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平成１７年 議会運営委員会会議録 

平成１７年 ３月 ４日（金曜日） 

   再 会  午後 ３時１５分 

   散 会  午後 ３時４９分 

 

○議事日程  

 －協議事項－ 

 平成１７年第１回定例会の開催について 

(使用料及び手数料に関する条例案について) 

 

○会議に付した事件  

－協議事項－  

平成１７年第１回定例会の開催について 

(使用料及び手数料に関する条例案について) 

 

○出席議員（１１名） 

  委員長 大 渕 紀 夫 君   副委員長  熊 谷 雅 史 君 

山 本 浩 平 君         吉 田 正 利 君 

      吉 田 和 子 君         谷 内   勉 君 

      加 藤 正 恭 君 

  副議長 根 本 道 明 君   議  長  堀 部 登志雄 君       

委員外委員 玉 井 昭 一 君   委員外議員  西 田 祐 子 君  

 

○欠席議員（０名）  

 

○職務のため出席した事務局職員 

      事 務 局 長       山 崎 宏 一 君 

      主       幹       中 村 英 二 君 
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◎開会の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） お疲れのところご苦労様でございます。ただ今から議会運営委員会

を開会いたします。 

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〕 

〇委員長（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。 

 

◎調査事項 

〇委員長（大渕紀夫君） 早速協議事項に入りたいと思いますけれども、平成１７年度第１回

町議会定例会、今日始まりましたけれども、これに関連してのご提案でございます。 

 議長、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） どうも、お疲れのところお集まりいただきましてありがとうござい

ます。 

 今、議運の委員長の方からお話ありましたが、この議会に、使用料及び手数料に関する条例

が１６本ほど出ております。しかしながら、前日の議会運営委員会で、町理事者側の説明を聞

いております。 

 また、議会運営委員会としてですね、この条例改正案については本会議で１本１本審議しま

しょうという形で決定されているところでございますが、その後理事者の説明等を議運の中で

聞いた中でですね、議長としてこのままの状態では、結論から言いますと、議員もあまりこの

手数料・使用料等に関する条例の内容、あるいは改正の趣旨等について十分まだ認知していな

いというのですかね。平たく言うと、なかなかまだはっきり分からない部分がある中で、本会

議で１本１本やると。それも、７日からやるということになりますとですね、非常に認識不足

のままその議案を審議するというような形になるんじゃなかろうかということで、私考えまし

て、その中で特にこの議案を審議する中でですね、町からの説明によりますと、見直し対象と

いうことで今回改正したわけですが、特に今回出ない部分もありまして、一部平成１７年度中

に見直したいと。関係団体とも調整して見直したいというようなことが出ております。 

 それと、条例改正はされるのですが、料金とかは変わるのですが、減免とか免除の基準がで

すね、これがこの間の説明では１７年度中に、その辺の部分は改定はするけど減免とか何とか

はその後になりますよということになりますと、このまま議案を審議していっても非常にお互

い分かりづらい形で、減免や何かは規則で決められますから後で決められるのですけれども、

条例の改正はしたわ、後で町の方でその減免を、我々の思惑どおりにもしならなかった場合に

またいろいろとこう、問題も起きると。起きるんじゃないかというようなことも、私自身考慮

しまして、この際ですね、我々議会としてもこの改定については町民に説明する責任も、議決
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した場合にはありますので、もうちょっと議会は議会として十分この内容等についてですね、

独自で審議して、それから議案として上程して審議していくと。本会議で審議していくという

ような形が、よりベターじゃないかという具合に考えまして、この度平たく言えば委員会付託

をしていただいてですね、閉会中に十分審議した中で、６月の議会でも提案できるような状況

になると思いますので、そういう形にするべきではないかということで、私考えまして、本日

議運の委員長にお願いして、議運を開いてもらった経緯でございますので、一つその辺も十分

お考えいただいてですね、何回も言いますが、前回で１本１本やると決めましたけれども、私

としてはそういう形にした方がより我々議会議員としても十分こう、納得したうえでこれを本

会議で審議できるということで考えましたので、そういうことで今日皆さんにお諮りをして一

つ、ご確認をいただいて、承認していただければありがたいと思いますので、よろしく一つお

願いいたします。 

 なお、これによりまして、６月１日からやるというような形になりますけれども、これは議

会の方で委員会付託となれば、その辺については若干遅れることになるかもしれませんけれど

も、それについては後ほど理事者の方にですね、その辺を確認して、もしそれでも理事者の方

としていいと言うのであれば、そのような形でもいくのもこれは我々やむを得ないのじゃない

かなという具合に考えますので、その辺も含めて一つ皆さんにお諮りしていただきたいという

ように思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今議長からお話がありましたけれども、今回１６本出てお

りますけれども、内容含めていろいろございますけれども、基本的に今議長がお話されたこと

について、ご質疑を最初に伺いたいと思いますけれども。ご質問等々、ご質疑ございましたら

どうぞ。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、議長のお話を伺ってちょっと確認をしたいのだけれども、

委員会付託ということは、この条例からいくと総務文教常任委員会に付託になるわけですね。 

 それを６月の議会にその結果について本会議に、委員長が報告する格好になる。本会議で我々

は、全員の議員じゃないですからね。総務の委員以外の人はよく分からないということになる

と、本会議で例えば委員長に質問をするという形になろうかと思うのですよ。委員長報告にな

りますとね。 

そうすると、結局同じようなことがですね、本会議で、例えば時間がかかるとか、ごたごた

するということになると、そういう問題が出てくるんじゃなかろうかと思うのですが、その辺

りはどのように考えておられますか。 

○委員長(大渕紀夫君) 議長、どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) 委員会、総務の方に条例が見たとおりいろいろな委員会に属しており

ます。 

 しかしながら、受ける、付託となれば総務文教常任委員会が適当だと私は思うのですが、そ
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の委員会の中でですね、全員を対象にした委員外議員という形で、委員という形でですね、総

務文教常任委員会の方で各全員の議員にね、委員外議員という形で参画してもらってですね、

それで十分その議論をするということは可能だと思いますので、そういう形をもっていければ

全員の意見が反映されて、お互い議論ができると。そういう中でやはりやらないと、やっぱり

実際に私も委員会付託をして、どこかの委員会だけで専属でやられるということには、この場

合ならないんじゃないかなと。委員外議員ですか、そういう形を召集されましてですね、全員

でこうやるというような形をとれば、十分皆さんで審議できるという具合に思いますので。 

○委員長(大渕紀夫君) 加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、委員外議員ということで、その中に参画すると。そうし

たら全員協議会と同じくなるのですけれども、例えば採決には加われないけど質疑応答はでき

ると、こういう認識でいいのですね。 

○委員長(大渕紀夫君) すみません、ちょっと待ってください。協議会とは全く違います。 

○委員（加藤正恭君） いやいや、違うのだけれども、形としてはだよ。 

○委員長(大渕紀夫君) 形は協議会ですけれども、総務文教常任委員会の委員外議員で出ます

から、委員長が必要に応じて質疑の過程で必要であれば、委員長が認めれば全議員が委員外議

員で入れますので。 

 そうなりますと、それは正式に議事録も全部残ります。ただ、採決だけね、参加できないと

いうことだけですから、協議会とは全く違うというご認識でございます。 

○委員（加藤正恭君） それはよくね、協議会と違うことは分かるのだけど、質疑応答ができ

るということでいけばね、その形としてはたいした変わらないなという感じはするので。 

 ただ、採決には加われないよということでいいですか、でも。え。後の３分の１は採決に加

われるけど、３分の２は採決に加われないという形でいいものなのですかね、その辺り。 

 まぁ、それは本会議でやればいいことでしょうからね。 

○委員長(大渕紀夫君) それとあの、総務文教常任委員会は委員外議員の皆さん含めて、各会

派の皆さん全部いらっしゃいますので、そういう意味で言えば、もちろん統一しづらい部分、

個人の採決権もございますから。そういうことはあるとは思いますけれども、少なくとも会派

の意志が生きるということは十分尊重できますし、議論もそういう手法をとれば議論もできる

と。 

 採決については本会議１本１本と。こういうことになりますので、質疑も十分議会側として

は尽くせる。会派の意向も出る。しかし、採決については個々の意志も尊重されるということ

で言えば、たまたま総務文教はそうなっておりますので、そういう点で言えば問題ないかとい

うふうに思いますけれども。 

 よろしゅうございますか。納得したかどうかは別ですよ。 

 他の委員の方。ご質疑ございましたらどうぞ。 

 熊谷委員。 
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○副委員長(熊谷雅史君) 僕は議長の提案どおりで進められた方が、この案件については今話

を聞いてですね、非常にそういう手法の方がいいと。その方が議会としても議論を深められる

し、内容を町民に周知する機会も与えられる。また、意見も聞ける期間も与えられるというこ

とで、ぜひともこういう形で進めてもらいたいというふうに思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

 加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、こういうことが考えられませんか。例えば、委員外議員

が参画して総務文教常任委員会が開かれると。そこでいろいろ質疑応答しますね。ところが、

議事録もちろん残るというのだけど採決には加われない。 

それが、委員長、採決の結果可決すべきものと決まって、本会議に持っていかれますね。そ

して本会議でまた質疑応答が、委員長に対してできるとすれば、そこで相当の混乱、まぁ混乱

という言葉は変ですが、時間的なものは、委員会の中でやっているのだかいいんだじゃ済まさ

れないと思うのだけどね。その辺りはどうですか。 

○委員長(大渕紀夫君) よろしいですか。私がいろいろな文献・・・。 

○委員（加藤正恭君） この例、初めてですね。 

○委員長(大渕紀夫君) いいえ。全体でやっております。はい、委員外議員全部入れて。はい。

総合計画特別委員会ですから、それ以外で議運なんかは定数の問題は全部委員外議員入れてや

りましたですね。はい。 

 ですから、手法といたしましてはね、今言った手法が可能だということを含めて考えますと、

例えばそこで意見が、本会議で委員長に質問される方は、その意見に反対な方だけですよね。

賛成の方はそれは賛成だという意見しかありませんから。 

 それは同じことを正式な総務文教常任委員会での、議決には加われませんけれども、正式な

総務文教常任委員会の議事録も持った正式な常任委員会が開かれます。そこで発言されたこと

は、協議会とは全く違います。 

 ですから、それを繰り返すのは構いませんけれども、それは一般的に言えば混乱ではなくて、

本会議で反対という意見を述べるというのは、それは自由ですから、それは質問されても何さ

れても、繰り返しても、それは構わないと思いますけれども。 

 ただ、協議会で質問したことを繰り返すのと、総務文教常任委員会で質問したことを繰り返

すことは全く質が違いますから。そこは議員の質が問われるというふうに私はなると思います。 

○委員（加藤正恭君） それは分かります。 

○委員長(大渕紀夫君) そういうことで私は混乱はないだろうという判断をしておりますと

いうことであります。 

当然これ、あまり数ない手法ですから、今の加藤委員のような意見をうんと出していただい

てね、そして議論された方がいいと思いますよ。 

 はいどうぞ、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） だから、そういうことをみんな理解してね、そして委員外議員で参画

するのならいいのだけれども、あまりよく分からないでやったのでは困るなと思うものだから、

確認の意味でお聞きしているわけですよね。 

 だから、その辺りを各みんなが、他の今日ここに、議運に入っていない議員の人たちにも周

知徹底しておかなければならないなというふうに思いますよね。 

○委員長(大渕紀夫君) その意見については全くもう、言われるとおりだと思います。はい。 

 熊谷委員、どうぞ。 

○副委員長(熊谷雅史君) 今の意見でちょっと、私が考えていることなのですけれども、議員

必携の中にも出ていますけれども、議論をするところは議場ですから、議長から案件について

の採決の申し出があったときに、委員長に聞くことも、これもいいことだと思うのですけど、

討論という手法があるわけですから、そこで議決をする議員に向かって、やはり私はこういう

意見だという反対討論をすべきだと。僕はそう思うのですけれどもね。そして採決すると。 

○委員（加藤正恭君） 違うんだよ。そういうふうにならないんだ。 

○委員長(大渕紀夫君) 加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 委員長が報告するわけですから、討論するといったら委員長に聞くと

いうことしかないでしょう。委員長報告で・・・。 

○委員長(大渕紀夫君) 委員長報告にだって質疑ございますからね。 

○委員（加藤正恭君） いや、質疑はあるでしょう。だから、それしかないでしょう。 

○副委員長(熊谷雅史君) ないの。だって、町の案件は一つ一つ可決かどうかってやるんでし

ょう。 

○委員（加藤正恭君） 違うんだって。付託されているのだから、委員長報告になるわけでし

ょう。それについて、ご質問ありますかという議長の言葉しかないわけです。 

○副委員長(熊谷雅史君) そしたら、意見が意見だったらそういう方法もあるのでしょう。最

終的にその議決をするという議決権を与えるというのは特別委員会しかないのですか。 

○委員長(大渕紀夫君) いやいや、採決は個々にいたしますから、それは反対・賛成の意見、

討論はなくても意思表示は賛成・反対の意思表示はできるということですし、個々の議案・条

例に対して。それは当然です。 

○委員（加藤正恭君） 分かりました。その辺り徹底していってもらえればね、いいと思いま

す。 

○委員長(大渕紀夫君) 局長、どうぞ。 

○事務局長(山崎宏一君) それですね、委員会をまずやってみてですね、やってみるというの

もおかしいのですけれども、まずやってみて、その結果がですね、によって委員長報告があり

ますね。で、その委員会の中での採決するかどうかは別にして、委員会としてはどうなのか、

また当然委員外議員の意見も反映されますのでね。そこで委員長報告になりますよね。 

 普通ですと、委員長報告は可決ですと。仮にですよ。その場合ですね、１本でなる場合もあ
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るのですよ。全部１本で。その可決という状況が見えればですね。ただ、１０何本ある内、い

やこれは反対だよ、これはって分かれちゃうと、やっぱり今言ったようなその、別々にやらな

きゃならないかもしれないですね。はい。 

 それがちょっと、実際開いてみて、その結果をですね、重視しながらこう本会議で進めてい

くような格好になると思いますので、今ここでこうしますということにはなかなか結論がまだ

出ておりませんので、ちょっと言いがたい部分があります。 

○委員長（大渕紀夫君） 今局長が言われたのは要するに、一括採決もできるし、個々の採決

もできるということですから、状況に合わせて議長の判断でそれはやっていただくということ

で、これはどちらの意見も生きますので。そういう意味で言えば、問題ないかと思いますけれ

ども。 

 これはちょっと今、加藤委員が言われたように、重要な部分もございますので、きちっと意

志統一をするということが必要だと思いますので、少しでもご質疑ある方どうぞ、出していた

だきたいと思います。 

 委員外議員の方もどうぞ。構いませんよ。 

 吉田正利委員。 

○委員(吉田正利君) すごく今議長、問題に対しての提議されましたけれども、私自身もやは

り、早急にこの問題を解決するというよりも、やっぱり相当時間とって協議した方がベターと

思っております。 

 ですから、いろいろありますけれども、ともかくこの問題処理については十分、やはり町民

の意見も聞いて、やはり我々もそのような中で決定していくという捉え方が正しいんじゃない

かと思いますので、同意します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、玉井委員、どうぞ。 

○委員外議員(玉井昭一君) 玉井です。この費用ね、そんなに変わらないと思うのだけど、例

えば１カ月にどれぐらいの費用が上乗せされるかなと。こういうふうに思うのだけれども、今

誰も分からないと思うのだけれどね。 

 で、その状況によっては、なるべく早いうちに解決してあげたいなと。これは基本的には町

の財政がゆるくないからこれするわけだから。と思うのです。 

 いずれにしてもほんの２カ月くらいの、もう３カ月ですか。６月ですと。３カ月くらいの間

についてはやむを得ないかなと思うけれども、そういう気持ちでいます。 

○委員長(大渕紀夫君) 議長、どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) 私としてはですね、ここに正直言って１６本出ていますけれども、議

会としてやはり審議していくのですから、皆さんこの議運の中でも出てましたけども、やはり

１７年度中にその次のものを考えるというような分もまだあるわけですよね。これの他にです

ね。 

 だから、委員会等のあれ中ではやはり、そういうものも含めてですね、やる時はある程度こ
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う集中してやらないと、また議会で値上げ、また議会でその値上げというようなこと、できれ

ばですね、避けて。多少１７年度いっぱいかかって検討しますなんて言わず、やっぱり早く一

緒にこうね、できるような形で理事者の方にも検討していただいてやることに、そういうよう

な形で進めていかないとですね、何か今年１年春から秋まで全部値上げ値上げみたいな形でい

くとやっぱり、我々も大変だし理事者の方もやっぱり大変でないかというのは、そんなやっぱ

り私自身のね、個人的な思いかもしれませんけど、そういうのがありまして、やはりこの際い

ったんやはり議会としてもその辺も含めてですね、今ここである程度できる部分だけ先にちょ

こっとやってきますみたいな感覚のものはやっぱりなくして、じっくりやっぱり議会として腰

据えてですね、２カ月かそこらの間だけどね、そういう形でやる方がいいと思いまして、提案

した次第ですので一つその辺も理解していただければなという具合に思います。 

○委員長(大渕紀夫君) ちょっと今議長と私もお話した頃、今日の議運のことをお話したとき

に、議長も今おっしゃっていましたけれども。 

 いずれにしても６月１日からなのですね。上がるのは。３月に議決しても６月１日ですから、

今言っているのは。 

 ですから６月の議会までに、逆に町民に徹底する期間と、それから議会で議論する時間があ

るのは非常にいいんじゃないかということですから、それは今玉井委員がおっしゃったように

規則改正がございますから、まだまだですけれども。 

しかしそれにしても、それが上乗せになるわけですから。そういう意味ではご心配される点

は、今の議長が言われた手法の方が、はるかに早く且つ財政改革プログラムにのっとった形に

なるのではないかというふうに思えますのでね、議長の提案は。 

 ですから、そういう点で言えば構わないのじゃないかというふうに思っています。 

 吉田正利委員。 

○委員(吉田正利君) 今回のこの提議されている懸案の中に、ある機関を通じて既に結論付け

ているものがあるはずなのでございます。上下水関係。これも含めてという考えでしょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは今１６本出ていますけれども、うち３本につきまして

は今吉田委員が指摘した部分がございますので、局長から説明をしていただきます。 

○事務局長(山崎宏一君) お手元にですね、議案の一覧表が行っていると思いますけれども、

ここで先ほど来から議長・議運の委員長から１６本という話が出ておりますが、ここの線を引

いている議案第２４号から３９号まで、線を引いておりますが、これは使用料・手数料に関連

する議案でございます。 

 それで、３８号・３９号。これにつきましてですね、ご承知のとおり一般的な施設等々の利

用と違いますのでね。これは先般の議運でもですね、ここで括弧書きで３月２５日というふう

に書いてございますね。これ日程上実は先般の１日の議運では２５日に審議をするという日程

になってございます。というのは、先ほど来から言っていますとおり、一般的な使用料とちょ

っと違いますのでね。 
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 それで、下水道３８号の下水道条例の改正については、これは町の上下水道事業運営審議会

の諮問・答申を得ているというのと、それと今後なのですが、この期間中に産業建設常任委員

会の委員会協議会が実は予定されております。このことについて。 

 ということで、まずこれは一般的なものから除外してもいいのではなかろうかという考えの

下でそういうことにしてございます。 

 それと３９号の水道事業の給水条例の関係でございます。これも当初から３月２５日という

ふうに枠がくくってございますが、これも議案説明お読みになったかどうかちょっと分かりま

せんが、実は消費税法の一部改正がされまして、消費税が今度内税と言いますか。総額表示に

合わさってなったということなものですから、これも一般的な、先ほど来から出ている使用料・

手数料とは別だろうという、実は判断をしてございまして、２５日に。これは単独で２件とい

うような考え方をしてございます。 

 それと、２４号から３７号まで。これが実は１４件、日程３月７日というふうに中段に書い

てございます。で、これについてはですね、言ってみれば一般的な使用料・手数料でございま

す。 

 しかしですね、この中で２７号を囲ってございますが、実はですね、これについては消防の

手数料でございますけれども、ちょっとお待ちください。これはですね、消防法関係。言って

みれば地方公共団体の手数料の基準に関する政令というのが、実はこれ改正されまして、消防

のですね、これは危険物の関係のタンク等々のですね、実は改正でございます。 

 ですから金額も、９０万円とか１０９万円とかと非常に大きな金額でございますが、これに

ついてはですね、法の改正によって改正されますが、白老に設置されていないと言うか存在し

ていない実は、物件でございましてね。ですけれども消防法、そういう関係が改正になるもの

ですから、うちの方の消防手数料条例も改正するという実はやり方でございますので。 

 で、消防の方にお伺いしますと、今のところこれからもそれじゃ何年後には出てきますなん

て話にはですね、なかなかならない部分なものですから。それと、法の改正が実はこれ４月な

のですよ。４月１日。あとのやつは６月なのですけどもね。 

 そういう法の改正に伴う改正なものですから、これは委員会に付託する分からですね、外し

ていいだろうということで、くどいようですけれども２７号と３３・３９号はそういうことで、

お外しになっても構わないのではなかろうかということで実は考えました。 

 そんなことで、付託しますのは２４号から２６号、２７はしませんから２８から３７号とい

うことになります。 

 それで実は、３７号ですね、先ほど本会議が終わってから差し替えがございますというお話

をさせていただきました。で、この中身は何かと申し上げますと、ちょっとお待ちください。

これはですね、都市公園条例でございますけれども、これについてはですね、中を見ますと使

用料の改正は６月。それと、その他の字句の改正が４月からということになっているのですよ。

それが１本で実は今回出ているのです。 
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 それで、今回手数料の関係をですね、中心にと言ったらちょっとおかしいのですが、中心に

やるときですね、この字句の訂正４月じゃなくて６月であっても、差し支えがないかどうかと

いう、実はお諮りしたところですね、ちょっと軽軽に言えないと思いますけれども、字句の訂

正だけなものですから、これ６月の施行でも構わないということで、もともと手数料は６月か

らになっているのですよ。 

 そういうことのお話があってですね、今日の差し替えも実は、６月１日からということで１

本化してしまったのです。附則ですね。そういうことがあってのことなものですから、さっき

言いましたように２４号から３７号までの中で、２７号を除く１３議案ということになろうか

というふうに思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 吉田正利委員よろしゅうございますか。 

○委員(吉田正利君) 結構でございます。分かりました。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、他の委員の方でご質疑のございます方。 

 よろしゅうございますか。 

 吉田委員、どうぞ。 

○委員(吉田和子君) 今回は議会で付託ということで、これが提案されて委員会付託になるの

ですけれども、先ほど議長がおっしゃったように、他の何件かはこれからということは、それ

はいつと言ったらおかしいけれど、一緒の付託にはならないのですよね。 

 だけど、所管事務調査としてはそれを一緒にやりますということになれるのかどうなのか、

ちょっとその辺ちょっと。 

○議長(堀部登志雄君) それはなるかならないか、ちょっと分からないな。それは分からない

よね。 

○委員(吉田和子君) この１３件だけについてやるのですか。 

○議長(堀部登志雄君) 当面ね。１３件。 

○委員長(大渕紀夫君) 付託されるのは１３件だと。しかし、議長が言われましたように、将

来的に考えていることがあるということは、今後の中でどういうふうにするかっていうことが

議論されると。こういうことでご理解をしていただいた方がいいと思います。 

 じゃ、今の１３本の議案について、総務文教常任委員会に付託をするということで、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) はい、じゃそのように明日、明日じゃないですね。月曜日になります

ので、ご承知おき願いたいと思います。 

ちょっとお待ちください。先日、議事日程全部配布しましたけれども、７日の議事日程が変

わりますのでね。 

 議事日程について、局長から。 

○事務局長(山崎宏一君) 今、裏表で１枚お配りしましたが、先ほど決まったことの確認でご
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ざいます。 

 議事日程が２。第２ですね。２４号から２６号まで。２８から３７号まで。これくくってご

ざいます、一つに。この１３件を総務文教常任委員会に付託と。 

 それで、２７号はですね、単独で即日やるということでご認識いただきたいと思います。 

 で、後ろのですね、日程第４、これはですね、先般と同じなのですが、これは予算等審査特

別委員会に付託する部分のものでございまして、これは変わりございません。 

 それともう一つ、委員長よろしいでしょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) いいですよ、どうぞ。 

○事務局長(山崎宏一君) これに関連しまして、委員会付託の場合は毎回確認させていただい

ておりますが、実は議長の方の議事の流れでございますが、まず２４号からですね、３７号ま

で１３件、それぞれ説明が行なわれます。 

 で、そして、結果的には委員会付託ということになるということになりますが、その前にで

すね、会議規則上ですね、毎回言っているのですが、質疑という実はものがあるのですよ。質

疑というのは、前提はあくまでも委員会付託になっていますのでね。会議規則上は質疑を得て

からということになりますけれども、ですから細いその質問という質疑じゃなくて、対極的な

と言った方がよろしいのでしょうかね。あればそういう中でやるという程度が普通とり行って

おりますのでね。ですから、個々にどうだということじゃなくて、対極的にどうなんだという

こと。いうことっていうのは、ですから、全体が委員会付託ですから、その辺はご承知をおき

いただきたいなというふうに実は思います。 

 以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。今局長から説明がありましたように、議案説明は行なわれます

ので、質疑は一応話しましたけれども質疑はね、委託されるということを考慮していただけれ

ば結構かと思います。 

 議事日程についてはよろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 先ほど加藤委員が言われましたように、各会派でですね、この内容に

ついてきちっと徹底をしていただくということで、お願いをしたいと思います。 

 他、委員の皆さま方から何かございますか。 

 はい、委員外議員の西田委員、どうぞ。 

○委員外議員(西田祐子君) この委員会付託をするときにですけれども、７日の日はとりあえ

ず質疑があるわけですよね。そのとき、ほしい資料とかそこでお願いをしてもいいのでしょう

か。もし必要があったとき。こういうのがほしいのですけど、それとはまた別なときなのでし

ょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) 西田委員は総務文教常任委員ですね。はい。じゃ、総務文教常任委員

会の中に付託されますので、その日に一つ資料リストを作りましてね、総務文教常任委員会の
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初日の日に資料請求していただきたいと思います。その方がスムーズにいくと思いますので。

はい。 

 当然、今回総務文教に出された資料は全議員にね、配布っていう形にきっとなると思います

ので、そのようにお願いしたいと思います。別にいつ資料請求したらだめだとかいいとかって

いうことはございませんけれども、そういうようにお願いしたいと思います。 

 他。なければいいですか、議長。 

○議長(堀部登志雄君) ええ。 

 

    ◎散会の宣告 

○委員長(大渕紀夫君) 以上で議会運営委員会を終了させていただきます。ご苦労様でした。 

  

（午後３時４９分） 

 


