
 1 

平成２４年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２４年 ６月１１日（金曜日） 

   開  会  午後 １時３０分  

   閉  会  午後 ２時５８分  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項  

１．意見書（案）の取り扱いについて  

２．白老町議会会議条例の改正について  

３．第５次白老町総合計画調査特別委員会の設置について  

４．白老町が出資している法人の経営状況説明書の提出について  

５．議会提案議案等審議の際の町側説明員の出席について  

                                         

○出席委員（６名） 

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

委  員 吉 田 和 子 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  子 君      議  長 山 本 浩 平 君  

                                         

○欠席委員（１名） 

 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  



 2 

                                         

◎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。  

（午後 １時３０分）  

                                         

○委員長（大渕紀夫君） それでは、早速協議事項に入りたいと思います。最初に意見書の取

り扱いの関係なのですけれども、午前中、会派代表者会議が開かれ、一定の結論を得たところ

でございます。そのことについて事務局長から説明させます。 

 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） きょう意見書の取り扱いについて会派代表者会議が開かれまして、

その結果についてお手元のほうに一枚ものの資料をおつくりしておりますので、それをご説明

したいと思います。午前 10 時から 12 時まで協議を行ってございます。協議結果としましては、

運営基準の一部を改正するということでこの議会運営委員会に諮るということになりました。 

それで、四つ目の改正内容です。改正前と改正後が書いてございます。現在、意見書・決議

書等についての１として、意見書の提出は、全会派一致を原則とする。という規定になってご

ざいます。基準についてはです。それを、意見書の提出は、全会派一致となるよう努めなけれ

ばならない。この場合において、各会派は意見書の提出にあたっての会派としての賛否または

一部修正等の意見を明らかにして協議しなければならないと、このような表現で議会運営委員

会の中で検討していただくということになりました。それで、この文言にない部分としてご説

明しますが、基本はやはり意見書ですから、意見書が基本的に乱発されないということもあり

まして、基本的には会派そろって統一されるということがまず必要だということが１点です。 

一方で、これまでのように原則とするとなれば、少数の意見の意見書も提出が全会派一致で

なければ出すことができないというふうになりますので、ここは少数の意見でも出せるという

形で整理をするということで、全会派一致となるよう努めなければならないと、この両方合わ

せた形で整理をしたということです。 

それと、議会運営委員会で意見書についての協議が行われることになりますが、その際各会

派は会派としての賛否をきちんと明らかにする。さらに、その意見書の内容等について一部修

正等の意見を明らかにしてきちんと協議していくと、このような形になりました。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、このことについて、会派代表者会議の結果含めて何がござい

ましたらどうぞ。 

○議長（山本浩平君） 会派代表者会議の中で十分議論は尽くされているというふうに思いま

すので、この議運において各委員の皆様方の意見を集約していただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、今事務局から読み上げましたけれども、このように運営

基準を変えたいということでございますけれども、ご質問等々ございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） それでは、会派代表者会議でこのようになっておりますけれども、

意見書の取り扱いについては今後こういう形で行う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） それでは、全会一致でそのように今後は取り進めるというふうにし

たいと思います。 

なお、本日意見書（案）の取り扱いについて議題としてございますけれども、委員の皆様に

この件について周知がまだされておらなかったということでございます。そういうことでござ

いますので、先ほど局長が言いましたように、各会派は賛否または一部修正等の意見を明らか

にして臨むとなっておりますので、そのことが必要でございます。よって、意見書（案）の取

り扱いの協議につきましては、15 日の議会運営委員会で行うというふうにしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、意見書（案）の取り扱いについては 15 日の議会運営委員会で行います。この運営基

準どおりに今後行いますので、その点一つ各会派できちんと意思統一をして臨んでいただきた

いと思います。 

それでは、次に入ります。２番目、白老町議会会議条例の改正についてということで総合計

画の件でございます。 

説明を求めます、岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 二つ目の項目です。白老町議会会議条例の改正についてでござい

ます。改正内容につきましては、総合計画の件でございます。この総合計画の議決の取り扱い

については５月 11 日の議会運営委員会に諮ってございます。その中では、基本的には議決すべ

きというご意見、決定だというふうに事務局は考えてございます。そこで、総合計画基本構想

及び基本計画の策定または変更を議決すべき事件に追加するという考えでございます。 

発議案については別紙資料１と２をご覧いただきたいと思います。発議第１号ということで、

一部改正する条例の制定についてということで、議会の最終日になりますけれども提出をさせ

ていただくことにしてございます。提出者についてでございます。これにつきましては、全委

員賛成による議会運営委員長の提出として記載してございます。これは議会運営基準の第２章

第１節の７です。委員会は委員の全員が賛成するときでなければ発議しない。というふうにな

ってございます。そこで、今回は全委員の賛成ということを受けて提出をするということにな

りますので、議会運営委員長名による発議ということにしてございます。この場合の地方自治

法の規定は 109 条の２、第５項の規定で準用する 109 条第７項と議会会議規則第８条第３項の

規定によりこれを提出するということになります。 

資料１の次のページですが、直すところは議案説明のほうで説明をさせていただきたいと思

いますが、３ページ目です。議案説明の中で直すところは、現在、友好都市及び姉妹都市の締

結に関する事項とまちづくりに関する憲章及び宣言が議決事件としてなってございますが、こ



 4 

れを繰り下げまして、最初に総合計画基本構想及び基本計画の策定または変更ということを入

れまして、これを議決事件とするということになります。 

２ページの改正文については説明を省略させていただきたいと思います。 

議案説明の中身についてもご説明させていただきます。読ませていただきます。地方自治法

の一部改正により、地方公共団体の自由度の拡大を図る措置として、地方自治法第２条第４項

に規定されていた市町村基本構想の策定の義務づけと議会の議決を経ることが廃止された。本

町では、白老町自治基本条例第 26 条の規定に基づき、総合的かつ計画的に町政を運営するため

総合計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めるとしており、総合計画を執行機関におけ

る政策執行の最高計画として位置づけているものである。こうした総合計画の重要性にかんが

み、本町においては、総合計画基本構想及び基本計画の策定または変更について、議会の議決

を経ることとするため、本条例の一部を改正するものであります。一番目については以上でご

ざいまして、６月会議に提案したいというふうに考えてございます。 

資料２のほうにつきましては、先ほど説明しました規定の書き方について、実は既に制定し

ているところについて調べております。苫小牧市は、苫小牧市議会の議決事件に関する条例の

中で基本構想を定めることというふうに規定されています。それから、むかわ町につきまして

は、むかわ町まちづくり計画の議会の議決に関する条例という中で、まちづくり計画を策定、

変更または廃止する場合は議会の議決を経なければならないというふうになっています。それ

から、登別市は、登別市議会基本条例の中で総合計画の策定または見直しという形で入ってご

ざいます。それから、多治見市。これは町側のほうでも調査をしている中で出てきたところで

すが、ここでの議決事件については、規定の仕方を調べてみましたら、多治見市市政基本条例

に基づく多治見市総合計画基本構想及び基本計画の策定または変更という規定の仕方です。な

お、室蘭、伊達、豊浦、洞爺湖、壮瞥、厚真、安平については、まだ総合計画の作成時期では

ないことから、現在まだ改定をされていないということでございます。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま事務局から説明がございました。当然これは前回議論をし

てこういう結果になっているわけですけれども、このことについてのご質疑等々ございました

らどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、６月会議に会議条例の一部を改正する条例を提出したい

というふうに思います。 

続きまして３番目、第５次白老町総合計画調査特別委員会の設置について。事務局からの説

明を求めます。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） まず町からの検討依頼がございます。資料３のとおりでございま

す。町長名で議長あてに第５次白老町総合計画の策定についての依頼文がございます。簡単に

要約して説明させていただきますと、今回議決事件として要請がございます。さらに議決事件
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となった際には、町としては９月会議において議案を上程するという考え方です。それで、そ

の間において総合計画の提案について検討をお願いしたいという、こういう内容でございます。 

具体的に特別委員会の設置という文言は入ってございますが、議会で検討するということに

なれば、やはり特別委員会設置による調査検討になるというふうに思います。その場合、この

レジメのほうに書いておりますが、設置については議会委員会条例の第４条の規定に基づき議

会の議決で設置されます。委員の構成につきましては、同条例第６条の規定に基づきまして、

議長が会議に諮って指名することとなってございます。そこで前回、第４次の計画については

全議員により特別委員会を設置してございまして、委員長には吉田和子議員、副委員長には吉

田正利議員が正副委員長となられております。これは所管の総務文教常任委員会の正副委員長

ということでございます。全議員によるということなのですが、調べましたら、委員の構成に

ついては、特別委員会につきましては議長を除くということになってございます。そこで、今

回の特別委員会の設置に当たっては議長を除く全議員でこれを構成するという考え方で特別委

員会の設置について検討をお願いしたいということでございます。しかしながら、議長につい

ては自治法 105 条の規定に基づきまして各委員会において発言する権限がございます。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 第５次白老町総合計画の特別委員会の設置の件でございますけれど

も、６月会議の中で設置をし、総務が正副で運営するというような案でございますけれども、

このことについて質疑ございます方はどうぞ。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 総合計画の特別委員会を設置ということなのですけれども、私

どもの会派では全議員ではなく総務文教の委員でやってもらうような形の委員会がいいのでは

ないかという意見になっております。と申しますのは、前回全議員でさせていただいた経緯も

あるのですけれども、そうしましたら、やはりある程度まとめて、意見を集約して少人数でや

ったほうが効率的ではないかと。全議員が議場でやるのは、それはそれで結構なのですけれど

も、むしろ意見の集約をある程度会派の中で。次回このところをやりますという形で前もって

お話をして、その中で意見の集約をある程度していって、そしてやったほうが最終的に効率的

にきちんとしたものがつくれるのではないかというような考え方とかがありまして、できれば

そういうふうな形がいいのではないかという意見がありました。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま西田委員外議員から全員によるものではなくというような

ご意見がございました。総務文教でやると特別委員会にはならないのですけれども。それぞれ

の委員の皆様方のご意見を賜りたいと思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） その前にちょっとお聞きしたいのですけれども。特別委員会の設置は

６月なのですけれども、総合計画の議案提案はどうなのですか。６月にやって一緒に審議する

のか。あるいは、前から私たち言っていますように、政策形成過程の中に議会も入るというこ
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とで、上程をしたものをやるのか。事前に特別委員会にかけて十分に議論して議会の意見を反

映したものが次の議会にかかってくるのか。その手法によっては、今の西田委員外議員が話さ

れた部分が若干議論の余地が出てくるのかなと思うのですけどいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 先ほどの資料３のほうを見ていただきたいのですが、下から３行

目です。議決すべき事件となった場合は９月会議において議案上程する予定であることから、

その間において、総合計画へのご提案等についてご検討いただきますようお願いいたします。

ということでございますので、当初全員協議会で総合計画を説明したときには６月会議に出し

て、なおかつ特別委員会を設置していただきたいという方向性で検討されていたものが、再度

町側のほうで検討した結果、特別委員会を議会のほうで設置し、議案提案は９月という形を考

えているということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員、よろしゅうございますか。 

○委員（前田博之君） わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員外議員に伺いますけれども、民の会では総務文教常任委員

会で所管事務調査なら所管事務調査の中でやりなさいということですか。 

どうぞ、西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 所管事務調査という形ではないのですけれども、ある程度人数

を制限してやられたほうが効率的でいいのではないかという考え方です。やはり総合計画とい

うものは、それぞれの議員が一堂に会していろいろな意見を言っていった場合に、その意見自

体なかなか方向性が定まってこないというか、まとめるのが大変だということもありまして、

それであれば、少人数で選抜された人間が各会派の意見をある程度まとめた中で進めていくほ

うが効率的なのではないかという考え方です。できれば、総務文教常任委員会の中で所管事務

調査として取り扱っていただいてもいいし、それぞれ会派の意見をまとめるための、方向性を

見せるためにはそのほうがいいのではないかという考え方です。 

○委員長（大渕紀夫君） それぞれ委員の皆様方のご意見を賜りたいと思います。 

小西委員。 

○委員（小西秀延君） 特別委員会をつくる過程にもよると思うのですが、全員でやる場合で

あれば通例に沿って総務文教常任委員会の正副という形になるのかなと。これまでの私の知っ

ている中で見るとそういう過程でやっていたのですが、人数を限定して各会派から出すという

形になれば、総務文教というやり方が果たしていいのかどうなのかという疑問がわいてきます。

運営基準で見ましても特別委員会は各会派に割り振りしという形になっておりますので、その

一つの常任委員会を充ててという形にはなかなかちょっと難しいのかなという気がしておりま

す。そういう人数を限定するのであれば、新たにやはり別な特別委員会を組織したほうが今回

のことに関しては適するのではないかなというのが私の意見です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今小西委員が言われたのは、何人の特別委員会をつくるかというの

はもちろんここで議論しても構いませんけれども、総務文教ではなく新たな特別委員会を全員
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ではなくて一定の人数でやるとしたら、そのほうがいいのではないかというご意見だというふ

うに思います。全員での特別委員会なのか、それとも、そうではなく一定の人数の特別委員会

にするのか。この点が一つございますので、その点についてのそれぞれの皆様方のご意見を賜

りたいと思います。全員でやるのか、それとも、少人数の特別委員会でやるのか、それとも、

総務文教でやるのかということになると思うのです。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 少人数での特別委員会というふうな考え方の一つは、やはり全

議員がそろってこの総合計画をやっていくということになりましたら、非常に日程的にもきつ

くなると思うのです。９月会議までに提案したいということであれば、少人数のほうが小回り

もきき、ある程度きちんと日程をとって議論できるのではないかと。その辺も踏まえて少人数

のほうがいいのではないかという考え方です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今いろいろなご意見を、私もちょっと考えながらお話ししているので

すが、この総合計画というのは白老町の最上位の計画になります。ですから、常任委員会とい

うことになると、総務文教というと、縦割り行政ではないですけれども、全部含まれたまちの

計画に対してですから、もし人数が多いのはちょっとまとまらないということであれば、各会

派の代表の形で全議員の中から選抜するなら選抜するという形でやったほうが。所管事務調査

にはならないと思うのですけれども、総務文教だけではちょっと違うのかなと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 本間副委員長。 

○副委員長（本間広朗君） 私も今ちょっといろいろ悩んでいるところなのです。少人数でや

るのか、全体でやるのか、ちょっと悩んでいるところです。僕はこの総合計画に関しては、ま

ち全体にかかわることなので、できれば特別委員会に全員が参加して、いろいろな意見がそこ

で出てきてやったほうがいいのかなと単純に今そう思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 質問です。前回、第４次総合計画のときの特別委員会は何日間かかっ

たのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） ３回だったと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 午前中だけですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） そこまで詳しく調べていなかったので、今すぐ調べます。何回、

どのぐらいかかったか。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私も考えていますけど、ただ、所管事務調査にはなじまないのかなと

思います。性格上。そして、特別委員会も申し合わせ事項で会派構成、議員数における比率で
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委員数決まっています。人数決まっていますからそれはそれでいいのですけれども、ただ私、

冒頭になぜあえて聞いたかというと、今回、提案されたものを審議するのではなくて、提案前

のものを審議するのです。そうすると、かなり、前回も議論されていましたけど議会としての

意思とかそういうものは十分に反映して、その中で変えられるものは変える、そういう形の議

論が当然煮詰まらなければいけないと思っていますし、私は期待しているのです。そうなって

いくと、少人数がいいのか、あるいは、その場的な内容ですけれども皆さんが承知した中で少

しでも政策的な意見を入れていく。そしてもう一つは、今回初めてこういう形で前段でやるか

ら、議員が自分の考え方、政策形成の中でどれだけ物事が反映できるのかというような一つの

初めての経験でもありますので、その辺を考えたらどちらがいいかなと思って悩んでいます。 

○委員長（大渕紀夫君） 私の意見もちょっと述べたいと思うのですけれども、実際に会派の

中で議論をしてそれを持ち上げるというふうになると、私はかなり損が出てくると思います。

会派の中で。例えば直接議論するのと、会派の中で議論したものを持ち上げるのとでは政策的

な部分で違う部分が出る可能性がかなり高いと僕は思います。ですから、これは白老町の中で

は、政策的には最も重要なものでございます。そういうことからいうと、全議員が納得できる

ような形の中で議論を進めると。いずれにしてもこの基本構想を議論するとなったら、全体の

議員がきちんと議論しなくてはいけないという部分と、会派であっても相当な議論をしないと

持ち上がってこないのです。持ち上がってきたものに対して、それはこういう意見ですかと聞

かれたときに、言えなかったらまた持ち帰りになるのです。今までもそうですけれども。です

から、そういうことで言えば、私はこの総合計画について言えば、今議決事件にしようとして

いるわけですから、なったというか、その前に決まりましたからなっているわけですから、そ

ういうことで言えば、私は全体でやるべきであろうと。下げてやるというのは議会運営委員会

で何度も何度も経験しているのですけど、それを持ち下げて、持ち上げるということになると

私は時間がもっともっと多くかかると。個人的な意見で進められるのならいいのです。だけど、

この問題はまた会派で議論してくださいと、また持ち上がってきますというふうになると、私

は時間がもっと多くかかるのではないかというふうに懸念しております。これは議会運営委員

会の運営を見ていると現実そうでございますので、その点では、私は時間がかかるのかなと。

ただ、５人なら５人、７人なら７人の委員が選ばれたと。その人たちが議論して決めるという

のなら、例えば政策研究会みたいなところはいいのです。下げないから、会派に。会派で議論

しないから。議論を組織するということになると、１回やったら一定の期間置いて会派会議を

やって、また持ち上げて、また戻して、またとこうなります。ですから、そういうことで言え

ば、私はその分のエネルギーを会派できちんと議論をして全体の中できちんと議論をするほう

が効率的であるし、また、全体の意見が反映できるのではないかというふうに私自身は思って

おります。もちろん会派では議論しておりませんから、そういう私の意見ですけど。 

 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 先ほどの山田委員のご質問ですが、前回は６月１日から８月６日

までの間で３回行われています。合計の時間が６時間 11 分ということですから、大体平均して
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１回２時間ぐらいの会議を行ったということでございます。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今までの全員協議会のことをずっと経過をいろいろ考えたのですが、

前回財政が厳しいときに財政改革プログラムをつくるときに全議員でやりました。それで、い

ろいろな意見の違いだとかあったときに、会派で結論を出すにしても、その流れ、動きを全部

把握して会派で話し合いますから、でもこれはこうだと煮詰めやすかったというか、そういっ

たものがあったのです、前に。それを考えると、財政改革プログラムの上の位置を占める総合

計画ですので、そういう重みを考えると全員でその経過をわかりながら、もちろん会派の話し

合いも必要になると思います。しかし、その経過を全部知りながら、意見として、会派として

出していくとか、そういったもののまとめに加わっていくということのほうが、全員が加わっ

たということは全員が責任を持つということ。もちろん特別委員会になっても全員に責任はあ

るのですけれども、そういった重みみたいなものがそれぞれ各自に自覚もできますし、そうい

った形では全員でやるほうがいいのかなというふうに思います。ちょっと考えが変わりました。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかの方どうぞ。どういたしますか。 

６月会議にかけますので、どうしてもきょう結論を出さなくてはいけないというふうにはな

りませんけれども、できれば一つずつきちんとしていきたいというふうに思っております。会

派に持ち帰らなければどうにもならないということであれば、また持ち帰っていただいて構い

ませんけれども、それぞれのご意見ございましたらどうぞ。 

それでは、意見がないようですけれども、総務文教常任委員会の所管事務調査でやるのはな

じまないというのはもうはっきりしておりますので、私もそう思います。ですから、全体でや

るのか、それとも現実問題としては７人ぐらい、常任委員会７人ですから、やるとしても７人

ぐらい。会派が５つでございますので、７人なのか。６人というわけにもいかないでしょうし、

５人というわけにもいかないと思うのです。５人だったら会派の数ですから。委員長除いたら、

そこは多数決では反映されなくなりますので。全会一致ならいいですけど。だから、そうでな

ければ、最低でも６人の特別委員会。案分は決まっています。委員の人数です、僕が言ってい

るのは。総体数の数というのは６人なら６人で、ここで決めてもいいわけでしょう。それを案

分で出すという意味だから。ですから、５人ということはあり得ないですから、６人か７人と

いうことになると思うのです、数は。少人数の特別委員会をつくるとしたら、６人か７人の特

別委員会になるというふうに思うのですけれども、そこら辺についてご意見ございませんか。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） 今前回６時間ということだったのですけど、それもかんがみ、また、

今回は議論を重ねた上で臨めるということで、一応会派の中でもんでから少人数の特別委員会

を、先ほど委員長がおっしゃったような７人ぐらいの特別委員会でまたもんで、それをまた会

派に持って帰るという方法も一度やってみたいという気持ちになりましたので、その方向が私

の意見です。 
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○委員長（大渕紀夫君） この問題は多数決で決めるとかそういう性格のものではないでしょ

う。そうであれば、現実問題として、くどいようですけど少人数の特別委員会にしたほうが日

数はずっと多くなります。これは間違いなくなります。そこははっきりしています。全体でな

いですから、意思が一度下りてきませんから。１回置いてからいきますから。ですから、本来

であれば全体で各会派がきちんと議論できれば一番いいのです。そうすれば早く終わるわけで

すから。ところが、今山田委員の意見もございます、西田委員外議員の意見もございますので、

これについては 15 日に結論を出すというほうがいいと思います。これ以上議論してもしようが

ありません。それで、やるとしたら全員か、それとも、６人なり７人なりの特別委員会という

ふうにしか考えられないでしょう。ですから、そこら辺を各会派で議論をしていただいて、そ

して、持ち上げてもらうということでいかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、全体でそういうふうに決めたということでいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、特別委員会をつくるということについては皆さん一致を

いたしました。６人、あるいは７人の特別委員会にするか、それとも全員にするか。ここにつ

いては 15 日に結論を出すというふうにしたいと思います。 

続きまして、４番目に入りたいと思います。 

岡村事務局長、説明を求めます。 

○事務局長（岡村幸男君） 白老町が出資している法人の経営状況説明書の提出についてでご

ざいます。これにつきましては、法律、自治法の規定に基づきまして、町が出資をしている法

人の経営状況について提出義務がございます。それで今回、（１）に書いてありますとおり、財

団法人白老体育協会の平成 23 年度事業報告書及び平成 24 年度の事業計画書の提出書類の簡素

化ということ、これは実は前にお話ししているかと思いますが、町側と議会側との事務協議の

中で提案された事項でございます。 

簡素化の内容につきましては、提出書類のうち、平成 23 年度収支計算書内訳書、それから、

預金残高証明書及び平成 24 年度の収支予算内訳書について提出を省略させてもらいたいとい

うのが町側の考え方でございます。それで、（３）に書いてございますが、自治法の規定は 243

条の３、第２項に書いておりまして、政令で定めるその経営状況を説明する書類という、こう

いう規定の仕方になっています。その政令というのは、施行令の 173 条になりますが、当該法

人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類という、こういう規定がされています。そ

して、さらに通知がありまして、事業の計画に関する書類というのは、当該法人の事業計画、

予算等に相当する書類をいう。それから、決算に関する書類というのは、当該法人の貸借対照

表、損益計算書、事業の実績報告書等に相当する書類をいう、こういう規定になってございま

して、明確にこの書類はいる、いらないというそういう内容にはなってございます。 

そこで、町側の要請というのは、今回まだ議案はできておりませんけれども、昨年の６月会

議に体育協会の経営状況の報告書が出されておりますが、その中の本当に収支計算書であれば、
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それの総括書ではなくて内訳書なのです。これが９ページから 32 ページほどあります。それか

ら、残高証明書も 38 ページから 45 ページあるのです。それから、収支予算書でいうと、その

内訳書が８ページから 84 ページまで出ているのです。そこまでの書類については、できれば提

出を簡素化させていただきたいということでございますので、若干昨年出ている中を見ていた

だいた上で協議をしていただければ、検討していただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時１３分 

                                         

再開 午後 ２時１６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。 

 白老町が出資している法人の経営状況と説明書の提出について簡素化をしたいという案がご

ざいましたけれども、これについてご意見ございます方はどうぞ。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね、これについては。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、今後そういう形で出していただくというふうにしたいと

思います。 

続きまして、５番目、議会提案議案等審議の際の町側説明員の出席について。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） ５番目になります。３ページ最後になります。これにつきまして

も先日の町側との事務協議の中で提案された案件でございまして、内容としては、改正内容に

ついてですが、議会の提案議案等の審議を行う場合につきましては説明員の出席を求めないと。

または、議会の議案の審議に入る際に説明員は退席しているというふうな状況になっておりま

すが、町長部局においても関係もしくは情報を必要とする案件もあると。例えば意見書案です

とかそういうものについては関係する場合も当然あるということもありまして、これは町側の

ほうからの話なのですが、部長職以上は残ったほうがよろしいのではないかという、こういう

お話がきてございます。 

そこで、説明員の出席について議長が必要と認める場合は出席できることという形で改正を

したいという考え方でございます。基本的に説明員については、自治法 121 条で、議会の審議

に必要な説明のため議長から出席を求められたときは議場に出席しなければならないという、

こういう規定になってございます。 

それで、うちの議会運営基準でいうと、第５章第１節の説明員ということで資料４のほうを

見ていただきたいのです。資料４の改正前と改正後書いてございますが、説明員です。この３

番目が、議会が提出する議案の審議のみを行う本会議の場合には、説明員の出席を求めない。

という規定になってございます。 

それから、４番目が、町長及び議長が提出する議案を審議する本会議は、町長提案に係る議
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案審議時に説明員の出席を求め、当該議事が終了したときに議長は休憩を宣告し、説明員の退

席後、再開して議会提案の審議を行う。ということで、どちらもいわゆる議会の議案提案の審

議については説明員の出席を求めていないという状況にあります。そこで、これは町側の提案

として、出席できるような形にしてもらいたいということがございますので、３についてはた

だし書きを入れまして、ただし、議長が必要と認める場合は、説明員を出席させることができ

る。さらに４つ目についても、ただし、議会が提出する議案の審議の際、議長が必要と認める

場合は、説明員を出席させることができると、このような規定に直すことによって、議会提案

の議案の審議時にも説明員が出席できる状況をつくるということでございます。これにつきま

しても６月会議からこのような形で直させていただきたいという内容でございます。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 本件については、今までかなり多くの議論がされておりました。そ

れで、議会側としてはこのほうがよいであろうということでこのような議会運営基準を作成し

たわけですけれども、議会側からの意見もありましたし、町側からの意見も両方ありました。

それで、できることであれば、全体が一致するのであれば、６月会議からこのようにしたほう

がよいのではないかということで先に出させていただいたということでございます。ご意見ご

ざいます方はどうぞ。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私、改めてここに入れることは何も構わない。だけど、前から残って

いたかったら残っていてもよかったのではなかったのですか。違いましたか。 

職員が少なくなったということで配慮をして、自分の仕事をしてくださいということですけ

ど、必要と認めて残る場合には別に退席しなさいということではなかったような気がしたので

すけど、こういうふうにしたほうがみんなは残りやすいのかなと思いながら聞いていました。 

○委員長（大渕紀夫君） 済みません。そうはなっておりませんでした。私も吉田委員と全く

同じ見解でおりましたけれども、残念ながら議会運営基準の第５章第１節説明員の退席後と、

このようにはっきり書いてありますので、議会でこのことを決めたのです。議会側が。そのよ

うなことなものですから、皆さんのご意見もたくさんありましたので、ちょっと先にいきまし

たけど、改正したほうがいいのではないかと。全体がいいということで、町側もいいというこ

とですので、いいのではないかということで出させていただいたとこういうことでございます。

もちろん、当然、議長とは相談して、議長のお話は聞いた上でやっております。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、この件についてもこのように運営基準の改正をいたした

いと思います。 

議事の中身は以上ですけれども、先ほどからございました議会運営に対する協議が先日行わ

れました。議長には報告をしておりますけれども、議運の要請もございますので、途中経過で

すけれどもご報告をしておきたいというふうに思います。これは町側が提案された部分、また
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議会側が提案した部分、両方ございます。文章はございません。 

暫時休憩します。 

休憩 午前 ２時２４分 

                                         

再開 午後 ２時３４分 

○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。 

去る５月 18 日に私と本間副委員長と局長が同席をいたしまして、町の総務財政部長と総務課

長との事務レベルの協議をいたしました。案件につきましては、議会側のもの、町側のもの両

方ございます。まず１番目、専決処分の規定の問題ですけれども、除雪に係る補正予算。大体

年間３回、５回とあるわけですけれども、予算は全部先取りしていると。先取りということは、

先に予算を組むということなのです。そうでないと執行できないという状況でございます。で

すから、何回分かのものを先に予算を組むと。大体 600 万円から 700 万円ぐらいの範囲で予算

をやっていると。ところが昨年度は２日続けて豪雪で出るというようなことになると 1,400 万

円と。下手するとそういうものが足りなくなってしまう状況になるということで、会議条例の

第８条第１項第５号の中に専決処分のことが書いてありますけれども、その中に災害の場合は

いいよとなっているのです。その災害の中に除雪というのを入れることができないかと、こう

いうことでございます。ですから、新たな条文をつくるとか、専決処分の条文をつくるとかそ

ういうことではございません。会議条例第８条第１項第５号の中にある災害の中にこの除雪を

入れることができないかという提案が町からされたということでございます。これにつきまし

ては、ここに書いてあるとおり議運に諮るということで、各会派でよく条例を見ながら検討す

ると。例えば、予算がなければ執行できないという状況になります。そこら辺も含めて、降っ

たときに朝すぐ議会を招集して予算通して、それからというわけにはちょっといかないとは思

いますけれども、そういうことも含めて考えなければいけない部分もあるのかなというふうに

思っております。 

２番目、報告案件に関する付属書類の簡素化。これは、ただいまご協議をいただきました体

協の関係でございます。これにつきましては、我々も議運に諮り、そういう方向で検討をした

いということで今回皆様方のご承認をいただいたということであります。 

 ３番目、予算・決算審査特別委員会の審議のことです。質問回数、議会委員会条例第８条で

何度でもできるというふうになっているわけですから、そのことについて制限なしにしていた

だきたいというお話をいたしました。町側は、この件につきましては、いろいろ議論をしたい

ということもあって、一度持ち帰りさせていただきたいとこういうことでございます。それで、

この次の協議の中で、当然、９月の決算委員会までには結論を出しますけれども、一度持ち帰

らせていただきたいと、こういう結論でございました。我々の側としては、委員長の議事整理

権で十分対応ができると。原則、常任委員会と同じように発言回数は制限なしとすべきという

ことで主張をいたしました。 

 それから、これはまだきっちり煮詰まっていないのですけれども、決算委員会を担当課ごと
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にできないかということなのです。それで、款の形でやりますと、款の中に３つも４つもの課

が入ります。そうすると、その都度出入りしなくてはいけないわけです。これではちょっとど

うにもならないということで、課ごとにやる方向を検討したいと。我々もこれについてはやぶ

さかではないと。だけど、やり方としてどういうふうにするのかというところがございます。

特別会計まで全部やるのかとかあります。ですから、そこら辺は両者でもう少し検討して、当

面、決算委員会だけは課ごとにできないかと。実は、款で３つなら３つの部なり課がまたがっ

ているときは、ここが主幹と主査職でいっぱいなのです。例えば、防災の関係は消防に入って

いて消防費の中でやるから、全部行かないとだめでしょう。これはもう大変なのです。だから、

それぞれの課で決算だけでもそういう形にできないかということなのです。実は、先ほどもご

議論ありましたように７人で決算委員会をやっていたときは課ごとにやっていました。ですか

ら、そういうことで言えば可能かなと。これは言ってもいいのだろうけど、町側としては例え

ば課ごとにすると主査職も出られるのです。主査職が議会に慣れていただくということで、幅

広い見方にもなるのでそういうことも。これは正式にこのことが主なものではございません。

だけど、そういうこともございますので、検討していただきたいということでございます。 

町長の総括の場合の出席はどうかと。これは話が出ただけでございまして、まだこれからの

議論ということでございます。 

めくっていただきまして総合計画に関する議決内容。これはきょう、条例改正をするという

ことで決まりましたので、そのとおりでございます。 

 ５番目、町の要請による議員派遣について。旅費負担。例えば議長がどこかに町の要請で行

く場合、予算を町側に持ってもらえないかということでお話をしたのですけど、これにつきま

しては非常に煩雑になるそうでございます。何が煩雑なのか、よく僕もわからないのだけど、

とにかく煩雑になるということで、行くことに対して足りなくなれば補正でも何でも組むから

今までどおりやってくれないかと。うんとやさしく言えば、後でちょっと副委員長なり局長に

補足あったら言ってもらうけど、早い話が従来どおりにならないかと。 

それから、公務災害については、これはなかなか大変なのだそうです。そんな簡単なもので

はないのだそうです。あちらに書いたからいいとか、こちらに書いたからどうだとかないそう

です。これについては我々ももうちょっと議会事務局中心に調べなければだめです。そういう

印象を受けました。全部が全部公務災害の対象になるかどうかというのは法律的にはなかなか

難しい部分があるのだそうです。これはちょっと今後、勉強課題にして、両方ともでここは深

めて一番議員の皆様方が安心して議会活動ができるように公務災害については検討しますけど、

今までのように何でもかんでもオーケーというようなわけにはいかないようなことを言ってい

ました。そこら辺詳しくはわかりません。引き続き協議をしていくということでございます。 

それから、６番目の議会提案議案等審議の際の町側の出席は、先ほど大分ご議論がありまし

て、吉田委員の発言もございましたけれども、そんなことでございまして、両方ともこれはい

いということでちょっと早かったのですけど、こちらのほうで先に出させていただいたという

経緯もございます。ここは両者とも一致してやっていくということでございます。 
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最後に米印で書いている部分は、お話があったということでございます。町側と議会側が、

非公式にマスコミが入らない中でお話ができる場をつくることはできないかと。それは、町側

もマスコミに載ることによって言えることと言えないことがあると。公式なところで発言する

というのはなかなか真意が伝わらない部分もあるので、もし、そういうことが議会側と協議で

きるような場、これは事前審査でも根回しでも何でもないと。それだったら公開でやればいい

のではないかという意見にもなるのだけど、しかし、新聞に出ることによって、例えば、やら

なかったのですけど、企業誘致特別委員会の場合はそういうことが多々ありました。事前にわ

かってしまうことによって町が不利になるということ。これは実際にあった話です。私も企業

誘致特別委員やっていましたから。そういうことがあるのですけれども、しかし、本当に議会

側がいいのかどうかということはきちんと会派で議論をして、その上でつけていくと。ただ、

やろうとすれば、例えば会派代表者会議は公式な会議ではございませんので、ここはマスコミ

が入ろうと入るまいと自由、入らないでやるということは可能です。例えば委員会協議会とい

うのがありますけど、協議会はだめです。協議会は公式なものですけど、例えば、皆さんがい

いと言えば、委員会懇談会にすれば、それはこちらが勝手にやることですからそういうことは

できると。マスコミに通知も何もいらないということでございますので、テクニックとしては

あるのですけど、しかし、そういうことが何でもかんでもそのようなことをやってもいいとい

うことにはなりませんので、そこら辺はそういうお話もあったと。これは議員がきちんと自覚

をしてやればいいということになると思いますけれども、そんなお話もありました。決まった

わけでも、やったわけでもございません。 

そういうことで６つの協議を行い、一定限度の結論も出しながら、しかし、議会運営委員会

の中でもむということも含めて協議をして参った次第であります。この件につきましては、議

長には報告をさせていただいています。 

副委員長、何か補足がありましたらどうぞ。本間副委員長。 

○副委員長（本間広朗君） 特にないのですが、５番目の町の要請による議員派遣について、

今回町長と一緒に九州のほうに行ったということもありますが、今後それらのことについて協

議していくということになっているのですが、なかなか町のほうも、例えばそういう議員の派

遣についてオープンにして、誰でもいいですから町長に随行してくださいと。今後そういうふ

うになるのかどうかという、あくまでも町からの要請で、例えば議長に行ってくださいという

要請があるのだったら、議長で終わるのかもしれませんが、そのほかに議員が随行していくと

いうのはどうなのだろうという話にもなるのかと。これは個人的な意見ですけど、そういうふ

うになるのかどうかというのも、今後それらのことも検討していかなければならないのかなと

いう思いでおりました。 

あと公務災害については、今大渕委員長からも言われましたが、これも本当に繁雑になるし、

公務災害というふうになっていくかというのも、今回の件もそうですが、やはり議員が行くの

であれば、研修なりついていくのであれば公務災害というものがしっかりついていかなければ

ならないと思いますので、その辺も自由に行くから公務災害いらないという話にはならないと
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思いますので、これも今後検討していただければという思いでおりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長、補足。 

○事務局長（岡村幸男君） まず１点目の専決処分の規定についてでございますが、これは冬

になる前、12 月会議までには一定の結論を得たいということで考えておりまして、ここにつき

ましては、事務局のほうで改正のたたき台については事務局のほうでつくらせていただいて議

運のほうにも諮らせていただきたいと考えております。 

２点目については、きょう決定をいただいたとおりでございます。ありがとうございます。 

それから、３つ目の予算・決算審査特別委員会の審議についてでございますが、議会側とし

ては質問回数については制限なしということを町側に強くお話ししているところであります

が、先ほど委員長お話しのとおり、一応持ち帰りになってございます。ただ一方で、その反対

としては、委員長が説明したとおり、委員会の審議の方法については変えていただきたいとい

う町側の強い意向があります。 

それから、４つ目については、きょうご審議いただきましてありがとうございます。 

それから、５つ目の議員派遣についてですが、旅費負担については、町としては議会費のほ

うでかかったとしても、それは足りなくなれば何とか補正をするということなので理解をして

もらいたいというのがざっくばらんな話です。ただ、公務災害について町側のいわゆる公務災

害、例えば議長が要請あったときに、議長は他の職員という形で行くことによって町側の市町

村職員の公務災害の適用を受けないかということについては、これは難しいという話なのです。

ただ、こちらのほうも再度これについては検討させてもらいたいという内容です。それで、基

本的に議会の議員の皆さんが公務災害の適用を受けるというのは、本会議もしくは委員会なの

です。これに出席の場合がいわゆる公務災害の適用がまずなるということなのです。その他の

いろいろな活動ありますが、その中でも議会が派遣を認めたものであっても中にはならない場

合もあるということらしいのです。それが本来議会として必要な業務だったのかどうかという

ところまで判断をされるということがあるということなので、その辺が難しい部分があると。

委員長がおっしゃったのはその部分であります。ここについてはもう少し私どもも内容を精査

した上で、その結果については議運の中でもご説明していきたいというふうに思います。 

それから、６つ目の部分については、きょう結論出ましたのでありがとうございます。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、ご質問ある方どうぞ。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） まず３番目のところの担当課ごと審議してほしいということに

関しましては、各会派で持ち帰って、それでいいかどうかだけを、結論を持って来ればよろし

いのでしょうか。そこが１点。 

最後は、委員会協議会の非公式についてなのですけれども、これの会議規則を見ましたら、

委員会の公開の原則及び秘密会ということで、委員長または委員の発議により出席委員の３分

の１以上の多数で議決したときは秘密会を開くということができることになっています。この
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委員会とはまた別な形なのでしょうか。その辺二つをお伺いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） １点目、担当課ごと云々というのは、これは９月の決算委員会まで

に結論を出したいと思っています。当然今おっしゃられたように、各会派でご議論願っても構

わないですし、どういう方向が一番いいかということを今後協議していくということでござい

ますので、もちろん各会派の意見も聞いていただきたいですけれども、それは議運の中で議論

しながら決めていきたいというふうに考えています。 

それから、最後のことですけど、これは公式なことではございません。そういう場があれば

いいなというだけのことです。今西田委員外議員が言われた秘密会ができるというのは当然な

のです。ただ、秘密会を正式に開くとなると秘密会を開くと報告しますから。そうしたら、マ

スコミは、建設厚生常任委員会の委員長さん、秘密会を開いたって何の中身で開いたのですか

と来ますから。ですから、秘密会は原則開かない。よほどの理由がなければ秘密会は開かない

でしょう。今まで秘密会は開いていません。それはそういう意味なのです。それとはまた全く

違う形です、今言っているのは。公式な会議ではないもので町の意向を伝えられるような場が

あればいいですけれどもという投げかけだとご理解ください。何か決まったことがあったり、

そこでものを決めたりするのはだめですから。議会は議決がなかったら決められないのだから。 

だけど、マスコミの方には言えないけど議員の皆さんには情報として流したいというような

ことが町の場合は、多々はありません、たまにあると。そういうものをマスコミに流して、記

者会見の後に皆さんが知ったというのはどうも調子が悪いから、早く議員の皆さんには連絡を

したいですと、こういうことです。ですから、公式にあったとか何だとかということではござ

いません。くどいようですけど。公式でないということは、全く非公式だということは何言っ

てもいいし、何言っても何でもいいわけですから、そういうふうにはならないわけです。ただ、

そういう場があれば町は議員の皆さんに情報を少しでも早く流すことができるかもしれませ

んと。こういうことでございますので、そういう理解にしていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかよろしゅうございますか。 

議長何かありますか。 

○議長（山本浩平君） 公務災害については、通年議会の議論をしていたときに議会側のメリ

ットの大きな一つのテーマに入っていましたので、この辺やはり今後いろいろとはっきりさせ

ていくべき項目だなというふうに感じます。 

以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 町側の要請による議員派遣というのがあるのですけど、これは必ず議

運にかけられていますからいいと思うのですけど、ちょっと気になるというか、町、議会とも

に情報共有しながら調査、検討し再度協議するということなのですけれども、やはり町長と一

緒に動いて行くということは議論をする上で支障があることも、それは議運に諮られるから議

運で検討して一緒に参加することで後々の審議に支障がないかどうかということを検討して

賛否するようになりますよね。そういうことでいいのですか。向こうから要請があった場合に、
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もし、総務の委員長ときたとしたら、総務の委員長よりは議長がいいのではないかとかそうい

うこともこちらとしてやっていけるのかどうなのか。 

○委員長（大渕紀夫君） 原則的には議長にしかきません。議長、副議長、総務文教常任委員

長と３名の場合はあるかもしれません。ただ、議長が行けない場合は副議長、副議長が行けな

い場合は担当の常任委員長というふうになるわけです。これは公式な派遣ですから。ですから、

それ以外のことはありません。そういうふうに思ってください。それで構いません。私はそう

思っています。ですから、議運に諮られるときはそういう形で諮られると。ただ、議長が行け

ない場合、副議長が行けない場合、それはありますから、あり得ることですから、そういう形

で町からの要請についてはそういうふうになると思います。向こうから何名派遣してください

ときた場合は、議長とどこかで協議するとか、議運で協議して派遣する人を決める。議長でな

くて違う人に行ってもらうことだってあり得ます。だけど、町からの派遣はそういうものしか

ありません。基本的にはそういうふうに思っていただいて結構だと思います。当然、議運の中

で議論されますし、派遣承認とりますから。 

                                         

◎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終了します。  

（午後 ２時５８分）  


