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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 ５月１１日（金曜日） 

   開  会  午前 ９時５９分  

   閉  会  午後 ２時０３分  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項  

１．議員の派遣について  

２．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  

３．予算・決算審査特別委員会のあり方（質疑の回数）について  

４．道外行政視察について  

５．意見書の取り扱い方法について（会派代表者会議）  

６．政策研究会の設置について  

７．第３次議会改革の検証について  

                                         

○出席委員（５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 前 田 博 之 君      委員外議員 西 田 祐 子 君 

委員外議員 氏 家 裕 治 君      委員外議員 及 川   保 君  

議  長 山 本 浩 平 君  

                                         

○欠席委員（２名） 

 委  員 吉 田 和 子 君      委  員 坂 下 利 明 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） 坂下委員につきましては、退院をされたそうでございますけれども、

まだ体調が十分ではないということで西田議員が代理で出ております。吉田委員につきまして

も、ただいま検査入院等々ございまして氏家議員が代わりに参加をしているということで、委

員７名の定数中５名参加しておりますので、会議そのものは成立しておりますので、ただいま

から議会運営委員会を開催いたします。  

（午前 ９時５９分）  

                                         

○委員長（大渕紀夫君） 早速調査事項に入りたいと思います。１番目に議員の派遣について

でございます。４月 24 日、前回の議会運営委員会で九州の吉野ケ里遺跡を含めた視察に関して

議員諸氏が個人の資格、また、８万円の旅費の範囲内で参加できる人がいたら募っていただき

たいというお話がありました。各会派でそういう議員がいらっしゃるかどうか、参加の確認だ

けを最初にいたしたいと思います。 

かがやきからはどうでしょうか。 

○委員（小西秀延君） かがやきからは、山田議員、そして広地議員が個人としての資格で参

加するという形でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明党。 

○委員外議員（氏家裕治君） 公明党からは、今のところ出席者はいないということでござい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 民の会。 

○委員外議員（西田祐子君） 私どもの会派で協議しました結果、もし行かれるのであればと

いう話をしましたけれども、なしということでお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） きぼう。 

○委員（前田博之君） いません。 

○委員長（大渕紀夫君） 我々の会派もいません。参加できないという状況です。 

それでは、山田、広地両議員は、これは８万円の旅費で行くということではないですね。個

人の資格ですね。この両名の方はまったく個人として参加されるということだそうでございま

す。派遣承認はいらないということです。個人の参加ということですので、一番目の議員の派

遣については、山田議員、広地議員が個人の資格で参加をするというふうに確認をしたいと思

います。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） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 議員派遣の関係についてちょっとお聞きしたいのですけど、よろしい

ですか。 

○委員長（大渕紀夫君） どうぞ。 



 3 

○委員（前田博之君） 先般の４月 24 日の議運、私欠席しましたので流れ的なことはわかりま

せんけれども、結論からお話ししますと、私欠席していますからどうかということを抜きにし

ても、議員の派遣の承認が今ありました。民族共生の空間と東日本大震災のかかる部分につい

て、５月の日程表をもらったら、５月会議が 31 日しかなっていなかったのです。これは会議規

則等から見れば、議会の議決を得なければいけないのですけれども、まず、瓦れきの関係につ

いては終わりましたけれども、あとは今言った九州行く分についてはこれからの日程ですから、

そちらのほうで考えているかどうかわかりませんけれども、会議規則からいっても議会の議決

を得なければいけないと思いますけれども、なぜそれがなくいってしまったのか理由をお聞き

したいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会事務局。 

○事務局長（岡村幸男君） ２件の視察についての議決の関係ですけれども、まず、会議規則

104 条の規定では、今前田委員がおっしゃったとおり法第 100 条第 13 項の規定により議員を派

遣しようとするときは議会の議決でこれを決定すると。ただし、緊急を要する場合は議長にお

いて議員の派遣を決定することができるという、こういう規定になっております。それを受け

て、さらに白老町議会の議員の派遣に関する要綱というのがございまして、これはあくまでも

この会議規則 104 条の規定に基づく白老町議会議員の派遣に関し必要な事項を定めるというこ

とになってございまして、この第５条で派遣の手続きとして基本的には今言ったように議決を

得なければならないところになっておりますが、２項として、前項の規定にかかわらず派遣の

必要があると認める場合、議長は議会運営委員会に諮った上で議員の派遣を行うことができる

というふうになっております。さらに、ただし議会運営委員会に諮るいとまのない場合は委員

長と協議して行うことができるという、こういう規定にもなってございます。という中で、さ

らに議会運営基準の中でも、これは第 10 章、第３節の 11、12 に規定がありますが、議員の派

遣承認にあっては議会運営委員会に諮って決める。それから、不確定の場合については議長、

議会運営委員長に協議して取り扱いを決め必要に応じて事後報告すると。このような内容にな

ってございます。そういう中で今回町から要請のあったこの件については、いわゆる定例月で

の議決をしてございませんので、その間に行われる派遣については議長から議会運営委員会に

諮り、そして、それを議題にしまして決定をいただいたと、こういう状況になってございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の関係は条文の朗読で、そのとおりです。しかし、平成 14 年にこの

会議規則を変えているのです。このときに、この緊急という部分については、この改正をした

ときにある程度の解釈で、多分 15 年のときに議会運営委員会等の記録は残っていませんけれど

も、一つの共通の認識としてこの緊急という部分については、閉会中において例えば災害等が

発生し議員を現地に派遣する必要が生じた場合、議会において議員の派遣が議決できないこと

も想定されることから、このような場合、ただし書きで緊急を要すると書いているのです。こ

の解釈からいくと、失礼ですけれども、この緊急の場合の乱用に当たるのです。そして、議運

は 24 日に開いているのです。だけども、東日本に対する瓦れきについては 23 日に現地視察の
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依頼が町長から来ているのです。それで、24 日の議運に諮って、あるいは九州行くものもそう

ですけど、このときに諮って会議を開くことできるはずなのです。そういうものであるので、

今局長が言ったもの、そして、運営基準の部分を平成２年にやっているのです。これは平成 14

年にこの後、今私が言った解釈になっていますので、本来は直すべきなのですけど、ただ、突

発ですから緊急と意味が同じことになるのです。ですから、議運に諮るということは緊急でど

うしても会議が開けない、きょう言ってあした、災害があって行かなければいけないという部

分ではいいけれども、それ以外についてはちゃんと議決、議会を開いてやらなければだめなの

です。うちは通年議会ですから。そのためにやっているはずです。ですから、著しい裁量権の

乱用になってしまうのです。局長はそういう言い方するけども。その辺をちゃんと整理してお

かないと、今後そういう形の運用で諮られた場合、大変だと思います。まして、瓦れきの問題

についてはいろいろこれから議論沸騰する問題ですから、これはちゃんと整理をしておかなけ

ればいけないと思います。ですから、私は、もう行ってしまったものですから、これらについ

ては何らかの形で解釈をして収めることは収めますけども、もう１件の民族共生で行くものは

20 日からですから、この間に議会を招集して議決を、派遣承認を取る必要があると思います。

これは、まして３月 28 日に来ているのです。調べたら、４月 10 日に全員協議会やっているの

です。そうしたら、冒頭で議会開いて承認取ればいいはずなのです。その辺の見解を伺います。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 解釈の関係になりますので、今乱用だというお話もありましたけ

れども、それはやはり、この場でどういう決めごとにしていくのかということが必要かという

ふうに思われます。いわゆる緊急という部分については、確かに文言から言えば緊急に当たる

部分というのはどういうことなのかという想定として、いわゆる災害ということは言われてお

ります。これはこの会議規則の一部を改正する規則をつくった際にも、実はこれは通年議会の

際ではありませんでしたが、いわゆる本会議の会議が短いことと、会期中の議員派遣が少ない

ことなどの実態があることなどから、閉会中や緊急を要する場合は議長の権限で議員派遣をで

きることとされたというふうになって、いわゆる議案説明がされているわけでございまして、

そういう中で言えば、閉会中ではありません、あくまでも通年議会ですから休会中という考え

方ですから、前田委員がおっしゃるとおり、いつでも開けるのだということであれば、そうい

う解釈をとらなければならないということがあるかもしれません。ただし、実はこれまでも前

例として行っているのは、この 104 条第１項ただし書きの規定に基づいて議長において議員を

派遣した結果を３月会議でも報告させていただいております。これは１月から３月の初めまで

のものを議会で報告させていただいております。これは言うなれば 18 件の議員派遣の件数があ

りますが、今のお話からすれば当然１月会議もありました、２月会議もありますから、それぞ

れの会議において議決をいただくべきことになるというふうに考えられます。ですから、その

辺の整理は今回議員が承知したということであれば、規則についてもう一度皆さんのご意見を

伺いながら見直しをする、整理をするということが必要かというふうに考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 
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○委員（前田博之君） 今議会のいとまがないと言いましたけど、現実に町内とか緊急で議長

に来て、どうしても議長が行けなくて委員長に行ってもらうとかという部分の判断でやってい

る部分は、それは事実です。それは町内とか緊急を要しても内容的に総会だとかいろいろな問

題になるのです。事実として来ている部分で日程から見ても今言った部分がどうかということ

を言っているのです。議会を開くいとまがないということにならないでしょうということです。 

それと、私も後から言おうと思っていたけれども、この運営基準で 33 ページの部分、これも

平成２年ですから本来緊急の場合という解釈をここでちゃんと定義づけておくべきだったので

す。それが見落とされていたし、14 年度にやっておくべきだったのです。ただ、今言ったよう

に、局長の言う文言での整理についてはそうです。ただ、緊急の場合ということをちゃんと整

理しておかないと、今後も先ほど言ったような話になるので。そういうことです。 

ですから、私がここで言うのは、東日本のものは日程からいっても緊急にならないけれども、

そういうことで行ったことだから収めるけれども、九州へ行くもの、これは議決とるべきだと

思っていますから。そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（岡村幸男君） もちろんそのとおりでございまして、緊急の解釈については、実

はそれぞれの委員の皆さんもこういう尺度がないものですから、いわゆるどこまでが緊急に当

たるのかという部分については、今前田委員がおっしゃったとおり、整理がそれぞれ違うと思

いますので、きちんとした整理が必要かなというふうに事務局のほうも考えてございます。 

それで、実はこの件に関して道議長会のほうにも確認をしてございます。そういう中では、

やはり白老町は通年議会ということを実施しているので、いわゆる標準会議規則に準じたうち

の規則については、そういう疑義が生じるのであればそこを見直す必要はあるということが言

われておりますので、やはりこのことについてのそういうご意見があるということであれば、

今後見直しをさせていただきたいとこういうふうに考えてございます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件について、議長何かありますか。 

山本議長。 

○議長（山本浩平君） 私のほうからは特段ございませんけれども、今局長のほうから説明が

あったように、今後の中で検討が必要だということであれば議運の中で検討をしていただけれ

ばよいと思います。今までの手続きに関しては、緊急性というのはいろいろな意味合いがある

と私は思います。解釈の問題だけだと思いますので、急に町側からこういったことで議長一緒

に行ってください、あるいは議会の中からという話があったら、それも一つの緊急性というよ

うな考え方になると思います。 

それと、通年議会だからといって必ずしも派遣承認の案件だけで議員全員を集めて、派遣承

認のことで議会を開く、これはいかがなものかと私は思ってございます。ですから、今回のこ

とに関しては何も問題ないと、こういう認識でございます。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 
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○委員（前田博之君） 今の議長の後段の通年議会だからといって案件によっては議会を開く

必要はないという話は、私はちょっと本末転倒だと思います。本来、案件がどうであろうと議

決事件になっているものがあれば、時間どうであろうと何であろうと私は開かなければいけな

いと思います。そこはちょっと解釈違うのではないかと私は思います。そうであれば、裁量に

よって軽重な案件だったら開かなくてもいいということになってしまう可能性出てきます。あ

くまでも会議規則でちゃんとうたっていることですから。緊急の解釈はこれから決めると言っ

ていますけれども、ただ、通年議会だけど内容によっては会議を開かなくてもいいという話に

はならないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（山本浩平君） 私はあくまでも議員の派遣承認に関することについて、ほかに何もな

いときにそのことだけで議会を開くのはいかがなものかということを言っているわけでありま

す。派遣に関する要綱の中で派遣の必要と認める場合、議長は議会運営委員会に諮った上で議

員の派遣を行うことができる。ただし、議会運営委員会に諮るいとまのない場合は委員長と協

議して行うことができると。この要綱に基づいてやっていることであって、何も問題はないと

いうふうに考えてございます。あくまでもこの議員派遣に関することだけで全員を招集して議

会を開くのはいかがなものかという私の見解であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員にお尋ねをするのですけれども、この緊急という、議員派

遣の会議規則の第 104 条の緊急という定義なのですけど、ここのところをきちんとしてほしい

というふうに言われているわけですよね、前田委員は。それで、例えばこれは 104 条の第１項

でいきますと、今皆さんに配られたとおりですけれども、すべてなのです、これは。議員の派

遣すべてなのです。そうなりますと、どれだけまとめられるかというのはちょっと私には理解

できません。ただ、少なくても３月会議の中で行っているものについていえば、１カ月のうち

に数件あるわけです。これが月初めに全部来て全部一発で派遣承認がとれるのかどうかちょっ

と僕はわからないのです。わからなくてしゃべっているのだけど。会議規則上でいえば、こう

いうものすべてとらなくてはいけないということになります。そうすると、１週間に１回なり、

１週間に２回ぐらい本会議を開かなければいけなくなると思うのです。日にちはもちろんまと

められるのかもしれない。わからないから僕は言っているのだけど。だけど、これだけ細かく

あったら、11、13、21、23 とずっとこうあるわけで。そういう意味のことをおっしゃっている

わけではないですよね。緊急という解釈と、それから、それが町内と町外に分けるとかそうい

う整理をしようということを言っているのですか。そこら辺をはっきりしてください。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は、やはり緊急の定義と、それと、議会が主体的に派遣する部分。

それは今言ったけれども、町内の行事関係あります、そういう部分について。あるいは、町か

らこのように派遣依頼が来たときはどうするかということを整理しておかなければだめだと。

私はなぜ言っているかといったら、本来は、過去にもあったのですけど、一回議論されたこと

あると思います。町長から依頼されたものについて、これが議会として依頼があったから行く
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べきかどうか議運にかけて決めて行っているからいいのですけど。その前に町長から来たもの

については、僕は町のほうのその他の職員の旅費で町が責任を持って派遣お願いしますという

ことで町が旅費をもって公務災害も町のほうのそういう形の中で行けば議会の派遣承認ないの

です。町長から来た場合は。内容にもよるけど。そういう部分の整理の仕方も、一歩先に踏み

込んでいますけど、そういう部分もあるのです。それは置いておいて、きょうの案件は、今委

員長からあったような部分で整理していく必要があるのではないかということです。それと、

町長からの派遣の部分についての取り扱いもどうするかということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 今前田委員のほうからありました緊急の定義という部分と、それ

から、議会みずからが調査、視察するという部分と、それから、町からの要請に基づいて行く

部分という、こういう３点があるだろうと。当然、私どももそういう意味ではこの緊急の場合

ということに限らずこの辺を整理して、どういうものが派遣というものに該当するのかという

ことを整理した上でお諮りすることが必要なのかなというふうに思います。 

それと、最後にお話しになりました町からの要請という部分について言えば、今ここで承認

の決定等を議論していただいているのは、先ほども言いましたけれども公務災害の関係がある

ものですからこういう決定をいただいている部分がございます。これが町からの要請で町が旅

費をみて、町の公務災害の適用を受けられるようになるのであれば派遣の決定はいらないとい

うことになるのですが、実は、これは前任の局長等から聞いている範囲では、町のいわゆる公

務災害で行くということについての手続きが非常に難しいような部分があるということで聞い

ておりますので、もう少しこれは内容を精査した上での検討が必要かなというふうに考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、今お話がありましたけれども、この緊急を要する場合、

白老町議会の会議規則 104 条の件なのですけれども、この範囲、ただ、町内はいいけれども町

外はだめとか、町から来たからよくてそれ以外はだめとかそういうことではないのです。法律

的にはみな同じなのだから。今例えば前田委員が言われたように、前回議会運営委員会では確

認されております。九州も確認されております。そうなると、それをどうしても今度は本会議

でやるというふうになると、これからの分全部やらなければだめになります。少なくてもまだ

決まっていないわけですから。まちの分全部やらなければだめになるのです。議会が派遣する

場合は。ですから、今回につきましては、なるべく派遣承認とったほうがいいわけですから、

それはそれで議長が言われるように派遣承認だけで議会をやるかどうかはまた別の話です。そ

れは議会運営委員会なりどこかが判断すべきものだろうと思いますけれども、少なくても今回

につきましてはそういうことですから、そこは十分皆さん考えていただきたいと思います。そ

うでなければ、そのことで本会議を開くということになれば、これから議会が派遣する小さな

ものも全部派遣承認とらなければだめだというふうになりますから。ですから、そこは十分考

慮して、今まで議員の派遣の件については 104 条第１項ただし書き書の規定に基づき議長にお

いて次のとおり議員を派遣したということで皆さん方に連絡がいっているのです、本会議で。

ですから、少なくてもこの議論がきちんとされるまでは今のような形で進むというふうにご理
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解を願いたいと思います。 

ただし、緊急を要する場合、議会を開くいとまがないというのは、これはあくまでも議長も

おっしゃったように、例えば全員協議会なり、前回、実際に白老でありますから、全員協議会

のときに本会議に切りかえて派遣承認だけとったということがあるのです。これは私も記憶し

ています。ですから、そういうふうにできるものにつきましてはなるべくすると。なるべく早

く、やはり町内のものについては、町内というか、議会が派遣する町内の諸行事、それについ

てはやはり派遣承認とらなくてもいいようにしないとだめです。そうでないと前田委員が言っ

たように矛盾していますから。そこの整理をきちんとするということでご理解願えませんか。

いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、また早く議会運営委員会やらなければだめになるけど、

なるべく早く議運をやってやりたいと思いますから。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時２４分 

                                         

再開 午前１０時３１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。 

議員の派遣につきましては、今まで議論されたことを整理しながら議会運営委員会の中で緊

急を要する場合の件についてきちんと整理をしていくというふうにいたしたいと思います。 

次２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。これを議題といたし

たいと思います。それでは、この件について各会派で意見がまとまっているはずなのですけれ

ども、それぞれご意見をお聞きしたいと思います。 

まず、かがやき。 

○委員（小西秀延君） 総合基本計画と両方議決するということで進みたいということになり

ました。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明党。 

○委員外議員（氏家裕治君） 総合計画の議決の取り扱いについては、議会での議決をしなが

ら進めていくという考え方で決定しております。 

○委員長（大渕紀夫君） 民の会。 

○委員外議員（西田祐子君） 民の会では、自治基本条例の中で基本計画を策定するというこ

とになっておりますので、改めてここで決定をする必要は特にないのではないかという消極的

な意見でした。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 基本構想、基本計画とも議決事項にする必要はないという意味です

か。そこをちょっとはっきり。 

○委員外議員（西田祐子君） はい。特に必要はないのではないかと。 
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○委員長（大渕紀夫君） 議決事項にしなくていいということですね。 

○委員外議員（西田祐子君） はい。自治基本条例の中で基本計画を策定すると決まっていま

すので、改めて議会の中で１つずつの基本計画を議決しなくても。 

○委員長（大渕紀夫君） 議決事項ではなくなったのです。今回地方自治法の改正によって。

基本構想が今まで議決事項でした。今度はそれが取り払われたわけです。なくなったから議決

しなくてもいいということになってしまうわけです。議会にかけなくてもいいということにな

ったわけです。ですから、構想も計画もかけなくてもいいということだったら町はどんどんつ

くってしまうということなのだけど、それは議決しなくてもいいということでいいのですか。 

○委員外議員（西田祐子君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。 

きぼう。 

○委員（前田博之君） 会派でも話をして、私 24 日いませんでしたけど、きょう結論を出すこ

とになっていたのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです。 

○委員（前田博之君） その前段は、今の総合計画がどうあるべきかという議論は議運ではし

ないで、結果だけでいくということですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 中身、基本計画、基本構想につきましては特別委員会がつくられる

予定になっております。当然、今我々がお話しをするのは議決事項にするかどうかだけです。

中身の問題ではないです。否決する場合だってあるわけでしょう、議会として。ですから、そ

の議会の態度を決めないで町側と事務レベル協議をすることができないのです。それで、中身

の問題ではなくて基本構想と基本計画を議決事項にすべきかどうか、これだけです。中身につ

いては特別委員会でやると。こういうことでございます。 

○委員（前田博之君） 結論からいくといろいろあります。それはこれからやると言っていま

すけど。ただ私は、ただ総合計画、基本構想、基本計画だけでの議決はどうかと思っているの

です。ということは、総合計画とそれぞれ計画の関係があるのです。よその町村も総合計画ば

かりではなくて、都市計画マスタープランとか防災計画、そういうものを合わせて一緒に連動

してとっているのです。ですから、１つだけを議決することはどうかと。悪いけど、これから

は別として、今までの総合計画は絵にかいたもち、その場で結果的に議会で議決したけれども、

それでは、変更とか何かはどうだったのだろうと。 

それと、新財政改革プログラムは逆にこのほうが優先すると思っていますから、その辺から

いくと、ただここで議決するかどうかというその部分だけで、総合計画の基本計画と構想だけ

を議決するということだけからいけば、うちの会派はちょっと消極的です。ということは、新

財政改革プログラム、土地計画マスタープラン、住宅マスタープラン、防災計画あるいは高齢

者保健福祉計画、こういうものは連動していくのではないかと。そういうのを合わせて必要で

はないのかなと私は思うので、単発的に１つだけというのはどうかと。 

それと、今議決なくなったということは、これからは地方分権で地方自治体らしい総合計画
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をつくりましょうという部分だと思います。そして、もう１つは、私見てきたら、５次総合計

画はローリング方式で終われるのです。ここで今出されている総合計画、基本計画を今回仮に

議決したときに毎回予算と連動して変わるということは、毎回では基本計画は議決事項で修正

していくのかという部分も出てくるのです。そういうものを含めると、もっと僕はそういう部

分も議論に含めた中でもっと総合計画、よそでは総合計画の条例さえつくっているところある

のです。そういうものも含めていくので、言葉は悪いのですけれども、ただどうするかという

話はここでは私はどうだとは言えないけれども、あえて言われれば、ちょっとそういうものを

含めれば消極的です。今端的に決めることは。そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 我々の会派ですけれども、これは以前から総合計画及び基本計画は

議決事項にすべきということはずっと言ってまいりました。当然今きぼうの会派がおっしゃっ

たように、マスタープランから始まってすべてが議決事項になった場合、これは議会の責任が

半分になります、今度からそうなると。例えば、今言われた基本構想を条例化しているという

のは栗山町がそうですけれども、現実的には議会の回数は飛躍的にふえるでしょう。今の倍ぐ

らいになると思います。それはなぜかというと、１つ１つの計画をすべて議会が責任を負わな

くてはいけない、議決するということは。可決していれば、できなかったら、できなかったと

いうことは全部責任問われます、議会も。ですから、中途半端な議論で結論を出したら大変な

ことになります。はっきりしているのは。ですから、我々は、しかし、基本構想と基本計画と

いうのはまちづくりのかなめです。ですから、自治基本条例にもうたっているわけです。我々

はここの部分についてはきちんと議決事項にすべきと。議決事項にしないということは、言え

ば、町がつくったものをそのままやってもいいということになってしまいますから。ですから、

私はそこでは特別委員会までつくってやるわけですから、私は議決事項にすべきだというのが

うちの会派の考え方です。 

それで、今民の会ときぼうが消極的なご意見だということなのですけれども、それはそれで

考え方ですから結構なのだけど、町は６月会議に出してきて、そして、特別委員会をつくり、

９月会議で結論を出すと。大まかにはそういうスケジュールです。そうすると、議決事件にす

るかどうかということは条例の改正が必要ですから、態度はっきりしないとだめなのです。中

身わかってからというわけにはいかないのです。ですから、全体的に計画そのものを今の白老

町の３年以上、大体前田委員の言っているのは多分３年以上の長期計画の部分だと思うのだけ

れども、そういうものを全部議決事件にするというふうにしていくのかどうかということにな

ると、議会運営委員会を相当頑張って開かないと結論は出ないかなというふうに感じておりま

す。それで前回私が諮ったのは、町から言ってきているのも構想と基本計画だけですから、こ

れについてどうしますかということで諮っているわけです。それで、消極的な考え方というの

はどういうふうに私は解釈していいのかちょっとよくわからないのだけど、事務レベル協議を

進めていいかどうかというのは勝手に我々やるわけにいきませんから、きちんとこの中でそこ

の意思統一だけは勝ちとりたいというふうに思いますので、ご意見を賜りたいと思います。 

前田委員どうぞ。 
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○委員（前田博之君） 議決するということは、議会が半分以上責任を持たなければだめなの

です。ということは、ローリングするから議決権は議会にあるから非常に責任が重いというこ

とと。もう１つは、ずっと過去からも、これは委員長もわかっていると思いますけれども、議

会がいかに計画の立案に参加するかと。それらを決定する過程においてどうかかわっていくか

ということが大事なのです。そして本来、今まで法律はあるからつくればよかったのです。つ

くらなければいけなかったのです。だけど、これからは地方分権の中で白老町独自の総合計画

はいかにあるべきか。ということになると、本来は立案参加、立案するところから参加してつ

くると。今白老町はこういうものができましたと案できているわけです。当然修正するけれど

も。もっと前からかかわっていて本当に議会が責任も持てるもの、その場の責任ではなくて、

そういう部分が必要だと思うのです。 

それと、今西田委員外議員も話したように、私も自治基本条例よく見てきたのだけど、白老

町の最高規範ですという中に町の条例の中で総合計画を策定するとこう言っているのです。で

すから、議会が本当に充分な議論をして 96 条に責任を持って議決事件の項目に加えることが今

後町民に対して我々責任持てるのかどうかと思うことと、予算委員会でもローリングされます

から、本当に一般質問して、それでは中身が、基本構想は別にして基本計画が、これは大系型

でできていますからその部分を修正すべきだということは栗山町みたく議会が意思の統一でき

るかどうかという問題もあるのです。そのときに、今までやっていたというのは法律の中でや

っていたことですから、これから議決を得るか得ないかということも町村の独自の判断ですか

ら、そういう部分でいけばどうかということを私は考えているのです。本当に議会がけんけん

ごうごう議論していいまちの構想できると思いますけど、そこまでいけるのかどうかと。過去

の例からみると、第４次の後期の部分も参考配付なのです。何も説明されていないのです。そ

して、第４次の前期は当時の総務文教常任委員会が前期分の評価をして。と言ってようやく出

てきたのですけど、それを見るとかなり、項目は言いませんけど総合計画にないものが町長と

しての指示的なものでかなり総合計画無視されて入ってきているのです。そのときにチェック

していないのです、議会も。だから、そういうものにならないと思うのだけど。そういうこと

を本当に 15 人の議員が過去みたくつくってしまったらもう棚に上がってしまって誰も見向き

もしないような形の総合計画にならないかなと私は懸念しているから、今の時点ではどうなの

かなと思います。ただ、議決別にしても特別委員会をつくって十分議論して議会としての意見

を言うのは必要だと思いますけれども、その辺どうかと思って消極的なのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が言っているのは、手続き論ではないのです。15 人の議員を信頼

するとかしないとか、議論できるかできないかという議論になったら、それは何ぼやったって

同じなのです。無駄な議論だと私ははっきり言って思います。そうではなくて、今議会がここ

に参画をすべきかどうかと。参画すべきではないというのならそれはそれで構わないのです。 

それで、対案がなければ我々はどうにもならないのです。例えば、今前田委員言われたよう

に、栗山町は実際に議会が自治基本構想大まかなものをつくって、それを全部飲ませているの

です。議会がつくって。そういうふうにやるというのなら、それはそれで構わないのです。議
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会でやるというのなら。私は何も否定するものではありません。しかし、それは相当のボリュ

ームになりますし、今の状況でやれるかどうかというのはあります。今でも日数が多いとか少

ないとかという話があるわけですから。ただ、そういうことを言っているのではなくて、白老

には白老のやり方があると思います、私は。ですから、そこを議論していただきたいだけなの

です。ですから、基本構想は議決事項にしないということであれば、それはそれで町側と話し

合いをして我々は議決事項にはしませんということでいいと思うのです。ですから、向こうが

主導的にやってこようが何しようが議決事件でなかったら向こうは出す必要ないわけだから。

議決いらないわけだから、勝手に決めてやれるわけですから。はっきり言えば。それでいいと

いうことであればそれで構わないです。だから、私はその中身の問題をここで議論したらいつ

までたっても終わりませんので、結論としてどういう結論を出すかということが今回の場合は

必要だと。当然、この次、第６次をつくるときには議会としてこういうふうにやるべきだ、審

議会はこうやってやるべきだと、そういうことは必要だと思うけれども、それは現段階では間

に合わないのです。構想出てきているわけですから。だから、現実的にいえば、あとは特別委

員会をつくって議論されるというわけですから。それは延びるかどうかわからないです。だか

ら、そういうことで今議決事件にするかどうかということについてはどうでしょうかと。こう

いうことであります。そこについてどうですか。民の会ときぼうの会派は、私の解釈上どうす

ればいいかということだけ。ちょっと理解できないものですから。これは議決事件にしないと

いうことなのかどうか。 

どうぞ、西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 私、前回のときも確かこの件について議決にしないでやってい

る自治体はどこかないのですかというふうに伺ったと思います。というのも、議員させていた

だきまして今までの中で総合計画にもない、基本計画にもないようなことがいっぱい次から次

と出てきて、また、基本計画の中にあるものが全然進んでいかなかったという今までの経過を

考えたときに、やはりその時代、そのときによってどんどん生もののように総合計画というの

は変わっていくものであれば、その都度問題が起きたときに議会で議論すればいいのであって、

少なくとも総合計画をその時点で議会で議決してという意味がどこにあるのかなという思いが

あったので聞きました。それで会派の中で話し合いまして、やはりうちの会派は皆さんがやる

というのだったら大勢の中で少数意見だろうから決まるのでしょうけれども、あくまでも消極

的で、しなくてもいいのではないかという結論に達しました。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかご意見のある方どうぞ。 

小西委員。 

○委員（小西秀延君） もうちょっと明確に。当会派は基本構想、基本計画を両方議決すべき

だと。なおかつ白老町議会条例の第７条に加えることが必要であろうと考えています。その理

由なのですが、総合計画が議会の議決を必要としなくなるということは町が策定しても変更す

るのも町の勝手であるでしょうし、基本計画というのをころころ変えてもいいということにな

ります。基本計画を立てても町のやりたいように今後もそれを変更していってもいいし、議会
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はそれに対して責任は追及できないということになってしまうと思うので、総合計画というの

は屋台骨だと思います。そこから変更されていくのであればやはりまた議会の議決も必要でし

ょうし、町の進むべき道を議会が議決するというのは、そこは責任を持たなければならないと

いう観点から、当会派は議決を必要とするというふうに判断をいたしております。 

○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） 氏家です。前田委員の話というのは、前回僕も踏み込んでその

話をしてしまった経緯があるのです。総合計画の中にはいろいろなぶら下がりの計画がありま

す。例えば３年以上のもの、５年以上のものだとかというものがあるのだけれども、結局その

議論というのは、例えばこの総合計画の基本構想が議決される、議会の決定も重んじるという

ところから始まるまでは先に進んでいませんけど、僕もそちらのほうに先走ってしまったのだ

けれども、今回の案件については基本構想について議決するかしないかということで、今まで

も各常任委員会の中で各計画についてはいろいろ取り上げながらやってきました。ただ、これ

からもう一歩進んで計画段階にどれだけ議会がかかわっていけるのかというところについては

これからの問題だと思うのです。それで、今までのこの何年間かの前田委員の議論をずっと聞

いていると、僕はその部分は絶対大事なところだと思うけれども、今回のこの基本構想の部分、

この部分については議決をしていかないとその先の議論ができないと。僕はそう感じ取ったの

です。だから、決して前田委員の考え方が間違っているとかではなくて、今回の基本構想につ

いては議会の責任もそこに当然かかわってくることであって、当然これからの計画段階にどう

かかわっていくかということはそこからスタートしていくものだと考えていますので、今回こ

この議運で決まらないのであれば、もう一度会派の中で話し合われてみたらどうかと。時間の

余裕があればの話でしょうけれども、私はそう考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 基本構想の義務づけされて無意味だという意味ではありませんから。

必要だと私は思っています。ただ結論からいうと、私がなぜそういうことを言ったかというこ

とは、最終的には、何回も言いますけれども、議会がみずからこれを議決した場合、やはり議

決の権限を生かして責任を持って、強い自覚を持って監視やチェックとか政策を形成していく

という重い意思があると思うのです。その部分の到達度を私はあえて懸念して、過去から見た

らおかしいなと思って言っていたので。今お話を聞くと、条例化、議決事項にしても今後実施

計画とかそういう中で十分にまちづくりのために議論していくというような会派の意見もあり

ましたので、そういう意思があるのであれば私も基本構想については何も議決は否定している

わけではなくて、ただこれまでの思いの中で本当にそういう議決することは重いということと、

委員長が言ったように差し迫っているからやるという言い方はどうかと思います。あくまでも

議会としてはよその町村みたく総合計画条例をつくって、より重いものをつくったりしている

のです。ただ、議決事項にしてしまうとただそこだけ町から言われたからその分入れるのかと

いう部分の議論がないのがちょっと残念だなと思ったのですけど。会派会議をやっても今言っ

た消極的な考えでしたけど、皆さんの意見を聞けば前向きな姿勢で実施計画を取り組むという
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ことですので、基本計画までの議決についてはうちの会派としてはいいということにします。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が言った意味は、これはずっと継続しているのです。これは第２

次改革からずっとやっているものなのです。議決事件を拡大しようということでやってきたの

です。ただ、議決事件を拡大するとどうなるかというと、議会日数は飛躍的にふえるだろうと、

そういうことで、途中でストップしてしまったのです。ですから、公営住宅のマスタープラン

や上下水道のプランすべて入れるというふうなことで最初は議論したのです。一覧表も各議会

運営委員会のメンバーに渡しています。これは記憶がある方いると思うのですけど。ですから、

そういう経緯の中で最初にやろうとしたのがこの基本計画を議決事項にしようということ、そ

ういう経過があったのです、実を言えば。その話、私しなかったですから悪かったと思うので

すけれども、そういう経緯の中で今まできているということであります。当然、一般質問、代

表質問もあるわけですから、町側が逸脱した状況になった場合は一般質問、代表質問でどんど

ん議員の資格でやればいいわけです。もし、そういうふうなことがあったら。ですから、これ

は時間の問題だけではなくて、この問題についてはどうするかということは少なくても９月ぐ

らいまでには結論出さなくてはいけませんので。今前田委員からそういうご意見もございまし

たけれども、氏家委員からもございましたので、もう一度戻したほうがいいですか、各会派に。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 戻さなくてもいいです、私のほうは。僕が 24 日いなくてわからないで

話していた部分あるし。及川議員から聞いていましたから。だから、きょう結論出すというこ

とですからいいです。ただ、民の会の部分は別にして、うちの会派はいいです。 

○委員長（大渕紀夫君） この問題は、やはりできれば全体が一致したほうがいい中身だと思

うのです。これは多数決で決めていくという性格のものではございませんので。私はなるべく

多数決で決めるということは議会運営委員会でしないほうがいいと思っていますから。今の状

況でいえば、まだ時間若干間に合うと思いますので。 

どうぞ、西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 民の会は最初に申し上げましたとおり消極的な考え方ですけれ

ども、反対と言ったほうが早いのですけれども、ただ、皆さんが判断して賛成の方が多いので

あれば、あえてそこに逆らって反対はいたしませんという考え方でございます。ですから、賛

成ですとおっしゃるのでしたら、そこに逆らうつもりはございませんので、消極的な賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、この件について皆さん方のご意見は十分反映したいと思

います、町側にも。そういう形で事務レベルの協議に入っていいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そういう形の中で、もちろん事務レベルで話をした中身

については皆さん方に報告はいたしますけれども、そういう形でとりあえず議会としては基本

構想、基本計画については議決事件にしていただきたいというような方向で議論をしていくと

いうふうにいたしたいと思います。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５８分 

                                         

再開 午前１１時１１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。 

次に、予算・決算特別委員会のあり方についてということで、これを議題にいたしたいと思

います。各会派持ち帰りでそれぞれ検討をしていただくというふうになっております。要する

に委員の発言の問題です。これについて各会派の考え方を聞きたいと思います。 

最初に、今度は逆に私のほうからいきます。私のところは、この質疑の回数というのは委員

会規則が本来は優先されるべきであろうと。当然、議会議員として固執したり議事を妨げるよ

うな発言をしたりすることはまずいですけれども、そうでなければ私たちは委員の発言という

のは、回数制限は撤廃すべきだというふうに思っております。今の議会の状況で言えば、委員

長になられる方の采配で、議事裁きで十分それは対応できるであろうというふうに思っており

ますので、我々は特別委員会の発言も委員の発言は認めるというふうに、委員会規則どおりに

行うということでいいというふうに思っております。 

次、きぼう。 

○委員（前田博之君） 私も、ここに書いているように、22 年 11 月 25 日に確認していますよ

うに、質問の制限なしと。試行しても問題もないし、あとは秩序を持ってやるべきだと思いま

す。過去にもうちの会派の及川議員も委員長やっていましたし、今回も小西議員が委員長やっ

ています。ただ、３回を超えることをできないということで、本来、秩序を持ってということ

で前回も打ち合わせしたのですけれども、委員長のほうから今度４回目ですと。そういうこと

は言わないで、やはり秩序を持ってやっていますからその辺で撤回すべきだと思いますし、も

う一歩踏み込むと、前もここで若干話があったと思いますけど、今予算・決算は常任委員会制

にしてもっと議論活発にしようということで、その中で自由な発言できるというような方向性

にもあるので、あえてうちも特別委員会つくっていますけど、それからいっても質問の制限は

撤廃すべきだと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 民の会。 

○委員外議員（西田祐子君） この質疑につきまして、できれば回数制限を取り外してほしい

とお願いしていたのは、前回の選挙になる前の私たちの会派から出された意見でしたので、そ

れで一度質問の制限なしということで試行期間に入っていますので、その間特に問題がなかっ

たのではないかと思うのです。制限をすることによって質問する立場の人間が必要以上に緊張

してしまったりいろいろな問題とかあったものですから、反対に質問制限をなくすことで例え

ば２回で終わるものが３回になってしまったりとかと前にもあったような気がしたものですか

ら、本当になくしていただいて、そして、意義のある、中身のある、きちんとした質問、議論

ができる場になっていただければと思いますので、ぜひ、賛成していただければと思いますし、

よろしくお願いしたいと思います。 



 16 

○委員長（大渕紀夫君） 公明党。 

○委員外議員（氏家裕治君） 公明党です。質問の制限というのは、我々公明党の考え方とし

ては従来やはり３回、その中で議員の資質を高めながらやっていくべきだという考え方をずっ

と持っていたのです。ただし、そうした議員の資質等々が伴うのであれば、そういった回数制

限の撤廃を含めて中身のある質疑、議論が重要であろうと。これは委員長采配にすごく負担の

かかることだということも十分、この何回の予算・決算の議論の中で十分私たちも議論しまし

たし、納得もしてきました。それで、本当にこういった形が取られているのであれば、回数制

限の撤廃に向かって前向きに議会議論が進んでいければいいかなという結論に達しております。

ですから、結論から言いまして、質問の回数制限については撤廃して、僕は、補足して何かつ

け加えられるのであれば、もしそういったものが満たされるようであれば元にまた戻すという

形の中で考えていけるような、そういったものにしていければいいかなというふうには思って

いますけれども、基本的にはこの回数制限撤廃については賛成するというところでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） かがやき。 

○委員（小西秀延君） かがやきです。当会派では、委員会規則の中でうたわれるように撤廃

してもよいのではないかということになりました。それで、その範囲というか、やはり秩序を

持って、基本的には３回というものを念頭におきながら、どうしても質問を深くしたいという

ときにその回数に限りを置かないというのが基本ではないかということで、今回撤廃に賛同す

るということでございます。ただ、委員会の中でも質疑漏れという項目があるときに、またや

はり見解の相違ではあるのかなと思うのですが、見解の相違等で同質問をする傾向があると。

そういうものは避けていただいたほうがいいのではないかと。重複質問になりますので、それ

は避けていただくという理解の中で進めていくのはどうかということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） すべての会派が質問の回数については撤廃という方向ですので、当

然、秩序を持ち、議員の品位を保ちながらということが条件でありますし、またなお委員長の

采配で、議事整理権できちんと整理をするということも言われておりますので、そういうこと

を含めてこれにつきましては町側ときちんと協議を行いたいというふうに思いますけれども、

それ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） ここに書いていますとおり、一応５月 18 日に予定しております。こ

れは今回書いていますけど、今後につきましては逐次事務レベル協議を行いながらやるという

ふうにいたしたいと思います。それぞれ一回一回全部聞いてやるとかそういうことではござい

ませんので、きちんとそういう形でやるというふうにしていきたいと思います。 

それでは、次、（４）行政視察の件なのですけれども、ここに書いておりますとおり、第１次

改革においてこういうふうに変えたのですけれども、議会で言っている皆さん方の意見は、旅

費規程の範囲、例えば第１年度目の視察は９万 2,000 円です。その範囲で３泊４日は認められ

ないのかという意見でございます。私はそういうふうにとらえておりました。この件について、

そういうことで支給基準等々を変えることは事務局としては可能ですか。まずその点。 
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○事務局長（岡村幸男君） まず、今委員長のほうからお話あったとおり、この支給基準にあ

る改選後第１年次に２泊３日以内、３年次に４泊５日以内というふうになってございます。こ

れは１次の議会改革で直ったものでありまして、資料のとおりいわゆる短縮しているというの

が実態なのです。ただし、この２泊３日ですとか４泊５日というのは、あくまでも議会の事務

的な手続きに入りますけれども、予算を上げる場合には何泊何日というのを当然予算要求とし

て上げる形になりますので、基準としてはやはりきちんと設けておかなければならないという

ことがありまして、予算を要求する際にはです。ですから、少なくても何泊何日以内というの

は基準の中に盛り込んでいただきたいと思います。かつ、それが予算を、例えばそれが 10 何万

円という形になったとしても皆さんのご了解の中で今までどおり９万 2,000 円の範囲内であり

ますということであれば、そういう基準の見直しを進めたいとこういうふうに考えております。 

○委員長（大渕紀夫君） 今事務局から説明がございました。こういうことです。要するに打

ち切り旅費で９万 2,000円ですと。９万 2,000円の根拠は２泊３日の旅費規定による根拠です。

これは９万 2,000 円しか打ち切り旅費は出ません。しかし、９万 2,000 円の範囲で、３泊４日

で行きたいという場合は、どういう形になるのかわかりませんけれども、それは認めるような

ことはできるということでしょう。要綱を変えることができるという意味です。そういうこと

でございますので、これについてご意見ありましたらどうぞ。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 簡単に言ってしまいまして、もしできるものであれば、１年目

９万 2,000 円打ち切りで、その形でもし行けるのだったら柔軟にさせていただけると大変あり

がたいと思います。というのは、例えば東北に２泊３日で行きましたと。そうしたら予算が９

万円かからなかったと。１万円でも２万円でも残ったと。それでは、委員会でほかのところも

道内日帰りで行きたいということもできるわけです、本来であったら。今のものを認めていた

だければということです。それを認めていただかないと１回の行って来てしかできないという

ことになりますよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 事務局。それは可能かどうか。 

○事務局長（岡村幸男君） あくまでも基準からいけば回数も制限をされていまして、１年次

に１回行きます、３年次に１回行きますと。その日数が２泊３日、４泊５日ということなので、

この予算の範囲内だから何回も行けますということではなくて、あくまでも視察をするときに

は目的を持って何をこの期間中に見てくるかということを決めていただいて、その範囲で十分

な視察をしていただくということがこの基準の根底にあるものだというふうに考えております。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、第１年度目と第３年度目にあるわけですけれども、打ち

切り旅費として日数を延ばすことについて、そういうふうに改正をしたほうがよろしゅうござ

いますか。 

氏家委員外議員。 
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○委員外議員（氏家裕治君） 氏家です。打ち切り旅費という物事のとらえ方ですよね。例え

ば９万何がしという１年次の予算。それは東京以北という物事の考え方からきている予算です、

はっきり言ったら。ただ、東京以北でも、今西田委員外議員言われたような、例えば３泊４日

で行くと 12 万円ぐらいかかりましたと。それはあくまで個人でそれを負担すれば、それは問題

ない。町からの予算プラス個人の予算を足してもそういった部分は、東京以北ではなくて東京

以南に行った場合はそういうことも考えられますよね。打ち切り旅費の９万何がしでは足りな

い分は、個人で東京以南どうしても見たいところがあるから行こうと言って行くのであれば、

それは全然問題ない話なのですね。その確認だけ。 

○委員長（大渕紀夫君） 事務局。 

○事務局長（岡村幸男君） それが前回の会議でもお話のあった部分でして、１次議会改革の

中ではあくまでも東京以北３泊４日を２泊３日にします。それから、東京以南５泊６日を４泊

５日というそういう直し方をしているのです。それは実は基準の中には東京以南ですとか以北

という言葉は書かれていないのですけど、そういう解釈でこれはつくられているのです。です

から、今氏家委員外議員がおっしゃった部分につきましては、この９万 2,000 円の範囲の中で、

今２泊３日ですけど、それを３泊４日まで拡大をし、なおかつ東京以北という考え方も取って

しまうことによって、３泊４日以内で９万 2,000 円の範囲内で極端な話、日本国内であればど

こでも見て来られるという、そういうふうにするということで考えていますけれども。 

○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） 以内でどこどこに行くと。その出た分。どうしても出る部分は

あるではないですか。例えば東京以南以北という部分を外してもらったのは、それはすごく結

構なのだけれども、結局予算の中では東京以北２泊３日の基準で９万何がしというお金がそこ

に現実としてあります。それはいいのです。いいのだけれども、例えば１年次にどうしても見

たいところが東京以南にあると。これは仮の話です。仮定の話をここで議論しても仕方のない

のかもしれないけど。東京以南でどうしても見たいところがあると。そこにどうしても 11 万円

かかるのだと。でも、規定の予算は９万何がしだから、出た分に関しては個人負担で行けるの

かということです。その確認だけです。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 打ち切り旅費という考え方は 11 万円かかっても９万 2,000 円しか

出ませんという考え方ですので、そういう意味からすればその分は個人でご負担をいただくと

いうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） 今の氏家委員外議員のお話なのですけれども、これも確認です。

９万 2,000 円の打ち切りで規定は２泊３日です。それで今この打ち切りの範囲内で３泊４日の

視察に行きたいと。これはやはり事前にきちんと行く前の承認は必要だということでいいので

すね、わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかありますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、今氏家委員外議員が言われたとおりでございますので、

そのような形で直していただくと。もちろん議会にかけますけれども、直していただくという

ことでよろしゅうございますね。大体、東京以南とか東京以北というのはもうずっと前から、

何年も前からこのような表現にしているから紛らわしいのです。だから、今後はこのような表

現はしないというふうにしたいと思います。視察の件については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、次にいきます。意見書の取り扱い方法についてですけれ

ども、前々回の議会運営委員会の中で議論を賜っておりますけれども、この際、６月会議の前、

意見書を出される前に議長にお願いをしたいのですけれども、会派代表者会議を開いていただ

きまして、この件につきまして会派代表者会議の中で一定限度をしたいと。これはそういう確

認を議運でしておりますので、６月会議の前にそのことを議長に招集をしていただけるようお

願いをしたいと思うのですけれども、議長いかがですか。 

○議長（山本浩平君） 近年の状況からいうとなかなか全会派一致にはならないケースが出て

きていると。しかしながら、全会派一致ではなくても、この案件だけはどうしても上げたいの

だというところもございます。そういったような状況になってきている中で、基本的には全会

派一致という原則というのは、これは大事にしていかなければならないものがあると思ってお

りますので、これはぜひ各代表者が集まった会議の中で十分に歩み寄れるような結論に持って

いっていただきたいとこのように思ってございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、この件につきましては議会運営委員会でも諮っておりま

すので、会派代表者会議の中で議論をさせていただく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、５番目まで終わりました。 

次、６番目。議長、視察で行かれていることについての、議長が町と視察に行っている件で

議会運営委員会に何か、ソウルの関係だとか東北の関係だとか報告することございますか。 

○議長（山本浩平君） 報告というか、その他のときに簡単に話をして、今後の議論を活発に

していただきたいということだけです。報告ということではありません。 

○委員長（大渕紀夫君） 時間の関係がございまして、政策研究会に入ったら通してしまった

ほうがいいと思うのです。途中で切ってしまったらわけがわからなくなるものですから。ちょ

っと時間ありますけれども、午後からまたやりますので、政策研究会につきましては資料をよ

くお読みになっていただいて、その上で今後どうしていくかというようなあたりの議論を願い

たいと思っております。そのようなことですから、１時からの会議の中でそれをやりたいと思

っていますので、その前にもし議長から、ソウルと東北に出張をされております、その件につ

いていろいろご報告というか、何かありましたら報告を願い、そして、議会としてどういうふ

うに考えればいいかというふうなところもありましたら報告していただいて、時間前でもそれ

で午前中は終わるというふうにしたいと思いますけれどもよろしゅうございますか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、議長お願いします。 

○議長（山本浩平君） それでは、ソウルの関係と瓦れきの視察の関係について簡単にご報告

と今後の議論を活発にしていただきたいというお願いをしたいと思います。 

まず、５月３、４、５、６日、日本では連休中だったのですけれども、ソウル市に行ってま

いりまして、財団の方々は世界中から集まってそれぞれの民族音楽、あるいは民族とか関係な

いところの方々でもいろいろなパフォーマンスが集まるソウルフェスティバルみたいなものが、

２年前にも開かれているのです。これは北海道の代表というよりも日本の代表としてソウル市

半分、そして北海道半分というような旅費の中で行ってきたわけでございますけれども、非常

に天候にも恵まれてすばらしいパフォーマンスを財団の方々にやっていただいて、ソウル市民

の方々、また、世界から来られた方にも非常に絶賛されたという内容でございます。 

そして町長と私と、町の担当者は産業経済課の鵜澤さん、財団からは岡田係長ということで、

４名で韓国ソウルの主だった旅行会社の大手のエージェント３カ所と、あとはそこの下請け的

になっているような会社１カ所、これは急遽行くことになったのですけれども、４カ所行って

お願いをしてまいりました。３年前は財団の韓国だけの入り込み客数が約５万人弱ぐらいあっ

たのですけれども、昨年は東日本大震災の影響で５万人弱が極端に３分の１に減ってきたとい

うことで、何とかこれを戻していただきたいというようなお願いを通訳の方を通じて町長、そ

して私も含めてお願いをしてまいったところでございます。昨年よりはことしは間違いなく便

数もふやしますし、昨年より数字は若干ふえるというようなことは確約していただきました。

しかしながら、私の印象としては、海外に行ってみて日本にいる以上に感じたのは、東日本大

震災に対する危険性というのか、これを幾ら我々北海道は安心、安全ですというお話をしたと

しても、海外の方たちはその前のいろいろな報道の中でまだまだ日本全体が安全だというふう

には思っていないというのが現実で、具体的なお話をすれば、北海道が大好きで年間 10 回以上

そこの旅行会社を経由して北海道に来られたお客さんが全くゼロになってしまって、旅行を北

海道ではなくて中国のほうに切りかえてしまったとか、このようなお話も現実的にございます。

そしてまた、添乗員の方と会食ですとかいろいろな雑談の中で、添乗員、いわゆるプロのそう

いう仕事をやっている方でさえ北海道に行きたがらない人も現実的にはいるという話もありま

した。それはやはり、当然その添乗員の方にも家族や恋人もいる、そういった中で、幾ら大丈

夫だと言ってもまだまだそういうふうに思っていない。ですから、白老だけのＰＲで済む話で

はないという印象を受けてまいりましたので、これは北海道、そして、国自体がもっともっと

ＰＲしていかなければならないなという印象を持って帰って来たわけであります。そういった

意味でトップセールスをもっとこれからも続けていかなければならないなというような印象を

受けてまいりました。ソウルのほうは以上です。 

震災瓦れきの受け入れについてのことでございますけれども、これは参考資料としてお手元

に配付されていると思うのですけれども、白老町の商工会長から震災の瓦れき受け入れについ

ての要望書が５月１日という形の中で町と議会側にこのようなことで来てございます。このよ
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うな内容になっていることをまずご一読していただいて、今後いろいろと議会側でも議論を活

発にしていただきたいというふうに思っております。 

仙台のほうに行ってまいりましたけれども、視察したところは、仙台市内のところはもうほ

とんど細かく仕分けされてございました。１カ所は仙台市の蒲生地区というところにある収集

されている場所と、収集されている場所にまた焼却施設も中にはございまして、そういったと

ころを視察してきました。町の職員、そして町長みずから瓦れきの処理をされているところの、

いわゆる放射能の数値を実際に計ってきているわけでございますけれども、仙台市内に入って

いる瓦れきそのものにつきましては全く自然界で発生している放射能と変わらないような数値

でございました。ですから、そういった部分に関しては仙台市に入っているものは何の問題も

ないということをまずお話ししておきたいと思います。 

もう１カ所は名取市というところ、仙台の隣まちみたいなところなのですけれども、そこに

も行ってまいりましたけれども、そこももう十分焼却施設の中で焼却はされております。計画

的には、今も含めて３年以内に全部瓦れきを処理しようという計画で、どんどん名取市も進ん

でおります。そこに実は、これはちょっと余談ですけど、港がありまして、その港のところに

実は白老の漁師さんが使わなくなったというよりももう引退されたということで白老から行っ

た船、松栄丸といったかな、それが実際名取市のところにございまして、そこはちょっと立ち

寄ってきただけですけど、そういったような状況でございます。 

仙台市の瓦れきそのものは本当に順調に処理をされておりまして、仙台市長との会談の中で、

初めからあらあら分別をしていたのですと。よそ様はとにかく震災が発生した中で一気に瓦れ

きの混合物自体を集めて、それを非常に時間がかかりながら今処理しようとしているのですけ

れども、仙台はある程度の、あらあらの分別もしているのと、ほかの地域と大きな違いは、仙

台は非常に平野の部分があるので、瓦れきを集める場所自体がやはりあるということなのです。

そういった中で仙台のほうは順調に瓦れきの処理がされていると。しかしながら、仙台市の近

隣に関しましては、特に石巻あたりはまだまだ、それこそまともに処理していたら 20 年ぐらい

かかるようなものがあるということで、私どもが仙台市長を表敬訪問した前日に仙台市のほう

で石巻の 10 万トンの瓦れきの受け入れを表明したということでございまして、現状のところ、

仙台市以外のところはまだ非常にてこずっているというような状況でございます。そういった

中で、今後瓦れきの受け入れについてもいろいろな角度で検討しながら、町長も前向きな考え

を持っているというふうに思います。そういった中で、今回我々が行く１日前に担当部署の須

田部長と本間主査が一緒に行って前乗りの調査もしておりますので、そういったようなことも

含めて今後担当委員会がいいのか、それとも全員協議会になるのかわかりませんけれども、活

発な議論を深めて、この瓦れき受け入れについて議会としてどのような考え方をしていくのか

ということも含めて皆様方にちょっと考えていただきたいとこのように思うところであります。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今議長からお話を伺いましたけれども、何か質問なり聞いておくこ

とがありましたらどうぞ。 
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及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） 議長のソウル市、それから２件の視察、大変御苦労さまでした。 

いずれにしても白老町も大きくかかわる観光の面、それから今大きな問題となっている瓦れ

きの問題なのですが、この瓦れきの問題、今議長が議論をぜひ、どんな形になるかわからない

けれども議論をきちんとしてほしいというような言葉がありましたけれども、これは議会とし

て。例えば町長が前向きに受け入れをしたいということが発生したときには、町側として国の

要請もある、道の要請もいろいろな面であるという中でのことですから、首長としては私は何

ら問題はないと思うのですけれども、議会としてやはりこういうことが発生したときには、今

特別委員会とか全員協議会とか話がありましたけど、やはり何らかの形で現地をきちんと検証

するという、机上の議論ではなくてきちんと検証するということも非常に私は大事になってく

るのではないかと。そのときには特別委員会になるのかどういう形になるのかわかりませんけ

れども、この近隣の議会も実施しているようでございますので、ぜひそういう形で検証する、

検証をして議論をすると。こういう形をとらないと、単に賛成だ、反対だということにはなら

ないと思うのです。だから、そのことも含めてぜひ真剣に議論していただきたいというふうに

考えています。このあたり議長いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（山本浩平君） 近隣の動向から言えば、例えば苫小牧市がいち早く全会一致で瓦れき

の受け入れを。議会でも全会一致だったと。これは、よく全会一致になったなと個人的には思

っていたのです。それで、ある会合のときにたまたま苫小牧の市議会議員の方とご一緒になっ

たときに、よく全会一致になりましたねという話をしたら、ちょうど、まだ処理が大変なよう

な時期に市議会全員でやはり視察に行っているということがあったというふうに聞いています。 

それと、最近の新聞では登別市が、これは有志でありますけれども、どこか瓦れきのところ

に行っているということでありますので、ぜひともそういう機会が私は絶対必要だと。机上だ

けでの議論ではなかなかそういうことにならない。今回、たまたま町長の次の日程が防衛の関

係で早く北海道に帰って来なければならないという状況だったものですから、本来であれば足

を延ばして石巻だとか、あるいは、たまたま西胆振の首長さんたちで釜石に行っていたのです、

ちょうど我々の日程と同じようなときに。それで、日程が合えばそういったことも町長も検討

していたのですけれども、日程がなかなか合わなくて集めて処理されている仙台の処分場だけ

２カ所見てきている、焼却施設も見て来ているという状況なので、ぜひ、実際にまだ瓦れきが

そのまま処理されていない、困っている町村を議会全体で行くことができるようであれば検討

してまいりたいというふうに思ってございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 氏家委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（氏家裕治君） 私は、瓦れきの受け入れについては、今各自治体の判断が極端

な方向で動いています。受け入れに賛成する。札幌市のように断固として受け入れはしないの

だという考え方を示す。その裏には何があるのかというと、やはり町民合意だとか市民合意を

どうやって受けとめるか。町民の思いをどう受けとめながら議会が動いていくかということが
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大事なことだと思うのです。ですから、現地を視察していくことも大事だと思うのだけれども、

それ以前に、もう１年がたって町民の皆さんがいろいろな報道を見たり聞いたりしながら、自

分たちのまちにとってこれはどういうことなのかということもある程度の判断ができる状態に

なっていると思います。そこを議会としてどう動いていくかということもやはり僕は大事なこ

とだと思うのです。ですから、並行した流れで町民の意見も聞き、また、議会議員としての目

でそういった視察をしながら、議会でどうそれを判断していくのか。または、町民とどう情報

共有していくのかということが大事になってくるのかと思いますので、これからの方向性とい

うものは決して議会だけが先走りするのではなくて、町民とともにやはりそれは考えていかな

ければならない大きな問題だなと思いますので。そこのところはやはりこれからの、それを議

論するのは議会運営なのか、どこなのかわかりませんけれども、そういったものも大きな枠と

とらえながら考えていただきたいと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） 今氏家委員外議員が言われたことと趣旨は同じような形になるのです

が、やはり住民の意識というのも大変重要になってくると思いますので、議会議員もその現状

について知るというのは非常に大事なことでしょうし、あわせて町内会の代表の方とかそうい

う方が行って、そういう方たちも見られるような体制を、これは議会で決めることではないの

でしょうが、そういう提案等をしていくのも一つかというふうに思っております。 

また、ちょっとお聞きしたいのですが、今回仙台市に行かれて、仙台市は順調にある程度進

んでいると。周辺施設、東北の中では手つかずのところもあるでしょうが、これは各々の自治

体とまた協議、全部としていかなければならないものなのか。また、県単位である程度情報を

まとめていて、そこからやりとりができるものなのか。どういうふうな状況に今置かれている

のかもわかれば教えていただきたいのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（山本浩平君） 私が帰ってきて、苫小牧民報に市長と懇談したときの内容が出ていた

のですけれども、基本的にはやはり県内で方向性を集約した中で決まるというふうに思います。

宮城県なら宮城県の中で協議をした中で、できることであれば県内で処理したいという考え方、

仙台市長はそのようなことを表明されておりました。ですからそういうような方向になると思

います。各自治体が単独でどこかの自治体と先行してやりましょうということで決まっていく

ような話ではございません。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかありませんか。 

今氏家委員外議員もお話しされたけれども、もちろん町民の皆さんの考え方と、やはり議員

がきちんと。そういう情報がほとんど入っていないでしょう。私も何度も言っているのです、

担当に。何もないというのです。昨日帰ってきて、それで資料だというのです。話にならない

でしょうという話をしたのです。僕自身が担当のところへ行って。だって、この問題というの

はこういう形になって出て、少なくても川田さんもっと前にやるということを新聞報道されて

いるわけです。やはり議会がこの問題はきちんと知って対応しなかったら対応できないです。
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わかりもしないで言って、ただ感情論だとか見たものだけで、新聞だとかそんなもので判断す

るというレベルの話ではないです。だからやはり私は議会としてはもっと早く、町が行く、行

かないにかかわらず議会として早く行くべきだったし、そういう議論はやはり町民とともにき

ちんとしておくと。まして、白老の場合は苫小牧とも札幌とも全然違うのです、条件が。例え

ば食材王国しらおいをどうするのかということになったときに、風評被害含めて今観光の問題

でもこれだけ影響あるのに、食材王国しらおい何かなくなります、下手なことをしたら。だか

ら、私はやはりそういうことを担当常任委員会でもどこでも結構なのだけれども、やはり今議

会で動く。例えば何のために移動常任委員会があるのか。せっかくあるのだから町民の前でそ

ういう議論をきちんと戦わせるということが、今本当に町民の皆さんとの信頼関係でもつなが

っていくのではないのかなということで、先ほどちょっとそんな話を委員長としていたのだけ

ど。僕はやはり早急にここは議会として何か動く必要があるなという気は非常に強くしている

というのが実情だと思います。 

西田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 私はこの瓦れき処理の問題で、実は委員会のほうで４月になっ

たら早くに旅費を使いまして東北関係へ行きたいという思いが強くあったものですから、この

旅費規程を何とか直してほしいという思いがすごくあったのです。ただ、それが前年度の３月

のときから副委員長とも話をしたり担当の事務局とも話したりしたのですけど、早く進めてや

はりこれに行きたいなと。なぜ焦るかというと、やはり白老のまちというのは、今大渕委員長

もおっしゃいましたけど、観光と食材と、そしてこの瓦れき処理というこの狭間の中で、本当

に私たちが見ないで判断するというのは非常に早計だし、また、反対するにしても反対するだ

けの理由、賛成するにしても賛成するだけの理由を議員一人一人がきっちり持っていなければ

いけないだろうという思いでいました。ですから、この間、議長が町のほうから要請があった

から行ってきますと言ったとき、私はすごく情けなかったです、はっきり言って。一言言って

ほしかったなと。そうしたら、自腹でも何でもいいからついて行きたかったという思いも正直

言ってありました。ですから、やはり先ほど議長はできるだけ早くというふうにおっしゃって

いましたけど、私も本当に早い段階でこの問題をいい、悪いと判断するための一つの材料とし

て、やはり町民の前に行って話ができるためにも、自分たち一人一人の目で見て確認してくる、

そういう必要性をすごく感じております。ですから、今回議長が行かれまして、町側でどうい

うふうな形で考え方をまとめてこられたのかわかりませんけれども、今回は宮城県だけ、仙台

市と名取市だけということでしたけれども、東北は実際に岩手、宮城、そして福島とあるわけ

ですけれども、隣のまちが行かれた、そういうところの情報も本当は私たち議員に公開してほ

しいと思いますし、また、それに基づいて議会としても本当に６月会議の前に行けるものなら

行きたいと私はそう願っております。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか。 

なければ、暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１１時５８分 

                                         

再開 午後 １時００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。 

調査事項の６点目、政策研究会の設置についてということで、これを議題にいたしたいと思

います。 

及川委員外議員につきましては、１時間ほど所用がございまして席を離れるということでご

ざいますので、ご承知おき願いたいと思います。 

それでは、政策研究会なのですけれども、初めての方もいらっしゃいますので、今までの流

れについて局長からご説明を願います。 

○事務局長（岡村幸男君） レジメの６番目です。まず政策研究会の設置につきましては、自

治基本条例の 21 条第３項ということで、ここに必要に応じて政策研究会等を設置しますという

ふうになってございます。これを受けまして、資料６ですけれども、会議条例第 10 条のほうで

政策研究会の設置ということがありまして、「町政の課題に関する調査・研究のため必要がある

と認めるときは、目的を明らかにした上で、議決により、議員で構成する政策研究会を設置す

ることができる。」という規定になってございます。さらに資料６の次のページを開いていただ

きたいのですが、「白老町議会政策研究会の運営に関する規定」というものもつくってございま

す。それで、基本的事項ということで、規定の基本的事項を見ていただきたいのですが、第２

条ですが、「政策研究会の調査研究テーマは、議会運営委員会において決定する。」というふう

になってございます。かつ、３条のほうを見ていただきたいのですが、「政策研究会は委員８名

以内で組織する。」というふうになってございまして、委員はあくまでも公募制ということにな

ってございます。議員の中から公募に応じて議長が指名をするという形になってございまして、

この任期につきましては、その調査・研究のテーマが終了するときまでというふうになってご

ざいます。規定の中身すべてについての説明は省略させていただきますが、かいつまんで必要

な部分だけ説明をさせていただきたいと思います。 

それでは、その次のページを見ていただきたいのですけれども、公的な政策研究会の位置づ

けということになってございます。どうやって問題発見をしていくのかということが、ここで

第１ルート、第２ルート、第３ルートということで分かれてございます。１つには広報広聴常

任委員会の中から課題を抽出するということでございます。それで、もう１つは町長の執行方

針等から課題を抽出するということになってございます。それから３つ目が、議会が選択する

という形になりますけれども、必要の都度課題を発見して、いわゆる問題発見を行って課題を

抽出するということになります。それについて、課題の発見・選別を行うものを会派代表者会

議において諮って、議長のほうにその旨を諮問するわけです。それを受けて議長が議会運営委

員会に諮って政策研究課題の決定を行うというこういう流れになっています。先ほども説明し

ましたけれども、議会運営委員会の中で最終的にはテーマを決定しますということです。テー

マを決定した後本会議の中で議決を受けるとこういう流れになります。これはすでに一度やっ
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てございます。２つ、自治基本条例と福祉についてやってございます。 

 今回の会議の中で検討していただくのは、これをやはり今回どうするのかということがまず

一つであります。できるということになってございますが、今回やるか、やらないかというこ

とも含めて、やる場合にそれではどういうテーマでやっていくのかということを検討していた

だくということになります。 

私のほうから以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今局長から説明がございました。その次のページには政策研究会の

位置づけに対する考え方、それから、これが一番最初なのですけど、政策研究会と常任委員会・

特別委員会との比較表ということで、特別委員会・常任委員会と政策研究会のどこが違うのか

というあたりがそこに図式されております。 

それで、今回はこの政策研究会をどうするかと。どうするかというか、やるか、やらないか

ということ。それから、やるとしたらどういう形でやるか。また、会派代表者会議に諮るにし

ても、こういうふうにやりまして、こういう形でというようなところをどこかでつくらなくて

はいけませんので、そういうことも含めてちょっとご議論を願えればというふうに思います。

最初に質問及び意見ございましたらどうぞ。まずわからないところから質問なり意見なり言っ

ていただきたいと思います。 

氏家裕治委員外議員。 

○委員外議員（氏家裕治君） 質問というよりも公的な政策研究会の位置づけの表をちょっと

見ていただきたいのですけれども、第１ルート、第２ルート、第３ルートで、今説明を受けた

部分でございます。この中で第１ルートの広報広聴常任委員会がスタートラインに立って、そ

して、議会報告会、懇談会からの問題提起をその中から抽出していくという考え方でございま

す。今回、議会報告会のあり方について大きく変わらなければいけない部分が出てきましたの

で、この部分についてはちょっと皆さんとご意見交わさなければいけない部分があるのではな

いかと思います。私は、今回はちょっと厳しいのかなと思ったりもしております。 

それで、私ははっきり言って政策研究会は位置づけてやるべきだという考えからいきますと、

第２ルートの新年度の町長執行方針の中からのいろいろな政策が出てきていますけれども、そ

の中から絞ってやっていくという１つの手があるのかなと。来年度に限っては。また報告会、

懇談会のあり方が明確になってくるでしょうから、そこにまた立ち返ってやっていくという考

え方があるのかなと。今回この政策研究会については公明党として考え方を持っております。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかの方どうぞ。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 公的な政策研究会の位置づけの中で会派代表者会議というのが

会議条例等に会派を明記してというふうに書かれて、これは公的機関として今回もやはりこの

ままでやられるということで、政策研究について話し合われるのでしょうか。その辺だけ１つ

確認させてください。 

○委員長（大渕紀夫君） これにつきましては、前回、会派代表者会議でテーマを決めるとい
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うことはしておりません。新しく変わる前の話です。それで、次のページの政策研究会公的機

関の位置づけに対する考え方というのがございます。それの４番目に会派代表者会議というの

がございます。白老町議会における会派制の採用及び会派代表者会議は、会議条例及び会議規

則により公式の会議として位置づけることと。会派、会派代表者会議と。これはまだ決まって

おりません。ですので、そのときは全会一致で意思結集がされたのですけれども、その後、こ

の問題について異議のある会派がございまして、それでこれについてはここで決めるというふ

うなことには現在のところまだなっていないのが実態です。しかし、そういう方向づけは確認

されているということであります。それ、前回につきましては議会運営委員会の中でこのこと

をやって、そして、決定したというような経過でございます。ですから、正式な形で一度合意

を得ているのは、会派代表者会議の中でこれをやるということは合意をされております。しか

し、それは明文化されていないという状況もございますので、そのことも含めてご議論を願え

ればとこういうことでございます。 

山本議長、当時委員長だけど、私の今言ったことでよかったですか。 

○議長（山本浩平君） 間違いないです。 

○委員長（大渕紀夫君） 氏家委員外議員も確かそうだったと思うのだけど、いいですか。 

○委員外議員（氏家裕治君） はい、大丈夫です。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことでございます。 

ほか、わからないこととかあったら聞いてください。遠慮しないで。 

小西委員。 

○委員（小西秀延君） わからないことというか要望になるかもしれないのですが、前回の、

今回改選になる前の政策研究会の報告等を見せていただいたのですが、テーマのくくりちょっ

と大きい感じのものもあったのが見受けられました。それで、あまり政策研究会でテーマを大

きくすると、政策研究会というのは最後の部分では提言したりさまざまな形を残したりという

形になっています。そうする場合に非常に政策提言等が難しくなるというのと、具体性を欠く

というようなことも出てくるのかなということもあり、また、政策研究会自体の重たさという

か日数もかなり大きくなるというのが見受けられるように当会派では感じております。テーマ

をもっと絞って、政策提言なら政策提言をきちんとするという目的に沿った形にもっと変えて

いってはどうかという要望が出ておりました。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかどうですか。 

今の小西委員の中身なのですけれども、これをつくるときに一番問題になったのはそこなの

です。それで、当然今言われたことはもっともなことなのですけれども、それを絞り込めば絞

り込むほどどうなるかというと常任委員会とかぶってくるのです。常任委員会では所管事務調

査で物事を取り上げてやり、なおかつ委員会として条例提案でも何でもできるというふうにな

りました。地方自治法改正になりましたので。今までもできたのだけど、より緩やかになって

常任委員会として幾らでも条例案とかを出せるというふうになったのです。そういうこともあ
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って、今度常任委員会と政策研究会の区別、これをどうするかというふうになるのです。それ

でその次の資料、これがあるのです。この横長の資料が。ここで常任委員会と特別委員会と政

策研究会の違いを述べているのだけど、今小西委員の言われたことはもっともなことなのだけ

ど、それをやればやるほど常任委員会とかぶってくるという矛盾が出るという可能性はあると

いうことは相当深く議論されたのだけど。それですごく大きなものに前回はなったと。 

この横長のものの一番下を見ていただくとわかるのですけど、政策形成サイクルと書いてい

ます。特別委員会と常任委員会は所管の調査をとり、問題を指摘して政策提起をすると。政策

研究会は問題を発見し課題の設定を行い、問題を分析し、政策立案をし、政策決定まですると。

ここに常任委員会と特別委員会と政策研究会の大きく違いはあるというふうにはなっているの

です。そこら辺も含めて今後どのような形で、今小西委員が言われたような形を含めてどのよ

うな形で政策研究会を立ち上げていくかというようなあたりのご意見を伺えればということで

あります。 

どうですか、ご意見ございませんか。やはりある意味、氏家委員外議員が言われたように、

町民からの問題提起がない中でやるというのはちょっと大変な部分はありますよね。 

氏家委員外議員。 

○委員外議員（氏家裕治君） 氏家です。確かに今委員長言われたとおり町民からの問題提起

がない中でこの政策研究会はできないかどうかと、僕もすごくそれに悩むのです。でも、ずっ

と僕もいろいろ考えると、白老町のいろいろな基本的な考え方、まちづくりの条例何かを見ま

すと、相当古い条例が現状にマッチしないようなものも僕から見たら多々あるような気がする

のです。そういったものを例えば町長の執行方針に照らし合わせて、本当にそれが現状に実際

適合しているのかどうか。そういったことについての調査・研究というのは各常任委員会では

なくて、やはりそこの政策研究会の中で議論し、そして、条例改正まで持っていける。やろう

と思えばです。そういったものに対しての町民との懇談も必要になってくるかもしれませんけ

れども、僕は何となくそういうところの手さぐりの状態なのですけど、やはりこの政策研究会

というのは必要な部分ではないのかなと。各常任委員会ではこうあるべき論で終わってしまう

のが現状にあります。いろいろな所管をとって、各所管した課と懇談をしながら、そして、そ

この問題提起はするのだけれども、でも、あるべき論で終わってしまうでしょう、どうしても。

報告何かを見ても。でも、この政策研究会で出される最終的な目標というのは条例提案であっ

たり、政策決定に行き着くところまで行けるので。それは議会を通しながら、議会の中で議論

しながらですけれども、そういった部分では限りなくやってやれないことはないし、やるべき

ものではないのかなと思ったりはしているのです。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方どうですか。 

いずれにしても、政策研究会をやらないということにはならないでしょう。ならないでしょ

うと言ったら変だけど。 

本間副委員長。 

○副委員長（本間広朗君） 前回僕議運ではないのでわからないのですけど、多分これはやる
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とかやらないというのは議運でいろいろ協議してから決まったと思うのでその流れがわかれば。

まず、政策研究会をやりますと言って、そうしたら何をやるかというのをどこでどういうふう

に話し合われたのか。その辺ちょっとお聞かせいただければなと。そうすると皆さんすごくわ

かりやすいのかなと。やるから、それではこれをやりましょうと単純に考えていいのかどうか

というところをお聞きしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに、前回は時間がない中で政策研究会を設立してやるという

ふうに決まりました。それで、テーマをどうするかということになったときに、先ほど西田委

員外議員も言われたように手続き上の問題でいろいろあったわけです。それで半年から１年く

らい延びてしまったということがあるのですけれども、最終的には議会運営委員会で中身を協

議して、議決が必要ですからメンバーも公募できちんと募集をすると。募集と言ったらおかし

いけど、手を挙げてもらうということですので、そのことを含めて全部議会の議決がいるとい

うことですので、議会運営委員会でたたいてテーマを決めて、そして、本会議に諮るとこうい

うことです。ですから今本間副委員長が言われたように、こういうことをやってみたいという

ことが出てくれば、会派代表者会議をやって決めるということがこの中で決まれば別ですけど、

そうでなければそういう形で提起をしていくということで政策研究会はやれると。ただ公的な

ものですから議会の議決がいるということであります。ですから、やるという中でこういうこ

とをやってみたいとか、ああいうことをやってみたいとか、それはどうだとかという議論はこ

こでやって構わないということだと思います。そんな難しい手続きは踏んでいないはずです。 

事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 今の段階でテーマを何に絞っていくかとか、何をしたらいいかと

いうのは、おそらく簡単に出てくる話ではないですね。ですから、一度やはり会派の中できち

んと議論をしていただいて、どういうことがテーマとしてふさわしいかということを検討して

いただくと。そういう中でもう一度議運の場面の中で意見交換をしてテーマ設定をしていただ

くと。それをきちんと本会議の中で決定していうというそういう流れになると思うのです。そ

の中でどういうテーマを決めていくかということが、先ほど大渕委員長からありましたとおり、

余り絞り込むと所管事務調査との関係も出てくると。一方で小西委員がおっしゃったように、

余り幅広くなってしまうと絞り込めなくなってしまうという、そういう両方のジレンマがある

というふうに思います。そういう中でも政策研究会をやっていくということになれば、やはり

テーマの設定というのは非常に大事なものになりますので、その辺は十分検討していただいた

中で、議運で諮っていただくという形になると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） 白老町議会の会議条例を読むと、政策研究会をやるという、ありきで

進むのではなくて、やらなくてはいけない課題があるときに政策研究会を立ち上げられるとい

う、読んでいると僕はそういう認識でいたのですが、政策研究会をやるから目的を探すという

認識なのか。課題を抽出されて、それで政策研究会が必要であるという認識で立つのか。どち

らなのでしょう。前回までの流れがわからないのでその辺もちょっと教えてほしいのですけど。 
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○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） 氏家です。今小西委員が言われるのはもっともな話でありまし

て、本来であると第１ルートで、例えば報告会または懇談会の中から町民意見の抽出を絞り込

んで政策研究会にかけていくべきだと思っています。ただ、今回そういったものを想定したと

きに、多分これは相当後ろに引っ張られていく問題になっていきますので、そこはちょっと考

えづらいだろうなと、今回はそういうふうに考えています。 

先ほど言ったとおり、第２ルートの、例えば町長執行方針、私が考えるにはですが、町長執

行方針の中での課題抽出、ここを皆さんの中でどう考え、そして、それを政策研究会として立

ち上げていくか、いかないかはそこで決定していくものだと思いますし、政策研究会をやらな

ければいけないから問題を発見するのではなくて、それでは、今の町長執行方針の中に何も問

題はないのかということをみんなで考えなければいけない。その中でもし課題があるとすれば、

そこから抽出した形の中で政策研究会を立ち上げていくという形が政策研究会のあり方だと僕

は考えています。 

○委員長（大渕紀夫君） 今に関することでも結構ですので。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） １年生議員なので、済みませんが細かいことを教えていただきたいの

ですけど。先ほど政策形成サイクルのところで氏家委員外議員が常任委員会、特別委員会のと

ころの政策提起というのはあるべき論ということをおっしゃったので、それはそのとおりだな

ということで認識させていただいたのですが、政策研究会における政策立案と政策決定という

ことを具体的にわかりやすく、例えを言っていただくとどういう感じなのか教えていただけま

すでしょうか。言葉の意味はわかるのですけど、具体的にということです。 

○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） 僕の考え方なのですけれども、政策研究会でなくてもいいと思

っているのです。各常任委員会の中でそこまでの力をつけながら、各常任委員会が例えば政策

立案、そして政策決定に至るまでの考え方をまとめて調査・研究に入られたら、それが一番い

いことなのだと僕は思うのです。ただ、そういった考え方の流れをつくるのが今の政策研究会

なのだと思っているのです。ですから、今の常任委員会の中でそこまで重荷といいますか、ち

ょっと言葉のニュアンスは違うかもしれないけど、そこまで課してしまうと、年間でいろいろ

なことを調査・研究していきたいという常任委員会の姿が薄れてしまうかなという感じがする

のです。ですから、政策研究会というのは本当に公募によって今のところは有志が集まって、

その中で調査・研究をし、それを議会にかけて、そして、皆さんの意見を聞きながら決定まで

持っていくと。それが例えば条例提案であったり、議員提案による条例改正であったり、政策

立案であったりという形がこの政策研究会のあり方だと思っています。ですから、これが成就

していくと、要するに最終的には各常任委員会の中でこういった役割がしっかり果たせるよう

な、そういった道筋をつけるものがこの政策研究会だと私は考えているのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 常任委員会の場合は、こうすべきだというところまではいきますけ
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どそれ以上いきません。町はやろうとやるまいと勝手だけれども、常任委員会としてはこう考

えますという言い方をします。それが政策提起です。提起をしている。相手がノーかどうかは

別です。それで、政策研究会の場合はそれを具体的にどうやってやるかというところまで迫る、

それは政策立案です。例えば子供の医療費を無料化しましょうと。それは無料化するというと

ころまで決定をしてしまうわけです、ここで。そして政策決定をし、それを条例化まで。常任

委員会でやってもできるのだけど、常任委員会ではなくて政策研究会はそこまでやって、それ

が全体の議会の合意を得られれば、それは条例提案を議会としてやるわけです。今は議会のも

の以外の政策的なものは全部町側です。そうではなくて、議会としてそういう町民の要求を実

現するための政策をつくり条例まで行うと。今の常任委員会はそこまではちょっといかないし、

それだけ集中してできません。ですから、政策研究会は１年かかろうと、２年かかろうと、３

年かかろうといいですと。だけど、常任委員会はそうはいきません。３カ月ごとに延ばしても

６カ月とかに一応結論出していきますので。そういう違いがあるのかなというふうに思います。 

 局長、何かありますか。 

○事務局長（岡村幸男君） 政策立案という、先ほど委員長のほうからお話あったように、例

えば医療費を無料化するという最終的な政策としてそういう決定をするということになるので

すが、立案ということは、いわゆる無料化するための方策まで考えなければならないというこ

となのです。どういうふうにやっていけば無料化できるかですとか、そういう手続きも含めて

すべての工程を立案して考えてつくって、こうすれば最終的に医療費は無料化できますという

ところまでの制度を考えるということが政策立案です。そのときに条例が必要になるのか、規

則が必要になるのか、要綱が必要になるのかということも当然出てきます。それらを含めて政

策立案になります。それを最終的に決定を行うと。立案というのはそういう中身です。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） どんなことでも結構です。ここで議論しておいて、やはり本当に政

策研究会をやろうと。最後の、ひょっとしたら議会として生き残れる切り札はここかもしれな

いなと私自身は思っています。チェック機能はもちろん大切ですけれども、政策立案機能とい

うのは、今議会に非常に求められている。議会改革やっているところは全部これです、今。た

だこれは氏家委員外議員が言ったように、相当こちら側が高みに立たないと。町側に全部資料

要求して、全部町からもらってやる何ていうのではなくて、自分たちでみんなやるというのは

基本ですから、そこはちょっと大変かとは思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 私も前回福祉のほうをやっていましたけど、小西委員が言ったとおり

なのです。テーマを絞ってやろうとすると、正直な話、ほかの議員からもあったのだけど、改

選期迫っているから細かいことやっていてどうだろうという部分で、大まかな部分の勉強を兼

ねてやったのですけど、現実的にはやはり最後までいかなければいけないと。ただ、先ほど氏

家委員外議員もお話ししていましたけど、常任委員会で条例云々というけど、現実的に総務文

教常任委員会では条例の一部改正をやっているのです。ということは、財産を取得するときに
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自治法の施行令で 5,000 平米以上かつ 700 万円となっているのです。うちの場合は 2,000 万円

になっていたのです。それで、実情に合わないから 700 万円に逆に町のほうに条例改正してく

ださいと一部改正でも拒否されたのです。それで、委員会で総意のもとにすべて資料を集めて

勉強をして一部改正をしたのです。それは当然いろいろな理論武装もして、町側から言われた

ら困るからやって変えたのだけど。所管事務調査でもそこまでいけばやれるし、そのときの総

務文常任委員会は、全員がやはり理論、議論あったのです。しなくてもいいのではないかと、

逆に。変な言い方ですが、こちら側に立てば、いやいや、何もいいでしょうとか。だけど、我々

は今財政改革をやっていている中で、財政規模を考えたらどうなのだろうと。そして、今外国

で親日株とかいろいろな問題があって、うちの場合、保安林を売ってしまった経過があるもの

だから、そういうことを議会が防止できなかったら困るだろうと。5,000 平米もあるのだけど。

そういう部分でやったことがあるのです。 

ですから、今議論されているけど、政策研究会も悪いのだけど崇高な理念でやって、僕もや

ったことがあるのだけれども、やはりなった人方は一つの小さなテーマでも本当に政策提言、

提案までみんなができる、あるいは条例を、僕はよくよその市町村で犬、猫のふんの防止条例

とかやっているけど、あれはやはり議会で提案している部分もありますけれども、そこまでや

はり入った人方が一つの目的で当然決まる、議運で決めてしまうから、それによっていくのだ

けれども、これを研究したいと。だけど、そこまで議論していけるかどうか。やはり何らかの

形に残さないと、ただ公的な勉強会なのです。それでは意味ないと思うので。そこまで合議制

の中で踏み切っていけるかという部分があるし、僕は前にも言っているのだけど、今の体制は

どうこうではなくて議員として現状のこの政策はなじまないとか何だかというときに本当にけ

んけんごうごうして一つの目的にいけるかということです。政治的な思惑抜きにして。そうい

う部分を払拭して一歩進まないと非常に難しい問題だし、余りテーマが大きいとただの勉強会

になってしまうと思うから。 

だから、一つにいうと、結果的に言われるとおりなのだけど、僕らがやったのは提案までで

きないと。改選になってしまって。それで終わった後に吉田議員が老人福祉の中で給食のメニ

ューをつくろうと出たのです。ということは、年寄りで単身でも２人でも毎日何をつくるか大

変だと。そうすると、町のほうで保健師とか栄養士がいるから１週間なら１週間、２週間でも

いいからある程度、月曜日は何、そういう、全部のレシピではなくてもこういう素材でこうい

うものをつくったらどうですかというものを出すと考えなくてもいいだろうと。そうすると、

小売店でも段々浸透していけばそういう小さなパックをつくってくれると。そういうことで

我々は提案し、入れたらどうですかということで吉田議員が一般質問したのだけど、結果的に

はああいう介護保険、福祉にだって入っていないのだけど。入れなかったときに、それでは、

その後それで終わりかと。それでは次どうするかというふうな、本当に必要であれば。そこま

でいかないと。悪いのだけど、今言ったように、ここでいうのはつくることはできるだけの話

だから。だから、もう一歩僕はやるべきだと思うけれども、本当にそこまで踏み込んでできる

のかという議員の意思というのが必要だと私は思います。きれいごとだけでは進まないと思い
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ます。本当にやるとすれば。 

だから、ただテーマをどうするかということは難しいと思う。新年度の執行方針になって、

逆に３月会議でみんなやるわけです。その後にも一般質問、代表質問でいろいろな疑問を。逆

にそのときに会派だとか個人が言った部分は別にして、仮に氏家議員が質問をしてどうも答弁

がおかしいなと。余り政策議論しないで提案したのではないのかと。もっとやって取り上げて、

それではやりましょうといって修正させるとかそういうことならいいのだけれども、そこまで

踏み込むまでやる必要がある議題、テーマを見つけなければ非常に難しいと僕は思っています。 

○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） 僕は前田委員の言われているとおりだと思うのです。前回、町

有林の売却に関する一部条例改正の部分。あれは前段に町有林を売却したという事実があって、

それが本来本当にいいのかどうかというところを調べながら、そして、担当所管をとってもら

って勉強してもらった部分です。ですから、あれも相当時間かかりました。だから、それを例

えば所管事務として常任委員会の中で取り上げることがいいのか。それとも、所管事務ではな

くて政策研究会の中でしっかりとした、時間かかってもいいからしっかりしたものを立ち上げ

てやっていくのがいいのか。ああいったものが一つの前例になって、例えばここの政策研究会

というのも僕は考えられたのではないかと思っているのです。ですから、その部分は、例えば

今回、町長の執行方針についてだって、みんなもろ手を挙げて、いいよ、それでいきましょう

と言っているわけではないですよね。いろいろな課題があって、そこに質問を繰り返しながら。

それが成就した人もいれば、いや、まだ納得いかないなという人もいるでしょう。そういった

ものについて、それでは何の問題があって、何の課題があるのかということもよりよい政策に

つなげていければ、それは町民のためになるわけですし、それは時間かかるかもしれないけれ

ども、町長の４年、僕たちの４年の任期の中で課題を見つけながら、そして、１つの結論をつ

けていける、それがこの政策研究会のいいところではないのかと思うのです。 

それから、本当に確かに大変です。皆さん忙しい中でこういったものに取り組むということ

は大変なのかもしれないけれども、議員個々のスキルアップというのは前田委員もずっと言わ

れるかもしれないけれども、ここしかないような気がしているのです。常任委員会を軽視する

わけではない。常任委員会は常任委員会でいろいろな所管を持ちながら、そして、それを調査・

研究するという大きな役割がありますから。僕はそういうふうに考えているのです。だから、

前田委員の言うとおりだと思いますし、そのためにはその政策研究会というのは本当に大事な

一翼を多分担うことになるのだろうと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかどうですか。 

これは小西委員が指摘したように、政策研究会を設置することができるというふうになって

いるのです。ただ、その前段で、今氏家委員外議員が言われたようなそういう思いがあって政

策研究会というのはできているのです。要するに、本当に議員全体が力をつけようと。ですか

ら、本当に政策研究の中でそれぞれの議員が高みに立てる、本当に町民の皆さんに一生懸命や

っているなと思われるようなそういう議員を目指して頑張ろうということなのです。 
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ですから、例えばここをこういうふうに直したほうがいいとか、政策研究会もこういうふう

にすべきではないかという意見も、これは議会で直すことができるわけです。こういうふうに

したほうがもっと効力が出るのではないかとか、全体の力を合わせるためにはこうすればいい

のではないかとか、そういうことも含めてご意見を聞きながら、別にここにもう決まってしま

っているから何でもかんでもテーマを決めてやらなければだめだとかそういうことではないの

です。だけど、氏家委員外議員が言われたように、やはりそういう高みを目指すための政策研

究会にしていくには、我々自身がどう努力するべきか、というあたりが僕は政策研究会で一番

大切な部分かなというふうに思っているのです。どうですか、そこら辺は。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。前回は改選時期であったために、時間がないために深く議

論しきれなかったというところがあると思うのですけれども、今回は幸いなことにあと３年半

ありますので、約１年程度の研究期間というところを省いていただいてというか、抜く感じで

一つの何かやりたいことを見つけて、２年かかってもいいから白老町議会として何か政策立案

をしていこうという気持ちでやるのであれば賛成です。というか、やりたいです。 

○委員長（大渕紀夫君） 今積極的な意見が出されましたけれども。 

議長。 

○議長（山本浩平君） 今までの政策研究会を立ち上げたときは、まさに議員個々の資質を上

げていこうというようなところからもこの政策研究会というのは前々から議会改革の中では議

論されて行ってきたというふうに思います。ただ非常にこれは本当に心してやらないと、この

総合計画、今回議決事件になるという方向性が見出されたわけでございます。完全にボリュー

ムも相当アップしますし、議会の責任というものも大幅にアップしていくわけでございますの

で、その辺の中で私は政策研究会をもし立ち上げるのであれば、条例提案までいかないにして

も何か答えの出るようなものを、テーマをどういった形で絞られるかわかりませんけれども、

大掛かりな広い範囲のものよりも常任委員会の所管事務調査にかぶるような内容かもしれませ

んけれども、小さなテーマで何か議会として本当に提言あるいは条例提案できるような内容を

やっていくのがいいのかなというふうに思います。冒頭に委員長のほうから議会の生き残りは

これだというような言い方をされました。前町長が議員の報酬を上げるということを条例提案

しようとしました。しかしながら、当時のさまざまな環境、町内世論もありましたし、外部的

な要素でいえば東日本大震災だとかいろいろな状況の中で当時の議長、副議長がその条例提案

は、今はそういう段階ではないというようなことで異例の議長、副議長が町長に申し入れた、

こういった経緯があるわけです。やはり報酬等を上げるようなこととリンクして議員の資質を

向上していくということに関しては、この政策研究会というものが大切になってくるのかなと

いうふうには感じております。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 当然きょう結論を出すということではございませんので、それぞれ

のご意見を伺いながら、やはり各会派会議の中でどのような中身でどうやってやっていくかと
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いうようなことの議論をぜひ会派の中で戦わせてもらって、そして、やはり新たな形で、改選

されているわけですから新たな気持ちの中できちんと政策研究会に取り組んでいくというふう

に私自身はしたいと思っているのです。 

これ以上ご意見がなければ、各会派で一定限度たたいてもらって、そして次回、この種の会

議の中でここは議論していくということにいたしますか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのようにいたしたいと思います。 

 次に、第３次議会改革の部分なのですけど、これは主に確認と積み残しの部分をどうするか

ということを新しい方含めてきちんと認識してもらって、今後継続的にここは、そんなにたく

さんやるという意味ではございませんけれども、やっていきたいと考えていますので経過説明

をちょっと事務局からお願いします。 

○事務局長（岡村幸男君） 第３次議会改革の検証ということで、第３次につきましては実は

24 年度中までになっていますので今年度で第３次議会改革が終了するということになります。 

資料７ですけれども、第３次議会改革の取り組みということでそれぞれの改革項目に分けて

改革の内容が書いてございます。次のページにはそれが体系図として別紙に示されています。

資料７の次のページ、別紙２です。実施項目が例えば町民に開かれた議会であれば、議会情報

の公開と、それからもう１つは議会報告会とこういうものがありまして、それぞれ具体的な取

り組みはこういうことを進めていきましょうというふうに書いてございます。これを取り組ん

でいくということになってございますが、資料８、今回追加させていただきました。追加の資

料８を見ていただきたいのですが、24 年３月現在でちょっと整理をしてみました。そうします

と、町民に開かれた議会の項目でいうと、１次、２次ではこんな取り組みをしてきたというこ

とを書いてございまして、それから３次、こういうことをやっていますということで既に導入

済み項目は白丸で書いています。黒丸が今まだ検討している項目というふうに整理をさせてい

ただいております。この中でいえば、議長交際費の支出基準と公開の検討という項目。これは

まだ最後まで至っておりません。それから議会年報の作成、公開というのもまだ達成している

項目ではありません。それから町民に親しまれる議会でいえば、町民から意見を聞く機会の拡

充というものがございますが、これについても達成しているものではありません。それから次

のページ、議員の政策能力の向上ですが、丸印で書いてあるとおり、今の議論にありました政

策研究会の設置については、３次の改革項目として載っていたものが達成しているわけであり

ます。それから先ほど前田委員のほうからお話しがあった財産取得または処分の金額の改正、

これにつきましても議員提案として改正がされたという部分でございますが、残っているもの

としては議決事項の追加拡大ということで、きょうの議題にもあります総合計画の議決の取り

扱いをどうするのかということ。それから専門的知見の活用という部分。それから本会議終了

後の一般質問、議会運営の検討会の関係、こういうものが残ってございます。それから議員倫

理につきましては大きな課題でありました議員倫理条例の全面改正及び条例施行規則の制定が

昨年７月で済んでいるという状況になっています。それから議会運営の本会議の部分でいえば、
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議案に対する自由討議の実施という部分の検討です。これが残っております。さらに委員会の

ほうでいえば、委員会の夜間開催、それから公聴会、参考人の活用、これが検討して残ってご

ざいます。それから議員定数と議員報酬については、議員定数については 23 年３月で 16 名か

ら 15 名に減員をしてございますが、ここにかかわりまして先ほどお話のあった議員報酬のあり

方の検討という部分が残ってございます。その他については改革項目のルール化ということで

これは整理をされています。今言いましたとおり黒丸の部分がまだ残っている部分でございま

すので、これをいかに進めていくのかという議論は必要になってくるということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま第３次議会改革の流れについての説明を受けましたけれど

も、この件について何かご質問等々ある方どうぞ。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） 済みません、文言の質問なのですけど、専門的知見の活用について具

体的に教えてください。 

○委員長（大渕紀夫君） 規則か何かで決めているのです。これは地方自治法が改正になりま

して、言えば、大学の先生でもゼミの生徒でも、それ以外の知識経験者、学識経験者、こうい

う人たちの力を借りて、全体ではなくても議会が公式にそういう学識経験者の力を借りて議論

ができるというふうになりました。それで、白老町でも専門的な知見、そういう部分の活用を

しましょうということが決められまして、残念ながらまだ一度も使われていません。それから、

予算をどうするかというようなことでの詰めがなされていないということがありますけれども

制度化はされています。制度化はされていますのでこれを具体的にどう使っていくかというこ

とが今問われています。なぜかというと、例えば財政裏づけがまったくないのです。だから、

そういうものがどうしても必要で使われるとなった場合は、議長に諮って補正なら補正を組む

というふうになると思いますので、そこまで使えるような状況にまではなっています。ちょっ

と探しきれていませんけど、そのような中身です。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） 黒丸は、改選前の議員はある程度さわりで議論してきているので大ま

かなことはわかっていると思いますけど、新しくなられた方は今質問あったようにわからない

のと思うので、それも含めて事前に会派でやるか、おのおの勉強してもらって、局長あたりに

もある程度流れを聞いて、それで必要なのか、こういう部分を議論してほしいとかというのを

整理してきて、そして議運で諮ったほうが僕は早いのかなと思うのです。そんなに項目ありま

せんから。それをまた１から全部やってしまうとどうかと思うので。どうなのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今のご意見、これは第３次改革は、前回の議会運営委員会の中でこ

れだけの頭出しをして、これを整理していこうということでやったものなのです。それで、積

み残しが今これだけありますと。今前田委員が言われたように、そんなにたくさんあるわけで

はございません。それと、現状に合うかどうかということもあるのです。それから広報広聴常

任委員会のように議会報告会を今回は中止したと。これが今回だけではなくてずっとやらない

ということになれば運営基準か何かを改正しなくてはいけなくなります、もうやらないという
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ふうにしてしまったら。ですから、そんなことも含めてあるのです。だから、ここに載ってい

ること以外もあるのだけれども、そういうことをやはりことし中、24 年度中、来年３月 31 日

までにすべて整理をするということはしなくてはいけません。そういうことを視野に入れて、

この黒丸の部分でもう実情に合わない部分だとか、これはいいとかということを含めて各会派

でもう一回たたいてもらいますか。新たにやはりやったほうがいいですよね。どうですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、第３次改革全体、白丸の部分も含めてそれぞれ検討して

いただいて、黒丸中心に今後来年の３月 31 日までに結論を出すという必要がございますので、

その中身を検討していただく。また、先ほどからありますように、これをこういうふうに変え

たほうがいいというようなものも含めて提起をして、一たん第１次から第３次までの議会改革

をきちんと整理しようということで。２次、３次は１次を全部引っ張っていますから、ほとん

ど全部引っ張っています。ですから、そういうことを含めて議会改革というのはいかにあるべ

きかというようなあたりでちょっと高みに立ってやったほうがいいのではないかなというふう

に思いますので、全部何でもかんでもやらなくてはいけないということではないような形の中

で、各会派で議論をしていただきたいと思います。 

 局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 実は、その中でも町民に開かれた議会の中で議長交際費の支出基

準の公開の検討ということと、それから、議会年報の作成、公開と、これが黒丸になっている

のですが、これはどちらかというと主に事務局のほうである程度たたき台をつくらなければな

らない部分だというふうに思うのです。それで、議長交際費の支出基準についてはある程度事

務局でたたいたものがあるのですが、議論の過程を見ますと公開までする必要はないのではな

いかと。いわゆる町長部局でやっていないということも含めて、そういうご意見もある中で最

終的にはまとまっていないという状況もあるようなのです。それでもう１つは、町長部局のほ

うでも交際費等の基準の見直しを行っておりまして、その整合性を議会のほうととっていたか

というと、実はとっていないと思うのです。それで、これは議会事務局のほうで再度町長部局

のほうと整合性をとる形でたたき台を見直しさせていただきたいと思います。基本的に町長部

局は公開をしておりませんので、議会のほうも積極的に公開するというふうなとらえ方もして

いないようですので、そういうような対応でよろしいかどうかと。いわゆる基準をつくるとい

うことだけでいいかどうかということの確認をちょっとお願いしたいというのが今あります。 

それともう１つは、議会年報の作成、公開なのですが、例えば厚真ですとか、福島町はもう

やっているのですが、状況を見ますと膨大な量です。年報自体が。これをやるとなると、相当

の事務作業になると。それも毎年改正をしなければならないということでありまして、果たし

てそれが期待されるようなものなのかどうかということと、それだけの労力をかける必要性が

あるものかどうかというのは非常に私自身、この改革の項目を見ながら考えたときには若干検
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討を要するなというふうに考えておりまして、そういう意味では現在議会のホームページに載

っている、いわゆる公開している議会の情報があるのですが、その内容に多少加える範囲であ

れば管理、運営はできるのかなということがありますので、そういう程度のものであれば、そ

れをいわゆる年報にかえてできるのかなというふうに考えておりますので、その辺でご意見を

いただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今出された２点の件なのですけれども、これも含めてちょっと会派

で話し合ってください。そのほうがいいと思います。どういうことかということは今の説明で

十分わかると思いますので、そのことも含めて会派で話し合ってください。それで、本当に年

報が必要なのか。ある意味で言えば、例えば意見書が何本出たかとかそういうことはわかった

ほうがいいと思うのです、１年間で。そのようなことも含めて他市町村のものも議員の控室に

置いておいてもらって見られるような形にして、本当に必要かどうかというようなあたりを精

査していくというようなことを含めて会派で議論してもらうということでどうですか。特に議

長交際費の関係何かもありますから。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そういう形で、各会派で３次改革の中身と積み残しの部

分の議論をしていただいて、次の議運からこの中身について議論をしていきたいと思います。 

きょう出されている調査事項につきましては一応次回含めてやるということで全部終わりま

した。委員の皆様方から何かございますか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 事務局のほうから何か連絡事項含めてありませんか。 

○事務局長（岡村幸男君） ありません。 

○委員長（大渕紀夫君） 次回の議運は 28 日。全員協議会は 31 日、その後議会運営委員会。

その前に常任委員会がずっと入っておりますけれども、今月あと１回やりますか。それとも、

６月会議終わってからにしますか。会派代表者会議は６月会議始まる前にやらなくてはいけま

せん。１回は必ず会派代表者会議やらなければだめになりますので。かなり厳しいですね。22

日に終わりますので、予備日 22 日ですから。次の 25 日の週に１度やって７月に入ってやると。

どうですか。それはちょっと日程入るかもしれないけど、今の段階では定例会後ということで

６月中には１回やります。25 日の週に１回。それで、その後何回かちょっと集中してやるとい

うふうにしたいと思います。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は閉会といたします。  

（午後 ２時０３分）  


