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平成２４年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２４年 ４月２４日（火曜日） 

   開  会  午前１０時００分  

   閉  会  午前１１時５１分  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項  

１．議会改革について  

                                         

○出席委員（４名） 

 委 員 長 大 渕 紀 夫 君      副委員長 本 間 広 朗 君  

委  員 小 西 秀 延 君      委  員 山 田 和 子 君  

委員外議員 氏 家 裕 治 君      委員外議員 西 田  子 君  

委員外議員 及 川   保 君      議  長 山 本 浩 平 君  

                                         

○欠席委員（３名） 

 委  員 吉 田 和 子 君      委  員 坂 下 利 明 君  

 委  員 前 田 博 之 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君  

     参 事    熊 倉 博 幸 君  
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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまから議会運営委員会を開催いたします。  

（午前１０時００分）  

                                         

○委員長（大渕紀夫君） 山田和子委員におかれましては、ご不幸中にかかわらずご出席をい

ただきましてありがとうございます。大変なところ申しわけありません。正委員７名中４名が

参加しておりますので、議会運営委員会は成立しております。吉田委員、前田委員、坂下委員

はそれぞれ諸行事、都合がございまして欠席でございます。その会派からはすべて委員外議員

として出席をしております。全会派が出席していることと会議そのものが成立しておりますの

で、ぎりぎりですがきょうは行いたいと思います。ただ、いろいろとご都合がある方もいらっ

しゃいますし、配慮することが必要だという部分もございますので、委員長の単なる独断と偏

見で、できれば午前中くらいにはきょうの会議は仕上げまして、その後再度会議を持つという

ふうにしたいと。当初は４時か５時くらいまで精力的にやろうかと思ったのですが、ちょっと

いろいろな都合がございますので、きょうは午前中くらいをめどに緊急な部分を最初に協議を

いたしまして、積み残しの部分については皆さんのご都合がよければ５月 11 日あたりに再度議

会運営委員会を行い、本日の積み残しの部分を協議したいと考えております。５月 11 日くらい

の日程でちょっと考えたいと。事務局のほうの確認ではこちら側の行事としてはないというこ

とでございますので、一応そういうことできょうは午前中くらいをめどに会議を進めたいとい

うふうに思いますが、お考えがありましたらどうぞ。  

〔「よろしいです」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） 正委員の方、よろしゅうございますか。  

〔「よろしいです」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのように進めていきたいと思います。調査事項につい

て、またどうしても本会議がないために議会運営委員会で行わなければいけないということも

ございますので、順次早くやったほうがいいというふうに思われる部分からやっていきたいと

思います。最初に議員の派遣承認でございます。今申し上げましたように近々本会議がござい

ませんので、議会運営委員会での確認ということも必要でありますので、最初に議員の派遣に

ついてご協議を願いたいというふうに思います。  

岡村事務局長説明を願います。  

○事務局長（岡村幸男君） まず、議員の派遣についてでございます。議員の派遣につきまし

ては、白老町議会の議員の派遣に関する要綱、第５条第２項の規定に基づきまして、ただいま

委員長がお話ししたとおり議会運営委員会の中で決めさせていただくということになります。 

派遣については、町側から要請が２件きてございます。まず１件目は、「民族共生の象徴とな

る空間」整備促進のための九州地方の視察でございます。派遣要請については、小西総務文教

常任委員長、派遣期間については５月 20 日から５月 22 日の間ということでございます。 
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もう１点が、東日本大震災に係る災害廃棄物の広域処理に伴う仙台市への現地視察でござい

ます。派遣要請については、山本議長、日程につきましては５月９日から 10 日、この２日間で

ございます。資料１として、町からの要請文を添付してございます。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま岡村事務局長から説明がございました。２件の派遣承認に

ついてご質問ございます方はどうぞ。  

小西委員。  

○委員（小西秀延君） 質問ではないのですが、①の「民族共生の象徴となる空間」の派遣に

ついてなのですが。先般私ども会派かがやきのほうで会議を開いたのですが、その時に、この

議員の派遣において、相手先の九州国立博物館の副館長が「民族共生の象徴となる空間」にお

ける博物館の整備運営に関する調査検討委員会というところに属しておりまして、ここに今町

長も委員として派遣されております。今白老の博物館の国立化に関する議案を精査、調査して

いるものですから、白老町の姿勢として、議員ももっと来てくれればありがたいというお話も、

こちらからさせてもらいました。行ったらどういう形になりますかということで、ぜひ来てい

ただければ大変ありがたいという町側のご返答もいただいております。それを受けまして、当

会派でこの調査の派遣に合わせて個人の資格で、自費になりますが行ける人はいないかという

ことで現在募っております。これも大変大きな問題でございますので、個人の資格にはなりま

すが、白老町議会のメンバーの皆様にもお声をかけさせていただいて、会派の中で行ける人は

いますかということでお声かけを願えればありがたいということで、私たちの会派も何人いけ

るかまだわからないのですが、連休明けくらいにそういう意思のある方がいれば私のほうまで

教えていただければ、その後私のほうでまとめて、行けるかどうか精査していきたいと思いま

すが、ご提案をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

○委員長（大渕紀夫君） ただいま小西委員のほうから、「民族共生の象徴となる空間」整備促

進のための視察に、議員が自費、個人の資格で参加できると、参加してはいかがかというお話

がございました。これについて、それぞれの委員のご意見をお聞かせ願いたいと思います。か

がやきの会派の中ではお話をしているということでございますので、それ以外の方々の中でご

意見がございましたらどうぞ。  

小西委員。  

○委員（小西秀延君） 先ほど言いましたとおり個人の資格になりまして、当然経費も自費と

いうことになりますので、こちらからは強制というものではございませんので、各人が考えて

いただければ。また、先般前の総務文教常任委員会でも視察に行っているということも当方で

も聞いておりますので、一度行かれている方にまたもう一度同じ所というのもいかがかなとい

う発言も会派で出ておりましたので、本当に極力お時間があります方で、興味があります方と

いうことでお声をかけていただければ幸いに存じます。  

○委員長（大渕紀夫君） 及川委員外議員。  

○委員外議員（及川 保君） 及川です。小西総務文教常任委員長が「民族共生の象徴となる
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空間」の関係で、町側の要請で行く、こういう中での話なのですが、実は私今小西委員がおっ

しゃったように一昨年総務文教常任委員会の視察研修行っているのです。今の議会運営委員会

の中での要請は、一度私たちは見ていろいろ勉強してきているのですが、行かれていない方々、

今回ご意見として出されたのですが、私はぜひ行けるものであれば前回行かれていない方々、

ぜひ見ておいたほうがいいなというふうに実は思っておりました。今たまたまそういう意見が

ございましたので、議会としても研修費がありますね、個人の議員としても活用できますから、

その部分も含めて考えてあげたらいかがでしょうか。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） ほかにありませんか。  

これは、町側の意見というのは聞いているのですか。町側の意見、議長はこの件を知ってい

ますか。  

山本議長どうぞ。  

○議長（山本浩平君） 私も会派の会議には当然出ておりました。町側の今のことに関しては

ちょっと知りません。町側から具体的に、全員で来てくださいみたいなことに関しては、ちょ

っとわからないところなのですが。会派の中でそういう意見が出たときには、そういう思いと

いいますか、そういうものがあるのであれば、オープンな形で議会運営委員会なら議会運営委

員会の中で各会派に諮ってみてはいかがでしょうか。という話はしたつもりではおります。  

○委員長（大渕紀夫君） 町側の確認は取っていますか、小西委員。  

○委員（小西秀延君） 町長とはお話をさせていただいております。会派でこういう話になっ

ていますと。会派では、こういうせっかくの機会ですから、町のためになるのであれば、なら

ないのであれば行く必要がないということで確認を取ったところ、ぜひ参加をしていただけれ

ばありがたいというお話をいただいております。  

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。ほかの委員の方でご意見ございましたらどうぞ。今

のお話のとおり町側の確認、また相手側の確認を含めて取っているということであれば、町の

研修費もございますので参加をしていただきたいということであれば、これは研修を含めて議

会として参加するのは何も問題はないのではないかと私は思います。各委員の皆様方のご意見、

このことについての賛否についてお伺いをしたいと思います。考え方についてどうですか。委

員外議員の方の発言権は同等にございます。議決権はございませんが、発言は自由でございま

すので、どんどん発言してくださってかまいません。  

氏家委員外議員。  

○委員外議員（氏家裕治君） 氏家です。私も今副議長が言われた、町が持っている個々の活

動研修費があるので、本当に興味を持っている方は行って勉強されてきたほうがいいのではな

いかと思います。私個人としては東京の国立博物館で前回研修させてもらったので、だからと

いって九州に行かなくていいというわけではないですが、一応国立博物館に関しての考え方、

運営の仕方についてはいろいろ学んできたつもりでおりますし、また九州の話もその中で聞か

せていただいた部分もありますので、実際に現地に行ってそういったものをまた見聞してくる
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ということもやはり大事なことでしょうから、皆さんにいろいろと幅広く話を聞いていただい

て、行きたい方がいれば個々の研修費を使って行くということも一つの考え方だと思いますの

で、副議長の考え方と一緒です。  

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員外議員、何かございますか。  

○委員外議員（ 君） 今回のこの件につきましては、特段反対ですとか何とかという

ようなそういうものではありませんし、今小西委員が言われたようなそういうような形で募る

ということに関しては、よろしいのではないかなと思います。あとは議員個々で参加するかし

ないかの問題です。ただ、受け入れする町側が、たくさんになったときにそれでいいですよと

まとめていただけるのかどうかということも含めて、いつ頃まで参加する、しないなどそうい

うことも含めまして、向こうの受け入れ体制などそういうことをこれからやっていただけるの

であれば、よろしいのではないかと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 議会が派遣をするということについては、問題はないだろうという

ことであります。町長の確認は取っていますが、現課の確認を取っていませんので、今西田委

員外議員のご意見もございますので、そこはきちんとしたいと思います。同時に、自費もしく

は自費の場合でも公の形で行くということ。また研修費を使えばこれはもう 100％公でござい

ますので、そうなりますと派遣承認を取らないと議員としてもし事故があった場合ですとか非

常に困りますので、そういうことでいえば、一応先ほどたまたまお話ししたように 11 日に議運

やりますので、それまで本会議がなければそのときにも取ることもできますので、もう少し現

課との詰めも含めてやりながら基、本的には今小西委員から提起がありましたこの視察に対し

て議員が個人及び研修費を使っての参加は認めるというふうにしたいと思います。今のところ

議会運営委員会は 11 日でございますので、それぐらいで間に合うのでしょうか。 

小西委員。 

○委員（小西秀延君） 先ほど少しお話をさせてもらいましたが、５月連休明けの７日までに

は行ける方は私のほうに伝えていただきまして、現課の調整も私のほうでさせていただきたい

と思います。その後、行ける方で調整を取りながら 11 日に承認をいただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午前１０時１８分  

                                         

再開 午前１０時２５分  

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。  

ただいま現課のほうのスケジュール日程表が出てきました。岡村事務局長のほうで若干の補

足をお願いいたします。  

○事務局長（岡村幸男君） 調査日程につきましては、５番目に書いてあるとおりでございま

す。５月 20 日日曜日ですが、出発をされてこの日は福岡市博物館を視察されると。次の日 21

日ついては、大宰府天満宮それから九州国立博物館を視察、午後からは吉野ケ里遺跡を視察す
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るという形になってございます。最終日５月 22 日については、九州国立博物館を視察するとい

う状況になってございます。先ほど５月７日の連休明けということでございましたが、連休明

けに確定をしていただけるのであれば、現課のほうとしましてはすぐに手配をすると。こうい

うお話でございます。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、その件につきましては、そういう形の中で動いていきま

すので、各会派の中でこの視察に参加をしたいと、当然町の視察費用を使っていくというのも

結構ですし、個々で行かれる、先ほど小西委員が言われたようにこの日程に合わせて行くとい

うのもかまいません。町の予算を使って行く場合は、なるべくこのスケジュールに合わせてい

ただいたほうがいいのかなと、８万円を使って行く場合です。そのほうがいいのかなというふ

うにも思います。その程度で、あとは、ちょっといろいろ詰めは今後まだ時間がありますので、

若干詰めながらいくということでこの件についてはよろしゅうございますか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、派遣承認２件については承認するということでよろしゅ

うございますね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、２番目の全員協議会の開催について。バイオマス燃料化

施設についてということで資料２がついております。それを参照していただきたいと思います。 

岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 項目２つ目、全員協議会の開催について、町側から開催要請書が

届いてございます。内容につきましては、記載のとおりバイオマス燃料化施設の運営状況につ

いてこれらを説明したいという内容でございます。会議の区分としては全員協議会ということ

でございますが、開催希望月日につきましては、５月 23 日から 29 日の間で開催をお願いした

いという内容のものでございます。現在、説明としましては、副町長以下生活福祉部長、担当

課長というふうになってございます。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） バイオマス燃料化施設についての全員協議会について、何かご意見

ございます方はどうぞ。受けるということについては問題ありませんね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） 日にちの問題はございますが、23 日から 29 日の間ということでご

ざいます。24、25 日あたりは皆さんどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午前１０時３０分  

                                         

再開 午前１０時３５分  

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 
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バイオマス関係の全員協議会につきましては、５月 28 日 10 時から、説明はおおむね 30 分程

度ということでございますので、午前中には終われるのかなというふうに思います。５月 28

日に全員協議会を行うこととしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのように決定させていただきます。  

氏家委員外議員。  

○委員外議員（氏家裕治君） 氏家です。せっかくの議運に今回ちょっと参加させてもらった

ものですから、全員協議会のあり方について。前回こういった議運を経て、そして全員協議会

に臨む中で、冒頭に議員のほうから全員協議会のあり方云々についての質問が議長に寄せられ

ました。私は、ああいった発言というのは許すべきではないと思っているのです。何のために

議運を経て全員協議会に臨むのか。まして今充実した議員活動、そしてそういった部分に取り

組んでいるさなかに、ああいった繰り返し同じような後戻りの議論というのは、私ははっきり

言いまして許せないのです。皆さん大事な貴重な時間を真剣に議論する中で、ああいった後戻

りの議論は、私はあってはいけないと思っています。ですから、全員協議会のあり方について

は、各会派に徹底してもらわなければいけないと私は思っていますので、それだけは休憩中の

話ではなく、こうしたしっかりとした議運の中で今一度改めていただきたいとそう考えており

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。  

○委員長（大渕紀夫君） ただいま氏家委員外議員のほうから、全員協議会のあり方について

のご意見がございました。当然この緑の本を見ていただければ一番わかると思うのです。議会

はこれに基づいてきちんとやっているわけですので、そういう視点で議論を願いたいというふ

うに思うわけです。今の氏家委員外議員のご意見についていろいろご意見のある方はどうぞ。  

山本議長。  

○議長（山本浩平君） ただいま氏家委員外議員から提起をいただいた件、実は今私も手を上

げてその話をしようと思っておりました。前回、松田謙吾議員から議長に聞きたいということ

で話があり、私もとっさにと申しますか真摯に受けとめて解説をしてしまったのですが、今の

私の反省としましては、単々とルールにのっとって、それをその場で取り扱うのではなくて、

議会運営委員会の中で議論されてきょうの日程があるということで、その議論を打ち切ればよ

かったのですがまともに答えてしまい、またその後の個人的にお手紙を出した町民のことにつ

いても、まともに私の考え方といいますか答えてしまったのですが、全くそのことについては、

議事進行上私は反省しております。このことについては、真摯に皆様の前でお詫びを申し上げ

たいと思います。きょう私も先ほど申し上げたかったことはこのことなのですが、全員協議会

にしても、あるいは全員協議会ではなく町からきたときに担当の常任委員会で行うような場合

でも、必ずこの議会運営委員会の中で協議した上で決定しているわけですから、この辺に関し

ましては改選前と今は違います。全員がそれぞれの会派に所属しておりますので、この辺だけ

はきちんと認識をしていただきたいということで議長からお願いをいたしたいと思います。  

以上であります。  



 8 

○委員長（大渕紀夫君） ほかの委員のご意見ございます方。  

小西委員。  

○委員（小西秀延君） 会派で先般会議を持ちまして、氏家委員外議員から今出された懸案に

ついて、また議長からも反省の弁が述べられましたが、私どもも全く同じ意見で、今回議運に

これを提出させていただこうと思っておりました。個人からの質問状を取り上げて議題とは全

然違う形でそれを質問するというのはやはり議会のルールとしてはいかがなものであるかと。

前回はそういうやり取りが実際に行われてしまいましたので、これは反省の上に立って次回か

らはこういう形のないように私どもの会派からもお願いをしたいというふうに思っております。 

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） ほかにありませんか。  

西田委員外議員。  

○委員外議員（ 君） 私どもの会派の松田謙吾議員の発言について、今こうして意見

があったと思うのですが、ちょっと頭の中を整理させていただきたいのが、松田議員はたしか

２つ言ったような気がするのです。１つは、例えばここの全員協議会の中での議員の議決につ

いて質問されたのと、もう１つ、個人の出された文章について聞かれたのだと思うのですが、

両方ともにだめだというふうにおっしゃっているのでしょうか。それとも、後半部分の個人意

見のところの部分の発言がよろしくないとおっしゃっているのでしょうか。その辺ちょっと整

理させていただいて、お伺いしたいなと。そして会派に持ち帰ってやはりその旨を議員のほう

にお伝えしなければなりませんので、その辺をもう少し詳しく教えていただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 氏家委員外議員。  

○委員外議員（氏家裕治君） もし私のとらえ方が間違えているのであれば、指摘していただ

きたいと思いますが、あのときの発言というのは、何でもかんでも全員協議会なのかという話

に取った部分がありました。各常任委員会の中で話ができることと、全員協議会でやらなけれ

ばいけないことをどう考えているのですかという議長への質問だったと私はとらえていました。

ですから、私が今言ったのは、そういったことについては議運を通して各会派にあらかじめ説

明があった上での全員協議会である以上、ああいった質問はあるべきではないだろうと。大事

な、ましてこちらから説明を受けているわけですから、受けて全員協議会を開催しているわけ

ですから、ああいうことが続くと町側からのそういった説明が今後本当にしづらくなっていく

といいますか、できなってくるような状況をつくってしまうのも、議会のほうからの考え方で

決まってしまうのかなと思いますので、私はそういうふうに考えてとらえたものですから、今

皆さんの前にそれでいいのでしょうかという話をさせていただいたわけです。  

○委員長（大渕紀夫君） 小西委員。  

○委員（小西秀延君） 私どもの会派としましては、両方全員協議会の場でかける議題ではな

いのではないかと考えております。全員協議会というのは、議運を経てこの議題について皆さ

んで説明を受けましょうという機会になっていますので、個々のそういう動きをお話しするの

であれば、まず議運にかけていただくのが筋ではないかというふうに私どもは考えています。
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これは皆さん考え方があると思いますので、それをお話し合いただければと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 山本議長。  

○議長（山本浩平君） ２点目の関係については、全員協議会の正式な議事進行の中では取り

上げていないのです。全然外れていますので、はなから暫時休憩の中で。うちの会派の取り扱

いの話を、本人もいらっしゃったので誤解のないように話をしようと思って言ったのですが、

ああいうケースでも暫時休憩で私が取り上げる問題ではなかったなと、その点は反省しており

ます。逆にああいう形で話があるのであれば、先ほど小西委員がおっしゃったように、正式な

形では議運、正式でない時はぜひ議長の部屋を訪ねて来ていただいて、考え方を聞くというこ

とであれば理解できます。  

以上であります。  

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員外議員。  

○委員外議員（ 君） ３名の方のそれぞれのご意見を伺いましたので、会派のほうへ

持ち帰りましてその辺をきちんと話をしたいと思います。またそれに関して個人の方から何か

意見があるようでしたら、改めまして議長のほうなりそれなりにお伝えさせていただくように

したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。それとも、もう一度その意見を持ってこの

議運でお話をするということは必要ありませんか。  

〔「必要ありません」と呼ぶ者あり。〕  

○委員外議員（ 君） では、そのようにさせていただきたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 今議論願いましたように、全員協議会は、今は正式な会議でありま

す。以前は正式な会議ではございませんでした。任意の会議でございます。ですから、そこで

発言したものについては、今までは拘束力は全くなかったわけです。地方自治法が改正になり

まして、今は全員協議会というのは公式な会議でございますので、議事録も取っております。

ただ、議会としまして本来一番考えなくてはいけないのは、事前審査にならない範囲で協議会

をやると。ここが問題なのです。ここが議長なりそれぞれの２つの常任委員会の委員長が協議

会の場合は事前審査にならない議論を組織すると、これは現実的にかなり難しいです。ですか

ら、個人的なことを言って申しわけございませんが、私がほとんど全員協議会で発言しないの

は、そういうことがありますから、現実的には発言しないのです。ですから、協議会そのもの、

この緑の本でいいますと 47、48 ページですが、ここにのっとって。議運できちんと確認された

ものだけが協議会で議論される。というふうになっています。その時も事前審査にならない範

囲できちんと行う。ということで、ここにも書いています。ですから、それにのっとって今後

全員協議会を行っていくということだと思います。ただ議会というのは言論の府でございます

ので、何でもかんでも全部ルールどおりでなかったらだめですよと、こういうのもなかなかち

ょっといかがなものかと思う部分もございますので、そこはやはり議長の議場整理権を十分に

活用していただきながら、行き過ぎだけはやらないという中で確認して協議会を開いていくと

いうふうにしたいと思います。 

氏家委員外議員、そのようなことでよろしゅうございますか。 
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○委員外議員（氏家裕治君） そこだけ確認していただければ。  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、５月 28 日に全員協議会を開くというふうにいたしたいと

思います。 

続きまして、３番目、地方自治法改正に伴う総合計画の議決の取り扱いについてということ

で、これにつきましては、前回も全員協議会の説明の中で副町長からいろいろございました。

おおむねの意見は基本構想が地方自治法の議決事項から外れました。その取り扱いについてど

うするか。自治基本条例の中では、議決事項とは書いておりませんが、それと同じような主旨

の旨が記されている部分もございます。そういう中で、町側は全部ではございませんが、基本

構想と基本計画の一部についても議決事項にしてはいかがかというご意見がございました。こ

の件についてきちんと意思統一をしておきたいというふうに思います。 

まず、岡村事務局長のほうから説明を求めます。 

○事務局長（岡村幸男君） ３つ目でございます。地方自治法改正に伴う総合計画の議決の取

り扱いについてであります。今委員長のほうからご説明ありましたとおり、地方自治法の一部

改正が行われ、総合計画の基本構想についての議決要件が外れてございます。このことにつき

ましては、資料３をお開きいただきたいと思います。先般４月 10 日の全員協議会の説明を受け

た後、町長名で議長あてに総合計画の議決に関する要請書という形で届いてございます。要請

の理由につきましては、理由の下から４段目でしょうか、白老町自治基本条例ではというふう

になってございますが、総合計画を政策執行に関する最高規範として位置づけているというこ

とから、町議会の議決をいただきたいというこういう内容でございまして、町議会条例第７条

における地方自治法第 96 条第２項に基づく議決すべき事件として、規定をしていただきたいと

いう要請でございます。なお、２番目としまして、議決の範囲でございますが、全員協議会の

説明の中でもありましたが、基本構想だけを議決するという場合と、基本構想と基本計画を含

めて議決すると。実施計画については、これは毎年ローリング方式でやるために変更が生じる

ということで、これは議決事項としないというこういう内容での説明があったかと思いますが、

町の考え方としましては、この文章の６行目からになります、執行機関としましてはというこ

とで、この間の状況を踏まえて、基本構想と基本計画の議決を範囲としたいというふうに考え

ているということでございます。ですから、構想及び計画を議決していただきたいということ

になります。なお書きでありますのは、いわゆる計画案における指標というのがございました。

これにつきましては、進行管理でいわゆる追加改善を行う必要性が出てくるということでござ

いますので、この項目については議決事項から除いていただきたいという内容でございます。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまの岡村事務局長の説明でございますが、これは町からそう

いう形できているということでございます。質問ございます方いらっしゃいますか。  

西田委員外議員。  

○委員外議員（ 君） ２番目の基本構想、基本計画のみ議決事項とするというふうに

して、前回のときもいろいろな自治体での例などを挙げていましたが、実際に基本構想、基本
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計画を議決事項とはしない自治体ですとか、しなくてもいい理由ですとか、何かわかる範囲で

結構ですからあれば教えていただきたいなと。というのは、基本構想、基本計画を議決にする、

しないなどという以前の問題としまして、自治法として、これは各自治体でやってくださいと

いうふうに決めているわけですから、基本構想だけを決めてもいいというような自治体はどう

いうような考え方でそれでオーケーなのかなということ自体もちょっとわからないといいます

か、全部そうやって決めるのは、今までと同じように決めるのは全然構わないのですが、もっ

と緩やかな形でできるものを考えて、国としてはこういうふうに外したのかなとちょっと思っ

たものですから、そこのあたりをわかれば教えていただきたいなと思ったのですが、そういう

ような情報は特にないのでしょうか。  

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 自治法の改正というのは、いわゆるこれまで国が一律的に市町村

の議決事件として定めてきた構想というものについて、自治法を改正して市町村にきちんと判

断をゆだねますというのが改正の内容でありまして、それを受けて市町村がどこまで基本構想

を議決すべき事件にするかどうかというのは市町村の判断でできますという考え方になってい

るだけで、必要がないから取ったなどというレベルではないです。  

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員外議員。  

○委員外議員（ 君） 緩やかに基本構想だけでもいいという自治体もあると思うので

す。緩やかにしてもいいような理由ですとか、何かそういうようなものはないのですかという

ことを聞いているのです。基本計画を入れなくてもいいような。そういう意味です。  

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） この辺は、現課のほうですべて調べているかと思います。私のほ

うから言える範囲としては、いわゆるこれまでの自治法上の規定にあった基本構想をそのまま

踏襲しているという部分の議決範囲と、さらにそれを議会の議決というのを重たいということ

を含めて基本計画まで含めているという２種類があろうかと、そういうふうに思います。全く

議決をしないという市町村については、恐らく現課のほうで調査はしていないのではないかと。

どちらかで調査をかけているのかと思われます。  

○委員長（大渕紀夫君） 議会の今までの経過を若干説明させていただきます。よろしゅうご

ざいますか。議会は、議決事項、議決範囲の拡大を我々は考えておりました。現実的にこの議

会運営委員会で議会改革の一環として議決事項をふやしたいという考え方でおりました。それ

はどういうことかといいますと、今までは基本構想は議決事項でしたが、基本計画が違うと。

計画というのは具体的になる部分でございますので、それが議会の議決を経ないというのはお

かしいのではないかという考え方で進んできたことは事実であります。それ以外に、例えば公

営住宅のマスタープラン、上下水道の基本計画、何年間からの長期計画、そういうものについ

ては議決事項にすべきではないかという議会がかなり現在ふえております。例えば、北海道福

島町議会はこういう構想、計画についてはすべて議会の議決事件というふうにしています。た

だそこで隘路になるのは何かといいますと、そういうふうにしますと町と議会が両方ともに責
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任を負わなければいけないということが１点。もう１点は、会議日数がべらぼうにふえるとい

うことです。当然ですよね。今でも議決事項ではないですが例えば上下水道の問題、公営住宅

のマスタープランは建設厚生常任委員会にかかっております。しかし議決事項ではないのです。

相談するというだけの話なのです。そういう状況にあります。白老町議会としましても。そう

いう計画までは考えないで、基本計画については議決事項にすべきではないかという意見でず

っときたことは事実であります。ただ、岡村事務局長が説明したように、地方自治法のしばり

を取り払らいましたから、それはやらなくてもいいということではないのです。市町村各自で

考えなさいと。私も調べてみましたが、それでは、基本構想をつくらない町村があるかといい

ましたら、基本的にちょっとないようです。私の調べた範囲ではないです。ですから、今の問

題は、議決事件の範囲が広がるということに対して本来は私が、議会がこういうことにきちん

と参画していくべきでしょうと思います。栗山町などは個々に議会が大きな意見を出して、町

の基本構想、基本計画を大幅に変えているというようなところもございますので、そのような

状況に今一般的にあるのではないかというふうに私自身は理解しています。  

議長、何か補足があれば。  

○議長（山本浩平君） 補足はございません。  

○委員長（大渕紀夫君） 一応、今まで白老町議会の取り組みを含めた経過については、そう

いう状況でございます。この件は若干時間がございますので、これは各会派討議必要ありませ

んか。ただ、そうなりますと５月 11 日くらいで１回目の会派の考え方をちょっとお聞きしたい

なと思っております。余り引き延ばすというわけにはいきません。 

もう１つは、この次の５番目の案件も含めまして、委員会の発言回数の問題です。町との協

議は必要になります。副委員長は知っていますが、町との協議が必要になります。これは議会

で決めたからそうやってやりますよというわけにはいかないのです。この総合計画に関しては

町から投げかけられておりますが、ここら辺の町との協議をする場、これを総合計画の部分と

予算･決算特別委員会での発言回数の問題については、町との協議機関が必要となるというふう

に思っておりますが、この点も含めてご意見ございます方どうぞ。議運で、一発でいってしま

ってもいいですか。 

及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） 今委員長が最後におっしゃっていましたが、議運の委員会の中

で、一発で決めていいのかということもありますよね。これはやはりきちんと 11 日にも議運が

開かれますので、そこまでに会派としての考え方をまとめて。何も遅いわけではないのですか

ら、そうすべきだと私は思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 私もそう思って言っているのですが。  

氏家委員外議員。  

○委員外議員（氏家裕治君） この議決事項に関して、議員の発言、また議会の力といいます

か、そういったものをどうやって反映させていくかということが、ずっと今までの議会改革の

中でも議題になってきました。ただ、先ほど委員長が言われたとおり、例えば基本構想、基本
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計画というものにそういった名称だけで条例改正した場合、総合計画一つ取ってみても、それ

にぶら下がる計画というのはすごく莫大にあります。それを一つ一つ議会として審議していく

となりますと、先ほど言われたとおり会議日数が莫大にふえるということは間違いないことな

のです。その辺も一度、新しい議員の方もいらっしゃるので、今一度そこについての議会とし

ての勉強会といいますか、そこまでしなくてもいいのかもしれませんが、一度その辺の基本ラ

インを皆さんで考える機会をつくったらいいのではないかと私は思うのです。その辺について

の考え方を皆さんに。これを会派に持ち帰って話をしましょうと言っても、わかっていらっし

ゃる方とわかっていらっしゃらない方が多分たくさんいると思うのです。その辺をもう一度、

基本ラインのところをしっかり皆さんと議論したほうがいいような気が、私はするのです。  

○委員長（大渕紀夫君） 今氏家委員外議員から問題提起がございましたが、これについてご

意見ございます方どうぞ。  

小西委員。  

○委員（小西秀延君） 氏家委員外議員からのご提案を受けて、時間があればそういう勉強会

といいましたらおかしいのかもしれませんが、１回問題を整理して、それをまた会派に持ち帰

るという形を取らせていただければありがたいと思っております。これもまた時間的な兼ね合

いもありますから、どうなるかまた難しい問題もあるでしょうけれども、よろしくお願いした

いと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） ほかにありませんか。  

西田委員外議員。  

○委員外議員（ 君） 今話し合われているこの内容について、特別委員会を組んでや

るなどという話が何か先般あったような気がするものですから、私どもの会派としましては、

前回のときに特別委員会で、もしきちんと議論できるものであればそういう中で勉強し、やれ

たら一番いいのではないかという意見があったものですから、私どもも氏家委員外議員が勉強

会とおっしゃっていましたが、それに当たるのかどうかわかりませんが、特別委員会をつくっ

てきちんと、どういうような基本計画の中に入ってくるのかということも含めましてやってい

だだければありがたいというふうに思っております。  

○委員長（大渕紀夫君） ほかにありませんか。若干中身を整理します。今氏家委員外議員が

言われたのは、基本構想は今まで議決事項でしたと。今度基本計画も議決事項にしますと。し

かしそれに付随する計画というのは、障がい者福祉計画も含めて膨大な量があるのです。今は

ここの部分は議決事項にするのかどうかという議論はないのですが、そこのところの議論をき

ちんとしておく必要があるのではないかというご意見だと思うのです。小西委員や西田委員外

議員も、そういうことはぜひやっていただきたいというお話が今ございましたが、結論的に言

いますと、議決事項にするかどうかということが今問われているわけです。特別委員会が設置

されれば、当然今回は基本構想、基本計画の部分まで立ち入って議論されるというふうになり

ます。基本構想だけにしても何もわかりませんから、そういうふうになると思うのです。です

から、その議論したものが、もっとやさしく言いますと今必要なのはそういう議論したことが、
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きちんと議会で議論するのですから議決事項にしたほうがいいのではないかという、そこのと

ころを決めたいということなのです。同時に議会運営委員会としては、それに付随する部分に

ついては、今まで私が先ほど説明したような形で推移はしてきましたが、そこの部分もきちん

と整理して勉強会などをやって、今後そういう計画をどう扱っていくかという、そこらあたり

まで深める必要があるのではないかと。例えば、常任委員会できちんと計画を仕分けして議論

するなどという意味だと思うのですが。ですから、今回は特別委員会をやって議論したことが

議決事件ではないとしましたら、ちょっと議会としては何のために特別委員会をつくってやる

のかとなってしまうものですから、私は議決事件にすべきだという考え方で言っているもので

すからそうやって言ってしまうのですが、そういうことだと思いますから。そこで、会派の議

論をしてください。  

及川委員外議員。  

○委員外議員（及川 保君） 全く委員長のおっしゃるとおりで、今皆さんが会派に持ち帰っ

てまた何かを議論するかという話なのですが、今提起されているのは、町が議決事項にしたい

のだと。副町長がこの間おっしゃっていましたよね。基本構想、基本計画を含めてぜひ議決事

件にしたいと。これはまちの骨格になる、柱になるものですから大変重要なものだと、そこで

ぜひ議決事件にしてほしいと言っているわけですから、これはやはり議会と何もここで議論す

べきではないですとかすべきですとかという問題ではなく、できればぜひ議決事項にして特別

委員会を設置してしっかりと議論してまとめ上げるということが肝心ではないかなと私は思う

のです。ですから、ここで皆さんが今議決事項にするかしないかのところだけ判断していただ

ければいいのかなと私は思うのですが。いかがでしょうか。  

○委員長（大渕紀夫君） 全くそのとおりです。そのことについて一応会派で議論してくださ

い。この件についてはそれぞれちょっと深く入れる中身ではございませんので、そういうこと

で、会派で議論してもらって。蛇足ですが、及川委員外議員が今言ってくれましたからいいの

ですが、議決事項がふえるということは、逆にいいますと議会は大変ですが、議会の権威が上

がるという意味です。下がるということはありません。議会の権威が上がるということです。

そこで否決しましたら通らないわけですから。議会が否決したらいいという意味ではありませ

ん。否決できるだけの力を議会が持っているという意味です。それくらい議会議員の役割は大

きいという意味なのです。ですから、私は議決事件にすべきだというのはそういう意味です。  

議長何かありますか。山本議長。  

○議長（山本浩平君） 基本的な考え方としては、そういうような考え方を今までの議会でも

ずっと継続的に持ってきておりますので、基本的には私はそれを行うべきだと思いますが、実

際に運用する中でのことをやはり各会派で十分協議をしていただきたいというふうに思います。

いろいろな場面で発言させていただいておりますが、膨大にふえた会議日数を減らすというの

も私のテーマであるという、就任のときにお話をさせていただきましたので、その辺も踏まえ

た運用の中でどのようにやっていけるかということをきちんと考えないと。それぞれの常任委

員会、特に常任委員長の責務というのが非常に重くなってくることも間違いございませんので、
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そういったことも考えの中に入れて、ぜひ会派で検討していただきたいと思います。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、各会派でとりあえず検討するということでよろしゅうご

ざいますね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） そうなりますと、当然町との協議の場、これは事務レベルの協議で

す。町長、副町長との協議ではなく、これをやっていく上で担当との協議が必要になると思い

ます。議会といえども条例改正になりますから。次の部分もございますので、どのような形で

事務レベルの協議を行っていけばいいかということなのですが、今までは、例えば専決処分、

通年議会になるときに専決処分をどうするかということで事務レベルの協議をいたしました。

そのときは議運の正副と関係部署の部長、課長ここで事務レベルの協議をし、その結果を議長

に報告をしながら単なる事務レベルでの条例上の取り扱いや相手との考え方の調整、こういう

ことを行ったという経緯は今まであります。事務レベル協議をやったのはそのときだけです。

この事務レベル協議についてはどのような取り扱いにいたしますか。  

氏家委員外議員。  

○委員外議員（氏家裕治君） 今委員長がおっしゃったとおりたくさんのメンバーでどうのこ

うのではなく、今言われた議会の中の担当部署２、３名の中で町側の担当者との協議をすると

いうことがやはり一番望ましい姿だろうと思います。それで、議運の中で議論できる場所をつ

くっていただければそれで構わない気が私はしますが。  

○委員長（大渕紀夫君） 当然これはそこが権限持ってやるなどではなく、議長の権限でやる

わけですから。ただ事務的な詰めをする、例えば発言回数の問題になったときに、町側に何も

言わないでこちらだけ勝手にふやしますというわけにはいかないでしょう。向こうとの協議を

してどこかできちんと折り合いはつける、こちらの考えを述べながら折り合いをつけていくわ

けですから。そういうことでの協議ですから、当然正副議長の意見を聞きながらやるというこ

とになります。議運で向こうの担当者と、今は総務財政部長と総務課長という担当になると思

うのですが、そういうところと事務的な詰めをしていくということでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） 余りたくさんの人数にすると日数がふえるでしょう。ですから、そ

のような形で正副でやらせていただいていいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それはもちろん中身について全部議運に報告いたしますので。当然、

議長にも報告いたしますから、そういう形の中で進めさせていただくというふうにいたします。 

それでは、暫時休憩といたします。  

休憩 午前１１時１２分  

                                         

再開 午前１１時２４分  
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○委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。  

４番目の予算･決算審査特別委員会のあり方についてということで協議をお願いしたいと思

います。  

岡村事務局長、説明をお願いします。  

○事務局長（岡村幸男君） ４項目目でございます。予算並びに決算審査特別委員会のあり方

についてでございまして、これは質疑の回数の件でございます。委員会規則につきましては、

自由に質疑し及び意見を述べることができるということがございます。ただし書きとしては、

別に発言の方法を決めたときはこの限りではないというふうにありますが、規則上は現在回数

制限というのはないというものであります。ただし、議会の会議規則でございますが、これに

ついては、同一議員につき同一の議題について３回を超えることができない。ただし、特に議

長の許可を得たときはこの限りではない。ということになってございました。その中で委員会

の発言についても本会議に準じた、いわゆる議会の発言の３回ということに準じて行っていた

ということでございましたが、これまでの議論の中で、平成 22 年 11 月 25 日の確認の中では、

質問の制限なしということで、ただし、秩序をもってというそういう方向性でお話が進んでご

ざいました。これをやはりきちんと確認する必要があるということがございまして、議案とし

て提案をさせていただいてございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま説明がございました。この件につきましては前回の議会運

営委員会でも議論をしておりますが、おおむね今は先日の予算等審査特別委員会でも混乱なく

委員長の采配で十分ここが機能したと私は理解しておりますが、この件についてそれぞれご意

見ございましたらどうぞ。原則論でいえば予算、決算は委員会でございますから委員会の発言

については自由にできると。これは両常任委員会とも回数制限はございませんので、本来であ

れば予算委員会や決算委員会、また今後できるであろう特別委員会でも回数の制限があるとい

うこと自体はちょっとおかしいかなとは思いますが、今までは本会議の回数に準じてやってき

たということは事実でございます。それが前々回から若干の軌道修正をしていると、こういう

ことでございます。どうぞご意見ございます方。  

前々回のときは町との協議はしましたか。町と３回以上やりますとなったでしょう。３回以

上の質疑はいいとなりましたでしょう。そのとき町との協議はしましたか。  

及川委員外議員。  

○委員外議員（及川 保君） 実はこのときは、下のほうに平成 22 年 11 月 25 日確認となって

いますが、決算審査のときだったのです。このときも議会運営委員会の中で通常常任委員会の

取っている会議の進め方、要は、回数を取ってしまってはどうかという意見が出まして、議運

の中でいろいろともんだ結果、今委員長がおっしゃったように大きな問題がなかったわけです

から、これは特別委員長の采配で十分会議が進められると。問題がなく進められるのではない

かと。まずやってみましょう。という話し合いが議運でなりまして、そこでまず質問の回数の

制限なしということで実は進めたわけです。そのときも実は委員長がおっしゃっていたように

問題なく会議を終えておりまして、そういうことからしますと、今委員長のほうからそのとき
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に町側とのやり取りがあったろうかというのはちょっと私記憶が定かではございませんが、実

際には実施しております。やっておりますが、問題はなかったということで、私が進めたとい

うことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかにいませんか。  

西田委員外議員。  

○委員外委員（ 君） 私どもの会派でもこれについて何度か議論しました。新たな会

派になりましてからもやはり議論しております。会派会議の中でやはり一番問題になりました

のは、これは特別委員長の責任といいますか、その負担が大きいのではないかと。やはり今ま

でどおりあくまでも秩序をもってというふうな形でしているのであれば、うまくコントロール

されてきているのであれば、やはり質問の制限を取ってしまって、委員長がやりやすいような

形でやっていくべきではないかと。そのときにやはり普通の常任委員会と同じような形で自由

に質疑するのではなく、今まで大体３回というめどがありますから、そういうような形でもっ

てやっていったほうがいいのではないかと。そうでなければ委員長が非常にもう一度質問を受

ける、受けないなどとしたときに、委員長自体の裁量がその委員長によって異なっても困りま

すし、また負担が大きければ困るのではないか。もしそうであれば、ずっと今まで続けてきて

いるわけですから、今回きちんと決められたほうがいいのではないかという意見が会派の中で

ありました。これからほかの会派の皆さん方のご意見もあると思いますが、私前回委員会は出

ていないのですが、ただそういうところでこうやって委員長の裁量が変わるのはおかしくなら

ないかという意見でした。  

以上でございます。  

○委員長（大渕紀夫君） 小西委員。  

○委員（小西秀延君） この件で私どもの会派で話し合いはしておるのですが、そのときの会

派としての最終意見としては、まだまとまってはございませんでした。前回、従来のやり方に

一たん戻すというやり方でやっていただきまして、私どもの会派は新しい議員の方が多いもの

ですからそれを経験させていただきまして、今後それを踏まえた上で 11 日でもよろしいですし、

その後でもよろしいのですが、経験してそれをどうだったか、平成 22 年 11 月 25 日の確認を重

く受けとめて、その上でもう一度会派でもませていただければありがたいと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかにありませんか。  

氏家委員外議員。  

○委員外議員（氏家裕治君） 氏家です。後戻りの議論はしません。ただし、私は秩序を持っ

てという本当にあいまいな言葉だなと思っている一人なのです。ただ、今までの議論の中で質

問制限なしでいきましょうという議論が進んできていることは私も十分承知していますので、

それはそれの中でしっかりとした一つの基準といいますか、規則の見直しを含めて皆さんと考

えていくべきなのかなと思っていますが、どうしても秩序というあいまいな言葉の中に、多分

それを仕切る特別委員長並びに本会議の中では議長になりますか、本当にそういった部分では

大変なご苦労をされるのではないのかなと思うものですから、そこだけがたしか今西田委員外
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議員が言われたとおり、その時々の委員長、議長の中での采配によってはいろいろな部分が変

われるかもしれません。でもその時々の議員によってもやはり秩序のとらえ方、それによって

もやはり変わるかもしれません。ですからこれを決める以上はその辺をしっかり理解した中で、

自分たちが納得した中で決めていかなければいけない問題だと思っていますので、そこは皆さ

んまたしっかり議論していかなければいけないだろうと思っています。  

○委員長（大渕紀夫君） 条例、規則どおりにやると。議会は、本会議についてはここに書い

ているとおり会議規則を改めるというふうに今の段階ではなりません。例えば自由に討議させ

るというわけにはいかないと思います。ただ、委員会の場合はフリートーキングですとなって

いるのです。ですから、特別委員会、予算・決算特別委員会については、秩序も全部取ってし

まって自由に討議してくださいと。ただし、そこは西田委員外議員から出ましたが、確かに委

員長の采配によって違う部分が出るかもしれませんが、議場整理権は本会議においては議長、

委員会においては委員長ですからその議場整理権をきちんと発動するということです。これが、

誰が聞いても普通は言いますよね、今同じこと聞いていますのでだめですよと。そうしました

ら、委員長はやはり同じ主旨のことは聞かないでくださいときちんと言うなどそういうふうに

議場整理をすれば、私はこの委員会規則どおりにやるというのが、あとはもめることは何もな

いのです。秩序などをつけるからおかしなことになるのであって、全部そういうふうにすれば、

例えば本会議でも一般質問は何回質問してもいいわけでしょう。私は、よく考えたら何か変な

決め方だなと。一般質問は何十回でもできるのに、委員会はできないというのはおかしいです。

ですからこの委員会、会議条例どおりにやるというのが私は一番いいのではないかなという気

がしていました。ということで、小西委員からも言われたように各会派で再度検討すると。そ

して 11 日あたりにきちんとしまして、少なくとも９月に行われるであろう決算委員会まではこ

の結論は出すというふうにしたいと考えております。当然先ほどから申し上げているように町

側との協議は必要ですから。町側が３回を超えるとだめだと頑張った場合は、また再度協議し

ないとだめです。ですから、そういうことで今議長がお話ししたように、町側とも協議しなが

らこの件については進めたいと。11 日まで会派会議をやった場合、その中身の議論の経過、そ

ういうことを 11 日にお尋ねしたいというふうに思いますので、ぜひそれまでに会派会議やって

いただきたいというふうに思います。予算･決算特別委員会の質疑の関係についてはそういうこ

とでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それでは５番目にまいります。行政視察についてということで資料

がついています。資料４でございます。何かといいますと、今回２泊３日、9 万 2,000 円の打

ち切り旅費で視察を常任委員会ごとに行うというふうになっております。新しい議員の方は初

めてだと思いますが、以前は 9 万 2,000 円というのが東京以北、15 万 6,000 円というのが東京

以南ということでやってきたことは事実であります。これはおかしいと。なぜ議員が視察に行

くのに北海道ではだめなのかと。なぜ東京以南、東京以北をお金だけで決めるのかということ

で、この文章の中にはそういう言葉はありません。なくしなさいということでなくしてもらい
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ました。ただ、ちょっと言い方が悪いですが、古い議員はみんな、今回 9 万 2,000 円ですから

東京以北だなとこういうふうに思ってしまうわけです。ですがそれを一切取ってしまって、打

ち切り旅費の範囲で視察を組むと。出た場合は個人負担になりますが、そういう取り扱いなの

ですという確認をするということであります。 

岡村事務局長、私が若干話過ぎましたが、説明お願いします。 

○事務局長（岡村幸男君） 今委員長にご説明していただいたとおりでございまして、資料と

しては 4 のほうに書いてございます。派遣に関する要綱において、先進地の視察ということに

なります。この視察に対する旅費の支給基準というのが次のほうについてございまして、それ

は今大渕委員長のほうから説明をいただいた部分であります。２泊３日が改選後第１年次です

ので、ことし２泊３日で行っていただくということになります。３年次で４泊５日ということ

になります。今年２泊３日をまず行っていただくに当たって、先ほど委員長がお話ししたとお

り、この基準には書いておりませんが東京以北ということでの旅費の支給の考え方でございま

した。ただ、東京以南はこの金額でだめなのかという部分については、再度ここの場面で確認

をしていただいて、すべて認めていただいて 9 万 2,000 円の打ち切り旅費の範囲内で考えてい

ただくということの確認をしていただきたいという部分でございます。さらにどこに行くのか

ということについても委員会のほうで検討をお願いしたいという部分でございます。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今岡村事務局長からきちんとしたまとめの提起がございましたが、

そういうことでございます。ご意見ございましたらどうぞ。  

西田委員外議員。  

○委員外議員（ 君） 私もこれについては暗黙の了解のような形での東京以北、以南

という考え方だったのですが、今の航空運賃ですとかそういうことを考えますと、福岡に行っ

たほうが安かったり関西に行ったほうが安かったりそういうことがあるものですから、その基

準といいますかそれは外していただければ。ただ考え方として、東京以北だろうとどこであろ

うと日本国内であればどこでもこの旅費の範囲内で行くという考え方でさせていただければあ

りがたいかなと思っています。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方。これは要するに全然問題ないのです。私に言わせ

れば、今まで議論しているほうがおかしいのです。  

氏家委員外議員。  

○委員外議員（氏家裕治君） 行政視察の旅費の支給基準というものがまちとして決められて

いますよね。東京以北で２泊３日ですとか東京以南で４泊５日ですとかという。２泊３日と４

泊５日の基準が何とかならないのかなと思うのです。例えば１年目の改選期のときには２泊３

日と、旅費は打ち切りの中で決めましょうという話をしていますよね。私は逆に言いますと仮

に１年次だろうが３年次だろうがそのとき視察に行きたい場所というのがありますよね。たま

たま北海道でも東北でも今回の１年次でその中での視察で行ければ、例えば打ち切りの旅費で
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間に合うかもしれないですが、今小西委員が言われたとおり、この議論の前に提案した、九州

ですとかそういったところに視察に行きたいのですと。こういった先進地に調査に行きたい。

となったときには、２泊３日の旅費では納まらないです。ですから、これ自体の組み方が私は

何とかならないのかなとずっと思っていたのです。ですから、１年次ですとか３年次で東京以

南、以北の打ち切り旅費ではなく、ここ自体の考え方をもう少し何とか考えを柔軟にといいま

すか、予算上必要なのかもしれませんが、そういうふうにずっと考えていたものですから。予

算の取り方なのでしょうけれども。  

○委員長（大渕紀夫君） それにつきましては、多分目安としてこうしなければ予算査定で引

っかかるということになりませんか。  

○事務局長（岡村幸男君） 要求については当然いかないです。何泊何日ということで。  

○委員長（大渕紀夫君） そういうことだと思います。それ以上は議長の裁量の中で。例えば

縮めたりふやしたり補正取ったりは幾らでもできるのです。ただ、当初予算ではやはり１年次

と３年次で２泊３日と４泊５日にしないと予算要求するほうはちょっと大変ではないかなと思

うのです。  

氏家委員外議員。  

○委員外議員（氏家裕治君） 私もその考え方は、今新人の議員の方がいらっしゃいますが、

前回からそういった議論がずっとあります。予算の申請上は難しいのではないかと。そういう

のをわかりながら考え方としまして視察に行きたいところというのは別に東京以南そういうの

は１年次、３年次で決められるものではなく、そのときそのときで考えていくべきものだろう

なと思っているものですから。ですから、予算要求するという前提に立ちますとなかなか難し

いのですが、本来の議員の視察研修のあり方として考えればそれこそおかしいのではないかと

思うものですから。ですから、別にここで議論していただく話ではないかもしれませんが、た

だ今回そういうふうにしてやってみて、少し時間をかけてでもこういったものというのは考え

直したほうがいい案件なのかなと思ったものですから。  

○委員長（大渕紀夫君） 蛇足ですが、それはやはり議長との協議の中で、補正予算の中で増

額補正、減額補正をしながら原則４年でこの範囲でということで議論すると。例えばそうでは

なくて、４年に１回しか行かないですから全額で１回行くという手もあるわけですから。そう

いうことは議長の采配の中で増額補正、減額補正をしながらトータルでそこに合わせるという

ことが可能なのかどうか。そこら辺は事務局と議長にちょっとお願いをして、可能であれば今

氏家委員外議員が言われたことは議員が視察をするということは本来の中身ですから、何も行

きたくないのにことし行くなどというそういうことではないのです。必要で行くものなのです。

旅費があるから行くものではないのです。必要に応じていくものですから。そこのところは範

囲があるのかどうかということは、議長、事務局にちょっと考えておいてもらいましょう。そ

れではこの文章上はないのですが、東京以南、以北というのはもともとないからいいのですが、

そういう考え方で今後視察については考えていくということでよろしゅうございますね。  

西田委員外議員。  



 21 

○委員外議員（ 君） 確認だけお願いします。１番目のところに書いているのが、２

泊３日以内及び第３年次４泊５日以内に分けて行うものとしと。この日数もやはり決められて

しまうということですか。それとも、予算で例えば２泊３日ですが、４泊５日行こうが５泊６

日行こうが予算内であればいいというふうに受けとめてもいいのでしょうか。  

○委員長（大渕紀夫君） それはどういうことかといいますと、２泊３日の旅費しか出ません

という意味なのです。ですから、お金を自分たちで出していくのは別に何も構わないです。  

岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） あくまでも基準ということでつくっておりまして、今大渕委員長

が言われましたが、基本はやはり基準に基づいて行っていただくという、その中で実は打ち切

り旅費で 9万 2,000円であったり 15万 6,000円であったりという打ち切りになってございます。

同じ２泊３日であっても 9 万 2,000 円を越える部分がございますから、当然それは打ち切りに

なります。4 泊５日であっても 15 万 6,000 円を超える場合があるので、15 万 6,000 円の打ち切

りになりますという。こういう考え方で基準がつくられています。今のお話からしますと、２

泊３日を３泊４日にしたいですとか４泊５日を５泊６日にしたいですとかということであれば、

やはりこれはこの基準を直していただくということになります。やはり基準はきちんとしてあ

りますので、これを直していただくということになります。問題は打ち切り旅費としての金額、

これが今９万 2,000 円と 15 万 6,000 円になってございますが、これについても例えば今の実情

に合わせるために金額を改正するということであればこれは当然町のほうにもご相談して、金

額的な設定をもう一度考えなければならないというふうになるかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員外議員。  

○委員外議員（ 君） 金額まで変えてほしいということではなく、打ち切りの金額の

中で日数をふやすことはできないということなのですか。  

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） もしこれが２泊３日ということであれば、２泊３日を３泊４日ま

でできるようにこの基準を直さなければならないということです。  

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。  

ほかにありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） なければ、ちょっと時間が 10 分ほど早いですが、この後入っても議

論がまとまりません。次からの問題について言えばそんな簡単にいきませんので、次の部分に

ついては５月 11 日といたしまして本日は閉会したいと思いますがよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。  

（午前１１時５１分）  


