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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 ５月２１日（木曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午前１１時５８分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．人事院勧告に基づく議員報酬の取り扱いについて 

２．本会議における委員会報告のあり方について 

３．一般質問における答弁書の配布について 

４．第３次議会改革について 

５．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．人事院勧告に基づく議員報酬の取り扱いについて 

２．本会議における委員会報告のあり方について 

３．一般質問における答弁書の配布について 

４．第３次議会改革について 

５．その他について 

                                         

○出席委員（１０名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

 委  員 西 田 祐 子 君      委  員 及 川   保 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

 委  員 氏 家 裕 治 君      委 員 外 議 員 前 田 博 之 君 

 委 員 外 議 員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

（午前１０時００分）  

                                         

○委員長（山本浩平君）  本日の調査事項、その他を含めて５つほどございますけれども、午

後から政策研究会の研究チームの会議がございますので、きょうは午前中にこの会議を終わら

せたいというふうに考えております。そこで４番目の第３次議会改革につきましては一番最後

に回しまして、時間がとれれば順次進めてまいりたいと思います。１、２，３、５というふう

に進めてまいりたいと思います。  

まず１番目の人事院勧告に基づく議員報酬の取り扱いについてでございます。局長、説明を

お願します。  

○事務局長（上坊寺博之君）  前回の繰り返しになりますが、今回人事院勧告が成されたと。

前回、勧告と申し上げましたけど、特例措置だそうです。というのは、人事院勧告は１年間分

の官民格差を是正するために勧告されるのですが、今回４月春闘、ボーナスを決める部分が軒

並み減額しまして、これを放置して従来どおり 12 月で是正すると、格差がかなり金額が大きく

なると、影響が出てくるということから暫定措置として勧告すると。６月分の期末手当を 0.2

カ月分凍結すると。８月に再度勧告される１年分の精査で本給に手をつけるか、12 月分の手当

てがなおかつ下がるかと、そういう精算がされるということだそうです。 

ですから、今回町側のほうも完全実施するという前提の中で今動いています。それで補足処

理をすると。本則はいじらないで、補足処理をするということでございます。今町側がやろう

としているのは、職員分にあっては６月の手当を附則で人勧どおり実施すると。今自主削減を

しておりますので、これより負担をかけられないので、自主削減は下がった分を戻すという考

え方です。ただし、手当では戻しきれないので、８月の再勧告が出たときに、総体的に本給で

戻すような形になるだろうと。職員については平均３万円か４万円です。ボーナスを戻しても

足りないそうです。それは８月の再算定ですると。特別職につきましては、人事院勧告どおり

にやりますが、35％町長、ほか 30％やってございますけど、これについてはそれに相応する部

分を、率を下げると。ですから、町長は 32、33 になるのか。副町長、教育長は 28 とか 27 にな

るのかという、そういう処置をとるという考え方で今動いていると。条例提案は 28 日に出した

いということでございます。私からの説明は以上でございます。 

○委員長（山本浩平君）  ただいまの局長の説明につきまして、何かお尋ねしたいことがあれ

ば、まずどうぞ。前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君） 私たちのほうにも関係ありますから、特別職の 35％を下げると

言っていましたけれども、今回のも下げるとトータルに 35 をなくすという意味ですか。そうで

はないですよね。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  
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○事務局長（上坊寺博之君） 町長は本給も手当も 35％していますから、手当の率を 35％から

20％相当戻しても、十分そこで対応できるのです。職員は今手当 95％ですから５％削減。本給

はもっと大きいですけど、手当は５％削減。職員は本給を戻さざるを得ないと、そういうこと

です。ですから町長のほうは本給はそのままだと 35％削減です。ただ、手当について率が若干

緩くなると。町長は月額給も期末手当も一律 35％やっていますから、期末手当の 35％を戻して

もそこで十分額が足りるということ。ですから、本俸も 35％マイナス。手当については率計算

してみなければわかりませんけど、35％ではなくなるということです。現給保障すると。現在

支給している額は保証するということでございます。私からは以上でございます。  

○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） 技術的なことは別として、原則的には 35％は堅持するという解

釈でいいということ。そうではなくて減らすことによって、公約で 35％を実質的に 32％とか

33％になってしまうということですか。給与全体がトータルで。技術的にこっちが減るからふ

やすことではなくて、町長が公約している 35％は、今回の措置によって今後調整することによ

って 32％とか 33％になるという解釈ですか、基本的に。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  トータルではそういうことになります。ただ、町長が言ってい

るのは、本給も 35％、手当も 35％と言っている。本給は 35％そのまま、手当の 35％をコンマ

２下がった分を是正するということです。 

○委員長（山本浩平君）  是正の方法というのは。それを聞けば多分わかるということです。  

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、本給はいじらないけど、期末手当は 35％より減額率

は戻るということです。単純です。本給は 35％削減しますけど、手当も 35％引いているのを

32％になるのか 31％になるのか、額は試算しなければわかりませんけど、削減は戻すというこ

とですから。今は支給している 35％の現給で保証しているものが、要するに総支給が下がりま

すから、自己削減していますから、その下がった分までは負荷をかけないということです。 

○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） 僕は減らせとかそういう前提ではないですから、35％は 35％で

いいですよ、これ前提にしているから。僕が言っているのは技術的に夏の手当を落としたから

トータルで給与と言っているわけでしょう。ボーナス、給与も入れて 35％なのですよ、カット

しているのは。今、局長言った話になると、基本的に 35％で言っているのを、本給だと手当で

調整してもいいのだけど、35％が下回るのなら困るのだけど、35％を逆に上に行ってしまうの

かということです。35％行っているのが、32％とか 33％トータル的にいったら。 

○事務局長（上坊寺博之君）  そうですと、総額的には下がりますよと言っているのです。何

回もお話ししているように。ただ、町長が言っているのは、当初は本給の 35％と言っていまし

たから、それでは議員からの質問で、ではわかりました 35％にすると言ったから、どっちも 35％

なのです。手当だけが戻すということです。町長は意見の相違で、トータルで 35％とは言って

いないと。本給の 35％だと言って示したわけです、町民に。それで質問の中でそれはわかりま
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した、そこまでやりましょうということで、後で下げたわけですから。ですから、本給はその

ままです。手当は今下がるより下げていますから、戻しますよということです。難しく取らな

いでいただきたい。総額では下がることは間違いないでしょう。先ほどから何回も言っている

ように、トータル、総支給でこれだけ下げるというものは上がるのです。35％は 34％になるの

か 33％になるのかわかりませんけど。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、皆さんでお尋ねしたいことあれば。 

ちょっとわからないで単純に聞きます。例えば、いわゆるボーナス。これが仮に 100 万円だ

としますよね。35％カットだったら 65 万円ですよね。その 65 万円を維持するためには、今ま

で 100 万円と決めていたやつを 105 万円とか 107 万円とか、そういうふうな形にしないと 32％

か 33％にならないですけども、どういうふうな方法でキープするのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今で言うと、100 万円もらえるとします。100 万円もらえるとし

たら 65 万円現在もらっているのです。これは自主削減として下げていますから 65 万円もらっ

ているのです。ここのやつは自己努力ですよね、35 万円というのは。ただ、今回、手当は人事

院勧告で下げろという勧告なのです。総額が 90 万円になるのです。90 万円の 35％掛けたら 65

万円にならないのです。もっと下がるのです。だから今のままでやると、自主削減で 65 万円保

障されている。町長も職員も同じですけど。65 万円まで俗にいう 20％やるという形の中でやっ

ていたら、なおかつ下がるのです。62 万円とか、計算してみないとわからないですけど、掛け

たら 60 万円になるとしたら、５万円の差が出てくるのです。今、財政の形で自主削減していて、

なおかつ負担はかけられないという。65 万円自主削減しているものを保証しましょうというこ

とです。それは現給までは保証しますと。では、総トータルで 90 万円なるのですから、65 万

円保障したら当然 35％下げた率は緩和されるということは当然です。65 割る 90 ですから、35％

にはならないです。33％、それぐらいになるのか。だから 25 万円しか引かないということです

から、35 万円引いて 35％ですから、25 万円引いたら 25％になると思います。ただ、給料の本

俸も合わせたらそうはならないかもしれない。そこまで計算する必要はないのかなと。 

○委員長（山本浩平君）  大体、皆さんよろしいですか。何かこの際、わからないところがあ

れば。尋ねていただいた上で、それぞれの会派の考え方をお尋ねしようかと思っていますが。

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、持ち帰りの件でございましたので、それぞれの会派の結

論を述べていただければと思います。 

新政クラブさん、いかがですか。  

○委員（近藤 守君） これは前回もお話ししたように、自主削減の枠の中でそのパセンテー

ジを考えてもらうと。もしそれが不足であればもっと下げるかもわかりませんけれども、あく

までも自主削減の枠の中で操作してもらいたいということです。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） やはり、各自治体のいろいろな財政事情がそれぞれあると思うのです。
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ですから白老町は白老町の財政事情の中で、各議員報酬等々の自主削減をしてきたわけですか

ら、その中で今回の人事院勧告に基づく決まりごとというのは、この自主削減の枠の中で考え

るべきだろうなというふうに思います。  

○委員長（山本浩平君）  それでは、日本共産党さん、大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） まず一つは、これは国の決定で、こういう状況だということ。こ

れは前回議論しておりますので、くどくは言いませんけれども、国の状況でこうなったと。こ

のことによって、自主削減分を現給保証した場合でも、町に入る収入についてはかわらないと

いうことですから、人事院勧告を守りながら、自主削減分の中で現給保障するということは、

町の収入にとってはかわらないという状況です。今の白老町の財政状況からいくと、その分だ

けをきちんと確保されれば問題はないのかなというふうに思っております。いろいろなことが

ありますけれども、少なくとも我々白老町の職員の皆さん方はかなり他の市町村に比べて早く

自主削減をしたと。今は率高いところはもっと高いところ 30％やっているところはありますけ

ど、そういう中では、これは職員、三役は当然その中でやるべきものだろうというふうに思い

ます。そこの部分は議会の部分はまた別だと僕は思っているのです。職員の皆さんや今の 30％

や 35％やっているところこれ以上 0.2 減らせなんてことにはならないです、理論的にも。それ

で白老町の収入が減るというのなら別だけど、減らないわけだから。だからそこのところはき

ちんとして、それは町民にも理論的に説明できるだろうと、こういうふうに思っています。 

問題は、議員のほうは 10％しかやっていないのです。町三役は 35％の 30％やっていて、職

員 20％やっていて、議員は 10％なのです、我々議員、正副は違うけれども。ここのところをど

う考えるかというと、なかなか難しいところだなと思っています。ただ、理事者も町の職員も

そうであれば、そういう中でのことであれば、これでまた我々だけが 0.2 減らすとなると、ま

たこれはおかしなことになるのかなというふうに思っていて、今の場合は現給保障で、町が被

害こうむらないならしようがないのかなと。本当にしようがないのかなという範囲です。その

程度の話です。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですけれども、話し合いをしまして、先ほどから議論出ていま

したけれども、町の職員が 20％やっているから、では議員も同じかというと、まったく議員と

職員との度合いというか、務めとは全然違っていますので、それは一律同じに考える必要はな

いかなという考え方を私どもは持っています。 

それと、議会改革を進めて、いろいろなところが研修に来られますけれども、非常に白老、

議会改革を進めるにつれて、なかなかハードな内容になっていると思うのです、ほかの地方の

議会と比べると。にもかかわらず報酬はどうかというと、これは北海道と本州との差ももちろ

んありますけれども、全然差がありまして、そんな中で我々は我々なりに頑張っているのでは

ないかなという評価をしても構わないのかなということもかんがみております。その上で、先

ほど新政クラブさんですとか公明党さんがおっしゃった考え方に私どももまったく同じ考えで

ございます。以上です。  

暫時休憩をいたします。  
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休憩 午前１０時１７分  

                                         

再開 午前１０時１８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、清風クラブさん、西田委員。  

○委員（西田祐子君） 清風クラブ、西田でございます。うちの会派は前回議論ありました人

事院勧告に基づいての考え方が、自主削減をしている中で、議会も職員も人事院勧告前回のと

きは上げるということに対して自主削減するという形で上げませんでしたし、今回は下げなさ

いということなので、白老町は白老町として独自の考え方でやってもいいのではないかという

ことで、これについてはそのような形でやっていきたいというふうな結論になりました。  

○委員長（山本浩平君） それでは、前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  私については自主削減やっているということは理解しておりま

す。それで職員については、これはやむを得ないと思っています。理事者の場合は政治家です

から、局長に聞いた 35％を上回るのかどうかということを、これはまた本会議の中で勉強して

整理していきますけども、議会の部分については、私は従来から 35％と言っていますので、そ

れに近づくような形にすべきだと思っていますので、申しわけありませんけど私は、今回は 0.2

カ月分削減してもいいと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  おおむね、各会派の皆さん方の意見は一致していると思います。前

田委員外議員はご自身の従来からの考え方というのを尊重していきたいと、こういう意思でご

ざいますので、全会一致というような形を取らせていただきたいと思います。自主削減分につ

いては戻すというようなことですよね。人事院勧告どおりではなくて、白老町独自の、議会独

自の形でやるということでよろしいですか。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  今お聞きすると、会派はほぼ人事院勧告どおり受け入れて現給

保障して削減率を若干戻すという考え方ですよね。前回もそういうようなお話されていました

ので、私のほうである程度積算資料というのをつくらせてもらっているのです。それを１回配

布させてもらって、説明したいと思いますがよろしいでしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  それでは局長、説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは、ご説明申し上げたいと思います。まず、上の段に書

いているのが、今ほぼ皆さんの出されたことであって、これは町側の考え方も今こういう形で

進んでいるということです。 

一つは人事院勧告の内容ですけど、６月期末手当 0.2 カ月を凍結。これは先ほども言いまし

たけど、特例処置であると。12 カ月期で１年分を調整しようとすると大きな減額になる可能性

があるので、６月に特例として勧告するということなのです。 

もう一つは、20 年度勧告していないのです、実は。0.2 カ月分勧告出たのですけど。という

のは、昨年は自主削減分を進めると、１月からやる中で期末手当だけ戻せないという考え方か

らしなかったのです。それは議会もそれに合わせてしないということになったのですが、これ
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も戻さなければ理論としてはおかしいだろうと。上げるときは上げないで、下げるときは下げ

なければならないということで、正規な率で直したいということで、これは 0.05 月分は６月と

12 月に半分半分なのです。ですから、先ほども申しましたように、12 カ月期分は勧告の分で再

精算するということなので、今６月の部分だけ１回戻すということです。 

それと再算定の結果、独自削減前の支給総額を確保した上で再算定するということです。下

の表に入りましたけど、まず基本給と議員報酬の独自削減。これは今勧告が出る前がこのよう

になっています。議長の欄でご説明しますけど、年間総額が 527 万 2,190 円です。そのうち 157

万 6,190 円が期末手当としてございます。議長については、15％削減相当分を期末手当から削

減するということにしています。これは、実は基本報酬で削減にしますと、年金に影響が生じ

てくると。手当は年金の事務費として納めるものですから、期末手当で調整するということに

しています。議長の 15％削減が相当するのは 50 なのです。それで、６月、12 月で合わせて 78

万 8,000 円自主削減をしていました。それで６月のＡの欄です。６月の期末手当の支給額が 75

万 2,675 円ということで、一番下の欄見ていただきたいと思いますが、2.125 月分で６月は支

給することになってございます。これが 2.125 月分から 0.2 月分下がって、なおかつ積み残し

分の 0.02 プラスしますので、６月今回の支給額は 1.95 になるのです。右側の囲みの欄を見て

いただきたいのですが、６月期末手当の凍結後の再算定ということで、凍結後の期末手当の支

給額は 69 万 690 円になるのです。議長でいうと６万円ちょっと下がるということです。それで

現給保障しますので、Ａの欄削減される前の総支給額から自主削減されると言っていたＢの欄

です。ＡマイナスＢ、これを差し引いた部分が現給保障なのです。議長が本来、人事院勧告が

出なかったらもらえる相当額と。ですから、今回 1.95 で支給されますので、37 万 6,337 円を

保障するとしたら、31 万 4,353 円が凍結後の削減額になるのです。ですから、これから 69 万

690 円Ｃの欄に対しての率を求めないと削減率が出てこない。これで求めますと端数はつくの

ですけど、正数であらわしていますから、議長については現給保障しますから削減率が 45％で

いいということです。69 万円から 45％の削減率で計算しますと、37 万 9, 879 円議長が今回支

給になる額ということです。これ若干端数の関係でＤの欄とＦの欄多少違いますけど、これは

仕方ないのです。どこまで求めるかというのがありますけど、これも皆さんで議論していただ

きたい。そうしますと、自主削減が 31 万 811 円、６月分です。まだ見込みでわかりませんが、

６月の削減分と合わせると、議長は 72 万 2,569 円になって、本来 15％と言っていた削減率が

13％になるという、こういう表です。副議長にあっては 13％が 10％になると。委員長、議員に

ついては、10％の部分が８％になるという部分で、本来皆さんが当初決めたパーセントよりは

現給保障ですので、当然戻ってくると、こういうことが多分理事者にも当てはまるということ

は言えると思います。ですから、本給 35％、手当で 35％といって、トータルで 35％ですけど、

トータルで計算してみないとわかりませんけど、当然 35％にはならないということです。 

それで、28 日に議案を出すとすれば、２の３を見ていただきたいのですが、一つは今回の人

事院勧告の改正の部分とチェック・オフの改正の部分もありますので、チェック・オフについ

ては承認いただいたと思っておりますので、それは第２条の７項と第５条の支給方法、この部
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分の訂正でございます。今回の人事院勧告の改正につきましては、１つは６月分の率。0.025

積み残しありますので、212.5 が 100 分の 215 に１回戻すと、これが今の正規の率と。12 月に

ついては、今の時点では直せませんと。８月の勧告が出た時点で精査しますということです。

これは町も同じ考え方です。 

それと、附則処理をするということでお話ししておきましたけど、今附則の 10 でそれぞれ削

減してございます。今回６月と 12 月の削減の方法が変わってくるということで、附則の 10 を

11 に繰り下げまして、新たに 10 の部分に６月の規定をもっていくということです。本則では

先ほど 100 分の 215 にしましたので、これにかかわらず 100 分の 195、1.95 カ月分と呼び変え

まして、議長にあっては先ほど 45％と言いましたので、支給率は１から引きますので 55％。副

議長は 34％といいましたので 66％。委員長並びに議員の皆さんについては 26％と言っていま

すので 74％の乗率を得た額を支給しますという表現でございます。11 は 12 月についてはまだ

８月以降の勧告でもう１回見直すと。この議案を提出していただきたいと思ってございます。

疑問があればお答したいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  ただいま具体的な方法及び議案についての説明がございましたけれ

ども、何かわからないことがあれば、どうぞお尋ねいただきたいと思います。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 清風、西田です。まるっきりこの表の見方が、先ほど説明受けたので

すけれども、余りよくわからなかったものですから、ちょっと休憩をいただいてわかりやすく

具体的に教えていただければ。会派に帰って説明できない感じなのですけれども。お願いした

いと思います。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午前１０時３２分  

                                         

再開 午前１０時５２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。 

おおむね皆さんいい議論なかなかできたと思います。先ほど各会派の意見を伺いましたとこ

ろ、自主削減率を戻すというか変更することによって、総枠をそのままキープするというよう

な形で、町側の今回議案で提案されるものと同調するような形で、先ほど説明をいただいた形

の中で議案の提出がされるということで、皆さんよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 異議ありませんね。では、全会一致ということでそのような形でさ

せていただきます。前田委員外議員におかれましては、ご自身の考え方があるからということ

でございますので、ご理解をいただければと思います。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 28 日に議案正式に出しますが、提案者の関係なのですが、議員

報酬の場合は委員会提案ではなくて、議員提案でさせてもらっていまして、できれば会派代表

の提案という形でよろしいでしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  皆さん、よろしいですか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは、そのような提案ということにさせていただきます。  

 続きまして、先ほど冒頭にお話ししましたけれど、政策研究会の検討チームの会議が午後か

らございますので、まず決まりやすいところからやっていきたいと思います。  

その他、(１)議会運営基準の改正について。新たな法律の制定に伴い、議会に対して報告す

る議案。資料４がございます。局長、説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  議会運基準でございますが、道の議長会のほうから通知があり

まして、議会運営基準を直したほうがいいということでございます。議会運営基準の５ページ

をお開き願いたいと、同じ内容です、資料４につきましては。この中で地方公共団体の財政の

健全化委員会に関する法律が制定されたということで、判断比率それと資金不足比率。これは

議会に報告するようになっておりますので、ここの７番目の報告議案として載せておきなさい

という、道議長会のほうのご指示で、もう既に出てきておりますので、問題はないと思います。 

それと、新たに出てくるのですが、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

の報告。これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律が、第 27 条が変更になったという規

定の中から、この条文をちょっと読んでみます。27 条に、「教育委員会は毎年その権限に属す

る事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

これを議会に提出するとともに公表しなければならない。」という法律ができたのだそうです。

昨年度から適用になっているのですけど、前々年度の評価につては間に合わなくて、６月頃に

上がってくると。今手元に届いていますけど、議案として提出ですけど、５月間に合わないも

のですから、６月に上がると。去年のやつがその以降ということですから、９月か 12 月くらい。

というのは、外部評価をかけなければならないというのがありまして、というような法律がで

きたということで、ここに載せなさいということが議長会のほうから通知がありましたので、

当然ここの中の継続繰越計算書のＤの下にこの３点をつけ加えるという作業をしたいと思って

おります。それをよろしいかどうかということの確認でございます。 

○委員長（山本浩平君）  ただいま局長から説明がございました。議会運営基準５ページの２

のほうの丸のＡ，Ｂ，Ｃ、Ｄというところでございます。この下に新たにＥ，Ｆ、Ｇというも

のをつけ加えたいということでございます。これはあくまでも新しい法律の改正によってとい

うことで説明がございました。この辺については会派持ち帰りということよりも、この場で議

論をして決められることかなというふうに思います。何か質問があればどうぞ。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） Ｅタイプは当然わかります。Ｇなのだけど、これは突然出たもの

なのですか。今までこういうものが報告義務とか何とか、議会に報告はしていないけど、つく

っているとか、そういうものなのでしょうか。目的も言ったような気がするのだけど、今まで

なかったものがなぜ唐突にこういうものができて、議会に報告をしなければだめだというのは、

何かがあって、そういうふうに国のほうでしたもの、そこら辺わかりますか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  そこら辺まで確認はしておりませんが、推測でしか言えません
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けど、やはり見える形にするということですか。余りにも見えないことがありますので、住民

に見える形にするということ。その代表である議会に提出しなさいということだろうと思いま

す。法の趣旨はちょっと私のほうでは理解しておりません。去年からやらなければならなかっ

たのです。ただ、去年は暫定的に評価かけなくてもいいよという形の中で出てくるということ

だと思います。20 年度の部分はちょっと評価かけなければならないので提出が遅れると。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは法律的なものだから、ごちゃごちゃ言うというのではなく

て、これで言えば教育に関する事務管理及び執行の経緯を評価ということになると、教育行政

全般ということですよね。どのくらいのボリュームになっているのかわからないけれども、報

告書自体が。そういうものが今頃唐突に出てくるというのは、今まで何だったのだという、そ

んなような気もちょっとしたものだから、それは報告書を見てわかると。このこと自体はすご

くいいことだと思うし、職員の皆様方がどれだけのボリュームになるのかわからないけれども、

そういう総括をし、評価をするということは必要なことだと私も思いますから、それはそれで

いいことだと思いますけど、急にこんなのが何もなくて出てくるというのは何なのかなという

気がちょっとしたものだから。わかればと。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  去年の分はちょっと見ているのですけど、多分報告議案として

議会でもむような部分ではないと思う。こんなに分厚いですから、多分その後の担当委員会で

調査をするか、一般質問するかというような部分に使われるものであろうなという気はします。

というのは、出資法人の経営状況出ていますよね。土地開発公社、ああいうような資料で厚い

ものと思っていただければいいのかと。  

○委員長（山本浩平君）  ほか、質問等はございませんか。何かご意見があればどうぞ。  

では、お諮りしたいと思います。この３つの項目Ｅ、Ｆ、Ｇをつけ加えたいということでご

ざいます。特に異論ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、全会一致ということにさせていただきたいと思います。 

その他だけやってしまいますから、休憩前に。(２)の平成 21 年度クールビズ実施期間変更。

これは前から各議員さんのほうから、会派のほうから実際にも６月から暑いのだからやったほ

うがいいのではないかと。今までは７月からでしたよね。そういったお話が出ていたと思うの

です。こういうことだと思うのですけども、局長何か説明があれば。 

○事務局長（上坊寺博之君）  そのとおりです。いつもは７月から９月と、逆に９月の後段の

ほうが涼しいのです。逆に６月会議あたりだと相当エアコン入れるのです。それで、これだと

９月会議しか今のでは該当しないのです。では６月もという議員さんから出ていましたし、当

然委員会室もここも相当。ですから、私のほうから部長会議に提案させてもらって６月からと

いう部分で。６月から８月といったのですけど、こだわる必要ないのではないかと。６月から

９月でもいいのではという結論になりました。絶対ネクタイ外せとか脱げということではあり
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ませんので、個々の判断ですので、期間は期間としていいのではないかということ、６月から

多分やると思います。  

○委員長（山本浩平君）  何かございましたらどうぞ。全会一致でよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  ではそのように決定させていただきます。 

その他のその他ありますか。  

それでは、暫時休憩をします。 

休憩 午前１１時０２分  

                                         

再開 午前１１時１１分  

○委員長（山本浩平君）  会議を再開いたします。  

それでは、協議事項の２番目でございます。前回も皆さんと議論いたしました。氏家委員の

ほうから提案があったものでございますけれども、本会議における委員会報告のあり方につい

て再度会派のほうで十分協議をしていただきたいと、きょうの日程に組ませていただいており

ます。それでは、各会派の議論した内容について伺っていきたいと思います。どちらからでも

結構です。どうぞ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。清風クラブとして、この出された課題について議論をいた

しました。従来どおり、関連事項で運営していきていると思うのですけれども、所管事務調査

報告のあった本会議における調査事項にかかわる一般質問というのは、やはりなじまないなと。

これは前回松田議員と名前が出されておりますけれども、会派の中で調査をした結果、従来ど

おりの形で進めるべきだという結論に至っております。ただ、それ以降の質問については、こ

れは議員に制約をかけるべきではないと。やはり一議員としての活動をきちんとさせるべきだ

という結論に至っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  委員会報告についても、これも従来どおりのやり方でいいというこ

とでよろしいですか。  

○委員（及川 保君） これも昨日、議論したのですけれども、こういう問題等々が出てくる

ということであれば、議会運営委員会の報告は間違いなく冒頭に、これは運営上やっているわ

けですけれども、その調査結果というのは、なぜ一番後ろで最終日にやるのかなという議論は

いろいろ出されました。冒頭にやってもいいのではないのかなという話も出ていたのですけれ

ども。ですから、先ほど申し上げたように従来どおりにすべきだろうという結論でした。これ

は新たな提起になってしまうのですけれども、冒頭に委員会報告すべきだとなれば。ただ、そ

こまですべきだという結論までは行っておりません。そういう話が出たというだけで。 

○委員長（山本浩平君）  伺っていきたいと思います。会派会議をしていただいたと思います

ので。 

○委員（及川 保君） これは各会派でしたか。うちの会派に投げかけられたことではなかっ

たのですか。  
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○委員長（山本浩平君） そうなのですけれども、ただ全体で議論すると思ったものですから。

特に変更ないですか、皆さん、ほかの会派は。前回と同じ考え方で。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  確認なのですけど、従前どおりというのは、委員会報告そのものに

関しては、冒頭ではなくてもいいということで受けとめていいですか。一般質問に絡んだ内容

のお話しされましたけれども。その中でいろいろ意見はあったという話はあったのですけれど

も、どのようにとらえたらいいですか。委員会報告そのものについては。及川委員。  

○委員（及川 保君） いろんな課題事項出されまして、通常は町長の委員会出席求めてお聞

きすることはできるのだけれども、ほとんど今までそういうことはない状況ではあるのです。

例えば町長の本当の考え方をお聞きしたいということが出されたときに、本当にこれができる

のかなと。もしそういうことがきちんとここで話し合うのであれば、やはりそういうときには

きちんと呼んで聞くというような形を取るべきだというような意見が出されました。  

○委員長（山本浩平君）  これについては議会運営基準等にも載っていると思うのですけれど

も、可能だということですよね。問題はないという認識でいいと思うのですけど。及川委員。  

○委員（及川 保君） ただ、そうは言いながらも、例えば特別委員会の前回の財政に関する

調査特別委員会何か等々でも、やはり見解の食い違いが出まして、何で特別委員会に町長が出

なくてはいけないのだというような話も出されているのです。そのあたりのことがいろいろと

影響出てきているのかなと、私はそういうふうに問題としてとらえているのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは会議規則で決まっていることですから、正式にきちんと委

員長がその委員会の意思を掌握して、議長を通じて町長を要請すれば、これは出ます。私何度

もやっています、今まで。例えばゴルフ場の特別委員会では何度も町長は出てきていますから、

事実として。もう大分前の話ですけど。これはそういうふうに。ただ、これは委員会としてき

ちんと意見をまとめて、議長を通じて要請しないといけない、だめだと思います。声が出たか

ら出てくるとか出てこないとかではなくて、こういう理由で町長の出席を求めると。誰々委員

の意見のもとに出席を求めるということが、多分ないとだめかと思います。中身がちゃんとし

ていないと。だけどそれは、どこかにも書いていますけれども、事実それは何度も出たという

事実ありますから、だからそれはこれの規定どおりに基づいてやれば問題ないのかなというふ

うに思います。もしそれで向こうが何か用事があって出られないという、そういうのはあると

は思います。そういうことではなくて、理由何も言わないで、出たくないから出ないなんて、

そんなことは公式の場合はあり得ないと思います。それはそういうことは問題ないのではない

のかなというふうに思っていますけど。  

○委員長（山本浩平君）  委員会条例の３ページの第 15 条です。ここに出ていると思います。

「説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。」局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 法的に言えば、町長の出席義務があるのは本会議のみなのです。

出席しなければならないと規定があるのは。委員会条例とか会議規則で、特に委員会の規定は
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手続き規定なのです。それにお互い議会と町側の信義則というのですか、そういう部分で出ら

れるべきであって、要請するべきであってということになるのだと思います。ただ、法的にい

うと本会議しか出席義務はないのです。ですから議会側としてもお願いするところはお願いし

て、町側も応じるところは応じるという、こういう姿勢がやはり重要なのではないかなと。同

じ政治家ですから、そういう形になろうかと思います。会議規則の部分については手続きを定

めていると。出席義務ということではないということだけは押さえていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 理論的にはそういうことだと思うのです。ただ、それを例えば守

らなかったら、町長がどうなるかというだけの話です。だから、手続き義務と法律的に出なく

てもいい。それは法律的に出なくてもいい場合もあるでしょう。例えば町長の弾劾だとかそう

いうことについては出席する必要はないと。町長を弾劾するために委員会をつくった場合は、

それはそういうことは起こるかもしれません、私はそれに出席しませんと。ただ、政策議論を

するのにもしそうやってやったら、町長自体がそれで窮地に陥るということははっきりしてい

るわけですから、これは私は手続き義務だとはいえ、反面結構強制力はある。やらないという

ことは議会を無視するということだから。そんなことはあり得ないことですから。だからそれ

はきちんと手続き義務をとって、委員会の意見をまとめて、委員長が議長に要請して、議長が

ちゃんと要請すると。それで都合が悪くて出られないということになったら、それは議会だと

か町民に公表されるわけですから、やはりそういうことを我々はやっていけばいいだけのこと

だというふうに思いますけれども。 

○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）  ここの問題、非常に単純に片づけられないと思うのです。とい

うことは、委員会の権限というのは、調査権と審査権持っているのです。調査件については多

分最終的に、皆さんもご存じだと思うのですけど、実情を確認するだけではなくて、問題点に

対する改善策と対応策を結論づけるということになってくるのです。そうすると、今言ったよ

うに、その問題があれば当然委員会条例で言っている町長に出席を求めなければいけないし、

そういう部分ちゃんと整理をして、今回常任委員会に議案を提出することができるということ

になったのです。そこまでの権限が委員会にあるとすれば、委員長報告した頃、質問がどうか

という議論に入って来るのですけど、その辺おのずと常任委員会の権限をちゃんと整理すれば、

当然委員長報告に対して一般質問できるのかどうかということが出てくると思うのです。ただ、

難しく言うと、質問というのは議員固有の権能というのが与えられているものですから、ここ

で委員長報告しているときに、その定例会のときは質問できないよということが申し合わせで

決めてしまうことがいいのかどうかということがあるのです。だから、紳士協定になるのか申

し合わせで道義的になるのかと、その辺もっと大事な問題なのです。議論していかないとだめ

なのではないかと思うのです。非常に議員の発言権というか、拘束するような事態になってく

るのです。だから、否定はしません。今言った条件からいけば、委員会で十分議論すれば、所

属する委員会は委員長報告の後にすぐに質問することがどうかということも個人的には思いま
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すけれども、議会の運営上いくと、そういう一つの流れの中で議論をしていかないと、時間を

かけるという意味ではないけど、そういう部分が必要かなと思って今いろいろ聞いているので

すけれども、だから町長が出るか出ないかという話ではなくて、その前にそういう部分が委員

会の権能を果たしてくるとどうかと思うのです。私個人とすればケース・バイ・ケースで委員

会が決めればいいのかなと思います。前回も出ましたけれども、総務の場合は総合計画の質問

をしたいから逆に委員会報告を先にしたいから、最後にすると一般質問できなくなると、拘束

されるよと。ではどうですかと言ったら前段で報告しましょうということで、委員会で整理を

して一般質問できるような形になりましたから、委員会の中である程度整理されていけばいい

のかなと思うのですけど。これだけ委員会に権限が付与されているのだから、ということです。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 逆に言えば、委員会にそれだけの議員個々に権限をゆだねられて

いるのです。委員会の中でできないから、一般質問するという根拠をどこに見出すか。委員会

の中で質疑をしていないから一般質問するのか、それとも自分は委員会の中で得た知識で一般

質問するのか、この違いというのは私はすごくあると思います。これは議会の構成の問題にな

ると思うのです。町側の問題ではないのです。議会側の問題なのです。だから、町長が出てく

るとか出てこないとか関係ないのです。だから、所管事務調査とは一体何のためにあるのかと。

市に行ったら所管事務なんてやらないのです、ほとんど。本会議中にやるわけですから。閉会

中の継続審査なんて取ってやっているところはほとんどないです。そういうことでいうと、本

当に必要であれば、それはすごく乱暴な言い方だけど、それを自分が所管事務で取り上げたか

ら一般質問したくなったのか、初めからそうやって思っているのなら、所管事務で取り上げな

ければ一般質問はいくらでもできるわけです。そういう議員としての事前の準備がきちんとさ

れていて、そしてやるものなのかどうかというところまで言及していかないとそうならないの

です。資料をどんどん出させていって、そして納得できないかから一般質問するとなったら、

これは町側はたまったものではないと僕は思います。だから、質問を本当にしたいと思ったら、

それは置いておく。もちろんそういう中で質問しなければならない事態に陥る場合がゼロかと

言ったら、それはゼロではないと思う。質問をしなくてはだめな事態が起きるかもしれません

けれども。しかしそこは、委員会の中で本当に一般質問やらなければならないだけの要件にな

るのかどうかということが問題なのです。ではその判断をどこで誰がするかということになる

わけです。個人的にはみんな違うわけですから。だから原則論で言えば、議員というのはいつ

でもどこでも質問できるというのは原則だと思います。ただ、みずからが決めて、みずからが

この勉強をしようというものに対して、したことに対して何ぼでも決める、町長も出られると

いうものを、自分達で決めておいて、それを終わったから一般質問やりますよということが、

本当に妥当な議会としての選択かどうかということを、そこが問題かなと思っている。すごく

難しい問題ではなくて、僕はそこら辺が問題の焦点なのかなというふうに思いますけど。  

○委員長（山本浩平君）  公明党の氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは僕が提案というか、提出させてもらって、皆さんに考えていた
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だきたいということでやったのですけれども、常任委員会で取る所管事務については、納得で

きなければ別にそこで結論を出す必要はないものだと僕は思っているのです。ですから、継続

なら継続の中で、もっともっと議論深めて、納得できなければ納得できるまでやってもいい、

それくらいのものだと僕は思っているのです。ですから、確かにいろんな見方から考えると、

前田委員外議員が言われたようなそういったものも出てくるかもしれないけれども、でもすべ

てそういう見方をしてしまうと議会の進め方の中で、やはりそれはこれもありこれもありだと

いう話になり兼ねない部分だと思うのです。ですから常任委員会というのは、そこまでの権限

を持つ委員会だとすれば、しっかりそこで議論すると。まだ議論足りないのだったら、持ち越

してまでもやってもいいものだと思いますので、そこでしっかりやるべきものだろうなと。も

し常任委員会に託するのではなくて、自分が一議員としてそういったものに取りかかりたいの

であれば、常任委員会で所管は受ける必要はないものだと思いますし。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） 委員会報告のあり方について、後先というのは全然これは問題ないと

思うのです。ただ、委員会報告に関することに関して質問をするということが問題であるとい

うふうに思うのです。やはり委員会なり所管事務調査で調べたものを、それをもとにして質問

するということは非常にフェアではないなというふうに思いますので、やはりこれは大渕副委

員長言うように、それは控えてもらいたいというふうに思っています。  

○委員長（山本浩平君）  私ども新風も同じ考え方でございます、それに関しましては。先ほ

ど前田委員外議員からいろいろ提案というかご意見ございましたけれども、この件につきまし

ては先ほど清風さんからは所管事務調査の直後の一般質問に関しては、なじまないのではない

のかという結論ということでございます。そういう受けとめ方でよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  先ほど前田委員外議員から提案されたことに関しましては、今後の

議会改革の中にも関係してくるかもしれませんので、今後の議論というような形として、今回

のこのテーマにつきましは、そういう押さえ方をさせていただきたいと、このように思います。  

 それでは３番目、一般質問における答弁書の配布についてでございます。これも清風さんの

ほうに一応検討してきていただきたいというようなお話でございましたので、会派で協議され

たことをお願いしたいと思います。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。この答弁調整についても、本人に確認をしたのですが、や

はり正副議長にも申し上げているということで、否定は全然していないということでございま

した。ただ、今行われている、いつから始めたかというのは日時が定かではないのですけれど

も、皆さんが一堂に会して答弁調整していますよね。これは以前は電話できちんとお聞きした

いこと等々を申し上げてこのことをやっていたのだけれども、これがいつからかそういうこと

になっているのです。本当にこれはやらなければいけないのかと。例えば議員自身がその場に

出られない場合も多々あるわけです。僕なんかも一度あったのだけれども、結局そこでは電話

でいいですよという話でやった経緯も実はあったのだけれども、そういうことも今後それもな
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しでやっていくつもりなのかどうか、その確認が一つと、これを継続してこのまま絶対やらな

くてはいけないという形でやっていくものなのかどうか、その疑問点が実は出されていまして、

別にこの答弁調整そのものについては、何もこれは絶対だめという考えは一つもないというこ

とでございました。ですから、今後も続けていってもいいのではないのかということでありま

して、たまたま方法論として、本当に絶対ここに来て出したその日、議運が終わってその直後

にいろいろとこれから肉づけとかしなければいけないような段階の中で、本当にその日にやら

なければいけないのかということを疑問として出されました。  

○委員長（山本浩平君）  確認なのですけれども、答弁書の配布そのものについては否定しな

いということですよね。あくまでも質問の趣旨の聞き取り調査、このやり方について従前どお

りの、時期のこともありましたけど、答弁書が直前に配布されると同時にスタートした形なの

です、一堂に会してここでやっているというのは。時期的にはそういうことなのですけれども、

これについていかがでしょうか。何か補足というか、ありますか。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 時期は 16 年の３月に町長に要請して、第２回の定例会からやら

れているということですから、16 年の３月に答弁書の配布をお願いし、16 年の第２回定例会、

６月議会から実施されているということです。私はその当時いませんでしたので経過は詳しく

はこれだと言えませんけど、聞いている部分については、議会側が答弁書をいただきたいとい

う要請に対して、従来から個別に議員さんから、松田議員が言われたようにしていた経過があ

って、それであれば議運もあるし、その後広報の委員会もあるし、職員が電話をかけたり議員

の自宅にお伺いしたりしている手間を省くというのですか、その部分があって、では２時から

でもここでやらせていただけないかという町側の逆要請があって、それではそれでお互い利益

になるのではればやりましょうという、１つの紳士協定です。そうやって聞いています、私は。

間違いがあれば、補足をお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君） 今局長のほうからお話ありましたけれども、平成 16 年なのです。こ

れも質問に対して、こっちは通告しているのに、答弁書が来ないということでのお話から、ぜ

ひ一問目の質問に対しては答弁書を配布してほしいというような、そういう皆さんの議運の要

請で、当時私と副議長の根本氏と大渕委員、当時議運の正副委員長行って正式に申し入れたと

いうことで、そういう経過があります。その中で、答弁書であれば、やはりお互いきちんと質

問する趣旨を掌握させてほしいと。そしてお互いいい議論をしようと、すべきではないかとい

うことで、町側からそういうお話がありまして、従来も個々にはどういう趣旨だということを

一般質問で聞いていました。それは、あくまでも担当課のほうで質問の趣旨どうかということ

で聞いてきた経緯がありあます。それで、個々にそれには応じていたということなのだけれど

も、そういうことではなく、やはりきちんとその趣旨を具体的に書いておけばそれまでなので

すが、いい議論をしたいためにぜひ議員のほうからもそれに応じて趣旨を教えてほしいのだと

いうことの経過で始まったというのは、ここにおられる皆さん、前田委員外議員を除いては大

体。そういうことで始まったということは理解していると思うのですが。 
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だから、今まで質問、正副議長でお会いしたときもそういう話しをしていました。別に答弁

調整を断ったことはないと。たまたま今回は行ったり来たりでお互い連絡が取れないというこ

ともあったけれども、前はそういう形でいたのだけど、申し入れたときにはより積極的にこち

らも、それではそれに聞きに来たから話しするのではないよと。議員側からも積極的にやって

ほしいということで、わかりましたということで、議員の皆さんもこっちから積極的にそれを

受けるという、そういう意味でこの答弁を配布してもらったということですから、やはりその

中でちょうど締め切った後議運もあって、その後広報何かもあるという中では、それでは締め

切った後、議運終わった後合わせてそこのところでやらせていただきたいと。わかりましたと

いうことで受けている経緯があるものですから、聞きに来たからそれは拒否しないよというの

と、こっちから積極的にやるという、やはりその辺のちょっと感覚の違いがあったのかなと理

解していますので、今回の件については。 

ぜひこれから、もし答弁書を配布していただくというのであれば、こちらから積極的に申し

出るというかそういう思いでやっていただくと。ただし、そのときにいろんなことがあって、

とてもきょうはここではできないと。それだったら、実は用事あって帰らなければだめだから、

その後この時間にぜひやりたいと、そういう形で積極的にこちらからやっていただくという形

であれば、ここでしゃにむにしなければ絶対だめだということでもない、原則的にはここでや

るという、そういう経緯で今まできていると。だけど、たまたまそういうことがそういう形で

なかったということで、町側から積極的に応じてもらえないのであればというぐあいに感じた

のではないですか、今までやっている中で。そういうことで今回我々に配布できないという形

で来られたものですから、そういう面で私は申し入れた経緯を踏まえて、そういう形でもし答

弁調整を拒否しないというのであれば、ぜひそういう思いの中で対応していただければ、我々

も町側に従来どおりの形でやるのは、私としてはやらざるを得ないと、お願いしていくのは。

だけど、向こうから来て、それは来たかったら来ればいいのではないかというような、もしそ

ういう思いで、そういう形であればなかなかこれは否定でもない、お互いの信頼関係の上に立

ってやっていることですから、なかなかこちらからそれを要請するのは難しいのかなというぐ

あいには思っていますけれども、今お伺いすると。そういう面で積極的に応じていただければ、

これはこれで皆さんのまた議論の中で従来どおりやっていくのはやぶさかではないというぐあ

いに議長としては判断しています。当時の議運の委員長、そういうことで私は理解したけど、

補足があれば。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今言われたとおりです。ただ、そのときに松田議員や前田委員外

議員はいらっしゃらなかったことは事実なのです。それを従うかどうかというのはあります。

だから、僕はある意味で言えば、今及川委員が言われたように、そういうことで受けますよと

いうことなのだから、松田議員だって広報広聴常任委員でしょう。来るわけだから、拒否して

いないということなのだから、僕は余りそういうふうに原則来るべきことだけど、現実的には

議会運営委員会と広報広聴常任委員会あるのだから、実際来なければだめなわけでしょう。そ
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のとき対応するということで、そういう線で僕はいいのでないかと思うのです。ほしいからと

かそういう意味ではないです、全然。ただ、今議長が言われたように、都合が悪い人もいれば、

たまたまこれが来たけれども、帰らなければだめだということもあると思う。今及川委員が言

われたのを皆さん聞いてわかるとおりです。それは否定されているわけではないのです。それ

だったら、そういうことでぜひ今後、どんなりこんなり首に縄つけて来なければだめだという

ものはない。そういうふうに言ってしまったら、またおかしなことになるのです、答弁の中で

やられるわけだから。だから、そこは今言われたことで十分納得できる。ただ、それで例えば

連絡を取ってもらって、前に西田委員も言っていたように、私が携帯使ったら通じますと言わ

れるのだから、それはそれで、もし来れないときはそういうふうにしいていただく。きょうの

雰囲気の中ではこれは松田議員来られたときにやりましょうということで、一致したというこ

とでお伝え願って、それで彼が納得していただければ、それでいいような気がするのだけど。

余り言及して縛ってやるなんていうものでは、大体ないです、これは。事実関係は議長の言わ

れたとおりです、そのままです。  

○委員長（山本浩平君） 私のほうも、今及川委員が言われたこともごもっともでありまして、

私自身の経験からいっても、大概議運の後にそういう日が多いのですけれども、質問の項目が

多い場合は担当もたくさん分かれてしまうものだから、1 時間や 1 時間半で終わるような予定

が、待たされて結局夕方までかかってしまったということ多々ありまして、ほかの日程の時間

を逆にずらさなければならなかったという不都合が、私自身も今までありました。そういった

ときは、このことについては、僕は時間ないから悪いけど、お宅のほうの課にあしたかあさっ

てくらいには行くから、そのときちょっと調整させてくれというようなことも臨機応変にやら

せていただいたこともありますので、よくよくおっしゃっている内容はごもっともだというよ

うなところはよくわかりますので、この辺に関しましては臨機応変にやって、ことによってこ

の答弁書の配布というのは、やはり議論がかみ合って、議論が活発化するということは、これ

は間違いございませんし、他の先進事例のところも今は逆にふえているような状況ですから、

いろいろお話を聞けば、あそこもやっていたのか、ここもやっているのかということでどんど

んふえています。そういったこともかんがみても、答弁書の配布はやはりやらないと部制にな

って余計各部長さんが範囲広くなっているわけです、実際に。前、役場の職員というのは、浅

く広く全部の知識がなければならないというのはあるのかもしれませんけれども、実際に趣旨

の聞き取りをやらないでガチンコで出たときに、結局数字的なものをいきなり聞いて、これち

ょっと調べますだとか何とか、そこで審議がストップしたり、そういったことも考えられます

ので、やはりこの趣旨の聞き取り調査と答弁書の配布というのは、先ほど申し上げたように臨

機応変な形でやらせていただきたいなと、このように会派としても思っています。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 僕も議員になったばかりの頃、やはり時間的な制限の中で、今山本委

員長が言われたとおり、ここに来て２時間くらい待たされたと。違う用事足してくるからその

間にちょっとあれだからとか、どうしてもそのとき取れなければ、５時過ぎてしまったら後で

電話するからとか、逆に向こうから都合のいい時間に電話しますという話の中でやっていたの
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です。今回の一つのこの問題提起だけさせていただければ、お互いに連携が取れなかった、話

ができなかったというところなのです。だから今及川委員が言われたとおり、松田議員がそう

いうふうに何もやぶさかではないのだよと。でも電話ではだめなのかと、もしそういう気持ち

があれば、お互いにやはりそういう意識を持って、何で電話をよこさないのだと。何だかの行

き違いがあって連絡のとれないことが重なったので、今回多分。ですから、そういった面では

お互いに意識を持って、こっちからは逆に連絡来なければいつやるのだと。逆に行政のほうか

らは行政のほうからでいつ時間いいですかとか、そういう形の中でお互いのコミュニケーショ

ンの中でやっていけば、僕は全然差支えない話だと思うし。ただ、今回何故こういう形になっ

たのかという問題点だけは、みんなでしっかり押さえておかないと。俺が悪いとかあいつが悪

いとかという話ではないのだと思うのです。ですから、その辺だけは答弁書をもらうためには、

お互いがちゃんとそこで話し合いができることが一つの大前提になるということだけはみんな

で覚えておかないと、全然ルールの中で縛る必要も何もないと僕は思います。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） うちのほうも答弁書の配布につきましては、従来どおり出してもらい

たいということであります。今お話のように、議論がかみ合うというか、時間の制限もあるこ

とですので、やはりこのことは大事なことだと思いまして、ぜひ答弁書を配布してもらいたい

ということです。  

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君）  私は、基本的には今議長から話があったとおりになっています

から、運用的な方法はいろいろあると思いますけれども、原則的な部分については理解します。

ただ前回、今もいろいろ話があるのですけど、うちの議会は出してほしいのだという意識と、

向こうはだしてやるのだという意識の違いもあるのです。本来、継続的にはそうならないので

す。ですから前回、松田議員がああいうことによって、議会が全体責任になったわけです。で

は、出してやらないよと、ほかの人のも。そうですよね。議会と申し合わせをして、よい答弁

書を出すために、質問の要旨を聞くのに行ったりしたけど松田議員から全然答えてくれないの

だと。だからあとの議員さんはやったけど、連帯責任だから議会の。だからみんなに答弁配布

しませんと、そういう意識です。そういう意識は町側に申し入れないと、町側はあくまでも議

長も議員の質問に対して、政策的に合致するいい答弁をしたいということで、質問の内容を聞

きに来るのですから、だから議員はいい答弁聞きたいから、ある程度の質問の要旨を伝えるわ

けです。その原点を僕は見失ったら困ると思います。どうも町側は前回の部分では答弁を出し

てやるのだから、ちゃんと来て我々に質問の内容教えなければだめという意識感じ取ったので

す。そのとき言わなかったけど。ちょっとゆがんだ見方かもわかりませんけど。そうではなく

て、やはりよりよい答弁を出す、よりよい質問したいということですので、その辺はやはりお

互いに認識した中で、真摯にやっていただかないと、また出る可能性はありますから。ですか

ら、僕は過去のこと言いませんけど、各職員が議員さんに時間調整をして、内容を聞きに来た

ものです。そのくらいの気配りがあってもしかりだと思います。逆に職員の立場もあったけど、



 20 

僕らはそういうふうに先輩に教えられましたから。皆さんの意思でそういうことあったという

のは、それは私は否定しません。個人的にあっても何でもいいと思っていましたから、ただ、

あれは前の日に出せばいいと思いますから、よい中身の濃い議論をするためには当日朝もらっ

て正直な話、２問目、３問目整理されてきているのだから、本当に中身の濃いのはこの機会に

して、当日でもいいのか、前の日がいいのか、本当は議論したかったのですけれども、それは

置いておいて、議長からはもしこういう形で落ち着けば、町側にもそういうことを私は伝えて

おいていただかないと、同じような意識で接せられたら困りますよということです。  

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君） 前田委員外議員と松田議員については、16 年の時点でまだいません

でしたので、先ほど私が申し上げましたとおり、そういう経過の中で、これがやられてきたと

いうことが、前田委員外議員は言われているとおりなのです。お互いいい議論をしようという

ことで、今までは後段に言われていましたように、従来は行政側がきちんと把握して、ちゃん

と答弁するのは当たり前だというような形で来ていたものですけれども、来ていたのはそのと

おりだと思いますけれども、それをこちらから聞くだけ聞いて一方的に町長が非常に早口で読

み上げられて、その内容を把握するのに大分苦労したという、そういう経緯があって、それで

は不公平だということで申し入れ、そして少なくとも 1 回目の答弁書は配布してほしいのだと

いう中で、それはその時点で、首長さんも変わっていますし、そういう中で議会の意思として

議会全員がそういうことをやっていただきたいという申し入れをした中で、それではさらにそ

れを充実させるために、積極的に。今まで、あの人に、行って聞いて来いと、この人のところ

は行ってもなかなかちゃんと説明してもらえないとか何とかいろいろあっただろうけれども、

議員も積極的にそれではいい議論をするために聞き取りというか、そういう確認に応じますと

いうことで、やはりお互いそういう信頼関係のもとに全員がそういう形でやってきた経過があ

るものですから、それは松田議員、前田委員外議員以外は皆さんそういうことで理解してやっ

ていますので、前田委員外議員の言われている質問の思いのとおりでやっていることですから、

たまたまそういう経過が知らなかったと。これは正副議長と本人と話したときも、そこまでわ

からなかったというような部分がありました。今、代表のほうからいろいろお伺いして、そう

いうことであれば、それはそれなりに理解して、今までどおりやってもいいですよということ

であれば、そういう話し合いのもとできているということだけは理解して、今回についてはい

たとか、会えないとか、今までもこうだったとかああだったとかいう話の中で、今回議会が申

し入れありましたので、それは受けた形になりましたけれども、今皆さんの議論聞いていて、

十分理解できましたので、議会運営委員会として皆さん同じ意思だというのであれば、これは

当然行って、再度交渉して、従来どおりやるように私は最大限努力します。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員よろしいですか。それでは、各皆様方の意見大体ま

とまったと思います。従前どおり、答弁書の配布につきましては、議長を介して町側に、町長

にだと思いますけれども、お願いに行くということでございます。先ほど前田委員外議員から

出た部分につきましても、十分町側のほうもやはり考慮していただくところはしていただくと
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いうことで。ということは、当日ここにどうしてもいろんな都合で来られない方もいらっしゃ

いますから。その辺は町側の方も決して議会がそれに対して非協力的だとか、そういうことで

はなくて、いろんな日程の都合でその日は答弁調整というか、聞き取りのあれができなくても、

お互いに真摯に向き合って行っていくということで、解決をす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）  では議長、よろしくお願いいたします。  

○議長（堀部登志雄君）  正副議長と議運の正副委員長さんと行って、きちんとお話ししたい

と思います。我々の思いもきちんと伝えて。それだけ伝えるには責任もありますから、ひとつ

よろしく、その辺についてはご協力お願いしたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  それでは、きょうは第３次議会改革につきましては、まったくでき

ませんでしたけれども、また次回行いたいと思います。その他のほうで、皆さんから何か特に

ございませんか。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） きょうお配りした資料１、２、３。これについては次回お出し

しませんので、ご用意していただくようによろしくお願いしたいと思います。  

                                         

◎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。 

（午前１１時５８分） 


