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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２５日（木曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ３時４３分 

                                                

○会議に付した事件 

 １．不適当質問の取扱いについて 

                                               

○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  西 田 祐 子 君    委   員  近 藤   守 君 

 委   員  土 屋 かづよ 君    委   員  氏 家 裕 治 君 

 委員外議員  前 田 博 之 君    委員外議員  熊 谷 雅 史 君 

 委員外議員  吉 田 和 子 君    議   長  堀 部 登志雄 君 

                                               

○欠席委員(１名) 

 委   員  及 川   保 君 

                                               

○説明のために出席した者の職氏名 

 総務財政部長    山 口 和 雄 君  上下水道課長    須 田 健 一 君  

                                               

○職務のため出席した事務局職員 

 事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

 参     事   千 石 講 平 君 
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    ◎開会の宣告 

○副委員長（大渕紀夫君） ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

 山本委員長は、今、走っておりますので、すぐに到着すると思います。及川委員は、きょうは都

合により欠席という届出が出ております。熊谷委員外議員は、先ほど見えられたのですけれど、腰

の調子が悪くて今、病院に行きましたので、ご了承願いたいと思います。熊谷委員は 委員外議員

ですので、その程度にしておきたいと思います。 

（午前１０時００分） 

                                             

○副委員長（大渕紀夫君） それでは早速、協議事項に入りたいと思います。 

 平成 22 年定例会 11 月会議について、でございます。提案議案が、町側の提案が５件ございます

ので、順次説明を求めたいと思います。山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） それではご説明したいと思います。今回の議案は、１号から５号

までの５件でございます。最初に議案第１号の、平成 22 年度白老町一般会計補正予算のほうからご

説明したいというふうに思います。 

 まず１ページ目でございます。今回の補正は、歳入、歳出それぞれ 2,019 万 5,000 円を追加し、

総額 94 億 5,720 万 4,000 円とするものでございます。 

 続きまして、歳出のほうでございます。ぺ－ジで行きますと、８ページになります。歳出１款議

会費でございます。議員報酬関係でございます。期末手当等の人事院勧告に基づく期末手当支給率

の変更によりまして、２万 9,000 円補正するものでございます。 

 続きまして２款総務費でございます。７目の財産管理費でございます。宅地分譲整備事業という

ことで、宅地の売り払い、売却に伴いまして、汚水枡設置するための費用でございます。185 万 9,000

円の補正でございます。 

続きまして、３款民生費でございます。２目老人福祉、介護保険業務調査事業でございます。こ

れは、緊急雇用対策に基づきまして行うものでございまして、事業の内容としましては、第５期介

護保険事業計画作成のためのアンケート調査の集計業務で、臨時職員を１名雇用するものでござい

ます。 

 続きまして、次のページになりますが、３目身体障害者福祉でございます。障害者就労支援事業。

これも緊急雇用対策の一環の補正でございまして、事業内容としては、町内事業所に対する障害者

に関するアンケート調査の集計、それから、雇用状況等の聞き取り、家支援制度の普及活動でござ

います。臨時職員雇用 2 名を予定してございます。金額については、121 万 9,000 円でございます。

この臨時雇用対策につきましては、道の補助金を 100％当てるものでございます。 

 続きまして８目アイヌ施策推進費でございます。事業はウタリ住宅新築資金等、貸付事業でござ

いまして、住宅の改修の申請１件がございましたために、貸し付けを行うものでございます。費用

は 350 万円でございます。財源内訳でございますが、一般財源 90 万円、起債が 75％当てられまし

て、260 万円でございます。 
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 続きまして４款環境衛生費でございます。３目予防費でございます。事業ですが、予防接種事業

経費でございまして、内容につきましては、新型インフルエンザワクチン接種助成でございます。

対象は低所得者であります非課税世帯と生活保護者でございます。人数につきましては、350 名で

ございます。下の扶助費につきましては、町外で予防接種したものに対する後払いでの支援でござ

います。費用につきましては、合わせまして 902 万 4,000 円でございます。財源内訳でございます

が、一般財源が 277 万 9,000 円、道の補助金４分の３、624 万 5,000 円でございます。 

 続きまして、１目の環境衛生諸費でございます。海岸環境保全事業ということで、これも緊急雇

用対策の一環でございまして、事業内容は、海岸漂着物状況調査及び回収、不法投棄に関する指導

等で、２名の臨時職員を雇用するものでございます。財源内訳は、同じ課の 100％道費補助という

形になります。 

 続きまして次のページになりますが、９款消防費でございます。１目常備消防費でございます。

事業名は、常備消防施設維持管理経費でございます。修繕費で計上してございますが、事業内容に

つきましては、西部出張所、オーバードアの修理、いわゆる車庫のドアが築 30 年たって開きにくく

なってきておりますことから、その修繕をするものでございます。費用については、62 万 2,000 円、

一般財源でございます。 

 続きまして３目消防施設費でございますが、事業は消防水利維持保全経費ということで、先ほど

言いました住宅の民地売り払いに伴いまして、正面にある消火栓の移設工事でございます。54 万

4,000 円の計上でございまして、一般財源でございます。 

 戻りまして、歳入でございますが、内訳歳出で説明したとおりでございますが、歳入の 11 款地方

交付税で一般財源分 673 万 6,000 円を補正するものでございまして、これをもちまして普通交付税

の留保分は、１億 1,094 万 4,000 円となってございます。以上が補正の内容でございます。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただいま議案第１号についての説明がございましたけれども、この際

何か聞いておくことが必要だと思われる方どうぞ。 

 よろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは次、２号、３号、４号一括でお願いをいたします。 

○総務財政部長（山口和雄君） それでは、議案第２号、職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例の制定について、議案第３号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第４号、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、一括してご説明をしたいと思います。 

 まず議案第２号から議案の説明をしていきたいと思います。後ほど、議案説明後、一括してご説

明したいと思います。資料に基づいてご説明することにいたします。 

 議案説明でございます。議の２の 18 ページをお示し願いたいと思いますが、職員の給与に関する

条例の一部の改正についてでございまして、本８月 10 日に人事院は官民給与の格差を是正するため、

国家公務員にかかる給与の改正を行うことが必要であることとして、月例給の 0.1％引き下げ、期

末勤勉手当の 0.2 カ月分引き下げを行うとともに、55 歳を超える職員に対する給与月額の支給にあ
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たって、当分の間その一定割合を減ずるよう、講ずるよう勧告を行ったところであります。国にお

いては「勧告通り実施すること」とする法律改正が行われましたので、本町においてもこれに準じ

て改正を行うものであります。また、併せまして、新財政改革プログラムも取り組みの見直しに伴

い、給与の自主削減率についても改正を行うものでございます。 

 続きまして、議案第３号でございます。特別職の職員で、常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてということでございます。議案説明でございますが、本年

８月 10 日人事院は官民給与の逆格差を是正するため、国家公務員の期末手当及び勤勉手当を引き下

げるという勧告を行い、国においては「勧告通り実施すること」という法律改正が行われたので、

特別職の職員の期末手当の支給割合についても、これに準じて改正を行うものであります。併せま

して、新財政改革プログラムの取り組みの見直しに伴い、副町長に係る給与の自主削減率について

も、改正を行うものでございます。 

 続きまして、議案第４号でございます。教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてでございます。議案の説明についてでございます。同じく、副

町長と同様でございます。８月 10 日に人事院は勧告を行ってですね、それに伴いまして教育長の期

末手当の支給割合についても、これに準じて改正を行うものでございます。併せまして、新財政改

革プログラムの取り組みの見直しに伴い、給与の自主削減についても改正を行うものであります。 

 全体的に説明でございますが、議案２号の後ろのほうに、議案２号から４号の説明資料が添付し

てございます。それに基づきまして、ご説明を申し上げます。 

 本給与の改定のポイントでございますが、人事院でございますが、最初に月例給の引き下げとい

う改定が行われてございます。それから、期末手当、勤勉手当の引き下げ 0.2 カ月分でございます。

下の月例給に関しましては、中高齢層、40 歳代以上が受ける給与月額を平均 0.1％引き下げ、これ

は医師、医療職、一表を除く形になります。②番目が、当分の間 55 歳を越える職員、行政給与表で

１でございますが、について、給与月額一定率で減額 1.5％でございます。上記１、２については、

人勧と同じように、料率を引き下げるものでございます。 

 続きまして２番目でございますが、期末手当、勤勉手当でございます。年間の支給率、月数を 0.2

カ月引き下げるということで、4.15 カ月から 3.95 カ月分でございます。22 年度６月すでに支給し

ていることから、12 月期におきましては 2.0 カ月でございます。併せまして。3.95 カ月。23 年度

については、６月 12 月の支給月数を変えまして、記載のとおり合計で 3.95 カ月という形になりま

す。改正の実施時期でございますが、条令の公布の日の属する月の翌月の初日から実施ということ

でございまして、本年４月からこの改定の実施の前月までの間の相当分については、12 月期のボー

ナスで調整するという、こういう形になってございます。 

 次のページでございます。人事院勧告に伴う特例措置及び自主削減率の見直しということでござ

いまして、本町においては新財政改革プログラムに基づく給与の自主削減を実施しており、その削

減額を基に調整を図るものであることでございます。いわゆる、去年に引き続きまして、考え方と

して現給保障の考え方をとると、こういうことでございます。職員の給与の調整については、特例

措置を設けるための規則を別に制定し、差額については 12 月期ボーナスで支給するものでございま
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す。今後については、新財政改革プログラムの見直しに伴い自主削減率の見直しをするということ

で、12 月分給与から運用をしたいということでございます。特別職の削減率については、一般職の

削減率見直しに伴い年収額での逆転が見込まれる副町長及び教育長の削減について見直すこととす

るものでございまして、町長については現在の年収額を維持するための削減率見直しに留める形に

なってございます。1 番目でございますが 22 年 12 月以降の自主削減率でございますが、記載のと

おり財政改革プログラムご説明しているとおりでございまして、１、２級については、改正後 1.8％、

３、４級については、2.0％、５級、６級については 2.2％でございます。以下、医療職の給与表も

記載してのとおりでございます。 

 続きまして、人事院勧告に伴う影響額の特別職等の関係でございます。町長については当初支給

予定額 33.6％が削減率になっています。人勧後の見込みについては 33.6％で、約１万 3,000 円の差

額が生じる形になります。同じく副町長については 10 万 4,000 円、教育長には同じく 10 万円の差

額が生じると、こういう形になりまして、これを年収額で現在支給額を維持するための措置で、12

月期のボーナスの削減率の調整という形で、町長、副町長は 26.9％、教育長は 21.3％という形にな

ります。１月以降の自主削減率でございますが、町長については 33.6％から 32.5％、差額が２万

5,000 円でございます。副町長は一般職との逆転防止のための削減率の見直しでございまして、当

初 33.6％から 27.3％、差し引き額が、増減が 60 万 7,000 円でございます。教育長が同じ考え方で

ございまして、28.5％から 21.5％、60 万 3,000 円でございます。なお、参考に一般職、部長職の削

減率見直しによる年収額が、記載のとおりでございます。以上で２号から４号までの議案のご説明

を終わります。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただいま議案第２号から第４号までの説明がございましたけれど、何

かお聞きになりたいことがございましたらどうぞ。 

 委員外議員前田博之委員。 

○委員外議員（前田博之君） 22 年１月以降ということは、23 年ではなくて、１月までさかのぼ

るということですか。 

○総務財政部長（山口和雄君） すみません。23 年ですね。申し訳ございません。訂正いたします。

よろしくお願いいたします。 

○副委員長（大渕紀夫君） ほか。ございませんね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、議案第５号の説明をお願いいたします。 

 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 議案第５号でございます。白老町水道事業給水条例の一部を改正

する条例の制定についてでございます。議案説明が、最後のページになりますので、それについて

お話いたします。まず議案説明でございます。 

 新財政改革プログラムの取り組みの見直しに伴い高齢者及び単身者等の水道使用量の少ない世帯

に配慮し公平な負担を図るため、現行の基本水量設定に新たに水量５立方メートルまでを加え、２

段階方式の基本料金制にするとともに水道料金にかかる住民負担の軽減を図るべく、５年間の時限
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措置として、水道料金を減額するため本条例の一部を改正するものでございます。附則関係で整理

してございますが、まず５の１のほうに戻りまして、まず附則の３でございますが 22 年 12 月１日

から 23 年３月 31 日まで基本料金から 300 円を減ずる、こういう形になってございます。それから、

本編のほうは次のページ、５の２でございますが、基本料金に水量５立方メートルを加えるという

ことで基本的には 1,050 円になってございます。そういうことで、新財政改革プログラムにおいて、

小委員会に説明した内容になってございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 議案第５号の説明がございました。何かお聞きになりたいことがござ

いましたらどうぞ。  

 ございませんね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、町側の提案５件についての説明が終わりましたので、町側

の退席をお願いいたします。 

○委員外議員（前田博之君） 議案ごとの説明をトータルの中で聞きたいということはだめですか。 

議案全体の中の流れの中の取扱いについてお聞きしたいのですけれど。 

○副委員長（大渕紀夫君） 町側に。 

 委員外議員前田委員の発言を許します。 

○委員外議員（前田博之君） 今、給与の関係と水道の関係聞きましたけれど、きのうからまちづ

くり懇談会始まってその中で新財政改革プログラムの見直しについて説明して、それぞれ意見出て

いましたけれど、それで 24、25、26 日とあと２回残っているのです。それで「財政改革プログラム

の特別委員会をやったリポートを議会のほうから町民説明会してください」と。そしてそれぞれの

出た意見があれば、それなりに参考にしてプログラムに反映してくださいということで、町もオー

ケーといったのですけれど、現実にきょう議案提案があったのです。きょう、あすもまちづくり懇

談会があるのですけれど。自治基本条例からいけば、「町民参加、意見を聞きますよ」と、こういう

理念になっていますし、あと２日を残していながら、きょうこの議案が提案されたということにつ

いて、私はどうも町民の説明会というのは何だったのかなと思うのですけれど、その辺部長、内部

で、庁議もありますけれど、町長あたりの指示はどういうものなのだろう。逆に言えば、言葉おか

しいのですけれど、見切り発車というか町民の意見がないがしろにしてはいないと思うのだけれど、

その辺の工程というか、日程、この説明会にあたってどうなのですか。あと２日町政懇談会残って

いるのです。それできょう上がってきたということは。 

○副委員長（大渕紀夫君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） まずトータル的には、日程的にはこういう組み方にならざるを得

なかったというのがあります。というのは１つには町長の入院がございました。本来的な組み方と

いうのは、１週早めている状態でございましたが、先週のときに当初予定を組んでいたところでご

ざいます。しかし町長不在の中でまちづくり懇談会を開くのはいかがかということもございまして

今週から始まったと、こういう状況でございます。 

 それともう１つにつきましては、当然職員の給与については戻すわけでございますが町民に対す
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るご意見、いわゆる戻しの部分もございます。そこのところは議会ともプログラムについては充分

論議されてきておりますし、議会からも要請を受けまして水道料についてはその分も入れてくると

いうことでございますので、住民の方々にもご理解いただけるものという考え方の中でまちづくり

懇談会に説明しているとこういう状況でございます。 

○副委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、町側の退席をお願いいたします。 

 暫時休憩をいたします。 

休 憩   午前１０時２５分 

                                               

再 開   午前１０時２６分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは２番目の議員提案（５）件というところでございます。局長のほうから説明をお願いし

ます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今議会には議会関係が５件予定されております。順次２番以降から、

（２）以降説明をしたいと思います。（２）の財政健全化に関する調査特別委員会。調査報告でござ

います。先般、22 日に全体委員会、委員長のほうからお諮りして、おおむね了承されたということ

で今回報告する予定です。それを受けて財政の健全化の関係する条例が４件出てくるということに

なってございます。これはあとで日程説明しますけれど冒頭で説明することになっています。以上

です。 

 続けていいですか。 

○委員長（山本浩平君） 続けてお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 続けてずっと議案関係の分は説明したいと思います。３番目、会議

案です。別紙資料を見ていただきたいと思います。これにつきましても前回の 15 日の議会運営委員

会ですでに説明して提案するということになっておりますので、会議案第３号のとおり提出いたし

ます。補足ですが先ほど町の議案第１号で補正予算の中で議会の手当て２万 9,000 円補正ございま

すけれど、これについては前回もご説明しておりますように現給を保障するということですので、

現給を割るわけにはいきませんので、15 人で２万 9,000 円必要になるということで補正をしてござ

います。 

 よろしいですか。次に議員の派遣でございます、議員の派遣につきましては資料２、資料３を見

ていただきたいと思います。公明党さんと新生クラブさんから派遣に関する要綱に基づきまして、

政務調査を行うということで出てきてございます。調査事項は、小規模老健、介護施設のあり方に

ついて、山口県の防府市に行くということで一応 30 日から発ちますので 29 日の本会議で派遣の承

認をいただきたいということでございます。 

承認第１号については、別紙のとおり資料３でお示ししてございます。 

次に、政策研究会、今回 2 つの政策研究会を設置するということでございます。１つは自治基本
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条例に関する政策研究会。ちなみに今、委員の公募で応じている方で自治基本条例に参加される予

定の方は、近藤議員、斎藤議員、大渕議員、氏家議員ということになっております。 

それともう１つは、白老町の高齢化問題に関する政策研究会。これもあわせて設置しますが、こ

れに手を上げていらっしゃるのが、前田議員、本間議員、玉井議員、土屋議員、それと吉田議員と

いうことで、５名になっております。西田議員につきましては 17 日から復帰されましたので、きょ

う参加されるかどうか一応確認を取ることになってございます。 

それと、あとで結構ですが設置にあたりまして、すでに会派に持ち帰りをしていただいておりま

す資料４、運営に関する規定ですね、これを今回はあとで結構ですので精査をお願いしたいと思い

ます。 

それと会期でございますが、29 日１日です。資料７を見ていただきたいと思います。 

きょう議案出てきましたので議案を見ない中でつくってございましたけれど、今回ちょっとずれ

ますので会議案第３号については補正予算に今回出てきておりますので、会議案第３号については

日程一番上に上げたいと思います。先議になりますので一番上に上がります。それと、町側とまだ

ちょっと議論しておりませんけれど、議案２号、３号、４号、一括で上げるかどうかというのは、

ちょっと協議したいと思っていました。事務局としては今回人事院勧告もありますけれど、自主削

減の絡みもありますので、一括で質疑を受けるのはどうかと思いまして１本、１本上げましたけれ

ど、町側のほうと協議させていただきましてもしかすると２号から４号までは一括で上げるかもし

れないということだけはご理解をいただきたいと思います。一応会期まで雑駁にご説明いたしまし

たけれど、よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） ただいま局長のほうから議員提案５件について説明がございましたけれ

ど、それではお尋ねしてまいりたいと思います。 

 それでは（２）の委員会報告についてです。白老町財政健全化に関する調査特別委員会について

でございますけれど、何かございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 特に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） ないですね。 

 それでは（３）の会議案についてです。会議案第３号、議会の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは資料１として出ておりますけれど、

これについても前回話をしております。特にございませんね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 補正予算だけあるということだけ、皆さんに。会派のほうによろし

くお願いいたします。２万 7,000 円。 

○委員長（山本浩平君） 会派のほうに補正予算があるということだけお伝え願いたいということ

でございます。それと、議員の派遣について、これもよろしいですね。 
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 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） いいですけれど、ここ２日ではないですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２日です。それは直していますから。 

 失礼いたしました。派遣期間が２日です。申請書はちゃんと２日になっていましたけれど、議決

のほうが１日になっていまして、これは直っていますので。 

○委員長（山本浩平君） ということです。 

 ほか、ございますか。 

 ないようでございますので、（５）の政策研究会の設置について。これも資料４、５、６という中

での説明がございましたけれど、この関係について何か質問等がございましたらどうぞ。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれど、規定については結構でございます。もう１つ熊谷委

員の件はどうなったのか経過があるのかどうか、経過があるのであれば説明をお願いしたいと思い

ます。前回は議長が対応するということに確かなっていたと思いますけれど、その件についてどう

なっているかそれだけ。わが自治基本条例の部分は４名しかおりませんので、どうなったかという

ことでちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長のほうからよろしいですか。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 前回の議運の中でそういう懸念が出されたということで、私のほうから

お話を直接いたしましたところ家庭の事情もあって、もし皆さんにご迷惑がかかってもあれだから、

今回は参加することはしないという形で本人と確認を取りました。そういうふうでご承知のとおり

非常に数的にちょっと大変だということもありまして、本人もそれでずいぶん理解いたしまして、

そういう形になりましたのでご報告いたします。 

○委員長（山本浩平君） 要するに、今回は辞退をいたしたいということでございますので、皆さ

んご了承してそれでよろしいですか。 

 近藤委員。 

○委員（近藤守君） 西田議員もはっきりしていなくて、聞いたら、「確認する」ということに、確

か文章になっていたと思うのですけれど、西田議員はどうなりました。 

○委員長（山本浩平君） いかがですか。この場でもし政策研究会に入られるかどうかというのを

決められていらっしゃるのであれば、その辺のところいかがでしょうか。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 入院させていただいていまして、先月 25 日に締め切られたと聞いていた

ものですから、私としては、今回参加するということはできないのだろうと思っていましたけれど、

先日局長のほうから「きょうまでに申し込みすれば」ということだったのですけれど、ただ、内容

的にどのくらいの割合でどんな感じでされるのかということも、全然わからなかったものですから、

ただ、期間が６月までということでそれほど集まってやらなくても大丈夫な日程であれば参加させ

ていただきたいと思ったのです。ちょっと、今月、来月の初めくらいまで体的にきついかなと思っ

たのですけれど年明けてからの活動が多いようであれば、十分参加できるかなと思ったのですけれ
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ど。その辺で考えておりましたのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） 内容につきましてはどのくらいの回数だとか何とかというのはこれから

研究会のそれぞれの会のほうで多分決められるというか、内容にもよるのだと思うのです。 

○委員（西田祐子君） 全然決まっていない。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。未知数と言ったほうがいいのかなと思います。スケジュー

ルのない中で、一定の方向性を出していくということですから、おそらく相当数やられるのではな

いかなというふうには個人的には想像しています。私も個人的ですけれど物理的にもしそうだった

ら難しくなって、逆にメンバーの方々にご迷惑をかけるかなというような、実は判断もありまして、

私もちょっと今回は差し控えたのはあったのですけれど、どのくらいの回数かはなんとも言えない。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） わかりました。そういうことであれば物理的に時間的にかなりやられると

いうことであれば今回はちょっと無理かなと思います。やはりこれから寒くなるものですから暖か

い時期であれば大丈夫だと思うのですけれど、今回は遠慮させていただきたいなと。申し訳ないの

ですけれど。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） そういうことで今、確認できましたけれど、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） それではこれで決定ですね。９名ということですね。 

 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう１つ諮っていただきたいのですけれど。声として聞こえるので

すけれど、今、規定の中では公募に応じた議員という規定になっていまして、「２つはどうなの」と

いう話がチラッと聞こえるのですけれど。両方に入るという部分ですね。可能性としてはどうなの

かその辺諮っていただきたいと思います。特に規定の中では１個以上入ってはだめだという規定は

書いていないのです。多分今後の設置の方法としてはふえていくのだろうと思うのです。次期の改

選以降わかりませんけれど、２つに固定されているものでもないし課題が発生したら１個ふえてい

くという可能性もないとは言えない。ですから一応８名以内で組織するという規定がありますので、

実際に２つ入るという方がいるかどうかわかりませんけれど。 

○委員長（山本浩平君） そういう希望があるということですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） チラッとそういう話が聞こえるのです。「２つ入るというのはどう

なのか」という話が、チラッと聞こえるので。 

○委員長（山本浩平君） 今そういうことでお諮りしていただきたいということでございますので、

お諮りしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は両方出られる方がいるのであれば出ていただいても私は構わないと思

うのです。ただ、中途半端にかじって出てきてまたかじって出て行くような形であればそれは困る

だろうと。ですから、もし両方やりたいのであればそれだけの自分の環境も整えながらやっていく

のであれば私は問題ないと思います。ただ、「きょう出たいから」とか、「きょう行きたいから」と
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いうのであればどうしようもないなという感じはしますけれど。それは今、西田委員だとか、山本

委員が今回この政策研究会を辞退したというのも、それを許してしまったら何のためにそういうこ

とをするのかという話になってしまうので。ですからもし両方、１つ以上のものを申し込みたいと

すればそれなりの規定をちゃんと決めて参加していただくという形にしたほうがよろしいかなと思

います。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうですか。 

 近藤委員。 

○委員（近藤守君） 今、氏家委員が言ったようにだめだというのではなくて、やはり入るのであ

ればそれなりの覚悟といったらおかしいけれど、覚悟を持って入ってもらいたいというだけだと私

は思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか。いいですか。 

私はこの中には入っていないのですけれど、当初まとまりやすい人数でということも出ていたと

思うのです。それで８名以内ということで２つに分けてという話であったと思うのですけれど。も

し仮にこれがほとんどの議員がどちらも研究したいということになると、１つのところが８名以上

になるという格好になります。そうなったときに１つの方向性を出していくときにまた非常に時間

もかかるしいかがなものなのか、と率直に感じるところはあるのですけれど。ただ勉強したいのだ

というここの意欲というのももちろん大切なことでもあるとは思うのですけれど。出発当初は、ま

ずはこれで出発されたほうがよろしいのかなというふうに、ちょっと私は、そう感じますけれど。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。委員長の言われるとおりかなと私も思います。例えば、私は「規

定しなさい」というのは、私はこの規定に８名以内で組織するというのは、全然変えるつもりはな

いのです。この規定自体変えるつもりはない。ですから上限だけはちゃんと決めておいてそれ以上

そこに入ってくる方が希望されるのであれば、それはやはりある程度の制限を加えて議長に采配を

してもらうという形が理想かなと思うのです。だから限りなくそこに人を集めて十何人でもってや

るという話ではないので、そういう形の中での委員のメンバーの確定には、議長の判断でやっても

らう形がいいかなと思ったりしています。 

○委員長（山本浩平君） 議長の判断でというご意見も今出ております。土屋委員今の件について

は、いかがですか。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。私も両方の委員会に所属するということについては、何者も

拘束するものではないと思うのですけれど、やはり議長の判断において、それはやられてほしいな

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） 今回については、委員長が言われたようにこれでやって、固定してお

かないで、この次も状況が変わったりすると思うのです。まだ全然走っていないものですから一度

はこのまま一回走って改選後にこの次はなると思うのです。もう規定つくっていますから。その皆

さん方にそこは考えていただくと。ダブって入ってもいいかどうかというのは、ここはコンクリー
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トにしないほうがいいかなと。今回に限りこの２つ入らないで別々に走るということが一番いいの

ではないかなという気がします。ただ２つ入ったらだめだとかそんなことは全然考えていないのだ

けれど今回はそのほうがやっていないから一度も。どれくらいの回数になるのか、どんなことにな

っていくのか全然わからない状況ですから。資料も我々が一生懸命集めるということになればちょ

っと大変だと思うのです。だから今回はこのまま行って、固定しておかないでこの次そのことは考

えるということのほうがいいのではないかなという気がしています。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私も全然だからどうのこうのという話ではないのです。もしや

るのであればそういう形がいいかなと思うし、今大渕副委員長も先ほど委員長も言われたとおり今

回はスタートなので、「このまま行きましょう」というのであれば、それはそれで私もそれに対して

異議を申し立てるような話ではないです。ただ今回自治基本条例のメンバーが４人しかいないもの

ですからせめてもう１人か、そのぐらいいたほうがいいかなと思ったものですから、それぐらいの

幅を持たせてもいいかなと思ったもので言っただけですけれど。４人なら４人の中でしっかり知恵

を出しながらやっていけば、それはそれでできると思いますけれど。ただそういう思いで先ほどそ

ういう形のことを言わせていただきました。 

○委員長（山本浩平君） それではこの政策研究者の希望者にもなっておりますので、前田委員外

議員にも今の点につい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） 私も学習意欲はそぐものではないし尊重すべきだと思います。ただ

日程調整が非常に厳しくなってくると思うのです。そういう部分からいけば６月までですから、当

面はこのままでやったほうがいいのかなとこう思います。日程調整というのは重複してしまうと、

その人のために今度日程調整されて逆に制約されてしまいますので自由に活動していただくために

はやはり今はこのままでいってもいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは大方当面はこのままでまずはスタートしようということで、今

後については臨機応変に検討していくというようなことで、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） ではそのようなことで決定をさせていただきたいと思います。 

 ５番目についてはよろしいですね。まだありますか。規定をやらなくてはいけない。 

それでは資料４をご覧になっていただきたいと思います。これ持ち帰りだったのですね。持ち帰

りになっていたことでございます。この規定についてどうでしょうか。１条からやっていきたいと

いうふうに思います。局長、読んでいただいてよろしいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） １回読みました。 

○委員長（山本浩平君） いいですね。では、第１条について。特に異論があればどうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） ないようなので、第１条についてはよろしいですね。 

 続きまして、基本事項ということで、第２条でございます。第２条は３までありますけれど、こ

の第２条についていかがでしょうか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 第２条もよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 第３条、政策研究会は委員８名以内で組織すると。これもよろしいです

ね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） その２もありますけれどこれもよろしいですね。「議長が指名する」と

いうことで、このように。 

 第４条、いかがでしょうか。これもよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 第５条、座長及び副座長ということでございますけれどこの呼び名も含

めて皆さんいかがですか。皆さん特に会派の中で話し合われて。よろしいですか。座長、副座長と

いう形で、何か硬くないですか。座長とか、副座長とか。皆さんこれでよろしいということであれ

ば、このままでいいですか。 

 では、座長、副座長ということで。 

 それと研究会を代表して「会務を総理する」というのは、どういう意味ですか。いいですかこの

座長の職責も。 

 続きまして、会議第６条。第６条は４までございます。過半数出ていれば会議を開けますという

ことですね。これもよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは続きまして、出席説明の要求第７条でございます。いかがでし

ょうか。ケースバイケースですね。町長や教育委員会の委員長等々ですね。議長を経由して出席を

求めることができるということでございます。これも、こういうのは、残しておいたほうがいいで

すよね。よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 次、会議の公開、第８条。これは２まであります。よろしいですか。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ということになっています。発議

に関しては、討論を用いないで、可否を決定するということです。よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 次、議会への報告第９条、これも２までございます。これもよろしいで

すね。 

 これは町側に対して報告するようなところというのは、特に盛られていないような気がするので

すけれど、これは特に問題はないのでしょうか。議会への報告ということですけれど。局長、それ

については何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前のイメージ図を頭の中に想像してほしいのですけれど、議会の合

意形成ができた場合は、政策研究会の委員が、連名によるかはわかりませんけれど、議会に発議す
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るのです。だから、それで議決を取ることになりますので、当然議決がとられれば、町に影響力が

ありますので、これは内部機関の処理を定めたものでありますから、あとは本会議の流れになって

いくと思いますけれど。 

○委員長（山本浩平君） なるほど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 合意形成の方法は、イメージ図では政策討論会となっていましたけ

れど、そのほかのこともあるのでしょうし、その部分も含めて、内部手続きで、そのあとは合意に

達したら、研究会メンバーが何だかの処置をするのです。決議書を出すのか、意見書を出すのか、

発議するのか、条例案を発議するのかわかりませんけれど、それは当然まないたに乗ってきますの

で、それを可決すれば、当然、町側に影響力が出るということだと思います。あと、それでなけれ

ば、合意形成にかかるための処置の中で、議長を通じて要請書を、政策提言書を町に出してくるか、

そんな方法が考えられるような気がします。 

○委員長（山本浩平君） みなさんよろしいですか。第９条第 10 条について。関係ありますので。 

議長。 

○議長（堀部登志雄君） ９条の２項。これ、「直ちに議会を招集し、その報告を出さなければな

らない」と。「直ちに」ということ、これやっぱり、必要ですか。 

○委員長（山本浩平君） 今第９条の２番目のところです。「議長は、前項の報告書を受理したと

きは直ちに議会を招集しその報告をさせなければならない」と。「直ちに」をなくして「受理したと

きは議会を招集し、その報告をさせなければならない」ということにしたほうが、柔軟性があって

いいのではないかというようなことでしょうか。日程的なことも含めて。 

議長。 

○議長（堀部登志雄君） 「直ちに」となるとこれが出た時点ですぐこのとおりで行けば、直ちに

招集するのだけれど例えば、次に招集されているあれがあれば、その次の議会で報告するという形

には、これは、「直ちに」と入っているとならないのかなという感じがしたものですから。そういう

意味で受理したときは直近の議会に報告するものとか何とかという形にしたほうがいいのか。そう

いう感じなのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） これ、言葉の使い方だとは思うのですけれど、 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは単に報告させればいいという処置ではないのです。合意形成

を諮って何だかの組み立てをしなくてはならないのです。ですから、本会議を待ってやる・・・。

事務局として本会議をイメージから見ても本会議があるときに報告すればいいという考え方ではな

いのです。直ちに本会議で報告させて合意形成する処置を議長はとらなければならないのです。そ

うでないと合意形成していきませんので、何かのついでにするということではないような気がして

付けたのですけれど。ついていても、ついていなくても、そんなに影響はないかなと思いますけれ

ど。多分議会に報告してその議会を締めたあとに合意形成を図る処置をしなければならないです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休 憩   午前１０時５９分 
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再 開   午前１１時０７分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。先ほどの件ですけれど、どうで

すか。検討していただいたと思うのですけれど。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です、文章がどうだというのでは全然ないのですけれど大変なの

は多分私は 10 条のほうが大変だと思うのですが、「直ちに」というのがいろいろある。「速やかに」

とか、そこら辺は、私は趣旨が変わらなければいいのではないかと思いますけれど。 

○委員長（山本浩平君） いかがですか、いくらちょっと柔らかい表現かなと思うのですけれど。

「速やかに」という表現でいかがですか。よろしいですか。議長よろしいですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい。 

○委員長（山本浩平君） では、ここは「速やかに」という表現に変更していただきたいと思いま

す。 

 ほか、ございませんか。９条、10 条に関してです。 

 ないようですので次第 11 条でございます。これも皆さんよろしいでしょうか。署名、記名、押印

というところです。これもよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それではその他ということで第 12 条でございます。「白老町議会委員会

規則を準用するものとする」ということでございます。「議運に諮って、議長が定める」。これもよ

ろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） では規定に関してはこのような形ということでよろしいですか。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応 29 日に設置いたしますのできょうづけでこの規定はしたいと

思っています。それで従前は規定も訓令で発布していたのです。訓令というのは議長の命なのです。

ほかの議会も見ていくと２種類あったのです。議員の義務にかかわるものが、議長が命ずるという

ことがおかしいものですから告示でしている部分と、事務局等に関する議長が命ずるものに関して

は、議長が訓令で出しているという規定がありましたので今回から直すときには、議員が守らなけ

ればならない議員が運営していくものについては告示行為でしたいなと思います。それと事務局等

に議長が命じるものについては訓令ですると。法令解釈のほうはどちらでもいいと言っているので

すけれど、今多くの議会の人、告示等訓令で出しているのが少ないのです。ですから今後はこうい

う形にしたいと思いますけれど。たいした影響がないと思いますけれど議員の守るべき部分につい

ては議運で決めて、告示をするというそういうことにしたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） この点について、よろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは次に、会期についてでございますけれど、これはこのとおり、
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11 月 29 日金曜日１日間と。議事日程は別紙案。資料７のとおりということでございます。先ほど

議案２号、３号、４号については、一括にするかどうかは町側と協議したいということでございま

す。会期についてよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○事務局長（上坊寺博之君） あとは議長にゆだねていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） あとは議長のほうにゆだねていただきたいということでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは最後のその他を先に行いたいと思います。局長、説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町民課から協議会の要請が来てございまして、これは決算審査特別

委員会の中で西田議員が後期高齢者医療広域連合の決算の関係で質問されて、議会に知らせる必要

があるのではないかということで、それを受けて、町民課が実施したいということでございました。

初め当初建設厚生の常任委員会にということで上がってきましたけれど、12 月 10 日の議案説明会

のときに行いたいということでございますので、事務局のほうでは全員来ているのであるから１回

も説明したことがないので、「全員でお願いします」ということにいたしました。これについて議論

をいただきたいと思います。一応議会運営委員会で受けるか受けないかというのは運営基準で決ま

っていますので、議論をお願いします。 

○委員長（山本浩平君） ただいま説明がございましたけれど、協議会、懇談会の開催要請書。資

料８をご覧になっていただいて、皆さんいかがでしょうか。お諮りしたいと思います。 

○委員（氏家裕治君） このままでいい。 

○委員長（山本浩平君） このままでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、日にちもよろしいですね。12 月 10 日招集日ということです。

では、そのように決定をさせていただきます。局長いいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、よろしいです。 

○委員長（山本浩平君） その他の（２）、何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） そこはまだ持っていませんけれど。 

○委員長（山本浩平君） ない。 

 それでは大きな２番、３番、４番、５番、６番ということで、比較的協議にそれぞれスムーズに

入りそうなところから行きたいのですが、なかなか難しいのばかりですね。この前５番目、ある程

度話をしませんでした。予算、決算審査のあり方。前回しましたよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ナイター議会は一応保留になっていますけれど。金額等含めて。 

○委員長（山本浩平君） ５番目の予算、決算審査のあり方について。これについてちょっと協議

したいと思いますけれど。これ確か課ごとにやったらどうかということでちょっと話はしたと思う

のです。ただ結論までは出ていなかったかもしれませんのでそのあと会派で協議をされたかもしれ

ませんので、おおむね課ごとでやるということについては皆さん職員の今後の議会対応に関しても、

これからどんどん課長さんですとか部長さんになられてくる方々の訓練にもなるから、課ごとでよ
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ろしいのではないかという意見があったと思うのですけれど、この予算、決算審査のあり方。それ

はそういうことですよね。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう一度おさらいしておきますけれど課題として上がっているのは、

発言回数があるのです。これは、課題のところに上っていますからただこれはまだ全然決まってい

ないです。運営の方法は課単位でどうなのという及川委員の話もございましたけれど、基本的には

大きくいくと予算と決算をどのように結びつけて議論していくのか、どういう運営の仕方をするの

かという部分がありますし決定しなければならないのは、今委員会は委員会規則で委員長の許可を

得て自由に発言できるという規定なのです。ただ全員でやる委員会、特に予算、決算については本

会議に準じて３回という規定をただし書きの規定を適用させているわけですけれど、それも書き込

まれたことではないのです。口頭で申し合わせてずっときていると。ですからそれは俎上に上って

いますのでそれは決めていかなければならないだろうと。ただ、あと連動していくのでどうするか

とか運営していくのはどうするのかというのは、上がっているものではございませんけれど、元の

決算委員長がそういうふうに提案されたということです。 

○委員長（山本浩平君） それでは今局長から説明あったのが大きく分けて３つでした。発言回数

ですね。これは申し合わせの中で現在３回ということになっているということでございます。それ

と予算と決算の結びつけ方と申しますかそれぞれ決算なら決算終わったら、連動しないで次、予算

みたいなあり方でいいのかどうなのかということ含めて何かいいやり方はないのかということだと

思います。それと運営の方法については前回及川委員のほうから提案がございました。課単位で行

ってはいかがかと。以前のように課単位で行ったほうがいいかなということでございます。いわゆ

る課長さんたちも定年の方々もいらっしゃった中で空洞化と申しますか、議会対応に慣れていない

方がいきなり本会議等に出席するというような事態が今後間違いなく起こってくるというようなこ

とで、町側としては少しでも議会対応について慣れていただきたいという思いもどこか含まれてい

るというようなことも委員長から伺っておりました。 

まずそれでは発言回数。これについていかがでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は今までどおりの３回それを委員長の判断の中で時によって

は、必要に応じて許していますよね。私はそれで全然問題がないと思っているのです。それ以上や

っても議論にならない。そんな感じがしてならないので今までどおりの３回それにプラス委員長の

判断において許す、許さないという話があると思うので私は今までどおりで全然問題なく進んでい

けるのではないかと思っているのです。 

○委員長（山本浩平君） ほか、いかがでしょうか。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれど、今氏家委員が言われたことも本当にそうだと私も思

うのです。議論をしたり私も聞いたりしていて。ただもしそうであれば逆に行くと制限を取り払う

というのも、どうもこのごろ私が考えているのは取り払ってもたいして変わらないのではないかと。
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３回の制限をやめても変わらないのではないかと。そしてあまり重箱の隅を突っつくような発言や、

意図的な発言があった場合は、委員長や議長がきちっと注意すると。「あなたの発言はおかしい」と。

議会の権威というのは、今私はそういうところにあるような気がしているのです。全然変わったわ

けではございません。氏家委員の言っていることが間違っていると、そんなことを言っているので

はなくて何か今３回に制限するとか、そういうもう時代でないのではないかなと。例えば豊浦さん

がこの間視察に来られたのですけれど８人なのです。回数制限も何もあれはないのではないかなと

私は感じたのです。はっきり言えば意見出ないのではないかなという感じまでしたのです。だから、

私は議員の良識というのがこれから問われていくと思うのです。そういうことでは、委員長がそう

いうふうに思ったときはどなたであってもきちっと注意をする。「それは、あなたの発言はおかしい」

と。「そんな細かいことを言うべきでない」とか、「これは予算委員会にあっていない」とか。そう

いう権威を持ってやれば、そこはクリアできるのではないかと。そこが制限するということによっ

てネックになるよりもそのほうがいいのではないかなという気が近頃ちょっとしているのですけれ

ど。個人的な意見でございます。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も決して今私が言った３回の制限でなかったら、「制限でやるべきだ」

と頑固に言う話ではないのです。もしそういった副委員長が言われたとおり制限を取り払っても、

常識の範囲の中でそういった議論が進んでいくのであれば私はそれが一番、それは理想だと思いま

す。そうすることによって例えば議長、委員長に多大な負担をかける、そういった形にもなりかね

ないかなと思ったりもするものですから、そうであればある程度の制限というものが１つの委員長

だとか議長の防波堤になっていて、その中でもって議論が進められていくのであればスムーズな期

間での会議になるのかな、とも思ったりもするものですから一応お話をさせていただきました。こ

れは議会運営委員会の中で、「こうやりましょう」ということになれば、私は全然それに対して反対

する何者でもないですからここでは皆さんのいろいろな意見を聞きながら、撤廃するなら撤廃する

と。そして本当に良識の府の議会運営というか議会改革ができればそれはそれでいいことだと思い

ますし、全然意図的に「これは、こうだ」というものはないです。理想ですよね。 

○委員長（山本浩平君） それではほかの委員のメンバーの皆さんに伺ってみたいと思います。近

藤委員、いかがでしょうか。 

○委員（近藤守君） 私はずっと以前から３回、あとは議長、委員長判断で、２回、４回、５回の

あれを認めるという方向です。 

○委員長（山本浩平君） それでは西田委員いかがでしょうか。 

○委員（西田祐子君） この問題につきましては一度会派のほうから「発言回数を、３回を撤廃し

てほしい」という意見だったのですけれど、今ほど氏家委員とか近藤委員がおっしゃっていること

はよくわかるのですけれど、本来議会改革をしていく中で大渕副委員長がおっしゃったように本当

に議会の活性化のために申し合わせであるものをいつまでも予算決算委員会の中で残しておくこと

自体が反対に不自然ではないだろうかということで、提案させていただいた経緯があります。です

からこれからの問題とかそういう問題ではなくて、議会として意見がどれだけきちっと自由に言え
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てなおかつそれがきちっと検証できる機関であってほしいという願いを込めて、「撤廃したらどうで

しょうか」というので、それ以上５回も６回も７回もやらなければいけないような問題であれば、

反対に一般質問というのがありますのでちょっと趣旨は違うのではないかなと思っているのです。

ですから３回でなければならないということ自体がちょっと不合理で別にそれが３回目でだめだっ

たら４回目聞いてもいいのではないかと。そういう自由なものがあって反対にそれ以上だらだらや

るようであれば、大渕副委員長が言ったようにちょっとそこは委員長なりがきちっと制限するべき

ものではないかなと。そういう意味で「３回撤廃を申し合わせ事項なのだからはずしたらどうです

か」という提案だったものですから私も是非していただければと、そういうふうに思っております。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、土屋委員にも伺ってみたいと思います。 

○委員（土屋かづよ君） これ３回がいいのか撤廃したほうがいいのかというのは、ちょっと私の

判断つかないのですけれど、ただ回数を設けるということに対してのプレッシャーというものがあ

ると思うのです。ただ先ほどお話されていた副委員長のお話のとおりそろそろもうそれは撤廃して

もいいのではないかと私は思います。制限されるべきものではないのではないというふうにとらえ

ていますけれど。 

○委員長（山本浩平君） 私どもの会派なのですけれど、これは「どちらでも」というのはちょっ

と申し訳ないのですけれど氏家委員がおっしゃったのもありますし、近藤委員が意図しているとこ

ろもなんとなくわかりまして時間がだらだら経過するようなことがあれば意味がないなというよう

なことで従来どおりでもいいかなとは思うのですけれど。ただ今度３回目から４回目に行くときに、

最終的にその委員の方々の思いを汲み取ってほとんどが４回「いいですよ」というようなジャッチ

をされるようなケースが多いと思うのです。そういうことを考えた場合あるいは町側が意図的に、

意図的というと語弊がありますけれど議員にとってなんとなくかみ合っていないなと思ったときに、

今のかみ合っていないから回数に入れないでほしいというような思いがあるときもあると思うので

す。そういったことを考えると委員長采配で行ってこの際撤廃するのも１つかなというような感じ

もいたします。大渕副委員長に近いような意見でございます。 

 前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私も撤廃すべきだと思います。それはまず議会の言論の府ですから、

ある程度質問するということは自分も質問を組み立てて、そして従来の３回という部分を根底に踏

まえた中で議論していくと思うのです。そういうことで前回も検証済みで前回外してみて、「あとは

委員長に任せましょう」と言ったのだけれど、例を見ると皆さん適切な、それを踏まえて質問して

いますからだらだら云々というより、皆さんそういうことは訓練されているし常識持っていますの

で、もう制限を撤廃されてもそのような形で逆に議論の質が高まるのかなとこう思います。登別も

この前会ったときも議運の委員長と話をしたのですけれど、登別は「予算、決算を常任委員会にし

たいのだ」ということで新聞報道されたのを聞いたらある議員が決算委員会で中身なく、延々と５

分でも 10 分でもしゃべるのだそうです。いくら委員長が言ってもとまらないのですと。それで逆に、

「改革したいのだ」と。そのほかは何もあそこ制限していませんから、「ある程度そういう中でやっ
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ています」という、そういう話だったのです。ですからうちはそういうこともありませんし、私は

今まで議論されていますけれど３回は撤廃すべきだなとこう思っています。 

○委員長（山本浩平君） 一通り皆さん方から伺ってみたわけですけれど、若干ちょっと意見の相

違が出ておりました。いかがでしょうか。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。なぜ私そうやって言ったかといったら、例えば常任委員会

はほとんどないです。一般質問、時間制限はあるけれどないのです。代表質問というのは１年に１

回しかないのです。そうしたら、今制限しているのはそこだけで、あとは考えたら全部ないのです。

そうしたら、そこで制限しても同じことかなというふうに私は思うのです。常任委員会だって総務

文教も建設厚生も何も無制限でやっていて、何も違和感もないしトラブルも現実的にはないのです。

だからそういうふうに考えたら、予算、決算だけたがをはめるというのも何か考えたら変だなと。

これは純粋に思うのです。そういうことから言ったら、やはり常識の範囲でなかったら皆さんがや

はり言います。声も上げますからそういう状況見ながら、議長、委員長はきちっとした態度で質問

者に望むということさえすれば、私はそんなに多くの問題が起こるようには思えないものですから、

そのほうがいいのかなというふうに思いました。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も先ほどから言っているように皆さんがそういう形の中で、「今回は回

数を撤廃しましょう」と。議員個々の資質の問題だと思いますので、そういった面で今回例えば撤

廃することで、そういった議論の質が高まるのであれば、私はそれにこしたことはないと思います

から別に反対する何者でもない。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、いかがでしょうか。おおむねそういう方向の意見が・・・。 

○委員（近藤守君） 私もそれで賛成でございます。 

○委員長（山本浩平君） 議長の意見を伺ってみますか。議長、どうですか。おおむね撤廃して今

回新しい試みをやったらどうだというふうに今、大体どの会派もまた無会派の方もそういう方向に

なってきました。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 予算、決算審査のあり方ということでそれは回数制限あろうが、なかろ

うがいいと思いますが。先ほど委員の中から出ていますようにあくまでもこれ、議員の資質の問題、

質問の仕方の問題だと思うのです。要するにこれ予算、決算ですからこちらで「この結果どうだっ

たのだ」と、「この予算についてはどういう根拠を持ってやるのだ」というようなことを聞くわけで

す。そうした中で、自分の考えが合わないからといって何回でも「こうだ、こうだ」と。その辺は、

攻めていくところは攻めていっても引くときは１、２回聞いてこれ以上やったら最後だと。相手だ

ってやはり一番最初から小出しにしているようなふうにも見えないので、やはりそのとおりはっき

り言うか、「結果こうだった」、「これはこういう根拠に基づいて」、「いいと思って予算を提案してい

るのだ」という観点からいくと、こちらのほうの議員それぞれがそういう思いでやれば、私はけし

てだらだら何回も皆さんから見ても「ちょっとこれ、しつこい」と。どこまで行っても平行線なの
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に、何回でもこうやってやるのかという感じがこの制限につながっていると思うので、その辺は皆

さんがそういうことは本当に効率的にいろいろなことを聞いたら話したりすることをやっていって、

引くところは引く、質問するところはするところとその辺をわきまえてやれば私は撤廃しても非常

にいいなと。委員長さんなり我々が議長はまた別として、委員長さんが本当に困ってしまうような

課題で皆さんが協力してやれば問題ないとは思うのです。やはりこれは議員それぞれの問題ですか

ら、それが皆さん撤廃してもきちっとやるというのであればそれはそれで大いに結構だと思います。 

○委員長（山本浩平君） おおむね今回撤廃して、新しく議会改革も進めているところであります

ので、撤廃してあとは議員の意識の中でだらだら長引くようなことは差し控えながら行うというこ

とで、回数に関しては撤廃するということで決定したいと思います。よろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと、理解していただかないとだめなので、説明したいと思い

ますけれど。持ってきていますか。委員会規則の 23 条を見ていただきたいとおもいますけれど。４

ページです。ここのところはきちっと理解をお願いしたいと思います。 

 ４条見ていただいたと思いますけれど委員会については自由に質問であろうが、質疑であろうが、

それこそ委員会はあるべき議論をする場所ですから発言が自由というこれ原則なのです。まだ、所

管事務調査ですとかそういう段階ですから。ただし規定としてはただし書きが規定されているので

す。ですから単純な申し合わせ事項で決めているということではないのです。委員会において必要

があると認めたときは、自由に発言することを設けられるのです。これに基づいて全員入っている

部分ですから、会議の効率的な運営のために３回と従来は指摘していると。ですから今後も制限す

ることはありえるとこの規定からありますので、ありうるということをまず委員会は認識していた

だきたいと思うのです。委員会は自由に質疑して意見を述べる質問できるというのが、これ原則で

す。ただ戻っていただきまして会議規則のところに戻っていただきたいのです。９ページを開いて

いただきたいと思います。 

委員会の発言と、本会議の発言は違うということを理解していただきたい。ここはきっちり理解

していただきたいと思いますので。 

本会議で発言する種類というのは、質疑と討論なのです。自由討議なのです。質疑、自由討議、

討論しかありえません。あと、議員に許されているのは、一般質問、代表質問、緊急質問が許され

ている。この３種類、４種類しかないのです。今、制限が加わっているのは、質疑の回数なのです。

字を見ていただいたらわかる。ここは質問ではないのです。質疑なのです。質疑というのは町の議

案、提案案件に基づいて出された議案に対して評決を下すまでにわからないことを聞くということ

なのです。ですからうちの今の本会議のやり方というのは本当は好ましくないのです。質疑のとき

に質問やっていますから。これ、その前の条文を見ていただいたらこれ規則違反なのです。３項に

書いてありますけれど、「議員は質疑にあたって自己の意見を述べることはできない」と書いてある

のです。今の質疑の内容であれば、あそこは完全に質問になっていますので、「いいか、悪いか」、

やっている。なぜこれだめかというのは討論まで意思を表明してはだめだということになっている
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のです。議員さんの考え方を質疑で誘導してはいけないということで、「質疑に意見を述べてはいけ

ない」と。先駆的な議会はこの３回以上の撤廃をしてきているのです。質疑の回数は撤廃してきて

いるのですけれどあくまでも質疑ということを。三重県も通年議会で議員の自由討議を尊重してき

ているときに、これを戻って厳格化したというのを聞いていました。というのはまな板にあがって

いる議案を「よし、あし」ではないのです。町が出してくるのは「いいとか、おかしい」というの

は、提案権の侵害なのです。だから議員同士が自由討議をして賛否を決めていくという方法なので

す。ですから一般質問と議案の審議と委員会の審議は違うということです。ですから委員会の審議

と今議案の審議が混同されつつ見えるのでそこの部分だけ。この質疑は「質疑に質問してはだめだ」

とか「いい」とかというのはまた別な議論としまして、こういうふうな規定になっているというこ

となのです。ですから今うちの議長が「質疑ありませんか」というところのやり方であれば、49 の

３項は取らなければならない。本来削除しなければだめなのです。これの運営上の解釈としては、

「質疑にあたって自己の意見を述べることはその議案に対して誘導するべきものであるからだめ

だ」という規定になっているのです。その辺だけちょっと種類が違うということだけ理解をしてい

ただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今の局長の説明について、何か質問ございましたらどうぞ。 

 ありませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 単純なことでちょっとお伺いしたいのですけれど。今、「質疑にあたって

は自己の意見を述べてはならない」ということだということになれば、今までの議会のやり方で言

ってどちらかというと結構自分の意見を述べたりなんかしています。そうしましたら今回白老町議

会反問権ありますよね。そうしたときに、「議員さんはどうなのですか」、「どういう考えなのですか」

と反問権でそういうふうに聞かれたときはどうしたらいいのでしょうか。その辺がちょっとよくわ

からなかったのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 反問権が許されているのは質問だけなのです。質疑に対しては反問

権あり得ませんので、反問というのは一般質問だけですから。次のページに書かれていると思いま

すけれど、58 条には質問に対する反問となっているのです。ですから議案上程してそこに反問とい

うのはあり得ませんから。反問というのは一般質問、緊急質問、代表質問しかあり得ないのです。

あと委員会規則に「議員に対して質問することができる」となっていますから委員会しか。ですか

ら本会議で議案上程されたものに反問はあり得ない。委員会は構わない。だからこの間決算審査の

委員会でされたのです。ですからあれは町側反問と言っているけれど、反問とは書いていないので

す。「議員に対して質問、意見を述べることができる」ですから、あれは反問としたらおかしくなる

のです。「意見を述べることができる、質問することができる」ということだから、反問とは言わな

いのです。「どう考えていらっしゃるのですか」と聞くことは、これは構わないと思いますけれど、

反問と言うから何かとげとげしく。ですからうちの議会は、長い間議案に対して質問を許している

のです。ですから今、に言うと本来の運営上に戻れないというのは、そういうことかもしれません

けれど。長らく議案に対して質問許していますから。議案に対していいか悪いか言っているのです。
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質疑に。本来それは採決であらわすものであって議員を自分の考え方に誘導するのは討論でやると

いっているのです。 

 だからここで言っている質疑の回数３回と委員会のここを準用しているというのは、多少意味合

いが違いますよということを申し上げました。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。一応確認ということです。ただこれ長年やっているか

ら、変えるとなるとなかなか難しいですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ三重県は直したのです。議員の自由討議を優先させるために直

したといっています。 

○委員長（山本浩平君） 徐々にやっていくしかないのではないでしょうか。多分ほかの自治体の

地方議会もうちらとやはり変わらないと思います。 

 氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。多分今頭の中で整理しながらここで理解していても、いざ質疑

の場になったときに「それは違うよ」といういろいろな例をこれから出していかないと、それをそ

のときそのときに出しながらやっていかないと多分理解できないと思います。例えば私が質疑のと

きに、「それは質問ですよ」という、明確に議長なり委員長なりから「それは違いますよ」というも

のをその場で言われないと「これではだめなのか」と本人がやはり気がつかないと、わからないで

す。今までだってずっとそれでやってきているわけだからそういったことの繰り返しがあって初め

て、そういうものに向かっていけるのかなと思うので私も頭の中では理解しながら、そういうとき

に議長、委員長にしっかりと「それは違うよ」とちゃんと言ってもらいながら自分で理解していき

ながら、今までやっているものは、体で覚えていくしかないですよね。そう思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。この間の特別委員会でおおむね４回は自由討議だったので

す。４回は。ほとんど朝から夕方まで自由討議と。そういうところがきちっとなっていくと、少な

くしていけると思うのです。なぜかというとそれ以前述べる場がないというのはおかしなわけだか

ら、それはそれで、そういう場がつくられていけば減っていくと。ただ本会議でやるのか委員会、

特別委員会でやるのと何か我々の意識も違ってしまっているものだから「はい、自由討議してくだ

さい」と「はい、やります」となかなかならない。やはり今までどこかの議会の方が来られたとき

も言っていましたけれど「やはり本会議場に町側がいないと、重要なことを聞いていないような気

がしてどうにもならない」というふうに実際は言われるのです。そういう認識な状況です。そうい

う中でなかなかそこ局長が言ったようにぱっと切りかえられるかと言ったら、その場がどこかにつ

くられないと単なる賛否と合意形成にしかならなくなってしまうから、そういう議論できる場がな

いと。正式な討論になれば１人は 1 回しかできない。議案に対してしかできないから。それはある

意味白老なんかセレモニーです。実質的な相手の人を説得してこちら側に賛成させるなんていう意

識でやっている人なんていないです。自分たちの主張をしているだけの話です。だからそれでなく

てやはり新しい議会の形というのは合意形成ができる場をどうやってつくるかと。そこのところが

つくられていかないと、なかなかそこは直りきれないのかなという気が、私は個人的にするのです。
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だから局長もやり方としてはこの規則上から言ったらおかしいけれども、今までずっと認めてきて

いるわけです。「やめて」と言っていないわけだから。だからそこを我々自体が認識しながら 16 人

の議員さん全部がそういう認識に到達していかないとだめだということになるのです。だからその

保障として、回数制限を撤廃するのもそうだし、自由討議をきちっと制度化していけるような状況

を議会の中につくらないとそこは難しいかなという気がするのですけれど、違いますか。私はそう

思うのだけれど。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休 憩   午前１１時５０分 

                                               

再 開   午後 １時０７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。それでは先ほどの続き。何か説明

ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議事日程ですが、若干動かしますと言いましたけれど第４に議会の

関係の条例改正案、先議になりますのでずらしました。それと町側の要請として特別職と一般職の

給与を分けていただきたいということで、議案第３号、４号が一括で上げたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 確認です。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、先ほどの続きにまいります。 

予算、決算審査のあり方について。発言回数に関しては、撤廃するということで決まりました。

次の項目なのですけれど、予算、決算の結び付け方と申しますか、決算審査終わったあと翌年の予

算審査に前の年の決算をどのように予算に反映させていくかと。反映させる方法が何かあるかとい

うようなことを、ちょっと具体的に協議をして進めてまいりたいのですけれど。この点について、

何か会派等で考え方がまとまったようなところがありましたら、ご自由に発言をいただきたいと思

うのですが、いかがでしょうか。ちょっと漠然としていますよね。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今意見がなかったから問題提起みたいな形でちょっと述べ

たいのですけれど。１つは決算委員会も全員になったために委員長報告がないのです。予算委員会

はもちろんないのです。それで、委員長はこれ、つくるとしたら非常に大変なのです。苫小牧に我々

が勉強に行ったときも、苫小牧もつっていないのです。ただ、私はそのときにきちっと総括をして、

意見を委員長報告なら委員長報告として残すことによって、この予算と決算の関連性というのが私

はできやすいと思うのです。１つの問題提起なのですけれどそういうことを１つはやれるかどうか。

予算委員会がまだありますけれど、もう１つは総務文教常任委員長が予算、決算の委員長を兼務、

当て職としてやることが、そういうことから言っていいのかどうかというあたりも含めてちょっと

問題提起をしておくかなと。何も話の議論がなかったら困りますので。もちろん総務文教常任委員

長がやって、それで報告書けるというのであればいいのですけれど、やはり委員長報告をきちっと

してそれを残しそれをきちっと町側に示すそれを見て次の決算なり、予算なりのときにそういうも
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のを生かすというようなことが必要ではないのかという気が私自身はしておりました。以上です。 

○委員長（山本浩平君） どうでしょうか。今の関係ですけれど。それとまた、違うご意見がもし

あったら、それでも構いませんけれど。 

 委員長が総括としての報告を行ってはいかがかという内容でございました。 

 吉田副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） 私も予算と決算の結びつきといったときに「決算の報告をしていな

いよな」と思いながら、全体でやって、議会の間に入ってやっていますから「時間的に無理なのか

な」と思いながら私も大渕副委員長と同じで視察に行って聞いてきているのです。「決算報告しない

なんておかしよね」と。どちらかというと言ってきたほうなのです。やはり自分たちがきちっと予

算の審議をしてきちっとこうあるべきだというふうに、そして「それが予算に生かせるよね」とい

う話をして「そうでないと意味ないよね」と話をしてきたのが、私たちも全体的にやるから日程的

に厳しいと思ったからこれでやっていたのですけれど、やっぱり時間を１日置くとか何とかして、

まとめたものがあると私も違うのかなというのを、私もちょっと先ほどこれやったときに「なくな

ったのだよな」、「どっちもないのだな」と思いながら予算は今までなかったですから、それはいい

のですけれど「決算なくなってしまったよな」と。これ決算を全体でやったのは２年間でしたか、

３年になりましたか。18 年からやって。その前に言ったときにはそういう意見でまとまっていたは

ずなのです。体制がちょっと変わってしまったものですから、だからそれが本当に時間的とか技術

的に無理なのかどうなのか。またそれをやることで事務局のほうで委員長やりながら、その次の日

にすぐ採決ですから。そういった部分では事務局に「やる」ということになると負担かかるのか。

まとめをしながら自分は進めるのは厳しいのだろうなとこれを書きながらは考えていたのですけれ

ど。 

○委員長（山本浩平君） 副議長からもやったほうがいいというご意見ですけれども、どうぞ自由

にほかの方いかがでしょうか。 

 近藤委員、いかがですか。今の関係ですが。 

○委員（近藤守君） 委員長は総括でもって報告書を出すということ自体賛成なのですけれど、予

算と決算の要するに決算審査が次年度の予算に反映させるといった場合、その期間というか日数的

なものは取れるのですか。この辺ちょっと皆さんどういうふうに考えているのかと思いまして。 

○委員長（山本浩平君） 日数的なものですね。町側にも聞いてみますか。局長、今近藤委員が懸

念されている部分についてどうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 現在ですと決算審査特別委員会が９月の本会議中に行われる。それ

で予算申請は 10 月から入ってくるのです。ですから意見を通そうとすれば無論、行政側がそれに言

われた意見に反映させようとすることは可能だと思います。ただ各課の審査に及川委員が言われた

ように各課審査になってもっと日数をかけるということになれば、本会議中に決算審査をやるとい

うことは難しいと思いますから、当然 10 月、11 月の休会中にやらざるを得ないとした場合に当然

予算編成は入ってきますので、どれだけ反映できるかは未知数かなと。ただ経常費と事業費の絡み

があって経常費は 11 月の中ごろ。事業費が 12 月の頭ぐらい。だからその時期を見て判断していか
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ざるを得ないかなと思いますけれど。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） ちょっと経過だけ聞きたいのですけれど。15 年にたまたま私の議会のと

きに決算委員会があって、その中で終わった段階で報告されましたよね。これは全員になったこと

から報告書が省かれたのかどうかその辺の確認をちょっとしたいのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） そもそも委員会報告というのはその所属の委員会の調査した結果を

本会議場で報告するわけです。それは議会内部に発信する行為なのです。それは町に対して発信す

る行為ではない。ただ町側は議会内で発言されたものに対しては関心を寄せていますし、それは影

響力を受ける。全員になったときには全員が構成員ですから、審議経過というのはみんな入ってい

ますので基本的には報告したほうがいいのでしょうけれど物理的に無理なのです。委員会やって次

の日採決取って報告しますので、本会議で報告するのは物理的に無理だということなのです。全員

で時間的な余裕があって記録に残してきちっとしたほうがいいというのは、この間の財政の委員会

のようにきちっとまとめて皆さんの合意を取って報告するのですけれど。予算今までは特に予算が

そうでしたけれど本会議の中でやって委員会３日なりその中に組み込んで、次の日の本会議で報告

するから現実が賛否しか報告できない。その意見をつけて報告するとすれば、まして全員ですから、

また新たにそこの中で合意をする時間的な余裕とまとめる余裕が必要だと。そうなれば本会議が 10

日ぐらい空いてしまうのです。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうですか。今のままでいいという意見はないですか。 

 なさそうですね。それでは、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私も今提案があった部分の委員長報告はやはりすべきだと思います。

ただ今話があったように、今回の特別委員会もそうだけれどやはりちゃんと論点整理をすることに

よって目指すものというのが見えてくるのです。それで同じことを言いますけれど総括する整理の

日程を取るかという部分だと思います。それともう１つは前も議論しましたけれど、いいかどうか

は別にして議会自身が事前の学習会的なもの必要とあれば、各所管で担当所管に分けてやるとか、

そういう部分で整理したほうがいいのかなと。そして委員長報告してそれを次回につなげないとだ

めかなと思います。それで今総務でもやっていますけれど過去に契約の上限金額について、やはり

議会から予算審査のときか決算委員会のときに提案があったのです。それについてはやはり町側が

条例改正しているのです。それで今総務常任委員会で取り組んでいますけれど、そういう部分でや

はり委員長報告で論点をある程度整理した中を行政に渡すことによって、行政側も議会が押さえて

いる問題点に取り組みやすくなってくるのかなとこう思うのですけれど。報告は物理的な日程は別

として原則としてやはりやるべきではないかなと、こう思います。そういうふうな形の日程調整と

いうか努力すべきではないかと私も思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員どうですか。 

○委員（氏家裕治君） 私も物理的にもしそういった形の中での報告が可能であればするべきだと

思います。ただそれができない状況であれば、それを例えば今委員会の中で「そうしよう」と決め
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るのであればそれから逆算して持っていかないと審議の日程というのは出てこない。だからその辺

がやはり一番の課題なのかなと。みんながそういったものをしっかり報告書を提出するのだという

ことであれば審議の時期をやはり考えなければならない。それで意見が合致できればそういう形の

中で行政にぶつけていくこともできるのかなと。 

○委員長（山本浩平君） 私もスケジュール的に問題がないのであればやらないよりはこれ、やっ

ぱりやったほうが町に対して１つの大きなものになっていくと思いますので、やらないよりはやっ

たほうが望ましいのかなとは思っています。 

 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 理想的な形では報告するほうがいいと思うのですけれど、やはり現実的

な問題として今日程的なものもあります。非常に理想的だからといってどんどん、日程がこれをや

ることによって単純にあれすると、あと２日、３日ぐらい伸びるというような形になります。その

分だけ全部皆さん出てやらなければだめだというそういうあれがあるものですから、全体のこう見

た中で今まで皆さんの活動日数から見ると、非常にこの辺は、充分皆さんで議論をしていかないと

確かに理想的なことだから、これは大いに審査したのだから審査報告というのはきちっと出すのが

これは筋かなと思うのですけれど、その辺も考慮されたほうがいいと思います。本当にこれ以上と

なると常勤でもなかったらなかなか厳しいところもありますから。その辺は改革していく方向に向

かいながらもその辺も充分念頭に入れてやらないと、どんどん日数だけ多くなってくるというよう

なそういうあれもありますのでこれはあくまでもだれかれでなく自分たちで決めてやることですか

ら。１回やってしまいますとなかなか後戻りするというのは非常に難しい面もありますので、充分

議論されたほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 今言ったようにたぶん日程的なことだと思いますけれど。飛躍的な

言い方してしまって議論飛ぶかどうかわかりません。逆にどちらが必要かという問題になってくる

のですけれど。前も議論された代表質問が３回で本当に今、代表質問をする意義があるかと問われ

ていますから、逆に代表質問を一般質問で 45 分ありますから、そういう部分をこちらに置いて逆に

２日間ですからあれは夜やっていますから、日中空いていますから２日間の部分を今言ったような

皆さんが提案されて議論されている部分に充てていくかという。どちらを選択するかという部分が

あるのかと思うのです。だから代表質問が必要とか不必要という意味ではないです。ちょっと飛躍

的な話ですが日程の部分で物理的にいくとどちらを選択するかということなのです。やはり日常１

年間の町民の暮らしの予算をもっと審議するのだという、我々の議会の意見を入れていただくとい

うことになったときにどちらを選択するかという部分も出てくるのではないかと思うのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員いかがですか。委員長報告をしたらいいかどうかということで

す。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私自身はやはり委員長報告というのはある程度役場のほうに対して、行政

側に対して議会として「ここと、ここと、ここのところは」ということできちっとした形で提示で

きるという意味では、すごく役場のほうというか行政のほうも受け取りやすいという意味ではメリ
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ットはすごくあると思うのです。ただそれを議会として１つの意見にまとめて報告できるかという

ことになったら非常に難しいかなというのは感じるのです。やはり変な言い方ですけれど、決算と

予算の委員長がいる会派なものですから、やはり委員長の苦悩を見ていると議会として１本、ここ

のところは大事だからと出せるところと、出せないところの境界線というのですかみんなの意見が

「そうだね」と、ばっとまとまったところはいいのですけれど分かれるところがあります。そうい

うところの部分が非常に難しいかなとは感じているのです。ですからその辺の委員長の報告の仕方

が非常に悩まれる部分だろうから、やはり皆さんから意見出ているように２、３日ぐらいの日程で

もって委員長報告まとめられるのかなと。議員もみんなでまとめられるのかなと。そういう意味で

のちょっとまだちょっと議論していったほうがいいのかなという心配はあります。 

○委員長（山本浩平君） この日程的なものの懸念というのは先ほど議長もおっしゃられましたけ

れど、皆さんちょっとあると思うのです。いろいろのことを積極的に進めていくのはいいのだけれ

ど、先ほど議長がおっしゃられたように一度始めたものに関してはなかなかそれを見直して「もう

やめましょう」ということには現実的にはなっていないのが事実です。しかしながら常勤に近いよ

うな状況になっても、報酬等の問題についてはそれぞれ議員個々あるいは会派によって議論がそれ

ぞれなかなか統一するところまでは至っていないという現状もございますので、この辺はやはりで

きれば皆さんの総意の中で「やるならやる」というような形が望ましいのかなというふうに思いま

す。 

 例えば先ほど前田委員外議員がおっしゃられたようなことに「代表質問を撤廃してやろうか」と

なると、今度「代表質問は絶対に必要だ」というような会派も多分出てくるというふうに思います

のでなかなかこれはまた難しいのかなという現実的にはありますので。 

 これ、継続議論にしますか。それとも、結論出しますか。 

 吉田副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） 変な意見かもしれないですけれど。日程があまり取れないというこ

とであれば、委員長報告はするわけですから先ほど局長の説明で委員会報告をするのは全員でなく

て、特別委員会で選ばれたメンバーでやっていたので全員議員に報告する意味も含めてやると言っ

たのですけれど、委員長報告をするということで日程的な問題だけが残るのであれば決算の部分を

分けて半分ずつやって委員長報告をすれば、両方聞けるわけです。そういう方法も日程を短縮して

やるとなれば一般会計と企業会計とか全部分けていいかどうかわかりませんけれど、そういうよう

な方法も委員会のような縦割りのような形でわけてもいいのでは。そうやってやったら同じ２日な

ら２日で半分ずつだからまとめもしやすいし単純に考えたのですけれど。それがいいか悪いか判断

できないで言っているのですけれど。そういった方法ももしかしたら日程をとらないということで

はできるのかと。苫小牧あたりは全部わけていますから。向こうは金額的なものだとか事業が膨大

ですから、二手に分かれてやっているのですけれど。同じ日程で進めていって、そして報告してや

っています。だからそうやって考えると日程が取れないということ、やはり全員でやったほうがい

いということが残るのであればその委員長報告が可能か不可能かの議論でいいと思うのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 
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休 憩   午後 １時３０分 

                                               

再 開   午後 ２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。 

 この予算、決算のあり方は運営方法につきましても、もう一度議員会になるのかあるいは議会運

営委員会になるのか一度先進地の事例を聞いていただくのか、我々が向かうのかも含めて事務局の

ほうと相談していただいてそういう日程を組んでいただいて、それから議論をしていきたいという

ふうに思います。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） それでは続けてその他の協議の必要な事項というところに入っていきた

いと思います。（１）代表、一般質問のあり方について等々がございますけれど、従前のやり方もあ

りますし、いろいろとまた変更等も含めて活発な意見をいただければというふうに思います。 

 この（１）いかがでしょうか。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ６のその他の協議事項の必要な事項について入ってきていますけれど例え

ば代表一般質問のあり方については、従来からいろいろと議論があると思うのですけれど会派制を

取っている今の現段階としては、代表質問というのは私はあるべきだと思っているのです。例えば

いつからどうなるかわかわからないけれど今白老町の議会の中でも定数が 10 人を割るだとかとい

う時代がもし来たときには、会派制云々というものではなくなってくると思うのです。そのときに

はまたそういう議論がそのときにはそのときの必要な議論というのがあるような気がするのだけれ

ど。もしこれに入るのであれば先に４番の会派制のあり方について議論されてからここに入ってく

るのが、私は逆に私の考え方としてはスムーズに話ができるのですけれど。それによって「じゃあ、

どうするのだ」ということもみんなで議論できるような気がするので。 

○委員長（山本浩平君） その他も非常にどれも時間がかかりそうだなというのがありますよね。

かといって、２も、３も、４も多分いろいろと議論が錯綜するとは思いますけれど、今の氏家委員

のおっしゃることもごもっともだというふうに思いますのでそれでは会派制のあり方について。 

○委員（氏家裕治君） もしあれでしたら、（１）をとりあえず抜かした中で、逆に２番目から入

っていってもらうという形でも、私は構わないです。 

○委員長（山本浩平君） なるほど。 

○委員（氏家裕治君） ただ一般質問、代表質問の話が出てくるとなると私はそちらのほうが逆に

進められたほうがいいかなと。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんどれから行きましょうか。２、３、４、なかなかこれすべて、か

といって一応これ議論しておかないとだめなことなので、少しずつでもやっていきたいと思っては

いるのですけれど。 

 代表質問に関しましては先ほど会派制とも関連するだろうという氏家委員のお話でございます。

確かにそういう部分はあります。 
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 では（２）の本会議の自由討議の運営方法について。この部分から入りたいと思います。先ほど

この自由討議が非常に重要になってくるだろうというようなお話がほかの項目でそれぞれの皆様方

からお話が出たと思うのですけれど、現実的に本会議で自由討議そのものを行うような仕組みをつ

くらなければなかなか自由討議というのも行えないと思います。この辺何かいい策が皆さんござい

ましたらどうぞ。 

 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） これを見ながら議論していただきたいと思いますけれど。一応は自

由討議の仕方というのは決めてあるのです。議会運営基準の 22 ページ、そこに自由討議第３節、自

由討議 20 年 11 月 13 日に追加してありましてもう２年経過していますから、皆さんだいぶ薄れてい

るかもしれませんのでそれを見ながら話し合っていただいたらいいのではないかと。そしてもう１

つつけ加えますと当初そこで投げかけて議論する、自由討議する議案はどういうものなのかと。実

際にやるとしたらこれ以外に細かく決めておく必要がないのかということなのです。１回もやった

ことがないですから１回も発議もされていませんし、議案によっては発議を要する場合もあるでし

ょうということなのです。その辺を見ながらちょっと議論をしていただければありがたいと思いま

す。 

○委員長（山本浩平君） １回読みます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 読みますか。 

○委員長（山本浩平君） １回お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会運営基準ですよね。第３節。これは第７章質疑、討論、表決の

中に第３節自由討議という規定がされています。 

 「自由討議は、おおむね次の目的により行う」というこれは確認されて設置しているものです。

１つは「提案されている議案内容の共通理解を深めるとき」。②「各議員が提案されている議案に対

する賛否を開陳しあい表決の際の参考にするとき」。ですから各議員ですから全員がしなければなら

ないということです。③「提案されている議案が真に住民サービスの向上になるかどうかを判断し、

場合によっては議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分果たすと

き」と。10 としては次の項目です。「自由討議は質疑終了後、動議があったとき、または議長がし

ようと認めたときは会議に諮って自由討議を行うことができる」。11「自由討議は。発言の時間や回

数に制限を加えないのを原則とする。ただし議長が必要あると認めたとき会議に諮って時間や回数

に制限を加えることができる」。12「自由討議は、原則公開して行うものとする。ただし秘密会にお

いてはこの限りでない」。だから発議によって採決を取るということです。13「自由討議が行われる

場合は、説明のための議場出席者は退席するものとする。ただし動議または議長が必要と認めたと

きは、会議に諮って在席させることができる」。ここの規定はあくまでも本会議の規定ですのでそれ

を念頭にお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） ということでございます。 

 本会議での自由討議の運営方法についてということですが。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今先日の特別委員会は全員の特別委員会だったのですけれ
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ど、先ほども言いましたけれど４回ぐらい開かれた中では、かなりの自由討議的かわかりませんが

されたと。常任委員会ではかなりそういうことが実にやられているという実態だと思うのです。た

だ本会議では、まだそういう状況ではない。ここで書かれているとおり「議長が必要だと認めたと

き」と「動議があったとき」ですよね。「動議があったときか議長が必要だと認めたときに会議に諮

って自由討議を行う」と、こうなっているわけです。ということは例えば今回の議案が出てきたと。

この議案を見た場合実際には特別委員会で全部議論していますから、自由討議の必要はないと。こ

れは自由討議が終わっているというふうに考えられますから、今回は必要ないとこういうことにな

ると思うのです。何を言いたいかというと、議案が出たとき議会運営委員会にかかるわけですから、

もちろん緊急に議場でこれは自由討議が必要だとここに書いているような場合、自由討議はどうい

うときにやるかというとおおむね次のような目的で行うというときがあって、諮らなければ「やっ

てください」と動議出せばいいのです。あとは今後ここに議運に議案が出てくるわけです。だから

議長が必要と認めるということは、議会運営委員会で必要と認めれば議長は必要と認めるというこ

とになると思うのです。ここにかかったときに町側がいなくなった後これについてはやはり自由討

議が必要ではないかと皆さんが思うものをここで提起して、議長に提起してもらうというのが１つ

の手です。議長提案というのは、もちろん単独の場合もあるでしょうけれど、おおむねこういうこ

とだと私は思います。もう１つは動議で必要な場合は１人いないとだめですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） １人いて掛けて賛成であれば自由討議をする。 

○副委員長（大渕紀夫君） だから１人賛成者があれば提案できるわけです。１人賛成者があれば

提案できるということだから必要があればそうやって提案すればいいし、おおむねはこの議会運営

委員会で議案が出たときにこれはどうしても自由討議すべきだというのを議論していうと。それ以

外に議長が必要だったら議運に掛けていただいてもいいし。そういう何か１つ方向みたいなのがな

いとだめだと思うのですが、いかがでしょうか。これ、ルール化しなければ、どうにもならないと

思いますが。不十分なところは補強していくと。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今大渕副委員長が言われたことはまさにそうだと思うのです。とい

うのは議長発議といろんなところで書いてありますけれど、議長発議は議長が単独でやるというこ

とはほとんどないのです。議会運営委員会で議論されて「やりましょう」と来たものを、代議的に

議長が発言するということですから、その部分はまさに言われたとおりかなと思います。前もチラ

ッと出ていたのは「どういうような議案の性格のときに自由討議をするのですか」と。そういうも

のがやはり決めておかないと、これをやったり場合によってはやらなかったりするという部分があ

るのです。やはりそういう性質のものを１回出していただいたほうがやりやすいのではないかと思

いますけれど。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休 憩   午後 ２時３５分 

                                               

再 開   午後 ２時４２分 



 32

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 先ほど副委員長のほうからおっしゃったような内容が一番いいかなと思います。マイクを入れま

したのでもう１度簡単にお願いします。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、現実的には常任委員会や全員の特別委員会で自由討議をやってい

るわけです。ですから本会議のときに、例えば議案が配布されたときに「これは自由討議の必要が

ありませんか」と最後でもいいですから、町の説明が終わったときに聞いてどなたかが「これは自

由討議したほうがいい」という提起があったときは議論をして、議長に提案していただくと。当然

会派でお話したりここでお話して必要なものは動議で出せるわけですから、そういうことをきちっ

と各会派、個人に徹底しながらこれは運用すると。どうしても使わなければだめだとかそういうこ

とではなくて、やはり現実的に議会活動で効果が表れるそういう運用の仕方をすれば私はそれでい

いのではないかというふうに思いますけれど。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、皆さん。議運の中で一応お諮りをするということで、定例

会のときの議案が出てきたとき、その中で必要性がある、皆さんがそういう意見で一致したときに

はその議題について自由討議を行うという一定の方向性で皆さんよろしいでしょうか。そういう押

さえ方で。あとは臨機応変に必要に応じて行うというようなことにしておきたいのですがよろしい

ですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） では続きまして専門的知見の活用方法について。これは今先ほど白綾さ

んのほうから資料が出てきております。局長、説明があれば。 

○事務局長（上坊寺博之君） 別にございませんけれど、これは市の議長会、町村の議長会で、調

査を毎年１回調査するのですけれど、そのときに知見の活用が図られたかどうかという項目の中で

答えてきているものです。 

市では書いてありますとおり最近では議会の基本条例に対してアドバイスを受けるような専門的

知見の活用が主流だったかなと思います。裏面が町村議会ですけれど、今道内であるのは栗山と中

頓別。市の議会とは違っているのかなと思っています。栗山では４回ほど使っていて総合計画に関

する部分と条令の廃止に絡む部分の専門的知見だったかなと。中頓別は教育長のあり方に関する専

門的知見。ちなみに中頓別は教育長は専任配置でありませんので非常勤の配置ですから、そういう

ふうになっております。常勤で配置しておりません。これを参考にしていただければいいのかなと。 

○委員長（山本浩平君） こういった資料を参考にしながら、どのようにしてこのような専門的知

見を具体的に活用していくかということでございますが。これは当然必要に応じてということには

なると思いますが前田委員外議員がかねてから専門的知見を活用すべきだという意見をおっしゃっ

ていたと思いますので前田委員外議員何かご意見があれば、具体的な進め方について何か所見があ

ればどうぞ。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 特にありませんけれど、これからいろいろな問題提起が出てくれば

我々の負えない部分については、やはり必要になってくるのかなと思います。だから個々の事例で

は結構基本条令の部分ありますけれど、本来それ以外の部分で政策研究会できて提案する、あるい
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は条令化するときには、当然そういう第三者的意見が必要ですからチェック機能必要ですから当然

必要になってくるのではないかと思います。そういうこと逆に使えるような議会になってほしいと

思っているのです。条例化していますからあとは具体的に問題が発生したときに使えるのかなと思

っています。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員、この件について何かありますか。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。専門的知見の活用については絶対に必要になってくると私は思

います。政策研究会が進んでいけば進んでいくほど必要になってくると思うのです。ただ専門的知

見のあまりにも今、ざっくりとしか想像できないのだけれど、前回私、北大のほうに行かせていた

だいたときには北大の大学院そういったまちづくりの条例とか、そういったものについて取り組ん

でいる学生さんがたくさんいるそうです。そういった人方は卒業論文だとかそういったものを書く

ために自分で理念的なものをゼミで勉強しているのです。実態のことはなかなかわからないのです。

はっきり言ったら理想論なのです。そこと例えば今自分たちがやっているものを合致させたときに

はお互いが疑問点をぶつけ合いながら、相手はそういうものに対してはプロだから条例をつくるこ

とだとかというのはプロだから、そういうものをうまく利用しながらやっていくのであれば本当に

実のあるものができてくるのかと私は逆に思うのです。ただ使い方ですよね。そういうパイプもど

こかでつくっていかなければならないのかなと思うし、偉い先生方を呼んできてどうのこうのでは

なくて、お互いにそういったものに勉強しようとする学生、そして私たちもはっきり言ったら同じ

です。そういう中で上手く連動していければ何かいいものができそうな気がするのです。私たちは

条例提案とかいうのはなかなか難しい部分があったりしますよね。でも実際に現場でやっているこ

とは理屈ではなくて実際やっていることはやっている。それを形にすることがなかなか難しいとい

うことであればそういった部分で、そういう力を借りたり学生さんにとっては実態に基づいた裏づ

けをもって、そういったものに取り組んでいけるとなれば面白い形になるかなと思ったりもします。 

○委員長（山本浩平君） 吉田副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） 何を読んだのかわかりませんが、何か読んだときに政策提言をした

りするときに、バイオマスがそうでしたけれど産・官・学で一緒になって研究をしてそして政策提

言をしたというので何かで読んだのです。探したらあるかもしれないのですけれど。専門的知見と

いうのは専門の何か大学の先生とかの話を聞くばかりではなくて、今言ったように学生がそういう

研究をしているとか、そういう専門的な提言をしたいと思う分野の学生たちの研究しているメンバ

ーの意見をもらい、一緒になって聞くとか、研究を共にしていくとか、現場、私たちは地元のいろ

いろな意見を言う、学生は学生で勉強もした、それから学者は学者何かそういったもの、そういう

産・官・学というもの、産はそういう専門に仕事をしている人たちの経験を生かしたものとかを聞

くとかという、そういったこともあるので、この専門的知見というのは、いろいろな考え方ができ

るのかな、幅もどんどん広げていけるのかなという感じがして、たまたまちょっと見たものがあっ

たものですからそういう方法も今後が考えられるのかなというふうに思いましたけれど。 

○委員長（山本浩平君） 議長どうぞ、続けて。 

○議長（堀部登志雄君） 専門的知見ということで、専門的知見とはどういう立場の人の知見なの
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かという、一番の根底にあるものは何かという。例えば行政のうちの町の部課長さんの意見という

のは、専門的知見になるのかそれとも町の有志の方の意見も専門的知見になるのか、それとも大学

の先生でなくてはだめなのかその辺のあれがちょっとどこに線引きされるのかというのが一つ疑問

あるのです。よく議会の中でも時々そういうふうに言う議員もおられますし、要するにそれぞれの

町はそれぞれの特色がある。一律でないのです。そうした中で大きい基本条例とか何とかそういう

ものについては、その町その町で総合計画もあるわけですから、だからその町のことをほかの大学

の先生が理想的な形でつくっても、それがマッチするかどうかというのがあるからその辺の人の意

見、それを活用してそれをどんどん取り入れていくということについては、やはりものにもよるの

かなと。だから知見の専門的というのは、どこまで入るのかなというのが１つ。単純な疑問として

あるのですけれど、皆さんその辺どう感じていますか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は今議長が言われているのがそのとおりかなと思うのだけれど。例えば、

議会として求めるものによって、政策研究会やってテーマが決まれば求める専門的知見というのは、

全然変わってくると思うのです。ですから、条例だとか、政策提言していきたいと思えば、先ほど

私が言ったような、大学のそういう学生さんたちと一緒に研究するというのも１つの手だし、まる

っきり違ったテーマを設ければ、まるっきり違った専門的知見を使わなければいけない部分が出て

きます。ですからあくまで議会側の求めるものだと思うのです。それによって専門的知見というの

はどんどん変わってくるし、それがどういったつながりを持って議会と接するのかというのはわか

らないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 通年議会をやる前に全国議長会の部長さんを呼びました。一応ああいう

方も学者ではないけれど、我々から見れば専門的知見の方というような、そういう位置づけにはな

るのではないでしょうか。 

 前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私の範疇では、学識経験者も入りますので、大学の教授だとか、研

究者じゃなくて、学識ですから、地元の人だって、案件によってはそういう聞くという話もあるし、

今、逆に町みたいに議会自身が審議委員会みたいなものをつくって、そこに掛けてやっていただく

という方法も今出てきているのです。それが専門的知見の部分に入るのかどうか今私聞きたいので

すけれど。ただ手前味噌、一方通行にならないように、議会も今そういう審議委員会をつくって中

立的、客観的に意見を聞いたほうがいいのではないかという今方法ありますから、その一歩手前の

専門的知見を活用するのです。議案だっていいわけです。我々判断できなければそういうものを付

託された中で。使い方いくらでもあると思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤守君） 結局我々が求めようとしているものを、それより優れた見識とかあれを持っ

ている人は、すべてこれ知的専門員だと思うのです。ですから今あまり学歴とかそういうのはあま

り関係ないのかなと。常に我々が求めることに対して来てくれる人が、全部我々としては専門的知

見者だというふうに私は想いますけれど。 
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○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今議長も疑問に思って質問されていたこと私も単純には疑問には感じては

いたのですけれど、ただ専門的知見の活用法ということからいくと、ことしの夏に終わりましたけ

れど自治体職員のための土曜講座というのがずっとあったのです。そこの中で前に確か白老の議会

も行ったことがあるのですけれど、あそこの北海学園の神原先生が主催して北大の先生方とかでこ

の自治体のことについていろいろと講座やってきましたけれど、今度地方の時代だからということ

でそれぞれの自治体で自分たちがどうあるべきかやっていこうということで、確か神原先生のとこ

ろが中心になって・・・。役場職員を辞めた星さんが確かそこのところの研究所に入ったのですよ

ね。そしてこういうような自治体のことについて、いろいろ例えば政策提言したいだとか、議会基

本条例をつくるときの条例のつくり方とか、そういうのをつくる政策研究会みたいなのを立ち上げ

たと私、聞いたのです。ですからそういうようなことなのかなと思うのです。ですから議長がおっ

しゃられたそれぞれの自治体によってそれぞれが違ってくるのだというのであれば、身近にそうい

うところ、確か白老町議会でもその先生なんかも講師で来ていただいたこともあるし、問題は専門

的知見はどういう人なのだということではなくてどういうような予算で、どういうようなルールで、

これを使えるようにするのかという方を決めていかなければいけないのではないかと思うのですけ

れど。それも決まったのでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 決まっております。条例の９条を見ていただければ。これが今うち

でいう専門的知見の活用の条文ですので、ここに合致する場合にやるのです。ちなみに言いますと、

「議会は町政の課題に関する審査、または調査のために必要があると認めるときは、議決なり、学

識経験を有するもの等で構成する調査機関を設置すること」。これがうちでいう専門的知見の活用方

法です。先ほど来から出ていますけれど「専門的知見とはどういうことをいうのか」といったら、

個人だけではなくて、コンサル法人も含むという解釈でそこに等と入っていますよね、法律も等と

入っているのですけれどそういう学者だとかそういうのばかり言うのではないです。今ちなみに道

南の福島町では議会改革と議員報酬と、定数を議論していただくための今これと同じようなものを

立ち上げているのです。そこには学者が１名と民間人、民間人といったらおかしいですけれど福島

町民が４名入っています。そこでまとめていただくという考え方。多分そういうようなイメージす

れば町民の人も当然入ると。議員は入っておりません。 

 うちの場合はちなみに２項で「必要があれば委員も構成員として加わることができる」と書いて

ありますから、逆にいったら自治基本条例の政策研究会で必要な場合は、自治基本条例に関する事

項という調査件名をつくって人を依頼して、そこに政策研究会全員が入るということは可能だと思

います。ですからあくまでも専門的知見の活用はここがベースになるという部分で。 

○委員長（山本浩平君） それでは、一通り皆さん意見いっていただいていますので、土屋委員こ

の専門的知見に関してはいかがですか。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。これからの議会活動も含めて専門的知見というのは、活用が

必要になってくるのではないかと思います。やはりどんどん例えば議会において議会改革するにあ

たっても、それなりの奥の深いものがあるように思います。そういうときにやはりそういう方々の
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専門的な意見もきちっと踏まえてやっていかなければならないと思いますし、議会ばかりではなく

て行政なんかもそうだと思いますけれどそういう部分では必要になると思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。なかなか大変だなと私自身感じているのです。やるのは簡

単だけれど、ただそこから何を得るのかと。お金を払って来ていただくわけです。やはりこちらが

きちっとしたものを持っていてそこから何を得るのかというのをはっきりさせてこれを使わないと、

なんだか「何か教えてください」というわけにはちょっといかないと思うのです。こちらの主体的

な部分がきちっとしていないとだめではないかと私は非常に思っているのです。だからもちろん専

門家に来ていただくことはとっても大切だと思うし１回でも来ていただいたら、専門的知見の活用

になるのかもしれないのですけれど、私はこちら側がどれだけきちっと議論してそれだけのものを

持ってやるべきものであろうというふうに思うのです。ですから福島町が流れるかもしれないから、

流れるというのはインターネットに。だけれど福島町さんがやられていることも先ほど聞いたので

は報酬と定数と議会改革、そういうことがもちろん福島町さんはないと思いますけれどそこに影響

されて自分の主体がなくなってしまったら何の意味もないのです。小さければ小さいほど私はそう

いうふうになりかねない中身を持っているのではないかと私は思っているのです。だから部分的な

ことで条例つくるには、何が不十分かとかそんなことにはならないのではないかと私は思っている

のです。それだけだったら役場の法務担当頼めばいいのだから。だからそこら辺は使えないという

のでなくて、きっちりそこをやらないとそこに議会自体が引っ張られるようなことでは、何の意味

もなくて学者先生のいうことを聞かなければだめだという、そういう専門的知見だったら私は違う

と思っています。ただ使うことについてはそういうものを生かしながらやらなかったら、われわれ

の知っている範囲なんてこんなものなので、こんな広いことをやっているわけですからそれは必要

だと思いますけれど。そこら辺は、私は充分気をつけて入れるとき、使うときはやはりきちっと全

員が意思統一でやるということになっていかないとなかなか大変かなと率直に私は聞きます。 

○委員長（山本浩平君） 私は例えばそのメンバーにはなっていないのですけれど、政策研究会等々

でこれから条例を提案するのだというようなところまで行きかけたときに、これは専門的なそれこ

そ学者さんたちの意見というか、アドバイスをいただかないとなかなかそこまで到達できないなと

いうような必要性に応じたときには、やはり依頼しても構わないと思うし依頼すべきだと思うので

すけれど。今まで白老の議会改革というのはそういった専門的知見を頼らないでやってきたことに、

非常に評価を受けているという部分もございますので、むやみやたらに学者の意見に頼るというこ

とではなくて、必要に応じて依頼するということぐらいなのかなと思っております。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私もやはり大渕副委員長とか山本委員長と同じような考え方なのですけれ

ど、おっしゃるとおりだと思うのです。やはり自分たちで決めて内容は自分たちで決めなければい

けないと思うのです。ただそこに持っていく手法というのですかやはり政策のつくり方だとか、そ

ういう専門的なこと自分たちが技術的に学ぶということでは私はどんどん使っていくべきではない

かと、そういうふうに思いますので是非そういうときに使っていただければと思います。 
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ですから今回先ほどもチラッと決算書のあれありました。技術的にどういうところを見ればいい

のかと、そういうことを学びたいと思ったときに、やはりそういう専門家の方いると思うのです。

今回するか、しないか別にしてもその方から専門的な方から決算書とか予算書の見方を学ぶとか、

「こういうようなつくり方がいいのではないか」という提言をもらうとか、そういうことも１つ考

えていって、そういうような使い方をしていけば有意義ではないかと思うのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれど、この９条の３に「調査機関に関し必要な事業は議長

が別に定める」というのは、これ何か定めていましたか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ないです。 

○副委員長（大渕紀夫君） なにもないのですね。ということは、例えば専門的知見の依頼の仕方、

議会運営委員会で決まったらいいとか、お金はここまでとかそういうことをこれから決めないとい

けないということですか。どんなことになるのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分そうなると思います。まだ設置していませんから費用をどうい

うふうに掛けるのかという部分もありますし、どういう運営させるのかという部分もありますので。

ちょっと参考には三重県からもらっているのですけれど。三重県でも付属機関、専門的知見を設置

するために設置したのです。自治基本条例つくってから２年ぐらい前に設置しているのです。そう

いうものを参考にしながら、つくっていかなければいけないなと。三重県も同じです。こういうや

り方していてそのときに初めてつくったのです。三重県はそういう個別の何かの手法をするという、

何か具体的に手法をどうにか組み立てるということではなくて財政問題に対する三重県全体がどう

あるべきかという意見をもらうために専門家を。要するに知識の豊富な学者のほうから意見をもら

っている。まだやっているかもしれません。ですから言ったとおり使い方はたくさんあるのだろう

と思います。この自治法の改正のときにも、つくられたときに全道の町村議長会は準則出さなかっ

たのです。準則出していないのです。というのは、「その自治体で対応が、考え方があるでしょう」

ということで、あえて出さないという通知書が来ているのですけれど。「当該団体の自主性に任され、

特に標準会議規則に一律に規定する必要はない」と。だからいろいろな使い方が考えられるのかな

とは思います。だから市の使われ方と町村の使われ方、今実際に違いますよね。町村はもっとより

具体的。教育長のあり方がどうなのかとか、廃止条例の考え方がどうなのかと使っているわけです。

市とか県はどちらかというと理念に近いほうで活用しているということです。だからうちもその辺

は押さえておく必要がある。だから個々に対応ということよりもそういう方向性のときに扱うとい

うような考え方が必要です。そうでなければ多分これ使わないでずっと条文で留まってしまうので

はないかという気がします。理念使うなら理念使うでいいのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。であれば議会事務局大変でなければ栗山、中頓別、それか

ら福島そこの白老で必要な事項は議長が別に定めるとなっていますけれど、そういう部分がどうな

っているか。そういう例えば既定なり何かがきっとあると思うのです。それをちょっと面倒でも取
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って、次に出していただくようなことは議会事務局としては難しいですか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まだ福島、中頓別は資料を出しただけで調べてもいませんけれど、

栗山は前に１回聞いたことがあるのです。実際に電話掛けて前の局長のときに聞いたのですけれど、

本当にこれ専門的知見かなと思ったぐらいだからたいしたことないのかなと。要するに神原先生に

お願いしているという程度だから本当に専門的知見なのかと。何か講演会でもしてもらいに来たよ

うな感じしか受けなかったのですけれど。あとは調べてみます。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） その栗山さんは決め事がちゃんとないということですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本条例にはうたっています。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここで言っている議長が別に定め調査機関に関し必要な事項は、議長

が別に定めるとありますよね。だからどこで決めてどうやって依頼してどういう基準で依頼して、

お金はいくら払って機関だって全部議運なら議運で全部たたいてやっているのかということを私は

聞きたいのです。そういうことが具体的にないと何か「では頼みましょう」、「あれでどうですか」

というようなことでは。そういうことですか。違うと思うのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分ほとんどが神原先生だと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） それはちょっと違う。顧問弁護士みたいなものですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 「どうやって出しているのか」と聞いたら「謝礼だ」と言っていた

し、ちょっと違うような感じで前の電話では受けたのですけれど。それっきり掛けていないのです

けれど。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私の頭のイメージの中では、例えばいろいろなテーマが決まれば持って来

る専門知見の考え方というのは違ってくると思うのですけれど。例えば条例だとか政策という部分

で、先ほど私、学生使うと言った。時期的に合えば学生さんというのは論文を提出するために研究

するのです。ただ白老町テーマにしよう、白老町こういうことをしようとしている。その自分のテ

ーマに沿った裏づけになるわけです。白老町が実際にやっていることを形にしていくわけですから。

でもほかの町はどうかわかりませんがほかの町というのはどうもいろいろなものを見ると、理念が

あってそれに貼りつけていって形をつくっていっているように感じるのです。そのための専門知見

を使っている。しかし白老町が今やろうとしていることは実態があるものに対して、それの理念を

どうもって行くのかとか政策をどうするのかとかこのためには条例をどうしたらいいのか。実態の

あるものに裏づけをつけようとしているというこの違いがあるような気がして。学生をもってくる

ときに例えば学生さんにお願いして「一緒に研究してみないか」と。ホームステイだとか夏休みの

期間、学生さん結構持っていますから。そういう休みの期間をホームステイだとかいろいろな形の

中で。形はいろいろな形があると思うのです。確かに偉い先生を連れてくるとホームステイという

わけにはいかないかもしれないけれど、そのときそのときのちゃんとした規約をつくらなければい

けないのかもしれないけれど、私はそのときそのときの対応があるような気がするのです。そして
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議員同士の中でもってワークショップで、いろいろなものを議論ぶつけ合いながら進めていくとい

うのも私は白老町のそういう専門的知見の使い方なのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今氏家委員が言われたのは大学のゼミのフィールドワークとして、白

老を使っていただくという意味ですよね。それは多分全国で各市町村で結構やっているところあり

ます。大きなところ小さなところまで。小さかったら小さいなりにあるのです。ですから白老でい

えば例えば町立病院の問題、こういう状況というのはないのです。周りにものすごく病院群があっ

てここだけ町として残っていて、そして１次産業もあり２次産業もあり３次産業もあるというよう

な町というのは、なかなかほかの市町村にないのです。そういう中での町立病院のあり方というの

は医大生なんかのフィールドワークとしては極めて興味のあるものだと私は思っています。 

ですからそういう意味で例えば議会基本条例なり何なり、これから白老が背負っていくべき中身

のもので、そういうものを使うというのは、私はとっても結構だと思うし、それを位置づけるので

あればそれはいくらでも位置づくことだろうと。ただ私はそういうのがだめだとか、いいとかでは

なくて、やはり一定のルールをちゃんと決めないと、使うとき使えないのではないかという気がし

てどうにもならないのです。そういう提起を例えば議会運営委員会でやるのか。たぶん議会運営委

員会になるのだろうけれど、やはりそういうものを１つつくっておく必要があるのではないかとい

うのが私の意見なのです。だからそれで「必要な事項は、議長が別に定める」。これをつくらないと、

予算だってもらえないですよね。町にただ「何もないけど専門的知見使うから」とならないです。

「こういう根拠に基づいて、やりたいのだ」ということで「まだ中身は決まっていないけれど」と

いうことになると、その裏づけになるものをきちっとつくっておく必要があるのではないかと。そ

うでないと、条例だけはつくったけれど、結果的には「何か知らない、最後まで１つも使わないで

終わってしまった」となりかねないのではないかと。 

例えば今の政策研究会で使うとしたら、こういうのを今やらなければだめだと思います。だから

それは私が言ったように各市町村のやはり市町村だから市町村の状況を調べていただいて、資料出

していただいて白老町に合うものをやはり考えていく必要があるのではないかと。そういうふうに

しないと次にいかないのではないかというふうに思っていったのです。ですから氏家委員が言われ

たことも、ほかのところでそういうことが盛られていなかったら、そこを盛ればいいのです。白老

は白老の独自のやり方で。皆さんがいいと言えばそういう形で白老町は白老町でつくればいいので

はないかな。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 大渕副委員長の言われたのは本当によくわかるのですが、例えば１つの基

準というか規範になるもの。例えばそれも時々によって変わりますよね。ですからその時々で運営

委員会の中で要綱なりそういったものをそのときそのときでもって定めていくというやり方がある

のか。例えばざっくりと議長の今のそういった部分で押さえながら、そのときそのときによって要

綱みたいなものを立ち上げながら取り組んでいくというやり方が、私はあるような気がするのです。

ここで「こういうものだ」という形を決めてしまうよりは逆にそのときそのときの専門的知見に対
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しての要綱みたいなものを議会運営委員会の中で決められれば、それはそれでいいような気がする

のです。 

 使う人によって違うと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちなみに参考事例ですけれど。今氏家委員が言ったのは三重県がそ

うです。三重県はその設置する都度に要綱を定めている。ですから名前も三重県財政問題何とかか

んとかというやつの要綱なのです。名前の次に委員名入れたりして書いているのがそうです。ほか

はちょっと今のところはわかりません。 

 レベルによっては、報酬額が違ってくるのですよね。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休 憩   午後 ３時２０分 

                                               

再 開   午後 ３時３８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。 

 専門的知見の活用方法についてはやはり我々で充分議論したうえで、必要に応じて行うというの

が基本的なのですけれどいわゆる予算だとか、そういったものも絡んできますので手続き上の問題

がどのようにするかというのがまだ残っていると思うのです。この辺はちょっと、調べてください。

ないという話だけれど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 実際にはないのです。ここを見ていただいたらわかるように 18 年

度はないのです。 

○委員長（山本浩平君） それも、必要に応じてということになるのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 制度上できたのが 18 年ですから、18 年にできるようになったので

す。６月の改正で。19 年７月から 20 年６月までに３団体しかやっていない。北海道の栗山、福島、

中頓別とわかるのではないですか。次の年全国で７しかやっていないのです。今年何ぼなっている

かわからないけれど。北海道は、栗山、福島、中頓別です。あと福島県、京都、和歌山、鹿児島が

増えただけです。だから自治法上はできるという規定であって「議決を取ってやりなさい」とこう

なっているわけです。手続き上は先ほども言ったとおり「標準会議規則では定めません」となって

いるのです。それぞれの議会の自主性があるからどんなような、「さまざまなことがあるでしょう」

と考えられているのです。「統一した見解は出しません」と書いているから、つくってやっているか、

法律上に基づいて設置しているか、それはわかりません。ただ三重県は設置したときに設置する都

度つくっているということです。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。ということでございますのでまず研究会、白老町自治基

本条例に関する政策研究会と白老町高齢化問題に関する政策研究会、これが立ち上がりましたので

これらの研究を行っていく段階において、必要が生じたときはぜひ議運等に諮っていただいた中で、

どうやって町のほうに予算を要求していくか具体的に議論をしていきたいと。検討していくと。こ

のようにやっていきたいと思います。よろしいでしょうか。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 先ほど４時というお話をいたしましたけれど、きょうは非常に皆さんお

疲れのようでございますので、きょうのところはここまでにしたいと思います。次回から（４）な

のです。これ本会議後の議会運営、一般質問等の検討会の設置。検討会と書いていますけれどこれ

はいわゆる我々の議員活動の議会活動、議員個々の資質向上のための反省会といったようなもので

ございますので、これを今までの議論の中では「必要ない」というお話の会派もございましたけれ

ど、ぜひともこれどうやった方法でやっていくかということも含めて各会派で議論を是非していた

だきたいとこのように思います。 

 局長のほうからほかに何かあれば。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にありませんけれど、きょうも提示しておりますけれど、本当に

時間がなくなってきているのです。議員報酬は別にして、議員定数を変えるということになれば、

来年の 10 月選挙ですので、遅くてもことしいっぱいには示しておかないと、それは立候補される方

には失礼に当たるのではないかなと。本当に時間がないという中でどういう議論をしていくのかと

いうことになろうと思います。多分今年いっぱいは議運開くような今のどこかではなっていません

ので。 

○委員長（山本浩平君） 必要に応じてこれは開きたいと思いますので特に報酬と定数に関しまし

ては、次の人たちに任せようということで投げるというわけにはこれはいかないと思います。われ

われの中である程度の方向性というのを出さなければならないと、このように思いますので必要に

応じて議会運営委員会を開催したいと思いますので協力のほうよろしくお願いをいたします。 

                                               

  ◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） それでは以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。お疲れ様で

した。 

（午後３時４３分） 


