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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１１月１５日（月曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後１５時０４分 

                                           

○会議に付した事件 

１． 意見書の取り扱いについて 

２． 政策研究会（公的機関）の位置づけについて 

３． 反問のルール再確認について 

４． 夜間(ナイター)議会のあり方について 

５． 人事院勧告に基づく平成２２年議会報酬の独自削減について 

６． 予算・決算審査のあり方について 

                                           

○出席委員（６名） 

 委 員 長  山 本 浩 平 君    副 委 員 長  大 渕 紀 夫 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（１名） 

 委 員  西 田 祐 子 君 

                                           

○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 

 参 事  千 石 講 平 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） まず、この調査事項の前に、今いろいろと話題になっております、特に

北海道の農業にとって大きなダメージになる恐れのあるこのＴＰＰ交渉への参加を行わないように

求める意見書というのが大渕副委員長のほうから提出されておりますので、ちょっとこの件につい

て説明をいただいて皆さんのご意見をまず伺っていきたいと思います。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） この件につきましては道議会のほうでも、先日全会一致で議決されて

おります。それで、北海道の経済団体、それから農業関係、森林関係、漁業関係、すべてが一致し

てこのことについて出しているわけです。それで、11 月 29 日に開かれるかどうかまだはっきりし

ていませんけれども、開かれる可能性のある 11 月会議で出さなければ、これは時間等の問題があり

ますので 12 月ではなくて早く出したほうがいいのではないかということで私の名前でちょっと出

しましたけれども、当然道議会全会派一致しているのです。そういうことからいいますと別に私が

どうのこうのということはございません。中身について説明すれというなら説明しますけど、する

必要もない。あれだけ新聞で毎日、きょうも道新に大きく出ていますから、毎日出ていますので、

今阻止のための署名運動、大会、主事の各地区での大会を含めて、全体が一致してやっていますの

でできれば 11 月 29 日に開かれればそのときに出して早く送ったほうがいいのではないかというこ

とで出したということでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） この点について、皆様方からのご意見伺ってみたいと思います。どなた

からでも結構です。いかがでしょうか。では私のほうから。実はこれは、私も本当に重要なことだ

と思っていまして、きのう日曜日に財政健全化の特別委員会がありましたけれども、私は日曜日に

出るぐらいであればこのことを全会一致で町議会で本当に出さなければだめではないかというふう

に実は私も思っていまして、大渕副委員長のほうから提出されましたけれども私自身も同じような

ことを実は前から思っていました。今、民主党さんのほうで、管直人総理大臣が一生懸命やってお

りますけれども、民主党の中でも半々ぐらいに実は意見が分かれておりまして、特に北海道の選出

の議員の人たちは全員恐らくこれは反対表明しているはずだと思います。白老にとっても、これは

大きなダメージが当然ありまして関税のかからない肉が入ってくるようになってくれば、いくら白

老牛といっても多大なる影響は間違いなく受けるということで、これは阻止に向けての動きをやは

り白老町議会として指をくわえて見ているわけにはいかないと私はそういうふうに思っております

ので、ぜひ全会一致の中で全員の会派の名前を連ねたような状況の中で提出をできることが望まし

いと考えております。ほかの委員の方はいかがでしょうか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。私もこのＴＰＰの問題については個人的にも、またこの北海道

の農業に与える、ひいては日本全体にこのように与える影響というのは非常に大きいと大変危惧を

している一人でありますので、この会派も当然これから協議しますけど、多分同じことになるだろ
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うというふうに私自身は賛成いたしているところです。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私のほうも、これにつきましては参加を行うようにこの意見書を賛成でご

ざいます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 私たちも、これに関しては前にＦＴＡの関係も出したという記憶も

ありますので、やはり農業者を守っていかなければならないし、北海道一番食材の生産地でもあり

ますので、そういった部分では特にやはりかなり影響が大きいだろうと、そういった部分では北海

道が一致団結をしなければならないときではないかというふうに思いますので出すべきというふう

に考えます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、参考意見として伺ってみたいと思います。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） トータル的にはＴＰＰは理解しますけど、現時点では今言ったよう

に農業の部分的なものとか、来年ハワイの会議まで日本の視点もはっきりするということで、現時

点ではまだ具体化というか農業政策についても具体的な対応策がありませんので、現時点では賛成

しております。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 蛇足で皆さん知っていると思うのですけども、漁業関係でアキザケは

関係ありません。スケトウダラ、ホタテ、これはスケトウは多大な影響があると思います。これは

アメリカから銀ダラが大量に入ってくることになると思いますので、ここの地域では農業は肉です

ね。米はないですから。米が一番大きいのですけど。そことやはりホタテのほうが大きいと思いま

すので漁業関係も多分相当これは反対すると思います。ここはスケトウが一番でしょう。だから、

そういうことでいえば、そこの影響も現実的にありますから、品目の中に入っていますから。だか

らご存知だと思いますけど、そういうところでいえば非常に大きいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 特に、皆さんほかに何かおっしゃいたいことがあれば。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、全会一致ということになりますので、どのような提出方法に

したらよろしいでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 29 日に、もう１回やったらどうですか。会派に持ち帰って。 

25 日やって、29 日間に合いますので。 

○委員長（山本浩平君） 私はもっと早く出すために、これは出てきているのだと思ったのです。

そのための会議を開くぐらいの勢いでやるのかと思ったのです。通年議会ですから。私はそのぐら

いのつもり、実はあったのです。29 日でいいのですか。２週間後です。もともと意見書自体の中で

別に町の職員が出席するわけではないのですから、こういうのは早くやることに白老の議会として

の姿勢が私は出るのかと思いますし、通年議会をやっている意味合いも私はあるのかというふうに

思うのですけども、いかがですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。申しわけありません。ちょっとそこまで、私は 29 日には
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どうしても出さなくてはだめだというふうに思っていたものですから、ただ、考えたらあした全員

が来られるということで、ここで皆さんが、議長も含めて一致できれば一日でも早いほうがいいか

と思いますけれども、その処置が取れるのであれば私は構いませんけども。早いほうがいいという

ことだけは事実だと思います。 

○委員長（山本浩平君） あとはその調整にいろいろ手間がかかる場合もあるでしょうから、その

辺でクリアできるかどうかということだと思うのです。及川委員は会派の調整というのはどうです

か。及川委員。 

○委員（及川 保君） きょうも松田委員とはお会いすることにはなっているのですけれども、今

連絡くることにはなっているのですけども、それで調整はつけると思うのですが、西田委員が緊急

だと多分出席は無理かと思いますけど、そのあたりで調整は可能だと思います。問題はあしたの本

会議は可能なのですか。これは上坊寺事務局長に。 

○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） 基本的に、きょう招集通知を出せば。ただ、一日ですから。基本的

には普通の場合も急事の場合を除けば三日という。ただ、あしたは通常は特別委員会を開くとお呼

びをしているので、今のところ欠席は聞かれていないから想定としては集まれるのではないかとい

う気がします。ですから、今急遽招集を出すことは可能です。10 時開催、特別委員会終わり次第と

いうことになると思います。 

○委員長（山本浩平君） 北海道の中でもいくつかの議会はもう既に出しているところもあるので

す。これは、やはり農業、漁業、大きく抱えている白老町ですから、少なくても胆振の中では最初

に出すぐらいのインパクトというのは私は必要なのかというふうに思うのです。反対があればどう

ぞ意見として言っていただければあれなのですけど。どうせ出すのであれば、あすみんなが集まる

わけですから２週間後よりは早いほうがよろしいのかというふうに考えているのです。及川委員。 

○委員（及川保君） あすという本当に緊急ですね。実は特別委員会は 22 日にも、まとめまで考え

るとやらなければならないのではないかという予想は実はしているのですけれども、ここでは不可

能ですか。今余り、きょうのあしたということで、そのあたりでいろいろ意見が出てこないかとい

うのがあるのですけども。可能ということで、できないことはないと今上坊寺事務局長の説明です

けど。どうですか。 

○委員長（山本浩平君） 22 日はやる予定になっているのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） きのう、口頭では及川委員長は言ったはずです。会派調整が必要で

あれば、あした無理だろうと思いますし、会派調整をしないで会派の代表の考えといったら変です

けど、それできちんと話ができるということであれば、あしたも可能だと思いますけども。それが

会派のあれで調整を取らせてくれということであれば、当然あしたは無理だと思います。22 日だっ

たらまずいですか。22 日にやって、あした終わり次第議運でこの問題だけちょっとつめてもらって。

あしたみんな集まるので昼でも話しができますね。 

○委員長（山本浩平君） 私は急いだほうがいいというのはエイペックで力強く宣言をしているの

です。管直人総理大臣が世界に発信しているのです。そういうことを考えたときにやはりこれは一
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日も早くやったほうがいいのと、そういう動きが全道各地でいろいろ、議会は別にしても、やって

いるさなかだからこそ一日も早くこれは、可能であれば提出すべきものであるのかというふうに考

えるわけでございまして。22 日となると、きょうこういう委員会に提出されていまして約１週間後

ということになるわけですけども、どうしても調整が必要だということであれば 22 日でもやむを得

ないとは思うのですけども。22 日までの調整が必要ですか。及川委員の決断で決まると思います。 

○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） ちょっと余談になりますけども、尖閣の問題で国民が起訴しなくて

もいいのではないかという声があるということを記者会見で仙谷大臣が国民の声というのはどこま

での声ですかと言ったのです。私はそういうことがちょっと残っていて、やはりこれは本当に北海

道民がどこまで真剣にとらえているかというのは、きのうで終わっていますから、きょうから国会

のほうでも始まるでしょうし、いろんな議員方もどんどん質問していくと思うのです。そういった

ときに全道的なものが、こういう道民の動きはこうですというような数値的なものをきちんと持っ

て、声はこうですということを言っていけると思うのです。そういうふうに国民の声というのはど

こまでの声ですか、何人いるのですかというようなやり取りをしているのを聞いていると、やはり

きちんとした出たものがあるということは、私はそれは声として届いていくのではないかというふ

うに思うのです。だから１週間違えばだめなのかというふうに言われたら、私もそれはわからない

ですけど、早いほうがいいという結論が出たのであれば、会派のまとめもありますのでまとまるの

であれば私は早いほうがいいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 民主党の国会議員の中でも東京のほうで勉強会を発足させたのです。勉

強会というのはほぼ反対の意見の人たちが集まった勉強会なのです。そういう流れに本当になって

いる状況の中で一番私は問題なのは漁業団体、農業団体とそういう関係者と調整を図った上で上げ

るということが筋だったと思うのだけれども、どうも唐突にいきなり総理大臣がこれをやるのだと

出してしまって、それで国内が今混乱しているという状況に見受けられるのです。これが非常に大

きな問題になっているのだと感じているのです。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私も可能であれば早いほうがいいと思っています。中身でいうと、こ

れは大変です。実際に今政府は食料自給率 50％にすると言っているのです。ところが、このＴＰＰ

入った場合は多分食料自給率は 15％ぐらいになると思います。現実的にそうなります。ですから、

わたしはやはりこれは早くやれるのであればやったほうが絶対いい中身だというのは、それで私は

12 月になってというふうに言ったのはそういう意味だったのですが、もっと早くできればもちろん

そのほうがいいというのは私の考えです。ただ、中身だけをもうちょっと勉強すれば本当に大変な

中身なのです。だからそこはやはり食料自給率の問題でいっても大変なことになりますので、私は

やはり、もし可能であれば早いほうがいいだろうというふうには思います。 

○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ＴＰＰは道議会でもやはり全国の中でもいち早く高橋知

事が含めて全会派で戦う決意でもって国に反対の意見を出したわけですから、私たちもやはり地方

の政治家としても、その地方における責任があると思うのです。特に農業問題、漁業問題でも本当
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に大変な中で今皆さん頑張っているときなのです。そしてこの天候不順の中でやはり作物が不作で

あったりなどしても何とかそれをしのいで頑張っている、そういう人たちを勇気づけるためにも、

これはいち早く出すべきではないかと、私はすごくそういう必要性を感じます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 清風さんどうでしょうか。清風さんの代表としての形で出すと。それぞ

れの会派の代表の連名で出すというような形をとって一日も早く提出するということになりません

でしょうか。及川委員。 

○委員（及川 保君） いずれにしても、これは多分大丈夫だろうという今ではおるのですけど、

例えば本会議に入って反対表明、例えばです、ここで私がオーケーだと言っても万が一そういう、

この場合は質疑、答弁はないですね、全会一致で。だけどそこでひょっとするとひょっとする可能

性も出てくるわけですから、そこで今私はここでオーケーだという話は、今大丈夫だということは

無理ですけども、きょうだから先ほど申し上げたように来られますので、その結果をみて判断した

らいかがですか。 

○委員長（山本浩平君） それでは、おおむねどうせ出すのであれば一日も早いほうがよろしいの

ではないかというのは各会派、及川代表も含めて、そのような思いは皆さん一緒だということは確

認できましたので、きょう午後に松田委員が来られるということでございますから、そこで調整を

図っていただいて、もしその辺で一致できるのであれば、あすこれを白老の町議会として各会派名

前を連名にいたしまして全会一致で提出するということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 仮に、もうちょっと調整の時間がどうしても必要だということであれば、

これは 22 日になるということで皆さん了解していただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのような扱いにさせていただきたいと思います。 

 それでは、調査事項の１番目早速入っていきたいと思います。政策研究会の位置づけについてで

ございます。上坊寺事務局長から説明ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回の議会運営委員会のときに一応政策研究会を設置していくと、

11 月会議をめどに設置していくというお話でございましたので、先月の 25 日までに仮に政策研究

会を設置した場合、公募型をとりますので参加できるかどうかというのを募りました。資料１も見

ていただきたいと思いますが、一応加わりたいという方は 10 名、現在ございます。ただ、西田議員

は今議員活動ができないという届出がございますので、出てきた後に確認をするということになっ

ておりますので、10 プラス１になる可能性もございます。それで、事務局のほうで提案というか、

１回提案の整理をしたほうがいいだろうということで、10 名ですから８名以内のグループになって

おりますので、実質的５名の２グループぐらいだろうと、８名以内ですので、２グループをつくる

ようになるだろうと。ですから、５名ないしは６名のグループができるということです。この後調

査事項を決めていただきますが、調査期間は６月ぐらいだろうと。９月で終わりですから、９月で

報告をしても実質的何も効果がございませんので、６月会議ぐらいだろうと思っております。それ

で、11 月会議に議決をとると。それには調査項目を決めなくてはならないのです。それと、もう１
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つは実際に議決をとって動き始めますので運営規定を持たなければならないだろうと思っています。

時間がございませんから、事務局で基本的に案を１回提示させてもらって、できれば調査事項と含

めて持ち帰ってもらって、25 日の会議で決めていただければ、仮に 29 日の議会であっても間に合

うかという思いがしてございます。資料２は、白老町議会政策研究会の運営に関する規定でござい

まして、基本的な事項のみ書いてあります。一通り読みます。第１条、（趣旨）白老町のまちづくり

における政策課題について、町民の視点に立った政策立案や政策提言に関する調査・検討を行うと

ともに、議員間討議の活発化を図るため、白老町議会会議条例（平成 20 年条例第 51 号）第 10 条の

規定に基づき設置する政策研究会の組織、運営等についてこの規定を定める。第２条、（基本的事項）

政策研究会の調査研究テーマは、議会運営委員会において決定する。これは、暫定的に議会運営委

員会ということになっていますので、議会運営委員会において決定をする。決まり次第、この条文

は直すということになります。２項、政策研究会は、調査・検討経過、課題及び解決策等をとりま

とめ、ホームページ等により町民に公表する。３項、政策研究会は、研究の成果について、必要に

応じて町長に対し政策提言を行うほか、議会において決議書、意見書及び条例の提案などを行い、

政策立案を図るものとする。第３条、（組織）政策研究会は委員８名以内で組織する。２項、委員は、

公募制とするものとし、公募に応じた議員のうちから議長が指名する。第４条（任期）委員の任期

は、各調査研究テーマの調査・検討の終了までとする。第５条（座長及び副座長）政策研究会には、

座長１人及び副座長１人を置く。２項、座長及び副座長は委員の中から互選する。３項、座長は、

政策研究会の会務を総理する。４項、副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が

欠けたときはその職務を代理する。第６条（会議）会議は座長が招集し、会議を主宰する。２項、

会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。３項、会議の議事は、出席した委員

の過半数で決し、可否同数のときは座長の決するところによる。４項、座長は必要があると認める

ときは、委員以外の議員に対し、会議への出席を求め、意見を聞くことができる。第７条（会議の

公開）政策研究会は、これを公開する。ただし、構成員の発議により３分の２以上の多数で議決し

たときは、秘密会を開くことができる。２項、前項の発議は、討論を用いないで可否を決定する。

第８条（出席説明の要求）座長は、必要があると認めるときは、町長、教育委員会の委員長、選挙

管理委員会の委員長、農業委員会の会長、監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し議長

を経由して、説明のため政策研究会への出席を求めることができる。第９条（議会への報告）政策

研究会は調査研究テーマに関する調査・検討が終了したときは、政策研究に関する調査及び政策提

言に関する内容等をまとめた報告書（以下「報告書」という。）を議長へ提出しなければならない。

２項、議長は、前項の報告書を受理したとき、直ちに議会を招集しその報告をさせなければならな

い。第 10 条（議員の合意形成）議長は、議会において報告書の報告を受けた後、合議機関として議

員同士の政策形成を図るため必要な措置を講じなければならない。２項、前項の合議機関としての

政策形成を図る措置は、議長が別に定める。第 11 条（会議の記録）座長は、職員をして会議の概要、

出席議員氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならな

い。第 12 条（その他）この規定に定めるもののほか、政策研究会の運営は、白老町議会委員会規則

（平成 20 年規則第３号）を準用するものとし、その他必要な事項は議会運営委員会に諮って議長が
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定める。附則、この要綱は、平成 22 年 11 月○日から施行するという、一応案でつくってございま

すので、検討をお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、まず資料１にお戻りください。現在のところ、10 名の方が応

募されたということでございます。当初は８名以内ということでの２グループということでござい

ましたけども、これは会派どうのこうのということではなくて、あくまでも議員個人の応募という

ことで確認をさせていただいた中で、10 名が出てきておるわけでございますので、これを無理に８

名以内にしぼるということにはならないのかというふうには思いますが、この辺の確認をしておき

たいと思います。いかがですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。きょうは遅れて申しわけございませんでした。議員の中から 10

名の方が応募されたということで、10 名でやられるのは十分私はいいと思いますけども、率直に言

います。熊谷議員が入っています。政策研究会というのは、これは始まれば、多分２グループなら

２グループに分かれて本当に真剣に議論しなければいけない。また、時間のない中で、そういった

真摯な議論をしていかなければいけない場所になります。きょう、議運のほうの休みの何かの届出

が出ていますか。出ていませんね。そういうことであれば、遅れるなら遅れる、休むなら休むとい

うことであれば、例えばあてにするのです。違いますか、皆さん。グループ分けをして何かに取り

組もうとしたときに、人がいるのといないのでは全然違うのです。ですから、そういうことであれ

ば、本当にこの政策研究会に対して応募してくるのであれば、その辺をきっちり確認をしてもらわ

なければいけない。やる気があるのかないのか。やるのかやらないのか。そうではないと、ただ名

前だけ連ねてもらって結局は予算出席できませんでしたという話だったら私は、それでも名前だけ

でもやりたいという希望でみんなとるのだというのならそれでいいのだけども、私の率直な意見は

そういうふうに思います。しっかりとした、そういった確認をとってもらわないと、これから始ま

る政策研究会というのは一体何なのかということが私は疑問だと思います。 

○委員長（山本浩平君） ただいま、名指しですけども、そういった問題があるのではないかとい

うお話がございました。皆さん、今の点いかがですか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私自身はこの研究会に出席できなかったというのは、やはりそういう部分

があった中で前回のこの会議の中での２グループの８名以内で進めると、こういう中で私も進めて

ほしいものだというふうに思ったのですけども、今個別の名前が出されましたけども、私も昨日の

本委員会の中で委員長として不適当な発言があって大変申しわけなかったと思いますけども、日頃

やはり感じていることが連絡もなしに、何もなくだらだらと進んでいること自体が議会として、こ

れはやはりまずいと。一議員として責任のある立場におられるわけですから、こういう事態をその

まま、議長にも実は休憩中でしたけどもこの辺について、ぜひ議長として申し入れ、指導を含めて

していただきたいという委員長としてお話をさせてもらったのですけども、やはり正式にきちんと

やられたほうが私は議会としてとる道ではないかというふうに思っています。ぜひ、そういう方向

で勧告指導なりしていただくということを、議会の委員会の中で進めていただければありがたいと

いうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかの方どうですか。では、私のほうから。私も、もし幽霊会員、表現
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はちょっと申しわけないのですけども、幽霊会員でこの研究会に名前を連ねることができるのであ

れば私も名前を連ねていました。しかしながら、もしこれは６月までの調査はこれから皆さんと協

議をしますけど、この会議の中で研究会の会議が、例えばもし 20 回開かれたとする。その 20 回の

うち５回ぐらいしか参加ができないで、私も研究会の研究員の一人ですと、大手を振ってそういう

話ができるのであれば私も名前を連ねていたのですけど、物理的にはこれはちょっと申しわけない

のですけども仕事の絡み等々のことを考えると物理的にどうしても参加は厳しいだろうということ

で私は参加を見送った経緯がありますので、氏家委員が先ほどおっしゃったことは、非常に私は大

切なことではないのかというふうに考える一人でございます。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 先ほど堀部議長がわかりましたというお話がありましたから、わかっ

ていただいたと思うのですけれども、やはり議会を統括するのは議長ですから議長から正式に今の

お話をしていただいて確認をしていただくということが私は一番いいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、何かあればどうぞ。 

○委員（近藤 守君） 特にありません。 

○委員長（山本浩平君） それでは、まずこの名前の中で熊谷雅史議員が入っていますけども、こ

の研究会そのものにきちんと出席をして前向きに取り組むことができるのかどうなのかという確認

をした上で、もし仮に難しいと、奥様の介護ですとか、いろいろな事情の中で厳しいということで

あれば、この研究会には入会をさせないといったら変な言い方かもしれませんけど、そのぐらいの

ことでやっていくということですね、皆さん。堀部議長、確認をした上で、大丈夫だと出ると言っ

て、それで結果的に出なかったとなる可能性もあるので、この辺は非常に難しいところかと思うの

ですけども、堀部議長何か考え方があればどうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 皆さん、ここは議運の席ですから、そういった中での、今回はたまたま

今お話がありましたように政策研究会の応募の関係ですけども、それ以外でも今までの経過の中で

もうちょっと真剣に議会活動がかけているのではないかというような皆さんそのような思いでおら

れると思います。私自身も非常にその辺が不誠実な面が見受けられるという具合に感じております

ので、私としても正式にお話をするということで、これはやっていきたいという具合に思っており

ます。この件については、皆さんそれぞれ程度の差はあれ、ついうっかり忘れたとか忘れないとか

という話も、この人ばかりではなく、やはり今までの中ではそういうのがありますので、特にこれ

を機会に改めて皆さんそれなりにルールというものをきちんと守って、町民に付託された議員です

から議員としての活動をきちんとやっていただきたいという具合に思っております。この件ばかり

だけではなく、今回はこの件で出ましたけども、今までの経過も含めて私のほうからきちんとお話

をするという形にしたいという具合に思います。したがいまして、皆さんもそういう形の中で十分

対応していただければという具合に思います。 

○委員長（山本浩平君） ということでございますので、堀部議長が正式に確認をするということ

での押さえでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それ以外の人数的なものに関しては、８名以内２グループとなっていま
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すけども、これは 10 名になったとしても 11 名になったとしても、それは構わないという押さえ方

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） それでは、次にまいります。調査期限、設置議決について。まず、調査

期限が定例会６月会議、設置議決が 11 月会議ということで、これも事務局案でございますけれども、

この点について皆さんいかがでしょうか。確認をしたいと思います。特に何か問題があるというこ

とがあれば。前田委員外議員いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君） これで、よろしいです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この調査期限、設置議決も、このような形で進みたいという

ことにいたします。続きまして、資料２でございます。先ほど、上坊寺事務局長のほうから朗読を

いただきましたけども、この中身については、今初めて出たわけですから吟味したりする時間が必

要かと思うので、ここではあれですけども特に伺っておきたいことがあれば、質問等がございまし

たら、どうぞ。組織の人数は決められた人数で変えるということでよろしいですね。それでは、今

８名以内で組織するとなっていますけど、第３条です。これが 10 名のときは 10 名、11 名のときは

11 名以内ということになると思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 余り大きいと多分政策研究会をやろうとしても難しくなってくるの

ではという気がします。逆に小ぢんまりとしていなければ、政策研究会というのは動けないと思い

ます。11 名で多分やると、ほとんど本会議と同じような形のものを政策研究会に移すので、逆に言

うと 10 人でも 11 人でもなれば半分に割ったほうがよろしいのではないかという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 私が言っているのは、あくまでも規定のことです。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、11 人になったら 11 人にするのではなくて、11 人になっ

たら２つつくるようにしたほうがいいと思います。８名以内で。それでないと動けないと思います。

多分、委員会は動けないと思います。９人になったら５と４にするとか。なるべく小さいほうがよ

ろしいのではないかと思います。８名ぐらいがマックスではないかという気がします。８名でもち

ょっと多いかもしれないです。 

○委員長（山本浩平君） この規定についてどうですか、皆さん。もう一度持ち帰りをしますか。

吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 政策研究会が回数的にも、これからどれぐらいやるのかわからない

という点と、それから２つに分かれる可能性があるということを含めると、この 11 条の私はこれは

職員をつけるという意味なのかと。事務局の今の体制で２つの研究会ができて、職員が貼りつけに

なるということが可能なのかどうなのか。その辺が大丈夫なのかとちょっと思ったのです。 

○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） やらざるを得ないのではないですか。つかなくてできるのであれば、

つかなくて構いませんけども、多分この委員会は特殊でないです。逆に、総務とか建設厚生の委員

会よりきちんとついていないと多分できないと思います。政策をつくることですから、それが条例

に及ぶかもしれませんし、仕組みに及ぶかもしれませんし、そうなったときに議員の４、５名の方
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でやっていただけるのでしたら、それは事務局はつかわなくてもいいですけど。多分、普通の所管

の委員会より大変ではないかという、想像ですけど。ただ、職員がついて会議の会議録をつくると

いうのは、これは委員会規則を準用させてもらっているのですけど、会議録をおこすかおこさない

かは委員会規則は、委員長が判断できるようになっているのです。ですから、政策研究に絡む、な

いものから有をつくっていくときに会議録というのはとりづらいのです。だから、そういう部分は

座長になった方が会議録を、今回は省略しましょうということにしてもらえれば、肝心なところだ

けつくっていけばいいですから、その辺は臨機応変に。ここの 11 条の規則からいったらです。ただ、

公式な会議ですから、一定限の公開ですとか、会議録をつくるというのは担保しておかないと    

ならないのです。そこに職員もエネルギーをかけないとだめだと思っています。 

○委員長（山本浩平君） ほか、質問がなければ。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） これは事務局につくっていただいて、さっとしか読まなかったので

すけど、学識経験者の意見を聞くとか、そういう部分、予算等は別にしても、この中でそういうこ

とをうたっておかなくていいのか。職員とか、町とかの行政の機関の長は呼ぶことができるのか。

肝心な学識経験者に来ていただいて、やはり知見を広めようと、そういう部分がこの中にどうなの

かということ。会議条例の中では、調査機関の設置はできるといっているのだけども、それは別と

して、この中ではどうなのかと。これから、持ち帰って協議しますけど。 

○委員長（山本浩平君） 他の事例も含めて、その辺はどうですか。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、地方自治法でいえば、100 条の専門的知見は議決事件

なのです。ですから、委員会だけで独自に設置するということはできませんので、政策研究会の付

属機関みたいな形で議決をとっておかなければならないと思います。ですから、政策研究会と、そ

この中に合体をさせるのではなく、並置的にもっていくという方向でなければ、自分の思っている

イメージとしてですが。使うのであれば、政策研究会ではなくて、議決事項ですから議決をもって

設置するわけですから、政策研究会の付属機関みたいな位置づけにしたほうがいいのではないかと

いう気がします。条例上は議決ですから、だから政策研究会も議決ですけど、政策研究会の中にお

くということは現実上、条文上は解釈するとできませんので、だから○○政策研究会の専門的機関

としておくという、その中に議員が入ることは構わないのですから、だから政策研究会と並列的に

動かしていくという形になると思います。調査機関に議員を加えることができるという規定があり

ますので、それを使って政策研究会を補う機関という位置づけでおいたほうがいいのではないかと

いう気がします。 

○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） それも含めて、持ち帰りですから協議してきたほうがいいかと思い

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） 多分、10 条のところが難しいのではないかという気がするのです。

基本的にイメージ図では、議員同士の政策討論会となっていましたけど、そればかりではないだろ

うと思いますし、ここの部分がどうやって、入っていない人との合意形成をできていくかというの
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が難しいのではないかと。今の部分でいけば、５名ですから 10 名入っていないわけですから、倍の

数が説得するといったら変ですけど、理解してもらうには働きかけはしなければならないと。ここ

ら辺がちょっと難しい。まだ、イメージがわかないものですから、別に議長が定めると今のところ

はしたのです。 

○委員長（山本浩平君） 規定に盛らなくても呼ぶ方法はあるという考えでいいですね。上坊寺事

務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今のは条例事項だから、ここの中でなくても、それはできます。 

○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） それは、条例にうたっているので別にして、今言ったようにこの規

定の中で学識経験者を呼ぶとか、その中で専門的なことを聞くという部分の学識経験者云々という

ことを、ここの中に入れておかなくていいのですかということです。それは、並行でやるという意

味ですか。なぜかといったら、仮に条例提案ですから条例をつくるときに理念とか、準用解釈とか

いろいろな話が出てくると思うのです。第三者が客観的なそういう専門の人から意見を聞いて、そ

して肉づけをするという部分が多分出てくると思うのです。そのときに、そういう人方に来ていた

だくとか、その場合この中でどうなのですかということなのです。 

○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） 基本的には、法の体系からいくと自治法規定なのです。専門的知見

の活用というのは自治法規定で条例で明記して議決するということにしているのです。それを、規

定にゆだねるということは、多分法の系列からいくと変な意味ではないですが、横に定めてやると

いうことは好ましくないのではないかと、条例規定ですから。 

○委員長（山本浩平君） ほかの方のご意見もちょっと伺ってみたいと思います。この件について、

皆さんどうですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。結果的に、今言った専門的知見が使えるという状況になれ

ばいいわけですから、私はこの中に盛らなくても十分使えるということですから、私はそれで構わ

ないと。例えば、この付属機関をつくって、その中でやるということも含めて可能なわけですから、

この中に盛らなくてもできるわけですから、私はそれで構わないというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も、今言った大渕副委員長と同じなのですけど、いずれにしても、例え

ば学識者の専門的な知見を取り入れるということになっていくと、当然予算づけなどの部分も出て

きますし、このあたりの、これは今出されている部分ではそれはないはずなのです。あるかもしれ

ませんけど。だけど、やはり専門的知見となると改めて、そういった予算づけの部分が出てくるは

ずですから、それは当然本会議の中での部分になってきますね。であるならば、ここで余りそうい

うのを規定してしまうと、逆に必ず専門的知見を活用するのだと言っていても、必ず利用しなけれ

ばいけないというふうに出てきてしまうのかと。逆に、そのつどそのつど、もしそれが必要だとい

うことになれば取り入れると。だけど、そうではない部分をあり得るはずですから、そのときは弾

力的に運用したらどうですか。こういうふうに規定するのではなくて。 
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○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） 基本的には、あえて８条は入れたのは絶対ないかといったら、町の

説明を聞かなくてはならないこともある場合がありますから、それを盛り込んだというだけで、た

だ、小委員会とか、そういう中の議論では議員の力で議員がやると、町の力を得ないでやりましょ

うというような方向性は出ているのです。ただ、それだといって８条のことが完全にまるっきりな

いかといったら、ないわけではないから、これは担保する意味で載せたというだけなのです。町の

説明は聞きたいということも、当然中にはあるだろうということで。ただ、これをばんきり使うと

いうことでは想定はしていません。先ほど言った、専門的知見は条例事項なのです。条例というか、

議決事項ですから、ここの中で盛ってつくるというのはちょっと規定に盛り込む規定ではないとい

う、自治法を受けて条例規則に載せるものだから、あくまでも運営規定に載せてやる部分ではない

のかと。ですから、政策研究会の付属機関みたいな形で置けば十分、そこの政策研究会で煮詰まっ

たときに、それを提示して解釈上をもらうということは何らできないことではないのかという気が

します。 

○委員長（山本浩平君） 私も載せなければ、もうそれが不可能だということであれば別ですけど

も、そうではないのであれば、これは議決が必要なことですから、そのような押さえ方で私もよろ

しいかと思います。近藤委員いかがですか。今の件です。 

○委員（近藤 守君） そのとおりで結構です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 同じです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、よろしいですか。 

○委員外議員（前田博之君） 私はそういう部分で共通認識やっているのならやるでいいのです。

ただ、現実にスタートしたときに、そういうのが出てくるから、そういうことを整理して置いてと

いう意味で私は、ある程度入っていないし、どうなのかということを言ったので、もしもそういう

両方で使えるということであれば、それはそれでいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。それでは、ほか皆さんございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前 １０時５７分 

                                           

再  開  午前 １１時１０分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、松田委員と連絡がつきましたので、あすの本会議にかけるということ

には、これはいいだろうという結論になりましたので、意見書の中身についてはまだ確認をしてい

ないから何とも言えませんけど、本会議の開催は同意を得ましたのでオーケーです。 

○委員長（山本浩平君） では、あす全会派の名前を連ねて出すということで、皆さんよろしいで

すね。 
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〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前 １１時１１分 

                                           

再  開  午前 １１時１３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、政策研究会の関係で、ちょっと私自身勘違いをしておりました。調査事項、これはあ

くまでも議運で決定するということになっていたそうでございますので、これを議運の中で皆さん

で決めなければならないということでございます。この調査項目についてのご意見を承りたいと思

います。いかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私は前から、この議運でも言っていましたけれども、自治基本条例の

見直しの関係で、ちょっとそこを上坊寺事務局長に聞きたいのですけど、自治基本条例の見直しで

いいのだけれども、私が提起したいのは議会基本条例との関係で見直しをしたいのです。本当に議

会基本条例が自治基本条例の中に含まれていていいのかどうかということを中心に政策研究会をや

ったらどうかという気がすごくしています。だから、同時に自治基本条例は３年間か５年間で見直

しの時期にきていますから、そこはそこでやるのだけれども中心は自治基本条例の中の議会の部分

を議会基本条例との違いを含めて独立させたほうがいいかどうかというあたりを、そこら辺を研究

してみたいと私は思っています。独立しなかったら全然評価されないのです。評価されるためにや

るのではないですけど、どこが違うのかということをやりたいということです。 

○委員長（山本浩平君） 今、大渕副委員長のほうからは自治基本条例について、中身としては議

会基本条例というのは、この中に組み込まれているけれども白老町議会としては独立した議会基本

条例という形ではないので、この点について調査・研究をしたいというご意見でございます。ほか

の皆さんいかがでしょうか。ちょっと上坊寺事務局長に質問なのですけど、これは５名、５名で２

グループに分かれたときに違うものをやるのですね。同じ項目を２つでやるということにはなりま

せんね。基本的には調査項目は最低限２つは必要だということですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、そうです。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 自治基本条例についても町民にはまだまだ目が届いていないのです。しか

も、その中に議会の基本条例があるなんていうことは、まず 10 人に聞いても誰も知らないというこ

となのです。そのようなことからすれば、やはり我々議会がこれだけ活動をしていろいろやってい

るのであれば、やはり今大渕副委員長が言ったように基本条例を独立させても、そのほうがいいの

かと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） この項目についての調査・研究を行うことに異論はないということです

ね。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） この項目なのですけど、これは要するに今ある自治基本条例の中に議会

の条項が入っているということと、それから今ちまたで議会の基本条例をつくっているというとこ
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ろがあるわけです。この研究する課題としては、この違いを研究して、それで最終的には議会独自

の議会基本条例のほうに持っていくという形で研究されるのか、ただ違いだけをどう違うのかとい

うのを研究するのか、その辺はどういう形になりますか。 

○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。私が思っていたのは、もちろん皆さんの合意の中でこれが

議案になれば、合意の中でやるということなのですが、私は独立させたほうがいいのかどうかとい

うことを含めてやったほうがいいのではないかというふうに思っているのです。だから、違いが明

確になって今本当に白老の議会の中でやはり議会基本条例をつくったほうがいいということになっ

たら、やはりそれはそういう形で提起するようになるだろうし、そこを研究したい。なるほど、や

はり議会基本条例のほうがいいだろうというふうになったときに残った 10 人の方々に本当に説得

できるだけの材料を含めて研究成果になれば、それはそういう形になると思いますし、これはやは

り自治基本条例の中のほうがいいとなれば、それはまたそうなるかもしれません。だけど、自治基

本条例の中のここを議会のここを変えようというようなふうに出るかもしれません。そのような形

で、今の見直しに合致した中でやってみたらいいかと。これは、やはり時代にマッチしているし、

何か別に対抗しているわけではないけど栗山があんなことばかりになっていくと私はやはりちょっ

と、もうちょっと研究してやったほうがいいのではと非常に思っているところであります。 

○委員長（山本浩平君） これは、私自身政策研究会のメンバーにはなっておりませんので、誠に

意見としては述べていいのかどうかちょっとおこがましいと思うのですけれども、当初政策研究会

をいろいろ立ち上げるときに何度か議論した中に、これも事務局のほうからの案が出ていたと思う

のですけども、住民そのものの隠れたニーズ、これを調査・研究をして少しでも反映させるという

のが一つあったと思うのです。その部分を全く私は抜きにはできないのかと思うのです。議会改革

については、これは研究会でやらなくても議会改革は議運の中でもどんどん進めていますから、こ

れが私はだめだとは言いませんけれども、もう一つのテーマとしては何かそういったようなやはり

住民から出てくるような隠れたニーズ、要望・要求、そういったものから一つテーマにやはり盛り

込んでいかないと、私たちがやっている議会改革を住民が本当に理解をして、そのおかげで私たち

の暮らしは大変よくなったのだというようなところまでいかないと、これは最終的にはなかなか通

じ合えないものがあると思うので、我々の中での自己満足に終わったら大変なことだと思いますの

で、その辺どこかやはりちょっと入れておいていただきたいというふうに思うのです。いかがです

か。これがだめですということでは、決してございません。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今、山本委員長が言われたことは、もっともです。それで、

私もそのこと考えたのです。何度もこの場でも言っているから、皆さんわかっていますが、例えば

今の高齢化の問題、それから人口減少の問題、こういうことを含めて私もやってみたらどうかと。

ただ、今もう決まりましたように来年の６月までなのです。要するに半年しかないのです。この中

で、この大問題を取り組んで本当に結論が出せるかという、そういう危惧が私にはあったのです。

それで、確かに今山本委員長が言われた、そのことはそのとおりだと私は思います。もう一つは、

やはり選挙があるでしょう。選挙があるときにそういう、例えばこういうことを町にやりなさいと
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いう結論が部分的に５名なら５名、残った 10 名は参画していないわけです。その５名が、例えば子

ども手当をつけなさいというふうに決めて、要求するということが全体の合意を得て、本当にそれ

でいいのかということまで私は考えたのです。その結果、６カ月ということと、来年 11 月選挙であ

れば今回は始動だから、そういうことに余りかかわらない部分にしたほうがいいかと勝手に思って

私は今そういう提起をしたのです。だから、決して言い訳でも何でもないのですけど、言われると

おりなのですけど、やはり時期的に非常に難しい、期間が短いということと、そういうことをやっ

て結論を出したときに、そこが先に走ってしまったら面倒だというふうに思ったものですから、な

るべくそういうことにならないような中身がいいかと思って言ったということであります。これは、

ぜひ議運の皆さんに認めてもらって、これは私はやりたいとすごく思っているものの一つです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員、いかがですか。 

○委員（氏家裕治君） 私も今までの、ことし１年のいろいろな流れを見ていて、前田委員外議員

から自治基本条例の見直しの時期ですというような、そういった一般質問等々の話から聞いても、

その中にある議会の条例、議会がこの中で本当にいいのかどうかということも含めて、今回私はた

またま北海道大学のほうに、そういった形の中の勉強会に参加させてもらった中でも、この問題は

出ていました。議会の基本条例をしっかりと打ち立ててやっていかなくてはいけないという意見と、

自治基本条例の中に議会が一緒に組み込まさっているのであれば、その中をもっと充実させていく

べきだという意見とさまざまな意見がありました。ですから、今回大渕副委員長のほうから出され

た自治基本条例を独立させるのだと、そこでしっかり議会を取り組んでいくのだという意見もある

でしょうし、ではなぜそれが必要なのかということがきちんとみんなが明確になった部分で進めら

れていくような研究会であれば、それはそれで私は本当に有意義なものになるのではないかと。も

しかしたら、このままでこの中でもって、例えば町、また町民と行政と議会がこの条例の中でしっ

かりとやっていくのだという、そういう意見にもなるかもしれないけど、ではなぜそうなるのだと

いうこともしっかり研究した上で、この自治基本条例が、また議会の部分、行政の部分がしっかり

やっていければいいかと思いますので、それについては私も本当はやりたかった部分です。でも、

もういっぺんはやはり今山本委員長の言われた、今回の議会の懇談会等々をとおしながらでも上が

ってきた問題について一つでも取り組めればいいのかと思っているのです。ただ、大渕副委員長が

先ほど言ったとおり、来年選挙なのです。そちらのほうに目がいくような形のものにしてはいけな

いと思うのです。だから、今回の懇談会の中で上がってきたものの中から精査して、広報広聴の委

員長さんとも相談をしながらでも、何かそういったパイプを使って１つ何か１項目上げて取り組ん

でいきたいという気持ちではいるのです。でも、ここでそれが何かということはなかなか言えない

と。大事な問題はたくさんあるのです。大事な問題はたくさんあるのですが、ちょっとテーマが大

きすぎます。今までの委員会報告みたいに、ある一定の方向性を示せばいいとかというものではな

いような気がするのです。この政策研究会というのは。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員、いかがですか。 

○委員（及川 保君） 皆さん、おっしゃっていることは誠にそのとおりであります。この自治基

本条例を白老町議会の基本条例という形に、私は当初のこの話が出たときにまちの基本条例の中に
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議会も入ってやるというのは何か違和感、違和感というかは当初から実は持っていた一人なのです。

もう既に、これは苦労をして、この議会も基本条例もかなり苦労をして委員会をつくってやった経

緯がありますので大変な状況だというのはわかるのですけど、今そういう議会が独自の基本条例を

持つというのは、これは逆に私はごく普通のことかなと、今のこの時代になってみると。だから、

その研究をするというのは、これは期間が限られた中でのそういうことですから私は特に問題とは

しません。ただ、今山本委員長もおっしゃられたようなことも、私は実は重要だと。年２回、この

報告会、懇談会をやるのですけども、まちの意向、そこから出たものを次回の懇談会なり報告会な

りでやるのだけれども、報告するのだけれども、私はそれではやはり機能していないと思うのです。

ぜひ、出てきたものは、この政策研究会とせっかくできた、常任委員会でもできないことはないの

です。だけど、やはり逆にせっかくできたこの政策研究会を有効活用するという部分においては大

変、今氏家委員がおっしゃっていた、また山本委員長がおっしゃっていた、町民とのかかわりの部

分がやはり大事にして、それが難しいとかやさしいとかという、私は半年もかけてやらなくてもい

い案件もたくさんあるのではないかと、出されたものの中には。難しいというのは、時間がかかる

というのもありますけども、その中を吟味してできるものをやるとか、そういうことも私は大事に

して進めてもらいたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員の意見を伺ってみたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 今、議論されていますけど、これから６カ月ぐらいしかないという

期間にどういうふうにして実行するか、担保を保つかということが非常に難しいと思うのです。そ

れを逆にすれば、どういうテーマかということがおのずと絞られてくるのです。ただ、では何かと

いうと、それはもっていませんけど、そういう部分なのかと思います。やはり身近な町民の目線に

たって何が今必要なのだろうと、そういう部分のやはり課題、目標を設置したほうがいいかと思い

ます。ただ、今の自治基本条例と議会基本条例についての差別化とか、独立してつくるということ

になれば、これは否定はしませんし、必要だと思います。ただ、新たなものをつくるとすれば、今

度次回の人たちに引継をしなければいけないのです。方向性だけでも。また次回かわれば、メンバ

ーもかわってきますからどうなるかという部分がありますけども、それは否定はしません。必要だ

と思いますけども、そういう部分でもうちょっと私が今言ったような部分で課題を拾ったほうがい

いかと思っています。何をと言われたら私も言うこともないのですけど。ただ、先ほど及川委員が

言ったのですけど、議会としてもあるのですけども、逆に各委員会の責任でもあるのですけれども、

総務と建設厚生で毎回所管事務調査報告をしているのです。その前に結構課題もあると思うのです

けども、具体的に議会としてそういう部分で今まで委員会でも整理された部分がたくさんあります

から、そういう部分で逆に政策研究会で上げて方向性をみえるという、具体的に積み上げるという

部分もあるのかと思ったのです。ただ、今私が言っているように町民の目線にたって、今何が問題

あるかということを拾うのには大変かと思います。それは１番身近なものが、今お話があったよう

に議員懇談会などで整理されるのかと、そういう部分の焦点の絞りぐらいしかないのかと思うので

す。具体的なこれとは言えないので申しわけないのですが。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんの意見、まず伺ってみました。おおむね、この自治基本条例と議
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会基本条例が組み込まれているわけですけども、これの独立性なども調査研究をしてみたいという

ことについては、おおむねこれはやるべきではないという意見はどこからも出ていないと思います。

それと、もう一つは町民懇談会等々で出てきたような課題もやれるものもないわけではないだろう

から、そこから一つ選んでやってみてはどうかという意見も出ておりました。どうですか、ここで

皆さん調査項目をきょう決められますか。一つのものは、よろしいですか。この大渕副委員長から

提案されたものについてはやるということで、皆さんいいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、一つ目の調査事項は自治基本条例、議会基本条例とのかかわりあ

いを考えた上での自治基本条例について調査すると。二つ目をどのように決めていったらいいです

か。この場ですぐ決められるような状況ではなさそうですね。 

 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午前 １１時３３分 

                                           

再  開  午前 １１時５０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。 

 どうですか、今懇談会の何か出た要望等も手元にあると思うのですけども、一つは決まりました。

もう一つは何にするかというところで、今皆さん迷っているところだと思うのですが。ご意見ござ

いませんでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 多分懇談会の中では、私は先ほど言った、もう一方のほうは懇談会の中か

ら町民との意見交換、その中から出てきたものを抽出してやったほうがいいのではないかというも

う一点は思っていたので、その中から考えると、私はやはりこれから向かう白老町の高齢化社会に

向かって、その中での課題を見つけて研究していければいいかと。それはたくさんありますけども、

本当に今回一つでもいいから政策提言できるようなものを絞って研究できればいいかと思うのです。

今まで、各議員が一般質問、または代表質問等々で取り組んできたこの高齢化社会に向けての福祉

政策、そういうものが実際実現できているものと、できていないものがあったり、課題を共有でき

るというものというのがいろいろな部分であったりするものですから、そういったところももう１

回洗い出してしっかり行政と議論できるような、そして提言できるようなものにまでもっていけれ

ばいいかと、私はそういう考えでいるのだけれども、実際ふたをあけてみないとどういう形なのか

わからないというのが現実にあるのです。ただ、高齢化社会に向けての考え方というのは今議会の

中でも課題を明確にしていくということはできないわけではない、できると思うので、その中での

政策研究という部分ではできるのかと思いますので、できれば高齢化社会に向けた政策提言に向け

ての研究にしていきたいというものが一つあります。 

○委員長（山本浩平君） 今、一つ氏家委員のほうから出ました。皆さん、いかがですか。及川委

員。 

○委員（及川 保君） 私もそういう方向でいいのではないですか。ただ、高齢化といっても、い

ろんなものが入っているわけですから全体を含めて課題、それから方向性をどういう方向性に進め
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ていくかということを十分研究してもらえれば、また課題が見えてくれば、それによって一定の成

果は出てくるのではないか、それだけでという考えはあります。 

○委員長（山本浩平君） これは班が二つに分かれますので、それぞれどちらかに所属するのだと

いう気持ちの中で考えていただければならないのかと思うのです。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私が提起したところに入れるならいいのですが、そうではないとした

ら相当ばふらとしているのです。だから、イメージとして沸いてこないのです。そうであれば、私

が提起したところに入れないとしたら、私はやはりパブリックコメント条例のほうが見えるし、結

論が出るのです。その高齢化社会、課題抽出もわかるのですが、これとこれぐらい問題だというこ

とですね。それ以上、肉づけするとなったらどういうことになるのかと、ちょっとイメージできな

いのです。だから、私が提起したほうに入れてくれればいいけど、そうでなかったら私はちょっと

どういうふうに。パブリックコメント条例は向こうもやるわけだから、こちらが中身できちんとこ

ういうことでつくったほうがいいと言えるのです。課題抽出もわかるのですが、どういうことにな

りますか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私の言ったことで余り議論を停滞してほしくないのは、私があくまでも先

ほど言ったのは、町民の目線と考えたときに懇談会の中から出てきたものについて、例えば福祉の

問題、病院の問題もありますが、ちょっと大きすぎるので福祉の問題も大きいけれども、そういっ

たものと向き合って研究してみたらどうだろうという自分の考え方です。ですから、今大渕副委員

長が言ったとおり、それはちょっとばふらとしていて余りにも範囲が広すぎてという部分であれば、

私は全然それに対して反対だという意味ではないですから、ですから今回先ほどから前田委員外議

員も言われていたけれども、期間が決められているということで、それはもうちょっとおいておい

たほうがいいのではないかとか、それだったらこちらのほうで結論を１回出して、例えば政策研究

会というものはこういうものだというものを少しでも認識する一つの今回のきっかけにしていくの

ではないかというのであれば、そちらのほうでやりましょうという話で私はいいと思うのです。た

だ、自分の意見を聞かれれば、そういったものがあると思ったりしたものですから、そこで停滞し

てほしくないです。ですから、こういうことどうだといわれれば、そういうことにも賛成しないわ

けではないです。賛成しますし、どうやって政策研究会を今回スタートさせるかが一番大事なこと

なのですから停滞だけしないでください。 

○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） もちろん、今自治基本条例のほうをやるようになったので、これは

議会側のものなのです。パブリックコメントももちろん、これは町民に対してのものなのですけど

も、私は今回本当にようやく立ち上がって自治が出発するのですけど、やはり今まで２年間かけて

議会懇談会をやってきた中で町民の方々から出たものが、やはりそれが本当に必死な声だったので

す。だから、問題は大きいのだけれども、私はそのなったメンバーが本当に必死になって調べてい

ったら出てくると思うのです。今、白老に何が急いで必要なことなのかというのは。それを抽出し

て研究、もちろん大きいのだけれども、これだけ高齢化率が進んでいるところもないし、だからこ
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れで今何が必要なのかということを、そのなったメンバーが、今ないからまだ自分がそこでやるか

どうかは私も思っていないから漠然としているから漠然としているのだけれども、これが実際自分

がやらなくてはならないとなったら私は問題が見えてくるような気がするのです。だから本当に町

民の声を今回受けてやりましたとやはり、今まで議会が議会改革を取り組んできたのは町民と乖離

しないと、町民がどんなことで今悩んで、どんなことを思っているか、議会が受けとめていくとい

うことが一つの大きな目的でやってきていることなので、やりやすいことを選んでやって、それが

町民の目に見えることも大事なのですけど、そういった町民の悩んでいる声を受けとめて、ここま

でしか結論が出せなかったけれども、これを基本に次の人たちがまたそれを議会で議論をしてもら

うという問題提起、問題提起出した中で、でもこういう取り組みですごい成功をしているところも

あれば、それをまた白老版にして提言することももしかしたらできるかもしれないので、半年しか

ないですけど、半年でどこまでできるか、それが政策研究会なのかと反対に思うのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員の意見も伺ってみたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） やはり住民の目線にたって、今何が必要かといえば当然高齢化が高

くて高齢者が非常に多いということで、懇談会でも病院とか老人の福祉の問題が出ますから、今言

った漠としては多いけど、私は権限委譲とか前、別に吉田副議長と話をしたのですけど、やはり白

老とすれば老人を収容する施設が非常に、寿幸園でも待機者が多いし、隣の苫小牧に行ったら結構

小規模のそういう施設ができてきているのです。だから、それは現実的に、以前は胆振管内の定員

とかで道の規制があるというけど、それは別にしてもそういうものを含めて、やはりそういう部分

の研究をして、では白老としてはまだまだこういう使用できる施設がつくれるのだとか、だからで

きなかっただと、だけどやはり働きかけてつくるべきではないかとか、私は在宅介護などは非常に

大事だと思うのです。そういう部分で絞りたい、もう一つのグループで漠としてでもある程度のそ

の中で二つ三つの方向性議論するものを絞っていけばいいのかと思うのです。老人福祉や高齢化に

ついてということで、今言ったようにあとは中で焦点を絞ればいいのではと。在宅だとか施設の充

実とか。 

○委員長（山本浩平君） 大きく言えば高齢化対策についてと、高齢化率は非常に高い白老ですか

ら高齢化対策についてをもう一つの決まったグループで協議をすると、どうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 午後までに議会にかける案を今聞いた中でちょっとつくってきます

から、それでもう１回また議論してください。文字にして見ないとやはりわかりづらいかと思いま

す。 

○委員長（山本浩平君） それと、このグループを二つに分けたときに、例えば共産党さんが３人

入っていますけども、３人が３人ともこの基本条例のほうに入りたいということはないように、ぜ

ひお願いしたいというふうに思います。いくら会派が関係ないとはいっても５人に１つの会派の人

が３人入るのはうまくないと思います。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午後 １２時０２分 
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再  開  午後 １３時０１分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 先ほど再開前に意見書の提出者の関係でくじ引きをさせていただきました。もともとの提出者の

大渕副委員長のほうから、構わないということだったものですから全会一致で、しかも一日も早く

出すという特別なことでございましたので、くじ引きをいたしました。その結果、元来の提出者で

ございます、大渕副委員長が一番大きな数字を引きましたので元来の提出者の大渕副委員長が提出

者ということになりましたことをご報告いたします。 

 それでは、午前中の議論に続きまして、もう一つの政策研究のテーマ、これについて事務局のほ

うからいろいろと案になるようなものを昼休み中に、考え方としていろいろと検討していただきま

したので、この説明を上坊寺事務局長のほうからいただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議決をとらなくてはならないということで、形式ではこれで議決を

諮るということになります。先ほど出ていた項目を整理すると、こういう形になるのかということ

でたたき台を出させていただきますと言いましたので、こういうふうにつくっています。一つは、

自治基本条例に関する部分をしたいという話しがありましたので研究会の名称を、「白老町自治基本

条例に関する政策研究会」にしたらどうかと思っています。課題、目的ですけど、白老町自治基本

条例が施行されてから４年目を迎えているが、５年を超えない期間の見直し規定に基づき議会条項

の適合性を検討するため設置すると。自治基本条例では、実際に見直し規定が盛り込まれていまし

て適合性を検討するということになっていましたので、この言葉を使ってるということです。もう

一つは裏を見ていただきたいのですが、名称を先ほど高齢化に関するものという話がありましたの

で、「白老町高齢化問題に関する政策研究会」と。目的は白老町の高齢化率は 33％であり、国の数

値、現在は平均が 23.1％でございますので、これを大きく上回っており、さまざまな課題の発生が

予想され、今後のまちづくりの視点について検討を行う研究会であるという位置づけをしてござい

ます。あと、設置期間、委員定数、委員構成は両方とも同じです。これは、あくまでも先ほど皆さ

んのお話を聞いて事務局で単純に整理したものでございますので、直していただいて結構だと思い

ます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、最初に全会一致で決めました自治基本条例に関する件ですけ

ども、こういう研究名ではいかがかということで案として提案がございました。この点についてい

かがでしょうか。目的も書いておりますが、ご覧になっていかがですか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、次のページ、裏を見ていただきたいと思います。白老町高齢

化問題に関する政策研究会ということで目的も書いております。これをご覧になって皆さんいかが

でしょうか。ご意見いただきたいと思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。確かに難しい広範囲にわたる研究会になるかもしれませんけん

ども、私は一度取り組んでみるべき価値のあるものだと。どこまでいけるかわかりませんけども、

例えば５人、６人の委員が真剣にそれに取り組んだときには向かう方向は同じですから、高齢化社

会に向かってのまちづくりをどうしたらいいかという視点で向かう方向は一緒ですから、本当に町
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民のためになるような研究会になるのではないかと思います。ぜひ、やっていただきたいと思いま

す。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 今、氏家委員からもお話がありましたけれども、本当に深刻な問題なの

です。やはり私たちがどこまでそれがたどり着けるかわかりませんけれども、この白老町高齢化問

題に関する政策研究会、この名称も含めていいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか、皆さんどうですか。異論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、事務局のほうからまとめていただきました、この研究名「白

老町高齢化問題に関する政策研究会」ということをもう一つのテーマにいたしたいと思います。そ

れで、あとはどのように２グループを決めたらよろしいのか、意見を伺っておきたいと思います。

数字が偏る可能性もありますね。希望をこのテーマにどうですかとやったときに、きれいに５名、

５名で分かれるとは限らないと思います。そうなったときの調整も含めて、ご意見を伺っておきた

いと思います。と申しますのは、あくまでも会派ではなくて議員個人の自由参加ということでやっ

ていますので会派としての強制力を発揮させていいかどうかということも中にはあると思うのです。

会派なりで調整が逆につかないケースも考えられるので。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。多分興味を持つ方は二つのこういった研究会がありますので、

いきたいという人は多分いると思うのです。こちらのほうは私がやりたい、こちらのほうやりたい

という人がいると思うのです。第１希望、第２希望をとって、そして余り偏るようでしたら議長采

配の中で議長にお任せしてお話をしていただければと思うのですけども、私はそれでいいと思いま

す。自治基本条例にしても、高齢化問題についての研究会にしても大事なものだということは皆さ

ん一致している話ですから、どこにいってもそれについて真剣に議論できると私は考えますので、

これでなくてはいやだという話ではないと思いますので、そう考えます。 

○委員長（山本浩平君） 希望をとって、第１、第２希望、それぞれとって最終調整は議長のほう

にやっていただくというご意見です。そういう方向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、そのような方向で決めていきたいと思います。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほど事務局で案で示したものは当日 29 日提示して、これで議決

を得るという形にしたいと思います。29 日までにご希望を聞いて議長に調整をしてもらいまして、

29 日委員を議長から指名をするという形をとりたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 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） よろしくお願いをいたします。それでは次、２．反問のルール再確認に

ついてでございます。資料３というものが出ておりますけども、これは上坊寺事務局長簡単に説明

ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） この間の９月会議の中の、それぞれの一般質問に反問があった部分
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でございます。そこの中で疑義があって持ち時間に含めるか含めないかという話がございました。

それで、これは 20 年の４月 30 日の議会運営委員会の会議録の抜粋、一部分でございまして、その

取り決めをしたところの部分が入っておりますので、これをきょう提示して確認をしてもらい不都

合があれば直していくのか、直していかないのかを検討いただきたいと思います。これは会議の途

中で西田議員から反問された場合の持ち時間はどうされるのですかという質問が事務局にございま

した。その当時、事務局ではその部分の考え方は持ってございませんので、提示いたしましたので

会議の中で決めてくださいという話をしたと思います。それで委員長がちょっと自由にしましょう

ということで質疑をちょっととめておりますけど、次の裏のページで最終的に委員長が質問者の持

ち時間でやるというような意見が多いので、そういう押さえでいいですかという確認をして異論が

なかったということが、この会議録からわかるかと思います。私の反問のところのメモも各会派す

べて持ち時間でいくという記述が残っておりますので、合わせてお伝えしておきたいと思います。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 反問のルール再確認ということでございまして、持ち時間の中に、質問

者の持ち時間の中でやるかどうかということで、皆さんの意見を伺ったところ、これは休憩中にい

ろんなご意見が出ておりまして、皆さまの意見を総合するとさほど大きな影響はないから持ち時間

の中でやるべきだという意見のほうが大勢を占めて、皆さんに確認をしたところ、それでいいとい

うことになったということでございますので、これの確認です。これについて何か皆さん、いかが

ですか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） この中身を見ますと、ここに大渕副委員長が全然入っていないのですけど、

このときはどうしたのですか。 

○委員長（山本浩平君） これは、ですからいわゆる休憩中に議論を結構していますから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 大渕副委員長は、いらっしゃいました。 

○委員長（山本浩平君） それでは、各会派に伺っていきたいと思います。再確認ですから。近藤

委員。 

○委員（近藤 守君） これで、結構だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私もこの反問権については、時間内で押さえていいという考え

方に変わりはないです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。事例が今回何回かありました。反問を私なりに本会議の中での

反問権の使用している状況をみますと、余り本当の主旨、主旨というか、一部ではしっかりとした

部分は見えるのですけども、一部ではなかなかそういうしっかりした議論のあれになっていない部

分があるなというふうには感じていたのです。この時間については、時間内というのは、例えば一

般質問、代表質問であれば 45 分と今、決められているのですけども、いずれにしても議員は三つや

るとすれば、当然三つも可能という考え方ですね。今回の反問権というのは。一つであれば１回と

いうことなのですが、あり得ることは３問あり得るという、反問はあり得るということなのだけど
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も、そうであるならばこの時間の中で、45 分の中でやるというならばちょっと大変な部分も議員と

しては出てくるかと。だから、そのあたりがもう少し詰めて議論してもらえればいいかと。単純に

45 分の中でやるというのは、私としてはその時間をうまく活用してまとめてできればいいけども、

なかなかそういう場合でもない場合があるようにみえるのです。だから、単純にいいということで

は私はないです。もう少し議論したほうがいいかと。 

○委員長（山本浩平君） 逆に意見があれば、意見を出していただいたほうがよろしいのですけれ

ども。私はこうするべきだと思うというような。後からでも結構です。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。私は、これで構わないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは正式な会議の中で確認をされておりますので、このとき皆さん

対応表明されていると思いますので、これは議事録できちんと残っていますので、このとおりで構

わないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私は、これはあくまでも再確認という形の中で多分出てきていますね。

もうこの話はついているというふうに思っていましたので、これでいいというふうに思っています。

ただ、今全会一致という形ではなさそうですので、その辺ちょっと及川委員の意見を伺ってみたい

と思います。 

○委員（及川 保君） 及川です。私も基本的にはこの 45 分の中で対応すべきか、という意見なの

です。意見なのですが、例えば３項目、５項目と質問があったときに、その中で議員は調整をすれ

ばいいという考え方なのか、例えば二つあったときに二つの反問がありましたね。今回、一般質問

をずっと見ていますと。ですから、そういうことも当然あり得ると私はとらえたものですから、先

ほどの意見になったのですけども、もう少し例えば別個に、その反問された中の答弁のする部分は

別個にするという考え方もあるのではないかという考え方ですから、こうすべきだというものは実

は今、持ち合わせていないのです。45 分の中でやるという当初の決まっているということであれば、

それはやむ得ないかと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、取り扱いはどうしますか。これは再確認をするというのは、前

回で大体あれだけども、はっきりしていないという意味合いだったのですか。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回は、その辺は私は決まっていますという話はさせてもらいまし

たけど、まだ本当にそうなっていたかという話があったので、では今後のいいかどうか議論にしま

しょうということにしておいたのです。ただ、先ほど決まったことは、これを見ていただいたらわ

かるように一たんは決まったのです。ただ、今回反問権実際には使われていますから、その状況を

見て変えるのであれば変える、変えないでそのままいくのであればそのままでいくということで議

論としてはいいのではないかという気がしますけど。実際に今までは反問権がない中で含みましょ

うという話で動いていて、何年も使われていなかったからその決めたことも記憶にとどまっていな

いような状態だったのだろうと思いますので、今改めてそのままでいく、変えましょうというなら、

それで皆さんのご議論でいいのではないかということで、再確認ということで出させてもらいまし

た。 
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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） いずれにしても、これを見ると正式に議会運営委員会の中で確認され

ている事項なのです。ですから、これはこれとして確認をしようと。それで、今後問題があると思

われる部分があれば、それは新たに議会運営委員会に提起をしていただくというふうにしないと、

これ自体がおかしくなります。これは決まっているわけですから。決まったことをきちんと守ると

いうのは、我々のルールですから。ですから、それはそれとして、しかし実際に今上坊寺事務局長

が言ったように使われていなかったわけですから、使われてみて、ここが問題点があるからこうい

うふうにしてほしいということ。また、こういうふうな議論を議運でしてほしいという提起があっ

たときに初めてそういうふうになるのではないかと私は思いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） 今、大渕副委員長のほうからお話がございました。及川委員。 

○委員（及川 保君） 繰り返しますけども、基本的に私もこれは 45 分以内でやるべきだというふ

うには思うのですけれども、何回も申しますけども、反問する側もそうなのですけど、きちんとメ

モをとって反問していた事例もありました。今回の事例を見ると。これは私は、そういう考え方の

もとしっかりと反問していたと。問題のもう一つは、答弁する側が今度逆に準備不足というか、質

問する側に対しての答弁がなかなかやはりうまくかみ合ってなかったと。そうであるならば、やは

りもう少し何か対策を講じる必要があるのではないかというふうに感じたのです。その中で質問１

回の中でやって、また次の質問のところのまた反問があったわけですから、そうなるとやはりこの

時間の配分も含めて、結局中途半端に何かわからないような感じで通り過ぎてしまう。反問した側

も、反問された側も何かうまく反問権というのは機能していないと私は感じたものですから、今提

言させていただいただけですから、このあたり皆さんがいいというのであれば私は何もどうこう言

う筋合いのものではないのです。45 分で私はいいのではないかということを言っていますけども、

今回初めて使われた状況を見てみると、もし町民が見て何なのと。例えば、町長が反問しましたと、

議員がそれに沿ってきちんと答弁されていればいいのだけども、私はそういう状況に見られなかっ

たというのがあったものですから。例えば、それをとめてちょっと調査をしたいから時間をくださ

いとか、そういうのがないわけでしょう。議員側として、答弁する側として何もないでしょう。す

ぐ答弁できる事例であればいいけども、その過程ではいろいろ出てくるはずなのです。今回の反問

権を使用したという中での状況を見ると、うまく質問と答弁がかみ合ってなかったという。何の意

味があるのと、もしやって身になっていくものであればいいのだけども、そう思いませんか。私は、

やる以上はそういう身になるような状況をつくって、ただ 45 分でやればいいとか、そういうのでは

なくて、何回やればいいとか悪いとかではなくて、そういうこともちょっと議運で議論していく中

では。反問権やっているから白老はすごいよとか、そうではないです。きちんと身にならなくては

だめでしょう。私は、そう思ったものですから提起をさせてもらっただけの話です。だから、反問

する側も答弁する側も、最初からそういう気持ちで会議に臨むということを言ったのです。 

○委員長（山本浩平君） 私は、前回の議会の反問権、ほとんど考え方について議員が質問した内

容のことの考え方について町側が尋ねたわけです。それは当然考え方をもって質問を逆にしている

わけだから、そこで答えるための時間がほしいとか何とかということには私はならないのかと。考
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え方について当然きちんとした考え方をもって質問をしているのだから、それはもう即考え方は私

は述べられることになるのではないのかというふうに思いますし、それと先ほど及川委員が言われ

た、聞いているほうがわからない答弁だったというお話もちょっとございましたけども、これは時

間との関係というのは私は決してそんなにあることではなくて、ないと思うのです。というふうに

私は思っています。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。今回の反問に限っては今、山本委員長の言われたとおりなので

す。だけど、あり得るのです。例えば、あなたはどういう数字をもってこういう説明をしているの

ですかと、どういうふうに数字はこうなのですかとなると、反問されたときに多分すぐ答えられな

いときもあり得る。向こうがきちんとした最初から質問を考えてきたときに、議員側は知らされて

いないわけですから。いきなりです。確かにそのとおりなのです。今回の中では即答弁できないよ

うなことはなかったのです。考え方ですから。質問をしている主旨は、単純に一議員としての考え

方を求めているわけです。それは今回なかったけれども、そういうことも考えられるわけだから、

あり得ると思うのです。今、即答できる資料を持ち合わせていなかったらできないではないですか。 

○委員長（山本浩平君） こういうことに関しては、私は今答えられるけど、こういうことに関し

ては資料を持ち合わせていないから数字の答弁は今できないと逆に、その反問権に対してお話はで

きると思います。 

○委員（及川保君） それはできますけども、この反問というのはやり取りできませんから。だか

ら、そのあたりのことはどうするのかという思いがあったものですから、お話をさせていただいた

だけです。 

○委員長（山本浩平君） 参考までに今回直接反問権の関係がございましたので、前田委員外議員

の意見を伺ってみたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 結論からいうと私は与えられた議員の質問の時間という部分は有効

に使いたいと思うし、使うべきだと思います。当然、反問権が想定されるという部分に対する自分

でも質問を組み立てたときに、ここで反問がくるかという高度な部分できちんと自分で考え方を整

理して、別に持っていますけど、だけども今、及川委員もお話をされていますけども、反問権を使

ったものが適切な反問権になるのならいいのだけども、変な話開き直り的な、質問の内容が理解で

きない、答えられない開き直り的な反問権であればどうにもならないのだけれども、それは別とし

ても逆に私の例としても５項目あったのです。１項目ぐらいならいいのです。その質問もう少し具

体的に何を質問したかということを教えてくださいというならいいのだけども、向こうはもう、今

及川委員も言ったように始めから反問権ありきできちんとつくってきているのです。あのときに、

私が答弁するともう向こうは、ある程度理解しますからということであれで終わっていますけど、

省略して簡単に言ってますけど。あれを、今言われたように悪いけども、自分考えないであの５つ

の項目が出たときに本当にパッと言う人と、ある程度考え方を言っていくと３分で終わる人と、極

端な話５分で終わる場合もあるかもわからないのです。そうすると、かなり自分の質問の時間が制

限されるのです。私の例からいうと、45 分与えた質問に対して、細かいことも長いことも別にして、

大体私はこの部分は５分ぐらい余すけども、大体 45 分で質問の時間をきちんと自分で項目をつくっ
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ているのです。２答弁、３答弁組み立てて。そのときに反問権が入って時間をとられてしまうと、

後段の自分で組み立ててきた質問とか、そういう形がなくする場合があるのです。そうするときに、

45 分は我々議員として質問を与えられたものが、反問権を使うことによって、その質問の部分が削

除しなければいけなかったりした場合はどうなのかと思うのです。私の場合の実例ですけど、あれ

は予算委員会とか以前のほうにも質問をしていますから内容的にわかっているのに、あえてあそこ

で反問権がくるのはどうなのかという部分があるのですけども、それは置いておいても、そこでそ

ういうふうに向こうが反問権をきちんと用意してきているのです。何項目もやったら時間をくうと

思うのです。極端な言い方をすると、我々は通告を受けてきちんと質問をつくっていっているので

す。反問権何もないのです。そのときに、ある程度きちんと答えられるという段取りはもっていっ

てやればいいけども、我々とすれば突然反問権を使ったときに、その答弁の仕方とか時間の使い方

がどうなのかということがあるのです。訓練されていけばいいと思いますけども。私はやはり 45

分というのは与えられていますから、別に反問権は、今度は向こうに対して答えるのですから、そ

れは別にしておかないと、それが段々運用されて変な意味の使い方をされると非常に質問時間を阻

害されてしまうのです。ですから、私は基本的には理解してはいますけども本当に質問したいと思

ったら、これは反問権の答弁は別にしたほうがいいと思います。それで今、先ほど大渕副委員長が

言ったようにこれは決めたものだからと言ったけど、それは置いておいて新たな考え方を議論しま

しょうというから私は言わせてもらっていますけど、過去に決まったことは決まったのだけれども

やはり一つ回転することは議会の前進だと思いますから、私は体験上やはり反問権の答弁時間は別

にしていただいたほうがいいと思っています。それが私たちに与えられた 45 分だと思っていますか

ら。これが食い込んでしまうと、非常に相手方の使い方によっては若干私たちの質問時間がなくな

ってしまうかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 参考までにお伺いをいたしました。ただ、先ほど大渕副委員長から出た

ように、まず前回の議会運営委員会で決めたことですから、きょうのこれは再確認です。ですから、

これは一たん前回決めたことに関しては、この決めたルールの中でまず行っていただいて、その後

またいろいろなケース、これからあると思うのですけども、そのときに問題があると感じたときに

は正式に議会運営委員会の中で定義をしていただいて議論すると、こういったような押え方をして

いかないと、これはまた再確認、再確認とやれば決まったことがまた時間の経過の中で意見が変っ

てきてしまうということもありますので、そういったことで今回は押えておきたいのですが、いか

がでしょうか。改めて、また決めますか。今、たまたま及川委員からも若干懸念されるという意見

もございました。参考意見ですけれども、前田委員外議員からも意見を伺いました。どのように皆

さん取り図ったらいいですか。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 決まっていることは決まっていると私は理解しています。ただ、私

が反問権を受けたときに、暫時休憩をして、それで議運を開いたはずなのです。そして、そのとき

に取り扱いを再確認しましょうということで、きょう上がってきていると思うので、だからそのと

きに私は今言った意見、反問権は外すべきだとあのときに言ったのだけど、もう１回再確認しまし

ょうという話だったから、だから過去と 20 年につくった部分はもう拘束されてしまうという言い方
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ですか。そうではなく、大渕副委員長が言ったように、私はもう決まったことだからと、私もそれ

は理解しています。だけど新たにそういう事例が出たのだから、それに向けてどういう形でいきま

すかという話と違うわけですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今回、反問権初めてということでちょっとお互いに慣れない部分もあっ

たと思いますけども、確かあのときは質問時間に入るか入らないかということで、その後すぐここ

で開いているのですね。それで、そこのときに質問時間に入るのですということで進めた経緯があ

るのです。それで、そのときにそういう議事録があるのか、ないのかをきちんとしてくださいとい

うことで、今回出てきたという経緯もあるのです。だから一応、今の時点では時間の中に入るとい

う形で皆さんの意思統一はされていますけども、今これを入れるか入れないかというのは今後の検

討課題になると思いますけども、お互い初めて使われたということで、今いろいろ話を聞いてお互

い慣れていない部分もあったし、今後反問権もあるのだという意識のもとに議員もそれぞれ質問を

組み立てていくと思います。従って今、前田委員外議員のほうからも出た、やはり急に何項目か言

われてできないという場合には、これは議会の私の采配でいつも答弁者のほうも答弁に窮したとき

は議長ちょっと休憩お願いしますと休憩をかけていますので、反問された方で反問されて、４つも

５つもあって整理がかかるのであれば、ちょっと暫時休憩を求めますということで休憩してくださ

いということであれすれば、そういう面では最小限で調整ができるように、それは私は議長として

きちんと今後対応をしていきたいという具合に今、改めて感じました。それでないと、ポッと言わ

れて、それはちょっと待ってくださいといつまでもやっていると時間がどんどん過ぎますので、そ

ういった面での私の議事の再確認というのは、そういう形にしますし、あくまでもこれは議論がか

み合うためということで質問の主旨が不明確な分でも反問するという形で、それは認めるというこ

とでございますので、原則１回ということで、場合によっては３回まで議長の権限で認めるという

こともありますけども、まだ初めてなものですからちょっと聞いているほかの同僚議員も反問に対

する答弁がちょっと不明確に聞こえた部分もあろうかと思いますけども、これはやはり今後もある

程度皆さんもそれぞれ十分意識していただいてやっていけば、そう大きな問題にはならないのかと。

そういう面については、私自身も改めて今回、今後の議会の議事さばきについては十分考えていき

たい、対応していきたいという具合に思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） これは確認されている案件ですから、今後そういうことがまた、例えばこ

の議運の中で出てきたということであれば、また改めてやるということにすればいいではないです

か。それと、もう一つあるのです。私の所管する全員協議会の中だったのですけども、やはり反問

あったのです。今やっている特別委員会の中でも反問があったわけです。ですから、本会議、委員

会、それぞれそういうことが可能、委員会も反問があるのですかと私に聞いてきた委員がおったも

のですから、そういうことで認識を全体がしなければまずいと、そのとき思ったものですから、今

気づいたのですが、ぜひ全体がそういう形で決まっていることなのだということで認識してもらえ

ればいいかというふうに思います。 
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○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） 委員会規則の５条を見ていただきたいと思います。委員会は、あく

までも反問ではないのです。反問と言っているのは一般質問、代表質問、緊急質問の質問に対して

反問と言っているのであって委員会は、これは町側にも注意をしなければならないのですけど、あ

くまでも町と自由な議論をするために逆に説明員から議員さんに質問できるという、質問なり意見

を、ではＡ委員はその課題についてどう思ってらっしゃるのですかと、これをやることによってい

い政策ができていくのだろうという意味合いなのです。ですから、あくまでも、あれは全員の委員

会ですから、反問と委員会で使ってしまうとやはり堅くなって何か危険なことをやっているような

気がするのですね。もうちょっとラフなことでいいのかと。だから、町側にもちょっと言ったので

すけども、委員会はそういうことではないと、あくまでも質問がされたり逆に意見を聞かれなくて

もこちらから求めることも当然説明員ですから、いい政策設定を議論しているわけですから、それ

は委員会は特にあったほうがいいと思うのです。逆に一般質問のような反問という形ではなくて、

一つの課題に対して、いい政策をしていくために議員と町が議論していくという仕組みですから。

だから、これは余り、この間の流れできたからそうなったのだろうと思いますけど、それは逆に言

ったら各委員長さんもそういうのをうまく使っていくほうが私は懸命ではないかという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。本会議であれば議長が、この白老町議会の条例にのっとって進

めるわけですから、ただいまの反問権の申し出があったと、それを許可すると、こういう形の中で

進めるのだけれども、委員会であれば私も今回その必要がないと思ったものだからすぐ答弁者を求

めて進めたのだけれども、そういう形でいいのですね。 

○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） 逆に言ったら、今の件で議員さんにちょっとどう思ってらっしゃる

か聞きたいというような方法を使ったほうがいいのではないかと。逆に反問しますといっても何を

反問しているのかよくわからないです。町側もまだうまく軌道にのっていないのだと思います。部

長会議では言っておきます。 

○委員（及川 保君） そういう事例があったということで、進め方を確認したかったのです。 

○委員長（山本浩平君） それでは当面、問題があったときはまた提起をしていただくと、議長も

采配の中でいろいろと配慮しながらやっていくということでございます。続きまして、３番目、ナ

イター議会のあり方についてでございます。これも何か上坊寺事務局長先に説明することあります

か。 

○事務局長（上坊寺博之君） これも課題になっていまして、昨年のナイター議会のときに傍聴者

があれだけ今、少なくなっている現状から、もう役目は終わったのではないかという話がございま

して、来期のナイター議会までに結論を出すということにして、何回か話をしましたか。ただ、今

一番ネックになっているのが、インターネット中継をしていまして、町民の方で夜間議会を帰って

きてから実際見ているのですと。続けてほしいのだという話も聞こえるのです。その部分があって、

議会運営委員会ではまだやめられないという議論がございました。ただ、傍聴者は 10 名いかないで
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す。いつも４、５名で代表質問をやっている実態ですから、やり始めてからもう 11 年たっています

から。だから、この部分をどうしていくかと。 

○委員長（山本浩平君） 皆様方から自由なご意見を伺ってみたいと思います。どなたからでも結

構です。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私は、前から言っていますように、これは同じ条件で結構

ですから、インターネットで録画しておいて夜流せるという状況になれば、私はナイター議会はや

らなくても構わないと思います。ただ、やはりそれは今、上坊寺事務局長も言ったように実際にそ

れを見ているのだと、アクセス件数も 100 件ぐらいあると聞いていますから、やはり町内で 100 件

といったらかなりなものです。ですから、私はやはりそこができればお金をかけないでそういうこ

とができれば、録画で流してもらうことができれば、私はそのことが解決すれば構わないのではと

いうふうに思っております。だけど、そこは担保されるべきだというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私もそう思います。現実的にナイター議会をやって、傍聴者の数がふえて

いく傾向にあるのであればあれですけども、段々少なくなってきているというのが現実にあります。

ですから、かといって興味を持たれる方も中にはいらっしゃいますので、そういう方々に対しての

議会の情報発信というのは今、大渕副委員長が言われたとおり議会の録画みたいなものができて、

そしてそれを夜インターネットを通じて、議会のホームページ、そういったもので公開できればい

いのですけども、それがちょっとネックになるのかとは思ってはいます。いずれにしてもナイター

議会については、大体役割は終わってきているだろうと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私ももうナイター議会の役目は終わったと思っています。できれば、見た

い人のために録画でインターネットを流すということについては賛成だし、それはやってもらえれ

ばと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員、どうですか。 

○委員（及川 保君） 当時、何とか町民の目を議会に向けていただくと、議会を見ていただくと

いう主旨のもとで夜間というのを開催したのだけども、当初はやはり大変盛況といいますか、来て

いただいて、よかったという考えを持っておったのですけども、本当にここ数年の状況を見ていま

すと、これは本当に続けていくべきなのかと、これは疑問はずっと持っていたのです。常にこのナ

イター議会のあり方についてはいつも検討する、検討するとずっときているわけです。だから、そ

れからすると役割を終えたのではなくて、通常の日中やる中での何らかの工夫をして、この夜間を

一定の役割を終えたという形で、もとに戻すという決断をする時期にきているのかというふうに考

えます。 

○委員長（山本浩平君） 私も、このナイター議会は実際に来られる方は４、５名しかいないとい

う中で職員の方々の残業も含めて、ナイター議会をこのまま続けていくのはいかがなものかという

ことをずっと思っておりました。そういった意味合いで、私はそのナイター議会は、これは単純に

役割は終わったものだということで、やめるべきだというふうに思っております。ただ、先ほどイ
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ンターネット中継を担保にというお話がございましたけれども、これは町側から正式な要請はまだ

議会にないですけども、まちづくりにとって果たして全国ネットのインターネット中継がプラスな

のかマイナスなのかという話も、町側から正式ではないけれども出てきているのは事実でございま

す。必ずしもインターネット中継が、これから町が政策を行っていく上で必ずしもそれがプラスで

はない、あるいは議員の方々にも、今回はこの質問についてはちょっといろいろあるから勘弁して

もらいたいとか、そういう話も出てこないとは限らない。今までも実際にあると思うのです。それ

はインターネット中継があるから関係各省庁に今の時点でこの話がもれたら困るというような中身

もあるわけですから、私はこのインターネット中継そのものを続けていくかどうかということもち

ょっと頭の中には、果たして続けるべきかどうかというのは、私自身はいろいろ思うところがござ

いますので、それを担保にしてということの理由づけでのナイター中継を残すということではなく

て、ただ単純にナイター議会の役割は終わったというふうに思っております。以上です。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） このナイター議会というのは、要するに代表質問を町民にみてもらうとい

うか、そういうことで始まったわけですね。これが日常の一般質問と同じように昼間やればそれで

いいわけですけど、それはたまたま我々はできればインターネットで流せれば、今まで来ていた人

たちに、見ていた人にいいかというふうに考えたわけなのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、近藤委員が言われたとおりだと思います。現実的には、予算委員

会、決算委員会、一般質問も全部流れているわけです。インターネット中継されているわけです。

ですから、それが 100 人の方がアクセスあるとしたら、その人たちの町民の知る権利をきちんと保

障してあげるという観点です。私が言っているのは。そのことがやはり保障されないで、ナイター

議会に実際来ている方だけなら何も問題はないのです。５人しか来ていなかったら、それ以外に何

もやっていないというなら私はそれで構わないと思うのだけれども、やはり 100 人からのアクセス

があるということは、町民の皆さんが非常に興味を持って議会を見てくれているということでいえ

ば、一般質問も普通の議会も予算委員会も決算委員会も流れているわけですから、私はそういうこ

とが、上坊寺事務局長に聞きたいのだけど、余りお金をかけないで、それが今までのナイター議会

と同じ時間帯で流すことができれば、私はそれ以上何もないし、代表質問は昼間やられても、これ

は全国ネットで今のままでいったら放映されるわけですから、私はやはりそういうことは必要では

ないのかと。ただ、お金がすごくかかるというなら困るかというふうには思っていますけど、本来

少しぐらいのお金だったら町民の知る権利をきちんと保障してあげるということが必要かというふ

うに思っているということであります。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長、今まで録画中継をするためにどのぐらい費用がかかる

かというような試算をしたことがありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今やっている最中なのですが、技術的な問題であって職員が代用す

ることはまるっきりゼロではないのです。ただ、今の議会の活動状況の中で新たな部分を職員に取

り組まして、それを録画するために加工をしてやらせるということが、実際やってみたらどのぐら

いの時間をさかれるかというのがわかりませんけど、それが１番危惧しているのです。だから、技
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術の問題ですから覚えさえすれば職員が加工してやれないことは多分ないだろうと思いますけど、

ただそこに職員の時間をどれだけさけるか。職員は使うといってもコストですから、ただそれが可

能でなくて外に出して加工をしてもらうとなったらお金はかかるだろうと思いますけど、それがど

のぐらいかかるか。今、役場を辞められて、そういうホームページのサポートなどをやっている方

がいますから、例えばそういうところにやってもらったらいくらぐらいかかるのか。言われたとお

り録画をやるのであれば、代表質問だけ録画をしても意味がないのです。できれば、議案審議の録

画も議案ごとに録画をしていくのが１番ベターだと思います。ただ、それをやると相当量の職員の

労力が取られるのは間違いないのです。今、いくらでやってくれるか見積もってという指示はして

いるのですけど、ただ、これは金額にもよりますね。何十万からできるのであれば、可能性として

はどこかの予算を削ってでも考えられますけど、これは百万単位にいくといったらちょっと無理で

すからと思っていました。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長に逆に質問をしたいのですが、ナイター議会に来られてい

る４、５名さんのためにやるべきだという、知る権利があるからという意味ですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 現実的にナイター議会のアクセス件数が 100 件ぐらいあるのです。だ

から、その人たちがやめないでそのとき見たいとおっしゃっている方もいらっしゃるという意見を

聞いていますから、だからそれだったら私が今言ったのは理想的です。ほかのやつもやっていただ

ければ、それはそのほうがいいと思うけど、私はとりあえず少なくても今やっている分、それを流

すと。それはどういうことかというと、２日間今までかかっているのが、今度は一日で終わるわけ

です。議員の負担も、職員の負担も軽くなるわけです。そこは私は効果がないものであればはっき

りいえばやめればいいと思っているのです。だけど、もし本当に 100 件ぐらいのアクセス数、50 件

でも、あそこには 30 人しか入れないのだから、そこを 30 人も 50 人もの人が聞いて見てくれている

ということで考えたら、これはただやめるということにはならないだろうと。ですから、私は今上

坊寺事務局長が言ったのは理想でそうやって、やってもらったほうが私はいいと思うけども、最低

その時間帯、代表質問の時間帯だけでも夜流せるようにしたら、今までと同じですから町民の皆さ

んにきちんと言えるわけです。だから、そういう意味で保障をしてあげたらいいのではないですか

と。それだったら、私はやめてもいいよと。実際に見ている人がいるというわけだから、だから言

っているだけです。それ以上の何ものでもないのです。ただ、やめることによって２日間かかって

いたのが一日になるわけでしょう。職員も夜出てこなくてもいいわけでしょう。そういうメリット

があるわけだから。私はそういうことをプラス、マイナスすれば、そこの部分だけ録画して流せる

ものだったら、そんなに極めて負担が余りかからないのだったら私はやってもらったほうがいいの

ではないかということです。それだけです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 大渕副委員長にちょっと。担保がなければ、この夜間は厳しいという、も

しこれが不可能であればやはり夜間はやるべきだという考えなのか。 

○委員長（山本浩平君） そうです。私は、だから担保するのはいかがかという、単純にもう役割

は終わっているのではないかという意見です。大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 言葉が問題であれば言葉は私はどうにでもします。そんなことを言っ

ているのではないです。少なくても 50 人から 100 人の町民が見ているものを議会の都合でやめると

いうものはいかがなものかと。そうではなくて、今見ていることを代替でできるのであれば、余り

お金をかけないでできるのであれば、その代替を考えてやめるべき。これがやはり議会としての、

当初の目的は何か、ここは使えるけど 30 人しか入れないのに、それでも夜間議会をやろうと決めた

わけでしょう。多くの町民に聞いてもらおうということが目的なわけだから。その主旨から考えた

ら、やはり 50 人も 100 人も今アクセス数があるのに、それを傍聴者が来ないからということで切っ

てしまうということが果たして本当に議会としていいのかと。私はそうではないと思いますと。だ

から、担保という言葉が悪ければ、それは何もやめます。全然そんなことを私は言っているのでは

ないです。そういう話ではないから。やはり、そこがきちんとされないと議会としてせっかく今ナ

イター議会をこれから始めるというところもあるのに、やはりちょっと違うのではないですかとい

うことを言っているのです。それだけです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） ビデオで再生して流すというのは無理だということになればやるしかない

です。やはり、それはお金がかかることだし。 

○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） お金は試算しています。だから、何度も言っているように技術の問

題だから、職員がそれを理解してやろうとしたら職員でも可能なのです。ただ、今うちが４名の体

制で本当にそれに負荷をかけてやれるかどうかという状況は今判断できないだけの話であって、そ

うなったときに外注に頼るしかないのです。例えばです。そういうところにお願いをして加工だけ

してもらって職員がぶら下げるということは可能なのです。今、実際ホームページは職員が管理し

ていますから、職員が動かしているのです。ですから、それの延長上ですから、ただ、テープから

落とし込むのに時間をとって加工してやるからかなりの時間がかかるのです。ただ加工してという

わけにはいかないのです。例えば、大渕副委員長がやった部分だけを取り出してきて、大渕副委員

長の録画だと貼りつけるのではないです。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。ここで今決められるような内容でないことですので、ま

ず職員の中でできるかどうかも含めて検討、そして外注に出したときにどれぐらいでできるか。大

渕副委員長も言われているのも全部ではなくて、あくまでも今ナイター議会をやっている代表質問

の部分だけだということですね。ですから、その辺の試算をもう一度出していただいて、皆さんで

もう一度議論してはいかがですか。前田委員外議員、何かあればどうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私は確かに緊張感を味わってもらうためにはやはり傍聴に来てもら

いたいと思いますけども、今こういう技術の時代ですから逆に今言ったようにインターネットで見

て、傍聴に来ない人もいるのですね。だけど今、大渕副委員長が話をしたのはわかります。ただ、

技術的な話、代表質問は日中やるはずなのです。そうしたら日中見ている人もいるのです。録画し

たらダブってしまうから逆に全体の中の構成したものが、仮に及川委員の見たい氏家委員の見たい

といったときに、逆にそこを見ている人が夜行って、代表質問はいいと、この人の部分を選んで見
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たいというような形にしないと日中代表質問、ナイターが日中にうつってしまったから、ナイター

だけ夜持ってくると、日中見ている人がたが同じの見ることになってしまうのです。意味わかりま

すね。だから、同じ形でも手法考えないとだめかと思います。より効率的な、録画にして放映する

にしても。だから技術的なことは、これから検討したほうがいいということです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私が言っているのは、それは理想だし、そのほうがいいと思います。

ただ、私が言っているのは違うのです。昼間見られない人が夜接続して見ているという人もいるわ

けです。そういう人たちが昼間見られないから見たいとおっしゃるのだから、そこの部分だけは保

障してあげないとだめではないのと。私が言っているのは単純なのです。それで、夜一つも見てい

ないのだったら、何も昼だけみんな見ている人が夜代表質問だから見ている人は昼見ればいいだけ

の話です。それで、もしアクセス数がなくなれば、夜の分で全くなくなれば、それは何もやる必要

がなくなるかもしれないのです。ただ、少なくても代表質問をやったときにそれだけのアクセス数

があるということは、その分の人たちが見られるような条件だけはつくってあげないとだめではな

いのかと、そういう今前田委員外議員が言ったような複雑なことだとか、そんなことは一切なしで

す。私は何も面倒なことはないです。理想なのはそのほうがいいし、先ほど上坊寺事務局長が言っ

たのが理想なのです。だけど、そうではなくて最低限のことをやってやめるならやはり議会はやめ

るとしないと、それはやはり違うのではないのかということを私は言っているのです。もちろん、

前田委員外議員が言っているようにやってもらえれば、それはそのほうがいいに決まっているので

す。だけど、私はそこまで要求はしていないということです。必要最低限のことをやってあげると。

今まで議員やっていたのに代表質問やめたのかといったら、いいえこれは流しますと言ったらこれ

でいいだけの話です。それだけの話です。そんな肩はっているのでは全然ないです。そこの保障だ

けは必要がないのですかと。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午後 １４時０７分 

                                           

再  開  午後 １４時２０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。 

 基本的には、このナイターを中止にするにしても町民の見る権利、知る権利はやはり確保するべ

きだという意見も一つの会派だけではなくて、ほかにもございますので、この辺をキープした中で

どういう方法があるかということを再度事務局のほうから提案していただいて皆さんで協議をした

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） それでは、きょうどうしてもこれだけはやっていただきたいということ

でございますので、その他の８番、人事院勧告に基づく平成 22 年議員報酬の独自削減についてでご

ざいます。これも昨日もこの議論に及びましたけれども、なかなか結論というところまではいって

おりません。しかしながら、このことについては決めていただきたいということでございますので
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説明も含めて上坊寺事務局長のほうからお願いします。資料４でございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料４を見ていただきたいと思います。今回、22 年度で人事院勧告

が出ておりまして、さきの財政改革プログラムの中でも人事院勧告の案が皆さんに示されていると

思いますけど、期末手当が 0.2 カ月分減になるのです。そして月額が年齢の高い職員が 1.4 ぐらい

削減になるのです。そういう部分があって、期末手当については従来から理事者も含めて自動的に

勧告があったら引き下げているという部分がございました。月例の分については、再度 23 年度２月

に特別報酬に町長のほうも含めてまたかけるということでございますので、今回は期末手当 0.2 カ

月分下がる分の人勧を実施するために通常でいきますと今より下がりますので、従来から自主削減

の総額確保、要するに自主削減をした以上は下げないということをしていますので、率を変えなく

てはだめなのです。元数字が変りませんけど、掛ける数字が 0.2 下がるものですから支給総額が減

るのです。ですけど、当初７％で決めたものをより下げないということで町側も確認しております

ので、それに直さなければならないということです。要するに、当然ことし皆さんで自主削減をす

ると決めた額だけは率が下がっても保障しますということですから、それでいくと支給率が議長で

61％、右側のほうです。副議長で 76％、委員長、議員で 84％の支給率になるということです。です

から議長が当初 45％の削減率で決めていたものが 39％になると、副議長が 31％で決めていました

のが 24％に下がると、委員長、議員は 24％が 16％に下がるということです。結果的に年額からい

くら相当になるかというのは右側に書いているのですが、議長で 11.52％、副議長で 7.53％、委員

長、議員で 5.47％に下がります。ですから実質的には 14 年の頃の自主削減に戻ったということな

のです。14 年ごろは５％、７％、11.5％ですから、そのくらいの率に戻ってしまった。これは２年

連続の人勧のマイナス勧告があったということでこうなるのかと。ですから、当初副議長が何回も

特別委員会の中で 600 万円と効果額を言っていますけど、330 万円になったのです。効果額が 337

万円になると。1,500、1,600 万円出ていないということです。もう半分ぐらいなってしまったとい

うことです。10％の 5.47 ですから。副議長 13％が 7.53 で、議長 15 が 11％になるということから

したらこうなってしまうのです。それで、今回の皆さんに支給される額はＧの欄、網かけになった

右側の支給額という部分でございます。ただ、これから法定費用は引かれていませんので、これよ

り引かれますので、これをあてにしないでください。ということで、今回 12 月１日づけが手当支給

日基準日なのです。ですから 29 日の本会議に現給保障のための率改正だけを出したいと思っており

ます。自主削減をやめるかやめないかというのは別です。今年度の現給保障をするために率を変え

なくてはならない。12 月の率を変えなくてはならないということです。大ざっぱに言いますとそう

いうことです。 

○委員長（山本浩平君） 今年度の、現在の保障しているものをキープするためには率を 29 日に

は変更しなければと、こういうことでございます。この点について、皆様方のご意見を伺ってみた

いと思います。いかがでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。人事院勧告のこういう減額、減額というか人事院勧告について

は今までどおり私は受け入れていくべきだと思いますし、ただ、私たちは自主削減という部分で既

にやっている部分で現額保障をするという部分では確かに削減率は変わるかもしれないけども現給
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保障はしていくという形で、今までどおりの考え方でやっていっていいのではないかと思います。

もう一つ言わせていただければ、公務員の方また議員というのは、そういう人事院勧告に伴ってこ

ういう時代に応じた削減というのはされていくわけですから、こういう 300 万円ぐらいの効果額で

あれば、そろそろ自主削減もやめて、その時代にあった人事院勧告のそういったものを受け入れな

がら時代にあったやり方でやっていくということが一つ頭に入れてやったほうがいいような気がし

ます。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員、いかがでしょうか。 

○委員（及川 保君） 例年、こういう人勧の削減の指示の中でやっているわけですし、現給保障

という部分の今回の踏襲してやっていくべきだというような考え方でございます。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） 私は、このとおりで結構です。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 実際は、人事院勧告で下がるとなったのだけれども、今削減していま

すから、現給保障をしなくてはいけないというのは、ある意味仕方がないのかというふうに思いま

す。このとおりでやっていいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもも、やはりこのとおりで行うべきだというふうに思っております。

全会一致ということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員にご意見を伺っておきたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 私は現給保障について理解はしますけど、これまでの一環の主張は

変えるわけにはいきませんのでご理解願います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この内容につきましては全会一致で独自削減の支給総額を確

保した上で算定するという、このとおりのものを採用するということで決定をしたいと思います。

よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、先ほど言いましたように、29 日の本会議で議決をしていただ

くということになると思いますが、議案提案をしていかなければならないと。従来から、議会運営

委員会で一致したものについては委員会提案という形に報酬はしていましたので、定数の場合はま

た別ですけど、議会運営委員会の議案提案という形でよろしいかどうか、確認させていただきたい

と思います。 

○委員長（山本浩平君） 今の点どうですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○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。上坊寺事務局長にちょっとお尋ねしたいのですけど、先ほ

ど町長、三役は現給保障をするというお話、これは町長を含めた三役と職員も今みんなカットして
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いますけれども、すべて今回の人事院勧告の下げ率については現給保障をされているということで

いいのでしょうか。 

○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） どういう議案が出てくるかわかりませんけど、町は月例給まで職員

の場合影響するのです。先ほど言った月例給まだありますので。基本的には今、財政プログラムで

あげているように、要するに人事院勧告に基づく正規の部分を 7.5 にした部分で提出してくるとい

う腹づもりでいるみたいです。ただ、理事者の部分についてまだパーセントも何も決まっていませ

んので、率の補正になるか今後、16 日、22 日の議論でどうなってくるのかわかりませんけど、その

状況を見ながら出してくるのか、いずれにしても 25 日ぐらいには出したいという話は内々には受け

ています。そうであれば議会も、これは出さなくてはならないだろうと。基準日が 12 月１日ですか

ら、いずれにしても三役も職員も議員さんも基準日は 12 月１日ですから、それまでに議決をとらな

くてはならないということになります。聞いている中では、今提案している部分を出していきたい

ような、職員の分については、そんな話はちょっと聞いていました。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） きのうまでの議論があった議員の自主削減の部分、これも例えば今回は人

事院勧告の部分を受け入れますといいつつも議員の自主削減についても 12 月１日までの部分で一

緒に上げていかなければならないものは、上げていかなければならないということですね。違いま

すか。 

○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） 議員の部分は、自主削減は 12 月末まで、１月１日適用して 12 月末

までなのです。ですから、今回率をやるということは 12 月分の手当をこれが確定なのです。もしく

は来年も自主削減を継続するということであれば、12 月中に来年以降の議決をとる。うちは１月か

ら 12 月までの期間で自主削減をしていますので。 

○委員長（山本浩平君） ですから、年内には結論を出さなくてはだめだということです。それで

は、きょうはおおむね３時までで終了したいと思います。及川委員が３時でどうしても上がりたい

ということでございますので。それで残りの部分ですが、この中で比較的スムーズはどれもないと

思いますけども、７番の予算・決算審査のあり方、これは比較的どうかと思いまして、７番をやっ

てみたいと思います。今までの議論はどこまで進んでいましたか。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは決算審査が前回は、本年度限りの措置にしてあるのです。で

すから、それも含めて予算審査と決算審査をどう連動させるかという議論は詰めていかなければな

らないのです。ということは、委員会は通常は自由な発言なのですけど、これは全員の委員会であ

るということから、そしてまた日程がある程度決められているということから、本会議に準じて従

来から申し合わせです。これは取り決めたものは何もないですけど、発言回数は３回としていまし

て、それにも疑義が今出ているのは事実だと思います。それと、決算審査では本年度限りで、全体

でやりましたけど課単位でやったほうがいいのではないかという話も今、現実にないことはないの

です。全員でやってもいいから従来の決算審査のように戻してもいいのではないかというような話
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がありますから、これはいずれにしても、ある程度の骨格を早めに決めないとまた予算審査のとき

に、いいから今までどおりやろうということで、決算になると今までどおりやろうとまた進んでい

くので、一定限度方向性はどこかの時点では出したほうがいいのではないかということで上げてみ

ました。それが課題になっていることも事実です。 

○委員長（山本浩平君） ちょっと今の説明の中で私わからなかったのですが、予算と決算との連

動というのが、どういう意味合いですか。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、予算を組んでそれを執行した結果が決算ですから、決

算で検証したのを予算に結びつけていかないと本来だめなわけです。今、先進的といったらおかし

いですけど、やっているところは、決算審査の意見を予算審査に組み込んでいくという例も出てき

ています。ただ、なかなか難しいですけど。その辺はまさにチェック機関ということが財政問題か

ら言われているとすれば、決算と予算をどういうふうに連動していくか。予算と決算をどういうふ

うに連動していくかというのは重要な視点ではないかという気がしますけど。それは私が思ってい

た部分です。 

○委員長（山本浩平君） 今、上坊寺事務局長からお話があったのは、大きく分けて３つだったと

思います。決算審査と予算審査を連動させて決算審査で出た意見をどう予算審査で反映させていく

かというのが一つ、もう一つは発言回数の撤廃です。撤廃とまで言っていいかどうかわかりません

が、これは従来３回ですけどもこれはどうしたいいか。もう一つは、課単位で行ってはいかがかと

いうことです。この三つだったと思いますけれども。及川委員。 

○委員（及川 保君） 近藤副委員長と総務文教常任委員会がこの任に当たるという規制がござい

まして、私が上坊寺事務局長のほうに、今３点ほど上坊寺事務局長のほうから上げられたのですけ

ど、これは実は予算を終えた後、それから決算を終えた後の上坊寺事務局長との話の中で、これは

きちんと早めに対応していただきたいという話での今出されたことなのです。実はもう１点ありま

して、決算審査特別委員会が以前の課単位でずっと長年やっていた時期がございまして、それを変

えたのですけども、こういう通年という中での変えた部分がありまして、やはり非常に短い期間の

中でこなさなければいけないという、日程が実は限られているのです。今回も９月会議の中での確

か予定の中で組み込まれてやったのです。これはやはりどうしても、もう少し詰めてやっていきた

いという考えがあるのですが、それがなかなか難しい、時間がない、時間がないという中での進め

方をしなければいけないものですから、これがもう少し例えば本会議が終わった後での日程をつく

れるのであれば課単位、町側も実は課単位のほうが非常にスムーズに進むのだと。そこで実は私と

の考え方が若干寄った形になったものですから、今上坊寺事務局長のほうから課単位の話も出たの

ですけども、その部分も踏まえてぜひ日程の取り方、あり方というかを踏まえて議論していただけ

れば大変ありがたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、総務文教の及川委員長のほうから要望的なものも含めてありました。

内容そのものを課単位で行ってはどうかということについて、皆さんのご意見を伺ってみたいと思

いますけども、この辺についていかがですか。どのような考え方を皆さんお持ちになるでしょうか。

説明を行うときに課単位で行うということも含めて、あるいは委員会のときも含めて課単位でやる
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ということですね。及川委員。 

○委員（及川 保君） この決算も予算もそうなのですが、説明は予算も説明があります。決算に

なりますと、こういう内容になったという説明ありましたか。それも含めて課単位のほうがいいの

ではないかということなのです。 

○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） ことしの決算審査を振り返ってもらいたいのですけど、ことしは款

でやりましたね。区切りページを設けないで款でやったのです。ことしはことしの試行でやってみ

ましょうということなのですけど、従来はああいうスタイルではなくて課単位の決算審査なのです。

というのは、例えば総務課なら総務費を中心に予算を持ってくるわけです。そこを政策何ページか

ら何ページ、決算書何ページ何ページと課単位の審査をやっていまして１週間ぐらいかかっていた

のです。全体の期間としては。ですから、もうちょっと細かくチェックが入るという状況だったの

です。それが、その当時の決算委員会というのは７名だったのです。７名で課単位でやっていたの

です。ただ、18 年の議論の中で予算も決算も重要であるから議員全員でやるべきだという議論があ

って議場に移してやるようになったというのが事実なのです。そうなったときに首長以下全部の管

理職を拘束するものですから、それであれば９月会議の中の日程でやっていくほうが効果的ではな

いかという流れになったのです。ですから町側のほうも、従来であると決算審査が、例えばグルー

プリーダーの要するに管理職になっていく登竜門みたいな部分があって議会の審議に加わるという

訓練の場でもあったのです。それしかチャンスがなかったのです。今は議場でやりますから、それ

すら薄らいできている現状があって町側はそれを一番危惧しているのはそういうことです。あと５

年したら管理職がほとんどいなくなるという状況の中で、下の人が議会とのこういう訓練の場がな

い。それで先ほど言ったのは、町側もそれを望んでいるという部分があって、それであれば全員で

やってもいいから課単位でやっていったほうがもうちょっとチェック機能が果たせるのではないか

という委員長のお話だったと思います。課単位でいくというのはそういうことだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議会側とすれば、細かくやることによってチェック機能がますというこ

と。もう一つ町側にとってのメリットは、いわゆる職員の資質を向上して、そして本会議に臨める

職員の訓練になるということでございますが、いかがですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 及川委員の考え方というのはすごく理解できますし、わかりやすく審議で

きるのかと思いますけども、ということは一つ聞きたいのですけども、今まで３日間なら３日間と

か、そういう日にちを区切ってやっていましたね。そうなると、これからの進め方からいうと３日

間とかではなくて、もうちょっと日数的には延びるということで考えられるというか、そういう感

覚で考えていていいのですね。３日間でやるのだというのではなくて、例えばこの課についてはち

ょっとボリュームがあるからタイムスケジュールの組み方というのは変わりますね。私は変わるか

らだめだとか、変わるからいいとかではなくて、考え方自体は理解できるので、私はもしそういう

やり方を今後目指すのであれば、そういう方向性の中でしっかりここで議論していければいいかと

思います。ただ、及川委員が委員長として考えているタイムスケジュールみたいなものが、今まで

どおりの日数でやるのだとか、ではなくてやはりふえていくと思うという考え方があれば、ちょっ
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と皆さんと同じ認識の中で考えておいたほうがいいかと。 

○委員長（山本浩平君） 今の点、上坊寺事務局長どうですか。実際に物理的にそのような方法に

なりますか。課単位でやるとなると。 

○事務局長（上坊寺博之君） 実際にやるとすれば、定例月の９月にやるということにはなかなか

ならないと。10 月、11 月に休会中に特別委員会を設置して断続的にやるというような流れになるだ

ろうと思います。ですから、そうなると各課が日程調整をしていかなければならないのです。だか

ら、きょうの午後からない場合もありますし、午前も午後も引き続いてやらなくてはならない場合

もありますし、ですから議場の中には全議員がいるけど、イメージとしては、例えば総務部長以下

総務課の職員しか入っていないという状況です。 

○委員長（山本浩平君） この件について、共産党さんいかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 決算委員会はちょっと私入っていませんので、余り言わないほうがい

いのかと思っております。ただ、一つだけ言えるのは、課単位でやったら相当細かくなりますし、

皆さん全部経験があると思いますが、皆さんも入ったときはそうだった思います。だから７人ぐら

いで構成して、ここで２列ぐらい来て、やはり課のほうが見えるから非常にわかりやすいのです。

ただし、日数は間違いなくふえると思います。それは間違いなく３日では絶対上がらないと思いま

す。それぐらいです。 

○委員長（山本浩平君） そうなってくると、前の７名の総務文教の皆さん方に責任を持っていた

だいてやるというのも一つかと思うのですが。今も全員協議会的な形で全員で取り組んでいますか

ら。近藤委員いかがですか。総務文教の副委員長ですけど。 

○委員（近藤 守君） 私は一応副委員長ですから、委員長の指示どおりに動く、それしかないと

思います。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員いかがでしょうか。 

○委員（土屋かづよ君） 確か、平成 15 年に入った時点では課でやって７名でやっていて私は萎

縮していたことがあったのです。まだ全然そんな一括審議も知らないで予算に参加してしまって、

そういうことがありまして、あのときはやはり５日間か７日間ぐらいで長いというのは記憶にあり

ます。 

○委員長（山本浩平君） 私の個人的な意見としては、長くなるというのはいかがなものかという

のはちょっとあるのですが、ただ、職員の訓練の場というのも今後のいろいろなことを考えたら、

これも必要だとも思いますし、議会としてはやはりチェック機能がますということはマイナスなこ

とではないので基本的には賛成したいというふうには思っています。この件について、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） 審議の内容については、私は両方にいましたからどちらでもいいの

です。ただ、私から言わせれば質問の質の内容です。だから課になってしまうと、今言ったように

細かくなってしまうから、私は自分の経験からいくと議員になって決算委員会をやるときには、あ

る程度の課の、ある程度の問題を整理して聞きますから、そしてここで政策的に理事者の前できち

んと成果を質問しなければいけないと。あるいは、細かくしてここに残しておかなくてはだめだと。



 41

町民のために。そういう部分で整理できますから、そういう質問の仕方がきちんと整理されれば課

単位であろうと、従来どおりであろうと、私は同じだと思います。ただ、課単位になると余り数字

とかいってしまう可能性があるのです。それで今、上坊寺事務局長も言ったけど部長以下というけ

れども、我々からすればやはり決算であれば最終的にはこの政策がどうだったのという議論をしま

すね。対効果費用とか。それが次の年に生きるということは、担当課も予算要求するとき最終的に

理事者の政策判断があるのです。それが議会がどういう目線で、どういう考え方で議論されて、こ

の一つの事業に対して考えがあったということをやはり理事者が肌で感じた中で次の予算に反映さ

せるという私は意識が絶対大事だと思うのです。だから、今回だって二日間丸っきり理事者が来な

かったけど、非常に残念だと。だから議会の立場にたって、どういう政策を反省して次期にどう生

かさせるか、そういう部分の議論をするような委員会に私はしてほしいと思っています。ですから、

課でいってしまうと私も経験がありますけど、やはり数字はこれはどうなったとか、こういうふう

にいってしまうのです。時間的な中で消化するために。もっと政策的な口論すると部長や課長だけ

で答弁できない部分もかなりありますから、だからその辺がどうかと思うのです。それでよしとす

るなら、それでいいと思いますけども、議会の役割としてどうなのかという部分で、視点で議論を

していかないとどうかと思います。ただ日数が長いとか、短いとかというばかりではなくて、決算

や予算審査が議会としてどうあるべきかと。そういう意味で私は、政策的な議論をしたいためには

やはり日程が限られてもいいからきちんと理事者が出て、我々の考え方をきちんと整理できるよう

な委員会にしてほしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、理事者の出席どうのこうのというのはちょっと別問題ですので、こ

れはまた違うところに、基本的には委員会に対しての出席の義務はないのですね。ただ、近隣の状

況をお話すると、近隣の首長さんたちはみんな出ているのは実態です。これは登別の市議会の議運

の委員長から私のほうに白老はどのようになっているのかと問い合わせがあったときに、うちはこ

うこうとお話をしているときにいろいろよその情報を聞くと実際ほかのところは出ているのは事実

です。岩倉市長も、ある会社の周年事業か何かのときに来ていたのですけども、すぐ夜の決算委員

会か予算委員会の質疑があるので挨拶だけして帰ったのです。これは自主的に多分それは近隣の首

長さんたちは出ていると思います。ただ、前に事務局に伺ったところ、委員会の出席の義務という

か、これはないということなので自主的な判断になるのかというふうに思います。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私はそれも含めた相手の姿勢に対しても言っているのです。やはり

議会にいかにそういう皆さん真摯に議論をしているところに尊重するかということです。理事者と

しての立場としてあるべきかということ。だから私は議会の立場にたって、やはり真剣にやれば当

然そういう皆さんの代表なのですから、やはり理事者だってそういうことに一緒に席の中に出て議

論するのが私は筋だと思っていますから。だから、そういうことがあるとかないとか姿勢の問題も

含めて私は言っているのです。議会として出てきてもらいたいし、出るべきだと思っています。そ

ういう場をつくったほうがいいのではないかという言い方です。 

○委員長（山本浩平君） 意見として伺っておくということにしたいと思います。及川委員として

は、これは課単位で行ったほうが理想的ではないかというご意見ですか。 
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○委員（及川 保君） 及川です。議論をしっかりとするということにおいては、質問回数もそう

なのですけども、確かに日程的に大変な部分が出てくるかもしれません。かもしれませんけれども、

３日間の中で、本当に３日間なのですね。そういう時間を本当に厳重に把握してやっていかなけれ

ばいけない、進めていかなければならないとなると、やはり非常に厳しいと、この決算特別委員会

は。こういう中で今回運営させてもらったのですけども、できるならば課単位がいいかという思い

で提案させていただいているわけです。だから、皆さんの同意を得られるのであれば、ぜひこうい

うことで進めてほしいという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私はちょっと考え方があれなのだけども、予算にしても決算にしても、例

えば予算というのは多分いろんな担当課の中で吟味して、こういう形の中で１年間やっていこうと

いうことで議会が議決して決めていくものだと。それに対しての決算というのは、その１年間の検

証と、そして確認して、そして執行されていないものについて、また余りにも補正で補正でという

ふうに上がってきたものに対しての検証も含めてどうだったのだという形のものと。ですから、決

算審査に向ける目というのは何か二通りあるような気がして、今前田委員外議員の話を聞いている

と。例えば理事者の政策的な判断に基づいての１年間の執行状況をしっかり検証していくというの

と、担当課の中で１年間決めた予算をしっかり確実に執行しながらやってきたというものに目を向

けていって、それと同時に合わせて町長の考え方をお伺いしていくだとか、今後の考え方を聞いて

いくという考え方があるでしょうから、いずれにしても私は議会の取り組み方だと思うのです。だ

から、課でやるのだったら課でやったなりに、そんな数字や何かにとらわれるからという、確かに

そういった部分も前田委員外議員は指摘されるのもあるかもしれないけども、しっかり議会として

取り組んでいく、考え方さえしっかりしておけばどういう枠組みできったとしても、そういう方向

に走る人は走るわけですから、私はあくまで議会の考え方だと思うのです。ですから、担当課でし

ばらくやっていないのであれば、ちょっとそちらのほうにも目を向けて、前にも山本委員長が言わ

れたとおり、これからの白老町の行政を担う若い人たちの人材育成の場であったり、また個々の議

員の資質向上のためにそういったものがもしかしたら一つでも役に立つものが出てくるのであれば、

それをちょっと試してみるというのも私は一つの考え方だと思います。どちらがいいとは言えませ

んけど、やってみる価値はあるような気がします。 

○委員長（山本浩平君） それぞれの会派の方々、あるいは委員外議員の方のご意見も伺いました

ので、もし議長、副議長この点について何か言及したいことがあればどうぞ。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 予算、決算といってございますけど、多分予算は課単位でやるとい

うのはちょっと無理なのです。というのは、３月で予算が上程されて、４月 30 日、31 日で議決執

行しなければならないので、多分３月議会中の審議になると思います。ですから、ちょっとニュア

ンスは分けて考えなくてはならない。決算審査がチェックのための審査だから、多分政策的な部分

もあるのでしょうけど、課単位でもっとするどく入っていくという部分が必要でしょうし、やり方

ととれると思うのです。多分決算ですから、本当に具体的なところに入っていかざるを得ないとこ

ろもあると思いますけど、政策的なものは９月会議の中に日にちをとって町長に聞けばいいでしょ
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うし、課のやつは、例えば休会中にやるという方法もあるのではないかと。そうなってきたら、決

算審査だけは回数制限の撤廃するのは可能なのです。自由に課でやりますから。ただ、予算審査の

場合は限られた日数でやりますので、その部分の検討は必要だと思います。ですから、予算と決算

と若干やり方は変えざるを得ないかという気がしています。 

○委員長（山本浩平君） 時間となりましたので、その辺も含めて、持ち帰って再度次回の議会運

営委員会はこの課単位で行うかどうかということ、これは決算審査以外はちょっと無理ではないか

というお話もございました。それと本会議に合わせての発言回数をどのようにするかという、本会

議に合わせたほうがいいのかどうなのかということも含めて、それと決算の結果を予算委員会にど

う連動させていくか。連動しなくてもいいという意見もあるかもしれませんので、またこの部分か

ら議論していきたいと思いますので、会派の調整をよろしくお願いしたいと思います。また、４番

目、５番目、６番目、議員倫理条例の全面見直し、議員定数と議員報酬について、会派制のあり方

について、これらについても議論していきたいと思いますので、再度会派の中でよく検討をしてき

ていただきたいというふうに思います。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） きょう参考資料としてお配りしたのは、10 月 23 日の室民の記事で

登別市議会が議員政治倫理条例を素案ができて市民に説明をしたというものが書いてあります。そ

の裏には、倫理条例の概要が書かれていますので、次うちの倫理条例が入ってくるための参考にな

るかと思っておつけしました。もう１点は、議員報酬の関係で福島県の会津若松市議会で、ここ２

年ぐらい検討、調査がされていまして、25 回委員会を重ねたと書いてありますが、その中で新たな

基準として活動日数を時間労働で換算して首長と比較して基準を、一応のルールを定めたというも

のが記事として簡単にしか書かれていませんけど出ております。それと情報ですが、今北海道の福

島町が議会の議員報酬を定めるにあたって専門的知見を利用して委員会を立ち上げているのです。

学者が１人と市民が４名入って、どういう基準が適切かというのが入っていまして、今福島町も基

準としては会津若松のやり方を踏みつつあるといったらいいのですか、こういう実働日数を換算し

て首長と比較するという案と、それともう一つは職員の給料に換算してどうなのかということで３

種類ぐらい検討しているのです。まだ結論は出ていませんけど。流れとしてはやはり実働日数を町

民に説明するための根拠に第１次的にはしているのかと。これもちょっと次、報酬に入ったときの

参考と思って出させていただきました。私からちょっと説明させていただきました。以上です。 

○委員長（山本浩平君） これについては質問はないですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                           

◎閉会の宣告 

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

 お疲れさまでした。 

                                 （午後１５時０４分） 


