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平成２２年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２２年 １月２１日（木曜日） 

   開  会  午前１１時１５分 

   閉  会  午後 ０時３０分 

                                         

○会議に付した事件 

１．平成２２年白老町議会定例会１月会議について 

２．平成２２年度予算・議会費の要求内容について 

３．白老町議会行政視察実施要綱の改正について 

４．その他について 

                                         

○出席委員（７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 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（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名（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） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

（午前１１時１５分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） それでは、レジメに沿って協議事項を進めてまいりたいと思います。 

 まず１番目、平成 22 年白老町議会定例会１月会議についてでございますけれども、先ほど議

案説明会の中で説明がございました町長提案の補正予算、それと先ほどございました特別委員

会の審査報告ということでございます。この(１)提出議案については皆さんよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、(２)定例会の日程についてでございます。 

上坊寺事務局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料１についていますとおり、25 日月曜日ですが、10 時から会

議をいたしまして、一応案件については今委員長からありましたとおり町側の部分と議会側か

らの部分で２件でございます。ですからこのとおり進めたいと思っております。ちなみに１日

間ということでございます。 

私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 日程については皆さんよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 続きまして大きな２番目、平成 22 年度予算・議会費の要求内容につ

いてでございます。 

上坊寺事務局長のほうから説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 新年度予算ですが、町長の経常費等の査定がおおむね終わりま

したので、議会費の要求内容についてご説明をしておきたいと思います。 

まず総括表ですが、本年度の総額ですが 7,029 万 7,000 円になっております。前年度と比較

しまして 420 万 1,000 円の増でございます。内訳に書いておりますとおり、任期内で２回委員

会の視察をするということになってございますが、１回目は財政プログラムの関係がありまし

て中止をいたしましたけど、本年が３年目東京以南ということになってございますので、278

万 8,000 円を要求しております。 

それともう１つが、その下に議員政務研修と書いてございますが、これは今回新たに出てく

るものでございまして、町長と議長の話の中で議員さんにもう少し研修を自由に積んでいただ

きたいということで、政務調査費ということであれば領収書等が大変面倒になるだろうという

ことで、旅費をもって視察研修に個人のレベルで行っていただきたいということだそうです。

１人８万円、２泊３日の範囲以内でということです。またそのぐらいだろうと思いますけど１

人８万円、15 人分 120 万円。町長査定の中で追加してございます。 

それと 40 万 5,000 円はことしの新年度の予算編成で５％マイナスという指示が出ておりま
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すので努力して削減させてもらったものです。これで 420 万 1,000 円、総額でふえてございま

す。中身をちょっとご説明申し上げたいと思います。ページの１は議員報酬等に関わる費用で

ございまして、おおむね前年度と同じでございます。ただ、職員手当のところを見ていただき

たいと思いますが、61 万 8,000 円増になってございますが、昨年度期末手当の率の削減に伴い

まして自主削減の現給保障をするということになってございますので、若干率が緩和されて、

本年度と比べると 61 万 8,000 円増になるというものでございます。あとについては金額的には

変わりございません。 

ちなみに期末手当の率は本俸については議長がおおむね 15％から 13％ぐらいになっており

ます。副議長が 13％が９％ぐらいになっております。委員長・議員については 10％でございま

したけど７％ぐらいに緩和されております。それを含めて期末手当を調整すると、議長が 45％、

副議長が 31％、委員長・議員が 24％の削減率になるということでございます。 

 次のページお願いいたします。議会運営経費でございます。この中で特に大きく変わってい

るものとしまして、先ほど言いましたように費用弁償、普通旅費の旅費がふえてございます。

これは先ほど言いましたように東京以南、議員の政務研修がふえましたことによりまして、職

員の随行も含めてふえているというところでございます。あとはおおむね前年度と同様で算出

しますと、若干プラスになるものもございますけど現状維持という部分でございます。 

裏をめくっていただきたいと思います。11 の需用費、修繕費 21 万 3,000 円減になってござ

いますが、これは昨年部制がしかれまして議場の中の１部説明員席が変更してございます。そ

れにかかった分がかからないということで 22 万 2,000 円、需用費の中で減額しております。 

３ページを見ていただきたいと思います。３ページですが、おおむね前年度と同様でござい

ます。４万 5,000 円備品で減になってございますが、議案書、会議録を保管している第２委員

会室の中のロッカーを１本追加してございますので、その経費が減になっているということで

おおむね積算内容は前年度と同じでございます。特に、冒頭言いましたけど大きく変わってく

るのは旅費の関係だけでございます。 

以上、説明はこれで終わりたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの説明、22 年度予算・議会費の要求内容についてというこ

とで資料２を参考にしていただきまして、上坊寺事務局長から説明がございました。何か質問

がございます方どうぞ。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 東京以南のほうに研修ということなのですけれども、来年度になると

思うのですけれども、これは行く月は大体そこの委員会、委員会で決めていいのでしょうか。

もし早めに行きたいということになれば、例えば６月とか７月とかそういうふうな形でもいい

と理解していいのでしょうか。 

そしてもう１つ、これは以南研修によるということですけれども、建設厚生と総務文教の２

つだけというふうに考えていいのでしょうか。ほかの常任委員会はなしでいいのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） この辺も含めて皆さんでの協議ということになるとも思いますけれ
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ども、基本的な考え方を上坊寺事務局長のほうから説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、従来は３つありましたから従来は３つ行っていま

したけど、今は議員は複数委員会所属になってございますので、１回という部分でございます

ので、基本的には建設厚生、総務文教になるのかと。もう１つ広報広聴もありますけど広報広

聴で特段調べるということになるとなかなか調査事項が難しいのかという気もします。 

ちなみに従来でいくと縦割の委員会が１度ということです。それと時期の問題ですけど、特

段定まったものはございませんが、従来であれば９月議会が終わって 10 月、11 月の間で行か

れていたというのが事実です。ただ、そこそこの委員会で決められて構わないのではないのか

と。特段決まったものはなかったですけど、過去は秋に行っていたということです。多分、暑

さの関係があるのではないかという気がしますけど。従来は夏場とかそういうのは余りなかっ

たです。秋９月から 11 月の中で行っていたというのが事実だろうと思います。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 議員政務研修についてなのですけれども、今上坊寺事務局長のほうか

らは議長と町長の話の中で決められたと、こういう報告だったのですが、これ以前にそういう

説明があったかどうかというと、これは１議員について８万円、２泊３日の分をみていると。

こういうことなのですが、手続き上の問題だとかいろんなことが当然発生してくると思うので

すけれども、例えば行かない場合もあり得ると、行く場合もあり得ると、そういう自由な関係

の活動でいいのかどうか、どういう対応をすればいいのか。会派制度も設けていますから、そ

の会派の中で対応するのかとか、いろいろあると思うのですけれども、このあたりをちょっと

お聞きしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私は事前に聞いていたかということはございません。最終の町

長査定のときに呼ばれまして、議長からはその前に１人 10 万円ぐらい予算を増加してという話

はあったのですけど、ことし行く機会でしたので総務部長と話をした段階では、当初予算はそ

のままにしておこうということだったのですけど、町長に査定の中で呼ばれまして、これは町

長と議長が普段話されているときの話の中で出ていたものだと思いますけれども、約束事だか

ら町長判断でつけるからということで呼ばれまして 120 万円予算を組んでくれというようなこ

とで承って修正をして付け加えたということです。 

あとは議長のほうからお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） この件につきましては、非常に皆さん、ちょっとこういう財政状況

の中でいろいろ大変なときにという思いもあろうかと思いますけれども、たまたまことしが任

期の中での各常任委員会の視察というのがございますから、ですが特に最近、我々議員が非常

にいろいろな改革をやりながら進めているわけですけれども、議員の方にも大いに政策研究会

等々も立ち上がる中で、いろんなところへ自由に研修をして資質を高めるようなことを、やは
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りぜひやっていただきたいなという思いで町長といろいろお話をした経緯がございます。 

そうした中で、今任期の中で２回ということは別に、それぞれ個人で行かれる方もこういう

勉強をしたいと、こういう研修をしたいというような思い、あるいは会派等も結成されている

ものですから会派で行くのもいいと、ある意味では議員が自由にこういうことを勉強してきた

いのだというようなことをぜひ積極的にやっていただきたいと、やるべきだというようなその

ような私の思いもありまして町長といろいろな話をしまして、こういう時期だけれども町長の

ほうも大いに研修を深めていただきたいというようなことで今回やったものですから、私もそ

ういう思いでぜひ皆さんにいろんな研修をしていただきたいという思いで今回つけたことでご

ざいますので、今までの常任委員会での視察とはまた別な意味で、会派で行って勉強をしたり、

それから無会派の方であれば個人で行ったり、会派同士で一緒に行ったりというような形で、

より研修を深めていただければという思いでつけた経費でございます。 

したがいまして、これについては今までの研修の中では自由にこういうことをやるというこ

とはないものですから、後ほどまたこれについてのこういう形で行ってほしいというようなそ

ういう枠の中でできるだけ自由にやっていただきたいという思いでつけたものでございますの

で、これは今まで正直言って私どもも、それぞれの人が常任委員会がどこかに研修をしに行き

たいというと町のほうでは補正を組んででも今までやってくれていた経緯があるものですから、

そういう面では白老町議会としては余り不自由はしなかったというような思いもあると思うの

ですが、やはり議員の方が研修のために自由に行けるという仕組みではなかったものですから。

それで、今後はそういう形でやっていければという思いで今回つけたということで、ひとつ大

いに活用していただければというぐあいには思います。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） ただいま議長から説明がございましたけど、何かお尋ねしたいこと

や、またご意見でも構いません。これは皆さんで決めることですから。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。議会のことを、全体のことを考えてくれているという

ことでいえば評価できると思うのですが、ただ１つは、これは１回つけたら毎年つけなくては

だめになる性格のものになるというのが１つあるのです。そうすると４年間で 480 万円、８万

円だとしても。政務調査費とほとんど変わらないような中身に、中身としてはなる。旅費に限

定しているとは言ってもです。そういうふうになると思うのです。だから、うれしいのですが、

すごくいいことだとは思います。ただ、今の経済状況の中で、財政状況の中で毎年、来年も、

例えば視察研修というのは来年はないです。選挙の年というのは。これはだけど来年つけなく

てまた再来年つけるというそういう性格のものにはならないような気がするのです。もちろん

改選前でも視察には行くべきだとは私も思うけれども、ちょっとそこら辺が、そこら辺まで見

通した形の中でのものという理解でいいのか。そこら辺はどうですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 当然そういうような形になると思います。やはり、経済的こういう
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情勢だからということも、それは多分にあるかと思いますが、やはり議会議員としてそういっ

た仕組みといいますかやるような形をきちんと、例えばそのときによって額がこれで固まると

か何とかということでは、これくらいのことはやっていきたいとは私自身は思っていますけれ

ども、そのときによって多少変わる可能性はあるにしても、やはりそういう一つのものを議会

としてつけておくというのも非常に今後の中ではそれは議員として必要なことだというぐあい

には判断しています。 

だから、ことし限り１回で終わるという性質のものではなく、それは今後皆さんの話し合い

でどういう形に変化していくかは別にして、やはり研修するそういうようなものが皆さんが考

えたときにそういうようなもので対応できるような形にしておくべきだというぐあいに私自身

は判断しているということでございます。 

○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。もう１つは、もちろんこれは使わなかったら使わなく

ていいわけだから、個人の自由だし会派の自由ですから、使わなければ使わないで８万円その

まま不用額になるということになりますから、それは全く問題はないとは思うのだけれども。 

ちょっとこれは後で出てくるのだろうけれども、要するに、例えば北海道の中で３回なら３

回行くと、会派で行った場合もあるし個人で行った場合もあると、そういうふうにならないと

使い勝手はよくないと思うのです。１回しかだめというのではなくて、本当に少なくてもいい

から２万円なら２万円しか使わなかったと、だけど私は例えば幕別なら幕別に行きたいと、そ

れでその範囲できちんと収まって、領収書があれば次に今度は千歳へ行ってくるとか、そうい

うことはできるようになるのですか。それはこれから決めるのですか。そこら辺が、１回１回

報告すればそういうふうに使えるというふうにしないと余り意味がないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） これは政務調査費だと思うのです。今まで議運の中で政務調査費が

どうだという議論の中では、政務調査費をつけるべきだという意見もありましたし、財政状況

をかんがえてみて今はちょっと早いのではないか、時期尚早だという意見もあった中でなかな

かつけてはこなかった。しかし、今のきょうのお話ですと、どうも降ってわいたようなお話の

ように、申しわけないのですが聞こえてしまうのです。本来であれば、そういったお話を議長

と町長の間で約束事でそうしたと、財政を預かる山口部長のところは今はこういう状況だから

まだ出すのはあれだみたいな話も、先ほど上坊寺事務局長のほうからされたようなお話もあっ

た。オープンに諮られたほうがよかったのではないですか、議長。それこそ、そういうことを

諮問してみんなで協議をして、ぜひつけてくれというような形にこれは本来はもっていくべき

だったような気がちょっとするのです。何か唐突のような気がして、私は非常にありがたいし、

もともと政務調査費をつけるべきだという考え方を持っている人間ですから、逆に今回これを

つけたならずっとつけてもらいたいという気持ちでおりますけど、何かちょっと釈然としない

ところもあるのです。 

皆さんのご意見も伺ってみたいと思います。今までの議運の中で政務調査費の話、以前はあ

りました。何か降ってわいたような気になるのです。 
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氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 委員長が今降ってわいたような話という形の中でとらえればそうなっ

てしまうのかもしれないけれども、議運の中でいろいろ今までずっとそういった話は出ていま

した。出ていた中でたまたま議長と町長の中でこういった話も今出ているけれども、また議員

報酬の話も絡んでくると私は思っています。こういったものについては。でも議会としては今

年度中間報告を１回出されて、そういったものについてもちょっと今の時期あれだということ

で、それだったらこれぐらいつけてもいいではないかという町長の思いではないかと私は単純

にそういうふうに考えます。だから私は、これは今大渕副委員長が言われたように使っても使

わなくてもいいお金だと思うのです。ただ、これから白老町の財政が厳しいからつけるとかつ

けないとかというふうに考えてしまうと、議員としてどうして今私たちがここにいるのかとい

うことをきちんと考えないと、これから今本当に１年１年大事なときに研修をしたい、研修を

してもっと自分達の資質を高めていかなくてはいけないといったときに、こういった政務調査

費的な予算があると、それをまちに私たちの力で返していけばいいだけの話だと私は思うので

す。それを財政が大変だから何も予算をもってはいけないという考え方、そういう考え方では

ないとは思うけれども、そういうところから一歩進んだ考え方を私たちがしなかったら、何の

ために議員としてここにいるのかとか何のために議会をやっているのかという意味が私は薄れ

てしまうような気がするのです。 

ですから、この予算的なものについては多分今ずっと話の流れからいくと議長と町長の話の

中で町長がそういったものをつけてきたという話だと思うのですけど、それを大いに歓迎して

つけてもらっていいのではないかと私は思っているのです。ですから、本当に必要な視察であ

ればそれを町民に返していけるような視察をしてくればいいし、それはここでいろんな議論を

してもいいとは思うのですけど、私はそのまま素直に受けとめていいかと。 

そして大渕副委員長が言われるようにこの使い方というのは１回道外に行って使ってくる

ものだけではなくて、道内の中で本当にこの８万円というお金を有意義に使うのであれば、先

ほど言った帯広だとか北見だとか本当に先進的に取り組んでいるところを見てきながら、それ

をまちにどうやって返していくかということが私たちの仕事のような気がするのですけれども、

私はそんなに違和感は感じていません。 

○委員長（山本浩平君） 私も決して反対ではないです。財政云々でやめるべきだという考え

方ではなくて、今までそういうような議論が出ていました。改選前から出ていた中での経緯を

考えると、何かもうちょっと議運の中でもいろいろ意見を戦わせた中でこういう方向に持って

いけたほうがよかったかというふうに思っている、それだけなのです。内容そのものに関して

異論はありませんし、私個人としてはこれは大いにやるべきことだと思っています。 

異論はないですけれども、今まで皆さん知らなかったと思うのです。こういう流れというか、

この辺が私も知らなかったですし、どういうふうな形で出てきたのかというところがちょっと

あるのと、それと政務調査費の使い方や、その報告の仕方や、それらをやはり議運の中で議論

していかなくてはだめだと思うのです。そういうことがいろいろ札幌市議会等々でも市民オン
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ブズマン等のチェックの中でいろいろ問題視されていますから、その辺はきっちりある程度話

し合いをしておかないと、私は旅行に行かないで政務調査費で書籍買いましたと、本買いまし

たと、だけどこの本はいかがなものかと、そういうことに発展していかなくもないわけですか

ら、やはり細かいところの議論はしておくべきことなのかというふうにちょっと思ったのです。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。ここに上坊寺事務局長もいらっしゃるので、政務調査費と

いうもののあり方というのは何か文献としてないのですか。こういったものにはルール上使え

ない、こういったことについては使えるとか、そういったものというのは決まったものという

のはないのですか。あるのであれば、そのルールにのっとって使えばいいだけ、ただそのルー

ルに違反して使っているところがあったので、札幌市だとかいろんなものがそういったところ

でたたかれた部分があるのではないかと思ってはいるのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 政務調査費ではないですから。旅費ですから、旅費の範疇でし

か使えないのです。だから皆さんに交付するものではなくて、手続きとして旅費の派遣をとっ

て行かれるものであって、多分後で次の議題にもかかわってくるのですけど、当然議員ですか

ら議員の派遣を取らなくてはならないということは、議決をとって行かなくてはいけないので

す。個人であっても複数であっても。ですから事前に議長にこういう旅費行程を組み、目的を

はっきりして出してもらって、議長が議運を経由して派遣の議決をとってからではないと行け

ません。委員会ですと委員会の派遣で、議長の許可で行けるのですが、これは議員の派遣にな

りますので議決をとらなくてはいけないと。 

大きく違うと、政務調査費ではないと、政務調査という名前のつく視察研修なのです。です

から使い道は皆さんで決めればいいと思います。道外１回にするのか、今大渕副委員長が言わ

れたように道内であるそういう研修会、講演会もそうですけど、そういうものの旅費に使って

いいとするのか、それは決め方だろうと思います。多分札幌で行われる議員のための講演会と

いうのはそういう部分で役に立つものだと思いますから、使い道は今後議会が個人１人８万円

いただけるわけですから、有効に使って構わないのではないかと思います。あくまでも政務調

査費というのは外してもらって旅費であるということです。ですから旅費しか使えないのです。 

それともう１つ補足でしたけど、この話が出たときに当然、先ほど大渕副委員長も言われた

ように毎年つける性格のものだろうと私も思いまして財政側にはその確認をとっております。

これ１回 120 万円、額が来年 120 万円になるかどうかわかりませんけど、つけるということは

毎年つけるという確認をとっていますけど、そういう方向性で町はいるという考え方をいただ

いております。 

○委員長（山本浩平君） ほか何か質問等。 

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 基本的な部分があると思うのですけど、この政務研修費、私は

否定も肯定もしませんけれども、こういう言葉上の部分がまず一つとして町民の理解を得られ
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るかどうかということだと思います。 

それと、これが本来的にいくと私たち議員も町側がこういう予算をつけたときに、内容とか

具体的なことを聞きます。そうすると今議論されていますと、これから云々と言いますけど、

もしこれをやるとすれば、やはり議会として運用上の要項なり制度設計をきちんとした中で予

算を上げるまでに整理をしておかなければだめだと思います。それと含め、そして効果、行っ

てきたときに本当に政策提案をするための、一般質問等で政策提案をするために裏づけをする

ために視察してきたのかどうかとか、あるいは条例案を議会として、委員会として、個人とし

て、１つの条例案を提案するために勉強するのだと、そういうきちんとした裏づけがあって行

くような形なのかということを、私は要項等などできちんと整理をしておくべきだと思います。

予算をつける前に。今言っているのは予算をつけてからみたいな話に言っていますけど、それ

は本末転倒だと思います。 

もう１つちょっと飛躍した言い方しますけど、議長に伺いますけれども、先般職員が足りな

い、あるいは組織をどうするかということで併任の問題が出ました。議長、そのとき私は、議

会がこれから政策研究会、あるいはいろいろなことをやって資料を要求したり、いろんなこと

を調べたりしてもらって、非常に議会の資質向上や議会を充実しなければならない。そうなる

と、私の意見です。ここに 120 万円せっかく町長と議長がつけてくれるなら、私たちが日ごろ、

職員が資質向上を図るために、やはり議会事務局の充実を図らないとだめだと思うのです。そ

うすると、やはり事務局長と、あるいは今度の主幹がどうなるかわかりませんけど、そういう

人方がかなり勉強してもらわないとだめなのです。そうすると逆に 120 万円もするのでは、今

うちの臨時職員はそれぐらいの額であるのです。そうすると逆に臨時職員のほうに飛躍するか

わかりませんけど、臨時職員のほうに振り向けてもらってそういう充実を図るとか、議長がど

ういう議会にしたいのか、我々の部分については今説明を受けたからわかりますけれども、町

長としたときに、併任を発令したときにも、しようと持ちかけられたときに、私はこういうこ

とで職員、臨時に返してほしいのだと、そういう話のほうには全然なかったのかどうか、その

辺をちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 併任の話のほうにまでいったのですけれども、これは２、３日前の

議運でもお話ししましたけれども、あくまでも一介の事務局体制の問題については、これは併

任という形は、今回監査とのあれはしないと。やはりいろいろ話をした中で、これは独任性だ

からやるべきではないと。そういう中で、これは人員の事務局体制については、これはこれと

は別に十分議会として議長として状況をしっかり確認した上で要求すべきものは、これからも

要求をしていかなければだめです。これとは別にです。これはあくまでも議員の資質向上だと

か研修のための、議長としてこういう配慮をしたというだけでありまして、事務局体制につい

ては、こちらがお金がかかるからそうしたらこっちをどうのこうのというそういう次元の問題

ではなくて、まったく別問題として必要であればそれは人員は人員としてきちんと分けて、こ

れは要求していくべきものだと思っていますから。 
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それは、町長もそれはそれで、議会側も、こちらも議会の体制が、これはとても手薄でどう

にもならないと、非常にアンバランスになって職員とのバランスが悪くなって非常にこれは大

変だということになれば、それはそれで今の人員の枠の中でお互い均衡を保つためには、私も

きちんと体制がどうしても足りないのであればそういう要求をしていくし、そのようなことで

これとは直接関係なく考えています。 

だからあくまでも前田委員外議員が今言われたように、議員としての資質を高めるために、

先ほど氏家委員からのほうからも言いましたけど、やはり議員が大いに研修をしていろんな質

を高めて、そしてまちづくりに反映させていただければ、これはこれとして非常に効果がある

ものではないかというぐあいに、これは議長として判断したことで、事前に皆さんと相談すべ

きではないかというような、確かそういうような意見もございましたけれども、やはり私は私

なりに議長として、先ほど政務調査費と違うと言いましたけど、政務調査費は政務調査費でな

かなかいろいろ議論があって、そういう形ではなかなか進まないわけです。だからそういう枠

を外した中で何か皆さんに研修してもらえるいい方法がないかということで、議長自身が考え

てやったことでございまして、そういう面ではひとつご理解をいただきたいということで、す

べてそういうことは議運の中なり皆さんに全部相談してから、それならやるというのならば、

それこそ過去からいろいろ言われている議長とは一体何なのと、やはり全体的なことを十分考

えた中で議長は議長として皆さんのやりやすい議員活動にしていくのも、これは議長としての

形での考えもあるなと、やらなくてはだめだという部分もあるなということでやっているとい

うことでひとつご理解をいただければというぐあいに思います。 

だから、先ほど言ったようにこれは旅費ですから。これについてこういう形でやってくださ

いということは、やるべきだということは確かに後でいろいろと出てくるとは思います。その

辺の要綱はきちんと定めた中で進めていただければというぐあいに思っています。 

○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） 話はわかります。ただ、私は議員研修が職員の資質向上研修へ

行ったことについてプラスになると思いますけれども、実質的にはあとは個人的な部分の資質

向上もありますから。ただ、私が言ったのは、多分人事の部分については議長は考えてくれて

いると思います。私は議会事務局は確立すべきだと思っていますから。これだけ白老町が先進

的な取り組みをやっていますから。ただ、全体の予算の中で限られているから何を優先するか

ということで私は話をしたのです。そういうことです。だから、そちらのほうでめどがついて

いるならばそれにこしたことはないのです。取引条件とすれば優先としてはどちらかというこ

とで私は言ったことです。 

それと、議員の資質向上となると第３次議会改革の中で議員の資質向上とうたっています。

その中の１つにこれを入れようというとらえ方でいいのかどうかということだけ伺っておきま

す。あくまでも別項目で議論されるのかと思うのですけど。今話をしていることとなると共通

されてくるのかと思うのです。変なへ理屈ではなくてです。なぜかというと、きちんと整理を

しておかないと我々が後々困りますから。こういうことだときちんと町民にも説明することが
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できるようにしておきたいものですから、その辺の論理性をと言っているだけですから。 

○委員長（山本浩平君） この点については皆さんそれぞれの意見があると思います。議長だ

けの考え方というか判断ではないと思います。 

 ほか皆さんございませんか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 大筋において今の議員の政務研修についてはだめだというような意見

はなかったように思いますので、中身を、今前田委員外議員がおっしゃったようにどういうふ

うに運用していくかということもやはりきちんと決めておいたほうがいいというように私は思

いますので、委員長に、今後この問題についてもきちんと皆さんの意見も統一してきちんと進

めていくということでやっていただきたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私も議長の言うこの案には賛成です。でも、及川委員が言うように、

やはりきちんとそのやり方を事前にやっておかないと、またあらぬ方向に進んでいったらまず

いので、それだけはきちんと決めてもらえればいいと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今議長のお話を聞きまして、これは旅費ということになっていますけ

れども、視察の二重ではないかというふうにどうしてもとられてしまうと思うのです。２年に

１回ずつの視察へ行って、さらに毎年８万円ずつになったら、ただ視察がふえているというふ

うに受け取られかねないから、きちんとやっていくのだというふうな意見が先ほどから出てい

るから、私はそれはそれですごくやっていくべきだとは思うのですけれども。 

もう１つ別のほうから思うと、政務研修の、皆さんでこれから決めていくことなのかもしれ

ませんけれども、研修なのか視察なのかという部分が非常にあいまいだと思うのです。例えば、

千葉のアカデミーの研修に行って、では、そのアカデミーに研修に行きますと決めたとします。

では、そのときのアカデミーの報告会というのは次の政策にどういうふうにかかわってくるの

かといったら非常に難しい部分があります。だから本当に純粋なそういうような研修までもオ

ッケーとしてこれからとらえていっていいのか。やはりそうではなくて、何らかの、今ある問

題に対して対処していくために視察していくというのか、その辺の議長のお考え方を教えてい

ただければありがたいと思ったのですけど、議長いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） これはどうですか。皆さんで１回会派に持ち帰って、この使い方だ

とかそういったことを１回検討されたほうがいいのではないですか。この提案されたものにつ

いては皆さん決して反対だという意見はないですね。 

堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） そういうことについては議員個々が、先ほど前田委員外議員も言わ

れましたけれども、やはりこういうのを通じてそれが町民から見て、何だただ行ってきて後で

何もやっていないのではないかということでは、やはりまずいと思うのです。だからやはりそ

れは、議員個々がどういう研修をしてきて勉強してきて、こういう形で反映していますという
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のは、これをやっていく中で皆さんそれぞれが考えていただきたいという思いで私はおります。 

それから、こういうものを活用していろいろ勉強してきて、平たく言えばこの中だけにいて

は、白老町の中だけでやっていてはなかなか進展も難しいだろうと、やはりいろんなところを

研修してきて議員の方がいろいろな情報を収集した中で、そしてそれをまちづくりにどんどん

反映させていくというやり方をとっていけば、町民の方も私自身もそれは大いにお金を使って

やってきたことは町民のためになっているのだということで、そういうような思いで考えてい

ますので、こういうことをやれ、ああいうことをやれという、そこまではそれは個々の思いの

中でやっていただければいいというぐあいに思っているのです。そういうことだと思っている

のですが、どうですか。そういう形で機会をつくりましたということで、やはりこれを生きて

活用するか、本当にまた指摘された形で批判されるような形で活用するのかというのは我々議

員に、全体にかかっている問題だというぐあいには思っています。 

○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） 今回本当に財政が厳しい中でというふうに言ってしまうと、本

当にどうなのかということになると思いますけれども、前の町立病院の問題があったときに、

課題があってあのときもかなり町民からいろんな意見がありましたけれども、私たちは本当に

胸を張ってきちんと勉強してきたことが行政の中に生きてきたというふうに私も思っています。

ほかのほうの、他町村のいろんな視察も受けていろんな方とお話もするのですが、そこは政務

調査費のある中なのですが、やはり政務調査費を使って視察に行ってきたことを本当に行政の

中に生かしているという話を聞くのです。私はそういう話を聞いたときに、そういう情報を私

ももらうのです。本当にそう思うことは、やはり自分でお金を出してでも現場に行って話を聞

いて、きちんとしたことが聞けて、それが議会の中に質問として生かせるなとすごく思うので

す。やはり現場で見たことは実際きちんと言えるというのはすごく実感していたのです。 

ですから、私も町長と議長がお話をしているときにいさせてもらいましたけれども、そうい

った形の中で今後やはり行政側と同等の議論をしていく、議会がそういった場であってほしい

という町長の思いもありますし、もちろん議長の思いもそういった中での視察というのは、今

ネットワークがあって何でもインターネットでとれる時代ですけれども、やはり現場のしっか

りしたことを見てくる、そしてそれを行政に生かす、ましてや私はいろんな視察を受けていま

すけれども、白老町が視察に行くそういうものというのは必ず目的をきちんと持って、それを

行ってきて報告できるような形にでき上がっているのではないかという、そういうように思い

ますので、本当にそれを町のために、町民のために生かせるような形になっていけばいいので

はないかというふうに思って私は話をしているとき一緒に聞いていました。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。どうしてもちょっと引っかかるのは、今後のこともあ

るのだけれども、例えば８万円だとしたら４年間で 32 万円でしょう。そうだとしたら常任委員

会の研修をやめればいいと私は思うのです。ことしという意味ではないです。そういうふうに

することによって 32 万円は積み上げでも使えるようにすればいいのです。例えば、ことし８万
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円だから８万円で行けなかったら 16 万円で行きたいときは 16 万円まで２年間、それが繰越明

許で使えるかどうかはわからないけど、そういうことを考えないと、今 16 万円なら 16 万円の

常任委員会の研修があって、それ以外に８万円で 32 万円のものがつくとなれば、確かに政務研

修になっているのだけれども、これは旅費だけになっているのだけど、私はやはりそういうよ

うな、１つは議会で前進的な考え方も含めて考えていかないと、本当にそれでいいのかという

気がするのです。一番いいのは自由に個人も行ける会派でも行ける、そういうものが望ましい

と思うのです。もちろん常任委員会で行くのがだめだとは私は思いません。だけどそのほうが

効果が上がるとして本当に研修をして、一般的な研修ではなくて町民のために条例案を提供し

たり政策立案をしたりするとなれば、私は常任委員会の研修よりも今のような形での研修のほ

うがすごく合理的になるのではないかと思うのです。 

だから４月からはどうするかということは、それはあります。それはそれでまた判断をしな

くてはいけないかもしれないけれども、やはり前進的に考えるというのはそういうふうに考え

たほうが私は前進的ではないかというふうに思います。そうではないと、町民から見た目はど

うなるかというと、議員は視察ばかり行っているとか視察へ行けるようになるというふうにし

かとらえないのです。それはそうとるかは好き好きですけど、自由だけれども。だからやはり

そういうことも含めて考えたほうが私は合理的だと、町民の皆さんに話をする場合も説得力は

あるだろうと。今の研修をより高める、改革というのはそういう意味だと思うから、私はそう

いうことが考えられないのかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） やはりこれは、中身について各会派で相談してきていただかないと

温度差があると思うのです。私は今の大渕副委員長の意見とはまったく正反対の意見を持って

います。逆に自由に使えるような形の中で、例えばそれぞれの会派の中で研究したいことが違

ったら、別々に８万円を使ってもいいのではないかぐらい思っていますから。 

そしてそれとその常任委員会の研修をリンクさせて、では常任委員会の研修をやめようとか。

それだったら今回の議長の意図している、議員の一人一人の資質向上のための自由に使ってや

らせたいという思いとはまたかけ離れていくような気がするものですから、大渕副委員長と私

の考え方はちょっと違うかというのは感じます。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は大渕副委員長がもしそういう形の中で考えるのであれ

ば、私はこの８万円という金額自体をもっと考え直さなくてはいけないと思っています。常任

委員会の視察については別に今回は１つの定義方になるかもしれないけど、東京以南だとか以

北だとかいう考え方をまずやめたほうがいいです。その中で東京以南の場合は今回４泊５日に

なっています。４泊５日でなければならないという定義も変えなければいけないと私は思って

います。必要のない研修に何だかんだと４泊５日と考えなくてはいけないという話にはならな

いです。今回はあそこを見て来ようと。移動にばかり時間をかけてそのようなことをするのだ

ったら、今回はあそこに行って３泊４日で帰ってこようとか、２泊３日でも。そういう考え方

というのはその中で考えればいいことかと私は思っています。 
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ですから、各常任委員会での視察等々については、やはりそれはそれでやる意味があるだろ

うし、またやる意味がなければ今大渕副委員長が言われたとおりもっと違う形の中でこの研修

費用に回していけばいい形になるかもしれないけれども、今の段階ではそういう形の中で私た

ちが常任委員会の視察についてはしっかりとした考え方を持って取り組んでいくことが大事な

のだろうと、私はそういうふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 大渕副委員長が言われた言葉ですが、私は今特にこの政務研修につ

けた８万円、120 万円についてはこれはこれとして、だけどこれは将来的にわたってこの常任

委員会の研修もこれらの研修もやっていく中で、こういう形で見直していく部分があれば、そ

れはやはり見直していったほうがいいのではないかという意味で私は言われたと思ったのです。

だから今この政務研修費をつけたからといって、すぐ今回から各常任委員会の研修を今見直さ

なくてはだめだというぐあいにはとらなかったのですが。大渕副委員長そういうことですね。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今の段階で、もう予算が上がるというのにそれを議論

してもしようがないのです。ただ、そこは本当に我々も町民の皆さんも理解してやらないと、

はっきり言えば今も打ち切り旅費なのです。打ち切り旅費というのはおかしいでしょう。余っ

たら本当は町に返すのです。今はそうなっていないです。だから私が所属する常任委員会では

必ず事前に集めましょう、多くかかったら払うのですというふうにするというのは、そういう

打ち切り旅費という制度そのものがおかしいと私は思っていますから。何回か言ったことがあ

りますが。だから、常任委員会の研修も打ち切り旅費でやるというのは本来はおかしいのです。

だからそのようなことを総合的に見直す時期なのかもしれない。だから議長が言われたように、

私はそういう、やはりいい方法で既得権守るとかそのようなレベルの話で今やっているのでは

ないです。そうではなくて、本当に白老の議会がどうなるのかという形でやらないと。 

だから市に行ったら常任委員会でも行くけどもほとんど会派で行く政務調査団が多いので

す。だからもう何年も前から以北とか以南とかという話、打ち切りという話が何度も出ている

のです。そんなのは以南と書くからおかしいのです。それは、昨年もおととしも出ているでし

ょう。別に道内でも構わないのですし、やはりそれぐらいの考え方にならないと研修はちょっ

と、北海道の中でも行きたいところはたくさんあるかもしれませんから。北海道の中だけで 10

何万円使えるかもしれないですし、わからないわけですから。だから私はそこら辺をもう１回、

これを機に打ち切り旅費の問題も含めて見直したほうが。実費弁償なら実費弁償にすると。 

○委員長（山本浩平君） 中身について、これはそれぞれいろんなご意見あるようですので、

ちょっと継続的に協議はしたいと思いますけれども、この予算をつけるということでございま

すので、そのことについては皆さん異論はないですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、この中身についてはやはりそれぞれ温度差もあるようですか

ら、今後の議会運営委員会の中で詰めていく必要があるかというふうに思います。 
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 続けて３番目のほうに入りたいと思いますけれども、要綱の改正についてでございます。 

上坊寺事務局長説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２番目と３番目は別ものではないのです。実は、ただいまの個

人で行くベースになったときに、先ほど前田委員外議員が言われたように今委員会が行政視察

をするという実施要綱は持っているのですが、グリーンのページの要項の中ほどを開いてもら

うとあるのですけど、59 年につくっている、それ以後改正をしていないのです。議会改革で大

分直っているのですけど、それも改正をしていないのです。ですからこの際ですから、個人が

行くようになりましたので、一通り見回して前の要綱に意味も加えながら、ちょっとたたき台

がなければ議論にならないということで事務局としてつくらせていただいて、提案させていた

だいております。 

読ませてもらいます。新しい要綱ですが、目的として議員も行けるという要綱にしました。 

（目的） 

第１条 この要綱は、白老町議会における委員会の審査・調査活動の充実並びに議員の資質の

向上と議会の活性化を図るため、それぞれの行政視察の実施の方法について定めるものとする。 

１はおおむね同じですけど、若干加えています。 

（種類） 

第２条 行政視察は委員会及び議員により行うことができるものとする。 

従来は委員会しかございません。 

２ 委員会が行う行政視察は、おおむね次のとおりとする。 

この内容は前のものと同じです。(１)、(２)、(３)については所管事務調査、付託審査等々

に今実際に動いている場合の調査です。これは当初予算にないので、病院のように理事者にお

願いをして予算がついたときに行けるというものです。 

(４) 議員としての資質の向上を図るための先進地視察。 

これが俗に言う任期内２回というものなのです。 

それで、３項を新たに追加してございます。 

３ 議員が行う行政視察は、資質向上のための政務調査とし、議員単独及び複数により行うこ

とができるものとする。 

それと、（実施）ですが、第３条、これはちょっとまとめて整理をかけております。 

第３条 委員会及び議員が行う行政視察は、それぞれの必要の都度、事前に議長と協議のうえ

行うものとする。ただし、前条第２項第４号の先進地視察は、議員の任期内に２回（改選後第

１年次・２泊３日以内及び第３年次・４泊５日以内）に分けて行うものとし、他の委員会と合

同して行うことができるものとする。 

先ほどの任期内２回行くという規定です。これは趣旨的には前のと同じです。 

（派遣の手続き） 

第４条 行政視察を実施しようとする委員会及び議員は、その調査事項、目的地、日時、経費

等を記載した申請書（様式第１）を議長に提出し委員会にあっては委員の派遣承認を得るもの
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とし、議員にあっては議員派遣の議決を受けなければならない。 

ここを新たに追加しております。 

（視察の結果報告） 

第５条 行政視察を終了したとき、委員長は次の定例月会議においてその視察の結果を報告し

なければならない。 

２項、３項は追加しております。 

２ 行政視察に参加したすべての議員は、その行政視察のてんまつ等の報告書（様式第２）を

議長に対して速やかに提出しなければならない。 

これは、第１の議会改革で行政視察に参加した議員すべてが議長に対して報告書を出すとい

う決まりになっていますので、これは新たなものではございませんけど、従来は入っていませ

んので追加いたしました。 

３ 議長は、前項により報告を受けた文書を公表しなければならない。 

従来は個人の部分がなかったものですから、個人が議会に、町民に対しても報告するという

機会がないので、これより確保したいということです。２項、３項は新たな追加文書です。 

（視察に要する経費） 

第６条 行政視察に要する経費は、当該年度の予算の範囲内で行うものとする。 

２ 第３条ただし書き及び議員が行う行政視察に要する経費は、白老町議会・委員会及び議員

行政視察旅費支給基準により算出した旅費とする。 

先進地視察です。後で説明いたします。 

（その他の事項） 

第７条 以上のほか、詳細の手続きについては、その都度議長が定めるものとする。 

附則は４月１日から施行すると、予算執行が４月からですから、４月１日から実施するとい

うことで前の規定は廃止すると。 

様式第１、様式第２、様式関係です。 

資料４をご覧になっていただきたいと思います。これも従来の中にある部分ですが、白老町

議会・委員会及び議員行政視察旅費支給基準です。 

委員会及び議員が行う行政視察に要する旅費の支給は、現地までの航空運賃、宿泊料及び日

当の合計をもって基準とする。 

ただし、この基準により算出した旅費の総額が当該年度の予算額を超える場合は、派遣を行

う議員数により安分し打ち切り旅費をもって支給する。 

(１)東京以南の場合、先ほどもありましたけど、以北と分けていますが、15 万 6,000 円、従

来は 16万 6,000円でした。これは 15年に旅費の費用弁償の改定をやって直していないのです。

そのままになっていますので、基本的に九州鹿児島まで行けるという限定をすれば 15 万 6,000

円で間に合うと。福岡までは 10 万 2,000 円ですから、こういう計算式です。 

(２)東京以北の場合は、東京をエア・ドゥで行けばもっと安いのですが、福島まで行くと６

万 4,000 円かかりますので９万 2,000 円の限度にすると。 
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(３)議員が行う行政視察、これが新たに追加するのですが、町側の示されたものは２泊３日

を基準として８万円と。先ほど打ち切り旅費の話がありましたが、打ち切り旅費というのは、

例えば 15 万 6,000 円を超えたら打ち切るということなのです。ただ、旅費の算定基準がありま

して、皆さんが余るというのはパックで行くので余るのです。普通に旅費規程でやるとかかる

のです。ですから打ち切り旅費というのは、これ以上算定でかかったのは出しませんという基

準です。ですから、この中で今後変えていくものがあれば変えていっていいのではないかと思

います。これはあくまでもここの要綱の真ん中辺にあると思いますけど、今の基準を参考にし

てつくりかえたものでございますので、これをもとにそれぞれ議論していただくのであれば、

議論していただいたほうがいいかと思います。 

○委員長（山本浩平君） この件についても今出てきたばかりですので、一度持ち帰って検討

していただいたほうがよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 何か質問があればどうぞ。 

私からいいですか。先ほどの議員の行政視察は政務調査ではない、旅費だというお話だった

けれども、これではきちんと政務調査としてうたっていました。これは非常に矛盾があるなと

感じるのです。やはり議員が行政視察を行うということは、私は政務調査だと、ここに書いて

あるとおりだと思うのです。先ほど、旅費だみたいなことになってしまうとかえって町民から

旅行ではないかという話になるわけだから、この８万円はやはり政務調査というような私は認

識でよろしいのではないかというふうに思うのですけれども。 

上坊寺事務局長いかがですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、政務調査と政務調査費というのは違うのです。政務

調査というのはいろいろな活動がありますけど、現地へ行って調べるのも政務調査ですし本を

買って勉強するのも政務調査なのです。ただ、政務調査費というのは人が限定されていますけ

ど、多目的に使えるのです。旅費の費目ではないですから。議員に交付する交付金なのです。

ですから自由に使えるのです。もらった中で新聞を買おうが本を買おうが視察に行こうがいく

らでもできるのです。だからこれは政務調査の活動の旅費なのです。旅費に限定されるという

ことなのです。あくまでも、議員が活動するのであればすべて政務調査なのです。それ以外で

あったら逆に町民にはなかなか説明がつかないかもしれません。ですから、前段に書いてある

先進地視察と書いてあるのも基本的に政務調査なのです。これは委員会活動として所管事務を

取り込んでいきますから。ですからフォーラム行こうが政務調査なのです。フォーラム行こう

が講演会行こうが全部、議会活動に絡むものでしか支出はできないのです。だから今言ってい

るとおりにどこまでこの８万円を使うかというのは、そういうものも旅費しか出ないのです。

だからあくまでも参加料を払ってまで行くのであれば、それも認めるのか。その議員が８万円

以内で何回も行っていいのかという決め方ぐらいしかないのです。 

○委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 政務調査で行くときの旅費になるということなのですけれども、
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ただその調査によっても党に所属している議員もいます。党で何か行事があるときに行くこと

があります。それは認められませんね。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは政治活動ですからだめです。だから事前に議長に届け出

るというのはそういうことなのです。 

○委員外議員（吉田和子君） そういうので使うという人が前に聞いたことがあるので、使え

ないはずだと思って。その辺をはっきりしておかないと、今後これからまたそういうことで出

かけることがあったときにそういうことで勘違いをしたら困ると思うので、その辺は明確にし

ておいたほうがいいかと。 

○副委員長（大渕紀夫君） 以前は、政務調査費はそれは全国で認められていたのです。政務

調査費ができたときは認められていたのです。今はだめなのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、政務調査費を出す場合は条例を設けて使途を明確

にするのです。ただ、この場合は旅費ですから旅費の支給規定しかないのです。ですから前田

委員外議員が言われたように、もっと具体的に使途を明確にする必要は、もし今の部分があっ

たら、あるのではないかと思います。多分、政党活動はだめです。それは白老町議会の議員の

政務活動としてみなければいけない。 

○委員長（山本浩平君） ほか質問ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、この２番目と３番目のことについては持ち帰りということで

よろしくお願いをいたします。 

 その他について、私のほうからちょっとあるのですけれども、先ほどの全員懇談会、前回の

議会運営委員会の中でマスコミが入っては困るということで全員協議会を全員懇談会というよ

うな形にしたのにもかかわらず、いつの間にか名前は懇談会だけどマスコミが入っているとい

うような状況になっていました。前回の議運の中で副委員長からオープンな協議会でよいので

はないかという意見が出されまして、私もそれに同調いたしました。町側の意向を尊重したに

もかかわらず、何の説明もなく実質全員協議会というような形になってしまっていたと。私と

しては非常に遺憾です。このやり方そのものについて。なぜこんなことになったのか。これに

ついてちょっと、本来であれば町側からの説明も受けたいですし、なぜこういう運びになった

のか。誰に伺ったらいいのか。町側ですね。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今委員長が言ったことはあるのだけれども、ただそのとき上坊寺

事務局長はこう言っているのです。入った場合は入った場合で仕方がないと、帰らなかったら

帰らなかったで仕方がないと言っているのです。私が聞いたときに。町がそう言っていると言

っていました。だから今はあの会議をやった後引き続きマスコミがいたという認識だけだと町

はそう言うと思います。だから、それだったら初めから全員協議会をやってオープンでやった

ほうがいいのではないかという、私の意見はそういう意見だったのです。あのとき確かに上坊

寺事務局長はいたらいても構わないと町は言っていると言ったのです。それなのにどうして懇
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談会にするのと私は聞いたのですが、呼んで聞くかとなったのですが、それはいいのではない

かとしてしまったから、あのとき呼んで聞いたほうがよかったかもしれません。 

○委員長（山本浩平君） 町側の意志も統一されていないような気がするのです。というのは、

議案説明会の中ではっきり説明しています。具体的な話をして。何なのだということを言いた

いのです。町側に対して。議運にかけてまで懇談会にしてくれと言っているのにもかかわらず、

全然意志も何も統一されていないのではないですか。そういうことを言いたいのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただ、我々があのときやはり町側を呼べばよかったです。委員長

が呼ぶかと言ったのですが、呼ばなくてもいいとは言わなかったけど、いいかというふうにな

ってしまったのです。 

○委員長（山本浩平君） マスコミを入れる入れないという認識をどの程度町側が持っていた

かということになるのです。 

今の点について、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、委員長が言われたとおりだと思います。懇談会と決めた以上は

きちんとマスコミの方々に申しわけありませんけど退席してくださいと、そういうことをきち

んと区別をしていかないと、今後こういうようなことがあったときに協議会と懇談会とごっち

ゃにされてしまって、やはりトラブルのもとになりかねないので、きちんとその辺は町側とも

話し合いをしておくべきではないかと思います。 

だから、協議会なら協議会、懇談会なら懇談会、その辺をきちんと町側と議運側と意志をき

ちんと確認をして、その辺のけじめをきちんとつけておくべきだろうと、必要だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議員懇談会であっても開催は議会なのです。ですから、もしか

あれだったら議会が排除しなければならないのです。町側ではなくて。ただ、私が言ったよう

に、今回は報道機関には通知を出しておりませんので、懇談会も当然出しません。ただ、流れ

としては多分滞在するという可能性はあるのです。補正予算で説明を受けていますから。その

後町側に報道機関も取材をしていましたので、当然多くは残るだろうという確信していました

けど。ただ、その前段で残ったときにどうするのと、従来の流れからいったら残っても議会と

しても排除できないと。そういう形で前段で、入っても仕方ないという確認をとっていました。

基本的には議会が排除しなければならないのです。ただ議会として本当に排除できるかどうか

というのが、従来の流れからいったら微妙なところではないかと。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） これは今後に十分生かされたと思いますので、町側から今回の場合は

懇談会にしてくれということだったのだけれども、これは議会の意志としてきちんと町側にそ

の部分を説明して、やはり協議会という形で取り扱うべきだったと。今後の活力にすればいい

のではないですか。今回は委員長の言うとおりに皆さん違和感を感じたわけですから。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） おっしゃるとおりだし、委員長の言うとおりなのです。ただ、懇
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談会にしたからといって議会が排除できるかといったら秘密会にしない限り排除はできません。

例えばやるとしたら議会が考えて、では、１回みんな帰りましょうと。それで何もやらないと

いうような顔をして、何時からやるというふうにするしかないのです。そのようなことをやる

必要が今回はなかったからやらなかっただけの、だからマスコミが残るのです。だからそれだ

ったら、委員長が言っているように初めから協議会できちんと正式に口外してやればいいでは

ないかという意味のことを言っているのです。 

だから、排除は絶対するとしたら３分の２以上の人が申し出て討議をしないで秘密会にする

と議会で決めなければならない。そうすれば排除はできるけど、そうではない限りマスコミは

排除することはできないですから。だからそこだけははっきりしておかないと、今回は協議会

にしたほうがよかったという意見ですから。 

○委員長（山本浩平君） 議案で説明するぐらいなら、そういうことを言いたいのです。だか

ら、町側の意志が統一されていないのではないかということを言いたいのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは今及川委員が言ったように、委員長が山口総務財政部長の

ところへ行ってその話をしてこられたらいかがですか。議運のメンバーもみんなそう言ってい

たということで。 

○委員長（山本浩平君） そういう扱い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） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、私は今回の場合は絶対残ると思っているのです。連

続してやりますので当然出るわけがないのです。ですから懇談会でやる場合は、それだけ単独

で別な日にちを取らなければ多分無理だと思います。 

○委員長（山本浩平君） その他皆さんございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） これをもちまして本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後 ０時３０分） 


