
 1 

平成２４年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２４年 ７月 ６日（金曜日） 

   開  会  午前 ９時５９分  

   閉  会  午後 ０時００分  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項  

１．全員協議会の開催協議について  

２．予算・決算審査特別委員会のあり方について  

３．白老町議会委員会及び議員行政視察等旅費支給基準の改正について  

４．議員派遣に係る会議規則の改正について  

５．専決処分の規定の改正について  

６．全員協議会の開催手続きについて  

７．政策研究会の設置について  

８．第３次議会改革の検証について  

９．その他  

                                         

○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  

     臨 時 職 員    白 綾 美 紀 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会いたします。  

（午前 ９時５９分）  

                                         

○委員長（大渕紀夫君） レジメに従って調査をしていきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。最初に全員協議会の開催について別紙資料がついておりますのでそれを見ながら。 

岡村局長、説明を願います。 

○事務局長（岡村幸男君） １番目の全員協議会の開催協議についてでございます。別紙資料

１のほうを見ていただきたいと思います。虎杖中学校の閉校後の利活用について町側から協議

をしたいということでございます。概要につきましては、平成 25 年３月末をもって閉校となる

虎杖中学校の利活用の方針について説明ということになってございます。日にちにつきまして

は、７月 17 日午後２時からということ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） 17 日は特別委員会の日だと思いますので、特別委員長もいらっしゃ

いますけれども、午前中で議事を切り上げていただきまして、その後全員協議会を行うという

案のようでございます。これについて何かご意見のございます方はどうぞ。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、１番目の全員協議会の開催については、７月 17 日午後２

時から開催するということで決定をいたしたいと思います。 

続きまして２番目、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ございます。

これは継続協議をしている件でございますけれども、事務局から説明を願います。 

岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 記載のとおり、質疑の回数制限及び審査の進め方については、町

長部局のほうでさらに検討させていただきたいということでございまして、次回以降の協議と

させていただきたいということでございます。実は、事務的な部分では協議を続けさせていた

だいております。前にもご報告してございますけれども、事務協議として、議運の正副委員長、

それから町長部局については総務財政部長、総務課長が入りまして事務協議を進めているとこ

ろであります。議会側としては、この質疑の回数については制限を行わないという、そういう

確認で進んでございます。ただ、委員長の議事整理権に基づき秩序を持ってという、そういう

中で進めていくということの確認が取れているところでありますけれども、町長部局としては、

考え方としては本会議に準じた扱いということについて、やはりその辺の考え方がありまして、

その辺の調整を今進めているということでございます。 

それと、これにあわせて町長部局のほうの考え方として一部提案されているものとしては、

いわゆる委員会、特に決算審査なのですけれども、従前、かなり前になるのですけれども、い
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わゆる決算審査の特別委員会は議員の皆さんから選ばれまして、委員会を設置しまして、課ご

とに審査をやっていたという経過がございます。そういう中で、実は、町長部局のほうとして

は、今まで町長初め課長職までということで説明員になってございますけれども、できれば職

員の今後のことも考えれば、主幹職も含めて説明をする機会が必要ではないかという、こうい

う検討をしているところでありまして、そういう中で、そういう方法がとれないかという投げ

かけがございます。ただ一方で、それをやることになれば、通常の今の９月会議の中では３日

間程度の決算審査の時間を取ってやられてございますけれども、そういう形でやるとなれば、

状況を調べますと、運営の仕方に１日、それから、実際に各課での審査で５日間ということに

なりまして、10 月に運営の方法を決めまして、そして各課の日程を決めた中で、各課に通知し、

約１カ月後に５日間かけてやっているというのが実態なのです。ですから、そういう時間等も

含めてもう少しこれは検討する必要があるだろうということで、これについても、さらに事務

協議を進めた中で、最終的な方向性が決まった段階で議運にお諮りしたいと、こういうことで

ございまして、それまでの間、今回については、議題として提出しません。次回以降の会議に

させていただきたいと、こういうことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま局長から説明ございましたけれども、この件についての質

疑を許したいと思います。質疑のございます方はどうぞ。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） 今の予算・決算審査特別委員会の中で、議会のほうで委員会の

発言回数を自由にしたいという要望に対して、向こうは本会議に準じてと言っています。その

反面、主幹や主査まで説明員が出席できないかということになりましたら、今までの３回方式

でいったら、正直言ってそこまで、深くまで質問できなかったというのが現状あるのです。で

すから、主幹、主査まで説明員が出るということになりますと、当然４回目の質問というのも

出てくるのではないかと思うのです。その辺を向こうは受け入れる考え方で、こちらのほうを

できないかとおっしゃっているのか、その辺もう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） あくまでも事務協議というか、大渕委員長と本間副委員長に入っ

ていただいている事務協議とは別に、私のほうでも町側とちょっと打ち合わせはさせていただ

いておりますが、考え方としては、基本はやはりこれまでの申し合わせであった本会議の３回

が原則で、それ以上については委員長のご判断でそれを超えてもできるという内容で進めてい

ただきたいというのが考え方なのです。当然今言ったように、職員が主幹職、主査まで入った

中での説明という部分で、その考え方というのは、いわゆる細かな質問というか、詳細にわた

った質問が出たときには、やはりそれに一番精通している主幹、主査のほうから説明すること

のほうがよりわかりやすいというか、より適切な説明が可能になるのではないかということと、

一方で今職員がかなり少なくなってきておりまして、いわゆる議会に出るという、そういう経

験が少なくなっているというか、主幹、主査という職の部分が。それで、できればそういう経

験をより多く積ませたいという考え方がそこにあって、協議を行っているという状況なのです。 
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○委員長（大渕紀夫君） 西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） 私の記憶が定かではないのかどうかわかりませんけれども、た

しか主幹とか、前に出て答弁いただいたようなことが記憶の中にあるのです。ですから、過去

においても必要に応じてたしか出ていたと思うのです。ですから、そこの部分は私はいいと思

うのですけれども、なぜ３回にこだわっているのか、反対にそちらのほうが不思議なのですけ

れども。会派に帰ってから、こういう状況ですと説明はさせていただきますけれども、そのこ

だわる意味が、そこまでやりたいとおっしゃっているのだったら、なぜこだわっているのか、

よくわからないなというのが正直なのですけれど。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私これ、二通りの考え方をしているものであって、一緒ではないと思

って聞いていたのですけれども。質問の回数についてはそれはそれでどうするかということの

議論と、それからもう１つは決算のやり方、予算はちょっと入ってこないと思うのですけれど

も、決算は昔そういうふうに特別委員会を設けてやっていましたので、新たに選抜というか、

そういう形でやっていましたので、そのときは本当に５日か６日かけてやっていたのです。だ

けど課ごとにやるということになると、あそこには、課ごとではなくて今までどおりだと、主

査とかそういう人たちが入るスペースももちろんないですし、出入りも大変でした。だから、

そういった意味では、今後課ごとにやるようにするのであれば、そのような形の、課ごとであ

れば主査も入れるし、答弁も細かいことももしかしたら答えられる、育成も入るということで、

私は別物だというふうに思って聞いていましたので、それが４回やるようになったから課ごと

にやらないとか、そういうことではないと思って聞いていたのですけれど、そういう整理でい

いのではないかと思ったのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） それでいいと思います。要するに、課ごとにやりたいと言ってきて

いるのは町ですから。我々は、回数制限を撤廃しなさいと言っているわけですから、それは全

く別物であって、それはどちらをやっても、片方をやって片方できない場合もあるでしょうし、

それは構わないと思います。要するに、一致すれば全体としてやるという意味でございます。

それは、そういうことです。 

ほかになければ、基本的には議会側は全会一致で回数制限の撤廃ということを決めておりま

す。ですから、これ以上９月の決算審査特別委員会に間に合わないということはちょっと考え

られませんので、当然、私と本間副委員長の事務レベル協議は申し入れをしてでもやります。

同時に、正副議長に正式に、きちっと町長なり副町長なりにも話をしていただくというような

ことも含めて、やはり議会側はここはきちっと出るというふうに私は考えております。ですか

ら、ここで了承をもらえれば、当然私と本間副委員長の事務レベル協議は当然やりますけれど、

結果としては、正副議長にちゃんと町長、副町長に話していただくというところまで含めて、

事と次第によっては行くと。向こう側が課ごとにやりたいというのは、我々は受け入れている

わけですから、どうぞと、それはそれでいいですよというふうになるということだけです。向
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こうがやらないと言えば、そうですかというふうにしか我々はならない。我々がやれと言って

いるわけではないですから。ですから、そういう整理で、ちょっと９月までにはきちっと結論

を出すというふうにしたいと思います。我々が言っていることは、委員会は回数制限がないわ

けですから、そこにこだわる必要は何もないので、そこはそこで押すということでいきたいと

考えておりますけれども、いかがですか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） そのとおり進めていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本議長。 

○議長（山本浩平君） 今議運の委員長がおっしゃったとおりで、議運の中では全会一致で正

式に決定しているわけですから、そういった部分の中で、私と副議長と一緒に、委員長の議事

整理権というものをしっかりと理解していただきたいということで強く押してまいりたいと、

このように思います。 

○委員長（大渕紀夫君） そのような整理でいきたいと思います。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） それでは、続きまして白老町議会委員会及び議員行政視察等旅費支

給基準の改正について。これは議運の中でこういう要望というか要求が出ましたので、事務局

のほうで整理をしていただきました。その結果について説明を願います。 

岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） ３番目になります。改正内容につきましては、旅行日数２泊３日

以内を３泊４日以内に改正するということでございまして、これにつきましては、旅費基準を

改正しなければならないということになります。資料２のほうを見ていただきたいと思います。

ここに書いてありますとおり、行政視察につきましては、改選後１年次に２泊３日以内という

ことで基準としているところでありますけれども、視察の目的ですとか視察先の関係がありま

して、行程を１泊延長するという考え方で整理をしてございます。視察地域については、これ

まで申し合わせにより、これは明文化されてございませんでした。それで、東京以北もしくは

東京以南という形になってございます。これは明確にしなければならないだろうということで、

整理をかけてございます。それから、視察目的によって、特に必要な場合というふうに書いて

ございますが、この場合は、地域を越えて視察できるという整理をしてございます。これはど

ういうことかというと、いわゆる東京以北、東京以南といっても、地域によっては、視察箇所

によっては、東京以南と以北かかる場合が当然出てくるだろうということなのです。ですから、

その縛りは越えてもできるように、必要な場合についてはできるという形を考えて整理をしま

した。ただし、前回の議運の中でもありましたとおり、この宿泊日数等を延長することによる

その旅費の額については、あくまでも現状の旅費の額で整理をしたいということで行ってござ

います。資料２のほうの新旧対照表のほうを見ていただきたいと思います。まず現行の１番目

については説明を省略させていただきますが、改正後に、白老町議会の議員の派遣に関する要

綱の第３条３項第４号の規定に基づく委員会が行う行政視察ということです。これは、議員の
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任期内２回を基準とするということは、これまでおおむねの基準ということになっていたので

す。２回ということで整理をしました。ただしということで、特に必要な場合は、この限りで

ない」と。つまり、必要性が出てくる場合が考えられますので、２回の基準としていても、た

だし書きとして、必要があれば行けるという、そういう整理をさせていただきました。このお

おむねという部分を、こういう形で整理をしたということです。 

それから、次の２つめなのですが、行政視察は、次の年次、日程、地域により行うものとす

るという、こういう整理をさせていただきました。１つは、改選後第１年次に３泊４日以内、

そして東京以北の地域という形にしました。それから２つ目が、改選後第３年次に４泊５日以

内ということで、これは東京以南の地域という形にさせていただきました。さらに３番目です。

行政視察の目的を効果的に達成させるため、特に必要な場合は、前項の地域を越えて視察する

ことができるということで、先ほどもお話ししたとおり、東京以南、以北、これがいわゆる重

なり合うようなところは行けるというような形で整理をさせていただきました。さらに４つ目

として、これは改選前にもあるのですが、行政視察は、他の委員会と合同して行うことができ

るということで、この１つ目を４つに分割いたしまして、整理をさせていただきました。 

次に、現行２番目ですが、行政視察の旅費についての考え方であります。これは、現地まで

の航空運賃、宿泊料及び日当の合計額をもって基準額とすると。ただし、この基準により算出

した旅費の総額が当該年度の予算額を超える場合は、派遣を行う議員数により案分し、打ち切

り旅費をもって支給するという表現でありましたものを、行政視察の旅費は、現地まで航空運

賃、宿泊料及び日当の合計をもって支給するという形にします。ただしということで、算出し

た旅費が、次に掲げる基準額を超える場合はと、次に掲げるものは後ほど説明いたしますが、

旅費は、議員の旅費規程に基づいて支給される形になってございますので、基本はこれに基づ

くわけです。ただし、そういう基準額を超える場合どうするのかということは、基準額をもっ

て打ち切り旅費にするのだという、そういう整理を行っております。それで、改正前は２泊３

日以内の基準ということですが、改正後は３泊４日以内の場合の基準額ということで、額とい

う形に直してございまして、９万 2,000 円。これは、額は変えてございません。１人という形

で整理しました。計算内訳も載せてございますが、これについては航空運賃を６万 4,400 円、

宿泊料が２泊ということで計算しています。２万 2,000 円、日当については 2,000 円の３日で

6,000 円と。この宿泊日当は、あくまでも２泊３日で計算をするという、こういう形で見込ん

でございます。４泊５日については、基準額として 15 万 6,000 円、これも変更はございません。

計算内訳については、千歳から鹿児島とかと前回は入っていたのですが、これはあくまでも参

考として入っているということですから、計算額としてはあくまでも千歳から福岡で見ている

のです。千歳から福岡の計算額で、宿泊料４泊分４万 4,000 円、日当が 2,000 円の５日分で 1

万円、この範囲の中で行っていただくということになります。ただ実際は、航空運賃がこれは

いわゆる正規の運賃ということになりますので、実際には視察先は空港から例えば電車に乗っ

たりですとか、レンタカーを借りたりですとか、そういう手法をもって行く形になると思いま

すので、あくまでもこの金額の中でこれはやっていくということになります。まずそういう計
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算基準額を整理させていただきました。 

それから、現行の３番目です。議員が行う行政事例の調査及び研修等については、回数にか

かわらず、８万円を支給の限度額とすると、こういう表現になってございましたが、これはち

ょっと整理をさせていただきました。というのは、このままの条文を読むと、回数にかかわら

ず、単純に言うと８万円もらえるというような解釈にもできるという、ちょっとあいまいな、

皆さん８万円ということで理解はされていると思いますけれども、条文上私が読むと、これは

もう少し整理する必要があるだろうということで、整理をかけました。それで、議員が行う行

政事例の調査及び研修等の旅費については、１人８万円を限度額とし、限度額の範囲において

複数回の調査及び研修ができるものとする。この場合において、限度額を超えるときは、限度

額をもって打ち切り旅費とする。という形で整理させていただきました。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま行政視察等の旅費の支給基準の問題点で、支給基準の一部

改正ということで説明をされましたけれども、これについてのご質疑を受けたいと思います。

質疑のある方どうぞ。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） 今この旅費規定の中で、次のページの３泊４日の場合と４泊５

日の場合ということで、一応航空運賃と、宿泊費と日当だけ出ているのですけれども、実際に

視察に行ったとき、ＪＲ代とか、バス代とかということになったのですけれども、実際に視察

に行ったときにレンタカーを借りてできるのですか。その辺ちょっとよくわからないので、教

えていただきたいと思うのです。結局、行く先によってはすごく交通の便が悪いところがあり

ます。そういうときに、やはりレンタカーを借りて行けるのか、行けないのか。その辺がよく

わからないのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 実際は、正規の旅費の計算をして、その範囲の中で、いわゆるそ

の交通の便の悪いところにどう行くのかというときには、やはりバスだとか、汽車だとかでは

なかなか時間帯合わないというときに、現実的にはそのようにやられているのだろうと思うの

で、あくまでもその旅費の支給の範囲の中で、それを皆さんであわせて、そしてその中でやっ

ているということでございます。それは、厳密に言いますと、いわゆる旅費規定に基づいた、

いわゆる公共交通機関を使用することによって行くということが基本になります。ただ、実際

にはその視察先においては、そうではないというか、例えば汽車の便が１日２本しかないよう

なところに行かなければならないですとか、そういうようなことも当然考えられますから、そ

の中では一応弾力性を持ってやっているという部分だというふうに私どもは理解しております。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） その場合、公務としての保険とか大丈夫なのかなと。これは聞

いていいのかどうかわからないのですけれども、そこだけです。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに、公共交通機関以外は原則だめです。例えばレンタカーを
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借りて職員が運転して事故を起こしたら、こちらが全部責任を負わなければならない。ですか

ら、レンタカーを借りる場合は運転手つきのものを借りて、この旅費規定の中では絶対行けま

せん。ですから、原則的に言えばだめだと。公共交通機関を使いなさい。ですから、今の白老

町に来る視察の皆さん方も、駅からここまで歩いてくるのです。これ、実際です。ですから、

それからレンタカーで来る方は、財政が裕福で、議会費がたくさんあるところは、ちゃんと運

転手のついたレンタカーで来るわけです。それは、レンタカー会社の責任ですから、こちらの

責任にはなりません。だけれど議会に行って、小西委員が運転して事故を起こしたとなったら、

それはもう全部責任は我々が持たなくてはいけない。こういうふうになりますので、原則は公

共交通機関で行くと。遠いから行けないではないかと、こうなります。そこは視察先から外さ

ざるを得なくなると、こういうことであります。ただし、今局長がおっしゃったようなことも

考えられるし、許さざるを得ない場合も出てくるときもありますので、そこは十分、そういう、

今西田委員外議員が言われたところを考慮して対応する以外には、公式に対応する手だては、

私が今言ったような形でしか手だてはないというふうになると思います。現段階での旅費支給

では、運転手つきの車を頼んだら間に合わないです。私たちは一度、一昨年は丸亀のほうに行

きました。一緒に行ったでしょう。あの時は運転手さん頼みました。それは、頼んで行く分に

ついては、全然問題がないです。たまたま旅費の中で賄えたのです。加古川から丸亀まで。行

かなかったですか。そういうことですので、そういう形でやれば全く問題ないのですけれども、

そううまくはいかないですから。基本的にはそういうことです。いいですね、それで。 

○委員外議員（ 君） わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかどうですか。旅費規定ですから、聞くことは全部聞いたほうが

いいです。この６番目は、こういうふうに直したほうが私もいいと思います。よろしゅうござ

いますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、３番目については、このように旅費規定を直すというこ

とで整理したいというふうに思います。 

続きまして４番目、議員の派遣に係る会議規則の改正についてということでございます。 

岡村局長、説明を求めます。 

○事務局長（岡村幸男君） 会議規則の一部を改正するということでございまして、資料３を

つけてございます。改正内容ですけれども、いわゆる休会中の議員の派遣の取り扱いの明確化

ということでございます。改正案については、会議規則の改正を行わなければならないという

ことでありまして、規則第 104 条第１項ただし書きを改正したいというものであります。改正

についての新旧対照表を別紙３としてつけてございます。会議規則でございますので、改正す

るとすれば９月会議になります。改正内容なのですが、前回等で議員の派遣の考え方の中で、

この会議規則の今の 104 条の書きぶりからいけば、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ということになっています。議会の議決でこれを決定するという、まずそ

こが第１になっています。ただしということで、緊急を要する場合は、議長において議員の派
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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います。ですから、このままの条文

でいきますと、その時一部ご指摘をいただいた部分があるのですが、緊急の場合でない限りは、

いわゆる議長において議員の派遣を決定することができないのではないかという、こういうご

意見をいただいておりました。一方で、議員の派遣に関する要綱がございますが、ここでは、

やはり、議長が議運に諮って派遣することができるという、こういう内容にもなっておりまし

て、その辺の整合性が若干問題になるという部分でありました。それで、実は、これはあくま

でも標準会議規則に基づいてつくられたものなのですけれども、ご承知のとおり、そこの部分

の、実際に休会中において議員を派遣するということが事実上ございます。ございまして、な

おかつこれについては、定例月の会議において議員の派遣結果として、諸般の報告の中で報告

させていただいているという部分がございます。実は、これは見ますと、緊急でない場合も含

めて、いわゆるただし書きの規定を使って従来から報告されているということです。ですから、

厳密に言いますと、今のこの会議規則のただし書きの緊急を要する場合以外にも、現実的には

行っているというのが実態でございます。それで、実態に合わせた整理をする必要があるだろ

うということで、ただしということで、休会中または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とで、休会中という言葉を入れたということでござい

ます。この場合で、必要があると認められた場合には、これについては派遣できるような規則

改正を行うということでございます。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま派遣の関係で説明がございました。要するに、今まで派遣

承認取っているのですけれども、町内への派遣なんかについては、細かく、たくさんあります

ので、全部一括して取るということはほとんど不可能でございます。そういうところについて

は、休会中の派遣については、そういう形で取るということで、実態に合わせるということで

ございますので、それ以上の何者でもない。遠隔地、それから、そういうものにつきましては、

今までも派遣承認は本会議のたびに取っていますから、それはそれできちっと取るというふう

にすると。こういうことでございます。質疑のございます方どうぞ。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） おおむねいいのですけれども、緊急を要する場合という旨の共通認識

だけはしておかないとだめかなと、私は思います。それと、運営基準の一部改正についての中

の改正後の４の①の中で、後段緊急、今局長から話あった前段の重要な行政課題、これも若干

解釈が、やはり整理しておかないといけないと思うのです。その部分だけです。いつも改正す

るときは、ある程度そういう緊急とはこういうときだという、そういう注釈書き、ある程度理

解しておく必要があるし、書くかどうかは別にして、そういう部分の共通認識しておく必要が

あると思いますので、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま前田委員から緊急を要する範囲の問題といいましょうか、

どこまでを緊急とするのかという部分含めて、行政改革の件もそうですけれど、どこまでの範

囲とするかという辺りの意見が出ましたけれども、それぞれの委員の皆さん方のご意見を賜り
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たいと思います。 

ちょっといいですか。要するに文章化するという意味ですか、それともここで申し合わせ的

に緊急の範囲とはこの範囲ではないかというようなことでの話し合いをしなさいと、こういう

ことでしょうか。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） 文章云々まで多分皆さん必要ないと言うと思います。そういう範囲を

ある程度認識しておく必要があるのではないかと思います。そういう部分でないと、また解釈

変ってきますし、議長それなりの中立立場でやってくれていますから、議長云々ではなくて、

我々として整理しておかなければどうかと思います。それで、今委員長のほうから委員に問い

合わせしたけれど、逆に事務局のほうで、事例とかなんかである程度そういう、他の町村、あ

るいは自治法の緊急解釈の仕方の部分で何か押さえていれば、そういう記事を示してほしいと。  

○委員長（大渕紀夫君） 岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 緊急の定義は、標準会議規則の考え方で説明があるのですが、や

はりこれは災害ですとか事件、事故等で議員の皆さんをすぐに現地に派遣しなければならない

という場合です。もしくは、慰問というのですか、慰問に関する場合ですとか、そういう場合

がこの緊急という場合に該当するというふうに書いてございますので、この辺は、運用するに

あたっては、そういう考え方で行う必要があると思います。 

１つ、実はこれも前田委員のほうからご指摘があった部分なのですが、実は、議員の派遣に

関する要綱というのが別に要綱としてあります。これは、当時前田議員のお話からして、これ

は８万円の政務調査というか、視察という部分があってつくられたものだという、こういうご

指摘をいただいた部分で、私もさかのぼって調べました。調べたら、その時につくられている

ものなのですが、要綱の中身は、実は、それに限っていないのです。８万円のいわゆる視察に

限っているわけではなくて、いわゆる議員の派遣に関する場合の要綱ということでつくられて

いるのです。ただ、読み取れる箇所としては、その８万円を使った場合なのかなというふうに

読み取れる箇所もあるかなという部分なのです。実は私、これはちょっと整理が必要だろうと。

ということは、これは、議員の派遣に関する要綱となっていながら、実は委員会の委員の派遣

のことも書いてあったり、議員の派遣のことも書いてあったり、そして、いわゆるその８万円

を使った調査という部分のことも書いてあったりということで、実はふくそうしながら、読ん

でいくと、どう解釈していいのかなという部分も若干あるのです。それで、これはちょっと時

間をいただきたいと思います。それで、私のほうで、当然議会の議員の派遣にとどまらず、委

員の派遣も含めた要綱にきちっと整理をして、直す必要があると思っていますので、その中で

今みたいな、どういうときに派遣として行かせるのかということの整理をもう少し具体的にさ

せていただきたいと思って考えています。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長から説明がございました。その件について何かございますか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） その件についてぜひ整理してほしいいと思います。８万円についても、
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これから財政厳しくなりますから、また取り扱いもいろいろ出てくると思いますので、その分

整理しておいたほうが、委員会の派遣と整理しておいたほうがいいと思います。お願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 法的な解釈でいきますと、いわゆる 100 条の 13 項で規定されてい

る、議員を派遣することができると、会議規則に定めることにより、議員を派遣することがで

きるという自治法上の規定があるのですが、実は委員会の派遣については、自治法上の規定は

何もないのです。なぜできるのかというと、委員会規則に基づいているからできるということ

なので、若干調べていきますと、委員会の委員の派遣というのも、基本的には議員の派遣だと

いう考え方も実はあるのです。ですけれども、今は標準会議規則の委員会の委員の派遣と議員

の派遣というのは、別物として残っているのです。あるのです。ですから、若干その辺の整理

がやはり必要だろうと思っています。ですから、なるべく早い段階で整理をしまして、もう一

度これはきちっと提案をさせていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今局長から派遣の関係で、この会議規則の部分なのですけれども、

今まで派遣承認を取れるものはきちっと取っているのです。緊急を要するというのは今局長が

言ったとおりなのですけれども、大きく言えば全議員が行くもの、災害の場合は全議員が行き

ますよね。そういうものとか、白老町外へ出るもの。やはりこういうものは緊急というふうに

私は考えてもいいのではないかと、自分では思っているのです。私は、そういうふうに思って

いるのです。ですから町内のものまで全部派遣承認取るとなったら、毎回毎回派遣承認の議会

やっていなければだめになってしまうから、おおむねそういうところでいいのではないかと。

共通認識というのはそういうことではないのかと。全議員を派遣すると、それは派遣承認を取

らないで議長が緊急だからと言ってやるという場合、それはよっぽど緊急なことです。だから

緊急なのです。例えば町外に出るというのは大きな行事しかないから、そういうものはなるべ

く派遣承認を事前に取ると、そういうことでいいのではないかと思うのですが。私はそう思っ

ていました。大体そういうところが、局長が言われたことを中心に共通認識で、緊急の場合と

いうのはそういう認識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、会議規則の一部にこの休会中という言葉を入れるという

ことで、これは９月会議にかけるということにしたいと思います。それはいいですね。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の緊急の場合、ある程度整理されましたので、それをちゃんときょ

うの議運の中でできるという解釈でしておいてほしいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 確認します。今まで議論したような中身で会議規則を９月会議で改

正するということで、全会一致ということで委員会提案にいたしますけれども、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） そのようにいたします。 
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暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時４３分  

                                         

再開 午前１０時５５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。 

 ５番目、専決処分の規定の改正について説明をしていただきます。 

岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 会議条例で専決処分、これは自治法 180 条の規定に基づく専決処

分でございますけれども、会議条例の第８条に規定がありまして、全部で７号の項目がありま

して、今町長に委任している部分でございます。そういう中で、これも事務協議でございます

けれども、町長部局のほうから除雪費にかかわる補正予算についても専決処分が可能になるよ

うに会議条例の改正をお願いしたいのだと、こういう事務協議になってございます。実は今回

の議運の中でこの改正についても上げたいということで整理していたのですが、若干協議をす

るというか、改正をするに当たって、議会としての考え方というのでしょうか、今はこの７つ

の項目についてだけ専決処分を認めているということでありまして、項目的には限られている

というか、ある程度制限をしているという。それは通年議会の開催の関係からもいうと、いわ

ゆる休会中でございますから、必要であれば、極端な話いつでも議会を再開できるということ

があるので、それは基本的には議会側としては、それをさらに膨らませるということについて

はどうなのかという議論が１つあるかと思います。一方で町側のほうもそこのことを考えなが

ら、いわゆる号数をふやすべきなのか、それとも今の５号の規定に、災害及び突発的な事故に

より応急に必要となる維持補修及び工事に関する歳入歳出予算の補正をすることという５号の

規定があるのですが、ここの解釈の中にいわゆる降雪も１つの災害として認めてもらって、除

排泄の業務をこの中に入れることがいいのか、それとも号をふやして除雪という項目を入れる

べきなのかということの調整が、これは本当に事務レベルの調整で、実はそこでちょっと考え

方が若干分かれまして、今回提案することができなかったという部分であります。これについ

ては引き続いて検討していただく中で、最終的に町長部局で検討の上、正式に要請をしたいと、

こういうことです。この５号の規定を直すのか、それとも１号ふやして除雪という項目を入れ

るのかということについて検討のうえ、その要請をしたいと、こういうことになりました。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまの町側から要請があった中身について、こちら側の意見も

含めて申し述べるのは構いませんので、今の説明は町側で整理をしているということでござい

ますので、皆様方のご意見、これは前回もお話ししていますけれども、ご意見ございましたら、

会派でもちろん議論しておられるところがありましたら、含めて意見を述べていただきたいと

いうふうに思います。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） この５号の災害ということに対して、最近、ことし特に大雪降
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ったものですから、降雪というのですか、こういうものを災害としてみるべきだという、東北

から北海道にかけてそういう声が随分あったのですけれども、その辺の整理の考え方とか、何

か調べることできるのでしょうか。というのは、やはり白老町が除雪とか別に設けるのは、そ

れはいいのですけれども、もし共通認識で除雪というか降雪も災害というふうにきちっととら

えることができるのだったら、例えばことし雪が降ったことにより断水までしました。そうし

たときに断水になったから災害なのか、ただ雪が降っただけで災害なのかという線引きがここ

では難しいとここで言っているのだろうと思うのですけれども、何かそういうような基準みた

いなものがあるのでしょうか。その辺だけちょっと聞いてみたいと思ったのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 一般的に災害という部分でいうと、その事象が起きて何らかのい

わゆる不都合が生じるということになるのです。通常例えば大雨が降って、床下浸水になりま

した、床上浸水になりましたと。一般的にわかるとおり、災害という位置づけになると思いま

す。豪雪といった場合にどうするかというと、それも例えば家が倒壊したりですとか、ハウス

が倒壊したりですとか、そういうものを１つの災害というふうに位置づける、いわゆる豪雪と

いうことでの災害というふうに位置づけられるのです。ただし、例えば降雪で今除雪は 10 セン

チで出動している、もしくはその状況に応じて出動しているということでありまして、10 セン

チぐらいの降雪が一般的にいう災害に当たるのかというと、それだけでは基本的には災害とい

うふうには単純には言えないのかなという部分があります。その、今言った、これが災害です、

これは災害ではありませんという基準というのは、実はないです。ですから、いわゆる災害と

して何かの障害が起きた、もしくは家が倒壊するなり、そういうような問題が生じた場合には、

一般的に災害というふうに見られると思いますけれども、通常の降雪であれば、通常はやはり

災害というふうにはなかなか位置づけられない部分もあるかなというふうに思うのです。ただ、

このごろの状況から言うと、それに伴って二次的な災害というのでしょうか、それで転倒する

とか、もしくは交通が麻痺するとか、いろいろな面がございますので、一概に何センチ降った

からこれは災害ですというような基準というのは、なかなか難しい。それで、この災害に含め

て少し拡大解釈することがいいのかどうかという部分が議論になるかなというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今災害の分については、私は、これは後からついてくる部分の話があ

ると思うのです。それで、降雪をどうするかとなると、会派では議論していませんから、これ

から議論されると思います。今具体的な事案が出されましたので。ただ、仮に専決するにして

も、除雪の補正予算が上がってくると、非常に質疑が多いのです。ですから、そう簡単に専決

にしていいかという問題もあるかと思います。専決する場合も、専決するときにある程度上限

額というのがあるはずなのです。ですから、もしするとしても、号追加して、１号のように、

前にあったけれども、専決を闇雲にやって、金額が上限あると思いますけれども、やるにして

も災害の除雪の関係で限度額というのをある程度定めておかないと、闇雲にそれを取って、安

易に専決されたら困りますので、１つの制限を設けておくことも必要なのかなと思います。そ
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れと、町民の足にかかわることですから、通年議会もやっていますから、専決やることがいい

のかどうかという部分もあると思うのです。もっと私は会派で議論したほうがいいのかなと思

うのですけれど、きょう結論出すわけではないですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） これも２通りの考え方があるのです。議会を開かなければ予算をつ

けられないから、例えば３日間連続降って毎日出たと。予算なくなったから、議会開かなかっ

たら除雪出ないと。これは町民のためにはならないことに、逆に言えばなるのです。だから、

今前田委員が言ったことはもちろんそうです。同時に、本当に町民のことを考えたときに、青

天井で幾らでもいいか、そういう風になったときには、そのために議会があるのだから、緊急

に議会を開かなければだめになる。水がとまったのも同じですけれども。だから、そこら辺を

どこで折り合いつけるかということだと思うのです。除雪費の予算がなくなって、きょうは議

会開いてくれないから出せないと、これも困るのです。そこら辺も十分考えてやらなければい

けないということになると思うのです。 

 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私も今思ったのは、そうだなと思って聞いていたのですけど、町民の

方々に通年議会というのはなかなか理解されていません。というのは、何か起きたときにすぐ

に対応できるのだという説明を私たちはしているのです。たまたま夜中降って、朝早く除雪し

なければならないのに、議会出てこいというのは無理なのですけれども、その辺の判断も必要

でしょうし、その日降ってすぐ議会開いてできないのかといったら、９時以降は平常の時間で

すから、議会を開ける。除雪というのは５分でやらなければならないとかではないですから、

その日出たら１日やらなければならないとかということですので、予算を通す前にやったら専

決になってしまいますし。ただ、町民に対して私たちが通年議会やっていることの意味合いを

きちっと説明することと、専決ということになると、ちょっと理屈が合わなくなってしまう気

がするのです。それと前田委員がおっしゃったように、除雪に伴う事故、それからその後の対

応、除雪のあり方に対して、それぞれの地域の差がいっぱい出てきて、そういった意見も出る。

金額が幾ら以上となると、そういう問題起きていないのかというと、少ないなら少ないなりに、

そういう問題起きていると思うのです。だからその辺を慎重に。町側がどういう結論を出して

くるかわかりませんけれども、出してきた時点できちっと議運でもんで、議会としてきちっと

した、本当にどういうあり方が、これは町民の生活を守るためのものですから、どういったあ

り方がいいのか、そのために議員はいつでも夜中でも出るのだという覚悟が必要なのか、その

辺をきちっと議論しておく必要があるのかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） 除雪に関しては、やはりある程度の専決が必要ではないかなと。会派

でもんでいないので、個人的な意見にはなってしまいますけれども、ある程度は必要なのかな

と。その幅をどうするかというのは、会派で持ち寄って、皆さんともう一度お話ししたほうが

いいのではないかという気がします。一度降ってしまって、専決できないから残しておいたと

なると、それが圧雪になってしまって、それが大変町民の皆さんが危険な目に合うという今回
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の冬の経緯もありますので、専決はできるようにして、その範囲を決めるべきではないかとい

うふうに考えています。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 財源的に許されれば、当初予算は別にしても、９月なんかで、平均的

な部分で本当は補正しておけばいいのです。そうしたら、こういう問題になってこないのです。

その辺もあると思います。 

それともう１つは、逆に予備費で取っておいて、ある程度範囲は町の裁量でやれるというこ

とにしておくとかそういう形で、これはあえて専決する問題ではないと思うのです。お金がな

いからその都度上げるだけの話であって、そういう方法も町のほうで考えてほしいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 全くそのとおりなのです。９月に１億円の補正を組んでおけば、何

も最終的に不用額で落とせばいいだけだから。今言っているのは極論です。だけれども、そう

いうふうにすれば何も専決処分なんかしなくてもいいのです。それははっきりしているのです。

ただ、財政的にきついから２回分ずつ位しか組まないものだから、こういうふうになるのです。

それはそうなのです。そのとおりです。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） もう１つ議会の中で議論したことがあるのですけれども、車検を取っ

てみんな待機しているわけです。待機している運転手とかもいて、その分に対してある程度の

最低限の車検費ぐらいは、用意しているものに応じて支給していくという方向性が今出てきて

いるみたいなのですけれども、そういうふうになったときに、予算組むわけです。だから、そ

ういうことも組めるわけですから、組んでおいて、今言ったようにそれが可能であれば、大体

平均、１年間に出る回数、そんなにかわらないのではないかと思うのです。だから、それはそ

れで組んで、足りなくなったらまた、それは見ていればわかりますよね。12 月に使い果たした

ら、12 月に次の補正を組んでおくというような形もできるわけですから、本当に町民の足をあ

れするといったら、すぐ集められるかというよりも、先にそうなのです。補正組んでおいても

いいのですよね。そういうふうに考えると、行政側もやりやすいだろうし、余り悩まなくても

いいのかなと思って今聞いていました。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の財政状況からいけば、結果的に財調取り崩すのです。そうすると、

予算に組んでおいて、財調そのままにしておいて、緊急である場合に取り崩して、解約して使

えばいい話ですから、擬似的な話だと思います。だから、ある程度そういう部分で整理したほ

うがいいと思います。そして補正予算で、仮に雪が降って何らかの形で苦情とかあったときに、

補正予算あったときに、何らかの関連で、その関係で質問できるような形にしておけば解決で

きると思うのですけれども、いかがなものでしょうか。専決やる自体が緊急性を逆に阻むこと

になるのであって、そういうふうに組んでおけば問題がないと思います。そうすれば、せいぜ

い４回ぐらい組めば、不足になったとしても２月くらいにもう１回すれば間に合う話ですから。

と思います。逆に議会からそういう提案をしたほうがいいと思います。 
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○委員長（大渕紀夫君） わかりました。基本的には、平均的な予算を組むことができないの

かどうなのか。例年による５回なら５回とか平均的な。足りなかったら補正組むのは仕方がな

いことだから、例えば２月会議なり何なりやったとしてもそれはそれで理解できる範囲ですか

ら、そういうお話を次の事務レベル協議は必ずございますので、私と本間副委員長が出る事務

レベル協議の中で、そのお話はしてみたいというふうに思います。当然含めて各会派内でも議

論はしておいていただきたいというふうに思います。よろしゅうございますか。 

山本議長どうぞ。 

○議長（山本浩平君） 結論はそういうことで構わないと思います。ことしというか去年とい

うか一番問題だったのは、除雪のタイミングが、町として、はっきり言って悪過ぎたのです。

結果的に、降ったものが解けてスケートリンクみたいになりました。それによって実は相当物

損事故もありました。死亡事故につながらなくてたまたまよかったのですけれども、物損事故

が相当ありまして、喜んだのはというと語弊がありますけれども、どこの修理工場も間に合わ

ないぐらいの状態、そういう状態でした。たまたま死亡事故が起きなかった。しかしながら、

お年寄りが転んで骨折事故もかなりあり、役場の幹部の方も長期入院を余儀なくされたのも事

実であります。そういった中で、やはり除雪のタイミングを失わないようにやれるような方法

を是非皆さんで会派に持ち帰って協議をしていただきたいと思いますし、この辺を議会として

もやはり行政のほうにしっかり意見として申し述べるべきだと、このように感じております。 

以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それではよろしゅうございますか。前田委員が言われたように、事

前に何回か組めれば、議長が言われた部分の、いつでも予算があれば出られるわけだから、早

くも出られるわけだから、解決できるわけですから。そのようなことでお話ししていきたいと

いうふうに思います。 

それでは６番目、全員協議会の開催手続きについてということで説明をお願いいたします。 

岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 全員協議会の開催手続きにつきましては、ここに記載してあると

おり議会運営基準がございまして、これは第 17 章ですけれども、17 章の基準の中で書いてご

ざいまして、開催については議長の自主的判断、それから議長の議会運営委員会への諮問の二

通りがありまして、全員協議会の開催を決定するという、そういう内容になっております。議

長の諮問による議会運営委員会の開催というのは、これは基準のほうにも書いてあるのですが、

基本は、原則として議会の招集日前に開催される議会運営委員会時に行うこととされているの

です。議会運営委員会の開催ということで、これは別表２に書かれています。しかし現実には、

きょうもそうでしたけれども、全員協議会の開催要請というのは、事案によって早期に開催と

いうことを要請させることがあるものですから、必ずしも定例会日にあわせた全員協議会の開

催というふうにはならないという状況になっています。基本は、この全員協議会の開催は、こ

れも要請は原則として定例会の各月会議、議案説明会のおおむね２週間前までというように、

ある程度基準の中に書いてあるのです。ということは、できるだけそれは定例会の会議の中で
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議員の皆さんが集まる日程をある程度のめどにしながら全員協議会を開催しましょうと、こう

いう内容になっているかと思います。それは、暗黙の了解の中で、議員の皆さんが集まるとき

の一番適当な日に開催できるようにやったらいいという、こういう合理的な考え方だと思いま

す。この考え方はあるのですが、ただしやはり町長部局のほうからは、事案によって適切な時

期に開いていただきたいということも当然、今回のようにあるということがあるものですから、

そういう状況の中で、５月 18 日開催の議会運営委員会は、全員協議会開催協議だけのための１

案件で、実は極めて短時間、１分程度で開催協議について終わったという、そういう状況でご

ざいます。ですから、それだけのために議運をお願いしたという、そういう事例もあります。

そのことから、いわゆる通年議会においての委員会回数の日数がふえている現状において、や

はり議会運営委員会の開催の予定がない場合ですとか、それから、要請された全員協議会の開

催日までの日数がないと、こういう議長が認める場合については、議長の自主的判断において

決定すると。議長の自主的判断という部分は、どこにもましてできる形にはなっているのです。

ただし、これまでも全員協議会の開催についてはほぼ議運に諮って協議をしていただいて、開

催しているというのが現実ですから、その部分についていえば、議長の自主的判断というのは

余りやられていないというか、基本はやはり議運に諮った上でやっているということが前提に

あるわけですけれども、先ほどもお話ししたように、そういう議運の開催予定日がないと、な

おかつ案件がこの１件しかないというような場合ですとか、全員協議会の開催を至急やってい

ただきたいという要請ですとか、そういう場合があったときには、議会運営委員会を開催する

ことなく、議長の自主的判断に基づいて開催できると。ただし、その場合においては、議会運

営委員長と協議をして開催するという考え方に整理できないだろうかというのが、今回の改正

の内容です。改正する内容については資料４をつけてございます。資料４の現行と改正後とい

うように書いてございます。先ほどもお話ししたように、議長の自主的判断により開催決定す

ることを明確化するために、基準の一部を改正したいということです。これは議会運営委員会

に諮ることなく議会運営委員長と協議をして、自主的に判断をして決定するという、そういう

内容にしたいということです。それで、現行の１項、２項、３項については、このままで残し

ておきたいと思います。ただし、４項で新たに改正後なのですが、町長及び行政委員会の長か

らの要請による全員協議会及び全員懇談会の開催を、議会運営委員会に諮ることなく、議長の

自主的判断で決定する場合は、次のとおりとする。ということで、自主的判断で決定すること

をある程度明確にしたいということです。それで、１つは、協議の内容が重要な行政課題及び

緊急な問題等で、議長が全員協議会及び全員懇談会を開催する必要があると認める場合という

のは、これはやはり議長の権限として議長が判断した場合には、これはすぐに開くという決定

をしていただくということも当然残しておく必要があるというふうに考えてございます。 

それから２つ目なのですが、３月、６月、９月、12 月の定例月の間の月に開催要請があり、

つまり定例月ではない月に開催要請があった場合どうするかということなのです。議会運営委

員会を開催する予定のない場合、そういう狭間のときに、議会運営委員会が開催される予定が

ないのに、諮るかということはしないで、この場合は、議長が議会運営委員長と協議した上で、
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議長の自主的判断のもとに全員協議会を開催できるようにしたいということです。 

３つ目が、全員協議会及び全員懇談会の開催日までに時間がないと議長が認める場合、この

場合において議長は議会運営委員長と協議するものとすると。ここもいわゆるすぐに開いてほ

しいのだという、そういうような状況があった場合にどう対応するのかと。議長が自主的に判

断すると。しかし、そこも議会運営委員会を開くということではなくて、委員長と協議の上で

委員長が自主的判断で行なうと。こういう３つを議長の自主的判断ということで整理をした上

で、前回のような、その案件１件だけで議会運営委員会を開くということを改善させていただ

きたいというのが、この内容であります。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 運営基準の 48 ページの開催手続きというところを見ながら、それぞ

れご意見をお願いしたいと思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） １つとしては、おおむねいいと思いますけれども、適切な時期、開催

日数がないという部分、これも議長が認めるのですけれども、その前段の部分というのが結構

あると思うのです。この辺をどういうふうに解釈していくかということだと思います。担当の

解釈で議会に、全員協議会に持ち込んでくるのか、違うと思うのです。その辺の判断をどうす

るか整理しておかないといけないから。町側は緊急を要すると思っても、議会とすればどうな

のかという問題あると思うのです。その辺の部分を整理しておかないと事務局も困ると思うの

です。議長も判断に困ると思いますので、そういう部分を１つ整理しておくということと、情

報を共有する意味から必要だと思います。 

あと、今言ったように緊急という部分をどうするかということと、具体的に、これ運営基準

ですから、ここを改正後の４の②と③、これは議運の委員長となっています。これはいいので

すけれども、これは全員協議会を開く前に、委員会協議会というのもあります。そういう兼ね

合いもありますので、議運の委員長と各常任委員長が協議するということで入れておいたほう

がいいと思うのです。議運の委員長だけではなくて。前回も私のほうも、この案件は所管の委

員長と相談したのですかという話をしましたけれども、これは最低限でも総務文教と建設厚生

の委員長を入れておいたほうが、こういう場合はいいと私は思います。みんなの意見を聞いた

ほうがいいと思うのです。その辺の２点いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の件を含めてご意見のございます方どうぞ。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 緊急の場合議長に聞いて議長が判断する。その時議運の委員長に相談

するということはいいと思うのですが、今前田委員がおっしゃるように、委員会にかけられた

ときも、全員協議会にこれはやるべきではないかとか、全員協議会でやらなくても委員会でや

ったほうがいいのではないか」という話になったことが何回か今までやっぱりありましたので、

私は議運の委員長の立場の判断と、それぞれ所管している委員長の判断も時には必要なことが

出てくると思うのです。だから、その辺をきちっと明確にしておいたほうがいいのかなと思っ
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て聞いていたのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はっきり言えば、町側がこれを運用するのに、ある意味悪用もでき

るのです。時間をずらしたり、緊急にしたり。私が言っているのは、そういうことがあるとい

うのではないです。そういうことができると言っているのです。ですから、そこら辺も十分考

慮して決めるべきだと。ただ、今全員協議会は公式な会議になりました。今までとちょっと違

うのです。今までは、全員協議会は公式な会議ではなかったのです。はっきり言えば、出ても

出なくてもいいというものでした。今は公式なものですから、きちっと議事録も取っています

から、そういうことでは、そんなに心配する必要はないかと思うのですけれども、ただ、悪意

にやろうと思えば幾らでも議会側を混乱させたり、知らせないようにしたりというのは、これ

でやれば可能なのです。できるのです。だから、そこら辺は信頼関係だと言われたら何もない

話だけれども、そういうことは考えられますから、そこも十分考慮したほうがいいと思います。

だから、委員会について言えば、全部両委員長に相談する必要はないと思います。担当の委員

会のものについては、担当の委員長には相談すると。それはやっぱり私は最低必要だなと思い

ます。全部両方の委員長に相談する必要はない。委員会ですから、担当の委員会の問題につい

ては担当の委員長に。議長がちゃんと裁量あってやるわけですから、私はそういうことではい

いと思うのですが。だからそこら辺は、使い方によっては、私はかなり微妙な部分があると思

います。議会側としては、そこら辺も十分考えながら結論を出していったほうがいい。だから

といっていい方法があるかといったらなかなかないのだけど、そこは、はっきりそう思います。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） 私も今大渕委員長が言ったとおりだと思います。ことしの２月

から３月にかけまして、やはり委員会協議会がだらだら続いて出たことがありまして、そうし

ますと、受け入れる議員のほうも非常に混乱して、煩雑になってくるわけなのです。その辺き

ちっとどこかで歯どめをかけられるような形で、担当委員長もきちっと入って、そこで何とか

歯どめをかけられるかなと。もっといい方法があればいいのでしょうけれども、そこのところ

だけきちっとしていただければいいのではないかと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに町側は、本会議で一発議論するのではなくて、全員協議会

で議員の皆さんに理解をしていただきたいという場合と、知らせておかなかったらちょっとま

ずいから知らせようという場合と、現実的にはあるのです。あると私は思っています。ただ、

知らせなくて、委員会協議会や全員協議会をなるべく減らしてやるという手もあるのだけれど

も、それをやれば情報がこちらに入らなくなるということも起きてくるのです。だからそこら

辺をどこで見るか。以前は全員協議会がなかったですから、前田委員が議会事務局長のときは、

多分、委員会協議会というのはなかったと思います。それから、全員協議会も極めて少なかっ

たです。ところが少ないと情報が議会に入ってこないから、やれという議員さんもたくさんい

るし、町側も議会に情報を入れたいから、やってくださいという部分もあるわけです。それで

今回正式な会議になったということで、それから協議会がぐっとふえたのです。これは多分デ

ータを取ればわかると思います。事実だと私は思います。ですから、そこら辺、前田委員、違
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っていたら言ってほしいのですけれども、多分、私はそういう認識なのです。少なくするのが

いいのか、余り多くしたら、今度事前協議になりますよね。だから、そこら辺を議長がどうい

う判断をされるかということもあるのです。一番議論しておかなければいけない部分はそこら

辺だと思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 言葉悪いけれども、根回し的な使い分けがされる可能性があるので、

その辺、議会の自主性をどう保つかというのが私は大きな問題だと思います。ただ、企業が大

型倒産するとか、あるいは撤退するとか、そういう部分は新聞に出る前に事前に情報を共有す

るという形で知らせるという部分は大事だと思うから、その辺のせめぎ合いをどうするかとい

う、非常に厳しいと思うのです。その辺やっぱり、もう少し議論をして、町側も全員協議会の

内容理解していただかないと困るのだけれども、先ほども西田委員外議員からも話しがあった

けれども、協議会の内容をきちっと理解していれば、本会議の前に、一般質問する前に説明し

て理解していただくような形になってくる可能性もあるので、この前の場合は別にしても、そ

れは皆さんが質問したからいいのだけれども、それ以外の部分で、結構それもあるのです。そ

の辺やっぱり整理しておかないと、議会の自主性、尊重性というのが損なわれる可能性がある

のです。それが、今委員長が言ったように職員側がそれに染まってしまって、何かないがしろ

にされる可能性もあるので、その辺やはりもう少し整理しておく必要が十分あると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今いろいろ議論を聞いていて、反対の考えというか、全員協議会のあ

り方というか、先ほど公式になったと。先ほど言ったように根回しみたいなことがあるだとか、

一般質問の前にやられるとかそういうことを言っているのだけど、全員協議会をやりたいと今

まで出されてきて、議会で、議運でもんで、受けましょうと受けてきたはずなのです。だから

今さらそう言うのは、私は違うと思うのです。そうであれば、そういうことが出てくるという

ことであれば、私はそのことだけで全員協議会の議運を開いてもいいと思います。全員協議会

やりたいと来たときに、案件これ１件しかないから、なるべくしないで委員長と議長の判断で。

だけれど、みんな個々のいろいろな思いがあるわけですから、議員さん方、定例会だとか、そ

の物件に対していろいろな思いがあるわけですから、やっぱり議運で、それぞれの会派のもの

も持ちながら議運で。本当に緊急を要するものは、それは議長の判断でいいと思うのですけれ

ども、ほとんど今まではかけられてきています。だから反対に、そういう全員協議会のあり方、

委員会協議会のあり方が本当に大事で、今後の議会運営の中で大きな位置を占めてくるのだと

いうふうに議会が判断するのであれば、案件が１件しかなくても議運は開いていいと、反対に。

それが通年議会の利点ですよね。そんなふうに、私は今考えて聞いていました。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、ここに書いているのもそうですけれども、２週間前となっ

ているのです。２週間前というのは長過ぎます。町側だってこれ、はっきり言って対応できな

いと思います。２週間前に出た案件を議運にかけて、そこで決めなかったら協議会開けないと

いうのは、ちょっと実情に合わないような気がするのですけれども。だから、そういうところ
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も含めて、今吉田委員が言われたようなことも含めて、議会が本当に自主性を保つと。いろい

ろありますけれども、きちっとした報酬があるのであれば、どんどん議会に来てもいいという

ことであれば、私はそうやってあるべきだと思います。そのための通年議会ですから。ただ、

だけれど、やっぱり改革の中で合理的にやれるものはなるべく合理的にやりましょうという、

こうしようとしていることもまた事実ですから、そこの折り合いをどこでつけていくか。何も

町側を全部信頼しないとか、私はそんなことを言っているのではなくて、大切なのは、議会と

町は全く別の組織ですから、そこがもたれあいになってしまってはだめですから、そこはきち

っと考えてやりましょうと、こういうことですから。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） もう１点、幅を持たせると考えれば、もちろん議長が受けて、議運の

委員長に相談したと。これは２人の判断でいいということになれば、それはそれでやっていい

と思うのです。ただやっぱり、いろいろな大きな問題、内容があります。その辺の判断で、こ

れはやっぱり１件しかないけれども議運を開くべきだと、これは２人の話し合いの中で決定し

ていいと私は思います。ただそういうふうに、後からそういったことが出ないような、それだ

けで開いて、それだけのことだったかというようなことがないような、そういう判断を２人で

していただくというふうにとらえてやっていただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） この２週間前という問題、もちろん会派でちょっと議論していない

と思うのですけれども、この２週間前というのも、私は会派で議論してほしいです。何日前が

いいかと言われたら私も困るのだけれど。開催手続きの２の②。 

議長、何かご意見ございますか。 

○議長（山本浩平君） 特にないです。合理的というのが望ましいかなと、個人的にはそうい

うふうに思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。①と③がちょっと引っかかるのです。開催日までに時間が

ないと議長が認める場合というところと、１番の緊急な問題等で云々というところと、とても

似通っていると思うのですけれども、ここの１番のところに、議運の委員長と協議するという

ことを入れたら、３番というのは削除することはできないのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） １番はあくまでも議長の自主的判断で、議長の権限として開くこ

とを認めるということをちゃんと、まずは置いておきたいということなのです。これは、自主

的判断と、議会運営委員会に諮るという２つの方法がある中の、議長の自主的判断として、や

ることはちゃんとやりますよということで、それは議長のいわゆる権限として、一番の権限と

してちゃんと持っておくということです。ただし、３番目については、議長が決めるというこ

と意外に議長が相談して決めるという場合も、そういう必要性も当然あるので、③を置いてい

るという、そういう考え方で整理しています。 

○委員（山田和子君） 理解できました。 
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○委員長（大渕紀夫君） それでは、この問題については深い部分がございますので、各会派

できちっともんでいただいて、次回 13 日の議会運営委員会までに議論をしていただきまして、

考え方を持ち寄るということでいかがでしょうか。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） さっき委員長が２週間前まで。２週間というのはどこで誰が決めた、

これは何かで決まっていたものなのですか。会議規則というか、法規だとか何かであってこう

いうふうになっているのか。どういうふうに決まったのかわからないと、何で２週間になった

のだろうと言われたら、会派で話し合うときになぜ２週間だったのだろうという話になるのだ

けれども、今までそれで通してきたから、今まではこうだったけれども、これからはどうする

か考えるということでいいのですか。２週間という意味が何か、２週間ないと会議に持ってい

けるだけの日程的に足りないだとか、これだけの日にちが必要だということで２週間取ったと

いうものなのか、その辺がちょっと全然わからないで、２週間がいいか、悪いかと言われたら、

10 日でいいよ、１週間でいいよと言って、間に合うのかどうかということもちょっとあります。

それに間に合わせるとかということになるのか、その辺ちょっと混乱しています。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） その前に、２週間ではなくて、先ほども話出ているけれども、原則と

しては定例会ごとにやることなのです。議案が３日前です。当然議運とかいろいろあるから、

多分日程逆算していると思いますけれども、ただ、２週間の日にちもいいけれど、定例月の会

議に本来は出ることになっているのです。そこも含めて議論していかないと、だめだというこ

とだと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 基本的には、協議会だからこれは議会で決めて差し支えないものだ

と私は理解しています。それ以上の何者でもないけれども。ただ、根拠が何かと言われたら、

ないのです。長過ぎるというだけの話で、私は、そういうことでいいと思います。 

 岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） これは自治法の新たに追加された規定に基づいて、全員協議会が

正式な場ということで設置されたということですので、それ以上のことは実は何も規定ありま

せんから、その運営については、あくまでもこの議会運営委員会等で決めていただいて、開催

の手続き含めて決めていただくという形で結構です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、次回 13 日の議会運営委員会までにこの件につきましては、

各会派で議論をされて、持ち上げていくというふうにいた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〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのようにさせていただきます。 

続きまして７番目、政策研究会の関係です。 

岡村局長。 

○事務局長（岡村幸男君） ５月 11 日に議会運営委員会でお諮りしておりまして、これにつき
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ましては、設置根拠も含めてご説明をさせていただいております。このときには各会派で一定

程度検討をしてくださいということで終わってございます。設置するかどうかも含めて、どう

いう案件でやるかということも含めてですけれども、それを各会派で持ち帰っていただくとい

うことになっておりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 政策研究会そのものをどういうふうにスタートさせるかということ、

また、協議案件をどうするかということ、第１ルートから第３ルートまであるわけですけれど

も、そこをどうするかという問題。また、メンバー等々の問題ございますけれども、各会派で

議論はされましたか。 

こういう問題というのは、時間を置き過ぎるとうまくいかないのです。ちょっと顔色見ます

と、私も含めてきちっと議論をされている会派は余りないようです。あるかもしれませんが、

余りないようです。はっきり言ってきょうまたこれからここで議論してもしようがないです。

それで、政策研究会の研究する内容についての意見、各会派でどうするか、これをやらないと

いうわけにはいきません。自治基本条例でも決まっていますから。ですから、やるという方向

です。それで、そこをどういうふうにやるかというあたりも含めて各会派で検討をしていただ

きまして、５月 11 日の議会運営委員会の資料に入っておりますから、それを見ていただいて、

そして、時期、内容、議題、そういうことを含めて、この次どういうふうに政策研究会を進め

るかということを各会派で議論をして、13 日までというのは期間が短いですが大丈夫だと思い

ますので、13 日の議運で協議をしたいと思いますけれども、いかがですか。前回、先般政策研

究会というのはこういうことだということで議論していますので、期間含めていいですから。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 議会改革、この前も道の研修会で、通年議会だとか議会改革的なこと

で、白老とは言われませんでしたけれども、かなり進んでいる町があるとか、取り組んでいる

町があるという話がありました。白老町は大変視察が多いのですが、この政策研究会をやって

いるところはほとんどないと思うのですけれども、各市町村から今どんなことをやっています

かとか、何回ぐらいやっていますかとか、そういう質問は出ていますか。 

○委員長（大渕紀夫君） たくさん出ます。 

本間副委員長何かあったらどうぞ。この間出ましたよね。せっかく今きちっと同席していた

だいていますので。やっぱり出ますよね、何をやっていますかとか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） １回しかやっていないとは、なかなか言いづらいですね。 

○委員長（大渕紀夫君） ちゃんと言っています。 

本間副委員長どうぞ。 

○副委員長（本間広朗君） 確かにまだ１回しかやっていませんので、向こうもやっていると

いうのはご存知なので、どういうようなことをやっていますかと。それと、やはりどういうよ

うな報告を、例えば、終わってまとめて、町に訴えるときにどういうような形でやるのですか

とか、最後に町はそれを受けてどうするのですかというような質問が返ってきます。ただ、前
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回は、なかなか最後まで、改選期でもありましたので、何か途中で終わったような感じになっ

ていますので、その辺のところがやはりほかの町の人たちは気にしているというか、せっかく

政策研究会をやっているのだったら、条例提案とかいろいろとするのではないかというイメー

ジで来られているので、そういうような政策研究会をしたときにどういうような議論をしてい

るのか、いろいろな質問はあるので、その辺のところを気にしていると。そういう質問はやっ

ぱり多いです。大体質問の内容も決まってきて、通年議会というか、議会のことですから、通

年議会と、そういうようなところ、どういう新しい取り組みをしているのかという質問がやは

り多く上がってきています。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） うちは先進的に取り組んでいるということなのですが、そういった必

要性を感じて質問していると思いますか。それとも、やっているから聞いておこうかという感

じなのか。私たちもまだ１回しかやっていませんし、検証も何もしていないですし、やりたい

ことはいっぱい頭の中で渦巻いて、こういうことも、こういうことも、どういうふうにやった

らいいのかなとか、そういうことを今考えている段階なのですけれども、ほかの市町村が来て、

政策研究会の必要性とその効果的なものが、先ほどおっしゃったように、どういうふうに町に

あって、町からどういうふうにしてもらったということだと思うのですけれども、この政策研

究会、新しい委員さん方もいらっしゃいますので、もちろん自治基本条例に掲げているからや

っていくのですけれども、その中でこれをやって、今度は町にどういうふうにあれしていくの

かということまで考えて組んでいかないと、今度は、また時間をとって勉強したことが、結果、

効果がないことになってしまうのではないかと思うので、そういったやっているところがあっ

て、こんなことをやりました、こうだったというようなものは余りないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 出ている話であるのは、やっぱり三重県議会の例です。三重県議会

は、議員の条例提案等々が非常に多いです。もちろんスタッフの量から何から全部違いますか

ら一概には言えませんけれども、政策提言が一番多いのは、やっぱり三重県だそうです。ここ

は実質的に政策研究会が動いているということでいえば、現段階でもまだ動いていると思いま

す。甚だしい所は、愛知県なんかは県議会が一人 2,500 万円ぐらいの政務調査費と給料をもら

っているのだけれども、４年間で議員の条例提案１本です。それだけお金を出して。というこ

とは、60 人もいたら何億なのですけれども、議員の政務調査費がついているにもかかわらず、

議員の提案というのは皆無に近いという批判も実際に視察の中でもございました。ですから、

そういうことでいえば、ある意味これは議会がこれから生き残っていける、地方議会が生き残

っていける、政策研究会は切り札になる可能性はあると思います。ですから、そこをどうやっ

ているのだという意見はすごくあります。興味を持って。要するに、条例提案まで行き着くと

いうふうにならないのです。例えば議会懇談会をやったものを町にただ予算要求するだけでは、

議会何かいらないのと同じだろうと。そこを私たちは政策研究会で切り抜けることができれば、

白老の議会は、また 1 つ全然違った形になるのではないかと思っているのです。そういうこと

を政策研究会の中で議論できればいいのです。そういうことは、他の町村からは結構あります。 
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西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） 今議論されている中で、やはり政策提言できるためには、議会

の職員、事務局のスタッフが非常に重い部分というのですか、私たち議員というのは素人です

から、法的にきちっとした条文をつくっていくとなったときに、これをただ議会事務局だけの

人間でお願いするというのは、非常に無理があると思うのです。また、議員も無理だと思うの

です。そういうときに、役場職員とか、そういう法的なものをまた外部からお願いできるよう

な仕組みになっていなければなかなか難しいのではないかと思うのですけれども、その辺はこ

れからどうされていくのかなと。とても私、難しくてわからないです。 

○委員長（大渕紀夫君） そこは私のほうでお話をしたほうがいいと思いますので。知的な部

分を議会の中に取り組むということはもう決まっていますから、やっていないだけでできます

から、それはできます。外部の。もちろん予算の関係等々ございます。しかし、それはできま

す。例えば十勝の芽室町は、北海道大学の宮脇先生のフィールドに入って、ここの大学院生が

中心になって、あそこの政策研究を議会としてするというようなことが道新に出ていました。

これは北海道で３つ目だそうです。そういう手だてもありますでしょうし、もちろん普通の知

的な人たちを利用するということもできます。それから、役場の職員との関係ですけれども、

この政策研究会や議会改革の中で、町から一番言われたのは、そのことをすることによって、

議会改革をすることによって、町の職員を議会が手足のようには使わないでくださいとはっき

り言われております。手足のように使わないでくださいと言われています。ただ、うちの今の

局長は法務型ですからそれは十分できますけれども、ただ、そうでない方が来られた場合は、

それは条文の、条例の字句修正だとか、議会が提案したならば、皆さんが全会一致でこれを上

げたいとなったならば、それは、基本は我々がつくってもらうようなことは、法令担当がちゃ

んと総務課にいますから、そういうお手伝いは幾らでもしていただける。今は岡村局長が十分

できますから、それは全く問題ない。今の段階で議会事務局の職員をふやしてくださいとは、

なかなか議長も町長にはお話できないと思いますので、やっぱりそこは我々の力で最大限やり

ながら、町の職員の皆さんにもお手伝いをどうしても願わなくてはいけないところは、やっぱ

り願わざるを得ないでしょう。それがだめだとは町側は言わないと思います。ですから、知的

な部分については、まだちょっと白老使われていませんけれども、使えますので、具体的に使

う段階になったら、どうするかということは多分議運でもう少し協議しなくてはいけなくなる

と思います。予算の関係もありますから。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） できると聞いたのに。任意のものは委員会でやっています。かかるお

金は委員会で出しています。公的なものは、頭の中で今考えていたのは、西田委員外議員の質

問を聞きながら考えていたのですけれども、道の町村議会議長会の勢旗さん、もう１人事務局

いるのです。すごくいろいろな、すばらしい話をする方たちなのです。話をするということは、

ある程度そういう知識もあるのでしょうし、町の職員が忙しければ、そういった人たちに来て

いただくとか、行くとか、そういうことも必要になって来る。先ほど言っていた交通費の８万
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円を使うだとか、そういうことはできるのですか。自分たちの政策研究会のグループで、こう

いうふうにしたいとか、先生呼びたいとかそういうふうになったときに、それは使えるのです

か。町というか、議会費の中からは出ないのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 補正予算を組めばそれは幾らでも出せます。組めるかどうかという

ことが問題ですけれども。 

 吉田委員 

○委員（吉田和子君） わかりました。それもやっていく中で、議論しながらやっていけばい

いということですね。 

○委員長（大渕紀夫君） あれは自分たちのやつですから。予算は、こういうことであればと

いうことで、予算要求すれば補正予算でも何でもつきます。つけていただける状況になれば、

当然それはつきます。ということで、次回までこの件については会派でちょっと協議をして、

もうちょっと深めないとスタートできる状況ではないと思いますので、そういうふうにしてい

ただきたいと思いますけれども、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） ８番目の第３次議会改革の検証ですけれども、これも一定限度５月

11 日の議運に資料がついておりますので、この分も各会派で議論をして、13 日まで持ち上げて

ください。検証しながら、第３次改革は平成 25 年までだと思いますので、来年の３月までに第

３次改革は終わりますので、検証を今から始めていきますので、第３次改革の項目含めてよく

読んでいただいて、それがどういうふうに議会として進行したかということ含めて議論をして、

各会派で議論をしていただきたいと思います。 

岡村局長どうぞ。 

○事務局長（岡村幸男君） ５月 11 日の会議の中でもお話ししておりますけれども、資料の中

に白丸と黒丸でつけている部分がありまして、黒丸が未実施の項目になっておりますというこ

とで説明しておりますので、この黒丸についてはどうするのかということと、あと期間も限ら

れておりますので、そのことも十分検討していただければというふうに思います。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 最後の３ページについているやつですから。そこに白丸と黒丸ござ

いますので、それを見て、ちょっとご意見を述べていただきたいというふうに思います。 

それでは、次回は７月 13 日 10 時から行いますので、お願いしたいと思います。 

局長、その他何かございますか。 

○事務局長（岡村幸男君） よろしいです。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、その他何かございますか。 

○議長（山本浩平君） ありません。 

○委員長（大渕紀夫君） あと３分ほどありますけれども、議長もいろいろなことで報告され

ますから、実は今たくさん、毎週視察が来ております。副委員長にも出ていただきまして、私

が単独で物事をやるというのではなくて、副委員長にも出ていただいています。その中で非常
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に多い意見は、改革をしたいということでいらっしゃるのですけれども、うちの場合は、１つ

はナイター議会をやめました。議会報告会を今中止しています。そして、町が必要として、我々

自体が決めて、どうぞ帰って仕事をしてくださいというふうにした部分をまた変えて、今回か

ら出ていただいています。改革というのは、したことでも違ったらどんどん変えていくのが改

革だろうという視点で、そういうことも率直に言っています。議会報告会は４年間やってやめ

たのです。ナイター議会は８年ぐらいやってやめました。明治大学教授の牛山さんは、この間、

ナイター議会もこれからやると言いました。うちはやめたのに。だから、私はやっぱり白老の

やり方としては、決して間違っていることではないでしょうし、そういう話は議長にもしてい

ますけれども、そういう形で前回の水曜日も３つの議会が来ました。報告しておきますけれど

も、ふる川さんに泊ったり、グランマに行って話を聞いてきたりというようなこともございま

す。財団にも行ってもらっています。そういうことでいえば、来週も２組、その次も２組とい

うことで来ていただけます。地元に泊まっていただいて、地元の施設を見ていただくというこ

とも含めて、議会は議会としてできることを強化していきたいというようなことでやっており

ます。もし傍聴に来られる方がいたら、傍聴も大丈夫だと思いますので。ほかの町村の議員さ

んがどういうことを言うかというか、一番面白かったのが、残念ながら副委員長出ていなかっ

たときだけれども、答弁書事前に配付するというか、２日前からもらっているというところが

ありました。いいか、悪いか別にして。というような意見もあるから、なかなか面白いですよ。 

                                         

◎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 ０時００分）  


