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     ◎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。本日の協議事項ですけれども、議長の諮問に関する事項という

ことで４点ございますので、そのことについてご協議を申し上げたいと、こういうことであります。

内容について局長の方から。 

○事務局長（山崎宏一君）  それでは私の方からまず１点目なんですけども、先般の議運におい

て議会改革の中で議会報告会の件について議論がされておりました。それで、経過としては宮城県

の本吉町の視察ということでお話が出てございまして、これが早い時期にということで進めており

ました。向こうの方にご案内と言いますか、打診をいたしましたところ日程的には６月下旬であれ

ば受け入れ可能ということでご返事をいただいております。まずこれが１点でございます。状況に

ついてご説明いたしました。 

○委員長（大渕紀夫君）  １件目ですけれども、本吉町の視察の件なんですけれども、前回の経

過の中でもあまり効果が上がらないのではないのかというご意見もだいぶございました。時間がだ

いぶ経っておりますけれども、この件についてどのように取り進めれば良いかということで各委員

さんの意見を伺いたいというふうに思います。どうぞ。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  先般、議会改革の重大案件としてこの技巧についての取り組み方に協議

されていたわけでございますが、今回の宮城県の本吉町について先日事務局の方から活動状況、そ

れから町民との対話状況の報告書、レポートがありましたが、あれを拝読する限りにおいて非常に、

白老町で言うとタウンミーティングのような体系に非常にウエイトがかかっていると。運び方につ

いて内容を分析しますと。そういうふうなことから判断いたしますと、果たして私どもが現在目指

している技法の状況から、本当に革新的な情報が得られるのかな、どうかなという一つの疑点も生

まれてまいりました。時間的な経緯もあるんでございますけれども、そういうふうな意味で機会を

新たにしてもう少し目的的に絞ってですね、そして再度視察先を選定するような方法を取ってみた

らいかがかなという考えでございますけれども。それからもう一つ。私は岩手県で１０年ほど仕事

をやっておりましたけれども、やはりある程度承知しております。そういうふうなことで、やはり

農業国でございます。宮城もそうなんでございますけれども。そういうふうないろんな観点からす

ると、私どものような白老町の構成からするとちょっとどうなのかなという気もいたします。これ

は主観でございます。そういうものを含めて再度時期を見て検討して目的的な趣向性を持っていか

がかなという気がいたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。他。はい、吉田委員。 
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○委員（吉田和子君）  私も前回お話した時に白老町の議会改革のあり方というのは他町村に負

けないくらいと言うか、先進的なものがあるということにはいつも思っていることなんですけれど

も、そういうことから捉えて今までの視察の私の考え方は施設とかいろんな何かの、今は町村合併

ですけれども、学校の統廃合とかそういうところを見させていただきましたけれども、ある程度形

作られたものでそれをどのように苦労されたのか、どういうことでこの手法でやられたとか、それ

からいろんな議論がどういうふうにされたのかということを伺うことで結果が出たことに対しての

視察的なものが割と多かったような気がするんです。今回、本吉町さんの状況はまだ進めていく段

階で、いろんな問題点も含めてそれは勉強になるかもしれないんですけれども、私は白老町独自の

白老町の議会としてどういう報告会をしていくのか、 意見を聞いていくのかという。やって失敗し

たら、また白老町議会としてどんなものを作り上げて行ったらいいんだろうかということを作り上

げていくものなので、あまり必要はないんではないかなというふうに思うんですね。私はもし、そ

ういう勉強する場が欲しいということであれば、前に宮脇先生のところに勉強に行きましたよね。

私はああいう形で、ああいう専門家の意見を聞くこともまた別の意味で意味があるのかなというふ

うにもちょっと考えたりしてたんですけども。そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政クラブの熊谷です。今、お二人の委員さんの意見を拝聴して感

じたことなんですけども。前回この本吉町の視察ということの私の位置づけはですね、とりあえず

我が議会が今、置かれている立場の再確認のためにも行った方がいいのかなという気持ちはあった

んですけれども、今やっぱり吉田正利委員の意見を聞いてみると、確かにそういう背景を考えると

果たして視察をしていってそれだけの結果が得られるのかなというのはちょっとやっぱり疑問を感

じたんですよ、今。それで、言ってました時期ですね。時期はやっぱり急いで行った方がいいとい

うことで、６月の下旬ということになりましたら６月議会もかかってくる、押すと言うんですか、

スケジュール的に押すということもあるし。我々が目指している議会報告会を、僕は開催すべきだ

という立場なんですけれども、その方法の模索の状態の中で視察をした方がいいというふうに考え

てましたけれども、もっとやっぱりその辺のところを議論を深めてから行って、成果のある場所を

もう一回やっぱり再考した方がいいのかなと。今、そういうふうに考えました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブの加藤です。今、３人の方々の委員から伺いましたが、今テ

ーマになっているのは議会改革の中の議会報告をいかにするかということの焦点を絞っての議論で

あるということをだと思うんですが。それでたまたま本吉町というのは皆さんに配布されてる地方

議会人というあれにたまたま載っておったし、私だけじゃなく皆さんも見ておられる、そういう経

過を踏まえて道内にあれば一番いいんですが、道内ではと言ったらあまりそういう先進地がないと。

しかも地方議会人に、全国版に載るほどですから相当勉強しておるんだろうということで資料と取

ってみたら、ところが中身はタウンミーティング的なもので、あらっと思って実はがっかりした面

が一方ではあるんですが、現在一応そういう形として進めていると。いい、悪いは我々は、いいと
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ころは真似すればいいし、悪いところはカットすればいいわけで。やはり先進地視察として我々が

議会の報告を兼ねてやるとすれば、そういう先進地のいいところ悪いところを見聞きし、我々も批

判し向こうのご意見も伺って、そして持って帰ってきてから議論すると。それが一番いい方法でね。 

ここでいろんな知恵を出していても結局はどなたかに聞かないとわからないという面が僕は多々あ

るんじゃないのかなと。そういう意味での先進地視察をした方が私はいいと思うんですけれども。

それはあくまでも会派の考え方じゃなくて私個人の考え方でございます。ぜひ日程が許されればで

すよ。日程的な問題もちろんあります。ですから、日程的に行けるかどうかというんですが、本吉

町が６月の下旬が都合がいいと言えばそれに合わさざるを得ないわけですから。我々の都合ばかり

も言っていられませんけれども。そういう機会を作って他の一応模範的だと評されるところを見て、

一つの検討材料にしたらいいんじゃないのかと。私は今でも個人的にはそう思っております。以上

です。 

○委員長（大渕紀夫君）  各会派から出たようですから、私のところは会派会議でちょっとやり

ました。現在、議論されている中身というのは議会報告会という形で実施するのがどうなのかとい

うような議論にもなっております。その手法、議会報告会のやり方。私は町民の意見を聞くという

立場に重きを置くべきでないかというふうに思っておりますし、うちの会派もそうなっております。

そういう中で現段階として本吉町を見るというのは本当に必要があるのかどうかということではか

なり疑問視されておりました。率直に申せば、そうではなくて町民の意見をきちんと聞いて、それ

がうまく議会活動に活かされているような町を視察すべきでないかという意見の方が多かったです。

私自身も実は議会報告会というのはいかがなものかというふうにちょっと思いつつありますので、

そういう意味で言えばですね、ちょっと今回は時期尚早かなというような気がして。十分そこら辺

吟味してね。議会事務局にちょっと調べていただいたら実を言えば合併問題では随分あるんだそう

ですよ。だけど合併問題以外があまりないんだそうです。そういうものをちょっと探していただき

ましてね、そして報告会ではなくて町民の意見をどういう形で議会が、議員が吸収しているか。町

議会としてです、個人じゃなくて。そういう典型があればそういうところを見せてもらえればいい

のではないかというのが現段階でのうちの会派の意見であります。参考までに無会派の２人の委員

外議員の方、ご意見あればどうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  特にありません。 

○委員長（大渕紀夫君）  よろしいですか。それでは他の委員の方で今のこと含めてご意見ござ

いましたらどうぞ。６月下旬ということであれば今日結論出さなくちゃ駄目ですからね。はい、ど

うぞ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  ちょっと言い足りなかった面もあるんだけども。どうしても町民と接す

るということになれば、どのような形であれいろんな要望が出てくるのはやむを得ないんですよ。

それだけ聞いて帰ってくるのも変な話だし、また聞かないのも何のために来たのと言われるだろう

し、何のためにこういう会合開いたのということにもなるし。果たしてそういう要望に、ただ聞い

てくるだけで意味があるのかどうか。聞くことによって本吉町などはそれをテーマにした一般質問
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をするとか、代表質問するとかという一つの糧として利用している面もあるようですけれども。そ

のために開く議会の報告会と言うんですか、そういうものが果たして意味あるのかちょっと疑問は

確かにあるかと思うんですね。ですから、町の理事者に聞くやつは毎年秋にやっておられるようだ

から。ただ議会として何かアクションを起こさなきゃ駄目だという空気はあるにしても、その持っ

て行き方が非常に難しいということは我々もよく分かっています。分かっているんだけども、だか

らと言って手ぐすね引いているわけじゃなくて、やっぱり何かしなきゃ駄目だろうと。その何かが

わからないから今、先進地である本吉へ行って、本吉しかないというものだから本吉になっちゃっ

たんだけども、北海道であれば一番いいわけなんですが北海道ではあまりそういうところがないや

に聞いているものだから、多少遠いけどもそういうところに行くのも一つの方法かなというような

考えをしております。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、他の委員の方。山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  新風の山本でございます。前回、頂戴いたしました資料を見る限りにお

いてですね、やはり出来ることなら白老町議会よりもさらに進んでいるところ、先進地であれば参

考になるのかなと思うんですけども。あの資料を見る限りにおいてはですね、一目瞭然というか、

わざわざ行く価値があるかどうかというところに私はちょっと疑問を抱いております。そういった

意味で、仮にですよ、今、同じ町議会ということで探していると思うんですけれども、市という名

前が付いていても人口的に非常に白老に近い人口のような市もたくさんあると思うんですよ。そう

いった中で広い範囲で仕切り直しをして先進地というのを探すというのも一つの手かなというふう

にも思いますので、今回はちょっと見送って仕切り直しをしてみてはいかがなものかなというふう

に個人的に思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、谷内委員どうぞ。 

○委員（谷内勉君）  私はですね、時期早計だとそういうふうに感じております。というのはで

すね、まだまだやはり町民の皆さんといろいろな意見を聞く機会をというのを得てね、そしていろ

いろな意見を統合した上でもってそういう話を持っていったほうがいいかなと。それにはまだもっ

ともっと時間がいるかなとそういうふうに感じております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。大方の意見が出たようです。一つは、６月下旬ということは今日

の日程を見てわかったと思うんですけれども、２３日に定例会が終わりまして１日が全員の特別委

員会という日程になっております。そういうこともございますので、時期がちょっと早いんではな

いかと。視察は駄目だということじゃなくてね、時期が早いんではないかと。そしてまた相手先を

もうちょっと吟味する必要があるだろうというのは大体の意見のように受け止めました。今回につ

いては、本吉についてはそういう形で置いていただきまして今後の中で。結論としては、タウンミ

ーティングなり議会報告会なりは秋にひとつ時間をかけて準備をしたいというふうな結論になって

おりますので、そういう中で再度考慮するというような形で進めたいと思いますけれどもいかがで

しょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 
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○委員長（大渕紀夫君）  議長よろしいですね。それでは、本吉の件についてそのようなことで

今回については視察には参加しないということで結論を出したいというふうに思います。じゃあ、

次、２番目、局長の方から。 

○事務局長（山崎宏一君）  これも先の議運におきまして資料要求がこの中からございました。

というのは人口２万人以上の全国の町村議員の報酬についてということでございました。実はお手

元に今日、一枚なんですけども印刷したものを配布してございます。これはですね、実は全国の議

会議長会の資料でございます。ちょっと簡単に説明いたしますが、中段下に一覧表がございますけ

れども、まずここでＡＢＣＤというふうに左側の方に区分されておりますが、これは一番下に書い

てあります人口の区分でございましてＡが５，０００人未満、Ｂ、Ｃ、Ｄと。Ｄが本町が区分にな

ります２万人以上の町村ということで、実は全国に３０５ございます。これで２万人以上の人口の

ところの報酬ということだったんですけども、これはこういう統計的なものしかなくて３０５の町

を全部調べれば当然出て来るんですが、ちょっとそれも不可能ではございませんけども、かなりど

うかなということもございまして、たまたまインターネットで情報をいただきまして全国の議会議

長会の数字をここで取らせていただいております。それで表のＤの欄、ちょっと塗ってございます

けども、ここで議長・副議長・議員・常任委員長・議運委員長ということで、この３０５の町村の

平均ですね、これを掲げてございます。一番上の方は１５年の全国平均ＡＢＣＤ合わせての平均。

一番下は１４年度なんですけども、これの平均ということに変えさせていただきたいなというふう

に思いますけども、いかがなものでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、事務局から説明ございましたように委員から出ました資料要

求の中身ですけども、これ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）  よろしゅうございますね。それではそういうことにいたします。次、

３番目。 

○事務局長（山崎宏一君）  これは資料、お手元にございません。実は先般、正副議長と議運の

正副委員長で議会からの要請、これは町長の方に申し上げてございます。これはいろいろ例の一般

質問の答弁書の関係やら、また町内のバリアフリーの関係、階段の関係だとかいろいろその辺を要

請してまいりました。その時に町長の方から一つのルール化というふうに捉えましたけども、今ま

でも実質やってございますが代表・一般質問の通告でございますよね。通告の時にそれぞれ基本的

には各議員さん方主旨を明確に書いて通告をということで基本的にやっていただいております。し

かし、なかなか主旨が町の方で確認をしたいということで各議員さん方それぞれ職員がここへ来て

いただいたりなんかして、各議員さん方へそれぞれ主旨を確認しておりますよね。一般質問、代表

質問の。そういうことで、それはばらばらにやっていたんですけども、今回町長の方から代表・一

般質問の通告書の出された日の方がいいと思いますけども、その日に時間を設定して議員さんも出

てきていただいて、職員もここへ例えば来て、通告書の内容確認ですね、これをさせていただきた

いというご意見がございました。そんなことで事務局の方でも議長を含めてちょっと検討させてい
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ただきました。それについては従来についてもそういう形でやっておりましたので、一つの時間的

な設定だけをちゃんとしておけば議員さんもその時間に来ていただくと、職員も来ていただくと。

その中で従来どおり質問内容の確認という意味で内容聴取を出来るのかなというふうに思いました。 

そんなことで町側とも時間的な設定だとか、議運の委員長とも時間的な設定をちょっと協議させて

いただきまして、最終的にこういう形でしたらどうだろうということで案を申し上げたいと思いま

す。 

まず、通告の締め切りは代表・一般質問は正午になっておりますよね。正午になっておりまして

１時半から議運やりまして、大体１時間程度で終わっております。これは代表・一般質問の内容の

調整だけですから通告日に議運を開催して１時半から定例的にやっております。大体２時半ぐらい

に終わっておりますので、第一段階は２時半から議運が終わったという仮定の中で考えてください。

議運がもし終わらなければもちろん延びますけども、原則的には２時半から議運の委員さんで質問

者、それと議運のメンバー以外の質問者の方は２時半からここで町側の方と確認をさせていただく

と。書き方によっては具体的に書いてね。町側もこれで十分分かりましたということであれば、そ

れは無いかもしれませんけどもある場合は２時半からということで、まず基本的にお願いしたいと

いうふうに思います。２時半からやってですね、今度は２時半から広報の特別委員会が当日ありま

すのでね。議会運営委員会が２時半で終わって、２時半から広報特別委員会がございます。広報特

別委員会も１時間程度かかりますのでね、広報特別委員会の中での質問者は３時半に終わりますの

で、３時半から意見聴取という形にしてみたらどうかなと。だから２段階ですね。２時半からのと

３時半からのと２段階でしたらどうかなということで町の方とも、総務課なんですけども打ち合わ

せさせていただいておりますけども。こんな形で考えております。ちょっとくどくなりましたけど

も。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、一般質問提出時における町との打ち合わせについてのお話が

ございました。これは前回も議運で諮っておりますけれども、一般質問提出時の議会運営委員会を

前後して質問者全員が集まって、その主旨の説明等、聞かれたことに対して答えるというようなこ

とをやってはどうかということでありますけれども。これは我々が申し入れを行った時に、第一答

目の答弁主旨をいただきたいというようなことを含めて伺った時にそういうお話がございました。 

その具体化なんですけれども、今、局長が説明したような形で、何も中を言うとかそんなことでは

ございませんからね。主旨がきちんと伝わるという意味でそういうことをやりたいということであ

りますので、それはいかがでしょうか。議運のメンバーはもう皆さんここへ来てますからね。はい、

加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  ただ議運の人と、それから広報の人は来てるから、その後だからいいん

だけれども。例えば１２時に締め切って、１１時半頃に出したと、１回家に帰ってまた３時半から

４時頃出てくるというようなね・・・。議運の人と広報の人は重なっているから、ここへ来ている

からいいんだけど。そういうことまでやるというのは。その人方の場合は別の日に設けさせた方が

いいんじゃないのかな。何か方法を考えないと。 
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○委員長（大渕紀夫君）  ただね、ＦＡＸで出せる議員さんはＦＡＸで出して結構ですから。原

本をその時持ってくればいいということなんですよ。 

○委員（加藤正恭君）  いやいや、そうなんだけどもさ。 

○委員長（大渕紀夫君）  ですからＦＡＸある方は全部ＦＡＸで送って、そして原本を持ってく

ればいいんわけです。ＦＡＸ無いということであれば別ですけれども。広報特別委員と議会運営委

員会のメンバー以外の方というのは何名かしかいないんですよ。本当に少ないんですけれどもね。

その方でもしＦＡＸで出せる方はＦＡＸで出していただければ、それはそれで１２時まで来なくて

もいいということになりますので。絶対その日じゃなきゃ駄目だとかね、そんなことじゃないです

よ。出来ればそういう形で統一してやった方がいいんじゃないかというだけの話です。 

○委員（加藤正恭君）  それであればいいね。難しく考えないでね。 

○委員長（大渕紀夫君）  それは絶対集まれとかということじゃございませんのでね。都合の悪

い場合、委員会そのものだって欠席する場合あるわけですから。概ねそういう申し合わせで行こう

ということであります。いいですか。別に来いということでやるわけでございませんのでね。議運

と広報に入っていない方、５名いらっしゃるそうでございますので、その方は今、加藤委員言われ

たような形でこなくちゃいけない。はい、どうぞ、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  １回全部、質問を１２時に締め切りますよね。締め切った後に全部一括

してからでないとそういうこと出来ないんですか。そうなんですか。持ってきた時点で担当課に行

って、３時から来れないから打ち合わせというわけには行かないんですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  要するにあんまり厳密に考えないで今までと同じだと思って、それを

集約してやろうということですから。あまり厳密に考えないでいただきたいと思います。決めると

いうことじゃないですからね。ただ、今まで何かばらばらで自宅まで行ったとかいう話もあったん

ですよ。そういうのはね、僕はやっぱりやるべきでないと思うんです、はっきり言って。役場の職

員の方が自宅まで聞きに行くなんていうのは僕はやるべきでないという考えなんです、はっきり言

えば。ですから、そうであれば合理的にやった方がいいだろうということでありますから。あんま

り厳密に考えない、いい加減だというんじゃないんですけども、あるということについてはあんま

り厳密に考えないでくださって構わないですので。電話でこれで分かりますと言ったら、それはそ

れでいいことですからね。だから、詳しく書いていただいた方はいいですよということになるかも

しれませんので。相手に通じるように、ひとつ一般質問の内容を書くということに努力をしていた

だいた方がいいんじゃないでしょうか。私はそう思います。よろしゅうございますね。何々につい

てだけしか書かなかったら、今、言ったふうになるということなんであります。いいですね。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは４番目なんですけれども、議長から議会運営委員会に関する

改善事項。これはちょっと今、局長言わなかったですけども。私に言わせてもらいましたけども。

文章行っておりますけれども議長の方から一つお願いします。 

○議長（堀部登志雄君）  議会運営上における検討及び改善事項ということで４月の統一選挙以
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来ですね、１年間経ちました。そうした中で私、議長という立場で議会を進行しているわけですけ

ども、そういった中でやはりこの際皆さんにぜひ、これは皆さん十分ご承知なことと思いますけど

も、やはり私あそこの場で聞いておりますと若干そういった面でこの際改めて皆さんにご承知おき

留意していただいて質問していただくと。質疑していただくという形にしていただきたいという思

いでここに書きました。 

一番につきましては今、お話ありましたけれども、やはりあくまでも質問と質問者が聞きたいき

ちんとした答弁が返ってくるための、やはり一つの事前の何を聞きたいのかという主旨をきちんと

相手に伝えておくというのが大切だということで、一番目は理解してご協力いただきたいと思いま

す。 

それから２番目につきましては、いきなり２番目に来たんですが一般質問の持ち時間（４５分）

のあり方についてということで、これについては特に後段で出てきますけども非常に持ち時間があ

るという、そういう認識があるのか非常に前段での質問の演説と言ったらあれですけども、前口上

が長いような感じが非常に受けております。そうしますと当然やはり持ち時間が４５分やりますと、

答弁の方も議長がいつも理事者の方に答弁は簡潔に願いますと言っていながら、我々議員の方が、

質問者の方が簡潔でない形で演説をやるというようなことは、私としていかがなものかなというこ

とで、この辺についてはぜひ検討していただきたいなという具合に思います。 

それから３番目、４番目につきましては、これは「質問通告」に沿った範囲の質問内容を逸脱し

ていることについてということで、多少は関連もいいんですがすごくそれを逸脱したりと。具体的

に何があるんだと言われても極端なことはありませんけども、やはりそんな感じを受けてますので。

これについて４番目の「議案内容」ですね、これは質疑という形になりますけども、これもやはり

本当に議案の内容に沿った質疑という形にしていただきたいということです。他の方に飛んじゃっ

て質疑するということは、極力その辺は皆さん意識してやっていただきたいなと思います。 

それと５番目につきましては、質問・質疑の高度化についてということなんですが、日頃の議会

活動の中で担当者に聞けばある程度理解で出来るというものについてはですね、やはりある程度質

問でなく。質問というのはあくまでも理事者の考え方なり、そういうものを聞くのが質問であると

思いますので、担当に行けば分かるようなことについてはやはり避けるべきであろうという具合に

思います。特に質問の主旨によって前段で数字を聞かなきゃ駄目だというような流れがあるものに

ついては別ですけども。そういうことで一つ理解していただきたいと思います。 

それから質疑・質問の中での要望事項が多いことについてということですが、これは最後に要望

ですとかって答弁いりませんというような話が時々見受けられますけども、これはそういうことの

ないようにしていただきたいということです。 

それから７番目。これは２番目と同じようなんですが、質問・質疑に対して簡潔な答弁を求めて

いることに対して、議員の方の前置きが長いという。これは４５分の持ち時間のことにも通ずると

思いますけども、その辺はぜひ簡潔にやっていただきたいという具合に思います。 

それから議運でいろいろ調整しているんですが８番につきましては、先の質問と重複しないとい
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うことで冒頭私も述べているんですが、これが重複しているのも見受けられるということで議運で

後の質問者は同じ項目でも、後の質問者は前の質問しなかった角度から質問するよということであ

る程度認めていた部分もありましたので、これについてはそれはそれでいいと思うんですが、その

辺はきちんと守っていただいて、前の人と同じ質問をするというような形がぜひ無いようにしてい

ただきたいと思います。 

それから９番目につきましては、委員会の所管事務調査事項及び審査事項の調査中のものに質問

は、先例により控えることにしているということについて、特にこれは同委員会のメンバーであっ

てですね、まだ審議中のものをやはり本会議の場で聞くというのは今までそういうことは止めよう

というような形で話し合っていましたので、ぜひこの辺はひとつ守っていただきたいと思います。 

それから代表・一般質問通告システムの改善ということですが、これにつきましては本来質問は

議長が受けるという形になっております。今、局長のほうに皆さん出されております。この辺につ

いてもやはり私も今後、いつからというのは、やはりその辺の事はある程度は関与して、関与して

と言うか、それが当たり前ですからその辺は私もちょっとルーズだった部分ありますので、今後に 

ついてはそういうことも考えて質問については、質問するしないということじゃなくですね、そう

いう面でなくやはり関わりあって行きたいなという具合に思っております。 

 それから会派のあり方ということで、我々会派構成でこういう具合にいろいろなことやっており

ますけども、やはり特別なものを除いてはやはり会派である程度代表者なり、議運で決まったこと

についてはそれを意見書や何かでも時々ずれることがありますのでね、そういうのは出来るだけ共

通、あまりないような形でやっていただければと。ただ、ものにもよると思いますけども。そうい

うことで一つ考えていただければなという具合に思います。 

それと１番目の補足で、ちょっと追加でお願いしたいんですが質問等につきましてはですね、締

め切りの時にはある程度項目、内容含めて粗々きちんと決まっているような形で提出していただき

たいなと。ぎりぎりに着いて質問通告してから、後から内容を考えるなんていうのはね。考えるよ

うな形でなくですね、やはり事前にきちんとこの次の定例会はこういう質問をするんだということ

で、事前からある程度準備しておられて締め切りまでに出していただくんですけども。そういう形

できちんと何をどう質問するんだということはやっぱり粗々きちんと頭の中に入れた中で通告して

いただくようにぜひお願いしたいと思います。 

いろいろと申し上げましたが、私１年間振り返った中で改めて皆さんにこういうことを意識した

中で議会活動をやっていただきたいという思いで申し上げましたので一つよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。ただ今、議長から議会運営上における検討及び改善事項につい

てということで１１項目に渡り説明がございました。このことについて何かここで議論しておいた

方がいいとか、またはこの点はよくわからないということがございましたらひとつ出していただい

て、これは議会改革で何度も確認していることでございますので、守らなくちゃいけない中身です

のでね。そこら辺でもしありましたら意見どうぞ。山本委員どうぞ。 



１１ 

○委員（山本浩平君）  単純な質問になるんですけども。例えばたまたま出した時に同じ質問内

容が５人も６人もいたと。例えば寿幸園の民営化についてというテーマが５人も６人もいたと。で、

５番目、６番目の人になると質問する内容も同じで。何かそれでも出している以上聞かなきゃなら

ないということで、どうしても逸脱してしまったり、あるいは逆にですね「もう前の人が聞いてま

すから今回、私の質問は全く結構です」と。こういった話に出来るのかどうなのか。ちょっと単純

な質問なんですが教えていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  これはもう質問を例えばみんな聞いていただいたということであれば、

事前に取り下げることも可能ですし、当日取り下げることも可能ですし、当日立って皆さん理解し

たんでこの質問については取り下げますというのは全然構わないことだと思います。ただ、やはり

聞きたいという気持ちは皆さんあると思うんですよ。ただ、同じことを聞くというのはちょっとあ

れですから、全く違ったことがあればそれはやっぱりお聞きになった方が私はいいと思います。議

会ですから言論の府ですからね。ですから聞かれた方がいいと思います。ただ、取り下げることに

ついて言えば、どんな場合でも取り下げるということで議長に届け出ればいいし、当日の質問の時

だって私はこのことについて理解したからこの質問についてはしませんと言えばいいだけの話です

から、それはそれで全然問題ないことだと思います。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  今、聞いていて思うんだけども、委員会というのは特別委員会も含まさ

るわけですね。そうでしょ。委員会というのはさ、９番目。だから委員会というのは特別委員会も

常任委員会も含まさるわけでしょ。常任委員会だけですか。特別委員会は入らないんですか。じゃ

あ、特別委員会のことを質問してもいいということになるでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君）  ちょっと待ってください。はい、局長どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君）  ここの主旨はですね、所管事務調査事項ですから、あくまでもここ

で言っているのは常任委員会だと思うんです。 

○委員（加藤正恭君）  そうしたら特別委員会と審議会、議員が入っている審議会ありますね、

そういうものをテーマにしてもいいんですか。今まではそれはタブーだったんですよ。 

○事務局長（山崎宏一君）  いやいや、議員が入っている審議会というのは町側の方のですか。 

○委員（加藤正恭君）  例えば病院運営審議会。 

○事務局長（山崎宏一君）  ですから町側の方ですね。 

○委員（加藤正恭君）  そうそう。 

○事務局長（山崎宏一君）  そうですね。 

○委員（加藤正恭君）  そういう審議会に入っている方々が、例えば病院のことを質問していい

んですかということ。今まではね、それはまずいよということになっていたんでなかったかい。 

○委員長（大渕紀夫君）  それは暗黙の了解だと思います。 

○委員（加藤正恭君）  いや、暗黙って。こういうふうに文章化されればさ。そういうことも聞

きたくなっちゃうわけさ。委員会はということになるから。だから委員会だけですかっていうふう

になっちゃうからさ。 
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○委員長（大渕紀夫君）  審議会の審議委員は、そこに入っている審議委員が良識の範囲で聞く

という意味だと思いますよ、私は。それは何も、どこに何も書いてませんよ、そんなこと。 

○委員（加藤正恭君）  良識の範囲と言うけど、それは漠然としててね。良識というのはどこが

良識か分からないですよ。 

○委員長（大渕紀夫君）  ですから、それは自分が判断すべきことですよ。それを良識と言うん

ですよ。議員個々がこれは聞いてもいいかどうかって判断して聞くということじゃないですか。 

○委員（加藤正恭君）  だから、良識は個々によって違うでしょ。基準が。 

○委員長（大渕紀夫君）  ですから基準はないということです。 

○委員（加藤正恭君）  だからさ、どこが良識でどこまで線を引けばいいかということが問題。 

○委員長（大渕紀夫君）  ですから委員会の所管事務調査というのは常任委員会の所管事務調査

については、その所管事務調査をやっている時にやるなというのはちゃんとなってますから。それ

以外はないわけですから質問してもいいということですよ。ただし、今言ったようにそれは良識の

範囲というのは当然、審議会だとかはあると思いますよ。例えばこういうことあったんですよ。下

水道事業審議会では賛成したけど、本会議で反対したということあったんです。僕はそれ指摘しま

したけどね。それはおかしいんですよ。 

○委員（加藤正恭君）  いや、水道でもあったよ、そういうこと。 

○委員長（大渕紀夫君）  だから、そんな馬鹿なことあり得ないでしょ。そういうことを良識と

言うんです、私が思うのは。当然ですよ。ですから私は病院運営審議会だから質問しちゃいけない

っておっしゃってましたけど、私はそんなことないと思ってましたから。ただしね、中でそれが白

老の町民に対してマイナスになることを聞くという人は私はいないんじゃないかと思います。そう

いうことを良識と言うんじゃないでしょうか。何でも聞けばいいというものじゃないですから。 

○委員（加藤正恭君）  いやいや、ものにもよりけりだけどね。その辺りの判断が。その人がそ

れだけの判断が出来る人であればいいよ。そこがね、非常に難しいわけだ。 

○委員長（大渕紀夫君）  ですから我々、審議委員会から全部抜けるんですよ。全部審議会から

抜けなきゃ駄目だというのはそういう意味ですよ。 

○委員（加藤正恭君）  だから、そういうふうになっていることは分かっているんだけどね。と

ころが、議員さんが入っている審議会があるわけなんでしょ。だから、そういう人がそこで得た知

識で、そこで議論してもらちが明かないというようなことを一般質問なり代表質問なりされても構

わないんですかということも・・・。 

○委員長（大渕紀夫君）  政策的な違いだったら構わないと思いますよ。例えばね、病院を片一

方は建てると、片一方は建てないというのが審議会であったと。これは建てる側は政策的な見地で

一般質問するのはなんぼしても構わないと思います。 

○委員（加藤正恭君）  それだったら、さっき言ったね・・・。 

○委員長（大渕紀夫君）  大変失礼しました。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  ごめんね、ちょっとあれしたものだから。その辺りがきちんと整理しな
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ければならないと思う。だから、常識、常識と言うけれども、その常識がどこまでが常識かという

ことはその人によって僕は違うと思うんですよ。ただ常識だけで括ってしまうならそれでいいけれ

どもね。審議会委員、特別委員が何かでもって特別な情報が入った場合に聞くということだってあ

り得るんですよ。それは常識じゃないぞって言われれば怒られるかもしれないけれども。今までは

ね、そういう特別委員会に入っていた人は、その特別委員会の中で議論すれというような認識があ

るものだから、そこで活発にどんどん良い悪い、ああだこうだってやっては構わないんだけど。そ

れを一般質問、代表質問の場に持っていっても差し支えないんであれば私は頭を切り替えなきゃ駄

目だと思うんだけれども。今までそういう意識があったものだから、例えばですよ、そういうこと

をしなかったというのも経過としてあるんですよ。だから、その辺りはね、ただ常任委員会だけの

問題だけにこの９という文章があるんだとすればそれでいいんですが。それ以外はどうでもいいん

ですよ。どうでもと言ったらおかしいけど、ただ良識の範囲内でという括り方だけでいいのかなと。

それがちょっと疑問に思うものだから、皆さんに意見を伺いたいと思うんだ。 

○委員長（大渕紀夫君）  ここで議論する中身は原則論がどうかという中身だけで、良識の範囲

がどこまでの範囲なんて議論なんか出来ないわけですから希望も出来ないわけですよ。ですから、

ここで決めているのは常任委員会については、今やっている所管事務調査についてはやっては駄目

ですよということですから。駄目ですよと言うかやるべきではないという、そういうのは実際に地

方議会人でもそういう資料がございますよね。ですから、そこの範囲についてはそうです。それ以

外については取り決めはないわけですから、それは良識の範囲しかないでしょうし、それを縛ると

いうことの方が私はおかしいというふうになると思います。あとは加藤委員が言われるように、そ

の良識の範囲はどこまでだと、守らないつもりじゃないかということになると、ちょっとこれはこ

この議論ではないような気がするんですよね。はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  常識の範囲というのはそれぞれ違いますので逆に決めるということは、

逆に出来ないという形にも裏を返せばなります。私は今、申し上げた内容については特別改まった

ことはありません。今の問題についても先例により控えることとしているという形で、その委員会

に所属していれば、もしその項目について調査中のものを質問するということはいかがなものかと

いうことで先例によって控えることになっておりますので、それを皆さんに申し上げた、また今一

度その点について考えていただきたいということで守っていただきたいということを申し上げたま

でで、改めてやっても良いとか悪いとかということではございませんので、その辺は理解していた

だければなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、他。どんなことでも。吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  今、８番の答申内容について、ちょっと教えていただきたいんですけれ

ども。例えば、先ほど同質問がラップしちゃって非常に答える方も応対する方も大変だというご意

見でございました。で、これは例えば１２時に締め切りましてね、２時半に調整に入るわけですけ

れども、その段階でどなたがどのような質問をするかということをもちろん提示されるものでしょ

うか。例えば、どなたがどのような質問をされるかということをその時点で認識出来るような状況
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を持ち込めるんでしょうか。１２時に締め切って２時半からという段階でいかがなんでしょうか。

私はラップしている内容をどのようにして確認するかという問題なんです。事前では質問者は調整

出来ないわけです。受け付けた以降ラップしているかどうか後で分かるわけでございまして。要す

るに運び方にしてはそれを出来るだけ排除して、ラップしている質問を排除してやるとすれば、そ

れだけの手順とか手続きとか手法を与えなきゃいかんと思うんですよね。そうでないでしょうか。

ですから、例えば事前でもいいんですけど、議員同士がやればいいんですけれどもそういうような

時間はありませんし。ですから、受理した後のそのような弊害を防ぐ方法を、やはり一考を要する

べきでないか、町側にもあるかもしれませんけれども。その点はいかがでしょうか。ラップだけは

悪いという意味で重複質問を出来るだけ避けなさいというのは一方的なね。避ける方法はどうなの

か、やっぱり検討すべきだと思うんですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  出した中身については一般質問が締め切られた時に皆さんに配布をす

る一般質問通告用紙で、その中でだぶっているものが分かるというのが最初だと思います。そこで、

このものについてはやめますとかいうのは出来ると思いますけれども、そこでプラスすることは出

来ません、今のシステムで行けば。こういうことを違う人が質問をするから、じゃあ僕は違うこと

を質問するよということは、新たに書き換えるということは出来ません。今の状況では。もし、そ

うであれば事前にそういうことをされるという議員さんと打ち合わせをするしかございません。そ

れは町も議会事務局も一切関係ないということですから、それは議員同士が努力をするしかないで

しょう。それはほとんど不可能に近いと思います。ですから今、吉田委員が言われた点について解

消するとしたならば、一つは自分がどうしてもこれをやりたいとしたら項目をたくさん挙げる。だ

ぶっているところだけどちらかの方がカットする。それ以外にはちょっと解決方法は私の今、考え

た範囲ではなかなか大変かなというふうに思いました。その時点で新たに書き加えられることが出

来ればいいんですけれども、１２時質問締め切りですのでそれは出来ませんので、そうなるとそう

いう方法しかないのかなというふうに思いますけど。局長どうですか。議長どうですか。はい、吉

田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  例えばですね、今の懸案で出来るだけ重複質問を避けるという主旨があ

るわけでございますので、自助努力でそれをお互いに情報をキャッチして捨てるか、あるいは強行

するかということになると思うんですけども。町側は全員から聞くわけですから、３番目の人が同

じ質問をしているということは情報提起出来ますよね。あなたの質問は前の質問者とだぶっていま

すよと。例えばです。町側は分かりますよね。だけど議員さんは一人ひとりです、全く情報ないと。

町側が提供してもらえれば分かるかもしれませんけれども。例えば、そういうふうな経過あります

ね。何かそういうふうな意味で、適当なそれを回避するような手段を講じる必要があるんじゃない

かということなんですけどいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、どうぞ、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  今、吉田委員の言っていることは、前段話をした調整をするという

申し合わせの中で相手の質問内容が分かるのが理事者から聞いて分かるというスタイルを回避した
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方がいいということですよね。ということは、我々が議運でまとめたやつを見ますよね。それを質

問者に配った方がいいと思うんですけどもどうなんでしょうかね。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  私が今、危惧しているのは１２時に締め切って２時半から調整に入りま

すよと、その間で要するに質問者がどなたが何を質問しているかどうか分からないわけですよ。で

すから、要するに２番・３番手がもしだぶっている質問であれば、２番・３番手に何か情報を提供

すると予備知識入りますですね。黙っていられると分からないわけです。時間ないですから。その

ような流れをうまく調整出来る方法はないのかと。 

○委員長（大渕紀夫君）  わかりました。それはですね、やるのは１２時に一般質問を締め切り

まして議会事務局が受け取った段階で議会運営委員会が１３時なら１３時から開かれます。その時、

全員の質問主旨が配られますね。同主旨のものを全議員の棚に入れるということです。そういうふ

うにすれば知りたい方はここへ来てそれを見れば分かるわけです。ですから１２時なら１２時に一

般質問締め切りありますので、その段階で質問の項目を全部ひとまとめにして、それを１２時半な

ら１２時半にこのボックスに質問している方全員のところに入れるということをすれば、今、吉田

正利委員の言われたことについては１００％とは言えませんけれども解消されますよね。そういう

意味のことを言っているわけですね。それは事務局出来ますか。そこまでは出来るそうでございま

す。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  ７番の前置きが長く簡潔な質問というふうに心がけれとこういうことな

んだけれども、私も長い間議員をやって一般質問を毎回の定例会じゃないけども相当数やってきて

おります。途中から今度４５分の１対１という質問に変わった。両方やってみてですね、これは代

表質問と一般質問があるわけですね。代表質問というのは３回しか出来ないんですよね。時間は制

限はないけど３回しか出来ない。答弁を引き出すのは３回しか来ないということは大前提になって

いますから、質問の方法はおのずから一般質問とは違うということですね。一般質問は一つ聞いて

答えをもらうということですから簡潔に聞けるわけですね。ところが代表質問ということになりま

すと自分の言わんとすることを簡単にぽんと聞くということにはなかなかならない。それまでに行

くための前置きという文章が、これはどうしても必要なんですよ。だから、議長から言われるとそ

ういう面では少し回りくどいんじゃないのかなとこういうことを言われるのかもしれないけれども、

３回しか聞けませんからどうしても自分の考え方を述べざるを得ない面がどうしても出てくる。そ

して答弁もらいますでしょ。それについてまた今度質問するわけでしょ。そうするとどうしても考

え方を聞く、そのためにはいろいろ枝葉が付く。そういうことになるから、要は最後の方が何を聞

きたいんだということになると思うんだけれども、その辺りはちょっと面倒見ていただくと言った

らちょっと語弊があるけれども、代表質問をする側の方にすればある程度の自分の考え方は前置き

として、長い短い別にしても許していただくような方法に持っていかなければですね。お互いに努

力はするけれども一般質問のようなわけには行かないということをね。代表質問と一般質問の違い

がありますから、その辺りはされる方は考えてやらなきゃ駄目だと思うんで。一般質問は簡単に聞
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けますよ。すぐ返事、イエスかノーか。またこっち聞く、ノー・イエス。こういうふうなことで簡

単でいいんだけれども代表質問はなかなかそういうふうにならないということも分かっていただき

たいと思うんだけどね。それについて何かご意見あれば伺いたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  今、加藤委員から問題提起ございましたけれどもかがでしょうか。代

表質問やられた方含めて、ご意見ございましたら。無ければ、議長、今、加藤委員から出た意見で

ございますので。他、どんなことでも結構です。はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  ３番目と４番目にちょっと関連したことなんです。これは意見というよ

りも要望で聞いていただきたいんですが。質問通告・議案内容に合っていない、逸脱してしまった

場合のことについてなんですけども。今回、私も含めていわゆる新人と言われるのが８名おりまし

てですね、私自身この質問は関連質問の範囲内であるのか、あるいはちょっと外れているのか分か

らないまま質問していることも多々ございます。また、質問を提出した時期と実際に質問する時に

はかなり期間がありますので、後からこれはちょっと入れなかったのでこっちの方で無理矢理関連

質問にしようかといったケースも実際にあるんですよ。そういった場合ですね、これは要望なんで

すが、いわゆるベースボールのその上を通過するかどうか、ストライクかボールかぎりぎりのとこ

ろをですね、これはやはり議長のジャッジでぜひ裁いていただきたいのと。もし、あまりにもひど

いなと思った時は議長の部屋に呼んでいただいて、これは違うぞと、こういったこともぜひやって

いただければなというふうに思いまして、意見として申し上げさせていただきました。 

○議長（堀部登志雄君）  今、いみじくも野球のストライク・ボールのあれにしましたけど。暴

投はやっぱり困るんですよね。ストライク・ボールの、この辺の範囲はいいんですけど、とんでも

ない暴投を投げられるような、例えて言えばそういうことですから。その辺何でも全部全て、これ

に全くマッチしたということじゃなく、そういうような意識を持ってやっていただきたいという、

そういう思いだけですので思う存分いろいろと質問して、質疑していただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  委員外議員の西田祐子議員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君）  まず先ほど言った山本委員と同じようにやはり自分の質問通告に

沿った範囲の質問内容とか、議案内容に沿った質問内容ということについてなんですけど。やはり

私もこれはそうだと思って質問したら違っているという場合があるんですね。3 月の議会の時もそ

うだったんですけども、男女共同参画だと思って質問を出したら企画課の方から白老町は企画課の

方じゃありませんと。福祉課の方ですと言われたんですね。そういう形で法案としては子供の権利

条例なんかというのは男女共同なんですけども、白老町の割合で行ったら福祉課の担当だというふ

うに言われてね。その辺が私もよくわからなかったものですから、そういうことがもし分かれば早

めに教えていただけると大変ありがたいなというのが一つあります。それと質問なんですけど、9

番目の常任委員会の所管事務調査事項ということは、例えば今、総務文教委員会で財政改革のこと

をやってますけど、それについては他の議員の方も質問できないということなんですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  担当の常任委員会です。 

○委員外議員（西田祐子君）  担当の委員はもちろん質問しないんですけども、他の議員も控え
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るということですか。担当の議員だけ。ありがとうございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  今の２段目の件だけどね、こういうことなんですよ。要するに自分が

常任委員会の中できちんと違う意見を申し述べて、しかし、それを町が受け入れない場合は、例え

ばこれが審議中でも質問出来るんですよ。政策的な違いで意見がはっきり分かる。それを、これか

ら議論する中身のことで、少し分かった中身を町が言ったことについて、それはどうだと聞くのは

やっぱりね、その常任委員会できちんと議論しているわけですから、その中で解決してくださいよ

とこういうことなんです。ですから、そこは間違わないでね。絶対何も出来ないということじゃご

ざいません。ただ、やっぱり委員長さんだとか副委員長さんだとかはそこに直接携わってやってい

るわけですから、そういうことはさっきの話じゃないですけどやっぱり常識の範囲できちんとそれ

をやらないと、自分たちが得た情報を持って他の議員さんが知らないからやりますよというような

やり方は駄目ですということなわけですから。でも絶対駄目だとかというんじゃなくてね。ですか

ら、ここに書いてますように先例により控えることと書いてますでしょ。やっちゃいけないって書

いているんでないですよ。ですから、そういうことを十分配慮して。だから何でもいいというんじ

ゃなくてね。出来ればやっぱり今、議論しているのはその常任委員会の中で徹底的に議論するとい

うふうにしていただくのが一番いいということです。ですから、それはほとんどないんですよ。継

続審議のもの以外は。一回一回結論出ますから。そういうふうになるんです。ですから、議員の発

言権というのはきちんと理論的には保障されているんです。そういうふうに理解された方がいいと

思いますけどもね。それともう一点、先の件については。これはね、出来れば行ってそして聞くと。

要するに担当者のところへ行って、課長のところへ行ってこれはどうなってますか、係長さんのと

ころに行って、分からないようでしたら聞いていただくというのが一番いいと思います。その中で

出た矛盾を質問されるのはいいけども、事前に担当がどこだなんてことは分かりませんから、とに

かく役場の職員の方のところへ行って聞いていただくというのが一番手っ取り早いですし本人も理

解出来ますから、なるべく役場に来てお話を伺った方がいいんじゃないですかね。そして質問した

方がきっといいと思います。はい、どうぞ西田委員。 

○委員外議員（西田祐子君）  変な話ですけど、私は頭から男女共同参画だと思ってますから企

画に行っちゃうんですけども。いざ当日になったらね、これは実は福祉課だったんですよと言われ

たので、だったら早く教えてくれれば良かったのになっていうのが思ったのでそういうことがもし

あればということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  今のお話伺ってて思ったんですけど。今一つ例を挙げて言われたんです

けどね、男女共同参画でもいろんな課が所管することがあると思うんですよ。だから、質問の項目

をある程度具体的に書くと。そうすれば、ここの部分は福祉課が答えますよとかというのは必ず企

画課に行ったとしても言ってくれると思うんです。そういう部分では男女共同参画についてとぼん

と書いちゃうと何を聞かれるか相手わからないから、それのことでごちゃごちゃになっちゃうのか

と思うんですよ。だから、具体的にこれとこれで、子供の部分が入ってきたらシェルターなんかは
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やっぱりそっちの方に関わることもあるから、住宅も関わることがあるんですよ。だけど、そうい

うふうになってくるとそれぞれの項目がはっきりしているときちんとした明快な答えがもらえると

思うんです。そういうふうに工夫するといいのかもしれない、反対にこっち側も出す時に。そうい

う努力をすると答弁が自分の思ったね、きちんとした答弁がもらえるようになるんじゃないかなと

いうような気がするんですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  要するに西田委員が聞きたいことをより具体的に書かれた方が答弁も

具体的になるし、担当課も明確になるということを吉田委員は今おっしゃったんだと思うんですよ。

ですから、かける範囲で具体的にこういうことを聞く、こういうことを聞くということでずっと書

かれた方が相手も分かるし、それから担当の者も分かるというふうになるということをおっしゃっ

たんだと思うんですね。そういうことを一つ参考にして今後一般質問をやってください。他。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君）  いいですか。それではこの議長の諮問された検討及び改善事項につき

ましては各会派に徹底していただくということで、各議員さんのボックスに全員に入れていただき

ますので各会派で周知をしていただくことが一点と。質問した方だけというわけに行きませんから

全質問者の後で、配布しなくて結構ですからね。配布しなくても良くなるものならしなくていいで

すから、質問者の質問書は受け付けた日の13 時までに各議員のボックスに入れていただくと。全員

に入れていただくと。そうすると皆さんどういう質問するかということが分かりますので、そうい

う処置を取っていただきます、今後ね。確認しておくことはその2 つかな。あとはもちろん今日議

論されたことは各会派で徹底していただくということで。 

○委員（吉田和子君）  ちょっといいですか。棚に入れたら人の棚のもの持てないので会派の分

いただけますか。この話し合いを受けてね、説明したほうがいいと思うんですよ。ただぽんとこれ

を渡すんじゃなくて。だから棚に入れちゃうと、その棚のもの取れませんので会派の分をいただけ

ればと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  今すぐそういうふうにします。他、議長からの改善事項についてにつ

いてはございませんか。今、確認した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、この点に十分沿って一つ一般質問を行うというふうにして

いただきたいと思います。その他。はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  前回、町側に質問の回答をいかに運ぶかについて要請したはずなんでご

ざいますが、その経過についてご報告いたしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  今ちょっと伺いますと、まだ町側からは正式には回答が来ておりませ

ん。ただ、我々行った時もそうですけれども、町は積極的にそのことに答えるということで検討さ

れているというふうに理解しておりますので、議長、局長含めてお願いをいたしまして詰めていた

だくというふうにしたいと思います。よろしゅうございますか。 

○委員（吉田正利君）  はい、いいです。 
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○委員長（大渕紀夫君）  議長よろしゅうございますね。 

○議長（堀部登志雄君）  はい。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。 

             

◎閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  無ければ議会運営委員会を以上で終わりたいと思います。 

 

（閉会 １１時４２分） 

 


