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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 ８月２７日（月曜日） 

   開  会  午前 ９時５８分  

   閉  会  午前１１時１１分  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項  

１．専決処分の規定の改正について  

２．政策研究会の設置について  

３．第３次議会改革の検証について  

４．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  

     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５８分）  

                                         

○委員長（大渕紀夫君） きょうの調査事項ですけれども、最初に専決処分の規定の改正につ

いて、前回の資料２に基づきまして意見調整を大分いたしました。持ち帰ってもほとんど意見

は変わらないということだったのですけれども、財政状況の変化等々もございましたので、そ

ういうことも十分考慮に入れた上で当初予算から組むべきだというご意見もございますし、通

年議会ですので、随時きちっと会議を招集して道路状況も確認しながら行うほうがよいのでは

ないかというようなご意見、また、町の財政状況をかんがみた場合は、最低限度の専決処分は

認めるべきではないかというようなご意見もございましたけれども、この件につきまして 24

日の事務協議の中身はこの間言っておりますので、そのことを含めてご意見、変化含めてご意

見ございましたら各会派及び個人のご意見を求めたいと思います。 

事務局何かありますか。 

○事務局長（岡村幸男君） 特にありません。 

○委員長（大渕紀夫君） その後の経過の中で何かご意見ありましたらどうぞ。 

小西委員。 

○委員（小西秀延君） 私どもかがやきでは、これに関しましてまた会派会議を開かせていた

だきましたが、大きく意見が変わるところはございませんでしたが、先般総務文教の委員会の

中で、財政の厳しさがまた新たに表明されたところでございます。この議会運営委員会の中で、

当初予算の中でやはり除雪に関しては組み込むべきではないかという意見、私ども会派の中で

も、できればそれがやはり一番いい形であろうと。ただこのような白老町の財政状況をかんが

みたときに、ある一定の予算を組んでそれが不用額に回されるようでは、この財政の厳しい中

では、大変また財政を逼迫する一要因になるのではないかと。臨機応変に予算を組めるような

状態にするのが、スムーズな町政運営にもつながるであろうということで、町の意見を受け入

れて専決処分をできるようにしたほうがスムーズな財政運営ができるということで、再度確認

を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） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私の会派は、前回お話したように、結論から言うと専決に対しては必

要も認めざるを得ないかなと思いますけれども、金額等々、あるいは 179 条ですか、180 条か

らいくと、私たちは消極的な考えです。 

それと、今財政状況が変わったという話について、私も先般の総務文教常任委員会で理解し

ました。そこで非常に大きな問題が１つあったのです。ということは、歳入欠陥をし、それら

をどう今度今後の補正財源を持つかといったら、会計間の中で寄せ集めというか中で補正をし
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て必要なものを確保すると。こういうと、仮に補正予算が専決云々別の前に、必要な額を持っ

てくると、他の項目から組みかえして補正予算やります。そうすると、他のほうから除雪費を

持ってきたときに、それが町民サービスにかかわるものが、除雪を優先すべきか、相手から持

ってくるほうを優先すべきか、町民の生活を守るために、サービスを守るために、中性な形で

議論する場合、これは議会として十分議論しないといけないのです。そうすると、専決をして

議会において議決すべき事件、これを安易に町側に与えていいのかどうかということでありま

すし、もう専決財源がないので補正で財源を確保すると、そういう審議になってきますので、

財政運営上は専決云々の以前にそういう部分が先に発生しますので、私は専決がどうかなと思

います。そういう部分からももう少し議論すべきでないかと。そして前にも言っていますけれ

ども、179 条で一番多いのは、議会を招集するいとまがないということなのです。だけれどこ

れは、うちは通年議会やっています。180 条でいけば軽易なものなのです。議会において議決

すべきものは。これまでの例を見ると、除雪経費は最低でも大体 1,000 万円前後になります。

1,000 万円ぐらいが軽易な額になるというのはどういうことですか。議会がすべてそういう部

分を町側に専決事項を与えてしまって、その部分の議決条件を放棄してしまっていいのかどう

か。私はそう思うと消極です。そして、どういう結論になるかわかりませんけれども、うちの

会派としては消極的で、これは会議条例ですから最終的に議決事項になりますから、各会派構

成ですから、うちは勝てません。その場で、それぞれの立場で、議員の責任で議決するという

ことになっております。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 会派の中で議論されたこと、また、議運のメンバーとしての意見で

も構いませんので、どうぞご発言を願いたいと思います。 

それでは、うちの会派の発言をしたいと思います。原則的に言えば、専決処分というのは会

議を開くいとまがないときだけ行うと、これは原則です。はっきりしています。ですから通年

議会で会議を開けるということであれば、運営上の問題等々いろいろあるかもしれませんけれ

ども、これは会議を開くのが当たり前なのです。これははっきりしています。会議を開くいと

まがない場合のみ専決処分を議会は町側に認めるということですから、ここははっきりしてい

るのです。ですからあとは、今町が議会に申し入れてきた中身について、議会としてどういう

ふうな理解をするかということだというふうに思います。認める場合もあれば、認めない場合

もあるということになるわけですけれども、原則論で言えば、会議のいとまがないということ

は通年議会の場合はあり得ませんので、これは原則論で言えば、会議を開くということです。

例えば 15 名のうち８名の議員さんが集まれば議会は成立いたしますので、そういう緊急の場合

は、連日開くというふうにならざるを得ないというふうに、告示期間とかありますから、そう

いうことがどうなるのかちょっとわかりませんが、告示がないということであれば、連日開け

ばいいということですから。原則論で言えばそういうことだという確認をうちの会派はしまし

た。臨機応変に対応するのは構わないと。しかし、連日議会が開けるのであれば、開くという

のが、これは建前上から言ったら、開くいとまがないときにしか専決処分はできないとなって
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いるのだから、だから会議が開ければ、それは開いてやるのが通年議会の趣旨でありますので、

対応はそうすべきが順当ではないかと。町側が言っているのは、そういうことも含めて、町の

手続きも、議会の皆さんも大変だからと言っている部分もございますので、そこが議会側で意

思統一できれば、全会一致になれば、私たちはそれで構わないというふうに考えております。 

ほかの会派の方、ご意見ありましたらどうぞ。この件は賛否を取って決めるというのはなか

なかなじまない中身ではないかと。先ほど前田委員も言われましたけれども、もう少し時間を

かけてもいいのではないかというお話もございましたけれども、これはやっぱり賛否を取って

やるというのは、私自身はなるべく歩み寄れる範囲で歩み寄って、議会としての態度を決める

べきが筋かと思っております。そこら辺を含めてご議論願えればというふうに思っています。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 今委員長もお話ししました。私も前段お話ししましたけれども、そう

いう財政状況も今かなり変化していますので、12 月近くなっていますけれども、結論早急にし

ないで、若干そういう、今年度中予算の執行状況の流れを見ながら、ちょっとおいておいたほ

うがいいのかなと私は思います。ですからきょう近々に、何もあえて専決どうするということ、

この件については決めないで、先送りという言葉はわかりませんが、財政状況と町の財政の対

応の仕方を、若干どういう形で今後補正が出たときに必要になるもの、どういう形で補正を上

げてくるのか、そういうものを見たほうがいいと思います。現実にもうお金がないのですから、

よそから持ってきて上げるというわけにいかないのだから、若干町の流れを見たほうがいいと

思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） 今前田委員から今年度中は財政のあり方を見たほうがいいのではない

かというご意見だったのですが、今年度中ということになりますと、この冬は専決できないと

いうことになりますと、今大体２回弱の予算を組んでいると思うのですが、例えば２日、こと

し雪が連続して降ったということになれば、２回目には出られないということになりますので、

ことしの予算でいくと２回目には出られないですね。全町出ると２回目はもう回れないという

ことになりますので、その日に議会を、大抵夜中に降りますので、夜中に降って、その朝には

議会を開かないと次の予算がないという事態が考えられると思うのです。町民生活に支障を来

すようなことをなるべく議会としては避けるべきだと考えるのが、やはり議会の役目ではない

かというふうに考えていますので、やはり方向性を出してどのように対応しておくかというこ

とを決めておくのが、議員としての最良の道かなというふうに考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 言っていることはわかります。私が言っているのは、議会として専決

処分というのは、今議論されている部分で議会の立ち位置をどう決めるかという非常に議決に

かかわってくることだから、私大事なことを言っているのです。だから、だめだとかそういう

ことは次の策として、これは正直な話、町が考える話なのです。私が言っているのは、今言っ

たことを一歩譲っても、軽易な事項が２日目、３日目になったと。１回出ると最低でも 800 万
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円かかるのです。その金額を議会がフリーハンドで専決に与えていいかということなのです。

金額の問題が出てくるのです。今見てもどのような解釈をしても今の議会が専決を与えている

部分は 500 万円以下なのです。損害賠償なんか 100 万円以下ですよね。それよりいいのかとい

うことなのです。それと、私が言っているのは、実務的なことに入ってしまうと、お金がない

のです。例えどんなことをやったって、仮に今やって、町側は１回分使ったよと。将来今みた

いなことが懸念されるといったら、財政調整基金とかにお金があったら幾らでも専決でも予算

充当できるのです。今はもうないのです。ないということは、擬似的にいけば、専決を与える、

与えないの前に、仮に 1,000 万円の除雪費が必要だったら、お金がないよと。今見込みを見た

ら医療費が実績落ちているから、社会福祉費のほうから幾らか持ってくるとか、どこかから持

ってきて 1,000 万円補正しなければいけないのです。そういうことが先に擬似的なことになっ

てくるのですということなのです。だから仮に専決を与えても、それは町の事務的な流れ、予

算を組む形の中でどうですかということを言っているのです。それを先に考えないで、町がた

だ、金額は別です、金額言ったら非常に微妙なところですから、与えていいのかということを

私は言っているのです。もう少し根本的なこと、今委員長も言ったけれども、議会としての姿

勢として、これは町側に議決権をやってしまうということになるわけですから、そこを議論し

てくださいと私は言っているのです。それでいいのですかと。私は否定していませんから。そ

ういうことを議会として、ただ町側が大変だと、だからではないのです。それは大変だ。議会

はこう言ったら町側はそれにどう町民のサービスのためにどう組むかということを、要するに

考えるべきなのです。専決があって考えるのではないのです。私はそのことを言っているので

す。それが議会として大事ではないですかと、議論して言っているのです。それと、一番肝心

なことは、法にのっとっていけば、議会を開くいとまがないということなのです。それは今あ

るでしょうということなのです。そういう部分どうかということを私は今議論してほしいなと

思って。議会が議論する本質でないかと思っているわけです。言っていることは否定しません。

わかります。だけれども、もう一歩別な形で、議会としてどうあるべきかということを大いに

議論してほしいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今まで除雪費の専決はなかったですよね。きちっと定例会に、臨時会

だとか定例会だとかにかけられて議論されてきました。本当に専決しなければならないことと

いうのは、１回あるか２回あるか。これは数で決定するものではないのですけれども、私はそ

ういう専決、本当に町民の安心・安全を守るために、もちろんお金はないのですけれども、こ

れはお金がなくてもやらなければならないことですので、議員がその予算をどう使っていくか

という議論をするということは、大事だということは、本当にそうだと思います。今この間総

務で示されましたので、これからどういう予算運営をしていくのかなというのは、皆さんそれ

ぞれが自覚されたというふうに思います。ただその上で、なおかつ 180 条と 179 条の中でいと

まがないという、今はいとまがあるという、議会がそのことをきちっと提示したら、私は夜中

であろうと議員は集まらなければならないというふうに思います。そのことをきちっと言って
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いくのであれば、そしてきちっとした議論をして、予算づけをしてやっていこうということで

あれば、私たち議員が腹をくくって、いつでも議会が開けるようにしましょうと。そのかわり、

それだけ大事な予算組みを今しなければならないときではないかということを、議会がそこま

で自覚しているということを、きちっと示すべきだというふうに思います。もしその専決を認

めないということであれば、ただ、本当に緊急で夜中ということになると大変だろうと、そう

いった場合は後からでも議論できるものがあれば、専決は認めてもいいと、私たちはそういう

ふうに思っていましたので、ただいとまがないということだけで専決いいですよということに

は私たちはならないと思っていますので、その辺できちっと、こちら側も腹をくくって、いつ

でも開いてくださいということを申し述べていくということをできるのであれば、私たちは通

年議会ですから、いつ開いてもいいと思っていますので、それはそういうような方向で進めて

いっ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） 山本議長どうぞ。 

○議長（山本浩平君） 皆さんの議論は、もっともなところはあると思うのです。原則的に、

いとまがないとき以外は開かれるのだというのは、これは本当に原則であり、根本的な話では

あると思います。しかしながら通年議会というものを始めたときの経緯を是非皆さん思い出し

ていただきたいのですが、通年議会そのものは、議会側には大変メリットがあります。公務災

害の点もそうですし、もう１つは、何か町内で大きな問題が起きたときに、いつでも、例えば

委員長が開いてくださいと、こういうことでやりたいのだというときはいつでも開ける、議長

の承認さえあれば開けるということで、議会側にとっては非常にメリットがあります。町側に

とっては全くメリットがないのが通年議会。これはよく通年議会の視察で来られる方々に、常

に、私も議運の委員長のときに、メリット、デメリットを必ず聞かれますので、この辺の説明

はしてまいりました。それと同時に、最初に岡本さんという全国町村議会の事務局長、その方

から説明をいただいたときに、実はこの通年議会のメリット、専決処分は一切なくなるのだと、

通年議会だからなくなるのだと、そういう説明で出発したのです。ところが、現実的に町側と

実務者協議、事務レベル協議を行った中で、いやいや、専決処分は全くなくなると、これは非

常に行政上も運営が難しい部分も出てくるから、この部分は認めてほしいということで出発し

ております。その結果どうなったか。現実的には、専決処分の内容そのものが逆に若干ふえた

か、あるいは内容的にもボリュームアップしたと私はとらえておりましたし、そのような解説

も私が議運の委員長のときにしております。ですから、今この原則論だけで、開くいとまがな

いということだけで、この専決処分そのものの考え方を出発した当初と変えるのであれば、通

年議会そのもののあり方を、町側と議会で廃止も含めて話をしなければならないだろうという

ぐあいに感じるところがございます。結論としては、今皆さんの議論を聞いていると、この場

ではっきり決めるような意見も分かれておりますし、また、議運の委員長おっしゃるように、

多数決で決める内容ではないと思いますので、これはもう少し時間を置くべきだなというふう

に感じました。 

以上であります。 
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○委員長（大渕紀夫君） 今の議長のご発言も含めて、それぞれご意見ありましたらどうぞ。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。昨日歳入欠陥が約１億 4,500 万円ということの報告を受け

まして、またその欠陥を埋めるために各課のヒアリングを今行っている最中で、それぞれの課

で５％ずつの削減をどうにかできないかということでヒアリングしている最中だと思います。

その結果を見てからでもいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） この問題は、１つは今までの白老町議会が取り組んできた通年議会

に対するものの考え方と、もう１つは専決処分そのものをどう我々自身が深めて、議会という

立場、議員という立場から見たときに、この専決処分に対して議会がどう対応すべきか、議員

が対応すべきか、ということが問われているわけです。結果としてみれば、考え方としてみた

ら、私はそんなに沢山あるとは思えません。なぜかと、法で決まっていることだからです。そ

こをどれだけ解釈の中で広げたり縮めたりできるか。同時にその背景としてあるのが、白老の

場合は通年議会なわけです。そのことが、今議長もおっしゃいましたように、各市町村から来

られたときは、やっぱり、現実的にここが最初に出る問題なのです。ですから、再度、時間を

引き延ばそうとは、私は全然考えておりません。しかし、この問題の結論はなるべく多数決で

は出さないほうがいいのではないかということが１つ。それから、事務レベル協議でお話しし

たことをもう少し詰められるものなら詰めてみたいという部分も当然ございます。当然議会側

が今発言していることもございますので、例えば、財調があって余裕があってやる専決処分と、

歳入欠陥を起こしているときの専決処分の取り扱いが結果としてどうなるのか。お金がないの

に専決処分やれということは、原則論にやれないです。どこかから持ってこないとやれないの

だから、お金があるから専決処分ができるのだから、だからそういうことも含めて聞いてみた

いと私も思います。そういうことをしながら、来年の３月ということは、私は考えていません。

少なくても雪が降る 12 月ぐらいまでには議会として結論を出さなければ、それはだめです。そ

んな来年３月なんていうのは、全然だめです。ですから、向こうから呼びかけられているもの

ですから、そういう形でもう少し時間を置きながら、各会派で専決処分の、例えば行政実例等々

含めていろいろな形で、通年議会での行政実例というのはないでしょう。うちが最初だからな

いと思うので、なかなか大変だけれど、一般論的な行政実例含めて、議会事務局にも手伝って

いただいて、いろいろなそういう勉強をしながら、その時期まで一応検討しながら、全体の合

意を勝ち取りたいというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） 私たちの会派のほうでも、これについて今大渕委員長が言われ

たように、12 月ごろまでに結論を出したほうがいいのではないかというふうに意見がまとまっ

ています。またこの専決処分のあり方については、今全くおっしゃったように、実際に予算の

ない中での専決処分ということになりますから、いかにどこの課から予算を組んでくるのかと

いうことが大事な議論になってくるだろうと。それまで町側のほうであらゆる手だてを尽くし

て、やはり 12 月ぐらいまでには何とか除雪費用というのですか、そこを埋めるだけのものを努
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力していただきたいという気持ちもありまして、できれば専決処分にならないような形で、議

会としてきちっとした意思表明もできるような、そういうような形のものができれば一番いい

のではないかと思っていますので、今すぐ結論を出さなくても、その頃まで時間をもうちょっ

といただいて、そのときにさせていただくのが一番いいかなと思っております。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そういう形で、もう少し時間をかけて議論するというこ

とでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、財政のことも含めてそういうことで結論を出し、12 月前

後ぐらいまでに結論を出すということで進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次、政策研究会の設置についてという第２テーマに入りた

いと思います。問題は、今まで議論されてきたのは、テーマをどうするかということで、テー

マ整理をしていただきました。それで、１つでやったほうがいいのではないかという意見もご

ざいましたけれども、８人以内であれば１つでいいのですけれども、要綱上でいけばそうはい

きません。要綱上は８名で２つとなっておりますので、そういうことも含めて、政策研究会の

テーマ設定とスタート含めて、どのようにしていくかというあたりをちょっと詰めたいと思い

ますので、それぞれ各自ご意見を願いたいと思います。 

テーマはこの中から選び出すということについてはよろしゅうございますか。１つになるか、

２つになるかまだわかりません。８名以上の方がいらっしゃらなければ、１つのテーマで、８

名でやるということはできますので、そういうこと含めてご意見ありましたらどうぞ。 

小西委員。 

○委員（小西秀延君） かがやきでは、前の議運のときと大きく意見は変わらないのですが、

政策研究会のテーマについてはもう一度皆さんと話し合ってみましたが、絞り込むのが当会派

では難しく、テーマを決定することができませんでした。 

もう１つ会派の中でずっと意見が出ているのは、今大変議会の運営日程等が大きくふえてい

ると。その中で当会派のメンバーを見ますと、仕事をされている方が非常に多くて、時間の調

整にも今大変苦慮している状況にもあると。そういうことを踏まえて、テーマを絞っていく中

で、テーマを１つにしてみてはどうかと。今また大渕委員長からありましたお話も考慮すれば、

テーマを１つにするか、２つぐらいを絞っておいて、第１テーマ、第２テーマで集まる状況の

人数にあわせて対応できるような形をとってはいかがかと、我が会派から全員という形はなか

なか厳しいのかなというのが会派内で議論をしている中では出てまいりました。そういう状況

もかんがみて、我が会派ではそういうことを案として上程させていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今のかがやきさんの意見については、十分それでよろしゅうござい

ます。これはあくまで書いているとおり、希望する人が政策研究会に参加するということです

から、そういう会議日程が非常に立て込んでしまっているということも含めてございますので、
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そこは十分考慮しながら、希望する方がこの政策研究会に参加してくるということは、何も間

違っておりません。それが８名以下であれば１つのテーマになり、１つの政策研究会で終わる

ということでございますので、そこは構わないのではないかというふうに思います。そこはそ

ういうことで取り組んでいただいて構いません、構わないと思います。 

ほかのところはどうですか、西田委員外議員。 

○委員外議員（ 君） 民の会のほうも、やはり委員の中で事情があって出席というの

は無理という方もおりまして、全員が政策研究会に出るというのは無理かもしれないと。全員

ではないですけれども、やはりそこの中で２つやるというのは無理かもしれないので、１つぐ

らいに今回はしたらどうだろうかという、少しそういうような意見も出ておりました。ですか

ら、今回うちの会派も多少消極的な意見になっております。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。中身と人数の問題が今出ています。これはどういう

ことかというと、８名にならなかったら１つなのです。８名以上になったら２つなのです。こ

れははっきりしているのです。決まっているのだから。だから次回まで、次回というのは 30

日という意味ではございません。次回まで各会派で政策研究会に参加する方の名前を出してく

ださい。それは可能ですよね。そうして、８人以下であればここから１つ絞り込みますから。

だってできないわけだから、８人以下だったら。８人以下だったら２つつくれない。だから、

１つにしますから、人数がわからないでこのことで幾ら議論しても仕方がないですよね。議会

議決がいりますから、そこで絞り込んだ中身を議運にかけてもらって、そしてテーマを決める

というふうにすれば問題ないですよね。ですから、次回までに各会派で政策研究会に参加した

いという人の名簿を出していただきたいと思います。その中で当然人数によりテーマを２つ決

めても１つになってしまいますよね。ですから、そういう形で進めると。ただこれ今辞めてし

まうわけには、自治基本条例の中でもきちっとうたっておりますので、私はこれはきちっと継

続すべきと。新しい議会ができたわけですから、少なくとも今年の 10 月前にはスタートさせる

というぐらいに、１つでも構いませんのでスタートさせると。これは議会運営委員会の仕事だ

と思っていますので、そういうふうにしたいと思っているのです。ですから、次回まで出席す

る人数を確認し、その後テーマが１つであれば１つに絞り込んで政策研究会を立ち上げると。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） 参加したいテーマと、参加したくなければ参加したくないで。 

○委員長（大渕紀夫君） それでも構いません。 

本間副委員長。 

○副委員長（本間広朗君） そういうことがあるかどうかわからないですけれども、テーマに

よって参加する、しないというのも出てくるかもしれないので、時間があるかどうかわかりま

せんけれども、２つぐらいに絞り込んでいただいて、ここで新たに次回またやると。テーマを

何にするかによって、本当は私やりたかったのだけれど、これになるという。ある程度ここの

会議の中で決めておいて、その中でどちらかに参加する人を募るというか、そういうやり方も。 
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○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時３７分  

                                         

再開 午前１０時４９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。 

政策研究会につきましては、図式にありますように、町民の皆様方の意見も是非、町民懇談

会の中で出た意見なんかも参考にしてテーマをつくるということになっています。今出ている、

もちろん６つのテーマについては十分尊重しながらも、そこも参照しながら次回までに、９月

の懇談会が終わってから後の議会運営委員会の中で、基本的に政策研究会に参加をしたいと、

参加できますという議員を各会派で募っていただくと。同時に、その人数によって、９人にな

った場合は２つ、８人の場合は１つの政策研究会でスタートさせると。ここまでは確認し、テ

ーマにつきましては、この６項目プラス懇談会で出た中身も含めて検討し、もし１つなり２つ

の場合でも、そこの中で検討して議運に上げて、議運でそれがオーケーになれば議決事件とし

て上げるというような段取りで、できれば 12 月会議に議決をいただいて、スタートさせられる

ような段取りで政策研究会については進めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、政策研究会についてはそのように進めたいと思います。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５１分  

                                         

再開 午前１１時００分  

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

３番目の第３次議会改革の検証についてということで、５月 11 日の資料６がございますけれ

ども、この件についてはちょっとお諮りをしたいのです。皆様方から一定の議論をいただきま

したので、私と本間副委員長と議会事務局で一定限度まとめまして、そして皆様方に提起をし

て、来年３月までの期間ですので、当然その次どうするかということもありますから、そんな

に遅くにはしません。一定限度総括表でまとめて、そして出して、また皆様方のご意見を聞く

というふうにしないと、同じことを何回も何回もやっても仕方がありませんので、年報のこと

なんかもこの間意思統一ができておりますので、そのような取り計らいでいきたいのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、第３次改革の検証につきましては、ナイター議会や議会

報告会を辞めたということ、また、役場の職員の皆様方が、定例月の会議については最後まで

いるというふうに変えました。そういうことも改革を進める中の一貫として直したというか、

そういうことも含めて報告をして、そして皆さん方に承認を受けたいと思いますので、そのよ

うに進めたいと思いますが、よろしゅうございますか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは４番目、その他にいきます。８月 30 日、一般質問の関係と

意見書の関係。７日含めてやります。 

もう１件、予算・決算審査特別委員会の発言回数の問題なのですけれども、議長が今町理事

者側と協議を行っております。まだ協議の結果が出ておりませんので、少なくとも７日までの

議会運営委員会の中で結論が出せれば間に合いますので、できれば 30 日までに出していただい

たほうがいいのですけれども、そういうことで協議を継続していくと。これは 30 日にもし一定

の結論が出れば、一般質問の確認が終わったらこれだけはほかのことに先んじてやると、確認

をしていくということでいきたいと思いますが、議長そういうことでよろしゅうございますか。 

○議長（山本浩平君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことであります。決算の発言回数の件についてはそのよう

な形で進めますけれども、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） その他、局長のほうでありましたらどうぞ。 

○事務局長（岡村幸男君） 今の予定では、次回が 8 月 30 日、記載のとおりでございます。 

一般質問ですが、８月 30 日の 10 時締め切りとなってございますので、これは議会事務局の

ほうからのお願いでございますけれど、もし決まっていらっしゃるのであれば早めに出してい

ただくことをお願いしたいというふうに思います。 

あと意見書については、今のところ２件出てきてございますので、これについては調整をお

願いする形になるかというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） こういう経過については、そういう状況でございます。 

○事務局長（岡村幸男君） 会議については、現段階ではほかに報告することはございません。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長何かございますか。 

○議長（山本浩平君） ございません。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、一言だけ私のほうで。本間副委員長も参加したのですが、

23 日、この日視察が３件あったのですけれども、午後からの視察に関東の議長会、東京以下７

つの県の議長会が白老町だけに視察に来ました。登別に泊まって。その中に、この関東の議長

会の議長責任者は千葉だったのですけれども、全国議長会の会長が群馬県なのです。高橋さん

という。この議長が来たのです。全国町村議長会の会長が。我々当日まで知らなかったのだけ

ど、まさかそんな人が来ているとは思わなかったものですから。ところが発言をされまして、

地方自治法が改正になって、通年議会は正式に認められる状況になりつつあるという報告をも

らって、衆議院は通過して参議院がもう２、３日中というから、金曜日ぐらいに通過したので

はないですか。そしてその後、参議院の先生方のところにごあいさつに行きますというような

ことで、５分ぐらいですか発言があって、全国情勢を述べてくれたのです。最新の情報を北海

道の白老町で一番初めに発言してくださったということで、お礼の話もしたのですけれども。

そんなこともございました。全国議長会の会長が白老町だけに、ここだけ来て登別に泊まって
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帰ってしまった。財団も見てくれました。そういうことで言えば、皆さんも行った方いると思

うのですが、宮城県の涌谷町が一緒に来ていたのですけれども、涌谷町の議員さんは会長さん

と全員が名刺交換して喜んで帰られましたけれども、是非群馬県に来てくださいというふうに

言っていましたので、第２会議室なものですから、冷房も入らず、非常に温かい中でお迎えを

して、喜んで帰られたということがございました。議長にももちろんあいさつしていただいた

のですけど。 

今副委員長ずっと出てくれています。そのうち私のかわりでちょっと報告もしてもらうとい

うことで。本間副委員長何か感想あったら。こんな機会でなかったらなかなか。 

○副委員長（本間広朗君） 年金制度というか、今言われたように、議員の年金が復活すると

いうようなお話というか、今回の衆議院で通るとか、通らないとかという。 

それともう１つなのですけれども、政務調査費というのが今ありますけれども、政務活動費

というのができて、自由に使えるようなお金ができるというか、そういうようなお話もされて

いました。大変、私たち地方議員も動きがあるのではないかという。 

○委員長（大渕紀夫君） 国会議員が年金ないですよね。今年金全部なくしたのです。それで、

地方議会であと６年ぐらいたったら年金復活するようにしたいと。今まで６、４だったのです。

議員が４、地方自治体が６だったのですけれど、５、５、議員が５、地方自治体が５にして、

多分国会議員も自分たちの年金を復活するためにやるのではないかと。６年ぐらいか、８年ぐ

らい経った後やるのではないかということで、今検討されているのですと。高橋全国町村議長

会会長に言わせれば、国会議員はいいから地方だけやってくれと私は言っているのだというよ

うな冗談を言っていました。 

それともう１つは、政務調査費は使い道が非常に厳しいのです。だけど政務活動費で、町村

議長会だけで要求しているのかな。町村議会だけかもしれませんけれども、政務活動費という

形で認めていただいたらどうかということで検討しているみたいです。そんな話もありました。

もう少し自由に使えるようにすると。活動費。隠れ歳費の値上げだと言われるから、必ず。は

っきりしているから。 

いずれにしてもそういうようなお話があって、白老町に全国議長会の会長さんに来ていただ

いたということは、それなりに、また議長もちゃんと意識して、天皇陛下がここに来られて、

今度は東北以北で博物館ができますというお話もされましたので、非常によかったなというふ

うに思いました。 

以上でございます。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、以上で議会運営委員会を閉会いたします。  

（午前１１時１１分）  


