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平成２３年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２３年 ７月２０日（木曜日） 

開  会  午前 ９時５９分 

閉  会  午前１１時３１分 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．町有財産の取得または処分のあり方について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 吉 田 和 子 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君 

     臨 時 職 員    白 綾 美 紀 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日の議題は、昨年 12 月会議において所管事務調査として取り上げ

ました町有財産の処分または取得のあり方についてであります。実は３月、６月会議に調査を

継続という形を取りました。十分審議されたと私は判断しておりまして、この案件をきちんと

けじめをつけたいという考えのもとで本日の会議に挑みました。各委員の皆さんのご協力そし

てこの案件のけじめをつける方向で議論いただきますようにご協力をお願いしたいと思います。 

まず議論をした過程で、皆さんの委員会の総意として条例改正をするのだと、こういう全員

の意見をまとめてあります。そこでその後正副委員長に町側への対応をお任せいただきまして、

実は副町長にこの件を報告しておりまして、条例改正に向けて議会としては進みますという報

告をしております。町側は、議会がそういう形で進むのであればやむを得ないでしょうと。町

側としてはこれを率先して条例改正に向けて進めるという状況に今はなっておりません。そこ

で、議会としてこの意志をきちんとまとめることができるかどうか、きょうがそれにかかって

いるというふうに考えております。そこでまた振り出しに戻すという話になりませんので、そ

ういう進め方はしたくないと思っていますので、皆さんの意志というのは固まっていると私は

とらえておりますので、その方向で進めたいというふうに思います。この件について委員の皆

さんから方向性で何かあれば受けたいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） かなり議論を重ねてきていますので。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０３分 

                                         

再開 午前 １０時０５分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

条例改正という方向で総務文教常任委員会が進むということは意志確認しております。そこ

でまずきちんと議論を積み上げていきたいなというのは、大まかに３点ほどございます。 

まず金額、現在予定価格が 2,000 万円以上という設定でありますが、これをどうするか。そ

こが今回の主題ではあるのですが、このことがまず一点。 

２つ目は、委員会として条例改正の提案をするわけであります。本会議の中で提案をすると

いうことを皆さんに確認をしておきたいと思います。 

３点目なのですが、提案の理由。条例改正を委員会が本会議において提案すると、この理由

さらに含めまして根拠もきちんと明確にしておかなければ当然ほかの委員の皆さんから質疑を

受けると思いますので、根拠、理由をきちんと明確にしておくということ。当然これはなぜ今
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やらなければならないのかという時期の問題もあります。そのことも含めて大まかに言いまし

てこの３点をきちんと明確にしておきたいなというふうに考えます。 

それではまず金額ですね。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） すみません、中身に入る前に１つだけ経過を確認しておきたいのです

が、先ほど町側は特別積極的に改正する意思は今のところはないという話がありまして、町側

としては国の動向を見てという話があったわけですよね。国の動向というのはこの案件につい

ては特に関連するものは出てこないというふうに押さえていいのでしょうか。国の動向を待っ

てと言っていたのですが、動向がないと。国は特別決めないということでそれが延びていると

いうことでここの委員会としては提案をその前にやりたいというふうに解釈していいのかどう

なのか、そのあたりどうだったでしょうか。 

○委員長（及川 保君） そうですね。町側としては今斎藤委員がおっしゃったように、従来

から言っているとおりなのです。要は国の動向がまだそこに至っていないものですから、これ

を検討するまでに至っていないと。そこは言っていませんが私もこの委員会の中でもおおよそ

の確認はしているのですが、途中で大変な災害が起きた等々を含めてこのことが前向きに国に

おいて進めることができるのかというのがちょっと非常に多くの疑問が残っておりまして、い

つになるかわからないというふうになればこのまま進むよりも、私たちも 10 月に改選を迎える

という、もう目の前に迫っているわけですよね。であるのならばけじめをきちんとつけておこ

うということも１つの理由ではあります。新たな議会に任せるのではなく、ある程度けじめを

つけたいという考えのもとで進めてきたということは言えると思います。ただ国も現実をすぐ

近々進めることになっていくのかそれはちょっと見えないところもあります。ただいずれにし

ましても国が法改正に向けて地方自治に任すとそういったいろいろ進めていることが、ある、

なしにかかわらず実はできるわけなのです。まちもできますしやろうと思えば議会もできるの

です。それは何も逸脱している状況ではないわけですから、これはできるということで判断し

ていいかなと私は思うわけです。ただ理由づけの中で、今斎藤委員がおっしゃったような時期

の問題はきちんと明確にしておかなければいけないというふうに思います。なぜやるのかなと

いうふうにこの辺はきちんと皆さんと議論してまとめていきたいと思います。皆さん多分同じ

かなという思いは。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そこのところだけちょっと確認しておきたかったのですが、国の動向

を見てという。自分たちでできることは事実なのですが、国の動向を見てその動きによっては

また考えようがあるのではないかというような話もないわけではなかったわけですから、ただ

それを待ってみましたが国の動向は今のところ不明であるということで今期中に私たちはこれ

を今の情勢に絡んで決めていきたいということで押さえていいわけですね。 

○委員長（及川 保君） あとはございませんか。 

近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 確認なのですが、今委員長から話が出ました３点についてはあく
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までも受け払いの金額の面ですよね。 

○委員長（及川 保君） いいえ。３点ほどと私が申し上げたのは、金額と提案する理由、根

拠それから改正の必要性です。 

近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 要するに山林の 5,000 平方メートル、これは変えることはできな

いということで、全然別個という考えですね。 

○委員長（及川 保君） そのとおりです。再確認ですね。今副委員長がおっしゃったように、

5,000 平方メートルの面積については動かせないことでして、金額だけのことです。いかがで

しょうか。予定価格を 2,000 万円以上という現在の条例の内容でありますが、この 2,000 万円

を幾らに設定するのか。各市町村の状況が皆さんのお手元に資料としてあろうかと思いますが。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 前回まで 700 万円の 5,000 平方メートルという形で一応はその方向で

いくというふうに確認していましたか。まだ確認はしていなく、これから金額が出てくるとい

うふうになるのかどちらでしたでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 今 700 万円と斎藤委員のほうから話がありましたが、これはまだ全

然、こうしましょうという議論はしていません。700 万円と前回しましたか。 

○副委員長（近藤 守君） ５月 20 日の議事録に。700 万円になったのです。 

○委員長（及川 保君） 失礼しました。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時１６分 

                                         

再開 午前１０時１８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

５月 20 日の総務文教常任委員会の中で、予定価格 700 万円以上が妥当だろうという議論を

結構行っておりまして、皆さんと 700 万円以上という金額については確認をしておりました。

大変失礼を申し上げました。この金額は 700 万円以上ということで再度確認しておきたいと思

います。よろしいですね。 

斎藤委員どうでしょうか。 

○委員（斎藤征信君） 700 万円、前の意向はずっと引き継いでいきたいというふうには思い

ます。ひっくり返したりするようなつもりはないです。ただ 700 万円にする場合にその理由づ

けというのがどこに根拠があるのかということをきちんとしなければ、そこの部分をちょっと

今心配したものですから。 

○委員長（及川 保君） わかりました。斎藤委員の心配は十分理解をいたします。このこと

についての根拠等々については金額を決定後、きちんと議論をして積み上げていきたいという

ふうに思います。それでは、予定価格の 700 万円以上という改正でありますが、よろしいでし

ょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、決定をしたいと思います。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時２０分 

                                         

再開 午前１０時２１分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 理由の１つになるのでしょうが、全国における地価の累積変動率とい

う表をいただきましたよね。昭和 49 年に 100 とした場合にちょうど今がそのレベルの地価にな

っているのです。最高のところが平成３年がピークになってそれがちょうど 300 なのです。昭

和 49 年を 100 とした場合に平成３年にピークが３倍なのです。そしてまたもとへ戻っているの

です。ですからちょうど金額的にいえばやはり今の３分の１でもちょうど同じレベルで考える

ことができるというのも１つの根拠かなと。2,000 万円の３分の１ですから大体 700 万円が。

先ほど吉田委員が言いましたのと合わせて考えればそれも 1 つの大きな理由かなという感じが

します。 

○委員長（及川 保君） そうですね。これは当初出された資料なのですが、この状況も皆さ

ん十分理解していると思います。現在の条例が改正された昭和50年に2,000万円になりました。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２４分 

                                         

再開 午前１０時５３分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

この条例改正をなぜするのでしょうかと、なぜ今の時期にするのですかということも含めま

して、平成 22 年の定例会９月会議の中で報告をしております。委員会報告をしております。こ

れが皆さんのいろいろ議論の中でまとめた報告でありましたが、この報告書の後段の中で、し

かしながら条例改正した昭和 50 年当時から既に 30 年を経過し、全国の地価変動率は平成初期

をピークに下降に転じ現在に至っていること。また将来の日本の経済状況が大きく好転すると

いう兆しが見えないこと。さらには町財政が大変厳しい状況下で議会における監視機能を十分

に果たしていくことが求められていること等を合わせ考慮すると条例改正の必要があると思考

する。この文言と、本委員会としては国の制度改革についての動きについては十分理解したと、

しかしながら制度改革が遅れるなどの動向によってはできる限り早期に時代に即した条例の改

正を求めるのであります。というこの文言を全体としてほとんどこの理由づけになる大きなも

ととなるものが全部入っているのです。そこでお諮りいたしますが、この条例改正に至った理

由ということについてはこの文言を基本にして作成するということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（及川 保君） わかりました。それでは、もう１つ大事なことがございます。本日

決定した 5,000 平方メートル、2,000 万円以上という予定価格を皆さんの総意で 700 万円以上

にしようという決定をいたしました。この 700 万円以上とする条例改正の根拠をいかにするか

ということでありますが、先ほどの理由づけの中にも入っているのですが、余り長くならない

文言で、現在国においても地方自治法の改正、これが実は大きな議論となっております。大き

な震災が３月 11 日にあって、非常に先が見えない状況になってまいりました。そこでもう既に

この中身というのは地方自治に大きな責任、今まで国が担ってきた部分をやはり地元の住民の

皆さんにゆだねようという、実は大きなものがあるわけです。そこを十分踏まえまして今回の。

失礼しました。今ここに地方自治法の条例改正がどういう状況になっているかという部分があ

ります。ちょっと読んでおきたいと思います。平成 12 年４月１日から地方分権一括法が施行さ

れ、地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大する中、地方議会が担う役割はますます重要

なものになっている。議会の活性化を図るためにはその審議機能を充実強化していくことが必

要不可欠であるとこういうことでありますが、このことというのは先ほど申し上げたように、

議会としてのチェック機能をきちんと担保するためには今のような内容の説明が必要だという

ことが一点、それから今国の動向を待っているわけにはいかないわけでして、日々まちづくり

というのは動いているという観点から今この 700 万円にする理由づけというのは、町民の財産

を議会が最大限チェックを果たしていくのだということをこの 700 万円の根拠というふうにし

てとらえていきたいなというふうに思いますがいかがでしょうか。ちょっと説明が大ざっぱに

なってしましましたが。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 私はそれでいいと思います。要約されると思いますが、その中に合わ

せて、それをやることによって住民に信頼される議会に、言葉がおかしいのかもしれませんが、

近づけるといいますか信頼を得るような議会になってチェック機能を高められるという部分も

あるのかなと思いますので信頼される議会づくりの一環としてという考えもあります。 

○委員長（及川 保君） そういった内容も入れたらどうかということですね。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 2010 年２月 12 日に総務文教常任委員会条例提案に関してということ

でちょっと文章があるのですが、この部分がいいなと思って見ていたのですが。上は入れるか

入れないかは別です。町有地の処分に当たり、現状の処分額のあり方について議会や委員会で

議論され、数人の議員から行政に対し処分額の変更についての質問等があり、町はその都度検

討するとの答弁でその後一度も議会等に協議等がなされていない。これを入れる、入れないは

別です。そういうことがありました。その後の２行が私はすごく大事だと思うのです。言葉と

してありますがこれはすごくいいなと思いまして。議会のチェック機能を高め、財政改革プロ

グラムとの整合性を図ることはもとより、議会や委員会の権能を高め、議会の姿勢を示すため

にも所管の委員会から議案の発案をしたと。これはまとまっているかなと。 

○委員長（及川 保君） 今吉田委員の発言がありましたが。 
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暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０１分 

                                         

再開 午前１１時０２分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

この所管事務調査として取り上げました昨年の３月会議の中で、資料としましてこれになる

布石があったのですが、前年に一般質問の中でこの土地の件についての議論が交わされている

のです。そこで町は条例改正を含めて検討していくというような答弁もそのときになされてい

るのですが、やはり議会としても研究調査をする必要があるなということで実はそのときの資

料、最初の取り組みのときの資料なのです。前田委員がこのとき第１回の委員会のときにこの

資料も出されているのです。そういう経過の中でのお話でありまして、今吉田委員がこの文言

を根拠の理由づけの中に入れてもいいのではないかという話もありましたが、これをすべて入

れるかどうかというのは委員長に任せていただきたいのですが。この内容も十分踏まえて金額

の根拠として皆さんに説明したいなというふうに思います。いかがでしょうか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今この文章を上げたのですが、上の２行は質問したとか何とかという

のは私はいらないのではないかと思うのです。総務文教常任委員会として土地のあり方、財産

のあり方それをずっと所管事務調査としてやってきましたよね。その中で、条例を出すことを

目的にやってきたわけではないと思うのです。無償譲渡や無償貸付ですとか基本的にきちんと

ラインをつくりなさいですとかそういったことから始めていって、今度財産の管理はどうなの

だろうかということから入っていったわけですから、これは委員会として所管を取った者とし

て最後のほうの２行に私たちは当てはめてやるべきかなと、そういうふうにとらえていったほ

うが。文言があったからどうのこうのと詰めていくと、ちょっとずれていく可能性もあるので

はないかという気がしますので。 

○委員長（及川 保君） 今吉田委員がおっしゃったように十分この中身は必要でないもの、

必要なものをきちんと精査しますのでその部分はお任せいただきたいのです。ただ、今こうい

うように町の財政が厳しいという部分の説明については、例えば新財政改革プログラムとの整

合性もきちんと入れておいたほうがいいのかなと。ですからこの文言の中にはきちんと入って

いますのでこの部分もしっかりと入れていきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

皆さんどうでしょうか。このほかに何かここだけは説明しないといざ報告のときに総務文教

常任委員以外の皆さんのほうから非常にわからないと。このことはどうなっているのかという

ことも出る可能性もあるわけです。そこを踏まえてぜひ進言することを議論していただきたい

というふうに思います。 

吉田委員。 
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○委員（吉田和子君） 委員長、今条例提案というのは常任委員会提案なのですから、やはり

私の中にも議会として通してもらいたいというのがあるのです。ですからまだ日程的に９月と

いう考えでいけばまだ１カ月以上あるわけです。ですから委員長に１回まとめていただいて、

私たちは会派制を今取っているわけですから会派から代表でそれぞれ分かれて入ってきている

のです。ですからやはり各会派にはこういう報告を持って条例提案をするのですと、そういっ

たものをある程度説明をしておく必要があると。その文章に何かやはり、これはちょっと対案

ではないかと会派で出てくるかもしれません。そういったものをやはり議会の中で議論しても

らうのは十分私は必要だと思いますが、やはり条例を提案するわけですから議会の中で議員同

士が討論ということは、私は余りちょっと好ましくないと思うのです。ですからそういうこと

からいきますと、ある程度それぞれ会派に総務文教常任委員がきちんと説明ができる状況をつ

くっておいて、こういう報告にまとめたと。そういったことで１回時間があるということはそ

れができると私は思っていますので、いつも委員会報告を定例会が始まるずっと前に出すとい

うのではなく、１回つくり上げて見てそれでまた委員会で検討してそれでいいかどうかという

ことを会派にまた持ち帰ることも今後やはり必要かと。余りそのように下準備をしましたらだ

めでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 今吉田委員がおっしゃったことは私も考えていたのです。実はこの

委員会の中でも私何回か申し上げているのです。このことは非常に大事な件でありまして、本

会議の中でこれがいいとか悪いとかいうのは激論を戦わすような方向で私は持っていきたくな

いのです。そうであるならば会派制度があるわけですからきちんと総務文教常任委員がこれま

で議論しました中身も含めて、委員長がこれから議案説明をつくりますのでその文言も含めま

して各委員が納得して会派の皆さんに諮って議論をして、そこでまた何かあれば正副委員長に

出していただいて。議論を戦わすのも大事なのですが、これは会議の本当のところなのですが

この件についてはそういうふうには私はとらえていないのです。 

斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 私からもお願いしておきます。議員が条例提案をするわけですから賛

成多数で出したですとか何とかというみっともないことはすべきではなく、やはり全員賛成の

中で町政にも本腰という形をきちんと取ってほしいです。その手続きはきちんと守ってほしい

と思います。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私もそう思います。根回しですとか云々ではなく、議会が条例をつく

るということですから、１つの技術的なことですとか、やはりいい条例をつくるという英知を

結集するために広く議員に知恵を借りたほうがいいと思います。ですから無会派の人もいます

が、仮によその委員会がそういうことがあっても会派ばかりではなく無会派のほうにもそうい

うのを流していいものをつくるという形で、そうでなければ今斎藤委員が話したように何もな

ければ議場でやりますから。ですからそういう意味で今後の１つの流れの中で位置づけとして

今言われた部分が大事だと思います。根回しですとかそういう意味ではなく、英知を結集する
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ということです。ですからもし会派を通じるのであれば熊谷委員にも委員長からやはり言った

ほうがいいと思います。  

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） これは非常に町民にとっても自分たちの財産をきめ細かく管理し

てそれを売買するということで、これは決して笑われるようなものではなく非常に評価される

ものだと思うのです。それに対して議会側に反対するということはどう考えてもちょっと考え

にくいのです。ですからこれはやはり慎重にこのことについてはやるべきだなとそのように思

います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。今副委員長がまとめてくれましたので、このことを

十分踏まえて改正案をつくりたいなというふうに思います。 

それともう１点は、必要なときに、できれば９月に入らない時期のほうがいいのかなという

ふうに、８月末くらいまでにもう一度きちんとこの委員会が顔合わせをして再確認をしてこう

いうことを進めていくという方向で私は考えているのですがいかがでしょうか。皆さんには事

前にきちんと案内をしますのでぜひこのことをきちんと対応できるように皆さんのほうから何

かまたありましたら正副委員長のほうに申し出て滞りなく進められることを一致協力して進め

てまいりたいと思いますので、ご協力をお願いします。それでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） おおよそつくれましたね。そうであるならば、あと残されたのは私

がつくらなければいけないということも残っておりますので、ぜひ正副委員長にお任せいただ

きたいというふうに思います。 

その他で、前田委員。 

○委員（前田博之君） 今のまとまったものはいいです。ただ、前回私事務局長に議案の提出

する方法を聞きました。勉強されていると思いますが、勉強の意味を兼ねまして委員会の委員

長が提案をできますよね。これにつきましては委員長だけの形なのか委員の人といいますか賛

成者といいますかその辺の議事的なことはどういうことなのか。 

○委員長（及川 保君） 千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） まず提案の仕方につきましては、ご指摘のとおり委員会提案がで

きるという形で平成 19 年に改正になってございました。ほかの事例等を見ますとあくまでも所

管委員会の委員長名で提案と。ですから提出者、賛成者という形をもち得ないで委員会の委員

長が提出するという形になってございます。ちなみに流れを押さえておきますと、所管事務処

置を取っておりますので総務文教常任委員会の所管事務調査の結果という形で委員長報告がま

ず出されて、それを受けて議案提出という形になります。 

○委員長（及川 保君） 今の説明ですと、委員長報告と条例改正案というのは全く別個のも

のととらえていいわけですね。 

○事務局長（千石講平君） はい。 

○委員長（及川 保君） わかりました。皆さんわかりましたね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それで、当然委員長報告と改正案のほうはつくらなければいけない

のですが、そのように進めたいなというふうに思います。 

近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 委員会報告は理事者側はいなくなって議員だけでもって委員会報

告をやりますよね。条例としまして上程する場合にはどういう場面でどうなのですか。それを

教えてください。 

○委員長（及川 保君） 千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） これは今までの本会議の案件と同じように町長に係る議案と議会

の提出する議案というふうに分けて審議してございますので、今回条例改正といえ議会提案と

いう形になりますので、今までの流れからいけば理事者側、町側が退席した後に議論になるの

かなと思ってございます。 

○委員長（及川 保君） そこで、私が非常に疑問に思うことがきのうも実はあったのです。

緊急で皆さんを招集して総務文教常任委員会を開いて町側に説明を求めて対応した一件が、実

はきのう本会議の中で報告されました。ところが町側は退席の中で委員長が報告しているので

す。私は非常に疑問に思うのです。大事な本会議の中で委員長がこうすべきであるですとか、

町側が委員会の総意としてまとめ上げたものを本会議の中で町側に申し上げることをなぜ町長

以下理事者がおられない中で皆さん議員だけで。このことは私非常に思うのです。通常の委員

会報告も実はそうなのです。報告というのはやはり所管として調査を皆さんと諮ってそして町

側もきちんとまじえて説明を求めてそこで議論して決定した事項なのです。それが議会だけで

なぜ。当時のことは私十分理解しているのです。通年議会になった関係で町側の職員の皆さん

も含めて大変忙しい状況になるということで理事者以下不在の中での報告にするという町側の

物件と議会側の案件との分け方をきちんとすみ分けしたわけです。それは十分に理解するので

すが、どうもこのことが。これは議運で取り上げるべきことであってここで云々することでは

ないのですが、今たまたま今回初めて議会が条例改正をしようという大事な部分で、今回も昨

日と同じような状況の中で理事者が不在、町長以下不在の中でこれを提案するというのは本当

にそういう状況で皆さんいいのですか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 所管事務調査のあり方ということからいきますと、所管事務調査は議

員の勉強という意味でやりましてそれを議員に報告する形ですから、そういった形を取ってい

るのだと思うのです。ですから基本的なことの方向性からきちんと議運で見直ししていだだか

ないと、総務文教常任委員会がそうあるべきですと言っても議運で決定してやっていることで

すので、委員会としてやはりこういうことはこういうふうにやってほしいということをその他

事項でいいですから議運に申し出てちょっとその辺を見直ししてもらうとか、もちろん通年議

会をやっていますから理事者も忙しいですから退席してもらうということはこちら側が配慮し

てことであって、言葉が悪いですが別にいてもいいわけですから。私もきのうはそう思ったの
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です。いませんでしたし、それでも所管事務調査の報告なのだなと私も思いましたから。です

から議運で決めていることですからそうだったと思ったのです。ですからこれはやはりきちん

と議運を通じて改正するなりしていかなければ、これは大事です、これはいてほしいとか、こ

れはいなくてもいいとかということにはならないので。その辺のことは見直しをきちんとして

いただいたほうがいいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） そうですね。皆さんどう思いますか。 

〔「全くそのとおり」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は無会派ですから仮に議運に行っても意見を求められればしゃべり

ますが、ただ、今及川委員長が本当に大事な話をされたのです。それから吉田委員も話されま

したが、議運の中でもそういう話が１回出たことがあるのです。そのときは議員同士が討議を

しますからそれを町側が聞く必要がないですから退席してもらっていると私は解釈していまし

た。委員会の報告というのは重いのです。所管事務調査ですから聞くのは私当たり前だと思い

ますし、あとは議運でぜひ言ってほしいのですが、きのうの件でいいますと事務局長もいます

が次第の方法なのです。そうすれば最初にきちんと議案に入る前に委員長報告をすべきなので

す。その前に処分に関しましては議会の委員会報告の前にもう処分をやっているのです。議会

というのは何のために調査したのですか。ですから技術的にいけば次第で先に町にかかわるも

のはきちんと委員長報告をするとかそういう形で本会議に入るなどいろいろな方法があるので

す。ですから、今言われたことは大事なことですから議運で及川委員長も吉田委員も近藤副委

員長もいらっしゃいますからぜひ言っていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 皆さんの意見は私と大きく差はないと思います。議運の中でこの件

についてはきちんと理事者同席のもと対応していただきたいという申し入れをしたいなという

ふうに思います。ただ全体の委員会報告もどうもやはり私しっくりこないのです。疑問の中で

いるのですがそのことも合わせて議運の中で諮っていきたいなというふうに思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 事務局長、先ほどの話に戻りますが会議案で提案しているのですか。

そして条例改正なのですか。あくまでも条例の一部改正になりますからその辺を私先ほど言っ

たように先に委員長報告をしておきまして、そして議案が条例の何々条例に一部改正になりま

してというふうになるのではないですか。違うのですが。それをちょっと整理しておいたほう

がいいと思います。 

○委員長（及川 保君） 千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 今までの流れを見ますと町の条例を議会で一部改正するというの

はうちではないですから、ただ議会のほうで提案する場合については今までのところは会議案

しかないのです。その中で組み立てていかざるを得ないかなと、ただ先ほども言っていました

ように今までの事例という形で決められた段階を踏まざるを得ませんので、何かを変える場合

につきましてはやはり議運の中で本会議のあり方、進め方については再度方向性を確認してい
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ただければ、当然理事者側といいますか町側の理解も必要になるかもしれませんがそういう決

めた中で運用していきたいと考えています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） それはいいのですが、私が言っているのは提案の仕方です。会議案で

いいのかどうかということをきちんと確認だけしてもらいたいと。委員会で上げてどうだとい

うことになりましたら困りますのでその辺だけです。 

○委員長（及川 保君） もう１つ気になるのが、今までの委員会報告も含めて今議論してい

ますこの件も含めまして町側が事務局長に当時の説明は、理事者側はおらなくてもいいですと。

これはきちんとまた報告は理事者に当然するわけですし、今の報告している状況というのはイ

ンターネットで職員が確認していますし、ですから十分理解しているのですと。こういう説明

が実はあったのです。ところがずっと委員会報告がきまして議会がこうあるべきだ、こうすべ

きだときちんとしたものが実は余りされてきていない形跡があるのです。今回も事務局長にお

聞きするのですが、条例提案します、議決します、当然これが会議の中で採決されて議会通り

ましたといったことで条例改正が本当にされるのですか。放置されてそのまま何か、それが実

は心配なのです。議会で一生懸命何日もかけて議論をしてもこれを放置されてそこの書庫にフ

ァイル化されて眠っている、そして職員の皆さんもポコッと入れられてそのままになっている

ということが非常に私は心配なのです。今までの事例では実は多々あるのです。こうしなさい

ということが何か変わっていない状況が見えるのです。そのことが本当に大丈夫なのかと危惧

しまして、今事務局長のほうにお聞きしたいと思います。 

千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 議決した事項につきましてはご承知のとおり３日以内に町のほう

に送付してございます。また先般の倫理条例等で決められたことにつきましてもこれは告示行

為が伴いますので町のほうで告示していると。条例そのものは既に施行されているような状況

になりますので条例が議決されてそのままという形にはなり得ないかなと。いずれにしまして

も告示ですとか交付という形になりますので。 

○委員長（及川 保君） 私の疑念は取り除かれたと言っていいと思います。 

そのほか皆さんございませんか。本間委員。 

○委員（本間広朗君） 金額の設定の前に、事務局長が、今なぜこの時期かの後に近隣との整

合性というのがちょっと出ていましたよね。プログラムの整合性というのはこの中に入れると

思いますが、近隣との整合性というのは特に近隣は関係なしに総務文教常任委員会だけで議論

してそういうふうにやるのですというのであればわかりますが、今その辺がちょっと引っかか

ったもので。近隣のまちはどうだったのかということも入れなくていいのかどうかというその

辺をちょっとお願いします。 

○委員長（及川 保君） 事務局長が答弁するのではなく委員長が答弁したいと思います。 

今本間委員がおっしゃたったように全く関係ないということには私はとらえていません。で

すからこの部分もきちんと国の動向もありますから、そうなりますとそれを受けて地方自治と
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いうのは大きく変わるわけです。そうであるならば国ももうそういう方向で動いているという

ことを踏まえれば近隣のこの状況も当然くどくは入れませんがこういう状況ですという、事務

局でつくった資料としてつけてもいいのですが、地価の変動率も含めて前にも渡しているかも

しれませんが近隣動向もつけて当然報告の中には入れますので。 

ほかにございませんか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の前に話されたいろいろな状況についてはすごく大事な指摘ではな

いのかなと思うのです。１つの議会としての流れ、ルールというのは確立してやってきている

わけですが、実際にその中で議会が町に要望するそういう意見を申し立てるというときに当事

者がいない中でやるというのはどんな場合があってもやはりそれは正常だろうという気がする

のです。ですからその部分については今回の提案も初めてだということで先ほども話がありま

したが、議運の中で本当にどうしたらいいのかときっちり話をしてほしいと。そのことだけは

強くお願いをして直すべきところはやはりそういう部分を直していかなければだめだというふ

うなことで進めてほしいというふうに思います 

○委員長（及川 保君） 議運の委員が何人かおられますので私もちょっと心強いなというふ

うに思っています。そういうことでぜひ改めていくように進めていきたいと思います。 

それではよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） では、本日の会議はこの程度にしたいと思います。大変な議論をし

ていただきまして決定、さらには方向性がしっかりと見えましたので報告さらには条例改正案

に向けて正副委員長案を練り、また改めてその確認のために委員会を開催したいと思います。

連絡を申し上げますのでご協力をお願いしたいというふうに思います。 

それでは、緊急で開催しました総務文教常任委員会所管事務調査会議を閉会いたします。 

（午前１１時３１分） 


