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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 ７月１３日（金曜日） 

   開  会  午前１０時００分  

   閉  会  午後 ０時２２分  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項  

１．全員協議会の出席者について  

２．全員協議会の開催手続きについて  

３．政策研究会の設置について  

４．第３次議会改革の検証について  

５．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 松 田 謙 吾 君      委員外議員 及 川   保 君  

議  長 山 本 浩 平 君  

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 坂 下 利 明 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     企 画 振 興 部 長    大 黒 克 己 君  

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君  

     参      事    熊 倉 博 幸 君  
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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  

（午前１０時００分）  

                                         

○委員長（大渕紀夫君） 民の会は坂下委員のかわりに松田委員外議員が出席されております。  

最初に町側から全員協議会の件について。大黒企画振興部長が出席をしておりますので、ま

ずそちらのほうを先に進めたいと思います。  

それでは、大黒企画振興部長どうぞ。  

○企画振興部長（大黒克己君） 来週７月 17 日、２時から全員協議会を開催させていただくと

いうことでご案内申し上げております。虎杖中学校の今後の利活用に関する件でございますが、

その件に際しまして、今回関係者をこの全員協議会に参加させていただきたいと思っておりま

して、皆様のご了承をいただきたいということでお願い申し上げるところでございます。  

以上でございます。  

○委員長（大渕紀夫君） ただいま大黒企画振興部長から全員協議会に町の関係者以外の者を

出席させたいという趣旨の発言がございましたけれども、これについて事務局のほうで取り扱

い方についてあれば言っていただきたい。可能かどうかということを含めてです。  

岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 基本的に、全員協議会における出席者・説明員につきましては、

いわゆる町職員で、執行機関の長もしくはその長からの委任、もしくは嘱託を受けた者という

のが基本的にはなります。委員会規則等では、参考人の招致ができることになっておりますが、

全員協議会は 100 条第 12 項に基づく協議の場ということの設置でございまして、それに基づい

て会議規則で設置をしてございます。その中では、いわゆる参考人等の招致の規定はございま

せん。そういう中で、このことの取り扱いについては、全員協議会の中で皆さんのご意見を伺

った上で最終的にいいかどうかという判断をいただくということが、それによって、出席して

いただくことが可能になるというふうに考えてございます。  

それで、その前段として、今回議運の中でこのことについても議論をいただいた上で、全員

協議会の中で議長が会議に諮って、出席を認めるかどうかということになるかというふうに考

えてございます。  

○委員長（大渕紀夫君） ただいま町側の提案と、それに対する議会側の考え方というか、法

律的な考え方についての報告をしていただきましたけれども、何かご質疑ございます方どうぞ。 

今の件で、町側の提案も含めてです。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） 私の記憶が定かであれば、過去に全員協議会で、日本航空学園のとき

に理事長に来てもらったときがあると思います。来てもらってあいさつ程度はいいと思います。

ただ、その人方が最後までいるのかどうか。全員協議会ですから、先般会派の代表者会議で内
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容を説明して歩いているので、その部分について協議会の中で、各議員だって聞きたいことは

たくさんあると思いますので、その辺のすみ分けをきちんと整理しないと、初めから最後まで

いれば、相手に対して失礼なことも聞かなければならないことがありますので、その辺のスケ

ジュールをきちんと整理をしないと、先にあいさつするのか後でするのか。そういう部分の整

備。あいさつでとどめるのか、あるいは虎杖浜に行く部分でいろいろ聞くのかどうか。その辺、

町側がどのような形で整理されていくのか。それによって議会も対応しなければいけないと思

いますがいかがでしょうか。  

○委員長（大渕紀夫君） 大黒企画振興部長。  

○企画振興部長（大黒克己君） 今の考えでは、関係者に全員協議会で発言をしていただいた

後、若干の質問はお受けいたしますが、町側に対する質問等につきましては、あくまでも町側

でご答弁申し上げるということで、途中で退席していただくという考えを持っております。  

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 今大黒部長のほうからお話しありましたが、町側の要請としては、

関係者のご出席をいただいて、ご説明をいただいてそこで退席をしていただくと。そういう区

切りをつけるということです。まず町側から説明をいただき、その後出席を認めていただくこ

とのお諮りをし、それで決定していただいた後、説明のために入っていただき、そして終わっ

た後は退席していただくと。そういう流れでいく形をとっております。質問は、退席した後で

町側に質問をしていただくと。このような流れになっております。  

○委員長（大渕紀夫君） 今のものも含めて、質疑ございます方どうぞ。  

〔〔なし〕と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） 私の記憶では、公式な全員協議会になってからこのような形を取る

というのは、多分初めてだと思います。措置がとれない場合は、議長の判断で休憩を取り、そ

の休憩時間に説明をするということも可能ですけれども、会議が公式になっておりますので、

今のような手続を取られたほうが相手に対しても失礼ではないのではないかということで、今

のような結論になるのではないか思うのですが、そういうことでよろしゅうございますか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） 17 日の全員協議会の中でそのような形を取りますので、よろしくお

願いします。  

大黒企画振興部長御苦労さまでした。  

それでは、調査事項に入りたいと思います。レジュメの２番目、全員協議会の開催手続につ

いて、前回の資料４をお開きいただければそこに全部が載っておりますので、それの継続のお

話でございます。  

全員協議会の開催手続について、岡村局長から内容の説明をお願いします。  

○事務局長（岡村幸男君） 前回会議に引き続いての議論ということでございまして、前回会

議では、資料４をお開きいただきたいと思いますが、４項めに、議長が自主的に判断する、で

きるという部分について明確にしたいということで、基準の一部改正ということで上げてござ
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います。それで、４項の第１号の関係では、まず議長が自主的に判断できるという、これが大

前提となりますので、これはまずどういうことかということと、それから、一方、議運にかけ

ることなく、議運の委員長と協議して行う。開催することができるということを、２号と３号

で規定をしていたというものでございます。これについては、前回の会議で各会派に持ち帰っ

ていただいて検討の上ということとなってございますので、きょうはその結果について議論を

していただきたいということでございます。  

○委員長（大渕紀夫君） この後も何点かあるわけですけれども、各会派でご議論を願った結

果についてお話しを願い、どう改正していくかという点についてきちっと確認したいというふ

うに思いますのでよろしくお願いいたします。  

それでは、各会派でご議論されたところの報告をお願いいたします。  

きぼう、前田委員。  

○委員（前田博之君） 会派で協議してきましたので、先に整理させていただきたいと思いま

す。まず結論から言えば、改正しなくて従来どおりということであります。なぜとかというと、

１つとしては、別表２の取り扱い基準の協議・懇談事項の中で、重要な行政課題及び緊急な問

題等とこのように言っているのです。ということは、緊急については災害ということで、これ

は共通認識されていると思います。それで、重要な行政課題に限るとすると、出てくる案件、

件数というのは限られてくるのです。今まで結構重要な行政かなりあったと思って出てきてい

るのですが、若干それにかかわらない部分も出てきていますけれども、私とすれば全員協議会

の協議は、案件は限られているということです。  

それと、開催手続の②に、議案説明のおおむね２週間前までに提出するとあります。これを

やはり、議会が受け身になるのではなくて、これも決めていますので徹底すべきだと思います。

当然重要な行政課題ですから、そういう徹底をすると。そういうことです。  

そして議長の自主判断というのは、緊急の場合、これ災害にかかわりますけれども、そうい

う一つのものに限られた場合に、自主判断ということになるのかなと思っています。よって、

先ほど局長のほうからも前回の説明ありましたけれども、効率のみということを絞るのではな

く。そして 20 年の法改正で、全員協議会が法的に明確に位置づけられていますので、それによ

って、ここに書いてありますけれども、21 年に改正されているのです。ですから、もう少しこ

れはちゃんと行政側に話して運用をきちんとしてもらうということで、運営基準を改正したば

かりなのでもう少し運用してみたらよいということで、今改正することは時期尚早であるとい

うことです。うちの会派は議会の手続を行政がちゃんと理解して、それによって議会が協議会

を開くということで、仮に１件であっても、法的に決められていますので従来どおりちゃんと

開催すべきだと思います。そういうことです。  

○委員長（大渕紀夫君） 公明党、吉田委員。  

○委員（吉田和子君） うちの会派も話し合いをいたしました。１点は、２週間という、これ

は規定を決めましたので、それに準じてやっていただくということが基本だと思っております。

ただ、案件が１件しかないために、そのことで日程をどうのこうのということに関しては、私
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たちの会派は、通年議会をやっている意味合い、そういったことを踏まえると、逆行するので

はないかと。案件が１件だけで、そんな大して重要性のないものだとかというふうな意見が出

るというのは、私は違うと思います。なぜかということ、もし期間が足りなくて緊急性があっ

て、その場合は議長が判断をするわけです。緊急性とそれから重要性を判断して、議運の委員

長に、もし時間があれば諮って会議をやるということにしておりますので、案件が１つであっ

ても、それを重要でない重要であるというふうに判断するのは、聞いた議員が皆それぞれ判断

していくことだと思っておりますので、私たちの会派はこの２週間前という基本はあれします

けれども、案件が１件であろうと、事前に説明がなかったという意見が出るよりは、きちっと

したそういう場をつくっていただくということが重要だというふうに考えています。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） ということは、議会運営委員会を開いて確認すべきだということで

すね。  

公明党、吉田委員。  

○委員（吉田和子君） それは基本です。ただ、時間がない場合にはということがあります。

それは議長判断ということは、それはそれでいいと思います。この中にある、ただ１件だけで

やったことが、議会の日数が多くなるとかということが入っていました。この文言の中で、こ

れは通年議会に逆行することで、そうなれば通年議会のあり方からもう１回検証しなければな

らないというふうになると思いますので、私は最終的なその期間が、時間がないときの判断は

議長が緊急性と重要性をきちんと判断するわけですから、それにしっかりとやっていていいと

いうふうに結論づけましたけど。従来どおりにということです。  

○委員長（大渕紀夫君） そのほか。小西委員。  

○委員（小西秀延君） 私どもかがやきは、現状と照らし合わせて改革できるものは改革すべ

きだというふうに会派の中ではなっております。２週間というこの枠決めも、スピーディーに

物事を行おうということで進んできている議会においては、ちょっとタイムリーな開催が、２

週間という規定があることによって難しくなるのではないかというふうに判断をしております。

ここも改正をすべきであると思います。  

また、手続が明確にスムーズに行われるようにする。緊急な懸案というのは判断が非常に難

しく、前回も実情１分の会議で全員が招集されるということになっておりますので、現状に即

した形にすべきだというふうに考えております。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 民の会、いかがですか。  

○委員外議員（松田謙吾君） 私たちも先般協議したのですが、前田委員と同じような意見で、

従来の形でいいのではないかという意見です。  

○委員長（大渕紀夫君） 私の会派ですけれども、原則的に言えば、このままやるのは構わな

いのです。私もそう思います。ただ、開催手続きが２週間前かつ重要なものということになる

と、町側から今後、全員協議会に対する情報提供がなくなっていくのではないかという気がす
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るのです。全員協議会が開かれなくなると。全員協議会を開くのがいいのか悪いのかという、

町の情報が議会に入ってくるということが、いいのか悪いのか、我々自身は情報をたくさん流

せといろいろな中で言っています。早く議会に知らせないさいと言っているわけです。ところ

が、本会議、月々の定例会にかかるというのは、固まったものしかかかりません。それ以外の

ものについてはかからないわけです。そうすると、この開催手続が非常に今のように２週間と

いうものがあったりいろんなことがあったりしたら、守ってくれたら全然問題ないと思います。

それは議会側として当然だと思います。  

ただ、町側として考えた場合、今度は全員協議会を開かないというふうになるのではないか

という気がするのです。それはそれで、そういうことでいいというなら構わないのだけど、私

が１番危惧しているのはそこら辺で、コンクリートになってから出てくる、政策議論ができな

い形の中で賛否を問われるというような可能性がないだろうかなという気が非常にしているの

です。今度逆にいうと、そういうものがどんどんどんどん出てきたとしたら、全部が全員協議

会、２週間前に議会運営委員会開かなければいけない。このようになります。そこら辺の矛盾

を議会側としてどう考えるかというあたりだと思うのです。  

何も町側の考えを聞く必要はないと思います。ただ情報は間違いなく少なくなるのではない

のかなという危惧があるのですけれども、そこら辺が１番問題です。そこら辺がなければ、実

際に議会運営委員会が２週間前に度々開かれるというふうになるのか、全く開かれなくなるの

かというふうになっていく可能性がないのかなという危惧をしているというだけでございます。 

私たちはそういう意見で、原則論と情報を得るということで言えば、どちらが議会にとって

有利かというあたりの議論が必要ではないかというふうに思っております。  

以上です。  

大体、民の会、きぼう、公明党が現状を重視して従来どおり行ったらいかがかと。かがやき

がもう少し合理的という言葉が正しいかどうかわかりませんけれども、合理的に開けるような

ふうに２週間の項目等々含めて改善する必要があると、こういうことでございます。各会派の

意見が出ましたので、これについて少し議論をしたほうがいいと思いますので、自由に議論を

して、聞きたいこと等々聞いていただいたほうがいいかなというふうに思いますので、自由に

お願いします。  

小西委員。  

○委員（小西秀延君） 今大渕委員長に再度ご説明いただいた、合理的にすべきではないかと

いうことで、私たちはこの資料４の改正後の協議会の開かれ方の４の２と３に、議長、議運の

委員長、そして所管の委員長も入れて、行政がタイムリーに仕事を進めていくために、所管の

委員長も全員協議会を開催するときには必ず行政側から説明を受けますので、所管の委員長と

いう文言もつけ足してやっていくべきだと。  

なぜ２週間という文言ももう少し改正するべきかというと、その２週間という間が、また行

政が事業を執行するためのタイムロスにもつながっていくというふうにも考えております。そ

れが終わらなければ行政はなかなかその先に進めないということで、どんどんタイムロスが大
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きくなっていきますので、もっとやはりスピーディーな行政執行を目指せるような体制も議会

としてとるべきだということになりました。それで２と３にも所管の委員長という形で付け足

していただいて、スムーズな開催を図れるようにしていただきたいという希望でございます。  

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） ２週間という規定は、前段に議員に連絡をするとか、そういう日程の

部分として２週間必要であるということが基本的にあったはずなのです。そういうことからい

くと、基本は白老町の行政のやっていく計画とていうのは、そのとき急に出てくることという

のはそんなにないと思うのです。補正などで急遽、２週間以内に予算を出してくださいとかと

言われて、議会に諮る時間がなかったとかとよくそういう議論はありますけれども、全員協議

会でその２週間ということを基本的にうたったのは、そのような連携をとるとか、連絡すると

か、打ち合わせをするとか、そういった点の利便性というか、そういったものを議員の都合も

ありますから、そういったことで決めてきた日程でありますので、ただ終わりのほうで、緊急

を要するときにはとありますよね。  

通年議会においては、委員会開催の日数がふえていく現状において、効果を図る観点から、

議会運営委員会の開催予定がない場合は要請された全員協議会の開催まで日数がないと議長が

認める場合と。この文言がすごく気になっているのですけど、議長の自主的判断において決定

して開催するということができるということをうたっているわけですから、小西委員が言った

ように、行政が遅れるだとかそのようなことにはならないのではないかと、足かせにはならな

いと思っています。緊急の場合もすると言っているわけですから。だけど規定として、やっぱ

り議員の日程だとか、行動の予定だとかあるわけで、できるものなら、早くわかるものならば

２週間前にやってほしいと。それで諮れるものはきちんとした規定をふむべきだと。ただ緊急

を要するものは、そんな行政の足をとめて２週間前に出さなければだめだと。２週間守りなさ

いなどということを言っているわけではないのです。その辺をきちんと解釈してもらえれば、

全員協議会の回数が減るだとか、行政側が全員の議員さんにかけられないとか、そういうこと

自体が、いつでもいいですよということのほうがかえってなんでものありということになって

しまうから、やはり規定はきちんとして設けて、その既定のもとで議会は動くのですというこ

とだけはうたっておいて、でも緊急を要する場合はこういうような幅を持っていますよという

ことを示せば、行政側はやりづらいとか、このことで全員協議会はやめようとかということに

はならないと判断します。  

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） 私は、今吉田委員がお話しした部分の共通の部分、そう思っています

が、そこはあえて避けますけれども、今小西委員のほうからあったように、スムーズに運べる

とかスピードアップ、これ理解はしますけれども、あくまでも全員協議会は事前協議、事前審

査ではないのです。それに、多分そういうことがわかって言っていると思うのですが、それを

やっちゃうと、逆に行政側は安易になってしまうのです。やはり、重要行政課題ですから、ど

うとらえるかということを議会もしっかり認識しなければと思います。余りそれをやってしま
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うと、行政が安易にどんどん出してくるのです。そうではなくて、やはり一つの提案事項、重

要事項やるときは、政策形成過程の中で、ここの部分で議会も参加しなければいけないとか、

議会でそういう政策形成の中でどういう戦略をもって議会に諮っていくかということも、これ

も行政として、職員として大事なことなのです。それをスムーズに運ぶ、スピードアップを図

ると。これ案件によっては必要だと思います。安易にそれを取り込んでしまうと、形骸化され

てしまうのです、全員協議会というのが。  

それで、先ほど大渕委員長が言われていた情報の共有の仕方、僕も大事だと思います。ただ

現実的な言い方すると、本当に事前に、他のいろいろかかわりある議員に事前に情報が行って

いる場合だってあるわけです。ない場合もあるけれども。議会がその日に同じく情報共有する

ときに、そういう時に徹底できるのかという問題があります。今まで情報共有というけれども、

僕は大事なことだと思うのだけれども、非常にばらつきがあったのです。片方の議員は１週間

前に知っていて、そして１週間後に全員協議会で情報が出てきたとか、そのようなこともなき

にしもあらずなのです。そういう部分の徹底が図られるのなら別だけれども、非常にそういう

バランスを欠くことですから、やはり今私が言ったように、２年前に法改正で全員協議会も法

的に根拠があるようになったのだから、それに基づいてしっかりやるべきだろうと思います。

当面はやってみるべきだと思います。それで不都合が生じれば、当然改革すべきだと思います

けれども、僕は何回も言うけれども、町側もこのような、せっかく我々が 20 年の法改正に基づ

いてつくったのだから、町側は逆にもっと理解してほしいと思う。理解していないのだと思う

のです。そういうことです。  

○委員長（大渕紀夫君） 議長、この件について何かございますか。  

○議長（山本浩平君） まだ考え中ということです。  

○委員長（大渕紀夫君） ほかの方、ご意見ございましたらどうぞ。  

山田委員。  

○委員（山田和子君） 山田です。議長が、緊急時における自主的判断をどうするか明文化し

たのが、改正後の４の１、２、３だと思うので、とくにかわったシステムになっているわけで

はないと思うのですけどいかがでしょうか。  

○委員長（大渕紀夫君） どうぞ、自由に議論したほうがいいと思いますので。  

問題は、ここで言っている議長の自主的判断、または議会運営委員会に諮問し、その答申を

尊重して議会の取り扱いを決定すると。こうなっているのです。議会の取り扱いについて。こ

この部分の議長の自主判断という範囲がどこまであるのかということなのです。緊急性の問題

で、そこを明確にしたほうがいいのかどうか、自主判断の範疇がどこまでかということで今議

論をされているわけです。その点について、２週間前なので２週間過ぎたものについては緊急

性が発生するということになるわけだけれども、しかし、それはいつ知ったかということも含

めてありますので、そういう形で議長の自主判断でも開けるというふうになっているわけです。

ですから、そこに一定の縛りをかけるということで議論がされてきたのですけれども、そうい

うことも含めてご議論いただければというふうに思います。  
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今改正しないということでいけば議会は今までどおりですから、議長の自主判断というのが

14 日を及ぶのか及ばないのか、また重要性を、どれが重要でどれが重要でないと判断を、議長

が判断をして開けるわけです。今の状況では。ですから、そういうこと含めて議論しているわ

けですから、そこら辺がどうか。同じことですからこれは。議会側の対応の問題です。  

岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 全員協議会の話、非常に重要な行政課題であったり、緊急な問題

等だったりで、議会に対して説明する必要があるものということが１番の前提になっておりま

して、このことは、きちんとそういう対応をしていくということで、これは皆さんのおっしゃ

っているとおりだというふうに思っております。  

ただ、開催の手続の関係でございまして、今回お話ししていますのは、そういう要請が町側

から、これは自主的に全員協議会を開くという議会の意思も当然ありますし、それから町側か

ら要請がある場合も当然であります。特にこの頃多いのが、要請による全員協議会の開催とい

うことであります。この取り扱いについては記載のとおり改正手続は、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週間という、そういう内容になっておりますが、現実

的には、ご承知のとおり４月に全員協議会開催されていますし、５月にも後半２回開催されて

いるという実態がございます。これについては、その都度いわゆる重要な行政課題であるとい

う判断のもとに全員協議会の開催を町側は要請をしてきて、このことに対して議運にお諮りし

て、議運の中でも了解をいただいた上での開催と、このようになっているというのが実態でご

ざいますから、定例会の各月会議の２週間、議会説明会の２週間前というのは、町のいわゆる

必要性によっては、これはそうではない時期に要請される場合もあるということが実態として

あると。この場合に、今のところすべて議会運営委員会にお諮りして開催手続を踏んでいると

いうことでありまして、そうしますと、議長の自主的判断というのはどこにあるのかというこ

とが明確になっていないと。もちろんこれは議長が決められることであれば、議運に諮ること

なく、今のままでは、今まで議長の自主的判断というのはあくまでありますので、議運に諮る

ことなく決定することも可能です。この基準からいけば可能です。ただ、今の状況でいえば議

長が自主的判断で議運に諮ることなく決定したということは、今の山本議長の段階においては

これまでの中ではございません。ただし、それが前回の議運に諮り、その１件だけの会議の状

況から言えば、このあたりは議長の自主的に判断において開催することが、するように認める

こともよろしいのではないかというのが、今回の４項として追加した部分の内容であります。  

 しかし、それでは議長が自主的判断をすべて、すべからくやってよろしいかというと、そこ

は従来の考え方をきちっと踏まえて、議会、議運で諮ることが一方でありつつ、議長が自主的

判断を行う際に、どういうときはいいのかということを整理したというものでございますので、

全員協議会のあり方、もしくは全員協議会の必要性、それは議論のとおりだと思います。あと

はその手続的な問題として、議長の自主的判断にこのような文言を加えた上で、議長に判断し

ていただくことを、皆さんがお認めになるのかどうかというところだと考えてございます。  

○委員長（大渕紀夫君） ただいま局長から一定の整理がされて、発言がございましたけれど
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も、私もそのとおりだというふうに思いますけれども、それぞれの皆様方のご意見を賜りたい

と思います。要するに、この間全員協議会開かれた、そのために５分間の議会運営委員会が開

かれたわけです。それをざっくばらんに言えば、自主的判断ということで議長に委任していい

のかということなのです。今言っているのは。だから、このままでいったら自主的判断という

のはそういうことも含まれるでしょう。含まれるという解釈になるのかならないのかというこ

とももちろんある。違うという人もいるかもしれないけれど。だから、５分ぐらいで議運を開

く、委員を集めて５分で終わるのならば、それは議長の自主的判断できないかということ言っ

たら、それはそのようになるわけです。取り扱いについてここに、議長の自主的判断またはと

書いてあるのだから、議運を開くかどちらかで決めろと書いてあるのだから。そこに一定限度

のそういうあいまいな表現でないほうがいいのではないかということで、こういう改正案を出

したということですから、そこら辺の理解がきちっとされていればそれは構わないということ

なのです。ですから、そこら辺のことを考えてご発言願えればというふうに思います。自主的

判断が違うという意見も含めてです。  

議長、ございましたらどうぞ。  

○議長（山本浩平君） 私としては、今大渕委員長がおっしゃったように、議長権限の中で決

裁して、判断でよろしいということであれば、この細かく整理したものは必要ないというご意

見もありますので、従来どおりでも私としては別に構わないと思います。  

ただやはり現実問題として、１、２分で終わる協議のために、虎杖浜から、社台は今たまた

まおりませんけれども、全町内から選出されている議員さんを呼んで、幾ら通年議会とはいい

ながらも、そのためだけに議会運営委員会を開くというのは、非常にこれは合理的ではないと

私はそのように強く感じておりますので、この辺を議長判断の中で、了解をいただけるという

ことであれば、現行のままで構わないのかなと、このように思うわけであります。  

それともう１つつけ加えてお話しをさせていただきたいのですけれども、ちょっとこの問題

とは若干、少し離れているかもしれませんけれども、私としては、何でもかんでも町が、まず

議会に諮る前に、これ全員に聞いてもらって、そして情報入れておいてということで安易に全

員協議会を開くよりも、私は各それぞれそ担当の常任委員会の委員の方々に、ぜひその専門性

と責任というものを持っていただきたいという意味も込めて、できれば何でもかんでも全員協

議会、特別重要案件これもなかなか難しいのですけれども、すべてのことが町民にかかわるこ

とと思っておりますので、できれば、すべて全員協議会ではなくて、委員会協議会というよう

な形の中で開催するのも一つではないのかなというふうに前々から実は思っておりました。と

申しますのは、今は全員が会派に属しておりますので、前は無会派の方に関してはいろいろな

情報を議長が、その無会派の方にお話をしなければならなかったという、暗黙のことがあった

のですが、今は全員が会派に属していますので、私は委員会協議会で説明をされたような内容

がすべてちゃんと会派、全議員に伝わるというふうに思っていますので、その辺もぜひお含み

おきをいただければありがたいなというふうに感じているところであります。  

以上です。  
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○委員長（大渕紀夫君） ただいま議長から発言ございました。含めてご発言のある方どうぞ。  

小西委員。  

○委員（小西秀延君） 各会派の考え方を聞かせていただきまして、ここまで改正することは

ないのではないか、現状で運用できるという認識が皆さん共通で持てるのであれば、前回はそ

の共通認識が持てないがために、２分３分の議会運営委員会の招集、それは議会運営委員会を

招集するにも日程はかかります。そういうことをきちんと皆さんが認識してそれでいいという、

この運用の幅をきちんと認識できるというのであれば、改正しなくても、私たちは賛同させて

いただきたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 議長の自主的判断の範疇は、私が先ほど述べたように、１分間なら

１分間、５分間なら５分間の議会運営委員会を開くということ。そのことも、それは開かない

で議長の自主的判断でやるということも含めて、皆さん現行どおりでよろしいと、ここに異議

が出たのです。実を言えば。それで、そこの縛りをかけていったわけですけれども、それが必

要なく、そういうことがこの読み取りの中で十分その範疇でいいということであれば、それは

それで構わないと思うのですけれども、そういうことでよろしゅうございますか。そうであれ

ば、これは改正する必要ございませんので、改正する根拠がなくなりますから、改正する必要

がないということになります。そういうことでよろしゅうございますか。ここは、確認きちん

としないと。意見出たわけですから。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） 今委員長のほうから１、２分という言葉が出ましたけれども、僕はそ

ういう時間軸とか物的なことは別にして、自主的判断ということについてはこれまでどおり弾

力的な、これもあいまいな言い方なのだけれども、議長にある程度その辺は一任できると解釈

して、ただ時間的なものの効率的で云々とういう部分については、ちょっと言わせていただく

と、やはり、先ほど吉田委員が言われたけれど、通年議会の趣旨がそこではないのです。時間

がかかっても、これから議会の日数が多くなりますよと、それであっても通年議会で導入する

ということだったのだから、効率的、日数云々になってきていますけれども、それも理解しま

すけれども、そうではなくて、やはりあくまでも議会の機能を高めて、かつ取り次ぎという解

釈で数字的なもの言いましたが、私はあいまいな表現であるけれども、政治的に議長としての

弾力的な考え方は、解釈というか理解します。  

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） ２週間というのは、これは持つべきだと思っているのですが、議長の

自主的判断または議会運営委員会に諮問しとなっています。こちらの改正文の中には、やはり

私は議運の委員長の責任の分野は大きいと思うのです。議会の運営ですから。ですから、委員

会には諮らなくても、議運の委員長ときちんと意見交換をするとか、相談するとか、そういう

項目を入れることも改正につながります。ただ、２週間という項目はなくさないほうがいいと

思ったのです。私、すごく勘違いしていますか。５月 11 日に出ていませんから。そういう意味

では、こちらのほうで議運の委員長にも諮っているわけだから、そこはいいと思って言ってい
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たのですけれども、ただ、私はこちらの２週間もなくすというふうにとらえていたものですか

ら、それはなくす必要はない。これで合いますか。  

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしても現行どおりでいくということで、大まかには中身に

ついても、考え方についても一致したというふうに思います。自主的判断というのはどの範囲

になるかということが非常に問題になったのですけれども、これは今までどおり議長の判断で

よろしいということですので、そういうことでよろしゅうございますか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） いいですね。それでは、全員協議会については、従来の運営基準の

中でうたわれているとおり、このまま実施をするというふうにいたしたいと思います。  

暫時休憩をいたします。  

休憩 午前１０時４８分  

                                         

再開 午前１１時０１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。  

３番目の政策研究会の設置についてということで、前回の５月 11 日の資料６、これは政策研

究会をこのようにしてやるのだということだけでございます。政策研究会を設置するというこ

とは決まっておりますので、どういう中身で、どういう構成でやるかというのは議会議決が必

要でございます。今の段階では会派代表者会議で決めるというふうにはなっておりませんので、

議運で協議するということしかございません。  

それで、まず研究課題、この間の議運で言いましたけど、研究課題は何にするか。これが決

まらないことには、構成、期間等含めて決まらないわけでございます。それでまず、政策研究

会として２つつくるということは、これは要綱か何かでありますので、８人以内でやるとかと

いうことがありますので、政策研究会の取り上げる中身、これについて各会派で議論をしてい

ただきたいということでお願いをしたわけでございます。各会派で、こういうものを政策研究

会で取り上げたらいかがかということが出たところがございましたらどうぞ。  

吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 白老町議会政策研究会の運営に関する規定の中で、政策研究会は委員

８名以内で組織をするということですので、それらのことが書かれていた中で、私ずっと見て

いって、議員は今 15 名です。それで議長は入るのか入らないのか。何もうたっていないのです。

議員で構成するですから、議長は議長である前に議員ですから、議長も入るのか、入らないの

かなと思って、そのことがちょっと１つ。うたってないから、大抵決算委員会とか何か議長は

抜けますので、委員会も抜けていますよね。この政策研究会は何もうたっていないのですが、

議長の立場はどのようになるのか、その辺ちょっと確認したいと思ったのですが。  

○委員長（大渕紀夫君） 要するに決めてないということでございます。政策研究会は公的な

ものの、任意立候補でございます。ですから、議長は立候補すれば入れるし、立候補しなけれ

ば入れないと、こういうことで私は問題ないと。議長は参加しないのであれば、立候補しなけ
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れば入られないわけですから。立候補ということは、それぞれこの政策研究会に私は入りたい

とか、そういう要望を取りますから。全く入らない方もいらっしゃるわけですから、入る人も

いるし。ですから、そういうことであれば、要するに、入りたい人といったらおかしいけど、

全員が義務で拘束しておりませんので、入りたいところに入るということでいいのではないか

という解釈を私はしておりました。  

吉田委員。  

○委員（吉田和子君） それは、そういうことであればそれでいいのです。ただ、政策研究会

をやっていく上で、議長として一緒に、私もいろいろ聞かせてくださいということで入ってこ

られて、意見を言ってくださったり、アドバイスしてくださったりしてくれたのですが、そう

いうことは今度はなくなりますね。  

○委員長（大渕紀夫君） そこは、決め方だと思います。  

吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 議長は、議長の立場でどの委員会にも出席できることになっています

けれども、政策研究会もそういった立場でとらえていたので、ぜひということでお願いして、

いろいろアドバイスしていただいたのですが、議長がどこかの政策研究会に入ったら、そうい

うことにはならなくなるのですか。その辺がどうかと思っていたのですが。  

○委員長（大渕紀夫君） 入ったらなりませんね。公的な政策研究会ですから、参加されるの

は構いませんし、両方出るのも、公的な政策研究会の場合は議長という立場であれば問題ない

のではないのかなと思いますけどね。そこは。決める必要があれば決めますけれども。今のと

ころ政策研究会がそこまできちっと決める必要があるかどうかということだと思います。  

各会派で政策研究会の中身についてご議論があったところを出していただきたいと思います。  

吉田委員。  

○委員（吉田和子君） まず政策研究会をやるかどうかということは自治基本条例にもありま

すので、この自治基本条例が変わらない限りは設置をするべきだというふうに考えています。

この政策研究会のテーマについては、地域の懇談会、それから報告会等で出た意見を参考にす

るということが１つと、もう１つは、町長の執行方針等によるというのがあります。その中で、

今回は懇談会はやっていませんので、報告会もやっていませんので、１つめは消えると思うの

です。ということになると、町長の執行方針の中からテーマを決めるべきではないかなという

ふうに、私たちの会派では話し合いをしました。  

○委員長（大渕紀夫君） 前回の 11 日の資料ありますか。もう１つルートがございまして、第

３ルートというのがありまして、議会の必要性により政策研究課題とするということですから、

早い話が今の吉田委員が言われている、それらすべてどこかでも選べるということです。  

○委員（吉田和子君） このようにもっていけたらいいねという話が出たのですが、というの

は、この間、牛山先生の話の中で、議会として三重県議会だけが条例を提案しているだろうと。

ただ、地方議会でそれをやるということになると、事務局の関係から、１つの条例も法ですか

ら、それを上げるということは、今の議会の中でやっていくことは無理だろうと。そのような
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話もありました。そのようなことも含めて、ただし、やっていく以上は、最終的には専門的知

見を取り入れてでもいいから、政策研究会でやったことを条例化できるようなことでやりたい

よねと話をしたのです。というのは、もし２つなら２つの政策研究会を立ち上げますよね。そ

の中で議論をして、これをやっていくためには条例が必要だとなったときに、今度はそのため

の、政策研究会のメンバーの中から、条例を提案するための、研究会と言っていいのか条例立

ち上げ委員会というのか、そういうものまでつながるような、そういうものにしていけたらい

いねという話はしていたのです。  

私たちは町長の執行方針からということで考えていましたので、３連携ありますよね。医療

福祉で、病院の問題も町長の執行方針にはあったのですが、病院はなかなか病院ということか

かわってどうかというのもちょっとありまして、バイオマス燃料化も大きな問題としてあるの

ですけど、委員会もやっていますし、これはうちが最初ですので、どこかに視察に行くと、研

究するとか、これは専門的な人たちになるのでちょっと無理だろうと。そういうことで３連携

の中で、特に、３連携をやって医療費の抑制をしていくためには、今予備軍と言われている子

供に対する３連携の取り組みの中に食育を中心とした、子供の健康の育成のための研究、白老

町として独自の何か取り組めるものがないだろうかという、それが１点です。  

それともう１つは、中学校３年生までの医療費の無料化をやりますよね。これにはこの間私

も質問しましたが、5,000 万円かかるということです。私たちも予算要望しているのでやるの

は賛成なのですが、ただ１点、医療費が無料というのは病気になった人だけですよね。この病

気になるというのは、体質的に弱い、そのために病気になる子と、生活環境がちょっと行き過

ぎるとか何かして、そういうことで病気になった子供たちも全部無料になるわけです。そうい

うことが平等というのかそういうことからいって、5,000 万円という、すごく財源の厳しい中

で出すことがいいのか、３年生までは無料化にするけど、そういった健康管理をしっかりつけ

ていくとか、何かそれに対していい方法がないだろうかという話が出たのです。それが１点。  

すごく悩んで、何がいいのかわからないでいろいろ出したのですけど、それから地域担当制

度というのが町長のほうから今出ています。これが本当に町の中に生かされているかどうか。

こうしたこの制度を生かすために何が必要なのかとか、そういったことも検討いらないだろう

かということが１点。  

それから企業誘致、企業誘致条例みたいなものができて、今１円起業家だとか、女性の起業

家を養成するとか、そういったことに対して議会がもっと積極的な取り組みで、そのためには

進んでいるところは結構あるはずなのです。町政執行方針で第６次産業、生産から販売までと

いうのがありますよね。そういった中に、その地産地消を生かせる、その起業家の発掘という

のですか、そういったことも含めた研究ができないだろうかという話し合いまでいきました。

漠然としています。  

○委員長（大渕紀夫君） ほかの会派で、議題等々含めて考えられたところございますか。  

ちょっとあの、私のところでは、要するに常任委員会と政策研究会のすみ分けをどこでやる

かというのが、ずっと考えていることなのです。それで、もちろん今吉田委員から言われた、
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条例化できるものを取り上げたいといったら当然あるのだけど、これは常任委員会との関係で

どうなるのかというあたりが、ちょっとまだなかなかいかないところなのです。  

それで、非常に、非常に、我々はいつも大きなものしか考えないですけど、会派内２人で考

えた結果、１つは、議会改革の内容を、これ議題をどうするかわからない。どう町民に理解し

てもらうか、その研究をする。町民に議会を、こんなに一生懸命議会がやっているのに、町民

の評価としては極めて低いと。結果的には、議会報告会もこのような状況になったと。これも

改革の一種だと。ナイター議会もやめたと。牛山教授は、あの時点でまだナイター議会から、

サンデー議会から言っているわけだからね。もうそこを通り越してしまったのです。私たち。

だけど町民に理解が得られないのはなぜなのか。出て行く、出て行くと言うけれど、本当に出

て行くって何なのか。大学の先生方が言っているのは、幾らやってもうまくいかないなという

のが率直な私の考えなのです。ここ打ち破る手だてというのを本当に政策研究会の中でしてい

くというのは、多分、大学の政治学、きょう山口二郎氏が道新にいろいろ書いていたけれども、

僕はやっぱりそういうことが一つあるのではないかという気がしていました。  

もう１つは、人口減少の市町村の政策的なあり方、もう１万 9,000 人を割るのは時間の問題

です。２万 4,000 人から。ここを食い止めるなどとは言わないけれども、現状維持含めてやっ

ていくためには、何が議会としてできて、何をしなければだめなのかというあたりを、相当で

かいのだけど２年かかっても、３年かかってもいいからやれればいいかな、などという話は出

ていました。この２点が、ちょっと皆さんに諮ってもらいたいという話で出ていたのです。  

どうぞ、吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 済みません、議会改革の関係なのですが、これ私、前のものでいくと

８番目、第三次議会改革の検証とあります。これを私はそれで取り組むべきだと思っていたも

のでから、政策研究会のほうには入れませんでした。少子化対策も出ました。前に、北大の先

生と、それからこの研究会をやるために、共同の研究会はできないだろうかという話になった

のです。というのは、少子化対策のときに、北大の先生が、出生率の高い地域と出生率の低い

地域の違いは何なのかということ大学院生を使って全部地域に入ってアンケート調査して、結

果を報告したものがあるのです。  

富良野の出生率が高いのです。白老は低いのです。その違いは何かといったら、家族構成な

のです。あちらは３世代が一緒にいる。こちらは割と核家族になっているという、そういった

原因があるということもあったのです。そのときに、その大学の若い人たちがどんどん入って

きて、そういう専門的知見というのは、大学の先生とかはでき上がったもので押しつけてくる

からだめだけど、研究しているメンバーというのはいろんな知識を持ってきている。引っ張っ

てきている。だけど結論を出しているわけではない。地域の現場を見たいと思っている。だか

ら、こういった政策研究会の中にそういったメンバーを引っ張り込むような研究会はできない

だろうか。そういう話もちょっと出たのです。この間も何か、どこか大学の人たちがきて白老

牛を食べて、何かやっていました。国際大学のあのようなメンバーは、すごく地域の研究をや

っていますし、この間、総務文教常任委員会で行った竹浦の飛生アートコミュニティー、北大
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の大学院で勉強している女性がこちらのメンバーにもなって、外から白老を見ているという、

すごくいろいろな意見を言っているのです。あのような人たちと一緒に、巻き込んでできるも

のなのかどうなのか。その辺もちょっと課題として考えました。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 大学を巻き込んでやるということは充分可能です。例えば、宮脇グ

ループが、今芽室町でやっています。もう北海道で３つ目だと思います。  

ただ、結果的にはそこでフィールドワークになるだけなのです。結果としては。  

山田委員。  

○委員（山田和子君） テーマによっては参加したいと思っているのと、あと大渕委員長がお

っしゃった中で、人口減少の町の政策のあり方については大変興味があるのでやってみたいと

今思います。３年かけてでもやるというふうにおっしゃったので、それなら参加しやすいかな

とは思いますが、やはり議員としては、この町の５年後、10 年後、20 年後の姿を常にビジョン

として描けるような資質がなければ、これからはいけないと思いますのでこれはやりたいです。 

この中に、起業家のこととか、教育でほかのまちから人を呼ぶとか、そういうことも考えて

いけるので、大変大筋な提案にはなるとは思いますけれども、すごく面白そうだと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） もちろん各会派でいろいろ議論してもらって、２項目ぐらいの中身

に絞り上げていく。１回、２回ではちょっと難しいと思うのですけれども、絞り上げていくと

いうことになると思うのです。これからもたくさん、各会派の皆様方から出ると思うのですけ

れども、そういうものを２項目ぐらいに、なるべく常任委員会と矛盾が少ない中で組み上げて

いければというふうに思います。  

それで、とりあえずたたき台として、公明党さんから４つ、うちから２つ出しましたので、

これを各会派の中で参考にしてもらって、それぞれまた膨らませるなり、新たなものも含めて、

次の議会運営委員会の中できちんとしていきたいと。  

目安としては、できればやはり９月終わって 12 月ぐらいで。９月は無理ですから。議決もら

うのはね。ですから、12 月ぐらいには議決がもらえればと思っているのです。なぜかというと、

10 月ではもう１年になりますので、議会議決がないとこれ政策研究会動きませんので。ですか

ら 12 月議会あたりで議決をもらって、それでも結論出すまで３年間、まる３年、１年で終わる

かもしれないけれど、そういうことになりますので、ぜひ 12 月に議会議決がもらえるような、

課題を設定したいというふうに私自身は今考えているのです。  

ですから、そういうことでちょっと各会派でいろいろもんでいただきたいと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。  

どうぞ、山田委員。  

○委員（山田和子君） どうしても２つの委員会を立ち上げないといけないのですか。１個の

議題で、１個の政策研究会でいいのですか。  

○委員長（大渕紀夫君） ただ、メンバーは８人以内というふうに一応要綱ではなっています

から、半分の方々だけそれに参加して、最高が８人ですから。もちろん改正すればいいけれど
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も、一応形としてはそのようになっているから、２項目と言っているわけです。  

吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 先ほど、常任委員会とのかかわりもあるということで、その辺がちょ

っと悩むところだと言っていました。私たちも十分政策研究会のあり方を理解しているわけで

はない中で、課題を設けながらやっていくのですけれども、今回通年議会もそうなのですけれ

ども、新しい議員さん方が議員になったときにはもうあったわけです、制度として。  

本当に、その政策研究会のあり方とか、そういったこと自体をまず理解をされていたのかな

というのがちょっとあったのです。私が理解していないからそう思うのかもしれないけれど。

そのような話をきょうも会派の人と話して、本当にもう１回、政策研究会の必要性と、それか

らあり方と、もう１回明確にきちんとしながら、題名というか、やることを設けていかないと、

その前に私たち１回やっていますよね。なかなかやはり政策提言したりなんかすると、常任委

員会をやって、所管事務調査をやって、報告して終わったのと余り変わらなかったかなと、ち

ょっと反省としてあるのです。言っていますよ、向こうも参考にして頑張って、十分出された

ものわかりましたと言っていますけど。それは常任委員会も同じだと思って、その辺の違いを

きちんとつけていかないと皆さんの中から疑問として、常任委員会もあるのに、政策研究会が

本当にその重さというのか、自治基本条例にまでうたってあるのだけれども、その重さと違い

と、違う結果を出す。そのような議論をしたから、委員会も条例は出せるのですが、せっかく

研究会でやったものが、それまたさらに研究して条例化するくらいのことをやらないと、ただ、

政策研究会をやっただけでは意味がないだろうということで話し合ったのです。それは、課題

として皆さんにも考えていただきたいというふうに思ったのです。  

○委員長（大渕紀夫君） 山本議長。  

○議長（山本浩平君） 単純なことだったのですが、12 月をめどにということでしたね。きょ

う午前中に、局長のほうから９月以降の日程の案をいただいたときに、議会報告会は中止にな

っているのですが、懇談会はそのまま残っているのです。９月末くらいに３日間予定を取って

いるのです。とすれば、そこに町民からいろいろな、懇談の中で出てきます。それも一つテー

マの中に組み込める。スケジュール的には組み込めるのだなというふうに感じましたので、そ

のことをお話ししたかっただけであります。  

以上であります。  

○委員長（大渕紀夫君） 及川委員外議員。  

○委員外議員（及川 保君） この政策研究会なのですけれども、先ほど大渕委員長が発言さ

れた、常任委員会との兼ね合いなのです。そこのところをしっかりと皆さん踏まえて、この政

策研究会を進めなければならない。私は、常々そういうふうに感じていたのです。この政策研

究会を前期の中で、実はいろいろ議論されたのです。そういった中では二つに、８名以内で分

けてやるということは決まったのです。それでやってきたのですけれども、先ほど吉田委員の

ほうからもお話しありましたけれども、私は委員長と同じ考え方でして、実は常任委員会とい

うのは法的に定められた、町議会に与えられているものなのです。そこを同じ部類のものを調
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査研究していくということであれば、常任委員会がその役割をしっかりと踏まえていかなけれ

ばいけないと私は思うのです。でなければ、常任委員会というのは逆に形骸化してしまって、

この政策研究会に重きを置くがために、常任委員会の役割が薄くなっていくということを、私

非常に危惧しておるものですから、そのあたりのことも含めて、運営もまた含めて、運営の方

法も含めて、新しい方々も今回たくさん入られておられますので、いろいろな意見の中で進め

ていかれたらいかがかなというふうに思いました。  

委員長、先ほど順調にいって 12 月くらいをめどにというお話がありましたので、その間含め

て、ぜひ議論をしていただきたいというふうに思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 本間副委員長。  

○副委員長（本間広朗君） 先ほど僕も、委員長が 12 月に議決するということを聞いて、議長

が言われたように、そしたら 12 月だったら、懇談会があるから、懇談会は恐らく９月の末くら

いの予定というか、毎年そのくらいでやっているので、それから追って、いろいろ結論をまと

めると 12 月にやってやれないことはないのか。今これを次回か、次に決めてしまうと固定して

しまったら、せっかく町民から出た意見、懇談会というのは本当に町民に出向いて、いろんな

そういう意見要望を聞いてくる場ですから、せっかくそういう場を、お話を聞いてきてそこで

終わるのではなくて、それからさらに完結するために、そういうような懇談会から出たものを、

１点か、何点か、２つやらなくても、どれかに絞ってやっていくのもいいのかなと。  

ただ、期間の問題で 12 月にそれが提案できるかというのはちょっと考えたので、その辺のと

ころも皆さんで考えてやっていければと今思いました。  

○委員長（大渕紀夫君） 先ほど言ったのは、私はそういうふうに考えるというだけであって、

別に皆さんの了解は何も得ていませんから、ただ１年たちますから、大体１年ぐらいでは方向

を出したほうがいいのではないかと思ったということですから、それは皆さんのご議論の中で、

早くても遅くても構わないというふうに僕は思っています。  

ただ、やはり一つのめどをつけてやったほうがいいということで、12 月議会ぐらいで議決を

もらえれば、３年間ありますから何とか短くても長くてもやれるかなというふうに思ったとい

うことであります。  

この件について、何かほかに意見ございませんか。  

山田委員。  

○委員（山田和子君） ないのですが、余り大きな、先ほど大きな範囲のほうがおもしろいと

言ったのですが、余り大きな範囲だと政策立案するには厳しいものはあるかと思いつつ、それ

でもやはり、常任委員会とのすみ分けを考えると、政策研究会のほうは大きなものをテーマと

して選んで、懇談会から上がってくる住民の方々の問題提起とていうのは、やはり常任委員会

でもんでいく、議論していくほうがいいのではないかなというふうに今思ったのですが、まだ

熟慮していないので、今思ったことを申し述べます。  

○委員長（大渕紀夫君） そこら辺、なかなか難しいところなのです。ですから、そこは全体

の合意を勝ち取っていくというふうにしかならないと思いますので、ぜひ各会派で次の議会運
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営委員会まで、一定限度この政策研究会の議題について、またどれくらいをめどにやるかとい

うこと含めて、各会派でちょっともんでいただければというふうに思いますので、その点はも

うこれ以上議論しても、ちょっときょうはどうにもなりませんので、そういうことでちょっと

３番目については締めたいのですけれども、いかがですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そういうふうにします。  

ぜひ、各会派でこれはやればなかなか面白いですから、ぜひやってみてください。  

それから、第３次改革の検証の件ですけど、これもこの間何もやらなかったのです。それで、

５月 11 日の資料８を見ていただければと思います。８の黒丸を見てください。１番目は町民に

開かれた議会ということで１次、２次改革でやった中身が全部出ています。  

書類が用意できるまで休憩します。  

休憩 午前１１時３２分  

                                         

再開 午前１１時３５分  

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。  

資料８を見ていただきたいと思います。町民に開かれた議会、この中で、第１次、２次改革

の白丸３つめ、本会議、ナイター議会の実施、というのがございます。これはなくなりました。  

それから、次の第３次改革において取り組む項目ということで、議長交際費の支出基準と公

開の検討と議会年報の作成公開、この２つはまだやっておりません。第３次の議会改革は来年

の３月 31 日までです。あと半年ぐらいしかございませんので、それまでにこれをどうするかと

いうことの議論は積み上げて、やらないものはやらないというふうにしたいと思います。  

それから、第１次、２次改革より取り込んだ、下から４番目、議会報告会、その次ちょっと

関係ありません。議会報告会実施というのがあります。15 年９月というの、これはもう、一応

今はやらないということなりましたので。下から４番目です。これやりません。今の、違いま

した。第３次改革のほうの上から４番目です。議会報告会の定期開催というのがございます。

わかりますか。そこが消えます。  

それから、町民に親しまれる議会の部分で、３次改革で黒丸、町民から意見を聞く機会の拡

充とありますけれども、これ以上必要かどうかということを含めて検討していもらうというこ

とであります。何か新たなものがあるかどうかという意味です。  

次のページ、議員の政策能力の向上、議決事件の拡大、黒丸です。  

総合計画の議決の取り扱い、これは議決事項になりましたので、白丸に変わります。ただ、

その他の計画、３年以上の計画、マスタープランなどそういうものの取り扱いについてまだ決

まっていません。ですから、ここの部分はあります。ただ、これ以上議会がふえたらどうなの

かという意見もございますので、ここはちょっと各会派でお話しをしてもらいたい。  

専門的知見の活用、これは、使えるようにはなっているのです。現段階としては使っていな

い。ですから、これはなんというか、使えること使えるのです。やろうと思ったら。ただ予算
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などいろいろなことがございますので、予算がかかる場合は補正を組まなくてはいけないとか

いろいろなことか出てきます。ということです。  

本会議終了後の一般質問、議会運営の検討会、これは議会運営委員会でこれをやったらいか

がかということで、実は福島町でこういうことをやっております。個々の人の中身がどうだと

かではないです。そういうことでやるのではなくて、改善すべき点がないか。例えば代表質問

を今の一括質疑方式でいいのかどうかとか、そういうことであります。  

次に、倫理については終わっております。  

次、５番目の議会運営の黒丸、議案に対する自由討議の実施の検討です。これは、この間の

道の研修会に行ったときに、議長とも話をしましたけれども、なかなか難しくてうまくいかな

いなという話をしておりました。病院の特別委員会のときはなかなかうまく議論ができたので

すけれども、本会議ではなかなかまだうまくいっていない状況でありますから、これは積み残

しの課題いうことであります。  

次のページ、委員会の部分で、委員会の夜間開催、これはいろいろ諮りましたけれども、結

果としては実情に合わないという意見が多数でございましたので、これやりません。  

それから、公聴会参考人、参考人は活用しています。非常にたくさん活用しています。ただ、

公聴会は、現在としてはまだやっておりませんので、こういう機会があるかどうか、うちの場

合移動常任委員会で切り抜けたというのがたくさんありますので、例えば、前に副議長が総務

常任委員会のとき、プールのことをやりましたよね。あのようなときに、公聴会が開けるもの

なのかどうか。ちょっとよくわからないのだけど、そういうことはちょっと検討が必要かなと。

だけど、参考人でもやれるから、公聴会で賛否があるのなら公聴会になるけれど、全部賛成の

人ばかりだと公聴会ではなくて参考人にしかならないから。だから、ちょっと町村ではなかな

か公聴会は難しいかなとも、僕自身は思っていました。  

それから、議員定数と議員報酬の部分です。６番目。これはまだ積み残しはあるのですが、

改選のときに 15 にしました。報酬も一たん取り下げましたので、これは来年の３月までは終わ

った項目になります。来年の４月からの第４次改革をやるかどうかわかりませんけれども、そ

ういう中で検討する中身で、今回これは終わっておりますので、終わりです。定数引き下げて

いるから白丸でもいいのかな。白丸でもいいのですね。やったと。定数 15 にしましたからね。 

 そういうことで、今私が述べたところ以外の部分での積み残しをどう検証し、今後、来年の

３月 31 日までにやるものはやる。やめるものはやめるということで検証すると。同時に１次、

２次の中身についての検証も行うというふうにしていきたいと思いますので、各会派での議論

をお願いしたいと思います。改革の検証については、そういうことでよろしゅうございますか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） 次回から本格的な議論に入ります。まだ煮詰まっていなかったら、

これ以上やりようがないのです。議論しているところがありましたらお聞きしておきますか。  

済みません。各会派で議論をしているところ、ご意見を伺いたいと思います。まず１番目、

町民に開かれた議会の部分です。  
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小西委員。  

○委員（小西秀延君） うちの会派では、主に黒丸の部分についてちょっと検討したのですが、

議長交際費の支出基準と公開の検討という項目があるのですが、これは行わなくてもいいので

はないかという意見であります。議長交際費も当町に限って言えば、ほとんど限られたものし

か支出しておりませんし、反対に交際費として、これは落ちるのではないかという部分まで実

費で行っているのが現状で、それを公開する意味がないのではないかということで、必要ない

のではないかと。  

また、黒丸の２番目、議会年報の作成公開、これも情報発信をインターネット等でかなり進

んだ状態で白老町議会はやっていますので、新たに作成してまた公開するという必要も感じら

れないということで、ここもよろしいのではないかという意見になりました。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） 私どもの会派は、まず議長交際費の支出基準については、今までの議

論を踏まえて、議会独自にはしなくてもいいけれども、町長交際費の公開があればそれに歩調

を合わせるということであります。  

議会年報については、これはこれまでの資料ですので、議員みずから作成するのであればい

ろいろ検討しなければならないと思いますけど、多分事務局に任せると思いますので、もし必

要とあれば、事務局の負担にならない範囲で作成したほうがいいのではないかということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 松田委員外議員。  

○委員外議員（松田謙吾君） 私どもの会派は、今前田委員の言ったことが妥当だと思ってお

ります。そういうお話をしました。  

○委員長（大渕紀夫君） うちの会派ですけれども、この議長交際費の支出基準の公開。これ

は、中身がどうのこうのと言っているのではないのです。全然。要するにこれをやっている町

村があるわけです。出すことによって非常に明確になるというだけの話なのです。出さなかっ

たら出さなくてもいいのだけれども、別に中が不正だとかそのようなことではなくて、公開を

することによって透明性が高まるものであれば、高めたほうがいいだろうというだけの話です。 

それから、年報です。今前田委員が言われたように、事務局が負担になるというのはまずい

のだけれども、これはまとめる必要があるのです。平成 23 年の議会、どうだこうだという冊子

をつくっていますよね。毎年毎年つくっているのです。白老町議会の概要というのをつくって

いるのです。そういうものをまとめたものでいいのです。そうでないと意見書が何本出て、細

かくはいらないのですが、１年間に何本出たというのが出るとか、そういうものがあると非常

にわかりやすいというのはありますので、前田委員に先ほどそのように言われましたので、負

担になってもつくれというのはなかなか僕も言いづらいから、負担にならないのならぜひつく

るべきだというのは、私たちの会派の意見です。  

吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 議員では無理ということですか。  
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○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。  

○議会事務局長（岡村幸男君） 年報の関係につきましては、配慮をいただいたご発言、あり

がとうございます。  

私のほうでも、やっているところを調べてみましたけれども、相当数の膨大な資料になって

おります。議員の皆さんでやってくださいという内容のものではないと思っております。です

から、やるとすれば事務局のほうが、本当に事務整理としてやるというものになります。その

ように考えております。今の状況の中でそれだけのものを、つくったものが本当に活用してい

ただけるものなのか、活用する方法があるのか、そういうことが具体的に議論されて、必要性

が高いのだというものであれば、これは負担になる、ならないではなくて、事務局の仕事とし

てしなければならないという、そのような理解をしております。ただ、内容的にはそれほどの

資料という部分で、若干私としては、そのような思いを持っておりますので、先ほど言われた

負担にならない程度、もしくは町議会の概要でもよいという、そのようなお話もいただきまし

たので、ある程度議会事務局のほうで項目を整理した上で、この程度のものであれば現状の中

で作成できるというものは、ご提示したほうがよろしいのかなというふうには考えます。  

○委員長（大渕紀夫君） 私は、ぜひやってほしいという考え方を持っていますから、初めは

簡単でいいと思います。その後、加除式みたいにして、継ぎ足していけるようにするというふ

うにすれば、つくるまでは大変ですけれども、１回できてしまったら、あとは毎年毎年加える

だけになりますので、そういうふうな方式で考えられるものであれば、考えてほしいというこ

とであります。  

次、親しまれる議会は、これはいいですね。  

３番目、議員の政策能力の向上の部分です。特にここで大きいのは議決事件の追加の部分で、

計画の長期計画部分を議決事項に組み入れるかどうかが１番大きな焦点だと思いますけれども、

各会派で議論された結果がありましたらどうぞ。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） 今の、委員長が言われたのは理解ができないのだけれども、今回、特

別委員会をつくって議論する部分は、基本構想と基本計画ですよね。実施計画ではないですよ

ね。その部分は今議論するということだから、それ以外にも、実施計画もとらえてという意味

ですか。言葉が、今言われた基本計画と基本構想の部分でやるというのですか。それちょっと、

何か僕ちょっと聞き違いかどうか。  

○委員長（大渕紀夫君） 今話したのは、総合計画については決まっているからいいのですけ

れども、議決事件を拡大するという中で、各議員の皆様方から出た意見は長期計画、例えば住

宅マスタープランだとかそういう部分の、総合計画についても決まっているからいいのです。

それ以外の長期計画についてどういうふうな考え方を持っていらっしゃるか、これを聞かない

とやめるも進むも決まりませんので、それで言ったことでございます。ここが最大の焦点だと。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） それは、前回も私も言っていますけれども、議論はあると思います。
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ただ、うちとしてはその他の見解持って、こういうのがあるのだとわかりますけれども、逆に

それを議論するならば、今町で持っているものを一覧表つくってもらって、その上で、会派で

やっていかないと、多分わからないのかなと思うのです。手続として。  

○委員長（大渕紀夫君） 決して反論する気はありませんけど、資料が前に出ていると思いま

す。一覧表全部出ています。各計画全部出ています。膨大なものです。だから、長期計画の中

でどうするかというのは、この議決事件全部、３年以上などとしたら議会毎日やっていても間

に合いません。はっきり言って。そこら辺をどうするかというあたり。  

もちろん今前田委員が言われたことは当たり前だから、出してもらって構いません。一覧表

があるから次回まで出してもらうということにしましょう。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） ただ、範囲をある程度整理しておかないと、総合計画の基本構想、計

画の中でかかわってくるってありますよね。マスタープランだとか。そういう部分の関連だけ

はどうするか。範囲を調べて議論していかないと。すべてどうだということになってしまうと、

今話したようにすごく時間を浪費するので、その辺を整理して会派で議論してもらうという形

にしたほうがいいかと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。この件につきましては資料が多分あると思います。

私持っているから。それを出してもらって、個々にボックスに全部入れてもらう。それ対応し

てください。  

専門的知見の活用は、これ予算以外はできますので、いいと思うのですけどどうですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） いいですね。１回どこかで使ってみることが大切かも。  

本会議終了後の一般質問、議会運営検討会の実施。これはどうですか。必要なければないと

いうことで構わないのだけれども。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） 我が会派では、先ほど委員長が言われたように、一般質問とかそうい

う部分抜くと言われたから、うちはそれも含めて議論していたのです。だから、抜くというこ

とになると、それはできないと私たちもここで言おうと思っていましたから、そうであれば、

私は逆に、議長が議長の席から見て、我々一般質問別にして、先ほど委員長が言われたように、

議会運営上の問題があったときに、議長が逆に、今回の議会でこのような運営上の問題があっ

たよと。いいですかということを逆に、次回の議運に議長が、これどうですかという形の中で

議論していったほうがいいと思うのです。ここで制度化しなくても。僕は、それは幾らでもで

きると思うのです。自分たちのことですから。そのほうが個人的な問題ではなくて、議会の運

営上の問題として議論できると思う。僕はやはり、個々で見ていると、自分の範疇だから周り

は見えるけれども、全体は見えないから、議長側の席から、どうかということで疑問を投げか

けてもらったほうがかえってよくできると思うのですが、いかがでしょうか。  

○委員長（大渕紀夫君） その点も含めて各会派で検討してください。今前田委員から言われ
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たことも含めて検討していただきたいと思います。  

議会運営の部分の議案に対する自由討議の実施の検討、これやめたほうがいいという人はい

ないでしょう。会派ないですよね。どうやって充実するかというのは難しいけど、その範囲で。

これは、やった、やらないということにはなかなかならないから。  

山本議長。  

○議長（山本浩平君） 白老の議会改革につきましては、10 年以上の歴史の積み重ねで、相当

な議会改革をやっておりまして、苫小牧はもう大分前に白老が行ってきたことや取りやめたこ

とを今一生懸命やっている状況でございます。そういった中で、白老の議会改革、進むだけ進

んでいると思うのです。  

何をやるかというと、この議案に対する自由討議、これをやることによって、相当各議員の

資質の向上にもつながりますし、また、町の職員の政策にも非常につながっていくのかなとい

うふうに、参考になるのかなというふうに思っておりますので、ぜひこれを、各会派の方々が

反対ということでなければ、これをどう実施するのかということに関しては、やはりやってい

るところを議会運営委員会等々で視察、見学して、研究しないとなかなか難しいと思うのです。

実際に、本会議のときに質問をとめて、このことについ討議しましょうとやっても膨大な時間

がかかるなどいろいろ問題がある。しかしながら、場外でやるよりはきちんとした形の中で、

それぞれの思いの中で、意見を戦わせる機会、私は前からやってみたいと思っていましたので、

ぜひ検討していただければ大変ありがたいと思っているところでございます。  

以上でございます。  

○委員長（大渕紀夫君） ただいま議長からお話しあったことに尽きると思いますので、各会

派でひとつご検討願えればと思います。ただ、うまくいっているところがありましたら議会事

務局で調べてほしいとは思うけれど、余りないと思います。  

次のページ、委員会の夜間開催、これはやめます。  

それから、公聴会参考人の活用。これは、参考人は白丸ですので分けて。これはちょっと次

回検討しますけれども、公聴会はなかなか難しいかなと。  

それから、議員定数は白丸で、今積み残しの分だけ各会派で検討してください。  

吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 委員会の夜間開催はやめるということで、これは私、意味をきちんと

とらえていないのかもしれないのですが、きのういろいろな話をした中で、移動常任委員会が

もう少しあったらいいねという話をしていたところだったのです。ということは、夜開催とい

うことも出てきますよね。それのことではないのですね。  

○委員長（大渕紀夫君） 違います。 

○委員（吉田和子君） 違うのですね。わかりました。それならいいです。  

○委員長（大渕紀夫君） 一度はここで諮ったことがあるのです。常任委員会の夜間開催とか。

ところが、勤めている方々が大変だということでそのようにしたのだけれど、結果的には、そ

れはやめてもらったほうがいいというのが大半だったのです。そういうことで、これは俎上に
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上がらなくなってしまったというのが実態です。ただ、今言った移動常任委員会は夜間にやっ

ても全然構いませんから。  

４番まではよろしゅうございますか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、５番目の事務協議の部分ですけれども、ただいま 12 時に

なりました。済みません、15 分ぐらいちょっとお昼休みにかかって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） 済みませんけど、それで終わらせるようにしますのでお願いします。  

まず、予算・決算審査特別委員会のあり方について。これはもう我々は、今までの委員会条

例どおりに押していくということは前回確認されています。それで、事務レベルの協議を 24

日に行います。この時点で町からの意見が出てきますから、その後に皆さんにお諮りをして、

どういうふうにしていくかということでご協議を願うというふうにしたいと思います。24 日に

議運の正副と総務財政部長、総務課長とお話し合いを持ちますので、そのときに町側が持って

きますので、その結果を見て対応策を考えるというふうにしたいと思いますけれども、よろし

ゅうございますね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それから、専決処分の規定の改正の部分です。これ、除雪の部分の

専決処分をどうするかということで、議論になったのはこの部分です。１つは、災害の中に組

み込むか、別項目として専決処分の項目を起こすか、これをどうするかと。各会派は、専決処

分で認めるのはおおむねよろしいという意見でした。  

もう１つは、上限額を決めるべきだと。この２つの意見がありましたので、各会派でもんで

いただくということになっておりましたけれども、この結論を聞いて、24 日の事務レベル協議

で上げたいというふうに思います。各会派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） 今委員長が言われた、専決処分については前回そのような話もあった

のだけれども、そうではなくて財政規律上、運営上、途中でも予算やってシーズンにかかる分

を予算計上すると。すべきだということでうちも。おかしいのです。このような問題は専決処

分ありきではないのです。予算上どう計上するかという話であって、それを逆に専決持ってく

る自体が財政規律上おかしいと私は思いますので、正規の手続きで予算編成すべきだと思いま

す。そういう考えです。うちは。  

○委員長（大渕紀夫君） なぜ私先ほどそのように言ったかというと、前田委員から出たので

す。上限額を決めるべきだというのが出たから、それは意見としてありましたので、そこのと

ころを無視してやっちゃうと、どうにもならなくなります。ですから、今の財政状況から見て、

町側が言っているのは、一番いいのは、予算で１年分組めばいいのです。何も簡単なのです。

余れば不用額で落とせばいいのですから。ところが今財政上非常に厳しいので、できれば余分

なお金をそこで動かせないお金を組みたくないから、１回、１回組んでいますよね、今。２回



 26 

分ぐらい組んでいるのです。それを専決処分させてくれないかという意見だったわけです。そ

れで今前田委員言われたように、基本的には私がお話したように当初に予算全部組めれば、当

初予算で 10 回分組めば何も問題はないのです。だけど組めないから３回分しか組んでいないの

です。そういう経緯の中で、専決処分は認めてほしいという町側の意見があったと、こういう

ことですから。そういう中で、今の前田委員のような基本的には財政規律の問題もあるし、予

算は何回でも組めるからそこで組むべきだという意見です。  

もう１つは、これはそういう形で専決処分を認めて、そして細かく予算を組むのを専決処分

でやらせるかということになる。当初予算で組むかどちらかなのです。途中でも幾らでも組め

るけれども。そういう意味です。  

小西委員。  

○委員（小西秀延君） 私どもの会派では、やはり当初予算でつけるというのが理論的に正し

いとは思いますが、今大渕委員長からご説明あったとおり、当初予算で組んで不用額を残して

しまうと、その年度にできたはずの事業もできない可能性も出てくる。そのために、最初予算

で３回分しかつけていないというのが現状でありますので、除雪に限ってということで、また

上限も設けてということで、専決処分するという方向に進んだほうがよろしいのではないかと

いう結論でございます。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 私どもの会派も、本当は前田委員の言われたことも出して話し合いを

したのですが、やはり歳入歳出の関係でかなり厳しい状況にあるのに、また出るか出ないかわ

からない予算をつけるということが可能なのかどうなのかということも含めて議論しまして、

やはりこの除雪に関しては、何センチ以上と規定も決まっておりますので、その状況に応じて

予算を組んでもらって、専決でやってもらっていいのではないか。ただ何となくやるものでは

ないですし、降った量をきちんと勘案して事故のないようにということでやっているわけです

から、そういった部分では、ちょっと意見として、除雪に関するいろんな質問がたくさん出る

からその都度のほうがいいという話もありましたけれども、そういうことは抜きにしても、や

っぱりやりやすい、町民の足を守るという意味で、専決でやっていっていただいていいという

ことで、そのようになりました。  

○委員長（大渕紀夫君） 民の会はどうですか、松田委員外議員。  

○委員外議員（松田謙吾君） 松田です。私はやっぱり予算で。ここは北海道だから本州では

ないから雪は降るのは冬として当たり前の話だし、それから、最近除雪がばらばらなのです。

地域によって。それは当初予算をしていないからなのです。当初予算していないから。  

それから、今冬道は除雪対策ばかりではないです。むしろ凍結防止。凍結を町民が歩きやす

くするための、こちらのほうが今主になってきています。そういうことからいくと、白老は北

海道の中の白老ですから、今町民が一番不満を持っているのは、除雪の均一性がないのです。

私議会でも言っているとおり、竹浦はよすぎて北吉原は何だと。ことしの冬２回言っています。
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ということは、結果的には専決処分ばかりするから、専決処分されなければできないわけです

から。ですから、私は白老全体の冬道路除雪体制を考えるならば、それからもう１つは、当初

予算にきちんとないから、除雪業者の方々も予定がたたないのです。こういうものがきちんと

あると除雪の予定がたつのではないかと思って、私は専決処分、専決処分となることが、今の

除雪、道路管理になっているのだと思っているのです。ですから、私は先ほど言った、上限は

つくるべきではないし、例えば、上限をつけてことしは 3,000 万円で終わる、5,000 万円かか

る。毎年、毎年違うわけですから、私はそう思っています。  

○委員長（大渕紀夫君） 松田委員外議員、前回西田委員が出ていましたので、ちょっと議論

の経過を理解されていないかなと思ったのですが、今は要するに専決処分ではやっていないで

す。補正予算、補正予算なのです。補正ばかりでやると、そうするとどうなるかというと、補

正でやるものだから、初めに何回分と組まないものだから、今２回分ぐらいしか当初予算で組

んでいないと思うのです。それが、当初予算で２回分しか組まなかったら必ず補正組まなけれ

ばだめになる。補正組むには議会開かなければだめだと、必ず議会開かないと予算執行できま

せんから。だから、それをやると遅くなってしまって、例えば３日間連続して降ったら、今回

２回分補正したけれど、３日間連続で降ってしまったら、１回分予算がないからできないとい

うことになると。そういうことが遅くなる原因にもなるから、町が言っているのは、専決処分

にしてくれれば、いつでもすぐに出られるから、そのようにしてほしいと。前田委員が言って

いるのは、それを全額早く組めと。どちらにしてもわかっているのだから、２回分ではなくて

５回分組むとか、２回使ってしまったら、あと３回分しかなければ、補正をそのときまた組め

と。このような意味のことを言われているのです。それで初めに、専決ではなくて、自由に町

がやるのではなくて、補正予算を組むならきちんと臨時議会を開いてやれということを言って

いるわけです。そういうことですので、ご理解を願いたいと思います。  

今両方の意見がございますので、ここで多数決とかそんなものでは全然ございませんので、

24 日のときに、町の状況を再度財政規律の側面と、除雪に対応できる状況を聞いて、その上で

再度皆様方に諮ると。まだ時間がございますので、そういうことでやったほうが。状況またお

話をしてまた議論もらうと、そのようにしたほうがいいと思うのです。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） それでいいです。ただ、私が言っているのは、前にも通年議会をやる

ことによって、専決事項を狭めまして、それが悪いのだけど、先ほども議論があったのだけど、

何か元に戻ってきてしまっているのです。そうですよね。議会の自立性を高めるために通年議

会をやって、合理的なことも必要だけれども、議会としてちゃんと議論をしてやっていきまし

ょうと。そのためにすぐに、緊急であっても議会は開けると。何か事故があったときにはすぐ

に議会を開いて対応しましょうということは趣旨ですから、それが何か置き去りというか、先々

そういうこと言ってしまって、そして除雪については、これは北海道としては日常なのです。

当然。そしていつ雪が降るかわからない。緊急性なのです。ですから、専決を全部は否定しな

いのだけど。仮に補正予算組んで、その間、出てしまったら、次回はやっているのだから、次
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回の分を補正したいということで、雪降る前に決められるのです。そして、今小西議員が言わ

れたことは私もわかります。財政上からいけば。だけど、それは期間的に、私が前回言ったよ

うに、12 月足りなければ２月分までの中で補正しておけば、そうすれば途中でも、３月であれ

ば別な形で、繰り越してから、別な形で使えるはずですからそういう機動性のある予算編成と、

議会としての今まで決めたことをきちんと、ある程度守った中でやっていかなければ。その辺

を私は言っているのです。物理的に日程が調整つかないというのなら別です。だけど優先的に

そのようなことを、町民の声をその都度反映しましょうということで、一つの目的で通年議会

を開いているのだから、何か自分たちで議論して決めておきながら、一歩後退していくような

形であればだめだと。前向きに緊急性をどう対応するかということを議論する必要が私はある

と思います。効率は別にして。  

僕は、やはり議会に席をおいている形とすれば、そういうことを議論してきているのだから、

そういう部分で、いかに議会として町民の声を反映するための緊急案件に対して対応できるか

ということをしていかないと。何か専決で、町側にフリーハンド与えてしまうとどうなのかと

私は思います。そういうことで、それも踏まえてやってください。  

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 私たちもそのことを話し合って、予算が許されるなら、それはそれで

本当に一番いいことなのですけど。ただ、通年議会をやっています。だからいつでも集まれる。

では夜中に雪が降ったら、朝になって議員が集まれるかと。では、夜中に議員がみんな集まっ

てやるのかという話まで行ったのです。そういうことだと思うのです。災害ではないけど、雪

は何センチ以上降ったら、夜中であろうと除雪に出るわけです。全部連絡とって待機している

わけですから。それも、議会が全部出て通年やっているのだからやらなければならないという

ことには、私はちょっとならない。その辺はならないだろうと。それは災害とちょっとつなが

ってくるところもあるだろうと、そういったことからいうと、私は専決も必要だろうというふ

うにとらえています。  

○委員長（大渕紀夫君） 松田委員。  

○委員外議員（松田謙吾君） 先ほど、とらえ方と私の言い方とうまく伝わらなかった。議会

がこの予算に余り介入すべきではないのです。北海道の白老、冬の白老ですよ。除雪するべき

ものはしなければならないのですから。町民のために、道路管理のために。そういうことで、

予算があるのかないのかよりも、まち全体の冬の除雪管理がきちっと、道路管理が、維持がき

ちっとできるような予算のつくり方をすべきだと。１回１回集まってどうのこうの言うべきで

はないのだと。簡単に言うとこのことを言いたかったのです。  

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） 私も今、吉田委員がそのようなことを言ったけれど、私は夜中云々で

はなくて、だから当初からちゃんと、当初なり途中からでも、９月なら９月、雪降る前にその

ような形を整理して予算を上げたらどうですかと。それでどうしても足りなければ、先ほど言

った議論だよと。  
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吉田さんが言われているのは、極端に夜中出て来られないだろうとかそうではなくて、私は

全体としてそういうことを、予算を組み立ててやるべきだという言い方での話です。極論に取

らないでほしいのです。  

○委員長（大渕紀夫君） 及川委員外議員。  

○委員外議員（及川 保君） 及川です。今除雪の専決についての話を議論されているのです

けど、先ほど松田委員外議員のほうからこのような意見があったということは、要するに専決、

専決でやっていくから、年間のその除雪の、当初の予算を立てるときにきちっとした予算組み

をしないものだから、結果的にはその１年間の除雪の体制が、なかなかその地域によってまば

らとなって、これ原因かどうかわかりません。原因かどうかわりませんけれども、どうもその

１つの原因になっている可能性も実はあるのです。  

委員長、次回は町側ときちっと話もすると言っていますから、そのあたりの議論をきちっと

して、この専決については一定の結論を出していくべきだと私は思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 基本は、前田委員の言っていることが基本的だと思います。それは

当たり前、当たり前といったらおかしいけれども、そのために通年議会をやっているのですか。

そこははっきりしているのです。同時に、松田委員外議員が言われたように、それは、専決で

あろうと、当初予算で組めるか組めないかは別にして、除雪には必ずお金がかかるのだから、

きちっとやれるようにしなさいという意見もあるのです。これは当たり前なのです。それは、

専決だからできないわけではないわけですよね。だから、そこは町側と、別に議会側がいいと

かというのではなくて、そうではなくて、本当にお金がなくて組めないのなら、ある意味専決

を認めなければならない部分だってあるわけです。何年間かは。ですから、そこら辺はちゃん

と話をする。だけど基本線は、前田委員が言ったように、必要だったら議会を開いて、その都

度本当はやるべきなのです。専決処分はやらないということなのです。通年議会をやるという

ことは。これ原則です。そこのところは皆さんがきちっと押さえた上で、合理的な方法。当然、

議会がふえれば町側の拘束もふえるということになるから、そういうことも含めて考える。合

理的に考えるということでお話をしたいというふうに思いますから、当然、議会事務局も、本

間副委員長も出ますので、そういう中でちょっと話をしていきたいというふうに思います。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、以上をもちまして議会運営委員会を終了します。  

（午後 ０時２２分）  


