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平成２２年白老町議会決算審査に関する検討小委員会会議録 

 
平成２２年 ８月 ９日（月曜日） 

   開  会  午後 ３時０１分 

   閉  会  午後 ３時３１分 

                                           

○会議に付した事件 

１． 小委員会の正副小委員長の互選について 

２． 小委員会の名称について 

３． 今後の運営の方法等について 

                                           

○出席委員（６名） 

 小 委 員 長  及 川   保 君    副小委員長  近 藤   守 君 

 委 員  斎 藤 征 信 君    委 員  吉 田 和 子 君 

 委 員  本 間 広 朗 君    委 員  前 田 博 之 君 

                                           

○欠席委員（なし） 

                                           

○説明のため出席した者の職氏名（なし） 

                                           

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     参 事    千 石 講 平 君 
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    ◎開会の宣告 

○小委員長（及川 保君）  今、これはレジメに載っておりますが決算審査特別委員会に設置し

た小委員会を開催いたします。 

                                  （午後３時 １分） 

                                           

○小委員長（及川 保君） この小委員会は事前に、今出席されておる各委員の皆さんがメンバー

として選ばれておるわけでありまして決算審査特別委員会が終了までいろいろとかかわっていただ

くということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 そこで１つ目、正副小委員長の互選についてでございます。どのように取り計らいをしたらよろ

しいでしょうか。前田委員。 

○委員（前田博之君） これは親の正副委員長が兼務するとはならないのですか。もし、それでい

いのであれば連動しますから私はいいのかと思いました。ちょっと別な小委員会と違いますから。

申し合わせ、事項を読んでいませんけど差し支えないのであれば、そのほうが二重的なことをしな

くてもいいと思います。 

○小委員長（及川 保君） 今、前田委員のほうからそういう意見が出されました。今、前田委員

のほうから正副小委員長については決算審査特別委員会の正副委員長で進めることができないのか

というお話がありました。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） そういう決め方もないわけではないですけど、過去には必ずしも正

副委員長が小委員会の正副をやるということには限ってはいません。だめだということではないで

す。広報の小委員会はなぜ正副委員長に常任委員会の正副委員長をあてているかというと、議会運

営委員会の対比という考え方でやっているので広報の常任委員会は小委員会が中心に動くだろうと

いうことで、あえてそういう位置づけにしているのです。財政のときには小委員会は加藤さんがや

っています。必ずしもそうとは限っていないのです。皆さんがそれでよろしければいいと思います。 

○小委員長（及川 保君） そういうご意見があったのですが、今の上坊寺事務局長の説明ですと

それは可能ですということですがご意見はほかにございませんか。ということで皆さんのほうから

ほかございませんけども、前田委員がおっしゃられたような形で進めてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（及川 保君） わかりました。そうであれば正副小委員長につきましては総務文教常

任委員会の正副委員長が務めるという形で進めたいと思います。 

 それでは２つ目です。小委員会の名称について。皆さんにお諮りをしたいと思います。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 仮に決算審査に関する検討小委員会になっていますけど、これに決算審査

等が入るのですね。 

○小委員長（及川 保君） 決算審査は入らないです。予算は入るのです。別の補正とかがあった

りするものですから、決算審査は補正がないのです。決算審査特別委員会小委員会でよろしいです
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か。決算審査検討小委員会、そのほうが聞くほうにとってはわかりやすいですね。決算審査検討小

委員会。その委員会をどう進めるかということだから。決算審査に関する検討小委員会でよろしい

ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（及川 保君） ではそのように決定をいたしました。 

それでは３つ目です。今後における運営の方法について。これは大変重要でありますので十分検

討して進めたいというふうに考えます。本決算審査特別委員会というのは、その後に示されるであ

ろう新財政改革プログラムの見直しの時期とも重なりますので、その部分を踏まえた中でこの委員

会を進めてまいりたいと、全委員の皆さまにもそういう考え方のもとで進めたいという考えであり

ますので、何か考え事があろうかと思いますので出していただきたいと思います。１、２点継続と

いいますか、議運などで出された意見が実は検討されてきた経緯が今まであるのです。それも保留

といいますか、皆さんの一致した意見の中で時期尚早とかいろいろあった中で進めてきておるので

すけども、１つには予算委員会の質問回数は本会議に準ずるという形で今まで進めてきております。

これは取っ払ったらどうかという意見も出されているわけです。これが１つありました。これだけ

皆さんの意見の中で継続という形で検討しようと、なかなかそこまで踏み込めなかったというのが

現実なのですが今般の委員会ではその辺も踏まえて進めていけたらいいかというふうに委員長とし

ては考えてはいたのですが、今この小委員会の中で皆さんのご意見をぜひ伺っていきたいと思いま

す。課題として残されているのはその質問回数です。質問回数をどうしましょうか。近藤副小委員

長。 

○副小委員長（近藤 守君） 私は従来どおり３回として、どうしてもというときには４回目、こ

とによっては５回目も確か許可していると思いますので、やはり撤廃というのはちょっといろいろ

問題があるのかという気がしますので３回でもってあれをつけてやるのが１番いいかと私は思いま

す。 

○小委員長（及川 保君） 従来どおり進めて、３回以降も、今までの経過でも実は私の以前の方

もそうだったと思いますけども、許可をして十分理解できるような形ではとってきたつもりですけ

ども。今、近藤副小委員長の話では３回はそのまま維持したらどうかという意見であります。斎藤

委員。 

○委員（斎藤征信君） 今ここで一つ一つ課題について答えを出していくということは、今ここに

運営の方法について課題を並べておいて、それを検討するというようなことでいくのかという気が

していたものだから。 

○小委員長（及川 保君） 失礼を申し上げました。 

 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 ３時１３分 

                                           

再  開  午後 ３時１３分 
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○小委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 今、斎藤委員のほうから本日の会議の中でそれを決めていくのかというご意見がありました。委

員長として大変進行の仕方がまずかったというふうに思います。陳謝を申し上げたいと思います。

実はこの小委員会、決算審査をやる前に、来月開かれることになっておりまして、まずその進め方

をどうするかということを本小委員会の中で決めようと思ったのですが、これはやはり性急に今結

論をここで出してこうする、ああすると進めるのではなくて、もう１、２度進め方については全委

員の皆さんのご意見も十分踏まえて進めてまいりたいと思いますので本日は課題を課題としてとら

まえて次回の小委員会の中で考え方を示していただければ皆さんと十分議論して進めてまいりたい

と思います。前田委員。 

○委員（前田博之君） 小委員会ができて課題云々と、私も今までの予算審査は別にして、決算も

本当は含むのだけど、きょうは決算だからそれも含めて小委員会が議運の中でできたということは

私は賛成をしましたけど、それは今まで決算の議会の審査の仕方が形骸化しているというか、何も

変わりがないからここでやはり議会として政策的にもう、あるいは厳しい財政状況だから、どうあ

るべきかということをどこからか視点を変えて議論をすると、あるいは指摘をすると、そういう部

分での小委員会だと思うので、その辺が本当に我々議員がその席に立ったときにそういう意識で一

つ一つ質問なり、事前に議案を精読して勉強してやれるかどうかということの基本的な視点に立つ

ことが大事だと。そして今まで議会改革をやって私は初めて小委員会ですけども、結果的に何も決

まっていないのです。きょうもまた、きょうは決めなくてもいいのだけど、やはりある程度期限を

決めていかないとまたこれはずるずるなるのです。その辺が今ここにいる、私も含めて、どういう

視点で切り込んでいくかということが私は大事だと思うのです。いくらまとめても、では委員長が

答申したことが議員おのおのが実行できるかどうかということなのです。ですから今、近藤副小委

員長が原則３回と言ったのはわかりますけど、だけどそういう切り込み方をしていくと補正予算な

どの質疑をみても、この前も一つの問題で２時間ぐらいかかっていますね。だけど結果的に３回で

打ち切ってしまうのです。その辺をどうするかということをやっていかないと、それはこの数字が

どうなったこうなったというのは３回でいいけど、政策でやったら絶対町側は認めないのです。仮

に否があっても。だから謝まらすわけではないけども、どう評価させるかということが我々の役目

であれば、ずるずるやるわけにはいかないとは思っていますけど、やはり４回、５回出てくるので

す。そういう部分の整理の仕方をどうするかということをやっていかないと、ちょっと従来のまた

元に戻ると思います。だからどうだと言われたら、皆さんで議論していかないといけないけど、そ

ういう部分が本当に大事かと思うのです。だから議会の権限・権能をいかに使えるかということも

踏まえてやっていかないとだめかと思うのです。 

○小委員長（及川 保君） いろいろ出していただきたいのです。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） あたっているかどうかわからないけども、決算の予算審査というときにす

ごく大事なのだけども意見がなかなか出ない部分もある。いかに中身を濃くしていくかということ

が一つの大きな狙いだろうという気はするのです。とすれば予算書とか決算書とかがくるのは質問
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を一般質問などを出すときと同時にきますね。そうすると一般質問をする人はそのときから一般質

問の用意をずっとやっていかなくてはならない。そしてその用意ができて一般質問をやったらその

あとすぐに今度は審査にかかると。この間に何も検討時間もないのです。その前に十分検討する時

間があればいいのだけども、それは一般質問のほうにかかっている。そうやって考えると、だから

不十分なまま前の日にばっと調べてきて、次の日に質問するというような形になってしまう。それ

でやはりよくないのだろう。そのことが特別会計などで質問が出てこなくなる原因の一つでもある

のかという気もするのです。だとすれば、そういう予算書や決算書を早く出してくださいというわ

けにはいかないのだろうとは思うのだけど、それに合わせて我々に配布されてから検討する時間と

いうのを１週間なり何なりをおいてそのあとにその会議に入るというような、そういう方法を取る

必要はないのかどうなのか。そういう余裕を与えてもらう必要があるのではないかという気はいつ

もしていました。 

○小委員長（及川 保君） ただいまの意見も非常にごもっともな意見だというふうに思います。

以前は決算審査というのは本会議の間に挟まっているようなことはなかったのですね。監査独自に

やっていた経緯があったのですけども、今はそういう形式を取っていますので、今の意見も十分参

考になる意見だと、改善すべきところもあるというような考えもあります。これは町側とちょっと、

多分まだ難しいでしょうね。早めに出すというのはどのような状況ですか。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ルールがありまして、これは無理なのです。新年度予算は何日以内  

と決まっていますし、うちは決算を出してもらうのは早いほうです。９月の頭に出てくるというの

は市でも余りめったにないですし、町村でも少ないと思います。ですから出てくる時期は早いほう

なのです。これより早く出すということは現実的には無理だと思います。 

○小委員長（及川 保君） ということは決算審査を別にずらすかしかないわけですね。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） だから、私も大体そうだろうと思うのです。一生懸命やってあの時期に出

てきているのだろうと思うのです。ただ、終わりの期限もいつまでに出さなくてはならないから、

いつまでに打ち上げなくてはならないという期限もございますね。その間にそういう余裕の取れる

だけの時間というのがないかどうかということ。そのことが一つ考えることができるのではないか

と。うちの議員の数からいうと一般会計と特別会計を分けて両方で審査するというような、そのよ

うな方法もやってやれないことではないのだろうけども、やはりそれでは無理がかかるだろうと。

やはりみんなで全体を埋めるぐらいの規模なのだろうという気がするものだから、みんなでやるの

であればやはりそのぐらいの余裕はぎりぎり取れないかどうか。そのあたりが大事な問題ではない

かと思うのです。後も詰まっているのだと、ここまで打ち上げなくてはだめなのだという中でやっ

ているのであれば、もうこれはどうしようもないですけど。 

○小委員長（及川 保君） 今の斎藤委員のご意見は、今急に今回改善できるかというとちょっと

非常に難しい部分がありますので、次年度以降にきちんと形としてできるように進めてまいりたい

というふうに思います。今後の検討課題の一つだというふうにとらえておきたいと思います。吉田

委員。 
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○委員（吉田和子君） 今、斎藤委員から出された検討課題の一つとしていくということなのです

けど、ということは出す期限は大体そのときになるのだろうと。そうしたら今回はもう決算委員会

も全部決まってしまいましたね。この次は出すのは大体日程的には毎年同じだろうと、そうしたら

その一般質問を終えて次の週のまたもう１週間ずらして決算委員会を持つことができるという可能

性があるということですか。ことしはもう決まったからだめだけど、その次の年は大丈夫だという

ことですか。 

○小委員長（及川 保君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） このルールにしたのは、皆さん全員で決算審査、予算審査をすると

いうことでこのルールになったのです。従来決算審査というのは７名の委員で構成していまして、

11 月に従来ですと閉会中の付託審査ということで審議をして委員会報告をされて採択をされてい

たと、12 月議会に。それをやめて全員でやるということになって、この仕組みになっているわけで

す。ですから予算も決算もそうですけど、今回２日で終わるとマックスで５日ぐらい中が取れるの

です。ですからそういう配慮をしながら日程を組んでいるということです。議会全員ばかりではな

くて行政のほうも全員縛りをかけてしまいますので、これより長期間にロングランに定例会を組む

ということはなかなか難しいのではないかという気がします。これはあくまでも議会側の投げかけ

でこういうふうになったという決算にしては。ですから今みたいな形でやるのであれば前の仕組み

に戻していかないとやり方としては難しいと思います。この仕組みをとったときから、あくまでも

政策議論にしましょうと、従来のような数字的なものだとか細かい部分についてはやめましょうと

いうことではないのですけど、極力時間的な部分からいったらもっと大きな政策議論をしましょう

ということで町とこういう仕組みでいきましょうと合意をしたという経緯があります。 

○小委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今言われたことはそのとおりだと思うのです。実際に前にやっていたとき

には、これは切り離れて考えたときに決算委員会はそういう仕組みをしっかり理解するために数字

や何かを覚えるためになるべく新しい議員が出て一生懸命質問しながら勉強をしたほうがいいのだ

というようなことを言われた記憶もあるし、ただ最近はそれを起えて政策的な議論にしようと、こ

うふうに変わってきたことも知っているのです。だから実際にやってみて、みんなが一生懸命そう

いう政策議論をしようと、こういうふうに考えたときにやはり先ほど形骸化という言葉が出てきた

けども本当にそれを政策的に論議するのであればもうちょっと時間がほしいということから、もう

ちょっと時間があればというふうな反省として今出したわけなのです。 

○小委員長（及川 保君） だから現実にそういう部分がありますから、私は先ほどずらして可能

かというふうに考えていたのですが、でもそれはなかなか難しい状況の中で今後日程、今十分最大

限配慮したと上坊寺事務局長のほうから説明がありましたので、その部分を皆さんに了解をしてい

ただきたいというふうに思います。今後もきちんとそういう時間が取れるような日程組をしていく

ということで事務局のほうにもお願いをしておきたいというふうに思います。次回の小委員会まで

に課題といいますか、これをきちんと検討できるような案を持ってきていただければありがたいと
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思います。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の一つとしては、十分とおるということから言ったら本会議に合

わせないで休会を利用してやるということは可能なのです。ただ、議員さんの負担が、そうなると

全員拘束できませんから課単位とか、部単位の拘束にしかならないのです。小さい範囲の拘束にし

かならなくなるのです。それで可能なのかどうなのか。それに対して必ずしも理事者が出てこられ

るとは限らないですし、従来は当然入っていませんでしたから、そういうような対応をしていくの

であればある程度その視点から、ここで議論してみたほうがいいのではないですか。長野県で昨年、

長野県の決算審査特別委員会がマニュフェスト大賞を取っているのです。だからそれがどういう仕

組みでやられているのか。そこも長野県で相当時間をかけているのです。施設へ行ったり、確か委

員会でも職員が入らないで委員同士で確か議論をして新年度につなげるようなことを提案している

というのをちょっと聞いたことがありまして、そういうものも工夫してやっていくのか。そうやっ

たら通常の全員の委員会構成になっているかもしれませんけど、通常の総務とか建設厚生の委員会

のように休会中に都合のつく部署に来てもらって決算を集中的にそこの部分だけをやっていくとな

るのか。だからそうなったときに議員さんは相当ハードになってきます。だからその辺も含めて議

論したほうがいいのではないかという気がします。議会として効率的な運営をするというのは自然

的に求められますので。 

○小委員長（及川 保君） どうでしょうか。課題を次回に、今上坊寺事務局長から説明があった

部分も含めて、斎藤委員のほうからあったものも含めて、それから出された前田委員の意見も含め

て、ぜひ持ち帰って次回まで、次回までというか今後決定する必要がある部分があると思うのです

けど。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） きょういただいた資料の中にもありますけど、決算というのはどういうふ

うにあるべきかと基本的なことを書かれていますね。その予算につながるものだと。政策議論をし

なさいということは、その使ったことがどうのこうの、もちろんそれも大事なのです。効果が大事

なのですけど、それが来年度の予算にどう生かされていくかということもあって、決算委員会で事

業評価みたいな形で前もってやることも必要だろうということもありますので、これから議論をし

てどういった形の進め方がいいのか。そういった時間が取れるのかどうなのかも含めて今後やるべ

きだと思います。 

○小委員長（及川 保君） 吉田委員の今のお話は全くそのとおりだと思いますので、そういった

ご意見も含めて次回の小委員会までにまとめてきていただきたいというふうに思います。よろしい

ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                           

    ◎閉会の宣告 

○小委員長（及川 保君） それでは決算審査に関する検討小委員会をこれで終了したいと思いま

す。ご苦労さまでした。 
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                                 （午後 ３時３１分）  


