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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３１日（火曜日） 

   開  会  午前１０時００分  

   閉  会  午後 ０時０７分  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項  

１．議員の派遣について  

２．専決処分の規定の改正について  

３．予算・決算審査特別委員会のあり方について  

４．政策研究会の設置について  

５．第３次議会改革の検証について  

６．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      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 

                                         

○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） それでは、調査事項に入りたいと思います。別紙のレジュメを見て

いただきたいと思いますけれども、一番目に議員の派遣について資料を含めてございますので

見ていただきたいと思います。  

事務局長、説明をお願いいたします。  

○事務局長（岡村幸男君） 議員の派遣についてでございますが、派遣目的につきましては、

レジュメのほうに書いてあるとおり、旭化成跡地利用に関する協議への同行ということで、議

長に対して町から要請がございます。資料１にその要請文について添付をさせていただいてお

ります。かねてから懸案となっておりました旭化成跡地の利用について８月２日 10 時 30 分に

本社のほうで役員の方とお会いするということになっておりまして、この際に議長にもご同行

願いたいと、こういう要請がきてございます。  

以上でございます。  

○委員長（大渕紀夫君） 本会議がそれまでございませんので、議会運営委員会にかけるとい

うことだと思いますけれども、この議員の派遣承認につきましてはよろしいですか。何か質疑

がございます方はどうぞ。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） もし具体的にわかるのであれば、同行する業務の内容について説明お

願いします。ただ跡地利用ではなくて具体化されているから行くと思いますので、その辺はわ

かる範囲でよろしいですけれども、確認しておきます。  

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 旭化成が撤退した後、かねてからこの跡地利用につきましては、

旭化成のほうで積極的に企業誘致等を行うということが、これについては前町長初め、当時議

会正副議長さらには各常任委員会の委員長、さらに商工会会長、それから町内会連合会の会長、

それから婦人会の会長等が旭化成本社まで要請に伺って、その際いろいろとお話をされている

ということでございます。今回につきましても、旭化成のほうとして跡地利用についての動き

が若干あるということでございます。その動きについてはメガソーラーということで聞いてお

ります。そういうことも含めて過去の経過から踏まえて、議長にもご同行していただいて、そ

の内容について協議をしたいと、こういうお話を聞いております。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員、よろしいですか。  

○委員（前田博之君） わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） では、議員の派遣については、８月２日山本議長を派遣するという
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ことでご異議ございませんね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのように決定をしたいと思います。  

続きまして、専決処分の規定の改正について。７月 24 日に事務協議がございましたけれども、

７月 24 日に町側は岩城総務財政部長、本間総務課長、議会側が私と本間副委員長が出席をしま

して、事務レベルの協議を行いました。前回の議会運営委員会で議論されました除雪に関する

専決処分の問題なのですけれども、議会側としては当初予算に平均的な積雪日数掛ける除雪費、

これで当初予算からきちんと予算化をすべきという議会側の考え方を示しました。町側は、業

者の皆様方との関係がいろいろありまして、予算の関係では、できれば２回分くらいずつ組ん

でいきたいというような基本的な考え方。同時に予算が厳しいということもありまして、２回

ずつくらいに組ませていただいて、その後専決処分というわけにはいかないだろうかというこ

とで、資料２の案を出してきました。議会側としましては、専決処分によって除雪に対する議

論がされると、議会の議場で。そういうメリットもあるのだけれども、基本的な考え方として

は、当初予算につき、その年の平均除雪回数掛ける除雪費用、これで組むべきであるという考

え方を述べましたけれども、このことにつきましては、特にことしも含めて財政が非常に厳し

いということもございまして、率直にそういうこともあるので考慮してほしいというようなお

話でございました。その結果、資料２、専決処分の文面を含めて、出されたものについては受

けてまいりました。しかし決定はしておりません。きょう皆様方からご議論を願って、この考

え方で押すかどうかということは今後の話し合いというふうにしていきたいと。若干時間があ

りますし、当初予算はもう終わっていますので、来年の３月の予算ですから、そういうことで

言えばまだ時間がございますけれども、そのような経過で進んでおります。電話で失礼だった

のですけど、議長には電話でその旨報告したという範囲でございます。  

岡村事務局長、補足願います。  

○事務局長（岡村幸男君） 今委員長がお話ししたとおりでありますが、専決処分の第８条、

資料２についております８条の第５号の規定について、ここに除排雪業務を入れて専決処分の

委任をしていただきたいというのが町側の要請の内容でございます。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） この件についてご質疑を賜りたいと思います。ご質疑のございます

方どうぞ。  

小西委員。  

○委員（小西秀延君） 意見になりますが、私どもの会派で会派会議をやらせていただきまし

て、町のほうからこのようなお話も出ているということで、再度また会派会議の中でもみまし

て、前回の議運の中でも言わせていただきましたが、予算計上を最初にできればこれは問題の

ないことなのでしょうが、現在の予算は大変厳しい当初予算になっております。当初予算から

除雪の経費をつけるということは、その年に２回しか雪が降らなかったという状態になります

と、その予算が翌年度へ通常であれば繰り越されると。また、途中で組みかえて使うとなると、
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また議会の開催を必要とするということで、予算の効率的な執行の観点からも専決処分をする

べきではないかという意見で会派内が一致しております。  

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 山田委員。  

○委員（山田和子君） 山田です。除排雪業務だけが追加されるのかと思っていたのですけど、

及び復旧工事というのもついてきているのですけれども、この復旧工事について説明していた

だけますでしょうか。  

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 改正前のほうの第５号の規定は、維持補修及び工事というふうに

なっていまして、これは災害等に伴う応急に必要となる維持補修と工事という、そういう考え

方です。ただ、５号のほうを直す際に、この除排雪業務もいわゆる災害に準じて取り扱うとし

た場合に、維持補修工事のほかに当然復旧工事もあって、さらに除排雪を入れるということに

なりますので、文言の整理をした結果、維持補修工事、除排雪業務及び復旧工事ということで、

応急に必要となるそういう工事をここで整理したということであります。ですから、維持補修

工事と復旧工事は前段の維持補修及び工事と基本的には同じ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） 状況はわかります。ただ、ここで議論をしているのは、予算がないか

ら専決だという言い方をしていますけれども、専決のあり方自体を今の予算がないからどうだ

という議論と結びついていいかどうかと。やはり本質的な議論をちゃんとしておいてからやむ

を得ないだろうというようなことの議論をしておかないと、どうも財政規律とか、この文言か

らいっても、災害的な雪が降った場合はどの部分の解釈として難しいと思うのです。除排雪事

業というのは当然雪降ったらやらなければいけないけれども、予算がないから云々という部分

はどうも気になるのです。そして、災害となれば予算つけるとかつけないとかで範囲によって

は議員だって招集しますよ。そういう災害、突発事故起きたときは緊急に呼び出しあると思い

ます。そうすると、イコールにはならないけれども、通年議会やっているのですから、そのと

きに事務的に早急に提案する予算書がつくれるかどうかという議論になるか、それは別として、

時間的に問題は解決すると思うのですけど。そういうことと重ね合わせると、この除排雪業務

という部分が本当に専決事項に、まして条例ですから文言を入れていいのかどうかというよう

な、僕はちょっと気にするのです。否定はしないのだけども、１つの財政上、あるいは条例に

つくってあるのに、本来冬になれば北海道はこれはもう日常業務になってくるのです。それを

あえて議会の専決に入れて執行機関にゆだねてしまっていいのかどうかということです。その

辺だけです。ちょっと議論してほしい。  

○委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方どうぞ。前田委員の意見に対してでも構いません。 

岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） これまでの議論の中には、入れる場合であっても限度額を設ける

べきではないかという、そういうご意見もいただいております。そのことも１つの議論になる
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のかなというふうに思います。これはあくまでも町側でこういう文案としてどうでしょうかと

いう、そういう提案でございますので、その辺でご審議いただきたいという部分でございます。 

もう１点、実は自治法の 180 条の規定で、いわゆる議会が専決処分を委任できるという部分

での委任項目でやっているわけなのですが、実は法令上は専決処分という規定は残っていまし

て、179 条でやることはできるのです。ただし、いわゆる議会開催のいとまがない場合という、

そういう条件がついています。この条件をどうするかという問題だと思うのです。極端な話、

町側がすぐ３日後にでも議会を開いてくださいという部分で、いつでも対応しますよという、

そういう考え方で 179 条についての専決についてはないという考え方を、基本的にはとらえて

いらっしゃるということだと思うのですが、そこら辺の整理が実は議論としてはもう少し深く

しておいたほうがよろしいのではないかと思うのです。だから、179 条で専決させることはな

いけれども、180 条のほうでは一定程度認めるのかということも、それは議論になるのかなと

受けとめているところであります。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の意味わかりましたか。179 条というのは、町が専決処分をでき

るとなっているのです。しかし、うちの場合は通年議会ですので、180 条の議会はこれ以上、

今は 7 項目です、７項目、これはふえないのですけど、実際に入れてしまうから、今は 7 項目

だけが議会が、これは最低町のほうに専決処分をしてもいいですよと、議会が認めているもの

なのです。だけど、町側は 179 条で専決処分をやろうと思ったらできるのです。できるという

のはどういう意味かというと、議会を開くいとまがないから、やりますよということですから。

だけど、通年議会だったらいつでもできるのだから、町側は専決処分をしませんということで、

議会側はこれだけはやってもいいです、後はだめですよという、そういう専決処分の決め方な

のです、うちの場合は。そういう中で議論をしておりますので、自治法の 179 条と 180 条の関

係を含めて議論をしていかないと、ちょっとみんなこんがらかって一緒になってしまったらど

うにもこうにもならなくなりますので、そこはきちんと分離をして議論をしていくということ

でございます。大体ほかの町村から来られても、この 179 条と 180 条の解釈上の問題が非常に

議論になるということでございます。だから、専決処分の考え方をどこに基準をおいて考える

かということでございますので、その点頭を整理して議論願いたいということでございます。 

意見のございます方はどうぞ。前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の委員長が 180 条、179 条解釈したけど、町側はそれを理解の上で

こういう局長から出た資料の文案が、町側がつくったと言ったのだけど、町側が十分わかって

出したのかどうか。当然通年議会ですから、自分らの業務が煩雑はするけれども、それに対応

しなければいけないはずです。通年議会導入するときに、どういうメリット、デメリットがあ

るということは、町側とも当然議論というのか、話し合いテーブルについているはずですから、

その辺はどうだったのかなと思うのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 私の感覚では、町側は当然理解をして出されているという認識でご

ざいます。そういうふうに思わないで議論をするわけにはいきませんので、はっきり言えば。

ですから、私は十分そのことは理解した上でやられているというふうな認識でございます。 
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吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私今これをずっと伺っていて、先ほどから前田委員が言っているとお

り、予算を組んで十分であれば私たちの会派もそういうふうに言いました。予算を組んで、そ

れでよければ年に通年何回出るかということで組むべきだと。それが予算の設定上厳しいもの

があるということであれば、白老町は通年議会ということを議会が取り入れて、取り入れると

きに行政側とやり取りをして、その中で日程的に厳しいものは専決処分として認めたわけです。

そういった形でいくと、この専決処分を認めないということになると、私たちは議員の覚悟と

して、いつ緊急に招集になっても出ますよと、それでいいですよということであれば、私はそ

れでいいと思うのです。ただ、日程的な調整だとか、皆さんお仕事も持っていられて、それは

やはり厳しいだろうと。そういうことであれば、私は専決処分として認めざるを得ないのでは

ないかなというふうに思います。私たちみたいな割と家にいることができる人にとっては、緊

急に通年議会ですからと言われても出られますけれども、仕事を持っている方とかいろんな状

況の中で、もちろん出てやるのが私はベストだと思っています。ただ、それが議会として厳し

いということであれば、それは、180 条は認めなければならないというふうに思っています。 

それと、除排雪業務というところが引っかかるということだったのですが、私はやはり、こ

れは災害にはならないのかもしれないですけれども、雪というのは降ってみなければわからな

いのです。だから、突発的なものになってくるのではないかということと、それから２回分ず

つ前もって前もって設けるけれども、前にお話出ていますけれども、除雪ができればいいとい

うことではなくて、その後の除雪の仕方によっては滑ってそれでけがをするという人がいると

いうことで、それに伴う工事が出てくるという話がありましたよね。それは除雪をやった後の

天気の状態によってそういうふうになるわけですから、それもやはり私は突発的な事故になる

のだろうなというふうに自分なりに解釈しながら聞いていましたので、そういったことで議会

がもし 180 条の専決を認めないのであれば、私は通年議会のあるべき姿に立ち返って議会側が

腹くくってやると、そういうことになるの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） 結論的なことで吉田委員言われたのはわかります。今話した過程で通

年議会を導入するときにそういう議論でしたよね。当然議員にも負担来ると、それを覚悟でや

らなければいけないということが相当議論されたのです。私もそういうことどうなのというこ

とだし、同じことですよね、仕事持っている人どうだからということで、通年議会に消極的な

人もいましたよね。だけど、いろいろな議論の中で全会一致で決まったということは、僕は前

も言っているけど、やはりそこを決めた原点に戻っていかないと、何かこの専決もそうです、

我々も含めて町側も。先ほど議論した議員派遣もそうですよね。ただそれだけで議会を開くの

はおかしいからやめましょうとなってしまった。やめたではなくて、別な手法でやった。変な

話段々本来の通年議会が何だということが、原点から日数とか議員しょっちゅう出ることが負

担かけるからそうしましょうとなってくれば、４年前導入したことが何なのかなと思うのです。

改選になってきて、人も変わってきているから改善するのは否定しないけれども、みんながそ
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うなってしまえば。だけど、私も通年議会出たときはこういうこと多分言ったはずなのです、

かなり。だけどそういうことではなくて、議会改革のために町民の目線に立ってやりましょう

となったはずなのです。それをこうなってくることはどうかと思うことと、今言ったように 170

条と 180 条の部分を議会として規則、条例、法律あるから、そういうものをちゃんと議論した

上で、今言っている現実の問題の処理のことは僕も理解するけど、それはまずおいておいて、

まず議会の姿勢としてどうあるべきかということを議論していかないと、問題が出てきたとき

に事あるごとにすりかわって次やっていくと、従前議会改革してそこまで全国一で取り入れて

いると言って、大いに何年もかけて議論したことが段々置き去りにされていくのがどうかと思

うのです。それでいいと言うなら僕は何もいいのだけど。議員としてそこまでやったことがど

うかと思うのだけど、もとに戻ってしまうのだけど、それを処理しないと現実の問題を処理す

るために、次々それをやっていくのがいいのかどうかと思うのです。それがいいのだというこ

とであれば僕はこだわることはないのだけど、改正になって６カ月たっていないのだけど、そ

こをもうちょっと議会として議論したほうがいいと思うのだけど。間違っているでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今前田委員から言われましたけれども、この前全員協議会のときにも、

うちの議会としては通年議会をやった以上必要であれば、この中に文章が出ているのがすごく

私も引っかかっているのですけれども、案件１件だけで短時間で終了したと。だから通年議会

みたいにして急に開くとかそういうことになると、案件が少なかったら集まらないとか、除雪

も費用が上がったら、それがもし１本で集まるわけですから、本当に 10 分か 15 分でもしかし

たら終わるかもしれないのです。そういった理由を上げていくと、通年議会をやっている他町

村から先進的な取り組みをしているときに、でもうちは皆さん出るのが大変だから、案件によ

っては通年議会やっていませんなんていうことになるのは、私はおかしいというふうに思って

います、基本的には。だからそういう面で、先ほども言ったように、認めないのであれば通年

議会ですからいつでも集まっていただいて。 

○委員長（大渕紀夫君） 179 条と 180 条の議論をきちんとするべきだと私も思っていますし、

局長が言った意味というのはどういう意味かということなのです。専決処分は、町側はできる

のです。通年議会は、町側は何もメリットがないと言っているのです。通年議会をやめてくれ

れば、町は専決処分をやれるのです。そういうことも含めて考えなければ、それは僕が言うと

何か町側に立っているように聞こえる人がいるかもしれませんけど、私はまったくそういうこ

とは関係ありませんから。だけど、町側は何と言っているかというと、179 条で町側は専決処

分できるわけです。通年議会はやりたくてやったのではなく、議会がやってくれというからい

やいや受けたのです。だけど、専決処分をやるというから、通年議会だからだめだというのは、

という理論だって成り立つわけです。だから、そういうことを含めて 179 条と 180 条の議論を

きちんとしてくださいよと。町側ははっきり言っているのです、通年議会では一度も今までメ

リットあったと言っていないのです、事実。議会側はチェック機能を果たすということはでき

ます。ですから、本当の原点というのは何かと言ったら、議会がチェック機能を果たすために
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通年議会を取り入れたのです、これは間違いありません。このことを議会側がやるために通年

議会を取り入れたのですから、そういう原点をきちんと踏まえた上で 179 条と 180 条の関係を

含めて議論をしていただければいいと思います。 

ただ、専決処分は簡単にこっちでもいいよ、あっちでもいいよというふうにはならないと僕

は思っています。それはやはりきちんと意思統一してやらないと、何でもかんでも簡単に専決

処分でしてしまうとかはだめにする、これはやはり僕はまずいと思う。議会の権威の問題にか

かわる問題だと思いますので、そこのところは慎重にやるべきだと思うのですけど、ただ 179

条と 180 条の関係はそこですから、そこだけはきっちり押さえて議論をしていただければいい

のではないかなと思っておりました。 

小西委員。 

○委員（小西秀延君） 今まで皆様のご意見を聞かせていただいていたのですが、ここで法律

上はできることが、今白老町の議会が通年議会をやっているということにおいて、現状として

町の政策が滞るときがあることになるのであれば、きちんと条例を通年議会に合わせたものに

整理をしていかなければ、通年議会をやった責任として、議会がそれをきちんと整理すべき立

場になるのではないかなという気がしております。法、条例に縛られて政策が運営できないと

いうのは、僕は逆だと思います。条例と法が現状町民の生活を守るべきものに則してあるべき

だというふうに私は考えておりますので、そこはきちんと整理をするのが今の白老町議会の役

目ではないのかというふうに理解しております。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本議長。 

○議長（山本浩平君） 先ほど前田委員のほうから通年議会の原点に立ち返って考えるべきだ

というお話がございましたけれども、通年議会の原点、一番初めに通年議会の議論をしたのは、

当時 20 名のときだったのです。当時の大渕議員が議運の委員長でございました。そして、一緒

に会派を組んでいた吉田正利さんが議運の副委員長という、そういう中で施行するまでに相当

いろいろな議論がありました。当時 20 名のときに、慎重だったのが私どもの所属していた新風

という会派と議長の会派、新政クラブさん。ただ、議会改革でやるということですから、反対

という言い方はなかなかできない。時期早尚ではないかと。何故なら、まず通年議会というの

は名前自体で、本当に先ほど前田委員が言ったように、常に議会を開いているようなイメージ

があったのです。そういった中で、その当時も仕事を持ちながら議会活動、私もそうでしたけ

れども、そういう人間もいましたので、当時慎重な意見が。通年議会をやればすごく会議日数

がふえるのではないかという話があったときに、当時の上坊寺議会事務局長が通年議会では決

して日数がふえるわけではないですと。３、６、９、12 の基本的な会議日数はかわりませんと。

ただいろいろな突発的なことが起きたときにいつでも議会を開ける。そして、事実上の議長の

招集権、事実上議長が招集できるような仕組みをつくることだという説明の中で、それによっ

て慎重だったところも、それであればということで１年間試行してみましょうかということで

出発したわけでありまして、初めから通年議会イコール会議日数がふえるのだということであ
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れば反対していたところも、おそらく反対のままだと思うのです。結果的に会議日数がふえた

のはそういうことではなくて、開かれた議会を目指すということで広報広聴常任委員会、これ

をつくって全員がそれに参画して、そして議会報告会あるいは議会懇談会などを行うといった

ようなことで、大分日数がふえてきたというような事実でありまして、決して通年議会の出発

の時点の原点の話をした中で、通年議会やるから議会ふえるのは当たり前だよというようなこ

とではなかったというように私は記憶しておりますので、この場でその点だけ申し上げておき

たいなというふうに思います。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の小西委員の発言なのですけれども、それはそれでだめだという

のではなくて、要するにそういう政策ができないということではなくて、それには通年議会で

すから、議会を開くいとまがないというふうに町側は受けとめられないのです。受けとめられ

ないというか、受けとめないのです。だから会議はそういうふうなことがあれば、例えば会議

を招集して予算２日間、２回分の除雪費用が通るでしょう、通ったと。そしてまた２日降った

と、また２日たって予算組まないと執行できないから、また招集されるわけです。予算通らな

かったら執行できないから、先取り執行できないから、だからそういうふうになったとき、あ

るかどうかわからない過程の話だけども、２回分の予算とって２回使ってしまった、２日で使

ってしまったよと、また議会が招集される、そしたらまた２回分、また会議招集される、そう

いうふうに会議を開くいとまがないというふうに、通年議会の場合はそういう規定ではないの

で、会議はどんどん招集されますよと、こういう意味なのです。そのことは町側にとっても議

会側にとっても大変でしょうと、町は。議会側も大変だし町側も大変だから専決処分にしてい

ただけませんかと、こういうことなのです。そのことが議会を開くいとまがないということと

の整合性が取れるかどうかと、ここら辺が問題なのです、今問題になっているのは。通年議会

やると言った手前あるわけだから、議会を開けないと言えないわけだから、議会側は。だから、

それは開くのは当たり前でしょうというふうに、もちろんこれは言えるわけです。そういう中

で町側は、１回１回議案つくって出さなければだめでしょう、予算も全部。それは議会も町も

大変だから専決処分はどうですかと、こういうことです。うんと楽に言えばそういうことだと

思います。そこが今の議論の焦点なのです。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 法令上の解釈として、いわゆるいとまがないという部分、それは

どういうときなのかということなのですが、現状からいうと休会ですからいつでも開けるとい

うことなので、いとまがないという部分については町側もその 179 条の規定を使うことにはな

らないと。その解釈ですが、いわゆる町長に臨時会を招集する権限があるという通常の場合に

ついての議会を招集するいとまがないと認めるときという、この場合の解釈なのですが、当該

事件が休止を要し、議会を招集して、その議決を得ている間にその時期を失するような場合と

いう考え方なのです。ですから、今言っている降雪という部分を、どうとらえるかということ

があるわけです。ですから、そこを直ぐにでも対応するような手だてを町側にある程度認める
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のか、それともそうではないと、失しないのだから議会を再開して行うような準備をちゃんと

常に議会は整えるよという、そういう部分ではないの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） これはどっちみち新年度から先ほど言ったようになると思いますので、

これはやはり我々議員として、議会としてもいろいろな法的な解釈を大いに議論して勉強する

のも大事だと思うのです。ですから、きょうここで決めないで、解釈を各会派で議論して、通

年議会のあり方も変わりはしないけれども、どうだろうと、もっといい方法がないのかどうか、

そういうことを議論してもらったほうが、持ち帰ってもらったほうがいいと思うのです。いろ

いろな条例上の解釈とか十分勉強してもらって、運用を解釈されたほうが僕はいいと思います。 

それと、今局長言ったように議会は物理的に開くことは可能ですから、除排雪になると、当

初２回もっているのですよね。２回使ってしまったら直ぐ補正すればいいのです。というのは

僕が言うのは、１回でも２回目でも仮にどっと降ってしまって、そのこと議会でも常に質問が

出るように、あの地域はどうだったのかと、いろいろな町民から苦情が来るわけです。それを

議会の場に反映して、また次の除雪に生かすということになれば、２回持つか３回持つかわか

らないけれども、その予算がなくなるとなれば、すぐ補正予算を組めば何も対応できるはずな

のです。そのときに大いに議論もできるのかと思うのですけれども、そういう部分の対応につ

いては、町の職員の負担になるかもしれないけど、できると思うのです。だとすれば、やはり

そのときに専決されて次回の除雪つくより、２回の部分の除雪の体制とか、例年より降雪が多

かったとか、そういうものを理解した上で今白老の除雪はどうだったのだろうという部分も町

民から声聞いて、議会でこういう議論されたよということを返すのも議会の議員活動だと思う

し、チェックする部分もあるのかなと、提言もする部分があるのかなと思うのです。そういう

部分も含めて、予算編成上の技術的な部分も勉強してもらって、次回なるかわかりませんけれ

ども、持ち帰って議論してもらったほうがいいのではないですか。皆さんだって条文だって読

んでみたいだろうしと思うのですけど、いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） では、それはここで今結論出すといいうわけにはいかないから、そ

ういうことでもう一度持ち帰ってもらうということでいいですか。ただ、来年の３月というわ

けにはいかないと思うのです。町側が提案しているのは、ことしの冬から専決処分という意味

ですから、委員長の立場としては少なくとも 10 月、11 月までには結論を出さなくてはいけな

いというふうに思っておりますので、そのつもりでやってください。来年の３月というわけに

はちょっといきません。そこだけはそういうふうに議論をしていきたいというふうに思います。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 会派に持って帰るときに議論する中で確認しておきたいと思います。

今前田委員がおっしゃった２回分を持って、それを使い果たす前にすぐやったらいいのではな

いかと。それだって、予測をある程度はして町はやっているのだと思うのですけれども、何か

それを聞いていて、それだったら１回使ったらすぐまた２回分ずつ、１回は必ず余裕が残って

いるというぐらいにしたほうが、そういうことができるのかどうか。２回目予算組んで、１回
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使ったらまた次の１回分は補正しておくとか、そういうふうにできるのか。そうでないと、夜

中に降ったり、朝２時くらいに出なければならなかったりとなったときに、出て来られるのか

ということになりますよね。２回なくなったときの、次に雪が降らないとは何の保障もないわ

けです。だから、そういうふうに議会が出て、どうしても議会で専決を認めないでやるという

ことになれば、そういう細かいところまで議論をしておかなければならないでしょう。専決権

はあるのだけど、通年議会やっているから、議会はいつでも集まりますからかけてくださいと

言ったら、夜中であろうともしかしたら必要になることもありますよね、雪の場合は。朝の通

勤とかそういうことに支障がないように除雪しているわけですから。だから今までおっしゃっ

た２回分ずつ、２回終わったらすぐ２回分その間に降ったらどうするのという、そういう意味

ではないですか。こだわらないけど、だから１回分ずつ残しておいてやればいいのかなと、そ

んなこと考える必要ないですか、ただ議会がそれを認めるかどうかだけでいいのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） それはそれで結構です。あとは町側が考えることであって、我々が

考えることではございません。我々が今議論しているのは、専決処分を認めるかどうかという

ことですから、それはそれで認めないということであれば、町側はそれなりの対応を取るとい

うことです。そういうことです。 

山本議長。 

○議長（山本浩平君） 専決処分を認める、認めないということになってくると、それこそ本

当にスタートに戻って町側と事務レベルと申しますか、当初議運の委員長、副委員長、並びに

議長、副議長も多分入っていたかと思うのですが、出発する時点で、専決処分はこのくらいの

部分は認めてくださいというのが最低限の申し入れだったと思います、町側の。それは間違い

ないと思います。先ほど議運の委員長もおっしゃったように、我々のほうは公務災害適用だと

かいろいろメリットあるのです。また突発的に例えばありましたよね、日本製紙のばい煙の問

題あるいは安偶楽さんが来るときにふん尿のことを調査したいとか、後はＴＴＰ、これも全道

から一番初めに意見書を提出したのは白老ですね。これは通年議会をやっていることによって

議会としての素早い行動ができたわけなのですけれども、それをやるに当たって町側が引っか

かったのは専決処分、これだけは認めてくださいという条件なのです。ですから、そのときの

原点を考えると、余りそこを突き詰めていきますと、通年議会そのものをどうしようかという

ような話になってこないとも限らないと私は思います、町側のほうが。そうなってきたらそこ

でまた話し合いをするのかどうかということと、それと皆さん今雪のことばかり考えられてい

ると思いますけれども、文書見ると決して雪ばかりではないですよね。大雨のときの災害だっ

て考えられますし、あるいは例えば水道管が破裂して噴水みたくなったと、そういうときだっ

て考えられますよね。これは決して雪だけのことではないのかなというふうに思われるもので

すから、きょうここで結論を出してくれと私も決して言いませんけれども、これは早めにある

程度もう一度持ち帰るなら持ち帰って、次回結論を出すくらいのことでやはりやるべきだと思

います。というのは、もう結論を持ってきているところほとんどだと思うのです。そのために

会派会議開いているわけですから、その点だけちょっと強調させていただきたいと思います。 
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以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） 会派会議でまたこの問題をもむことになると思うのですが、今前田委

員が言われた意見だと２日例えば予算を使ってしまっても、議会としては対応をとれるのだと

いう認識の方と、２日雪が降って予算がなくなってしまったら、議会を開催するのに政策執行

できない立場と、全く話の認識が変わってきてしまうと思うのです。議論をしても議論がかみ

合わなくなると思うのですけど、それはすり合わせをしないでそのまま議会に持ち帰りでよろ

しいですか。意見が隔たり過ぎてしまうと思うのですが、どうなのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 具体的に言いますと、今までは臨時議会で対応しているわけなので

す。専決処分やらないで対応しているわけです、現実的には。専決処分認めていないわけだか

ら。だけど、それでは非常に不都合だと、町側は。不都合だから専決処分を認めてほしいと、

こういうことなのです。原点で言えばどういうことかというと、議会はチェック機能を強化す

るために通年議会を取り入れますよと。現実的には議会の招集権というのは町長にあるのです。

だから、１月６日の議会というのは町長が招集しているのです。閉会しないで休会だったらあ

とは全部招集権は議長に帰属するわけです。だから議長が開けるようになるわけです。だから

通年議会で休会中だから常任委員会はいつでも議長が委員長に届け出を出せば許可はいらない。

届け出さえ出せば常任委員会はいつでも開けるとなっている。休会中だからなのです。閉会し

たらそうならないのです。逆に言えば、町側が１月１日にこの後も閉会しないのなら、議会を

招集しませんよと言ったら通年議会はなくなるのです。そういうことです。そこは町側にきち

んと議会が話をして、理解をしてもらって、こういう専決処分は受けますから、これ以外はや

らないでください、そのかわり議会は全部対応しますと、こういうふうに言っているわけです。

だからそうなるのです。だから、阿久根市みたくなっても、どちらかがうんと言わなかったら、

通年議会にはならないのです。だから、そこの原点と一番の焦点は、この通年議会をやるとい

うことと専決処分というのは裏腹の部分だから、ここの部分は一致しないとだめなのです、町

側と。だから、そういうことできちんと話し合いをしながら、事務レベル協議を設けたという

のはそういうことなのです。今の小西委員の質問で言えば、いいとか悪いとかではなくて、通

年議会入ってから一度も予算執行ができなかったということはないわけです、現実的に。町側

が対応して、臨時議会開いているから。 

○委員長（大渕紀夫君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） たまたま２日続けて雪が降っていないだけで、今回は除雪を専決処分

の対象に入れてくれということがメインなので、通年議会前提での話ですから、通年議会やっ

ている中でたまたまなかったと。３日続けて降ったときは、では専決処分なかったときにはど

ういう対応をするのですかと。対応できるという委員もいらっしゃいますし、２日続けて降ら

れたら議会を招集するのに時間がかかるし、２日目降ったら専決処分なかったらできないとい

う僕は認識でいて、それで政策が執行できないという意味で発言をさせてもらっているのです

けど、できるという人もいて、できないという方もいて、これすり合わせしていなかったらい
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つまでたっても同じ話の繰り返しのような気がするのですけど。たまたま今までは降っていな

いという３日連続、雪が。それはここ数年ゲリラ豪雨とか、いろんな異常気象があちこちで発

生していて、白老に豪雪３日ということもなくはない話なのです。そういうときに困るから町

は今これを上げてきているというふうに僕は認識をしているので、今まではよかったけれども、

これからそういうふうになったときに議会は腹をくくって、２日なったときに朝でも夜中でも

出て来てくれるのですかという認識の、僕は話だと思っていますので、そこの認識を新たにし

ておかないと、議論が各会派で進まないと思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の小西委員が言った、２日目にやれではなくて、町が対応すること

であって、そういうことも考えられるでしょうということ含んで言っていますから、あくまで

も私が言ったように、通年議会と専決処分の中の 180 条と 179 条がどうあるべきか、というこ

とを先に議論するべきだということで、もしやったら技術的な、物理的なものは町が２日しか

見られないのだから、当初では。そうすれば今言った議論の中で、当然町はどうしなければな

らないかということを対応するのが町であって、先ほど委員長言ったように、それを僕が２日

でできるというのではなくて、例えばそういう形でもできるのではないかという話だから、そ

こはこだわらないでほしいと思います。ただ、今言ったように、２日も３日も雪がどんどん降

れば、逆に北海道の日常の雪の降る状態ではなくて、白老から見れば逆に災害になる可能性が

あるのです。その解釈になってくればこれが適用になってくるのかなと思うのです。あえて僕

が言うのは、この専決でも委員長も議長も言っていますように、中省きますけれども、いっぱ

い専決こういうこと町がしたいということが上がってきたのです。その中整理をして議論をし

てこれだけになっているのです。仮に税の部分もあります。これも国が税法決まらないと白老

町は執行できないからそれは専決ではない。僕も税務課にいたのだけど、本来は臨時議会で何

度も開けば、やれることはやれるのです。だけれども、いろいろな技術的な問題、条例改正し

なければならないから、だから間に合わないよということで、では入れましょうということに

なっていますから、前段としては何項目かあった部分に専決処分を整理されたのです。それを

皆さん言っているのは、もう町側はわかっているでしょうということ。僕はわかっていると思

うから、そういう部分がどうかと言っているのだから、余りこだわらないで。ただ、議会はす

ぐ招集できるということ。そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。いろいろ議論あるのですけど、結論から言うと委員長にお

願いしたいのは、次回くらいにはもう結論をきちんと出したほうがいいというふうに私は思い

ます。それと、ここの 179 条で町長は専決処分できるのだということになっているわけですよ

ね。改めて 180 条の１項に今回またこの部分をつけ加えるということなのですけれども、町民

の福祉向上も含めて、町長であれば必ず執行をしなければいけない。予算がないのだからと黙

って見過ごす、これは絶対できないわけですよね。であるならば、何もここで認める、認めな

いとかいうことではなくて、議会も同じ立場です、町民の立場に立って考えなければならない
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立場ですから。やはり理屈ではなくて、その辺のこともきちんと踏まえて、現実的な議論をし

っかりとして結論を出すべきだというふうに私は思います。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はっきり言っているのは、３日降ったら専決処分でなかったら対応

できないのです。それは議会招集できればいいけど、そんなことにはならないでしょう。だか

ら、それはそうなのです。だから、そういうことも全部わかった上で、それはどうしてもでき

ると言えばできるかもしれないけど、だけどそういう現実論で議論したほうがいいと思います。

ただし、法の裏側というのがあって、179 条と 180 条の関係と通年議会の関係だけはよく理解

をした上で結論を出していただきたいのです。そのことがわからないでやると、これはあっち

の立場とかあっちの立場というから、そういうことではないのです。大切なのはそこではなく

て、法の裏づけと町民が何を望むかということです。そこで議会のチェック機能というのは、

やってやることもチェック機能だし、チェックすることもチェック機能だし、両方だから。で

すから、そこはきちんと議論していきたいというのが私の考えです。それでは、この件につき

ましては、なるべく早く結論を出すようにしたいと思いますけれども、各会派でもう１度議論

をしていただいて、この次には一定の結論を出すというふうにしたいと思いますけれども、よ

ろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） では、予算を組むときの、１年分の回数を予測してやることは、これ

はバツということで考えていいですね。それは無理だということにとらえていいですね。その

上でどうするか、専決をするかというふうに会派では話し合ったほうがいいですね。それも含

めてやってしまうと、また話もとに戻りますので、議会としては申し入れはしたけれども、町

としては、これは無理なことだときていますので、こういう専決にしてほしいときていますか

ら、今度会派で私たち持ち帰って、ここで聞いている部分ではいいのですけど、会派で話合う

ときには、その前にそういう話を私もしたし、みんな出てやったけれども、町としてはやはり

厳しいと、予算の関係では収支のバランスを取らなければならなしということで話をして、そ

れもうなしと。今後出たときにどう対応するかということで、その後の専決を認めるというこ

との議論でいいのですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 現段階では、当初予算に平均的な回数の予算を組むのは大変だとい

う状況でありますから、今２回分、今回３月では２回分だと思うのですけど、そのような予算

の組み方でさせていただきましたと。非常に厳しい状況なので、そういうふうにしております。

財政規律上の問題からそうではなく、こういうふうにすべきだというふうに私もきちんと言い

ました。それは十分承知しているけれども、現状ではそのような形でやらせていただきたいと、

こういうことであります。 

それでは、そのような形で、各会派で再度議論をしていただきたいというふうに思います。

一方的な議論だけはしないで、きちんと全体を見てひとつよろしくお願いをしたいと思います。 
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それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５７分 

                                         

再開 午前１１時１１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。 

３番目の予算・決算審査特別委員会のあり方についてということです。そこの２番目、３番

目、担当課の問題、理事者の出席につきましては、従来どおりの形で行うということになりま

した。課ごとにはなかなか難しいということで、審査日程が長くなるということもありますの

で、従来どおりに行うということになりました。 

１番目の本会議の質問回数の問題なのですけれども、これにつきましては相当議論をいたし

ました。しかし結果としましては、町側は従来どおり行っていただきたいと。要するに３回の

範囲での質問にしていただきたいと、こういうことでございます。議会側はどういうふうに言

ったかというと、委員会規則を盾にとって、委員会規則がこうなっているのだから、本会議で

はないわけですから、当然委員会規則どおりにやるべきだと。これはやはり一番強い主張でご

ざいますので、そこで言ったのですけど、従来どおりにしていただきたいということでござい

ます。この件につきましては、歩み寄る部分が現段階としてはありません。それで、町側も議

会側もお話をしたのは、この後正副議長、町長、副町長、この部分でお話をしていただくとい

うことで、トップ会談をしていただきたいというお話でまとめました、最後は。これ以上ここ

で議論をしても結果は同じでございますので、まずそこのところをそういう形で進めていくと

いうことでいいかどうかということも含めて、ご質問を含めてございましたらどうぞ。 

山本議長。 

○議長（山本浩平君） 結論としては、そういう方向で仕方ないのだろうなというふうに私も

思っています、そういうことであれば。ただ、事務レベル協議のときに話し合った内容を１つ

だけお伺いしたいのですが、決算審査に関しては、事実上試行みたいな形だったかもしれませ

んけれども、撤廃してやっていますよね、そのとき何も問題がなかったと。その辺は主張され

たと思うのですが、これに対しての町側の答えはどうだったのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 試行期間中に委員長が認めるということについては、異議はありま

せんでした。だめだという意見ではありません。しかし、原則３回を崩さないでほしいという

ことであります。そのことを否定して３回以上はだめとか、そういうことを言っているのでは

なくて、原則３回の線は崩さないでいただきたいと。委員長が必要なときに認めることについ

ては、それは仕方がないのではないですかと。それは当たり前のことですけど、そういうこと

だと私は認識しております。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） お手元に、こういう形で進められているという中で、特にこうい

う内容でよろしいのではないのかというのが、町の考え方です。 

○委員長（大渕紀夫君） 取り払う必要はないけれども、委員長の采配で認めることについて
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は言いませんということです。我々は３回というのは全部取っ払いなさいという言い方だから。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 今事務レベルでの話の内容はわかりました。最終的な落としどころも

そうしたいということについては、いた仕方ないと思いますけど、申し上げておきたいと思い

ますけど、先回も言いましたけれども、議会としてはやはり言論の府でありますし、自分たち

が政策議論をするというのが建前ですから、町側から３回ということを押しつけられるという

か、それをやるということはどうかと思います。やはり議会は議会としての自己主張の中で、

町側に何らかの方法で念を押しておいていただきたいと私は思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） 西田です。私も前田委員と似たような考え方を持っているので

すけれども、やはり予算・決算委員会において、基本を３回でお願いしたいということであれ

ば、従来ずっと議会としてどれだけ調査できるのか、やはり議員個人個人がどのような形でこ

の予算また決算について町民を代表して議論する中で、その制限をどうしても何とか崩さない

でということは、向こうの立場はわかりますけど、でも果たしてそれで本当にいいのかなと、

私は非常に疑問に感じます。やはり必要だからこそ４回、５回と質問は続くのであって、それ

をできれば３回で委員長の采配で認めてもいいということになりましたら、正直言って３回以

内に答弁をきちんと引き出せるような、技術的なことも議員は負担になってくるわけですし、

そのときに正直言いまして質問をしているこちらとしては、最後のきちんとしたものがほしい

なと思っても、そこで何か終わってしまうというのがこれでいいのかなと、非常に疑問を感じ

ています。ですから、今までも撤廃というわけではないですけれども、試行的にやってきた中

で、特段に委員長がこれは３回目ですからね、次４回目ですからねと念押しされてこちら側の

議員のプレッシャーということも少し考えていただきたいと思います。正直言って質問するこ

とに対して３回でと決められたときに、やはりそれなりにプレッシャーを感じているのですけ

れども、その辺は皆さん大丈夫なのでしょうか。私はプレッシャーを感じています。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと議論が違うところにいっていると思うのです。我々は制限

を撤廃しなさいということで、町側に申し入れました、きちんと。いいですか、そういう立場

できちんと議論をしてきたのです。それを町側は、今は認められないということですから、ト

ップ会談をしていただくということですから、私と本間副委員長と局長と入って議論していま

すけれども、そこはきちんと言っていますから。そういうことで議論していただかないと困り

ます。これから議論をして結論を出すということではございませんから。もうそこの事務レベ

ル協議はそこで終わりです。ですから、あとはトップで話をしていただくという、そういうこ

とで理解をしていただきたいというふうに思います。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 過去の担当課ごとの審議という、これはいろんなことを含めて職員の

規制だとか、もちろん議会側もそういったことで、きちんと課ごとに勉強してやっていきやす
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いといういろんなことの議論があって、このように申し出たと思うのですが、審議日数の関係

から現行どおりというふうに言われたということは、決算委員会はあくまでも３日間でしたよ

ね、今まで。３日以上の日程は組めないから３日ということなのか。その辺どのような考えな

のでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） それは、別に３日がだめだというのではなくて、今３日でやってい

るわけですよね。それを延ばすとなれば、全員が拘束されるという格好になります。理事者も

出ますから。今例えば審議日程上がってしまったのです、９月に。ですから、そういう中で、

今それに即対応するのはなかなか難しいですという中で、従来どおりに行いましょうと。これ

は町側から提案してきたことに対して、我々は、それは技術的にできれば議論してこちらにか

けますよということだったのですけど、向こう側からそれは難しいですからということで、取

り下げたということでございます。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今後は担当課ごとの審議は考えられないということで、今回限りでは

なくてこれはなくなるということでいいですね。 

○委員長（大渕紀夫君） それは再考する場合があるかもしれませんけれども、多分すぐとい

うことにはならないという感触でした。確認はちょっとしておりません。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 私のほうで町のほうとこの日程関係については説明をしておりま

して、過去、いわゆる決算委員会が少人数の委員さんで、この場所でやっていたときがござい

ます。そのとき各課すべて、課ごとにやっていたということなのですが、それは 10 月に一度審

査の特別委員会を開催して、日程をすべて調整して決めると。その後 11 月に審議日程は５日間

ぐらい取ってやっていたという状況ですから、11 月の中過ぎくらいまでかかってやって、12

月に決算審査特別委員会の報告を行うということがありました。まずは審議日程の関係です。

それで、なぜそれが９月の定例会で行われるようになったかというのは、日程もそうなのです

が、一方で決算審査特別委員会での議論を踏まえた時間編成ということも非常に大事になって

くると、次年度の予算編成に大事になってくるとなると、９月でないと町としては当然間に合

わないだろうということがあります。そういうことが、事前の協議の中でそういうような話も

ありまして、町側のほうとしてはそういう過去の経過も踏まえれば、直ぐにということにはな

かなかならないだろうという中で、このようなお話になってきているということであります。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか何かありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、この件につきましてはよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、議長、副議長、９月の決算委員会前に、相当前に町長、

副町長とのお話し合いをよろしくお願い致したいと思いますので、この件についてはそれをや

っていただいて決算委員長もいますから、結論を出していただいて、議運に報告をしていただ
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きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

山本議長。 

○議長（山本浩平君） 平均質問回数とかデータはありますか。僕は３回以上という人は結構

少なかったように思うのです。１回でやめる人もいれば、２回でやめる人もいる。３回進まな

い人もいる。平均したら僕はさほど３回を超える人というのは、たまにあったとは思うのです

けれども、その辺もしデータが取れたら、説得をする材料として、用意できたらお願いします。

できなければ結構です。 

以上です。 

○事務局長（岡村幸男君） それにつきましては、今この場で持ってございませんので、回数

については調べて資料としてつくりたいというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、３番目については、そのような形でトップ会談をしてい

ただくというふうにしたいと思います。 

続きまして４番目、政策研究会の設置の件でございます。５月 11 日の中身と同時に 7 月 13

日の議会運営委員会の中で公明党さんと私のところから、このような議題で政策研究会を持た

れたらいかがかというような案が出されておりますけれども、その後の経過の中で、各会派で

こういうことを政策研究会で取り上げるべきというようなことがございましたら、報告をして

いただきたいと思います。なお、９月の定例会の中でこの政策研究会を立ち上げるとすれば、

少なくとも８月いっぱいぐらいには結論を出さないと９月の議会で承認をもらえないことにな

りますので、その点も考慮しながら、どのような形で政策研究会を進めるかというあたりの議

論をお願いしたいと思います。各会派で政策研究会の内容の問題についてご議論があったとこ

ろがあれば、ぜひ報告をしていただきたいというふうに思います。 

小西委員。 

○委員（小西秀延君） 会派会議を開きまして、テーマも共産党さんそして公明党さんからも

幾つか出していただいたのですけれども、当会派の中ではそれの中から新しくもテーマを募集

しましたが、決定することはできませんでした。それで、もし皆さんの中で、議運の中で決ま

りましましたら、そのことに従って自由参加として会派の中から自由意思で参加をさせていた

だきたいという意向でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかに議題の協議をされたところはございませんか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今お伺いしていて、２会派は出しましたけれども、１会派はこれから

皆さんから出てきた中から参加したいということなのですが、あと２つの会派は相談をされて

いないのか、しなくてもいいと考えられているのか、その辺どうなのでしょう。それともまた

かがやきのように、決まったことに関して参加は自由なので、それは考えていますよというこ

となのか、その辺のことをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私の会派も５月 11 日の議運にあわせてきました。その後していません
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ので、前回と同じで小西委員がお話ししたような内容であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 民の会、西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） 民の会としましては、政策研究会については皆さんがやりたい

ものがあったらそれでよろしいのではないでしょうかと。それを早い時期に議論しまして、そ

のままです。特に会派の中から問題点について政策研究会をやろうという意見はまとまりませ

んでした。 

○委員長（大渕紀夫君） 議題はないけれども、参加する可能性はありますということですね。 

○委員外議員（ 君） 議題は、もし皆さんからあるのでしたら構わない。 

○委員長（大渕紀夫君） それでいいですよということですね。 

○委員外議員（ 君） 会派の中では、参加するかしないかまでは話していません。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、６点ほど今まで議題が出ております。１つは３連携。子

どもの食育の関係を含めて、食育全体、食育が３連携にどんな役割を果たすのかというような

ことを含めた、そういうことが取り組めないかということ。それから、中学生までの医療費無

料化の方針が出ているのだけれども、進めるのは賛成なのだけれども、平等の精神からいって

そこら辺はどういうふうに考えたらいいかというあたりのことを検討してはどうかと。それか

ら、地域担当制、制度を生かすために議会は議会としても地域担当制のことについての提言と

いうのか、そういうこともやっていったらどんなものかと。それから、企業誘致。特に興す企

業への積極的な対応。発掘なんかもしていく研究。これは多分自然エネルギーの関係等々、北

海道で凄く行われていますから、そんなことなのかなというふうに私も理解していますけれど

も、そのようなことが出されたということと、今のは公明党さん、４点です。私のほうから、

議会改革の内容が町民の皆様にほとんど理解されていないと。これを本当に理解してもらうた

めに、議会改革の本来の姿。そしてそれを町民に理解してもらうために、これが全国的な一番

問題なのだけれども、ここのところを突き破っていくというような方法を検討してはどうかと

いうことと、人口減少に対する対応策。これは政策的、政治的含めた人口減少に対する対応策

何かを議会として取り上げてはいかがなものかと、政策研究会でというような案だったのです

けど。少子化対策含めて。もちろん、白老町が人口減るというのは大変なことですから、これ

は議会としても本当に真剣に考えなければいけないというように思います。 

ですから、政策研究会をこの中から２点ほどに絞り取り上げて、できれば１年かかろうが２

年かかろうが一定の結論が出るまで議論を積み重ねてはいかがなものかと。こういうことなの

ですけれども、ご意見がございましたらどうぞ。どうですか、９月までやるとしたら、９月の

議会で議決をいただくとしたら８月いっぱいということですので、次回までこの６点から２点

ほど絞り込むというようなことを各会派で議論をしていただければというふうに思うのですけ

れども、この点はいかがですか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ちょっとお伺いして、議会改革の検証みたいな形でやっていくという

ことだったのですけど、通年議会、前にあれは政策研究会でアンケート調査をしましたよね。
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ああいったことも含めてなかなか町民の方に理解をされていないと。通年議会をやったことで

かなり日数がふえましたよね。それは広報広聴の委員会がかなりふえたということで、報告会

をやめましたよね。私はずっと流れ考えて、なかなか町民の中に通年議会は理解されていなか

った。その中から出ていくことをやり始めた。それが、日数が多すぎるのでやめましたと。全

部議会の都合でやって、議会の都合で決めて、出るのも少ないから、もちろん実際にやってみ

て問題があったから引くところは引いたのですけれども、そういったことを含めて、本当に町

民の方々というのはどんなふうに見ているのかなとすごい気になる。だから議会改革のもちろ

ん政策研究会も必要なのですけど、議会改革の検証。これ、第３次終わりますよね。そういう

ことも含めて、これは議運なら議運で所管きちんと持って、本当にきちんと町民の声を聞ける

ところは聞くとか、本当に各地域から視察に来ていただいて、説明はしてすごいねということ

は言われるのですけど、町民にすごいねという言葉は余り聞かせてもらえていないというのが

すごく残念なことだと、それは私たちの説明責任がやっぱりきちんとしていないのではないか

と思ったりもしたのですけど、そういうことも含めて、議会改革が政策研究会が合うかな、そ

んなこともちょっと考えたのですけれども、どのようにお考えですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今吉田委員から提起がありましたけれども、その点はどうでしょう。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 各会派でこれから何がいいか話しますので、議会改革のことはどんな

ふうに各会派でとらえて、今後第４次はどうするのかとか、その検証をどうするのかとかは各

会派でまたそのときに話し合ってくださってもいいと思います。一応問題提起という形で。 

○委員長（大渕紀夫君） 今回第３次が 25 年、来年の３月 31 日で第３次改革が終了いたしま

す。ですから、その検証は今やっているのですけど、結果として最後までこれはやりたいと思

っています。一定限度の資料も出たり、内容の議論もされておりますので、３次改革はそうい

う形にするのですけれども、その後どうするかというようなことも含めて、３月の段階までに

一定の議論はしたいというふうに考えております。 

政策研究会につきましては、次回までにかがやき、きぼう、民の会さんから先ほど主題はも

う自分たちにはないですよということで、参加は自由参加でやりたいということですので、こ

のテーマの絞り込みを次回の議運までに各会派で議論してもらって、その意見を集めて２本に

絞り込んでいくということでいいですか、この件については。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） ２本に絞るという前に、前に政策研究会２つやりましたね。議

会での報告は受けたのですけれども、正直言いまして、私前回のとき体調を崩して入院したと

いうこともありまして出席できなかったのですけれども、そのときにどのような政策について

というような内容について、議会での報告は受けましたからいいのですけど、例えばそのとき

に集められた資料とか、正直言いましてそういうどこまで勉強したのかなというのが全然そこ

の研究会に入っていなかったものですから理解できていないです。今でも理解できていない。

ですからその辺正直言って、やはり研究会に入った方と入っていなかった方にちょっとギャッ
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プがあるのではないかと思うのです。ですから、これをやっていこうというふうに進められる

のは構わないのですけれども、その辺のギャップをもうちょっとわかるいい方法がないのかと。

今回これを決めましょうといっても、ではどこまで皆さん突っ込んで研究してきたのかなと、

ちょっと見えていないというか、わかっていない部分があるものですから。 

○委員長（大渕紀夫君） 一定限度の報告、中間報告及び最終報告を議会ではしております。

質疑ももちろん受けております。これは自由参加ですので、強制的に割り振るというわけには

いかないのです。ですから、参加していない方々と、これはギャップが出るのは当たり前です。

なぜかということ、12 回から 15、６回、ここでけんけんごうごう相当な自由討議含めて両方と

もやりましたので、それはそこに参加している方としていない方との差は歴然としていると思

います。ですから、そこは初めからわかっていたわけですけれども、それ以上の言いようはな

いのです。説明するといったって、それだけの会議の量と中身はそこでやって、あの結論です

よということ以外ないのです。ですから私は、これは強制でも何でもないです、できれば全員

が参加してやれれば一番いいのではないかと。ですから、８人以内で２つというふうにしたの

は、わざとそういうふうにしているわけです。ですから、できれば皆さんが参加されて、政策

議論ですから、ここから白老町の将来展望も含めて見つけ出したいという意欲でやるわけです

ので、そういう自分たちが白老町の中でこれが問題点で、これを研究して、こういう方向性を

見出したいというものをぜひテーマに選んでいただいて、それを議論するというふうに説明す

るしか、説明のしようがないかなというふうに思っております。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 今のお話で大体概略はつかめましたけれども、予算のこととか

視察のこととか、その辺ももうちょっと教えていただければありがたいと思うのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 政策研究会は、委員のみでやることになっております。なるべく町

側にも資料請求をどんどんして出してもらうのではなくて、自分たちでいろいろなインターネ

ット等々駆使して資料も集めるし、研究もする。それを持ち寄って報告し合う。もちろんそれ

だけではおっしゃられたように不十分ですので、それは議会事務局の応援ももらいますし、資

料の必要なものはいただきます。しかし、基本的には町のお世話にならず、議員がみずから政

策研究をやろうというのが趣旨でございますので、必要に応じて公式な会議ですから、どうし

ても視察が必要だと言われれば、議運に諮るなり議長と相談するなりの中ではだめだというふ

うにはなっていませんから、だめだとなっていないということは、行っていけないことはない

ということです。ただ、基本的には議員がみずからこの場で政策研究をするというのが主題で

ございますので、そういう形で取り進めるというのが原則だというふうにはなっています。こ

れは要綱にも書かれております。そんなようなことです。 

それでは、次回までに絞り込むということでいいですか。とりあえず各会派で議論してみて

ください、そこを。できれば僕は９月あたりから立ち上げたいとは思っているのですけれども、

どうなるかわかりませんけど、そこら辺を含めて議論してください。４番目はそういうことで

よろしいですね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 続きまして５番目、第３次の議会改革の検証の問題です。きょうの

資料３に年報掲載の中身が出ております。資料は５月 11 日づけの議会運営委員会の資料に入っ

ております。最後のページ、黒丸ついているやつです。この一番初めの町民に開かれた議会の

中に議会年報の作成公開というのがございますので、説明を願います。 

 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 資料３ということでお示しをしてございます。前回の意見の中で

は、事務局の負担にならない程度ということでご意見をいただいておりました。そういう中で、

事務局としてどの程度の内容であれば、今ある情報を使って１つにまとめることが可能かとい

うことで検討したものが年報掲載項目ということで、皆さんにお配りした資料３の内容です。

この内容であれば、既存のデータ等を生かしながら、毎年これを更新して、年報をつくってこ

れを公開することは可能だというふうにとらえております。ただ、この項目だけにとらわれず、

委員の皆さんからこういう項目があってもいいのではないのかということは、事務局としても

受けとめて検討したいと思いますので、ご意見をいただければと思っております。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） これだけでも毎年きちんと出していけば、積み重ねれば役立ちます

ね、これは。議員の皆さん方、何かご意見がございましたらどうぞ。 

小西委員。 

○委員（小西秀延君） 議会事務局のほうに質問になるのかもしれませんけれども、前回議運

において当会派ではホームページ、議会だより等でかなり白老町議会では情報を発信している

ほうだというふうな認識に立っているので、年報までの作成はいいのではないかということだ

ったのですが、議会事務局のほうで掲載しているデータをまとめることが安易ということはな

いでしょうけど、簡単に労力をかけずに作成はできるよというのであれば、また会派の意見も

変わってくるかなと思うので、議会事務局サイドとしてまとめやすいものになっているのかど

うなのか。データで全部パソコンに入っていて、それを収集しやすい状況になっているのかと

いう点を教えていただければありがたいと思うのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 今小西委員のほうから言われましたとおり、前回の議論の中でも

インターネットで公開しているということもあるということで、そこまで作成する必要はない

のではないかというご意見をいただいた部分はありました。ただ取り組み、第３次議会改革に

おいて取り組む項目ということになっているものですから、基本的には事務局としては取り組

む方向で検討しているということでご理解をいただきたいと思います。それで、ここにあるデ

ータはすべて電子データとしてあります。ですから、あとは加工をするという形になるかと思

います。いわゆる年報として見やすい形に加工するということが必要になってくるかと思いま

す。それについては、多少やはり時間等が必要になってくるというように考えてはいますが、

今の範囲の中では新たにデータを集めてくるということではないので、時間はある程度かかり
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ますけれども、まとめることは可能だというふうに考えています。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 基本的には、議会年報の作成と公開が入っていたというのは、今回初

めて、ああそうなのだと思ったのですけれども、今お話しを伺っていて、全部データとしてあ

ると、公開もしていると、見ることはできるということで、これ年報にしてどうするのですか。

年報ということは、冊子か何かになるということですよね。冊子は配るのですか、町民の方に。

ではなくて、議会として保存しておくということなのですか。情報公開だから、見たい人は見

せると。どこか公共施設に置くとか、そういったことで考えられているのか。議会に視察来た

ときに、白老町の概要みたいなのはつくって出していますよね。ああいった形のものなのかな

と、それをもうちょっと詳しくしたものなのだろうな。これを所定の場所において、時間をか

けて事務局が、議員がつくるのではないですので、事務局が苦労してつくられて、その後効果

的なものが本当に考えられるのかどうなのか、私が聞くのはおかしいのかもしれませんが。 

○委員長（大渕紀夫君） それは議会事務局に聞くのではなくて、議会運営委員会で皆さん方

が決めたことですから。そこはちょっと誤解をしないでください。それで、当然これは個々の

議員に配付されます。これを見れば、新しい議員さんでも、例えば何か聞かれても答えられる

のです、全部。新しい議員さんでも１冊持っていれば。傍聴どれくらい来ていますかと聞かれ

たときわからないでしょう。そういうことを町民の皆さんに答えたり、何代目の議長誰だった、

この前に議長誰だったと聞かれたとき全部答えられたりするのです。ですから、これは私は生

かし方によっては非常に使えるものだと、私自身は思っていましたし、ですからこの改革項目

の中に入っているのです。こういうものをつくって、毎年毎年蓄積して、１回つくってしまえ

ばその年の蓄積というのは微々たるものですから、それは将来的に白老の議会の、例えば概略

だとか、町史だとかをつくるときにも、私は非常に役立つものだと思うのです。ですから、デ

ータがたくさん出ていますよと言われたのですけれども、もし事務局に負担がかからないもの

なのであれば、議会としてやはりこういうものを持っているというのは、私は必要なものだと

思います。ほかの議会は大体持っていらっしゃるのではないかと私は思っていますけど。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 基本的に、議会改革は議会の議員でやるものだというふうに思ってい

ます。もちろん情報を公開して皆さんに協力していただいて、いろんなことを勉強しながらや

っているのですけれども、そういった作成に関しては、私は議員でできるのなら議員でなるべ

くやるのが本当だというふうに思っているほうです。ですから、議会事務局も４人の体制でや

っています。その中に事務局に負担をかけていいのかどうなのかということをちょっと、でき

上がったものをいただくのはそういうことでは使えると思います。でももし議員がそういった

情報を出していただいたり、自分たちで出したりして、冊子にこういうふうにしようというこ

とも、本当の意味での議会改革の自分たちでやったものをというふうに、私はなるような気が

するのですが、それは無理なことでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 基本的な考え方をお話ししたいと思いますけれども、私は議員と議
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会事務局は一緒だと思っています。当然、議員がものをつくるというのは、情報を出したり要

請をしたりすることだと私は思っています。ですから、それは先ほど申しましたように、負担

にならない範囲であれば、なかなか難しいところですけど、それは議会事務局の仕事としてお

願いするのは、何も間違ってはいないと。私はそう思っています。それは議会事務局のお仕事

ですから、それは当然だと思います、私は。ただ、それが負担になって、もうできないという

のなら、議長に相談をしてこれは無理ですよと言えばいいだけのことですから。総務課にお願

いをするというのは話が違います。私は、そこはそういうふうに受けとめています。 

議長どうですか、今の私の勝手な意見ではまずいと思いますので。 

○議長（山本浩平君） その点に関しては、今の議運の委員長と同感でございます。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ご理解されるかどうかは別にいたしまして、そういうことでござい

ます。これにプラス、僕は何でこうやって言うかというと、改革項目の中に入っているからや

るべきだという考えなのです。これ以上もし必要な項目があれば、会派で議論をしていただい

て項目をつけ加えてください。それはちょっと議会事務局の負担になるかもしれませんけれど

も、こういうものを入れたほうがいいというものがございましたら、各会派で議論をして項目

をつけ加え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） 第３次議会改革の検証ということに当てはまるのかわからない

のですけれども、議会で一般質問とか代表質問、また通年議会とかいろいろ議会ありますよね、

委員会とか。そういうもののホームページの掲載が非常に遅れているのです。こうやって議会

改革いっぱいいろいろやってきても、実際にはホームページになかなかアップされていない状

況ということになりますと、これ町民のところに議員がいろいろ行って、報告会やったり懇談

会やったりとか、こういうことやっています、ああいうことやっていますとは言っても、これ

が３カ月、半年たたないとホームページに載ってこないようであれば、本当に議会は何をやっ

ているのかなというのが町民の目になかなか触れてもらえないというか、ホームページにアッ

プされたときには大分たった後でということになっているので、前たしか議会改革の中でホー

ムページをもっと早くにアップしてもらえるようにというような話も出ていたように思ったの

ですけれども、それはこの中に含まれていなかったのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の議会改革の年報の話とは関係ありません。そこのところの一番

上を見てください。議会ホームページの全面改定と書かれております。それについては、議会

も協力しながらやりましょうと。議会事務局に任せないで協力しながらやりましょうというこ

とで、改正は一定限度しております。これはなかなか大変なのです、業務量が。年報つくると

いうわけにはいきませんので。それで若干遅れたり、それから更新が遅れたりということはあ

りますけれども、更新はしております。そういう範囲ですから、それはそれでまた今西田委員

のお話は第３次改革の反省の中できちんと出していただいて、議論をしていくということは構

わないと思います。ただ、それは別の項目で、今は議会年報のことですので、議会年報が議論
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になっていますから、そういうことで議会年報につきましては、会派で議論をしていただいて、

これにプラスの部分があれば出していただくということでいいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのように取り進めていくことにしたいと思います。 

お諮りしたいと思います。きょういろんな所用がございまして、昼までというふうに考えて

いました。それで、第３次改革につきましては、今西田委員から出されたことを含めて、中心

は黒い丸のついているところです。これについても一度こういう状況ですというお話をいたし

ました。メモされていると思います。それで、ここの部分を含めた第３次改革の総括は引き続

きやっていきますので、その意見をきちんと各会派でまとめておいていただきたいと思います。 

あと何点かございますので、第３次改革については以上で終わらせまして、その他の部分で

資料４から議会事務局のほうで説明をしていただきます。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 議会議員の派遣に関する要綱というのが平成 22 年につくられてお

ります。資料４と資料５をつけておりまして、資料５というのがいわゆる新旧対照表というこ

とになっています。実は派遣の関係でいろいろとご意見、議論をいただいた際に、この議員の

派遣に関する要綱の関係で、要綱については整理をする必要がありますということで、私のほ

うからもお話をさせていただいておりました。それで、一定程度中身を整理しております。今

この内容について、きょうご議論をいただくということではなくて、新旧対照表を見ていただ

ければ、どこをどのように直しているかということがわかるようにしてございます。その中身

の質問についても次回以降でいただければというふうに思いますが、このような内容で最終的

には要綱の全面のいわゆる改正、全部改正というのですけれども、全部改正を行いたいという

ふうに今事務局では考えております。かなりそういう部分では委員派遣と議員派遣というのを

区別しまして、要綱自体の整理はしております。それから、議員の皆さんの政務調査と言われ

ている旅費の部分。これもきちんと政務調査ということで位置づけて文言にしているだとか、

そういうことがありますので、それは新旧対照表のほうを見ていただければ中身の確認はでき

ると思いますので、次回以降のご意見、ご質問をいただければというふうに考えております。 

○委員長（大渕紀夫君） 今局長のほうから、派遣に関する要綱の改正の文案ができています

ので、配付されておりますから、次回まで各会派で検討して意見を出してもらうというふうに

していただきたいと思います。この件についてはいいですね。 

西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） 委員会と議員の派遣と両方に分けてと書いて、この新旧対照表

を読んでくださいということなのですけれども、委員の派遣というのは何ページになるのです

か。何項からなのですか。議員の派遣はどこからどこまでなのか、済みません、そこだけでも。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） まず、この要綱の最初が、議会会議規則 104 条の規定でつくって

いるのです、この要綱、旧要綱というか現要綱です。これはあくまでも議員の派遣なのです。



 26 

ただ、委員の派遣というのは、委員会規則の 18 条の規定に基づいて委員の派遣を行うというこ

と。元々違っているのです。会議規則と委員会規則で違っていると。それで、それはちゃんと

整理しなければいけないだろうということで、整理しているという部分です。それから、では

どういうものが派遣の範囲なのかということを整理させていただいているのが第２条の関係で

す。その手続き関係は第３条で、議員派遣と委員派遣をきちんと整理をしたという部分です。

それから、議員の派遣の中の政務調査と先ほどお話をしました。これはあくまでも議員派遣と

いうことになります。議員派遣の手続きの中でも、この場合にはどういう手続きをするのかと

いうこともここに書いてございます。こういうように大まかにいうとこの程度の内容を整理し

ているという部分でございますので、それを読んでいただければ、比較していただいて、どう

いうふうに変わっているかということをご検討いただければというように思います。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 理解できないときは事務局に聞いてください。きょう渡したもので

すから。当然白老町は、今まで委員会条例と委員会規則だったものが、議会条例と議会規則、

委員会条例と委員会規則と４分類になっています。前は全部委員会条例一本でしたから、委員

会規則だけだったのです。議会条例はなかったのです。それを分けましたので、４分類になっ

ていますから、今こういうふうになっているのです。ですから、そこのところ含めてわからな

いところは議会事務局に聞いてください。 

それでは、次回の議会運営委員会は、27 日といたします。各会派で議論する部分につきまし

ては、議論をして持ち寄っていただきたいと思います。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

                                         

◎閉会の宣告 

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

（午後 ０時０７分）  


