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          平成１５年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１５年５月１６日（月曜日） 

開  会   午前   ９時５９分 

閉  会   午前  １１時２３分 

 

○協議事項 

１．６月定例会の日程について 

２．夜間議会の実施について 

３．代表質問等における各会派の発言順序について 

４．その他 

 

○出席委員（１０名） 

委 員 長   大 渕 紀 夫 君       副委員長   近 藤  守  君 

委   員   吉 田 正 利 君              吉 田 和 子 君 

宗 像  脩  君              熊 谷 雅 史 君 

玉 井 昭 一 君       議  長   堀 部 登志雄 君 

委員外議員   加 藤 正 恭 君              西 田 祐 子 君 

 

○欠席委員（１名） 

  副議長     及 川  保  君 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

 事務局長    山 崎 宏 一 君 

 書  記    浦 木  学  君 
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○委員長（大渕紀夫君） 皆さんおはようございます。お忙しいところご苦労様でございます。 

 

        ◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今から議会運営委員会を開会いたします。 

 

○委員長（大渕紀夫君） 本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、委員長に

おいて傍聴を許可いたします。次に本日の委員会の日程について、事務局長から説明をいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） おはようございます。お手元に今日のレジメをお渡ししてございますけども、

まず、大きく３点ございますが、今日の大きな課題は２番目夜間議会の実施、それと３番目の代表質問、

それと意見書の提出の関係の各会派の順番を決めるものでございます。それに附随しまして１番目の６月

定例会の日程についてということで別紙で配布してございますが、これについては先般、一部代表者を通

じまして予定としてお渡ししてございますが、今日、改めて予定なんですが町の方から後ほど内容につい

ては説明いたしますが、町の方から１２日ということで、開会が予定されているという情報をお伺いして

ございますので、後ほどご説明をしたいと思っております。 

それと、今日、改選後初めての議会運営委員会、前回、臨時会中は正副委員長の互選をやっております

けれども、実質的には今日が初めての議会運営委員会でございますので、若干ですね、今日、お持ちかど

うかちょっとわかりませんが、議会運営基準というのが皆さんのお手元に配布してございますが、今日、

お持ちの方とそうでない方といらっしゃると思いますけども、まず、１回目の議運でございますので確認

ということも含めまして簡単にご説明申し上げたいと思いますが、運営基準の３１ページ、お持ちの方は

お開きをいただきたいと思います。これは３０ページから続いておりますが、これは議会運営委員会の職

務の内容等々でございますが、３１ページの特に６番目、これについては当然、今後、大渕委員長の下で

会議を進めていくということになりますけども、ここにありますとおり、採決は極力避けるものとし、満

場一致とならない場合は多数の意見を尊重するものとすると、こういうことになっておりますので、それ

は物事によりましてね、そうでない部分もあるかもしれませんけども、これは委員長または会の中での裁

量の中でやっていかれると思いますが、基本的にはこういうことでございますので、そのことを一つご承

知いただきたいと思います。 

それから７番目です。今日、副議長ですね、ちょっと他の方の議会を代表してリハビリで工事の安全祈

願祭あるものですから、そちらの方へ出席しておりますけども、７番目の副議長及び委員外議員の出席、

発言等については、次のとおりとするということになってございます。したがいまして、７名については

各会派からの代表の委員でございますが、副議長それと委員外議員、今回は加藤議員さんと西田議員さん、

２名になります。 

その発言の関係でございますが、（１）として副議長は会議に出席し、説明または意見を述べることは出

来るが採決には加われないと。したがって、あくまでも７名の委員さんで行なわれるということでござい

ます。その辺もご承知をしていただきたいと思っております。 

それと２番目なんですが、委員が会議に欠席する場合は、委員外議員として同一会派の議員の出席を求

め、説明または意見を聞くことが出来るということで、７名の方々の中で会派から代表して出てきており
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ますが、その中で都合が悪くなって欠席するという場合があります。その場合は同一会派からの議員を、

この議会運営委員会に出席をさせることが出来るということでございます。ただし、その場合は正規の委

員でございませんので、ここに書いてありますとおり、説明または意見を聞くことが出来るということで

す。それで、ただし書きで委員外議員は採決に加われないと。今、言った各会派の委員が欠席になって、

代理で同じ会派から出てきていてもですね、意見だとかそういうものは聞くことは出来ますけども、採決

には加われないということがございますので、その辺をお含みいただきたいと思っております。 

最後になりますが、３番目です。会派に属しない議員がいる場合、１名というのは、２名以上ですと会

派設立しますので、そういう意味での１名でございます。いる場合は当該議員の出席は出来ると。今回、

出席していただいておりますが。発言は原則として認めず、採決にも加われないということです。ただし

ですね、これについては、採決はさっき言った副議長と同じく採決権はありませんけども、委員長の方か

らいろいろ議題となっております、議論していく場合にですね、特に委員長の方から意見を求めるという

こともございますので、そういうことの中で意見を申し述べていただきたいということでございます。 

そんなことで３１ページの６、７の１、２、３ございますが、これが基本的になってまいります。それ

と議長でございますけども、議長についてはですね、これは地方自治法によりますが、全部の委員会、議

運も含めまして常任委員会、特別委員会、これに出席をして意見を述べることが出来ると。ただし、採決

には加われないということになっておりますので、その辺もお含みいただきたいと思ってます。ですから、

議長については、これからの各常任委員会、特別委員会、これについても出席をして意見を述べると。た

だし、採決には加われないということになっている。それは地方自治法になっておりますので、そういう

ことで前回も総務文教常任委員会に所属しておりましたけれども、辞任をしているということでございま

す。ちょっとくどくなりましたけれども、そういうことであらかじめご理解をいただきたいと思っており

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、局長から議会運営に関する若干の説明がございましたけれども、聞い

ておきたいことございます方、いらっしゃいますか。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。蛇足ですけれども、当委員会は全部先ほど確認され

ましたように、傍聴が許可されております。他の議会に行きますと傍聴が認められないというところもた

くさんございますけれども、白老はそういうことを取っておりませんので、活発なご意見を一つよろしく

お願いしたいと思います。それでは、レジメが手元にあると思いますけれども、１番目につきましては、

２番目の協議が終わってからご質疑を行ないたいと。ちょっと日程の関係、きちんと決まらなければ難し

いので、そういうふうにしたいと思います。２番目の夜間議会の実施についてということで、この内容に

ついて、記載のとおりであますけれども、局長から若干の説明をしていただくというふうにしたいと思い

ます。局長、お願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） それでは夜間議会の実施についてということなんですが、これはご承知のと

おり夜間議会については、代表質問について夜間議会で実施をするということになってございます。例年

ですと３月議会、第１回定例会ということになりますが、ご承知のとおり、今年は選挙の年でございまし

たので、改選期の場合は６月定例会ということになってございます。これも運営基準の方で決まっており

ます。 

そういうことで、今回夜間議会の実施についてということなんですが、まず、この経過も含めてご説明
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いたしたいと思いますが、ここにありますとおり、この夜間議会については第１次の議会改革、これは平

成１０年の１２月からスタートしてございます。１８項目、議会改革としてスタートしておりますが、そ

の一環として、この夜間議会を取り上げてございます。その中では、ここに書いてありますとおり、議会

に対する関心、興味を喚起するとともに町民と議会との新しい接点のあり方など傍聴しやすい環境づくり

を積極的に進めるということを目的といたしまして、夜間議会ということになってございます。経過もこ

こに書いてありますとおりなんですが、若干補足をいたします。 

１１年の６月定例会から始まっておりますが、この７月７日なんですが、これは６月から開会して、日

程上、代表質問が７月にずれこんでいたと。いろんな町全般の日程がございまして、６月に開会しており

ますが、この代表質問等については７月まで開催しているという状況にございます。これが初めての夜間

議会でございますが、７月７日についてはですね、この議運でも決めておりますが、午後６時から９時ま

で３時間あります。この中で当初は代表質問が３会派。ですから、単純にお話しますと１会派１時間程度

ということで、議運の中での申し合わせをもってやってございます。傍聴者は４３名ということで、本議

会の傍聴者は定数が３０名になっておりますが、夜間議会という、当時、初めての試みだったものですか

ら、傍聴者も来ていただいたという状況にございます。７月８日、これはですね、夜間やっておりません。

これは日中、午前１０時からやっております。この時はここに書いてありますとおり、残りの２会派が日

中やっているという状況にございます。 

１２年はこのことを踏まえて検討した結果、夜間議会については２日間をとろうということで、１１年

にやった日中のやつも夜間でやろうということになりまして、書いてありますとおり午後６時から９時ま

でという中で２日間実施したという状況にございます。１３年、１４年も同様でございます。ただ、右の

方に書いてありますとおり、傍聴者が年々減少の傾向にあるということでございます。それとちょっと余

分な話かもしれませんが、他の議会の状況を見てみますと、管内では鵡川町ではサンデー議会、日曜にで

すね、これを実施しているということでございます。これも当初、非常に傍聴者が多かったようですけど

も、段々、傾向としては少なくなってきているという状況にあるようです。それと、厚真町議会、これは

夜間やっております。参考までに聞いてみますと７時から１０時までということの設定でやっているよう

でございますが、これも私どもと同じく大体、４年前ぐらいから実施しておりますが、やはり、今、傾向

としては傍聴者がやはり減少傾向にあるということのようでございます。 

したがって、目的にありました、傍聴しやすい環境づくりということを目指してやっておりますが、実

態としては減少の傾向にあるという状況のようでございます。あとはですね、管内では夜間議会あまりや

っているところ、サンデー議会含めてやっておりません。 

それと、１番後段に検証結果という欄がございますが、これは実はこの第１次の議会改革、平成１０年

の１２月から始めておりますが、昨年の議運の中で検証してみようということで、１８項目全部振り返っ

てみました。その結果、夜間議会についてはですね、ここに書いてありますとおり、平成１１年６月定例

会から夜間議会として継続していると。傍聴者も年々減少傾向にあると。したがって、休日、夜間のいず

れが適当であるのか検討を要するところであるが、来年、去年の検証ですから、来年というのは今年にな

ります。今年の１５年の傍聴者の状況を見極めて再考したほうがよろしいんじゃないかという検証結果に

なってございます。雑駁ですけども、以上が目的と経過でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、局長から経過が説明されましたけれども、これに対してのご質疑ござ

います方いらっしゃいますか。 
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                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 経過はよろしいですね。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、今回の６月定例会の代表質問、どのようにするかという議論をした

いと思います。絞りますと、順番については後ほど出ますから、順番については結構ですけれども、前回

の引き継ぎで言えば、今回の夜間議会の状況を見て判断をしようという引き継ぎにはなっておりますけれ

ども、その点含めまして夜間議会そのものをどうするかと。時間の配分、それから実は、質問の仕方もご

ざいます。３回聞いて３回答弁で終わりというふうにするのか、一問一答にするのかということもござい

ますので、その点、ちょっとご議論をしていただきましてね、逐次、決定していくというふうにしたいと

思います。この点についてご質疑ございます方、大体、今、問題点はその程度かなというふうに思ってお

りますから、その点について、ご質疑のございます方、どうぞ。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 時間の配分ということも、さっき、おっしゃっていましたけれども、一問一答に

しますと時間決まってくると言うか、それが先じゃないと日程的なものが組めないのかなというふうにち

ょっと思ったんですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） 今までは代表質問は一問一答形式、４５分間の持時間ということじゃなくて、

３回の質問で３回の答弁で終わるというのが代表質問の通例でございました。しかし、一般質問がすべて

一問一答という状況でございますので、この点についての見直しも必要かということでございます。今、

吉田委員言われたのは、その点について、一人持時間４５分の時間配分にすると、通年の例によりますと、

ちょっと時間が短くなってしまうというご意見でございます。その点含めまして、ご議論を願えればとい

うふうに思います。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） まず、僕の意見から言いますけども、平成１０年から議会改革に関してですね、

こういう取り組みをしたということについては、非常に議会の立場としてはね、いいことだと思うんです。

今回のこの案件について、今、皆さんと論議する形になっているとは思うんですけども、やっぱり、これ

は従来どおりの、今までのお約束のとおりの方がスムーズに僕は流れるんじゃないかなと思うんですね。

ということは、やっぱり従前、議運で申し合わせをした、やっぱり１会派、要するに３答でやっていただ

いて、１時間以内にきちんと時間配分をしていただくと、そういう中身で進まれた方が代表質問は分かり

いいのかなと思うんですよ。一質の話も出ましたけど、一質はやっぱり前回の議運の中で、やはり議論の

的をきちんとするためには一問一答がいいだろうということで、我々もやってきた中ではですね、一般質

問の形式というのはそれでいいと思うんですよ。だから、代表質問と一般質問をやっぱり住み分けする意

味でも、三答方式で従前からの中身の方が僕はいいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、質問の仕方をどうするかというご意見でございます。他の委員の方。

はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今、私が言おうとしているのは、夜間議会を実施すべきかどうかという点でお話

をしたいと思いますが、ここにも表に出ているとおりですね、平成１１年７月の議会では多かったよと、

傍聴者が。しかし、１４年の３月の議会ではほとんど少ないと、半分以下になっていると。半分以下と言

うよりも夜間議会にしてはいよいよ少ないと。で、今、代表質問ということで、例えば、時間が少ないと

いうようなことがあるんであれば、やはり夜間議会でない時であれば、時間もきちんと取れるわけですよ

ね。堂々と言えると。すべて言いたいことみんな言えるんだというようなことから、夜間議会はやめて、
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昼間にして、そして一問一答方式にするような格好で、時間をきちんと取るべきじゃないかと、私はこん

なふうに思うんです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 意見の前にちょっと経過を再度質問したいと思うのでございますけれども、この

傍聴者の減少している要因というのはどのように捉えていったか。それと、もう一つ、この議会の広報の

仕方。要するに周知の仕方について、旧来どのように主体的に取っていたのか。町広報だけなのか、ある

いはその他の方法取ったのか、ちょっと参考までに教えてもらえませんか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（山崎宏一君） まず、どのような周知の仕方をしていることを先にお話したいと思いますが。

まず、基本的には従来までも町の広報、それと議会だより、これを基本にしております。それと、各町内

会に議会の方で、夜間議会をＰＲするために議会を傍聴していただきたいと、いろんな議題について議論

をしてますよということを、各町内会にお配りして、各班ごとですね、班ごとにお配りして、それを回覧

していただいているという状況にございます。したがって、実は今日の議運は周知を早くしたいがために、

今回の夜間議会はどうするかということを早く決めていただいて、それをまず、ＰＲしていきたいという

ことで、今回、このことだけを取り上げていただいたと。それが決まれば、即、町の広報もそうですし、

議会だより、それと各町内会班ごとに回覧と、これを予定していきたいというふうに考えております。 

それと傍聴者の要因と言うんでしょうかね、これも皆さん、議会改革の中でも話出てましたが、やはり、

議会が見えないという町民の方々のご意見なんかもですね、この議会改革を進める中で２回ほどですね、

町民の方々と議会を見直すということについて、どういう意見を持っているという会議を開いてございま

す。そういう中でも端的に言いますと、なかなか議会が見えないということがございましてね、それじゃ

あ、見えるようにするにはどうするのかと。いろんな方法があると思いますけども、その一環として夜間

議会を開催しましてね、日中ですとやはり勤務されている方はなかなか足を向けることが、なかなか容易

じゃないよということも含めまして、それじゃあ、夜、仕事終わってからなんですが来て、足を向けてい

ただくために夜やろうと。だからと言って、それじゃあ、来ないから、これがどうなのかということも、

なかなか一概に言えない部分が実はございます。そのために、議会だよりを発行したりですね、そんなこ

とで、また、各議員さんがそれぞれの地域の中で議会活動を通じてやっているというふうに認識してござ

いますが。必ずしも傍聴者が多い少ないだけでね、それじゃあ町民の方々が議会を理解しているとかして

いないとかという計りにはなかなかかけれない部分があるんですけども。ただ、ここで議会自ら傍聴しや

すい環境づくりをしていこうと言った中での、傍聴者の数なものですから、どうしてもやはり、結果的に

というか、この数字がやはりある程度の部分では基本になってくるというふうに考えてございますので、

その辺の尺度と言いますかね、その辺が非常に難しい部分があろうかなというふうには考えております。 

○委員（吉田正利君） ありがとうございました。 

○委員長（大渕紀夫君） 蛇足ですけれども、この夜間議会をやる前にですね、全町民の各団体の方等々

含めて議会が議論をしたことがございます。その時に随分、勤めているから聞けないんだというお話がご

ざいました。町民の皆様からです。結果的には、やった結果はですね、そのとおりにはなかなか反映して

いないというのが実態でございます。そこだけは、議会の努力も含めてですね、行なってきたということ

は、今、局長が説明したとおりでございますので、そういうご理解をしていただきたいと。 

○委員（吉田正利君） よく分かりました。ありがとうございました。 



- 7 - 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。近藤委員。 

○副委員長（近藤守君） 今の傍聴者の数の件なんですけども、実は私の地区の関係の高齢者の人方もか

なり夜間議会を聞きに来ているんですけども、やはり冬場ですとね、この３月議会というのは実際冬なん

ですよね。それで、帰ったらもう１０時になっちゃって、非常にそれまでに行って聞くあれが出来ないと。

ですから、１回目の７月、今期のような夏場であれば、まだまだ行けるんだけどなという声はあります。

ですから、やはり季節的なこともかなり関係してくるんじゃないなと、こんなふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。今、意見が２つ出ております。１つは、夜間議会そのものを見

直したらどうかということと、夜間議会そのものの運営についてどうするかというご意見が出ております

けれども、夜間議会そのものについての見直しというふうになるかどうかというとこですね。それは、前

回のここに書いてますように、検証の中でですね、前期の議会運営委員会の中で、１５年度の状況を見て

検討しようじゃないかというふうになっております。そのことを尊重するのであれば、今回は夜間議会を

行なって、その結果に基づいて平成１６年から検討するというふうになろうかというふうに、私はそうい

う理解をしておりました。まず、その点、どのようにいたしますか。はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 委員長のおっしゃるとおりでよろしいんじゃないですか。私もそのように考えて

先ほど発言しましたけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 私はですね、議会改革は、もう当然大事なことです。しかし、先ほど  が言いま

したように、代表質問をするに当たって一番大事なのは何かなと、時間を短縮して振り分けしてやるんじ

ゃなくて、意見そのものをまんべんなく述べて、質問をきちんとして、満度にすることが重要でないかと。

そのことが議会そのものの意味でないかと思うんですね。だから、その辺のことを深く考えれば、議会は

真剣にやるべきところなんで、もちろん真剣だと思いますが、そういうことを考えるに夜間議会は変えた

方がいいんじゃないだろうかなと、こういうふうに思うわけです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 私は、基本的にここの検証結果に出ているように今までの流れを考えて夜間議会を

やり、そして、また３日目ですか、今度昼間というのについては、何ら異論を唱えるものではないわけで。

ただ、一番危惧するのは、例えばナイター議会だから、今晩一晩で３時間で３人やるんだと言うと、単純

に割り算して１人１時間と。そうすると、今度はしゃべってる方の議員もそうですし、傍聴席にしても、

もうちょっと、あそこ聞きたいなというのがあっても時間のために出来なくなってしまうだろうという、

そこが一番ガンだと思うんです。だからって、無制限にやれっていう、そういう意味ではありませんけど

も。そうすると、大体、平均して一般質問でも、今、当然４５分の一問一答式でも、大体１時間半から２

時間近くかかっているんですよね。そうすると、ナイターの代表質問も大体、１時間というんじゃなくて

１時間半くらいまでは何とかならないのかなと。もし、単純に１時間半でいいとなれば、一晩に２人とい

うことになってします。そうすると、６つの会派あるわけですから、全部出すと６人、そうすると順番に

行って、ナイターを３日間続けるということも、これはまた大変だと思います。したがって、順繰り、順

繰りローテーションで行きますから、ナイターで４人と、残り２人は昼間の方に持っていくという、そん

な配慮があっていいんでないかなと。傍聴者にしても、夜の方がいいよという人もいますし、夜はとても

行けない、昼間なら行けるという人もいるわけです。人数のバランスは別にして。したがって、そういう

配慮で行ったらどうかなと私は思いますけれども。以上です。 
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○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私もナイター議会は、ここに検証結果にあるようにもう一度やってみる必要では

ないかなというふうに思っています。宗像委員がおっしゃったように、私も代表質問が１日３人というの

は、ちょっと今までの経過を見てきた中では、ちょっと厳しいなというふうには思っています。２答目で

時間的に終わってしまったという人もいますのでね。その点を考えて議会の日程的なものは、今後時間配

分を考えてもう一回組み直す必要もあるではないかなというふうに思います。私、これをちょっと見てい

ても分からないですけど、ナイター議会の時は昼の議会に一般質問が入っていますよね、次から。これは

今、代表質問だけなのですけど。昼間も結構来ていらしたような気がするんですけども、その辺も加えて

ね、日程のあり方、もし、やるのであれば、時間配分がもうちょっと時間が必要だということになれば、

日程配分をもうちょっと考えるべきかなというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 一通り発言をしていただきましたので、議長、ご意見ございますか。なければ

結構ですけど。 

○議長（堀部登志雄君） いろいろと皆さん出ましたけども、私も出来ることであれば、基本的には検証

結果にもありますように、出来れば今までの形をやってみてですね、その結果を見て、また、いろいろ検

証して、次にどうするかというような形が私としてはいいんじゃないかなという具合に思います。それで、

質問の時間的なこと。これについてはですね、やはり、過去の経緯から見て、結果から見て、やはり、時

間がもうないから質問やめるわみたいな部分があっては、非常にまずいことのものですから、やはり３人

で目一杯であるならば、やはり、２人なら２人として、後は限られたと言うか、ある程度日程をずらせば、

それはそれで出来ると思うんですけども。その辺はやっぱり、それを工夫してやっていくような形で、基

本的には今までやってきた形を今回に限り踏襲して、その後皆さんでいろいろご検討されたらいいという

具合に、私自身はそういう意見でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員の議員方、ご意見ございますか。加藤議員。 

○委員外議員（加藤正恭君） いろいろ皆さんの意見を聞いておりました。来月に対しての夜間議会、年

に１度でございますね。それらを検討するのには、ちょっと時間が足らないんじゃないのかなという気が

するので、来年度からどうするかということで、これからの議運の中で徐々に検討したらいかがかと。そ

の中にですね、休日というものも含めてね、そして、考えると。ですから、今、６月の議会に向けて、こ

こですぐ、どんどん結論出すということにはならないので、ここ１年近くかけてですね、１２月辺りにそ

の辺りの結論を出すような方向で議運で揉んでみたらいかがと。その中には休日の問題と時間的な問題も

含めてですね、そういうふうに考えますが。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田議員ございますか。 

○委員外議員（西田祐子君） 今、皆様のお話を聞かせていただいてですね、今、加藤議員がおっしゃら

れました休日、日曜日ですね、その部分も考えていただきたいなと。それでですね、傍聴者の数が少ない

という話が先般出ておりましたけれども、私は一町民といたしまして、ここ３、４年議会の方の広報とい

うものですか、大変充実しておりまして、あれは結構読みますと議員の方が活発に活動されている内容が

よく分かるものですから、そういう部分で結構、私なりに満足している部分もあるということをですね、

ここを一言お伝えしたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 一通り、ご意見伺いましたけれども、大多数の方が今回は前回の検証結果のと

おり、夜間議会をやるべきという意見が大多数というふうな判断をいたしました。それで、今回につきま
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しては、夜間議会で行なうというふうにしたいと思いますけれども、玉井委員、よろしゅうございますか。 

○委員（玉井昭一君） はい、いいですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 先ほど読みましたように全会一致とは申しませんけども、なるべく合意の基に

進めたいというふうに考えておりますので。それでは、今回、夜間議会は行なうということで行きたいと

思います。よろしゅうございますね。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） まず、第一段階ここまで。次にですね。それでは、時間配分。熊谷委員の意見

と、宗像委員、吉田委員の意見と若干ニュアンスが違いましたけれども。それでは、夜間議会は行なうけ

れども、時間の問題含めてどのような中身にしたらいいかという、この点についてをご議論を願いたいと

いうふうに思います。それは質問形式をどうするかということと、時間配分をどうするかということであ

ります。どんどん、ご意見のございます方。さっき、申された方はありますけれども、含めてどうぞ。近

藤委員。 

○副委員長（近藤守君） 今まで、皆さんから出た意見の中で、やはり、３時間の中で３人というのは、

１人１時間の持時間というのは少ないということであれば、これはやはり１時間半、２人を限度にですね、

後は２日でやって。後は昼間にするか、３日間ナイターにするかを皆さんで決めればいいのかなと、こん

なふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 具体的な意見が出ました。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 私も今、近藤副委員長の言われたとおりにしたらいいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 特に今回の町政に対するいろんな課題があるわけでございますので、やはり時間

については十分に配慮したらいい。前者のご意見に賛同いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） そちらの方は先ほど述べられたとおりですね。大多数の方が、夜間議会を継続

するのであれば、１日２名程度と。１時過半ぐらいでしょうか。一般質問の持時間４５分でございますの

で、答弁４５分とすると、大体１時間半ということで、計算は合うわけでございますけれども、そういう

形で進む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、まず、１日２名の代表質問を行なうと。後は質問形式と日数ですね。

夜間議会の日数。３日間全部やるのか、２日にするのか。質問の形式を一問一答にするのか、それとも、

一括質疑で３回質問、３回答弁で終わりとするか。この２点についてのご質疑を願いたいと思います。大

変失礼いたしまいた。暫時、休憩をいたします。 

                          休憩          午前  １０時３７分 

 

                          再開          午前  １０時４５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。ただ今、休憩時間に一括質疑方式と一問

一答方式のご説明がございましたけれども、今回の代表質問、一般質問は一問一答方式で継続するという

ことになると思いますけれども、代表質問を今までは一括質疑方式でやっていたわけですけれども、今回

どのようにするかということでありますけれども、その点についてのご意見をいただきたいと思います。

どうぞ。先ほど、熊谷委員は一括質疑方式でということでご意見がございましたね。 
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○委員（熊谷雅史君） そのとおりです。 

○委員長（大渕紀夫君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） かつて、代表質問も一般質問もすべて一括質問だった。で、ある年から一般質問に

ついては、一問一答でいこうと、その時の反響が、私の耳に入ってきたのでは、議員さんの声もそうです

し、傍聴の方もそうだったんですけども、非常に分かりやすくていいという、そういう答えがほとんどだ

ったと思っています。その後、代表質問についてのみ一括質問だったんですけど、そのことについての反

応はちょっと聞いてないんですけども、もし、事務局サイドでも、また委員長の方でも、そういうことに

ついての反応と言いますか、それがもし、ありましたら参考にしたいと思うんですけども、いかがでしょ

うか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（山崎宏一君） 一問一答についてはね、今、言ったようなことで、私がたの方にも議員さん

はじめ、傍聴者、町民の方々から非常に質問のやりとりの、結局、何を聞いて、何が答弁されているかと

いうことが非常に分かりやすいということで、反響もよろしいようです。 

一括質疑は、長い今までの歴史の中で、ずっと続けてきた方式なんですが、当時、議会運営委員会でも、

代表質問も一般質問も、一括質疑にするか、一問一答にするかという議論があったと思います。当時は、

どちらかと言うと一括質疑方式ですね、代表質問については一括質疑方式でよろしんでないかと。という

のは、一般質問と違いまして、やはり町行政の大きな方針と言うんでしょうか、政策と言うんでしょうか

ね、そういうことが中心になるだろうと。 

したがって、一般質問ですと一問一答ですから、細い部分までは入っていけるんですが、一問一答にし

ますと。代表質問はそういうことから、大きな町長の、今回ですと執行方針なり、政策だとか、そういう

ものを含めて、やはり方針を質すということが主でいいんではなかろうかと。あまり一般質問みたく、言

葉は適当じゃないですけども、小さく質問しなくても、やはり方向性だとか大きな考え方が分かるところ

でいいんじゃないかということもあって、代表質問は一括質疑方式と。一般質問は、やはり、いろんな代

表質問以外のことですから、比較的小さなね、細かさと言ったらちょっと語弊がございますが、まず、町

側の答弁を要するという部分多いから、一問一答でよろしいんでないかという、実はこの決めた時の主旨

と言いますかね、だったかというふうに思っておりますが。一括質疑方式は一問一答方式に比べて、確か

に全般的に申しますと、ちょっと分かりづらい部分、質問に対する答弁が抜けてみたりね。そんなことも

ありますけども、比較してみますとありますが、大体の議会、全国的に、全般的にはこの一括質疑方式が

いろいろ議会の時間の運営的なものも配慮して、この一括質疑方式が多い部分なんですね。ですけども、

うちは今、言ったように一般質問だけ一問一答ということにしてございます。ですから、ちょっと一括質

疑についての町民の方々の反応というのは、一問一答と比較しては、一問一答方式が非常に分かりやすい

ということはありますけども、一括質疑がどうかというのは、ちょっと具体的にはですね、その部分では

反応と言っても分かりかねる部分があるんですけども。  

○委員長（大渕紀夫君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） よく町民の方と話をするのですけども、例えば、ちょっと国会の話しますと、国会

でも内閣総理大臣の執行方針の後、いわゆる各党の代表質問というのはありますね。それと今度はいよい

よ委員会になってきて、予算委員会なりになってくると一問一答でやっているわけ。それを例にして、そ

れの右ならえすれというわけでないけども、有権者はやはり代表質問よりも、あの委員会に来て、一問一
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答の方がよく分かると。あきないで何時間でも見ていられるんだという声をよく聞くんだよ。それと同じ

ように白老の町議会の方も、私の聞いたのでは一問一答の時の方がよく分かるんだというのが、マスコミ

でもそういうのを取り上げていましたし。あくまでも、ナイターをやるということは、やはりそういった

町民に関心を持ってもらうという、そういうこともあるものですから、したがって、じゃあ、代表質問の

方も一問一答で、さっき６０分平均だと言いましたけども、そうすると１時間半取れば、十分取れるんで

ないのかなということから、私は、一括質問よりも一問一答の方がいいんでないのかなと。そんなふうに

感じますけども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今、局長の言われたこと、宗像さんの言われたこと、重々私もわかるんです。し

かし、やはり、私自身は代表質問については一括質疑方式がいいかなと、総体的に見て。こんなふうに思

います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の皆さんどうですか。両吉田委員、ご意見ございましたら。 

○委員（吉田正利君） 今回、代表質問については一括質問方式に賛同いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） そうですね。今の局長の説明を聞いていて、やっぱり、いろいろ考えまして、一

括で今回やってみてはどうかと考えました。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、一通り各会派のご意見が出揃いましたので、委員外議員の加藤議員

の質問を認めます。 

○委員外議員（加藤正恭君） 一括質問でいいと思います。その理由はですね、会派を代表するという性

質を持ってますね、この代表質問。極端に言えば、政党的な考え方がある程度反映できる場所でもあろう

かと思うんですが、というのは保守系無所属の人はどこよと、こう言われるとちょっと答弁出来ないんで

すが、そちら方、極端に言えばイデオロギー的な感覚で物事を捉えられる場所でないのかなと。その点、

一般質問はですね、議員個人の意見ですから、答弁がどうあろうと、例えばですよ、ころころ、ころころ

変わってもいいんですが、代表質問となるとですね、代表者ですから、おそらく会派である程度の結論を

出したものをですね、代表して質問するということになりますのでね、私個人は違うんだけども、他の議

員さんと違うような意見を述べるというところでは、代表質問ではないと思うものですから、そういう面

では代表質問の場所はそういう一括方式の方があっているんじゃないかと。一般質問の場合は一問一答と。

それは答弁によってですね、多少自分の考え方が変わっても、どなたさんからも恨まれると言うか、ああ

だ、こうだというクレームつくわけじゃないから、その方がいいんじゃないのかと。そういうようなこと

から代表質問は一括方式ということのほうがいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方、ございますか。実は私も今、加藤議員が言われたとおりだと思

うんですよね。微に入り、細にわたり質問をするというのは代表質問にはなじまないだろうと。やっぱり、

代表質問と一般質問の違いをきちんと認識をして質問をすると、私はここのところが非常に大切ですから、

各会派の皆さん方、会派会議の中でですね、何か一般質問だか代表質問だか分からないような質問の場合

は、やっぱり一般質問されるということにされた方が私はいいと思います。おかしな意味じゃないですよ。

私はやっぱりね、議会の権威というのはそういうところにあるんですよ。ですから、私はやっぱり、そう

いうことはきっちりすべきだろうと。ましてや、ここは議会運営委員会ですから、そういうことをきちん

と意志統一をするという場でございますので、質問に制限をする気はございませんけども、質問の質につ
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いては、やはり、きちんと町民が納得するような形、これが代表質問には必要でしょう。ですから、私は

一括質疑方式の方がいいのではないかというふうに考えております。宗像委員、よろしゅうございますか。  

○委員（宗像脩君） はい、いいです。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、よろしゅうございますか。 

○議長（堀部登志雄君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、大多数の皆さんのご意見が一括質疑方式で代表質問は行くというご

意見でございますので、そのようにしたいと思います。よろしゅうございますね。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、日程。ここまでやって、日程までやって休憩いたします。日程につ

いて、先ほど宗像委員と吉田委員の方から、２日ぐらいやって１日昼間やった方がいいんじゃないかとい

うようなお話もございましたけれども、その日程上の問題について、ご議論を願いたいというふうに思い

ます。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 夜間議会を、やはり３日というのは、なかなか大変、困難かなと。それで、先ほ

ども、お二人言われましたけれども、やはり、２人ずつ２日間、そして、残りの２人については昼間やる

と、こういうような進め方がいいんでないだろうかなと。この順番については、皆さんでお話し合いして

決めればいいなと、こんなふうに思います。以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブさん、どうでしょうか。いや、なかなか、これは難しいとこなんで

すけれどもね、是非、一つ、忌憚のないところでご議論願って、順番はくじ引きになりますので、４番、

５番引いた方は今のままで決まっちゃうと大変、昼間になるからね、いろいろあるんだけどさ。どうです

か。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） クラブの意見ではないですよ、私の意見を言います。これはやっぱり、日程上の

都合もあるでしょうから、私の真意としてはね、やはり公平性を保つためには６会派全部ナイターやるべ

きだとは思いますけれども、２日が限度というのも、私も理解は出来ます。ただ、町民にアピールする部

分が得られなかった会派の方が、悲しい思いをするのか、喜ばしく思うのか、それはその会派のされる方

の意見だと思いますけれども、それは皆さんの意見に私は従いたいと思います。別に、どうしても全会派

がナイターすべきという考え方は、今は、ありません。  

○委員長（大渕紀夫君） 新風、吉田さん。 

○委員（吉田正利君） 前者の意見に同意いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） そうしますと、ほとんどの方が２日間ナイター議会で、もし、６会派全部が代

表質問やった場合は、残った２会派については平日ということで、意見が一致したようですけども、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） じゃあ、そのように決めさせていただきます。２日間はナイター、６会派出た

場合には、あとの２会派については、平日の午前中、一般質問に先だって行なうと。これは平成１１年と

同じ形式でございます。そのような形でよろしゅうございますね。 

                             ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、１１時になりましたので、１１時１０分まで休憩をいたします。 

                          休憩          午前  １１時００分 
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                          再開          午前  １１時１０分 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。夜間議会を行なうということに決まりまして、後は順

番を残すのみということでございます。局長から順番の決め方、くじの引き方について、説明をしていた

だきます。 

○事務局長（山崎宏一君） それでは３番目、２枚目のレジメになっておりますけども、くどいようです

けども、代表質問については運営基準の中で、代表質問の発言順序は会派の順送りとすると。それと、（２）

の意見書の提出。これは、ここにありますとおり、道の町村議会議長会から、共通の部分なんですけども、

意見書の提出要望を受けた時には、会派の代表者が提出者となって、提案説明は代表質問の順序にならい、

順送りとするとなってございますので、これ一括ですね、代表質問の時の順番がイコール意見書の提出の

順番にもなるということで、ご認識をいただきたいと思います。それで、一応、順番についてはくじをも

って決めさせていただきたいと思っております。それでは、設立の会派数が６会派ございますので、ここ

にありあすとおり、新政クラブ、民政クラブ、新風、公明党、日本共産党、町政クラブ、この順番でくじ

を引く順番を決めていただきます。で、それがきまりましたら、本くじということになりますので、よろ

しくお願いしたいと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、最初に本くじを引く順番を、まず。これはここに記載のとおりの順

番で引いていただきますので、新政クラブさんから引いていただきます。暫時、休憩をいたします。 

                         休憩            午前  １１時１２分 

 

                         再開            午前  １１時１５分 

○委員長（大渕紀夫君） それでは局長から報告をいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） それでは、今、くじを引いていただきました結果をご報告申し上げます。１

番公明党、２番町政クラブ、３番新風、４番新政クラブ、５番民政クラブ、６番日本共産党。以上でござ

います。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○事務局長（山崎宏一君） これについては、議会運営の申し合わせ事項がございますので、その中にで

すね、今日のこの順番を記載しておきますので、後ほど差し替え、この部分が、申し合わせの１ページあ

るんですけども、ここに括弧書きで書いてあります、これが順番になりますのでね、申し合わせってあり

ますよね。それの２枚目、上の方に議会運営に関する申し合わせ事項、１番、代表質問、一般質問とあっ

て、（２）各会派の質問の順序は順送りとするということで、前回のやつ書いてありますね。これが今の順

番に直ります。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それではですね、２番、３番については、ただ今の中身で確認をいたしたいと

思います。１番目、夜間議会は実施する。２番目、１日２会派とする。３番目、代表質問は一括質疑方式

とする。４番目、２日間はナイター議会、あとは平日とする。代表質問の順番は、公明、町政、新風、新

政、民政、日本共産党という順番で行なうと。ここまでについて、確認をしたいと思いますけれども、よ

ろしゅうございますか。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（大渕紀夫君） それでは、１番目に戻ります。６月定例会の日程について。皆様方のところに

日程表が参っております。１２日の本会議の初日については町側から来まして、そういう日程になってお

ります。皆様方のご協力によりまして、ナイター議会は２日間ということになりましたので、日程につい

ては、６月１２日からこのままで行くと２７日までという案のとおりにしてもいいのかなというふうに思

っておりますけれども、日程について、ご質疑ございます方、どうぞ。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君） そういうことでですね、今、言った２３日の週ですね、２３日、ナイター、

２４日ナイター、２５日が１０時から代表質問終わってから一般質問と。で、２６日も一般質問と。ただ

ですね、大体、代表質問については６会派ということで予想が出来ますが、一般質問がですね、当然、ま

だ、この日程では、１６日に一般質問の締め切りの予定でございます。したがって、２５日の代表質問が

終わった後、一般質問の通告によっては、この２７日が３０日に伸びるということも予想されますので、

その辺、お含みをいただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 若干、流動的ですけれども、基本的には、この日程について、ご承認をいただ

きたいというふうに思いますけれども、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） それでは、その他。局長。 

○事務局長（山崎宏一君） その他ということよりも、これは夜間議会に関わってなんですが、実は、当

時の議会運営委員会でも同じような話をさせていただいておりますが、ナイター議会午後６時から９時ま

でということで決まりました。それで、一つは時間なんですが、１日２会派ということになりました。し

たがって、１会派１時間半、これは質問と答弁も含めて１時間半ということになります。したがって、３

時間ということになりますね。それで、一つは、９時までということに一応してございますが、５分、１

０分の前後、前はいいですけども、超過した場合、これは議長の配慮によりまして５分、１０分について

は延長して行なうということに、今までもなっておりますので、その辺は議長の配慮にお任せをするとい

うことで、ご認識いただきたいと思っておりますけども、その辺よろしいですね。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○事務局長（山崎宏一君） それともう一つは、１日２会派、１会派９０分ですから、これはですね、さ

っきの一問一答は質問だけで４５分ということなんですが、一括質疑方式でございますのでね、１会派概

ね９０分ということを、これは紳士協定の中でお願いできればなと思っております。前回も実は、これも

別に基準に入れるとか何とかということじゃなくて、あくまでも限られた３時間の中での質問でございま

すので、１会派概ね９０分と。これは紳士協定の中でやっていただくと。で、これが一括質疑ですから、

３回までなんですが、９０分過ぎて２時間ということになりますとね、次の会派の方が、また、それから

９０分ということになりますのでね。ですから、９時半、ものによっては１０時ということにもなります。

したがって、基本的には９時までと。若干の誤差はありますけども、９時までということになっておりま

すので、紳士協定の中で１会派１時間３０分ということを、ご認識いただければな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） ただ今、局長から代表質問についての注意と言いますか、紳士協定のことがお

話ございましたけれども、よろしゅうございますね。 
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                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） その他について、各委員の皆様方からご意見があれば、どうぞ。ございません

か。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

        ◎閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、議会運営委員会を以上で閉会いたしたいと思います。ご苦労様でご

ざいました。 

                                                        （閉会  午前  １１時２３分） 

 


