

かなり原稿見ながらきちっとやっていましたので、余りずれていくことはないのかな、と思っ

て聞いていたのですが。そういうことを含めるとやはり、先ほど前田委員外議員がおっしゃっ

たように、議員１人１人が自ら自分を制して、きちっとした内容で質問していくという。そう

いうことに原点立ち返っていくということが、皆さんに確認できれば、私はそういうふうにな
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るのかなというふうに思います。回数を設けるということにはもともとなっていないわけです

から。ただそういう審議が長々となったり、余分なほうにいったりとか、ということが往々に

してありましたので、そういった部分での個人個人の意識をもっときちっとするということで

あれば、私は制限するものではないわけですから、それはそういうふうにしていいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  今、公明党さんという形の中でも意見が分かれてしまったような状

況かなと。  

○委員外議員（吉田和子君）  私達があくまでも３回と言ったのは、そういうだらだらとした

り、他の質問にいったりする懸念があるから。だから、先ほどおっしゃったように、皆さんみ

ずから議員がきちっとした形で質問をして、ちゃんと内容のある、関連質問したりだとか、横

のほうにいかないと。みんながそれを自覚してきちっとやっていくということであれば、３回

という制限する心配な項目が取れるわけですから、それであれば私はいいのではないかという

ふうに思うだけです。  

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員どうぞ。  

○委員外議員（前田博之君）  今、吉田副議長から話があった、そのとおりだと思います。そ

れでやはり、自由に討議する場ですから、委員長がそれらの権限があるのですから、委員長の

裁量によって議事を裁いていってもらうということが、今後、皆さんから選ばれた委員長であ

るし、それがまた、皆さんそれぞれやっていますけれど、そういう部分での資質も高まってく

るのかなと思います。だからそういうだらだら質問があれば、委員長がみずからそういうこと

を正してやるとか、それも一つの議事の流れというか、先進的な自由討議をするという流れの

中で、私は過渡期だと思いますから。従来みたいに３回に抑えて云々という話にならなくても、

少しそこでそういう紳士的な議事を、会議をつくるのも、一つの手かなと、私は思います。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、どうでしょうか。公明党、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私は、すべて原則論で話をするのはどうかな、という部分があるので

す。ただ、今皆さんが言われている部分については、自由な討議の場である、そういった予算

質疑の場であるとすれば、１人１人の個人の物事の考え方というのが、そこへ反映されていく

場面だと思います。でも、そういいながらもやはり、委員長の権限というものは、しっかり察

してこなければいけない。もしそういった回数を撤廃するとか、いろいろな部分があるのであ

れば、そういったルールはつくっておかなければいけないだろうなと。私はそういうふうに考

えます。ですから、私も先ほど言ったとおり、従来どおりの３回、もしくは、それにもう一点

だけそこの部分についてはもう１回だけ聞きたいというのであれば、４回目を委員長の裁量の

中でという話もしましたけれど、本当にそういった議員１人１人が、そういった立場に立ち返

って、しっかりとした議論ができるのであれば、別に回数にこだわる必要はないと思いますし、

と言いながらも、委員長の権限だけは、そこでしっかり保つべきルールづくりだけは必要だろ

うなと、そういうふうに思います。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員、何かございませんか。  

○委員（近藤守君） 私も回数を制限したということは、やはり現在続いていたということは、
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過去にさまざまなことがあったから、ここで先人がそういう形に決めたのだろうと思うのです。

ですから、通年議会も入りまして、質の向上等いろいろありますから、そういう形で皆さんが

活発に議論を成功にぶれないで行けば、私は何も回数制限する何ものもないと。自由にやって

もらっていいなと、そういうふうに思っています。  

○委員長（山本浩平君） 私だけちょっとこだわるのかなというところなのですけれど。結局、

言い方に御幣があるかもしれませんけれど、だらだら会議というのは行うべきではないと思い

ますし、そのために区切りという形を設けてやっているわけですから、その中で質問する方々

は、質問内容も精査した上で、３回で聞くということで、議事進行をスムーズに行うためにや

ってきていることだと思いますので、今まで３回と制限したことによって、何か不都合、ある

いは、議会側にとって合理的ではなかったことが実際にあったとは、私は思っておりませんの

で、この部分に関しては、このまま踏襲していくべきだという意見でございます。  

 ということで、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  参考までに申し上げておきますけれど。今、委員会は極端に言

うと、質疑の場所というのが少ないですから、議論する場ですから、自由な発言ということ、

書いてあるのです。本会議については、質疑という一つの要件を満たす行為がありますから、

３回ということで書いています。ただ、全国の流れとしては、回数を取っ払うという方向性が、

今、多くなってきていまして、改革議会は、ここが一番のチェックポイントとして見られるの

です。３回で制限しているか、先ほど大渕副委員長ですとか、前田委員外議員が言われたよう

に、議会の権能を生かすようになっているかという、ここが改革の議会の一つの見方にもなっ

てきているというのも事実です。ですから、これは委員会だけにいえることではなくて、本会

議の今、質疑３回と、「同一議題に質疑３回」となっています。この辺も含めての議論なのだろ

うという気がします。  

私からは以上です。持ち帰って、検討していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  今、局長からお話になったことも参考にしていただきながら、再度

会派で協議をしていただきたいと思います。  

 (２)の賛否公表に伴う表決の方法について。これも先ほど事務局のほうから提案がございま

したけど、そういうことを含めましてご意見があればどうぞ。この賛否の公表の仕方です、表

決の方法。  

 局長、お願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君）  補足ですが、本会議、まだ整理しておりませんけれど、本会議

の賛否の公表は、議長が数を確認して、議運の委員長もしくは署名議員に確認の上、確認とい

うか、報告した後に会議録に掲載して公表するのです。委員会は、委員の数が少ないですから、

委員長がそれぞれ議員の賛否を告げて、記録に残すという方向なのです。委員会は、例えば、

何々委員賛成、何々委員反対というのを、会議録に載せるために発言するのです。本会議は、

議長の権限で会議録に後で追加記載するのです。そういう流れになっています。多分３月以降

の広報にも載ってくると思いますけど。ですから、全員の委員会ですから、本会議に準じても
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よろしいのではないかなと。事務局としてはそう思っております。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。今、局長が言われたとおり、委員会といえども全

員でやる委員会ですから、全員でやる委員会の場合は、本会議に準じて採決を確認するという

ことで、私はいいと思いますけど。  

○委員長（山本浩平君）  違うご意見のある方ございますか。ないですね。 

 では、この件につきましては、本会議に準じるということで、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、そのようにさせていただきたいと思います。  

 ４番目、全員協議会の開催について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  資料２を添付させていただいてございます。前にもお話しして

いましたとおり、行財政対策室から第５次の行政改革大綱、それと集中改革プランを示したい

ということでございまして、今のところ３月 30 日の日程で全員協議会を予定していただきたい

という要請が来てございます。それと参考ですけれど、ここには上げてございませんが、２月

の段階で、実は子ども課から保育園の民営化についての報告をしたいという、全員協議会の要

請がございましたが、２日の一般質問の通告に基づいて、副議長のほうから通告があったとい

うことで、全員協議会は１回なかったものにするということで。一般質問されるのに、全員協

議会というのは失礼にあたりますので、取り下げさせてくださいということで、取り下げてい

るということだけ申し上げておきます。ですから、一般質問で聞いていただければと思います。  

○委員長（山本浩平君）  この全員協議会につきましては、報告のようなものでございますの

で、何か質問あればどうぞ。ございませんか。なければ、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、５番目。今後協議が必要なものの確認についてでござい

ます。再度説明いただけますか、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  前回の議会運営委員会で示させていただいているのが一点。議

員報酬の支払方法です。今、チェックオフしておりませんが、チェックオフの部分をどうする

かということです。これは、議員の報酬の支給条例、変更が伴うのです。それは持ち帰り協議

していただくということと、それから、副委員長のほうから提案がありました、議案説明会の

運営方法、今のままでいいかどうか。これからバージョンアップしていく必要がないかどうか

というのは、持ち帰り事項ですので、これは本会議が終わった後になると思いますので、時間

の許す限り協議を続けていっていただきたいと思います。私からは以上です。  

○委員長（山本浩平君）  ということでございますので、今後協議が必要なものの確認という

ことでございますけれども、これは２点について確認をさせていただきたいと思いますが、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、その他の事項についてでございます。局長お願いします。  
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○事務局長（上坊寺博之君） その前に、２番目の部制に戻っていただいて、12 日に条例改正

の、名前はまだ決まっておりませんから、案として、条例改正案を示したいと思いますので、

よろしくお願いします。附則もあわせてということです。 

それと、その他でございますが、参考資料２点つけておりますが、１つは神奈川県の開成町

というところが、通年議会の試行に入ったということです。多分３月議会から試行に入られる

のだと思います。２月 17 日の訓令で要綱を定めているということです。要綱については、ほぼ

福島町のものを踏襲しているのかなという気がいたします。福島町は、ちなみに白老町のを持

って行ってつくったものです。 

それともう１つは、きょうの道新ですが、９日の日に表彰状が道の議長会を通じて全国議長

会に伝達されるという記事がありましたので、コピーしてお配りしておきたいと思います。私

からその他、以上でございます。  

○委員長（山本浩平君）  今の点に関しましては、特に質問ございませんね。  

 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 開成町の人口、どのくらいの町ですか。わかりますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  調べていませんでしたので、申しわけございません。  

○委員長（山本浩平君）  調べて、ご報告ください。続きまして、その他でございます。  

○事務局長（上坊寺博之君）  私のほうからは、ないです。  

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  その他ということなのですが、ざっくばらんに申しまして、３月３

日に町側から申し入れがございました。それには正副議長と、正副議運の委員長さん、関連が

ありますので、同席をしていただいて、町のほうの目時副町長と岩城総務課長が来られまして、

実は、私どもの議会改革で、過去に質問の答弁書の議員側に配布というのが、議員の議会改革

の一環として、議会のほうから要請をした経緯がございまして、その中で理事者の方から１回

目の答弁書を渡すのはいいと。しかしながら、議論がより深まるために、かみ合うために、議

員の質問される方と、質問の要旨の確認をさせていただきたいと。これをやっていただけるの

であれば、答弁書を配布してもいいですよというような形で、今、ここ何年間か継続してきて

おります。しかしながら、その中で、質問される議員の要旨確認というのが一つの前提条件に

なっていたというぐあいには、私ども理解していたのですが、それがどうしても質問の要旨の

確認についてご理解をいただけないということで、確認をさせていただけないということで、

それであるならば、町として議会からの要請であった、今までやってきた質問の答弁書につい

ての配布はできないという、いわば拒否をされました。そのお話がありまして、急なことでご

ざいます。過去からそういう、おおよその、なかなか協力してもらえない人がいるのだという

ような、苦慮しているのだというようなお話もありましたけれど、町としても、これはやはり

議会と理事者との信頼関係のもとにお互いやっていることですので、特に申し合わせとか、規

定とか、そういうのには載っておりません。その中で、こちらのほうで協力できないから、向

こうで答弁書はお渡しすることはできませんというような形で申し入れを受けまして、私ども
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もすぐ、協力していただけない議員に連絡を取って、何とか今回協力してもらおうというよう

なつもりで連絡を取っているのですけれど、全然連絡が取れないということで、現時点までき

ているというのが現状でございます。 

したがいまして、私も議会側から要請をしてこのような形で今までやってきて、特に議員の

皆さんも余り、これについては非常に効果があるという評価を受けているということがござい

ましたけれど、それにはやはり、質問する議員全員がそういう思いで要旨確認をきちっとされ

ている中で進んできたという、進んでいるというぐあいに理解していたのですけれど。一部で

も、１人でも、こちらの約束を守られないということであれば、町のほうから答弁書の配布の

拒否をされても、やむを得ない話だなということでおります。そうした中で、今回私としては、

これは今まで皆さんで十分議員の皆さん総意のもとに、私は議長としてやっているということ

で、交渉した経緯もありますので、こちらが守らなければ、向こうも守っていただけないとい

うのは、これは当然のことでございまして、これは甘んじて今回は私、議長としては、答弁書

の配布についてはお断りするというぐあいに思っております。急なことで、「いきなり何だ」と

いうような形があろうかと思いますけれど、これについては、どうしても今後とも。今回は間

に合いませんので、これは私の立場としては、配布されているのを、向こうでは配布できない

ということですから、それはこちらでも配布はしてもらわないという、お断りは申し上げます

けれど、今後については、私の希望的、これは観測なのですが、今後については、本当に皆さ

んで十分お話し合いをしていただいて、どうしても今後もこういう形が、今までのような形が

必要だというのであれば、それはそれで、再度皆さんの意向をもって、町のほうにはお伺いす

ることはできようかとは思いますけれど。規則であることであれば、議会内で納まることであ

れば、これは議会内で話し合えばいいのですけれど、対町との関係になりますと、どうしても、

こういう形になって、本当に残念だなと、私自身思っております。議会側として残念だなとい

う気持ちありますけれど、これはどうも、なんとも言いようのない思いはしますけれど。そう

いう状況であるということだけ、皆さんにお知らせしておきますので、今回質問される各議員、

代表含めて 10 名おられますけれど、ここにほとんどの議員は、皆さん質問される議員ですから、

そういう経過があるということで、今回の答弁書については、そういうことで、一つご理解を

いただきたいなというぐあいに思っております。  

○委員長（山本浩平君）  ただいまいろいろな経過とともに議長のほうから今回に関しまして

はそういう経過の中で、議会側として町とのルールを破ったわけだから、これはたとえ１人の

議員だとしても、これはその約束を守られないということであれば、そういうことであれば、

議会側から逆に、今回１回目の答弁書をいただかないということで申し入れをしたいという旨

の、今、議長からの報告でございます。  

これに対して皆様方、今後のこともありますので、議論をしていきたいと思うのです。非常

にこれは重要なことでありますので。議会改革の中で行ってきたことでありますから、皆様方

の総意で進めてきたことでありますので、このままで本当にいいのかというところだというふ

うに、私も思っているのです。率直なご意見をいただければと思います。氏家委員。  
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○委員（氏家裕治君） 意見ではないですけれど、これは大事な部分だと思いますので、休憩

を取ってしっかり腰を据えて皆さんと１回議論しないと、中途半端な時間で休憩取ります云々

という話で、腰倒れするような議論になってはいけないと思いますので、一度休憩取ったほう

がいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君）  そうしますか。ちょうど 10 分です。暫時休憩をいたします。  

休憩 午後 １時５０分  

                                         

再開 午後 ２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。 

 ただいま、休憩前に議長のほうから提起されました件について、議長の考え方はそのような

考え方ということで述べられましたけど、議運の皆様方のさまざまなご意見があると思います

ので、意見を頂戴したいと思います。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 議長の話はわかりました。ただ、今後こういった代表質問、一般質問

についての答弁調整もしないということなのでしょうか。答弁調整はするけれど、文書による

１回目の回答といいますか、それは文書では示さないということなのか。その辺だけ確認させ

ていただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  この件は、その以前は、町側に答弁書の１回目配布をお願いしたと

いう背景は、より議論がうまくかみ合うようにしたいというような思いでやったと。こちらが

質問すると、一方的に町長が答弁書をぱらぱらっと読み上げて、数字的なものが入っていると

すれば、非常にメモするのも大変だというような思いがあって、これは当時の議会議員の全員

の方が答弁書を１回目はもらいたいという部分での話で、それで出てきた事柄なのです。した

がいまして、その前は、答弁書が来ていない段階では、今みたいな、それぞれの議員によって

は町の課長さんが来て、今回の質問についてどういうことなのでしょうかという、非公式には

いろいろなところでやっていたという経緯は、それはあります。したがいまして、その時点ま

で戻すという、このままで行けば戻すというような形になろうかと思います。これをやらない

から、質問の件については一切向こうとは接触しないだとか、そういうことまでいかないです。

それは個人的な、議員個々と理事者の課長さん、質問されるから、どういうこと質問されるの

かなと、それは議員によっていろいろな働きかけあると思いますので、したがって、その中で

議員が、私は関係ないよ。というようなことであれば、それはそれで、そういう形になってい

たのでしょうけど。やはりかなりの大多数の人は、いろいろと向こうの接触を受けたという現

実的なことはあると思います。それをきちっと、答弁書もらう時点で、それを理事者とやるの

だという、向こうからの答弁書を配布してくれというのだったら、それをぜひやっていただき

たいということで、こちらもやるということで、それをやるということで、もらっている背景

があったということで、その前の時点まで戻すというぐあいにはなるという。このままでいけ

ば、そういうことです。  
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○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） それでは、そういう認識でいいのでしょう。今までは答弁調整するた

めに何時までに来ていただきたいとか、来てくれだとか、そういうことは一切ないということ

ですね。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  そういうことだと思います。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、議長からそういう話がありましたので、本当にそういった形の認

識であれば、私達もそのために変な話、時間をつくってきているわけです。お互いの議論を深

めるためにやっているつもりで私はいます。ただ、そういったことが、今後自由ですよという

ことになるのであれば、自分達の時間は自分達の時間でもっと使いたい部分たくさんあります

し、議論は議論として、別に答弁書があるから、ないからという問題ではないのでしょうけれ

ども。そういう形の中で今後議会が進んでいくというのであれば。私はそうではないような気

がするのです。本当に議論を深めていく、先ほどの議論に立ち返るかもしれないけれど、予算

審議とか何とかの、委員長が言っていた３回で云々。その前提には何があるのかといったら、

議員個々の、議員としての自覚の中で、自覚がどういう自覚なのか私自身よくわからないのか

もしれない。そういう常識の中でやっていこうということで、議会改革も進んできたし、議論

を深めていこうという一つの前提で今までこういうやり方が定着してきたということがある。

それをみそもくそも一緒にはしたくないけれど、そういう大枠でくくったときに、先ほどの議

論というのは一体何だったのかなと、私は思うのです。私の言っていることが間違っているか

どうか分からないけれど、やはり一つのちゃんとしたルールの中で決めてやらないと、人って、

その人、その人の考え方によって、議員だとか、議員でないとかという以前の問題で、これか

らの自分達の議員活動で、そのときそのときで制約されてみたり、縛られてみたり、通年議会

だからいつやってもいいのだという感覚の中でやられてしまったら、私は情けなくてしようが

ないというか、このまま、そのまま進んでいくのであれば、どうしようもない気がするのです

が。別にこれをここで皆さんに自分の不満をぶつけたって、どうしようもないことなのかもし

れないけれど。人それぞれ大事な時間を使って議会活動をしていると思うのです。それについ

て皆さんどういう考え。これはこれでいいのかという問題なのか。  

○委員長（山本浩平君）  副議長。  

○委員外議員（吉田和子君）  議論しなければならないことというのは、私は議会改革の平成

14 年の、調べていただいたら第２次議会改革の中であったことなのです。それを議会として決

めて、申し入れをして、そのことの一つの議会改革の手法として、一般質問も代表質問もそう

ですけれど、１回目の質問の答弁はくれるという約束事ででき上がってきたことなのです。そ

れが壊れつつあるのです。ということは、議会改革がだめだったのかどうなのかという議論ま

でさかのぼらなければ私はいけないのかなと思うのです。決めたことですから。行政側が出さ

ないと言ったから、それに対してどうのこうのという議論の以前に、もしその議会改革で取り
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決めたことに対して自分が従えないというのであれば、私は行政側に応じないのではなくて、

議会側に言ってくるべきことだというふうに思うのです。こういう取り組みで、議会改革で、

１回目の質問をするために、要旨確認するためにやるということだけれども、私はそれは違う

と思うと。やるべきでないと思うのであれば、それは行政側に行くのではなくて、議会に、議

長とかに言ってきて、これは変えるべきではないかという方法を取るべき。それが議会側の問

題だと思うのです。それをきちっとしていかないと、今後議会改革で決めたことをどうするの

かということもしなければならないでしょうし、それを議会側の状況をきちっと取り決めてい

かないと、次の行政側への、議長は今回は仕方がないということで、受けるということで考え

ているみたいですけど。受けるにしても、受けないにしても、議会側の今までの、議会改革を

どうするのかということも、原点に戻らないとだめなような気がするのです。その辺皆さんの

お考えを伺いたいと思うのですけれど。  

○委員長（山本浩平君）  ちょっと私の方からもいいですか。今、吉田副議長の方から提起さ

れたこと、まさにそのとおりだと思うのです。きょうは残念ながら及川委員におかれましては

病気療養中ということで、これは本当にやむを得ない状況でございますので、松田議員の所属

する清風クラブの代表がきょう出席でないために、西田委員にお聞きするようなことも若干あ

るかと思うのですけれど。 

以前議会改革の運営の中で、清風さんから出ていた内容を、私、思い出しますと、この１回

目の答弁書、この配布を直前ではなくて、もっともっと前に渡していただけないかと、こうい

うようなご意見が清風さんから出されていた経緯が、実はあるのです。そういったことを考え

ると、このいわゆる答弁調整もそうですし、この１回目の答弁書をもっと早く、そして議論を

深めていこうという考え方でございましたので、その辺が非常に残念なことに、今回松田議員

がいわゆる要旨の確認をされなかったのが、今回で、全部で 4 回目ということで、そういうこ

とで、今回のこの事態は、会派としてはどのようなとらえ方をされているのか。もしあればお

尋ねしたいなというふうに思ったのですが。  

○議長（堀部登志雄君） 委員長、なんか今、４回目と言いましたね。４回目ではありません。

今回が初めてです。 

○委員長（山本浩平君） ４回目ということで、先ほど局長の方からそういう話があるのです。  

○議長（堀部登志雄君）  苦慮していたというような形は。  

○委員長（山本浩平君）  それでは、議長、説明してください。 

○議長（堀部登志雄君）  申し入れを受けた中では、過去４回そういうことがあって、非常に

待たされたり、連絡が取れなかったりということで、大変苦慮していると。苦労して今までや

ってきていたという経過があるということは、私、それぐらいに理解したのですけれど。そう

いうことです。全部４回ともできなかったということですか。この中では４回できなかったと。

あとは自宅に電話をかけてみて、自宅で聞いたり何だりという形では、そういうものを含めて。

ここでは４回ともなかったということで。皆さんここでは、それぞれはやられていると思いま

す。そういう意味での４回であれば、わかりますけれど。 
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○委員長（山本浩平君）  今回で４回目というふうに、この間町側のお話なので、今までは、

逆に３回ということですよね。今回で４回目というお話でしたから。 

 今、私のほうの質問は、会派のほうにその辺の見解をお聞きしたいということだったのです

が。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今ほど山本委員長から質問がありましたけれど、私は今、議長のほう

からお話を伺いまして、たった今わかりました。申しわけないですけれど、私３月２日に一般

質問の締め切り当日でした。ですから、その日ちょうど私の母もぐあいを悪くしまして、病院

のほうに入院なんかしたりも当日いたしましたので、その後及川代表も入院されていますので、

会派のほうで会合も開いておりませんし、松田議員ともお会いしていませんので、一切そのよ

うな事態把握しておりませんでしたので。会派のほうとして意見どうのこうのと言われまして

も、今も私、もう少し詳しい事情を知りたかったなと。もう少し早く耳に入れてくれてもよか

ったかな、とちょっと思って聞いていたくらいでございます。ですから何とも申し上げられな

い状態でございます。  

○委員長（山本浩平君）  わかりました。いずれにしても、今、こういうような状況になって

いるということなのです。この事態をどのように収拾していくかというのは、やはり協議をし

ていかなければならないのかなと。  

 大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。先ほど吉田委員外議員が言われたように、議会改

革の一環として取り組んできたことに対する問題なのです。各会派がきちっと合意の上で今ま

でやってきたことなのです。これは皆さん知っているわけです。ですから、ここの点をまずど

うしていくかということが一つあります。 

もう一つは、これから会派に戻って話をするときも、きちっと、もうちょっと具体的な事実

関係がどうなのかというあたりが、町側から申し入れが議会にあったわけです。議会側がルー

ルを守っていないので、是正をしてほしいというようなお話です。ですから、そこのところに

対して議会側がどのような努力をしたのかということも含めて、事実関係が明らかにならない

と、例えば私が今、土屋議員はここにいるけれど、斎藤議員はいないわけだから、戻って話を

するときに、何がなんだかわからないということでは、これ、だめなわけです。ですから、正

式な形でやっていることですから、具体的にどういう中身なのかという事実経過も含めて、も

う一度今、整理をして、報告をした上で、少なくても９日から議会が始まるわけですから、10

日には代表質問が行われるということですから、会派にはきちっと徹底しないとだめなのです。

どういうふうになろうとも。だから、事実関係と、今まで議会がやってきたこと。ここをきち

っとした、その事実に基づいた上でやらないといけないと。単純に出さないからもらえないと

か、そんな時限の話ではないと思うのです。白老町議会が今まで築いてきた、この改革につい

てのことも絡んでいますから。ですからそこら辺、もう少し詳しくというか、会派に戻って話

しができるような形にしてほしいと思うのですけれど。  

○委員長（山本浩平君）  再度経過説明に関しましては、議長の方からでよろしいですか。 
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○副委員長（大渕紀夫君） どなたでも。ただ要するに、私が今言っているのは、町から申し

入れがありましたよと。もちろんその申し入れの席には私、いましたから、申し入れの中身は

わかっております。ただ、事実経過をきちっと話をしないと、全会派に徹底しないとだめです

よ。全議員徹底しないとだめなのだから、ここだけで何かわかったような、わからないような

話ではだめだと。議長なら議長、副議長なら副議長がきちっと責任持ってそこやるわけですか

ら、そこのところはきちっとしないと。責任持ってやらないと、どういう方向にいくのかわか

らないけれど、皆さんやってくださいというわけにはいかないですよ。私が言っているのは、

そういうことを言っているのです。だから、会派に戻って話ができるだけの資料、中身と。今

の話でいえば、議長の腹としては、早い話が、答弁書はもらわないということですよね。  

○委員長（山本浩平君）  そうです。そういう話です。  

○副委員長（大渕紀夫君） そうであれば、そうであるような。それは大変なことだと思いま

す。議会改革で各ほかの市町村に全部言っていることですから。市町村から視察に来たとき、

皆さんにこの話をしているのです。それは非常にいい中身だというふうに評価されているので

す。なぜそれがそういうふうになるのかというあたりが、では、今までどうだったのか。とい

うこと含めてきちっとしなければいけないですよ。そうでないと、会派に戻って何を議論する

のかということ。いやいや、何か知らないけれど、誰か一人答弁調整会議に来ない人がいたか

ら、答弁書くれないよと。そういうことですか。違いますよね。私は違うと思います。だから、

議会が対応するのだから、きちっとしないと、これから見ている人だって、マスコミだって、

本会議に入ったときに来ないのですから。何したのと。マスコミは、こういうことでバックし

ましたということで、白老町の議会改革というのは、一体何だったのだと。ここまでやったの

が、バックしているという形に当然なってきます。そういうことを今、議論しているのだとい

うことなのです。簡単なことではないと私は思っていますから、そこは事実関係をはっきりし

て、そして、正、副議長がどのような対応を行われたか。私は町の申し入れについては議長か

ら要請がありましたから、その場にはいました。その後どういう対応をして、どうなったのか

という話をしないと、どなたもわからないのではないですか。  

○委員長（山本浩平君）  今の大渕副委員長の件ですか、前田委員外議員どうぞ。  

○委員外議員（前田博之君）  私も休憩前にちょっと話をして、事実を確認したのですが、や

はり町から正式に申し入れがあり、同僚議員も話したように、議会改革、正式にまな板上がっ

て、実行しているのです。そうすると、局長は、町長そのときに言ったのかは別ですけれど、

やはりこれは、協議報告というのは公文書としてちゃんと整理したものを皆さんに配布するの

が筋だと私は思います。そうでなければ、ただ言葉の思惑で、全然誤解されるのです。だから

今、大渕副委員長が話したのと、議長が話を、同席していますけれど、大渕副委員長は事実を

わかっているけれど、経過については省略していますけれど、我々にはわからないのです。そ

うするとやはり文書で、誰がちゃんと出席して、どういう経過でこうだったということを箇条

書きでいいですから、それは全議員に配布していただかないと、事実が確認して曲がって行き

ますよ。そういうことでお願いしたいと思います。それから、やはり議論すべきだと思います。  
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○委員長（山本浩平君）  文章にする、しないは別にして。今、まず、大渕副委員長からの質

問がございますので、経過について再度議長からの報告を願います。 

○議長（堀部登志雄君）  先ほど私が申し上げましたのは、申し入れを受けた経過でございま

す。町から答弁書を配布できないと。協力してもらえない人がいるので、配布できないという

ことで受けました。その後、まだそれは３日ですから、町の答弁調整会議というか、答弁書、

皆さん出るのはきょう、あすのようですけれど、それまでの間に何とか本人と接触して、来て

いただいて、受けてもらうべく、私なりに電話をかけ、３日その足ですぐ電話をかけ、お昼に

自宅にもお伺いをいたしました。しかしちょうど留守なようで、かぎがかかっていて、そのま

ま帰ってきたと。その後、その日の夕方、それから次の朝８時半頃、それからきのう 10 時頃、

それぞれ電話をいたしました。しかしながら全然つながらないものですから、全然連絡が取れ

ていないというような状況でございます。したがいまして、こちらの場所でお互い話し合うと

いう形で、町との約束ではそうなっているものですから、こちらに来ていただくべく、電話、

自宅等に行ったのですけれど、全然連絡も取れないというような状況で今日まで、きょう５日

ですから、きょうまできているということでございます。それで、議運の皆さんにきょうお諮

りして、私の考えを先ほど結論的なことを申し上げましたが、そういう形で今回は、私自身と

してはこういう形でいきたいという思いです。 

それから、今後についてです。先ほどちょっと言いましたが、今、副議長なり、氏家委員な

り、大渕副委員長、前田委員外議員等が言われましたように、今後この問題については、きょ

う、あす中に、今回の定例会については私達の結論、先ほど申したように、そういうぐあいに

私は考えております。しかしながらそれについて、「これこれ、こうなのだったら、少なくとも

答弁調整受けた方の答弁書だけもらって、受けない方についてはいらないよ」という形で受け

るように、議会全員として要請すべきだというようなことが、皆さんで話し合って、やるとい

うのであれば、それはそれで、私なりにも考えないこともありませんけれど。私の基本的な考

えは、先ほど言ったとおり、今回はこちらから要請していたことに対する、こちらでそれを実

行できなかったということでは、議会として今回はもういらないと。ただし次については、皆

さんでやはり、これを原点に立ち返って、議会改革をやって、こういうことをやったのだけれ

ど、全員がそれに賛同できる、できないというのがあれば、これは特に規則や何かで決めてや

れることではないのです。だから、文書でそれを取り交わしてやるというのは、正式なもので

もないような気がするのです。もちろん町との、お互い議論を深める行為の中では、そういう

中ですから、何かこういうことが起きても、非常に、ただ言葉だけでこう言っているというの

がありますけれど、我々としては、議会改革の基本的な部分で、いいことだと思ってやったこ

となのです。やったことですので、その辺もう１回原点に返って、皆さんで十分、何日間か時

間をかけて議論をして、今後これを継続するのか、しないのか、今後どうしていくのかという

ことを。議会改革というのは何かまで、きちっと議論をしていただきたいなという思いで、今、

います。副委員長が言う経過説明になるか、ならないかは別として、現時点までの経過ではそ

うなのです。きちっと本人から、「私はこういう思いでやった」とか、「こういうことだから、
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こうしたのだ」ということは、一切まだ聞いておりませんので。これは、やはりもう少し時間

を置かせていただいて、本人が現時点ではお会いすることができないものですから、議会に来

たときにでも、それなりに正副議長できちっと思いを聞いて、次回からの対応を考えるべきで

はないかなというような、私、そういうような思いで。今回については、先ほど私が言ったよ

うな形で対応したいという思いでございます。経過についてまだ、正直言って皆さんに報告で

きるような経過になっていない。だけど、時間はどんどん過ぎますので、これは町との約束で

すから。議会の中だけですと問題ないのですけれど、町との対応ですから、議会としては今回

はそういうこともあって、至急指摘受けたのであれば、今回は皆さんに了解をいただいて、今

回はこういう対応をさせていただきたいなと。すべきだ、というぐあいに思っております。そ

ういうことでまた、私も正直言って、この対応については、本当にどうするかということで、

考え悩んでいるのですけれど、本人に会えないということが、一つの大きな、ありますので。

会えれば、いろいろと経過なり、皆さんに報告できると思いますので。それで一つ、了解はで

きないでしょうけれど、またほかに意見があれば出していただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  副委員長、今の経過説明でよろしいですか。  

 近藤委員、何かあれば。 

○委員（近藤 守君） ありません。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 経過説明はわかりました。ただ、今まで議会改革で取り組んできたこ

と、そのルールといったら変ですけれど、議会改革の中の取り組み、一議員がそれを守らなか

った、守れなかった。それは、その個々の議員の考え方に基づいてのことだと思いますけれど。

今後のことは今後でまた考えましょうというような議運でいいのですか。私は違うと思うので

す。議長、副議長どう考えて。どう考えても、そこが信じられないと言ったら変だけれど、ど

ういう考え方を持って今、そういう話をしているのか、私、はっきり言ってわからないのです。  

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  確かに、私もいろいろと考えてあれするのですけれど。この問題も

そうなのですけれど、前にもありましたよね。例えば、常任委員会で取り上げている問題で、

報告終わるまでは一般質問できないですよという申し合わせみたいなものがありましたよね。

それで、議長で質問をとめたとか、そういうこともありますよね。ああいうのは、別に規則に、

運営基準とか何とかには載せていないのです。皆さんの申し合せ出でやっているやつなのです。

だから、それと今回のケースも同じなのです。それなものですから、規則とか、運営基準にこ

うなっているのですよ。といえば、それに基づいて、ぱっぱとできるのですけれど、それでき

ない一つ、あれがあるのではないかな、と私も思って。なかなか運営基準なり、規則なり見て

も、それに載せられないような、お互いスムーズに議会と町ですから、そういう部分、議会の

中でのことですから、それなりに文章に載せなくても、そのときの判断でやるべきだというも

のもあるわけなのです。そういう経過の中でのものだから、その中で１人でも規則に載ってい

ないから、これは別にやってもやらなくてもいいのだ、とかとやられると、議会全体として考
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えると、議会全体がやろうと言っているときに、規則にないから、ただ申し合わせだけだから、

ほかのほうにいってもいいのではないかというような形があるとするならば、非常に我々議会

議員 15 名、16 名が一枚岩となって町と当たるという中では、極めて足並みそろっていない形

で、本当に力が弱くなるなという思いはありますけれど。それをやはり皆さんで十分そういう

認識に立って、ほとんどの方はみなそうやって、やっている。皆さんそうやって、やっている

と思うのです。たまたまこの問題だから、こうなったのかもしれませんけれど。私はそういう

ことだと思うのです。だから、どうですか、皆さん方。私はそういうぐあいに思うのですけれ

ど。やはり皆さんそれぞれが、皆さんと申し合わせたのだから、私はそのとおりやるのだよと

いうけれど、規則にないから、何となく申し合わせだから、それは前の人の申し合わせだから、

私はこうだよといわれて、そのとおりやられると、こういう結果が起きるのかなというぐあい

には、私はそう判断するのです。どうですか。ざっくばらんに一つ意見を聞かせていただきた

いと思います。 

○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）  今後取り扱いを検討するという部分で、これ、皆苦慮されてい

る。だけれど、当面の３月 10 日から代表質問があるわけです。一般質問やられる場合は、口頭

により一答一問でやって、ある程度短く、要旨もわかって質問していきますけれど、代表質問

の場合は、一括でやるわけです。ということは、今、議長のほう、町側とやって、「今回はいら

ないよ」ということを言ったと言っていましたけれど、町から言われっぱなしなのですけれど、

議会として当面どういう対応をして、よりよい議員さんが活発に議論できるかということも、

多分議長も考えていると思うのだけれど。その辺は議長はどう思っているのでしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今回のやつは、ここで今、私、先ほど報告したように、今回は私、

議長としては、こうしたいということを申し述べました。それが別に、向こうに何にも言って

いるわけでもないです。これはありません。ただ私がそう思って、皆さんにこういうふうにな

ったから、そうしたいと。もう時間もないし、経過もまだわからない部分もありますので。議

長がどう考えるかといわれると、そっくりそれを前田委員外議員にお返しして、皆さんで、議

員皆さんで、今後私達はこうしたいよと、全員一致団結して、こういうことをやりたいから、

ぜひ。その代わり絶対それ、団結して守るということであれば、逆にそういうことであれば、

どんどん私は向こうに行って交渉しますし、今回の件も、どうしてもここまで来た経緯がある

から、これだけ言って頭を下げてこいと。この分だけ認めてもらってきてくれというのであれ

ば、それは行きますけれど、議会の私、議長として、議会議員で自分達で話し合ったやつで、

自分達守れないで、向こうにこれから守りますから、何とかしてください。ということも、今

のところ言えないのです。本当になるかならないか、わからないのですから。経過がきちっと

確認できないですから。そういう面では一たん、今回については現時点でも時間もないですか

ら、もう間に合わないのは事実ですし。だから、そうしたいなということですので。向こうに

はまだ言っていないです。だけれど、「話し合いに応じてくれなければ、答弁書は出せないよ」
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と言っているから、「そう言わないで今回だけ出して」ということも、言って可能なのです。 

○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）  私は町側の姿勢で、議長の権限で今回いらないと言ったのでは

なくて、今、ここで初めて言ったのですか。町側は３月３日の話、あとで、今言った報告書も

らえるかどうかわからないけれど、そのときは逆に、個人名詞出ていますから、松田議員が今

後、あと２日、３日しかないですけれど、町と質問要旨が整理されて、受けたら、出しますよ

ということなのですか。その辺どうなのですか。その辺ちゃんと整理していただきたいのです。

町は今、どういう対応をしようとしているのですか。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  先ほど言いましたように、今回はと。今回は向こうから言われて、

こういう議会議員のほうで、議会側のほうで要請あったにもかかわらず、議会側が守られない

と。町としても答弁書を配布するということはできませんと言ってきたわけです。それで、い

つまでの経過の中でかといったら、きのうまで。もしそれに応じてくれるのなら、それまでの

猶予はあったのです。３日に言われて、４日までに応じてくれれば、特に、これは全員終わる

わけですから、それなものですから、電話かけるなり、自宅に行くなりして、きのういっぱい

待ったのですけれど、来ていただけない。連絡が取れないのですから。  

○委員長（山本浩平君）  例えば、連絡本人取れないと。先ほどちょっと清風クラブさんにお

尋ねしたのですけれど、初めて聞いたと。できればそんな情報があるのだったら、もっと早く

教えてほしかった。というお話が西田委員からありました。本人から連絡が取れないのであれ

ば、やはり会派に所属しているわけですから、西田議員を通じて連絡を取ってもらうだとか、

そういうことも、手段としてはもっとやるべきであったのかなというのが一つです。  

それと、代表質問始まるのが 10 日からですから、町側の答弁の関係がいつまで整理されてい

るか、それはわかりませんけれど、用意は、もう準備はされていると思いますので、それを４

日までと町のほうはおっしゃったかもしれませんけれど、まだ日程的な部分で何とか努力は、

そういう部分でできるのかなというふうに私は思います。 

個人的に申し上げると、非常に今まで議会改革の中で行われた、この趣旨確認をした上で１

回目の答弁書をいただくと。細かい数字だとかどんどん出てきたときに、これ、なかなか聞き

取れないだとか、そういうこともあったわけです。議論がかみ合うためにやっているわけです

から、これは個人的にはぎりぎりまで粘って、もし松田議員がそういうことで、各議員にご迷

惑を掛けているというような思いの中で応じてくれるような状況であれば、まだ私は日程的に

やるべきではないのかなというふうに思いますし、今後どうするかという議論に関しては、正

式に議運の中で答弁趣旨の確認ですとか、答弁書の配布はやらないほうがいいのだというよう

なことで、正式に議運の中に上がってくれば、それは議論するべき要旨かもしれませんけれど、

紳士協定を一方的に破ったことに対してどうするかということで、それをやめる、やめないな

どということには、私はこれはならないと思います。 

○議長（堀部登志雄君）  それでいいですか。 
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○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。この件は、議会が町に申し入れをして実現したものな

のです。そのときは、代表質問の届出をし、議会運営委員会を行い、今まで議会広報の特別委

員会があると。そのときに町側は趣旨をきちっと確認したいと。それはいいか。ということで、

確認されて、なっていることなのです。ですから、こちらが町側に申し入れをして、文書も何

もないと思います。だけれど、議会側が申し入れをして、こういう答弁書をいただきたいのだ

けれど、どうだと。町側は、それに対しては、こういう一定限度の趣旨確認をしたいというこ

とで、この日ということにきちっとなっているのです。ですから、そういうことを、その事実

関係はきちっとあるのです。そのことを抜きにして今対応すると、私は町との関係ではよくな

いだろうと。ですからそこは、私は、現実的には重いものだろうなと思うのです。本当に重い

ものだろうなと思うのです。ですから皆さん、実際に来て、議員さんは趣旨説明をしているわ

けです。本来からいったら、出られない人は、出られないから後日行う。という連絡をしなけ

ればいけない中身なのです。黙って帰るなんてとんでもない話です。もしそうだとしたらです。

そういうことがあった上に今の状況が起こったのだから、そういう上に立ってどうするかとい

うことを議論していかないと、私は違った方向に行ってしまうような気がしてどうもならない

のです。議長先ほどおっしゃったけれど、その、来ない人だけに渡さないで、それ以外の人に

渡す。そんなことになるとは思えない。この問題は、私はそんな軽いものではないと思います。

その時にマスコミには、これは町と議会の馴れ合いだと、我々書かれたわけです。実際に書か

れたわけです。答弁調整というのは、道議会と同じでないかと書かれたのです。だけれど、そ

れは、本当に違うと。我々は真摯に議論したいのだということでお話をして、そういう、今で

も私、ちゃんとありますけれど。コラムも書かれ、囲みにも書かれたのです。しかしそういう

ことでないということで、すごく早くも配らない、１人にしか配らないという、いろいろな白

老独自の方法を考えて、本当にそういうことを積み上げて今まで来ているものなのです。だか

ら、私はそういうことをきちっとしないで、簡単にこうやればいい、ああやればいいとなって

しまうと、私は逆におかしなことになるのではないかと思っています。ですから、何もマスコ

ミに書かれるからどうの、こうのではなくて、白老町の議会改革というのは一体何と。そんな

簡単なものなのと、ならないかなと思っているのです。そういう意味で、私は事実経過をきち

っと聞いて、会派できちっと話をしたいと言ったのは、そこがきちっとしないとだめだからだ

と、私は思っているのです。そういうことで、私はここでの議論というのは、そういう視点で

議論すべきでないのかなというふうに思います。個人的な意見ですけれど。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは本当に１回、ある程度の、議長のほうから経過説明を受けまし

たし、これを会派に持ち帰って、今後の対応というか、これからどうこういったことに対処し

ていかなければいけないのかということについては、話し合う場を１回設けなければいけない

と私は思うのです。一番大事なのは、議長、副議長の考え方がばらばらだということです。議

長がこう言うことに対して、副議長はそうではないでしょう。という話になるではないですか。
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例えば、今回の答弁調整の調書を断ると、議長はそういうふうに思っていると。でもそれに対

して副議長は、はっきり言って理解していないですよね。そういうものではないです。という

話し方もしますよ。議長、副議長は、この問題についてちゃんとした考え方を持って、議運に

提出してもらわなかったらならない。特に副議長あたりは、議会改革の中で取り組んでいきた

いということで、一番大事なことを言っているわけですから。それも議長と２人の中で、いろ

いろな部分でそういった議論をした中で、議運に私は出していただきたい問題だなと。私はそ

う思います。確かにこれは議会改革の中で取り組んできたことで、すぐでき上がったものでは

ないです。いろいろな部分で積み上げてきたものが、今回この１回のことでもって崩れること

になるのですから。 

○委員長（山本浩平君）  土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。この議会改革というのは、平成 14 年に行われたというこ

とで、ここにきょう出席されている委員さん方半分がその後の議会に入った方々なのです。そ

の経過はいろいろわからないですけれど、少なくともその当時議長であられた方が、その議会

を引っ張っていたわけなのです。議長を務めた方も含めての議会改革であったと思うのです。

そういう方がやはり、そういうことを無視してやられているということに関しての思いが、全

然伝わってこないということと、今後またこうしたことが起こりうる可能性が十分あると。昨

年あたりからずっと見ていると、例えば全員協議会にしても、ほかのことに関しても、なぜこ

うなるのかなという、議会の中がギクシャクしてくるという、そういう部分が非常に多く見え

るのです。だから、新しい議員だからといわれても、少なくとも長年白老町の議会に貢献され

てきて、ましてや議長もやられた方なのだから、その辺はきちっと、議会として本人確認とっ

たほうがいいと思うのですけど。これ以上混乱をさせないためには、私はそれ、すごく必要な

ことではないかなと思いますけど。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  私も今、土屋委員と同じような意見を持っているのですけど。結果

的にいろいろとアプローチはしたけれど、議長も本当に骨を折って足を運ばれたりいろいろと

した結果、全く連絡も取れない状態で今日まで来たから、町側と紳士協定の中で話し合ったこ

と、こちらのほうから破ったのだから、今回は逆に辞退するということでお話をされましたけ

れど、本人とまだ全く接触されていないわけです。そこやはり、どういう思いでそういうこと

を、趣旨説明をここに来てやられないのかということを確認をされて、それで今後の事態を検

討するということができると思うのですけれど。それなしに、今回は町に断ると。次回からは

皆で話し合ってくださいと。そういうことでは私はないと思うのです。  

 議長。 

○議長（堀部登志雄君）  これは、他意はないのですけれど。私、ここで、今回は議長として

は断りたいということで、これはあくまでも副議長にも誰にも言わないで、私の気持ちとして、

この議運の皆さんに話したわけです。私の思いはそういう思いですよというけれど、話すから

には皆さんが、それはちょっと、まだ早いなと。今、まだ結論出さなくても、あと何日間後に

結論を出すべきだと言われれば、それはそれで、私、聞く耳持っていますから。現時点の相談
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する前の考えではこうしていますけれど、こういう思いで今、皆さんの前に臨んでいますけれ

ど、どうですか。という部分もあるということだけは理解していただきたいと思うのです。皆

さんに諮らないで、私１人で行って断ってきたとか何とかではなく、それでは今すぐ、これか

ら行くというのでもなく、皆さんでもう少し事実確認してから、こういう課題で対応すべきで

ないかと。私、そうやって対応してもいいですかと言ったときに、議長あなた何も考えないで

ここに臨んでいるのか。と言われても、私としてはこういうぐあいに思っていますけど。とい

うことで、今、話をしているということだけは理解していただきたいと思います。  

ですから皆さんが、いやいや、議会としていくらこちらで破っても、今回急だから、議長と

してこういうぐあいに言ってきてと。維持か、これからまず本人に何とか会って確認して、そ

れで、こういう対応してください。というのであれば、それはそれで、別にそれを、一切そう

でなく、こうだ、ということだけは理解していただきたいなと。ある面では、非常に優柔不断

に聞こえるかもしれませんが、先ほど言ったのが、絶対私は議長としてこれ以上譲れませんと

いうことでもないということだけは、理解していただきたいなと思います。だから、皆さんで

今回の場合だったら、こういう対応をしたほうがいいよというのであれば、それはそれで、私

も納得すれば、それはそれで対応しますので、そういうことで一つ力を貸していただきたいし、

意見を聞かせていただきたいと思うのです。  

○委員長（山本浩平君）  清風さんいかがですか。同じ会派として。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 申しわけありません。皆さんと多分、かなり温度差なのだなと思いな

がら聞いていました。というのは、正直言って、氏家委員も吉田副議長と同じ会派だからわか

っていらっしゃるし、他の議員さんたちも３月３日のときに役場側から言われたことに対して

ちゃんと聞いていて、それぞれの会派の方々、ある程度情報を持っていらっしゃったのだろう

なと思いますけれど。私は今、現在、本当に聞く話が、初めての話ばかりなものですから、で

すから、松田議員自体にも私自身もどうしてしなかったのか。ということをまず聞いてみたい

なという気持ちは、もちろんありますけれど。それではどういうようなつもりでしなかったの

かというのは、私はまるっきり推測もできない状態ですし。ですから本当に、いっぱい言われ

ているけれど、どうも私、ぴんとこないというか、言われている話が今回初めての話なので、

議長の言っている意味は、お気持ちは非常によく、今回聞かせていただいてわかりましたので、

議長の思われていることと、今回事実関係だったということに関しては、松田議員にお会いで

きるような機会をなるべく早くつくって、確認はするべきなのだろうなと。したいなとは思っ

ております。ですから、今現在は正直言って、それぐらいしかお答えできないかなと。これ以

上会派に持ち帰って議論しなさい。と言われても、何を議論していいのか正直言ってわからな

いでおりました。まず事実確認をして、本人の真意を確認しない限りは、それ以上何を議論し

ていいのかなと。ちょっとわからないでおりました。 

○委員長（山本浩平君）  吉田副議長。  

○委員外議員（吉田和子君）  ほかの議運の委員長、副委員長と議長、副議長以外は知らない

と思います。２日の質問を受けたときに行政側は、ずっと１日、夜まで対応したのだと思いま



 53 

す。それが取れないで、３日に私達に、「これは初めてのことではありませんので」ということ

で、お話があったと思うのです。なぜ皆さんに言わなかったかというと、議長、副議長で何と

かお会いをして、それを間に合うようにきちっと対応してもらいたいというふうに考えました。

だから、私達はそういうふうに一生懸命、議長にも何回も行ってもらって、まだ連絡が取れま

せんかと。私、こうやって出かけますけれど、ここにいますのでこうやって連絡ください。と

か自分の所在を明確にして、会う以上は２人できちっと会いましょうということで、連絡を取

りながら、事務局にも連絡を取りながらやっていたのです。だから、そういった意味では、私

はきちっと本人の意向は聞きたいと思っています。議会改革上どういうふうに考えているか。

元議長としてその議会改革にいらっしゃった方ですので、どういった意向なのか聞きたいと思

います。ただそれと、日程をある程度行政は行政の日程調整があると思います。５日の午前中

の調整会議まで間に合わないと、なかなか厳しいのですという言葉がありましたので、議長は

日程的に努力をして間に合わなかったわけですから、そういった意味での結論を議長としては

出された。それは私、議長とはお話しておりませんので、ただ私は、まだ連絡が取れれば。た

だ私、すごく不思議なのは、通年議会のときもやっていますけれど、これは会派で確認してい

ると思うのですが。いなければ、居場所は明確にしておくということです。これだけ連絡を取

っていないのは、どこかへ行っているの、局長何か聞いていました。と言うと、聞いていませ

ん。と言うから、なぜこれだけ連絡が取れないのかなと、私は。本当にきちっとした議会改革

の中で取り組んでいるはずですよね。そういったことに全部転化されていきますので、私は今

回の事実確認をきちっとすべきだと思っています。それと同時に、今後どうするかという、議

会改革の上での話し合いは、きちっと議運ですべきだというふうに思っています。そういうふ

うに緊急に対応しなければならないことと、それから今、今後の対応に対してどうするのか、

議会改革をどういうふうに考えていくのかということは、それはもう一度議論しなければなら

ないことであって、２つに考えて、対応は、議長はまたきょう終わった後もきちっと対応しま

すし、ただ、行政側のほうにそういう答えが出されていますので、ある程度議運に諮って答え

なければならないのかなというふうには思っています。来週の月曜日からのことですので、議

会側として「それは仕方がない、受けなければならないですね」という答えを、議長、副議長

で、私は持っていかなければならないと。だから、きょうの議運で諮って、皆さんの、それは

議会としての約束事を破ったということの原点を帰っていくと、そういうふうにきちっと話を

しなければいけないのだろうなと思っています。  

○委員長（山本浩平君）  今、副議長の方から町側に対してタイムリミットもあるということ

でございますので、回答しなければならないということでございます。いろいろとご意見はご

ざいましたけれど。 

 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  町側、３月５日までということになっていますけれど、日程に

よれば、明日答弁調整ですよね。松田議員は 13 日ですか。ですから、一議員の答弁ですから、

町とすればすり合わせは前の日でもかけると思いますから、ある程度、先ほど議長が言ったよ
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うに、議長がそういう判断をされたということで、私も理解しましたので、それは町のほうに

は伝わっていませんので、逆にもう１日、２日ぐらい努力をして、本人と話をして、その辺を

ちゃんと理解求めて、要旨をしてもらうようにしたほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  吉田副議長。  

○委員外議員（吉田和子君）  今の前田委員外議員の話はわかるのですけれど、なぜそこまで

待ってもらわなければならないのかな、と思うのです。日程決めているのですから。それを約

束したのは議会側なのです。それをしないのは議員なのです。行政ではないのです。行政はや

っているのです。それをやらないから、質問までまだ日にちあるから、それまで間に合います

よね、延ばしましょうということには、議会の立場としてなるのか、ならないのか。そう思い

ませんか。間に合えばいいとか、間に合わないからだめだとかということになりますか。  

○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）  言い方ちょっと足りなかったかもしれませんが。そうなってし

まうと、議会はどう対応するかと、即、何か入らなければいけないのです。議長が言ったよう

に、今後の検討をするということは、そこまで言わなくてもいいけれど、今、町から言われっ

ぱなしで、こうしましたと言ったら、議会がいらないとなれば、それでいいですよ。そうなっ

たときに、皆さんそれでいいとなれば、仮に代表質問の方法を少しでも変えて、この答弁が少

しでもわかるような形で質問するような形に直すかとか、そういう対応も出てくるのです。で

すから私はもう１回やってみて、本人がどうしても会えないとか、そういうことで拒否された

のならば、議長の裁量でこうしてくださいと。当面議会どうするかということを話す必要があ

るから、当面それを整理してから次の段階に入る必要があるのではないか、という思いで言っ

たのです。皆さん議論されているものについては、これからは今後検討すると言っていますか

ら、それは別にして、当面どうするかということだと思うのです。代表質問の方だって、会派

全部出てきて、三項目いる方が一気に来て、全部べらべらしゃべっても、正直な話、わからな

いですよ。そうしたら、２回目などは想定で、自分の思いで質問するしかないのです。そうし

たら、完全にすれ違うわけです。今までの議会が一生懸命議論しましょうと言っても、何だっ

たのだということになるのです。そういうことも含めて考えなければどうなのですか、という

ことを私は言いたかったのです。あとは、皆さんで議論をして。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  前田委員外議員、正直って、今までやり取りしたけれど、ここで受

けるという約束、今回で過去に４回目なのです。ということは、何をか言わんやで、もともと

そういうのには一切、皆さんが全員守っても、自分だけはという意志は、かなり固いのではな

いかなと思います。 

○委員外議員（前田博之君）  私は、時間が迫っていますから、それは今、議長が言われたよ

うに、皆さんが共通認識するのであれば、それで、私は楽だと。ただ答弁としての話を私はし

ただけ。基本的な検討事項は今後、大きな課題にされると思うけれど、それを踏まえて、今、

何をしなければいけないということだと私は思うのです。 
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○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。副委員長が言われたとおり、また議長が言われたとおり、

今、やらなければいけないことというのがあると思うのです。今、前田委員外議員が言ってい

ることも、私、そのとおりだなと思うのです。代表質問、一般質問の質問の仕方、一つの前提

になっているのが、答弁調整をして、例えば項目ごとにいろいろな答弁、内容が目で見てわか

る形の中で、代表質問、一括３答方式でもってやろうとしているわけですよ。例えば、項目の

少ない人については、何とかなるかという思いでいるかもしれないけれど、本当に項目の多い

人方というのは、私は大変な思いをするのではないかと思います。ただ、それも、私、今回は

仕方なしだと思います。議会側の、変な話、ルール守れない形の中で、行政もそこまでやる必

要ないですよねみたいな話になれば、それは、私は一つのあれですよ。世間一般常識の、大人

の常識だと思います。今回は、私は、しようがない、しようがないという言い方がどうなのか

わからないけれど、議会としての受け止め方は、申し送りにせよ、議会改革で取り組んできた

ことを守れなかったわけだから、これに対しての議会側の責任というのは、絶対あるわけだと、

私は思います。このことを今、話す必要はないと思うのですが、議会は議会としての、今、議

会運営委員会の中で、まだまだいろいろな意見が出るのかもしれないけれど、それを持って、

やっぱり議長としては、行政に対しての報告は、やはりしてもらわなければいけない。それは、

議会としての責任という部分での、今後のあり方については、まだまだ議論の余地があります

からあれですけれど、今回のことに関しては、議長、副議長という立場の中で、それが議運の

委員長、副委員長も入るか、私はよくわからないけど、行政に対しての今回の説明だけは、す

るべきだろうなと。答弁書がもらえる、もらえないという部分に関しては、これはルールを守

らなかった議会の責任である以上は、それは何も言えないなと、私は思います。それだけ責任

が重いということです。１人の議員のそういった身勝手な、私は身勝手としか言いようがない。  

○委員長（山本浩平君）  私も非常に残念なのは、今回こちらのほうで趣旨確認、趣旨説明が

できなかったのが４回目だということで、町側のお話をこの前はっきりお聞きしています。今

までも趣旨説明、なかなかここではできなかったことに対して、非常に町側も苦慮されて、ま

た、会派の及川委員長さんのほうにもそれは受けていただくようにということで、議運の中で

前にもお話をしたこともありますし、そういったことで、忠告と申しますか、そういった経緯

もあるわけですから、非常にこれは、今回そういうことで、最終的に議長、副議長の判断にな

ると思います。しかしながら非常に思いとしては、残念でございますし、一度もまだ連絡を取

れていないというようなことも、非常に残念だなというふうに思います。最終的には、議長、

副議長のご判断で仕方がないのかなと。時間的なあれもありますから。  

○委員長（山本浩平君）  副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。一つはっきりしているのは、先ほどから何度も言いま

すけれど、議会側が町側に申し入れをして、実現したものなのです。これは何回も言いますけ

れど、事実なのです。ですから、代表質問が長いとか、短いとか、そういうことではないので

す。うちの斎藤議員のやつは、はっきり言えばすごく長いです。大変ですよ。そういう話でな
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いのです。私は、この問題は違うと思うのです。紳士協定が崩れるかどうか、これから町と議

会との関係でいえば、このことがどういうふうになっていくかということが、私はその方がう

んと心配しています。政策形成過程に我々が一緒に参加して、１つの政策を真っ当うしてつく

っていくということになったときに、全員協議会もそうですし、全員協議会も向こうから皆、

言ってくるものです。こちらから要求してやっているものはないのです。ですから、本当にそ

ういうルール、それから今までの決めごと、それを我々がどう受け止めてやっているかという

ことなのです。単純に来なかったとか、来たとか、そういう次元の話ではないと、私は思って

いるのです。ですから、そういうことでいえば、我々議会側がその中身を、町との信頼関係を

壊したということでいえば、私は議長の判断はいたし方がないのかなと、私は個人的には思っ

ています。そういう積み重ねが今までの議会の、今の運営状況なのです。これは、前田委員外

議員なんか、議会事務局やられているから一番よくわかると思うのですよ。そういうことでず

っと積み上げてきているものなのです。そういうものというのは、今もほかにもたくさんある

のです。だから、先ほどの３問も同じです。委員会の３問も。あれは積み上げてきて、実を言

えば、３問にしたものなのです。だから、それを本当に必死に守るためには、そこをやはり直

していく。それはすごい復元力だと思います。だから私は、それはそういうふうに思うのです。

ただ同じように、壊すのも、それは同じことなのです。だからそこら辺を、個人とかではなく、

議会としてどう考えるかと考えたときに、我々が今、どういう態度をとるべきかとなるのだと

思うのです。私はそういうふうに考えています。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員のご意見も伺いたいと思います。 

○委員（近藤 守君） 皆さんの意見も、まさにそのとおりだと思います。ただ、本当に、松

田議員の本心がどこにあるのか、実際よくわからないわけですね。皆さん読めないわけですか

ら。だから、ここでいろいろなことをやっても、果たしてそういうことが可能なのかどうか、

ちょっと、非常に疑問を感じます。というのは、別にそれをやらなかったからといって、あく

までも紳士協定、いろいろな申し合わせの中の事項ですから。例えば、倫理規定違反であると

かどうのこうのというのは一部ありますけれど、大幅に彼にそれを突きつけてどうのこうのと

いうことにはならないと思いますし、非常に難しいというふうに思って、いろいろ聞きながら

是正していくしかないのかなと。こんなふうに思っています。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれど、一つは、事実を正副議長に確認をしていただく

と。これは皆さんの、全員の意見だというふうに思います。それを一つやっていただくと。 

それと、今回の議会の答弁書の対応をどうするかというのを、正副議長にお任せをするのか、

議会運営委員会で確認をするのかということが二つ目です。  

それから、今回のこの中身について、議会改革との関係でどうなっていくかというのは、今

後の議論というお話ですから、それは正副議長がご本人に会われて、確認された報告もあるで

しょうから、そういうことを受けながらやるというふうにすべきだと、私は思います。ただ、

今回の答弁書の対応については、ここで議会運営委員会として結論を出すのか、それとも正副
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議長にご一任をするのか、そこだけはきちっとしておかないと、あとで困りますので。それは、

正副議長の責任でやるならやる、構わないけれど、そこはきちっとしておいたほうがいいと思

いますので。そこは今回やられたらいかがですか。  

○委員長（山本浩平君）  それでは、今回の１回目の答弁書の配布についてのことだけに限定

いたしまして、議運の中でどうするか決めるか、それとも議長、副議長に一任するというよう

な形のほうが望ましいのか。この点だけ協議させていただきたいと思います。いかがですか。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは、会派に持ち帰って話をしたわけではありませんので、私の今

までの議論の中でお話をさせていただきたいなと思いますけれど、私は先ほどから言っている

ように、今回のこれは、議会が受けるべきペナルティーだと、私は思っています。ですから、

議長が先ほど言われたとおり、今回ついては、議会としては答弁書をくださいとは言えないわ

けですから。ですから、そういった部分については、もう一度議長、副議長の中で、行政側に

話をして、行政がどう出るかわかりません。どう出るかわからないけれど、私は、議長の対応

は、議会としてのペナルティーという受け止め方の中でお話をしていただければ、私は構わな

いと思います。また、それに対して議運が絡んでいると。議会改革の一環としてそういった問

題もいろいろと絡んでいるのだということであれば、その辺は議運の委員長、副委員長含めて、

しっかりとした意思統一の中で行政側と対応していただければなと思いますけれど。それは、

私はどちらでも構わないと。ただ、議長、副委員長に頼むのであれば、そこは議会として、議

会の思いを託すという面では、どういう結論が出ても、それは後々、議会で決めたことだとい

うことで、お願いするしかないと。私はそういうふうに思います。  

○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）  正副の仕方は、そのとおりでいいと思います。私もそういう形

で話していますから。ただ当面の問題として、今、正副議長が松田議員に会って、いい方向で

行けば、今までの申し合せ事項もそのまますんなり協議しなくても生きて来るのです。ただ、

再度確認するという意味で。だけどもし断られたときに、それが今度、大きな問題なのです。

それが終わりなのか、また議運の場でそういうことが、もしかして議論になるのかということ。

その辺わきまえておかないと、これ、大きな議論になってくるのです。それで、もし正副議長

にお願いして、結果はどうであっても、今回は特例として、議長と副議長が判断したこととい

うことにおいて、大きな問題は新たに議運の場で正式に議論するというような整理をしておか

ないと。今、言ったように、議運の委員長も副委員長もいてもいいのだけれど、その辺を整理

しておかないと、今、言われているような結果が招いたときに、全体の意思としてどういうふ

うなまな板に上げて議論するかということ。またこれ、非常にふくそうになってくるのです。

その辺整理して正副議長が行って、そういう形でだめであれば、正副議長の判断で、今回は申

し合わせ事項だからもらわないとか。だけれどそれは、私だけの責任ですよ。だけれど、その

問題については、議運で改革の一環として、再度というか、議長から諮問していただいて議論

しましょうとか。そういうことにしておかないと、議運の中でみんな決まったから、行きまし
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ょうとなったら、私も今後その部分の議論というのは出てきますよ。苦肉の策かどうかわかり

ませんけれど、そういう方法もあるのかなと、私は思うのです。るる、前後の話は皆理解して

いますから、同じことを繰り返すのではなくて、そういう部分でどうなのかな、と私は思った

のですけれど。その辺はもし無理だったら、ここで議論しなくても、正副議長と議運の正副委

員長と話をして善処していただければ。  

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  先ほど大渕副委員長、今、前田委員外議員、氏家委員等々から言わ

れましたけれど、私も時間のない、限られた時間で非常に確信事項もままならない中で、向こ

うに回答しなければだめだという部分があります。したがいまして、今、前田委員外議員が言

われたように、今回については、私、正副議長で判断して、今回の対応はします。今後につい

ては、やはりまたそれが復活する、しないは別として、こういうことがあると非常に、こうい

う事項が皆さん言われているように、たくさんあると思います。我々議会運営の中でそういう

事項がいっぱいあると思いますので、そういうことも含めて十分議運で議論していただいて、

今後の対応については考えていただくということで、今回限られた時間の中での対応について

は、先ほど私が申し上げたことを中心に、副議長とも相談して、今回は基本的にはこちらから

受け取らないという形で進めたいということで、一つご了解いただければ、そのようにします。

ここで今後のことどんどん話しても対応できるわけでありませんので、そういうことで副議長

いいですね。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私は例の答弁書の問題につきましては、一人以外の方は全部、確か調

整しているわけですね。それをただむだにするのは、やはりまずいことであって、これは議会

を、要するにスムーズにいろいろと議論がかみ合うようにということで、議会改革でやったこ

とであるし、もしこれがなくてやって、それが非常に時間食ったりなんかして、理事者側に多

大な時間的な迷惑をかけるようなことに発生したならば、なお議会としてのまずい面が出るの

ではないかと思うのですよ。ですから、私はそういうことを関係なしにして、今回やった分に

ついては、やった人には答弁書を出していいのではないかなと。私は逆に、こう思います。 

○委員長（山本浩平君）  町側の考えとしては、１人だけには渡さないということにはならな

いという考え方なのです。今までの、それぞれの議論を踏まえた中で、議長、副議長に今回の

この件に関しては一任をして、今後のことに関しましては、再度議運の中で議論していきたい

という形にしたいと思います。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  ほか、その他ありますか。ないですか。  

                                         

 ◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 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。  

（午後３時２０分） 


