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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１２日（木曜日） 

   開  会  午後 ３時２０分 

   閉  会  午後 ４時２８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．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．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 前 田 博 之 君      委 員 外 議 員 熊 谷 雅 史 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 
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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。 

（午後 ３時２０分） 

                                         

○委員長（山本浩平君）  本日の協議事項でございますけれども、先般の議運で協議をいたし

ました意見書の再提出がございます。それと部制の関係ですとか、予算審査特別委員会につい

て、これらについてきょうは協議をさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず１番目なのですけれども、平成 21 年白老町議会定例会３月会議について、

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、それぞれ提出者のほうから訂正箇

所があると思いますので、それらについてまず説明をいただきたいというふうに思います。 

 まず、(１)の意見書案第３号、公明党さんからの意見書でございます。これについての訂正

箇所等の説明を願いたいと思います。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。前回指摘のあった部分につきまして、少し文言の

整理をしてみました。まずは最初の題名といいますか、障害者自立支援法の（抜本的な）見直

し、この抜本的なという文言の整理をさせていただきました。加えて、見直しを求める意見書

案という形の中で整理をいたしました。それから、記の部分です。記の２の下から２行目です。

これまでの経緯を十分に踏まえ、新たな利用者負担の考え方に基づき、（応益の負担割合を踏ま

えて）法の規定を見直すこと。という形の中で、括弧の部分を加えて整理をいたしました。 

それについて、皆さんにご審議をしていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  以上のところですか。ありがとうございます。 

それでは、まず(１)の意見書案につきましていかがでございましょうか。特に訂正等を求め

られた会派からの意見を求めたいと思いますが。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 基本的な部分については入れていただきました。本来からいえば、

応益負担の割合を踏まえてとなっていますけれども、本当はこの間言ったような形が望ましか

ったのですけれども、これ以上いかないということであれば、それはそれで結構です。反対は

いたしません。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、皆さんよろしいでしょうか。特に何かあればどうぞ。ござい

ませんか。前回、この意見書につきまして共産党さんのほうからご意見がございましたけれど

も、今副委員長がおっしゃったとおりでございますので、この訂正のところで賛成するという

ことでございます。 

こういった形で、全会一致ということでよろしいですか。では、一つづつ会派に聞いてまい

りたいと思います。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風の西田です。これは前回賛成した会派は、私どもの会派とかは賛

成しておりますので、そういう会派ではなくて意見を申し上げた会派がそれでいいということ

であれば、全会一致ということで進めていただきたいのですが、だめでしょうか。 
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○委員長（山本浩平君）  それで、先ほど皆さんに、よろしいですかということをお伺いした

のですけども。では、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、全会一致ということでさせていただきたいと思います。 

 それでは、意見書案第４号、中小企業の危機打開への緊急対策を求める意見書、これは大渕

副委員長のほうからの提出でございます。訂正箇所についての説明を願います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 記の１の部分の言葉を変えていただきたいということだったので、

そこを、いじめの部分を、（へのしわ寄せ）、無法を是正してを、（仕打ちを許さず）というふう

に変えました。ここはこの２点だけだったと思いますので、そういうふうに変えました。1,889

というのは（1,890）、これは調べた結果、この間言ったとおりでした。経済産業省、それから

あと２つのところからも少しづつですけれども、それの純然たる中小企業対策、これは国で出

しているものですけれども、そこでの中小企業対策費が１億円だけ合わなかったものですから、

合わせました。これはこの数字で間違いないと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  この点につきましては、私ども新風と公明党さんのほうからご意見

が出ていたと思いますけども、私どものいじめということと、無法という言葉がちょっときつ

いということでお話をさせていただきまして、この（へのしわ寄せ）、あと（仕打ちを許さず）

ということで了解をいたしたいと思います。 

公明党さんいかがでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私たちも前回、この中小企業予算の部分でちょっと言及さ

せてもらいましたけども、今大渕副委員長から説明があった経済産業省のほうからの純然たる、

その部分的なものであれば、あったとするのであれば、こういった数字の中でよろしいのでは

ないのでしょうか。ですからこういった部分での訂正をしていただきましたので、これについ

ては賛成いたします。 

○委員長（山本浩平君）  ほかの会派の皆さんもよろしいですか。特に問題はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それであれば、こういった形で全会一致ということにさせていただ

きたいと思います。 

 続きまして意見書案第５号、これにつきましては当初、この言葉の是正の意見もあったので

すけども、根本的に検討したいという会派も２会派ほどあったと思います。まずは共産党さん

のほうから、どのように直されたかという説明をお願いしたいと思います。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 挿入が若干あるだけで、ほとんどカットです。傍線を引いている

部分は全部カットします。それで中で、次の 2011 年度から消費税増税は 97 年当時（の状況と

は）異なりというふうに入れるということ。これはつなぎです。それから、その後名称を全部

カットして、14 兆円も減ってい（ることから景気悪化が心配されます。）というふうにつなげ

ております。もう１カ所、大企業云々というところです。消費税の増税は、（国民の暮らしを圧

迫するものです。）というふうに、あとは全部カットと。そ れから記の３番目、これはカットす
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るということにしました。それで入っているのは、記はこの２つということで、かなり大幅に

変えたということです。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  この点につきましていかがでしょうか。公明党さんからも出ていた

と思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。この消費税の、附則に盛り込んだ部分、意見書に

ついて一応持ち帰って、いろいろ検討させてもらいました。やはり私たちの考え方の中で、こ

の今の政府が附則の狙いという部分、これを今回の 75 兆円という一つの対策、またこれから第

３、第４のそういったものを確実に施行していく中で、この３年後の消費税について国民に対

して示している、これは政府としての一つの大きな視点がそこにあるのではないかと、私たち

が考える部分なのです。ですから、いろいろな部分で削除していただいた部分があるのですけ

れども、やはりどうしてもこの附則という部分の言及された意見書について、本当に大変申し

わけないのですけども、私たちの会派としては、今回これについては賛成しかねるという部分

で考えてきました。 

○委員長（山本浩平君）  私どもも前回持ち帰りにさせて、この意見書そのものを再度検討さ

せていただきたいということでお話しをさせていただきまして協議をしたのですけども、考え

方としては今非常に、選挙も近づいてきているという中で、政府自民党の内部でも、この消費

税の問題というのは非常に今出すべきではないですとか、いろんな議論はあるのですけれども、

将来の社会保障のことを考えたら、いずれやはりこの消費税という問題に関しては、前向きと

申しますか、議論を避けて通れない問題だと、このように考えるわけでございまして、現政府

の中でこの附則に盛り込んだことに関しては、これは逆に附則に盛り込んでよかったのではな

いのかというような意見に私どもはまとまりましたので、私どもも大変申しわけないのですけ

ども、この意見書に関しましては反対をさせていただきたいと、このように思います。 

他の会派のご意見も一応伺ってみたいと思います。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。私どもは賛成の立場でおったのですけども、持ち帰

りまして、再度検討しましたら、この附則の問題になりますとやはり問題があるということで、

今回はこれには賛成しかねるということで、反対の立場になります。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、一応皆さんに伺っていきたいと思いますけれども、清風

さんいかがですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風です。私どもの会派としましては、前回も申し上げましたとおり、

景気が今非常に落ち込んでいる状態の中で、あえて附則をつける必要はないのではないかと、

ことしの９月までには必ず選挙をされるわけですから、選挙の争点としてむしろ消費税を上げ

るのか上げないのか責任ある政党としてどうなのかということを、国民にとってもよいのでは

ないかという、個人的な考え方もありましたけれども、現実的にここまで意見書案に対しまし

て非常に庶民側に立った提案なので私としては賛成します。私どもの会派としても賛成させて

いただきます。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、参考までに委員外議員の方々にもご意見を伺ってみたい
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と思います。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）  結論から、私は提出者の意見書案について賛成です。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、熊谷委員外議員はいかがでしょうか。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  今、各会派と委員外議員の意見も聞かせていただきましたけれ

ども、やはり国政に関する問題の意見書を白老町議会が出すということについては、異論はな

いのですけれども、今回のことについては、消費税に対する附則のやり取りを報道機関等々で

見る限り、一町議会としてこの附則を撤回するとか付けるとか廃止にしろという中身には、な

かなか成りづらいのかというふうに思いますので、今回は様子を見たほうがいいのではないか

と。論旨については理解できる部分は十二分にあるのですけれども、意見書として提出すると

いう中身にはなかなか成りづらいのかと。それは私の意見です。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 誤解のないようにしておきたいのですけれども、例えば白老の議

会でいえば、現町政が２年後にやめるのに３年後にこういう公約をやるということと、同じこ

となのです。そういうことの中身なのです。ですから今の町政が、もちろん選挙に出るかもし

れません。信を問うかもしれません。しかし自分がそういう状況の中で、自分の任期ではない

ところのものを法で附則で盛ったということに対して、我々はそれはやはり違うのではないか

と言っているという意味だけは、ご理解をしておいていただかないと、これは必ずそういうこ

とが、今どなたかおっしゃいましたように、争点になります。そういうことですから。要する

に、今信任されていない今の人ではない人、範囲が及ばないところの附則を決めているわけで

すから、きょうは議事録ありますので、そこのところだけはきちんと残しておいていただきた

いというふうに思っておりますので、その点だけ。 

もう１つ、通る通らないではなくて、そういう意味ではなくて、私自身はなるべく全会一致

が望ましいというふうに思っているのです。実を言えば。今の議論はこれ以上しても多分平行

線でしょう。ですから今回はこの意見書は、清風さんは賛成していただいて申しわけないので

すけれども、取り下げさせてもらうということにいたしたいと思います。再度出すという可能

性もございますけれども、今回はこの意見書は取り下げるということにいたしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 私は議運のメンバーではないですから、議運の内容がどうのこ

うのということではなくて、今副委員長のほうから出た意見について理解はできますけれども、

言われている比喩の使い方が少し違うと思うのです。要するに今政府が国会に提案する税制改

革の法案については、自民党の税調、それからいろんな機関に諮問をして、最終的に決定した

のは内閣ですけども、そういう段階を踏んでいますから、ただ一人の人をターゲットにしてい

るような言い方をしていますけれども、私はそうではないとは思いますので。ですから、その

辺のところの取り違いというのは平行線ですから、あれですけども。ただ任期が切れるのをわ

かっていて、それを承認するのかということではなくて、付帯の意味合いというのはもっと深

いと思うのです。ただこれをのったから意見書の中にあるようにレールに乗るのだということ
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にはならないと私は思うのです。それで私は時期尚早ではないかという意見ですので、それだ

け理解してほしいと、ただそれだけです。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、今提出者の大渕副委員長のほうから、この意見書案第５

号につきましては取り下げをさせていただくということでございます。 

 続きまして、(４)意見書案第６号でございます。これにつきましての訂正の部分をお願いい

たします。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。傍線の部分がカットの部分です。これは言われたとこ

ろをすべてカットしております。それと職員の待遇改善に充てるべきというのは公明党さんか

ら出ていました。それで、きのうの議論でいうと全部充てざるを得ないと思います。だけど一

応、（直ちに職員の待遇改善に充てるべきです。）ということは入れました。職員の待遇改善に

充てるべきと言えば、３％はそこに使えという意味になると思いますので、そういうふうに挿

入をさせていただきました。それから、記の中で出た部分については、記はたくさんあるもの

ですから、問題点が出されたことについてはすべてカットして、数字の繰り上げはしています

けれども、出た意見については、１の３、２の３、それから２の５、３の２、これはすべてカ

ットするというふうにいたしました。それから療養病床の関係については 2,012 年ですので、

2,012 年に直しました。それだけです。あとは全部やったと思います。 

○委員長（山本浩平君）  この意見書案に関しましては、公明党さんのほうから調整の依頼が

あったと思います。いかがでしょうか、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 多分、私たちが言った部分というのは調整されているのではないかと

思います。ただ、大渕副委員長に聞きたいのですけども、確かどこかの会派から、私ちょっと

記憶にないのですけども、３の(２)、これ今全部削っていますけども、これは大切なことでは

なかったでしょうか。これは基準を変えなさいといっていることで、今まで３対１の介護の、

それが介護職員に対してすごく大きな負担を抱えている部分ですよね。これを今回の給与のベ

ースアップ部分とセットに考えなくてはならない部分ではないかと思うのですけども。ちょっ

と私は削られるとは思っていなかったのです。ただ、どういった形の中の文言の整理になるの

かと思っていたものですから、それについて提案者の、西田委員もいらっしゃるので、その辺

の意見も聞きながら、もしそういった部分についての考え方があれば。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 当然、我々出した側ですから削る部分は少ないほうがいいですし、

当然そういうふうに考えています。そのほうが望ましいと。現実的かどうかという問題もある

かと思います。ただ我々は望ましいと思っています。ただそのことによって全部が否定されて

しまうと、これはまたちょっと困るのです。ですから我々が考えたのは、最大限の、ここまで

は譲歩していいよという部分での話なのです。ですからもしこの２番目が、今ご意見がありま

したように入れていただけるのであれば入れていただいたほうがいいけれども、たまたま今回、

記が多いものですから、最大公約数を取るということで、そういう措置を取ったと。先ほども

申しましたように、だめだというのではなくて、今回近藤委員の意見に我々反対しますから、
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そういう意味ではなくて、なるべく全会一致が望ましいと、私自身はそう思っていますから、

そういう措置をとったということなのです。復活させていただければ、私は非常にうれしいの

ですけれども。ちょっと聞いてみてください。 

○委員長（山本浩平君）  (２)の文言につきましては、清風クラブさんからのご意見だったと

思いますので、西田委員のご意見を伺いたいと思います。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ここのところで、「例えば」というところからの部分なのですけど。こ

れは、「例えば」という部分が入っていますよね。私たちが申し上げたのは、「例えば」という

部分のところなのです。人員の配置基準を改善することということに関しましては、私どもは

別にこれに対してはどうのこうのではなくて、３対１を２対１にしなくてはいけない、この「例

えば」のところがいかがなものかというふうなお話をしたつもりだったものですから、私ども

としては人員の配置基準を改善することということに関しては、やぶさかではございません。

ただ、「例えば」というところがよくわからないと、これは一応きちんとした形の意見書ですの

で、この「例えば」という基準が妥当なのかどうかというところで、前回は発言をさせていた

だいたつもりでいます。 

○委員長（山本浩平君） 確認をさせていただきます。とすれば、「例えば」から下のところは

カットしていただきたいというふうに受け取っていいのですか。「例えば」だけでいいのですか。

それ以下のものはいいのですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今おっしゃったように厳密に言ってしまえば、「例えば」です。これは

意見書ですから、「例えば」という言葉自体が既におかしいのです。ですから、「例えば３対１

を２対１」という言い方するぐらいなら、きちんと「３対１を２対１にしてほしい」とかでし

たら、意見書としてわかるのですけども。 

○委員長（山本浩平君）  「例えば」を削るということですね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 「人員の配置基準を２人体制に改善すること。」に直したほうが

いいと思います。「人員の配置基準を」と最後の、「２人体制に改善すること。」をつなげて、「改

善」は最後にもっていったらどうですかということです。「人員の配置基準を２人体制に改善す

ること」と。 

○委員長（山本浩平君）  「人員の配置基準を現行の２人体制に改善すること。」これは一応、

案なのですけれども。この表現でいかがかということなのですけど、皆さんいかがですか。ま

ず、共産党さんのほうから。 

○副委員長（大渕紀夫君） 結構です。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員、いかがですか。 

○委員（西田祐子君） 清風としては、結構です。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん、いかがですか。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。私も、西田委員が言われた、「例えば」というのを

削って、「人員の配置基準を現行の特養ホーム」云々から始まって、最後の「２人体制と改善す

ること。」という形の中での文言でよろしいと思います。 
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ただ一つ、今西田委員から言われて、私もちょっと気がついたのですけども、(１)の「当面」

という、この言葉にしたら、これもちょっと「当面」というよりももっとはっきりした形の中

で、５％がいいか悪いかは別にしても、しっかりしたほうがいいのではないかと思いますけど。

それについて、言及するつもりはありません。 

○委員長（山本浩平君）  この部分は前回出ておりませんので、この部分はそのままというこ

とですね。 

それでは、新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。異議ありません。 

○委員長（山本浩平君）  私どもも異議ございません。 

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）  よろしいです。 

○委員長（山本浩平君）  熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  問題ないです。 

○委員長（山本浩平君）  それでは局長のほうから、再度今のところをお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  「人員の配置基準を現行の特養ホームの利用者３人につき職員

１人を原則２対１、夜間の訪問看護は２人体制に改善すること。」と復活ということです。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、そのようなことで、第６号の意見書案は全会一致ということ

にいたします。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  確認させていただきたいと思います。今第５号の部分ついては

取り下げをいただいたということで、意見書案第６号が繰り上がって、第５号ということにさ

せていただきたいと思います。前回２本、１号、２号が一応提出ということで決まりました。

それで意見書案第１号については、４会派が賛成で、１会派は提出を認めていただいたという

ことになりますので、第１号については質疑、討論を行うと。２号以下については全会派一致

をみましたので、30 ページの５の規定、「全会派一致の場合は質疑、討論を省略する。」という

ことになっていますので、４本については質疑、討論を省略させていただきます。ということ

で確認でございます。 

○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）  先ほど、(２)のところで事務局長から、「こと」「こと」と同じ

文章の中に「こと」が２つ入っているので、「改善すること。」を後に持っていったほうがいい

と言われていましたよね。私、今「当面」のところで、ここも「こと」「こと」なのですよね。

これは党から出てきますけど、今度は議会の文章として出てくるのですよね。だから委員長は

今、前出ていなかったと言われたのですけど、一カ所直すとその辺がすごく気になるのですけ

ど、いいのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） もし必要であれば、「底上げをし、当面」というのはどうでしょう

か。「こと」を削るのであれば。それぐらいにしかならないのではないですか。 

○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） 「当面」を取ると、「介護報酬を５％以上引き上げ、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。」でいいような気がするのですけど。

そのような気がしませんか。そのほうがすっきりするような気がするのですけど。最初から、

「介護報酬を５％以上引き上げ、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。」のほうがすっきりしませんか。 

○委員長（山本浩平君）  今、吉田委員外議員のほうからどうしても気になるということで、

前回は出ておりませんでしたけども、こういった形の中でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、「介護報酬を底上げすることということ。」と、「当面」という

ところを削ってください。「介護報酬を５％引き上げ」から始まります。これですっきりすると

いうことでございますので、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  あとは、先ほど局長が確認をした事項ということでございます。 

 では２番目、部制の施行に伴う常任委員会の所管の変更について。(１)から(３)までござい

ますので、局長のほうからまず流れを説明していただきたいと思います。資料もございます。 

○事務局長（上坊寺博之君）  (１)は確認事項ということでございます。資料が付いておりま

すが、組み合わせは前回の会議でＢ案ということに決まりまして、旧常任委員会を新常任委員

会に自動的に引き継ぐような規定にするということでございます。ですから、第２条を全文改

めるようになります。資料１です。まだ名前は決まっていませんけど、○○常任委員会につき

ましては、総務財政部、企画振興部の所管に関する事項、教育委員会の所管に関する事項、そ

れと会計管理者の補助組織の所管に関する事項。これは会計課のことです。選挙管理委員会、

農業委員会、監査委員の所管に関する事項。それと他の委員会に属さない事項です。□□常任

委員会については、生活福祉部、都市整備部の所管に関する事項、病院の所管に関する事項、

消防本部の所管に関する事項。ここまではまず決定です。 

それと下のほう、附則の（経過措置）でございます。これについては、全文読みます。「この

条例の施行の際現にこの条例による改正前の白老町議会委員会条例（以下「改正前の条例」と

いう。）の規定による総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の正副委員長及び委員である

者は、それぞれ、この条例による改正後の白老町議会委員会条例（以下「改正後の条例」とい

う。）の規定に基づく○○常任委員会及び□□常任委員会の正副委員長及び委員として選任され

たものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とす

る。」という経過措置を付けたいと。それと３番目。これは多分ないと思いますけど、まだ議決

するまでは日にちがありますので。３項目、これは付託されたものを自動継続するという規定

ですが、「改正前の条例の規定による各常任委員会において、継続審査及び調査中の事件につい
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ては、改正後の条例の規定によりその事件を所管することとなる各常任委員会にそれぞれ付託

された事件とみなす。」という規定を附則で盛り込みたいということでございます。 

そこまではよろしいでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  確認させていただきます。前回Ｂ案が全会一致ということでござい

ますので、これは皆さんに確認させていただきたいと思います。また常任委員会も自動的に継

承するということでございます。この条例改正案につきまして、再度皆様方に確認させていた

だきたいのですけども、何かございましたらどうぞ。この改正案を読んでいただいた中で、い

かがでしょうか。特にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは、(１)の部分につきましては確認をさせていただいたとい

うことで、(２)に入りたいと思います。案が３つほど出ております。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これは、前回一応例示として、こういうことで検討されてはど

うかという、単に示された部分です。３番目は大渕副委員長のほうから、これでいいのではな

いかという案で持ち帰っていただいたものでございます。 

○委員長（山本浩平君）  前回副委員長のほうから、ちょうど終わりがけに案が出まして、総

務文教常任委員会はそのままと、産業厚生に関しては建設厚生という形ではいかがかという案

がございまして、皆さんもそのときは異論がないというような雰囲気でございましたけど、再

度伺ってみたいと思います。清風さんいかがでしょうか。 

○委員（西田祐子君） うちの会派では、３案、建設厚生、総務文教でよろしいということで

まとまりました。 

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさん、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） わたしどもも、建設厚生でよろしいということで、現在の委員長もそ

うおっしゃっていました。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。私も副委員長の前回最後に出された、総務文教は

そのまま、建設厚生という形の中での名称変更でよろしいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  新風も異論ございません。 

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）  産業厚生が建設厚生はよろしいと思います。ただ、総務が長く

なるかと思うので、企画が抜ければ職員の心情的なものもあると思いますので、そういう部分

が、皆さんで決まれば私はどちらでもよろしいですが、ただ逆のほうに考えれば、どうしてう

ちの委員会がとなると思いますので、その辺が。長くても総務企画文教でいいと思います。部

になっていますから、課ではないですから。 

○委員長（山本浩平君）  熊谷委員外議員、いかがでしょうか。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  今見させてもらって、なじみがない言い方だと思いますけれど

も。私は旧来どおり産業厚生、総務文教でいいと思いますけど。 
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○委員長（山本浩平君）  ただいま、前田委員外議員から意見が出ましたけれども。 

暫時休憩をさせていただきます。 

休憩 午後 ３時５９分 

                                         

再開 午後 ４時０３分 

○委員長（山本浩平君）  会議を再開いたします。 

総務文教ということで、皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

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

 それでは、(３)委員の数ということでございまして、前回のおさらいをさせていただきたい

のですけど、いろいろ意見がございました。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） うちの会派で議論をいたしました。私が言った手前もございまし

て。７対７が望ましいという意見を申しまして、うちの会派でかなりもみました。その結果、

土屋委員が今決まったばかりの総務文教に行けば、７対７になりますので、やはり私も同じほ

うがいいと思いますので、そういうことで、皆さんがオーケーであれば７対７でいきたいと、

こういうことであります。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。一応、皆さんのご意見を伺ってまいりたい

と思います。新政クラブさん、今の共産党さんのご意見を踏まえていかがですか。 

○委員（近藤 守君） 異議ありません。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ありがとうございます。異議ありません。 

○委員長（山本浩平君）  私ども、新風ですけども、多いチームから一人行かれるのが望まし

いのではないかと。それが難しければ６人、８人でもやむを得ないのではないかという意見で

ございましたので、大変ありがたいと思います。異議ございません。 

清風クラブ、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君）  ということで決定をさせていただきたいのですけれども、前田委員

外議員と熊谷委員外議員のご意見も伺ってみたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君）  よろしいです。 

○委員長（山本浩平君）  熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  結構です。 

○委員長（山本浩平君）  では、共産党さんの英断をいただきまして、土屋委員が総務文教常

任委員会に移動いたしまして、７対７になるということでございます。よろしくお願いをいた

したいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  グリーンのつづりを見ていただきたいと思いますが、委員会条

例の２ページ６条２項でございます。常任委員会の移動については、基本的には申し出がある
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ときは、会議に諮って決めるということになっていますので、申し出があったという部分で処

理をさせていただきたいと思います。それで、19 日の委員の移動ですので、冒頭で始まってす

ぐ移動すると。それでないと条例が可決したときに自動的になりませんので、一応諮って、19

日の冒頭に移動を議長が許可を諮って移動してもらって、委員会条例で総務に移るという流れ

になりますので、よろしくお願いいたします。今のは６条の２項です。 

○委員長（山本浩平君）  後で確認をしていただきたいと思います。 

 それでは、３番目、予算等審査特別委員会について。これにつきましては、質問の回数につ

きまして、清風クラブさんと前田委員外議員のほうから、自由に質問をしてはいかがかという

提案がございました。各会派のご意見を伺ったところ、新政さん、公明党さん、私どもは従来

どおりの３回でよろしいのではないだろうかと。共産党さんは、中間のご意見だったというこ

とでございますけれども、各会派で再度協議をしていただいたと思いますので、どちらの会派

からでも結構でございます。協議の結果について。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブ、近藤です。新政クラブは、従来どおり３回という案で決

まりました。何かあった場合は委員長裁定によって認めましょうということでございます。 

○委員長（山本浩平君）  ほか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。今の新政クラブさんと同じ意見であります。ただ、

前田委員外議員から、この自由な質疑についての意見があって、また局長からも全国的にはそ

ういった形の流れになっているという話もありましたけれども、我々議会としましては、議会

というか、今までのいろんな経緯を見ても、まだまだそこまでは至っていないだろうと。です

からやはり縛るわけではありませんけども、この従来どおりの３回、そしてあとは委員長のそ

ういった部分で決断をしてもらうという形の中でやっていただくことが一番よろしいのではな

いかと、結論が出ました。 

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけども、再度協議をいたしました。その結果やはり区

切りというのを設けているわけですから、その中でやはり３回なら３回という形の中でスムー

ズな会議の進行等も考慮するとやはり従来どおりの３回でよろしいのではないかと、先ほど新

政さんからも出ていたように委員長の判断によっては４回目もあり得るということでよろしい

のかというふうに思います。 

共産党さんいかがでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 原則論でいえば、私たちは自由討議というのが望ましいというふ

うに思っております。ただ、今までの歴史的な経過の中で３回で十分に間に合うし、今は歳入

が終わった段階と歳出が終わった段階でもやり、全体でもやるという一定の保障はしていると

いうふうには思っております。ただ、原則論でいけば、常識の範囲できちんと議論ができるの

であれば、私はなるべく自由に議員が、議会というところは発言の場ですから、議員が自由に

発言できるというのが私は望ましいというふうに思っております。ただ、だからといってどん

だりこんだりやらなくてはだめだとか、そのようなことを言っているわけではないですけども、

原則論はそうであろうと、こういうことであります。 
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○委員長（山本浩平君）  再度、清風さんや前田委員外議員にも伺ってみたいと思います。清

風クラブ、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も共産党さんと同じ考え方でございます。あくまでも議会というの

は、特に委員会というのは自由な議論をする場所ですし、私が議員になりましてからもずっと

見ておりまして、やはり３回だからというのを意識して質問をずっとしてきたわけではなくて、

やはり必要なものをきちんとまとめて質問をしていれば、ある程度２回とかで終わっていくわ

けですよね。ですから、あえて３回と、ここの議運で縛ること自体が、せっかく議会改革をや

ってきていながら、後ろ向きになってしまうのではないかと。むしろ３回というものをつけな

いほうが議員として節度をもって議論をしていくのだと、議会改革が進んでいるのだというふ

うな、私はそういうとらえ方だったものですから、自由な質疑にというふうな考え方だったの

ですけども。今回も一般質問とか代表質問をやりましたけれども、皆さんそれなりにきちんと

した節度の中で、ある程度やってきていますので、私は何回も何回も同じことを行ったり来た

り、何回もやることはないだろうと思っていますし、必要でないものは委員長裁量できちんと

とめればいいだけですから、むしろこの３回というものを付けることによって後退しているの

ではないかと見られるのではないかと、そちらのほうの懸念を感じていました。それで自由な

質疑をお願いしたいということです。 

○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）  前回、私は主旨を言っていますので、再度述べることはしませ

んけど、やはり私は議会の討議の場からいけば、自由が望ましいということで、今お話を聞い

たら、言い方おかしいかもしれませんが、議員が政策論議をどうするかと、そしてどういう形

で導くかという議論が優先であって、今聞くと会議の進行の整理とか議事の進行管理、整理、

そういうことにいっているみたいであって、私はそれは二の次だと思いまして、前回も言って

いますように、この数字どうなっていますかではなくて、特別委員会も政策議論されてくるは

ずなのです。そうすると、節度は持つべきだと思いますけども、それがなぜ委員長が３回と決

めたから、もう１回許すという話になるのかと。やはりそういうのは取って、節度に任せて、

ケース・バイ・ケースで委員長が議事整理すればいいと思います。これが議会改革だと思いま

す。なぜ旧態のものにこだわるのかと、やはり一歩でも前進すべきだと、私は思います。 

○委員長（山本浩平君）  前回、出席ではなかったのですけども、熊谷委員外議員、この点に

ついていかがですか。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  やはり最低の基準のルールというのが必要です。それから飛躍

して、いろいろ皆さんで知恵を出して進んでいくということが必要ですけども、やはり特別委

員会の余得に関しては３回というルールを、皆さん自覚されて議論していったほうが私はいい

と思います。内容は別です。内容は皆さんの精査ですから。ただ、回数については３回をめど

ということをきちんと念頭に置いて進められたほうが、私はいいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  各会派でいろいろと議論をしていただいた結果でございますので、

これを議論していっても、なかなか結論は出ないというふうに思います。ただ、今の議論を踏
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まえて、何か特段申し上げたいことがあればどうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） １点だけ。私は議会改革を前進させるためにも、ある一定のルールは

必要だと。これを、今白老町議会の中で、今までやってきた議会改革を後退させないためにも、

やはりある一定のルールは今の私自身も踏まえて、もっともっと成長しないと本会議の議場の

中で自由な討議を本当にきちんと考えながらできるかというと、私は自信がありません。です

から、そういった部分では、一定のルールの中で、今まで進めてきた議会改革を前進させるた

めにも、この一つのルールの中で個々の資質を高めていくということが、今私は必要な気がし

ます。それだけです。 

○委員長（山本浩平君）  どのように取り計らえばよろしいでしょうか。これはなかなか結論

が出ないと思いますので、今後の検討課題という形の中で、当面今のままを残して行うという

以外にないかというふうに思うのですが、議会改革の中で協議をしていくというような形で残

しておくということでいかがですか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 規定は、持ってきている人がいれば委員会規則の４ページ 23

条の規定なのです。これは新たにつくった規定ですが、大渕副委員長も西田委員も言われたと

おり、自由に質疑し意見を述べることができるのが基本なのです。ただ、過去の予算委員会、

決算委員会については議案が膨大に上ることから区切りページを打って、そこの中で３回とい

う運営をずっと続けてきているということなのです。それは、このただし書きの規定でそうし

ているということなのです。ですから、どちらも正解なのです。間違いではないのです。です

から、皆さんが一致して全部ただし書きの規定ではなくて自由に述べようとしたら、それも正

しいですし、ただし書きの規定で３回で今までどおりの運用を諮りましょうと、どちらも正し

いのです。ですから、そのルールに沿っているということなのです。それは何かというと、会

議規則の９ページの第 50 条を開いていただきたいのですが、これは質疑の回数というのは本会

議で今決められているのです。「３回まで越えることができない」と。これを適応させているわ

けです。というのは全員の特別委員会ですから、本会議で予算審査をやろうと思えば可能なの

です。それをあえて特別委員会に移して自由な意見を保障するから、特別委員会を設置するの

です。基本的には質疑というのは「自己の意見を述べることができない」となっているのです。

その前の条文を見てみたらわかるように。というのは、そのために討論を保障しているのです。

というのは、討論前に賛否を既に表明してしまうということになるからなのです。ですから、

質疑と質問と違うと。うちの議会はどちらかというと、質疑ではなくて質問に近いのです。そ

れは過去からそういう流れできていますから、今それを 180 度この規定に基づいてやってくだ

さいというのは多分難しいでしょうから。そういう意味で３回で運用が続いてきているという

部分です。特別委員会というのは本会議と違って自由な発言を認めているのです。ですからそ

こで政策的にただすことも可能ですよと、ただ本会議の質疑中は本来はだめなのです。だから

特別委員会をつくるということなのです。わかったでしょうか。この３回というのはそこから

きているのです。50 条を類推しているというか、そこを運用しているということです。ただし

書きです。ですからみんなで決めます。だからどちらも正解なのです。前回もお話したとおり、
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今３回の制限を取り払ってきている議会が非常にふえていまして、進んでいる議会という評価

はここも一つの視点になっているということも間違いないです。ただそれは今は拮抗していま

すので、委員長の裁定で、これから議論していくのも可能ではないかという気がします。 

○委員長（山本浩平君） この点について議長、副議長のご意見も伺いたいと思います。議長。 

○議長（堀部登志雄君） この件について、いろいろ皆さん建設的な意見を出していただいて、

議論していただいていますけども、これの回数を決めると。決めて今までやってきて、それな

りに皆さんそれでなじんでといいますか、それで審議が少なくてどうにもならなかったという

ような部分もあった人もいたかもしれませんけども、そういうところもなくて、ここまできて

いるということで、今後については、今出たような意見も皆さんでつきあって、よりよい方向

にいけばいいというぐあいに思うのですけども。当面もう今ここまできていて、その中では折

衷案的には、今回は今まで一つの流れできている中で、今までの形でやって、それでこれにつ

いては今後の議会改革の中で十分議論していってはいかがかというぐあいに、私としてはそう

思いますけども、意見はと言われると私としてはそういう形です。 

○委員長（山本浩平君）  いずれにしても来週、予算等審査特別委員会がございますので、今

拮抗はしておりますけれども、これをどちらかに軍配を挙げるというのは難しいと思うのです。

そうなった場合、現行どおりに当面行うということで、今後の議会改革の中で検討していくと

いう以外にないのかと思います。こういったことでいかがですか。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君）  私は、やはりこれは全体にかかわることであって、議会改革と

いうことが絡んでいますので、合議的なみんながある程度もっと意見を出し合って、納得した

形ででき上がっていかないと、いや私は違ったということにならないように、きちんとそのこ

とにまたみんなで一緒に足並みそろえるような形にしたほうがいいと思いますので、もう少し

議論を重ねるといいますか、それをやって今回また間に合わなければ、今回やってみて状況を

見てどうなのかということをしっかり個々が判断をして、その上でまた議論をしていったらい

いのではないかというふうに思います。 

○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。この議論をいくらやってどちらかにやるというわけに

はいかないですから、今の状況で。多数決で決めるというのは、ちょっと私はまずいと思いま

す。今回、及川委員なり近藤委員が委員長やられるわけですけれども、今言われたように、そ

れを許すとかではなくて、質問はきちんとしているのに答弁がきちんとしていないという場合

は、許すとか許さないのではなくて、再度委員長にきちんと聞くということをやったらどうで

すか。それは何でもかんでも許すという意味ではなくて、そういうことをやると。そうしたら、

なるほどという一定限度の理解ができて、それがそういう状況であれば、この次改善しなくて

はだめだということになるわけだから、ここで３回にするか、それを取るかというのは、ここ

で多数決で決めるというのは、そういう性格なものではない気がするのです。だからそこはき

ちんと保障しながら今後の課題にするということでやるしかないのではないですか。 

○委員長（山本浩平君）  今、大渕副委員長のほうから、当面このような形の中でやるしかな



 16 

いのではないですかというご意見ですけども、西田委員いかがですか。 

○委員（西田祐子君） 清風といたしましては、やはり基本的には撤廃してほしいという思い

はございます。ただ、今大渕副委員長がおっしゃいましたように、こちらのほうが３回しか質

問ができないという制限を設けた場合、どうしても答弁されたときに、いや自分の聞いたのは

そういうことではないという部分がありますので、その辺がきちんと聞かれないという部分で、

聞きたかったという思いで撤廃してほしいという思いが強かったので、今回特別委員会のほう

で、そういう部分をきちんともしできるのであれば、今後の課題として、この特別委員会３回

でいいのか、今後どうするのかという議論をまた深めさせていただければありがたいと、そう

いうふうに思っております。 

○委員長（山本浩平君）  質問の主旨と全然違った回答の場合は、私もカウントには入らない

というふうに思うのです。そういう認識ですよね、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。ですから先ほど大渕副委員長が言ったように４回目は許し

ますではなくて、むしろそうではなくて４回目であろうと５回目であろうと答弁がきちんとで

きるまで、特別に許すという形ではなくてやっていただければありがたいと思います。 

○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）  こちらの言い分だけ今言っているのですが、私もそれはすごく

大事だと思います。ただ、質問する側も、わかるようにきちんと質問をすると。何を聞かれた

か向こうがわからないようにならないで、そのような形でしっかりこちら側も勉強して臨むと

いうような形でやっていく。そして、今回様子を見るべきだというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  今回そういう形で様子を見て、遠い議運ではなくて、また皆さんで

議論していきたいと、このように考えますけど。決算委員会も同様と。予算委員会と決算委員

会をやってみて、その後また皆さんでどうだったかということを検証したいと、このように思

いますけどいかがですか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、そのようにさせていただきたいと思います。 

 ４番目、その他について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  特に私のほうは持っておりません。 

○委員長（山本浩平君）  皆さんのほうから、何かございますか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 休憩中のほうが、本当はありがたいのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  皆さん、何かございますか。その他についてございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  それでは、本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後 ４時２８分）  


