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平成１７年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１７年 ５月２６日（木） 

  開 会   午前 １０時０５分 

  閉 会   午前 １１時０３分 

 

○議事日程 

 協議事項   

 １．白老町議会委員会条例の改正について 

  <経過について> 

  ・4 月２5 日臨時会後に別紙「資料１」に基づき、正副委員長会議を開催する。 

  ・各常任委員会に合わせて、各委員会ごとに協議する。 
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◎開催の宣言 
 
○委員長（大渕紀夫君） おはようございます。これより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。 

 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。 

 

◎ 協議事項 
 

○委員長（大渕紀夫君） 次に本日の委員会の日程について、事務局から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 皆さんおはようございます。本日の委員会、すでにご通知申し上げました

とおり、２点予定しております。 

５月１日の白老町の機構改革に伴いまして、各常任委員会の所管にかかる委員会条例の改正が１点でご

ざいます。もう１点は議長の諮問に関する事項としまして、代表・一般質問の通告書の締切時刻について

を議題としております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 早速協議に入りたいと思います。 

白老町議会の委員会条例の改正についてということでございます。機構改革が行われました結果、所管

を変更しなければならないという状況がございますので、資料も出ておりますし、正副委員長会議を開催

しておりますので、その経過について事務局から説明をしていただきたいと思います。                   

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、私のほうからご説明申し上げたいと思います。４月２５日の臨

時会終了後にあわせまして、正副委員長会議を開催してございます。別紙資料１がついてございますが、

これを各正副委員長さんにお渡しして、各それぞれの委員会で協議していただきたいということをお願い

してございます。 

先般、５月１８日２回目の正副委員長会議を開催させていただきまして、それぞれの各委員会の考え方

を提示しまして、本日の議会運営委員会に諮りたいということでやってございます。 

まず、簡単にご説明申し上げたいと思いますが、資料１ですが、これは正副委員長のほうにはお渡しし

てございますが、今回の機構改革にあわせまして、それぞれ業務が移動してございます。これを示させて

いただきました。 

まず、総務課のほうからは、統計業務、今回国勢調査がございますが、これを経営企画課のほうへ移し

てございます。それと、行政改革推進室、これを解体いたしまして総務課と経営企画課に統合しておりま

す。ひとつ、情報化、ＯＡ等の関係でございますが、これは総務課へ移行してございます。それと行政改

革の業務の部分につきましては、経営企画課の行財政グループのほうへ移行してございます。 

財政課も課を統合いたしまして経営企画課にいってございます。 

企画課でございますが、企画課を解体いたしまして、政策推進室と経営企画課に変えてございます。こ

の部分については、今までの所管と大きく変わってはございません。 

出納室は名称の変更です。 

教育委員会でございますが、今回大きく変わりましたのは、子ども課が新設されまして、従来総務常任

委員会の所管でございました部分が、教育委員会の子ども課のほうに統合されてございます。 
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それと民生常任委員会でございますが、町民サービス課、これが町民課に変わりまして、児童保育係の

保育園の業務を教育委員会へ移行してございます。 

それから、健康福祉課でございますが、健康福祉課の子ども発達支援センター、いわゆる子育ての部分

にかかる部分につきましては、教育委員会に移行したと、ここが大きく変わってございます。 

産業建設常任委員会の部分でございますが、産業経済課の中の水産係を港湾課へ移行しまして、水産港

湾課に統合しました。それと、土木課と都市整備課が建設課、下水道・水道課が上下水道課ということで、

それぞれの常任委員会の中での統合が主でございますが、大きく総務文教の部分と民生の部分でございま

して、子ども課に関わる部分が今回大きな議論になるかなと思います。 

飛びまして、２番目資料２をお開きいただきたいと思います。 

資料２でございますが、これは先般１８日に行いました正副委員長会議のときに、それぞれの委員会で

出された意見でございます。 

まずひとつ、総務文教常任委員会でございますが、行政の今回の機構改革の設置趣旨を尊重しまして、

所管はそれぞれ新たな部分、子ども課については総務文教常任委員会が所管するべきであるという考え方

が出てございます。その中で出ましたのは、従来の行政の縦割りの中で子育て支援があって、今回子ども

課ができたということから、幼児期から義務教育まで一体として考えるべきであって総務文教と民生に分

割すべきではないと、総務文教常任委員会が担うべきであるという考え方が総務文教常任委員長のほうか

ら示されております。 

それと、民生常任委員会からですが、常任委員会の所管として、福祉部門や教育部門と性質別に区分す

べきではないかと。従来は課で所管事務を決めてございましたが、性質別の分類にしても良いのではない

かという案が出てございました。 

もう１点は、従来民生常任委員会で次世代の計画に取り組んだという経過がございますので、今後常任

委員会としてもその経過を見ていきたいと、そういうことから子ども課に移行する事務についても、任期

切れまでは暫定的に従来どおりで行ってはどうかという考え方が示されてございました。 

もうひとつ産業建設常任委員会でございますが、産業建設常任委員会のほうから、政策推進室の部分が

出されていまして、政策推進室が取り扱う政策課題について、所管する課と政策推進室との役割はいかに

あるのですかという話が出てございました。その中で、政策推進室のお話をさせていただくために資料３

のほうにいきたいと思います。 

これは、先日１６日に課長会議が開かれまして、今年の重点事業ということで各課から示されましたが、

その中で政策推進室の役割というものも同時に示されてございます。 

まず１点目として、政策推進室の役割としましては、理事者の特命事項によって進める事業であるとい

うことが、まずひとつ原則でありますが、町のとるべき方針ですとか、公益をもたらすサービスの事業の

供給方針を決定し、推進するための情報収集・調査のほか、行政内部関係機関との協議調整を行う役割を

果たすんですよということが示されております。 

もうひとつは、理事者に対して課題となっている政策判断の選択肢を提案していきたいと。もうひとつ

は、事業担当課が果たすべき役割を明確にして、透明化・迅速化を図るということを示してございまして、

政策推進室は、事業を推進していく原課にはならないということが示されました。あくまでも、今あるそ

れぞれの担当課が事業を推進していくと、それを側面的に連絡調整ですとか、バックアップしていくのが

政策推進室ですよという位置が示されてございました。  

政策推進室が今後取り扱っていく特命事項として、１７年度については６点の８項目が示されておりま
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す。ひとつは保健福祉医療の連携の推進、これは従来民生でやっていた部分でございます。それと、産業

と環境の連携、これは新しく出てくる部分でございます。 

それと、第４次行革の重点課題として残っている部分、寿幸園の民間委託の部分、それから保育所の統

廃合と民間委託の部分、今度新たに取り上げる事業としましては、各公共施設の指定管理者制度、これの

部分を今年やりますということです。 

大きな４点目としましては定住政策の推進。５点目として小・中学校の適正配置。６点目として町立病

院の方向ということで、大きく６点の８項目が示されております。 

次に４番目ですが、これ参考資料として認識していただきたいと思いますが、先ほど民生常任委員会の

ほうから、性質別に分けるべきではないかという部分の参考資料として提示したものです。これ、今回の

機構改革に伴いまして、町側から各課の所管として示された部分であります。これを大きく列挙させてい

ただきました。その中の、４－３ページをお開きいただきたいと思います。今回特に重点的に議論いただ

くところはここだと思いますが、子ども課にアンダーラインを引いているところの所管事務がございます。

これがすべて従来民生常任委員会で関わった部分が子ども課のほうに移行したという部分でございます

ので、そういうふうな見方をしていただきたいと思います。 

あとは、大きく課の異動とかそういう部分で、事務分掌が動いた部分でございますので、ご理解いただ

きたいと思います。簡単ですけれど、急ぎましたけれども、以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま、事務局のほうからですね、ご説明がございました。各常任委員正副

委員長会議も持たれておりますけれども、今おっしゃいましたように子ども課に関わる部分が民生の所管

から総務に代わると、今までのままで行くとですね。それについて、どのような考え方で今後進むかとい

うことでありますけれども、各委員の皆様方から、まずご意見を承りたいと思います。ご意見のございま

す方どうぞ。 

どうですか、正副委員長の方で会議に出られた方でご意見ございましたら、まずどうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私は産業建設のほうですから、直接関係していないといったら語弊がありますが、

問題はこの子ども課の中でのことで、この間も正副委員長会議でもちょっと申し上げたのだけれども、総

務文教としては、これで良いだろうと。分割で。 

ただ、いろいろ議論している最中に、どうしても民生に関わる問題が出るとすれば、２つの委員会が合

同でやるという方法も、臨機応変にその場によって考えても良いのではないかと。こういうようなことを

申し上げたんですけれども、この場合の子ども課の所管する総務文教常任委員会で所管する問題は、これ

で私はこれで良いのではないかと思うのですけれどもね。だから、民生でやらなければだめだ、総務でや

らなければだめだというふうな、きちんとした分け方をしないで、所掌事務としてはこういう書き方をし

ておいて、ものによっては兼ね合いがあると、どうしても離されないというテーマが出たとすれば合同で

やると、こういうことも臨機応変にやったら如何かと。そんなふうな感じを受けております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方。 はい、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今回の機構改革に伴って、どういうふうに整理したら良いのか考えていたんです

けれども、子ども課ができたということで、子ども課が教育委員会に設置されましたけれども、この内容

をずっと見ていって、民生常任委員会のいろんな思いもありますので、まず、この子ども課を総務文教委

員会で良いのかどうなのかということを、議運で検討しなければならないのかなと最初思っていたんです

ね。それともうひとつの意見は、１１月までは、１１月になると委員会構成が変わるので、それまでの間

として当面はそこまでやって、そこから切り替えをするのかどうなのか。それとも今回の６月の定例会な
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ら定例会で、条例を改正してそこからきちんとスタートをしていくのかどうなのかということが１点と。 

 今おっしゃいましたけれども、産建なので子ども課のほうまで詳しくということだったのですが、この

議運では、議会としてどう対応するのかということを、将来的なことを見込んで、もしかしたら、委員会

が変わってもまた変わるわけですから、ただ、形態としてどこが所管することが一番良いのか、そしてそ

れを条例化を、また今回方向性がはっきり定まらないで、１１月までということになると、やり方がどう

いうような手法になるのか、その辺もはっきり分からないので、その辺のことを噛み合わせながら、段階

的にどう考えて良いのか、１１月までこのままおいておくということなのか、それとも総務なら総務、で

もこの部分は民生のほうが多く関わるのであれば民生というふうにね、担当所管をはっきりさせたほうが

良いのか、その辺どういうふうに考えたら良いのか。 

 総務文教常任委員会としては、トータルして総務という意見は述べましたけれども、議運の意見の交換

の場としてはどうなのかなというふうに考えてきたんです。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷口委員。 

○委員（谷内 勉君） 私は、今言った民生のほうに入っていますので、この内容については先ほど説明

したとおりでございます。ただし、今吉田委員のほうから話がありましたけれども、これは１１月までで

すね、今の状態を継続してどうなのかなというところで様子を見てもいいのかなと、過渡期の期間で状態

を見てもどうでしょうということの意見なんですが。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 総務文教のひとつの結論としては、先ほど委員長が話したとおりでございますけ

れども、私はこの段階、所管事務が新規になったわけでございますので、基本的には正規にスタートして

そして、その間で問題が発生するのであれば、内部で調整するような方法を取ったほうがむしろよろしい

のではないかと思います。いずれにいたしましても１１月には内部の組織変更もございますから、いろい

ろとあるのでしょうけれども、期間は何ヶ月もございませんので、そういうふうな意味でこの段階で切り

替えたほうがよろしいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方、ございませんか。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  この条例を改正するということになると、ここばかりではなくて、ありとあら

ゆる条例を改正する。この部分だけを例えばですよ、いろんなお話を伺うと１１月まで待つと。そういう

ようなことではなくて、これはこれなりにきちんとしたものにして、そしてあとは１１月に変わることは

十分分かっているわけだから、これらを良く頭に置きながら、所管事務調査をやると、総務も民生も。そ

ういうふうに持っていったほうが、その時点で変えるなんてことには、またならないと思うんですよ。 

ですからこれはこれとして認めておいて、何ヶ月かの間だから総務と民生でお互いに譲り合うという言

葉は変だけれども、どうしてもドッキングするところは合同でやればいいし、そうでない部分は今までど

おりやればいい。そういうふうにしないと１１月になってこの部分だけ変えるというわけにはいかないと

思うんだけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の方どうですか。ちょっと、私も発言したいのですけれども、原則論でいえ

ば、今加藤委員も言われましたけれどもはっきりしていると思うんです。１１月まで暫定的にやって、１

１月に変えるなんていうことは僕はありえないことだろうなと、僕は思っています。 

 所管事務ですから、議員が自分たちの意思で、早い話が所管のところの勉強をやりましょうということ

ですから、これは常任委員会を２年経てば移れるわけですね。自分がそこの勉強をしたいと思ったら移れ

ばいいわけですよ。町側がどうのこうのということではないんですね。もちろん町が関係あることで議論
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をしなければいけないというときはそうなりますけれども、所管事務調査そのものについて言えばそのよ

うにしかならないだろうというふうに思うんです。ですから、ボリュームが在るとかないとか、それから

期日があるとかないとかということでは僕はないのではないのかなと。ボリュームの違いがどうしてもあ

るのであれば、今の状況で根拠をきちんと示すということはなかなか難しいでしょう。 

 例えば子ども課だけを民生だやるよなんていうふうには僕はならないと思うんです。教育委員会両方に

出なければならなくなりますからね。総務文教に出なければだめだし、民生にも出なければだめになりま

すから、そういうことはありえないことだと思うんですよ。そうであれば、例えば全体を変えてしまう。

教育と民生を一緒にしてそういう常任委員会を作って、総務なら総務全体の常任委員会を作って、産建な

ら産建の常任委員会を作るというのなら、そういう提案なら僕は話がわかるのだけれども、今の状況の中

でやるというのは、ちょっと無理があるのではないのかなと私自身は思っているんですけれどもね。 

 そんなことも、私の個人の意見ですから、そのところも考慮しながら皆さんのご意見もう少しお聞かせ

願えればと。やっぱり各議員さん皆さん納得できるような理論的な根拠・組み立ても必要ですので、そこ

ら辺も含めてお話を伺えればというふうに思います。 

 正副議長、ご意見ございませんか。ありましたらどうぞ、どうぞ議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私も今委員長がいわれたとおりで、これ今度、教育委員会に子ども課というの

が設置されましたので、教育委員会の所管という中で、これは総務が今までやってきているという中では、

今の時点ではきちんと総務なら総務に決めておいてですね、それまで１１月までいろいろ所管事務調査等

でどうしても継続でやるということがあれば別だというか、その時点で対応すればいいと思うのですけれ

ども、現実的にも今までやってきたことはあるかもしれませんけれども、これから６月に改めて、１１月

決めることですから、９月に所管事務調査をやるということには実質ならないんですよね。１１月に変わ

りますから。現実的には実質的な問題は出てこないので、僕は原則やはり、どちらかに決めておくという

かたちの中で進むべきだなという具合に思っております。そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 はい、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 民生常任委員会の委員長・副委員長で懇談した時に、今回民生の委員長さんが来

ていないものですから、こういう話をしていたんですよね。私もちょっとその辺が良く理解できないんで

すけれども、民生常任委員会で次世代育成計画をやったと。自分たちが所管してきたものは、一般質問が

できないんだという申し合わせがあるという話をされながらね、私はそれはあんまり関わりがないんじゃ

ないかなと思って聞いていたんですけれども、その辺のことも踏まえてね、結局経過を見ていくというこ

とは、自分たちが所管したのだけれども、報告は終わっているわけですよね。所管していないわけですよ。

ただし、その所管したものが総務に行ったからといって、自分たちが質問をする時に支障がないのかなと

いう話が出たんですよね。 

私、所管をやっている最中というか、報告したばっかりに、また自分の委員会でやっていることを質問

することはね、申し合わせでおかしいけれども、時が経って推進状況を見て質問するのは構わないんじゃ

ないかというふうにいったんですけれども、なかなかその辺がうまく伝わらなかったという部分が、私は

思っていたんですけれども、その辺がやっぱり民生常任委員会の方々が納得しないと、これが今議会全体

で考えなくてはいけないんですけれども、今委員会としてのそういう思いもあったものですから、その辺

の考え方というか、とらえ方がちょっと違っているのかなと思ったものですから、その辺の理解もきちん

としていただかないと、自分たちが所管したものはずっと質問できないような感覚ではないような気がす

るんですけれども、その辺のことも踏まえて。 
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○委員長（大渕紀夫君） 私がいうのも変ですけれども、所管事務調査をやるということが質問ができな

いということでは全然ございませんからね、ただ、その中に自分の意見が全く違うと、町側が受け入れな

い場合はいくらやっても良いのです常任委員会が、取り上げてでもやってもいいのですよ。ただ、常任委

員会の所管事務調査の中で知りえた資料を１００％使って質問する。これはやっぱり自分で所管事務調査

をやっているわけだからだめですよ。終わってしまえば、それ一切関係ございません。まして、今の話し

でいくと、総務に移った場合、自由にいくらでも何時間一般質問をやっても全く問題ございませんのでね。

それは、認識としてははなはだ違っているというふうに。それはそういうことで、局長いいですよね。 

 はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） それは、鈴木委員長からもそういう話は出たの。だから所管していることを大渕

委員長がいうように、所管していることを議会で質問することは、これはおかしいよと。民生の常任委員

の人が民生のことに関しての一般質問ができないということではないんだよと。今調査しているやつをや

るということは常識的におかしいんじゃないですかということは問題になったのであってね。民生常任委

員が病院のことを質問したり、保育所のことを質問したりしても構わないわけ、所管していなければです

よ。それを言っているということなんですよ。だから吉田委員のいうことでいいのです、それで。 

○委員長（大渕紀夫君） 事務調査をしている時は、できれば質問をしないほうが良いのではないかとい

うことですから。 

○委員（吉田和子君） 他の資料があったら、自分で得たものがあってやるのは構わないんですよね。い

ろんな質問をする中で神経質のなっているのがあったので、そうなっているのかなとちょっと思ったんで

すけれども、でもそういう思いはたくさんあると思いますのでね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 例えば、民生常任委員長が病院運営審議会の委員になっていますね、そういう場

合もあるんですよ。そういう場合に審議会でいろいろ問題になっていることを、これを議会で一般質問す

るということがね、これもやっぱりまずいんですよ。それも所管事務調査と同類ですからね。そういうこ

とを考えてやってもらわないと、その場で知りえたことをどうなんだこうなんだということは、常識的に

まずいということなんです。所管しているばかりではなくて、審議会でも所管しているわけですからね。

それをごっちゃにしてはまずいと、こういう話をしたんですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） どうですか、ご意見のある方。今の議論の方向で行きますとね、今回６月の定

例会で条例改正をきちんとして所管を決めると、同時に子ども課については教育委員会の管轄であるので、

総務文教常任委員会の所管とするというようなご意見のように、私は承っているんですけれども。どうで

しょうかね。これからずっとそうなるわけですから、条例を改正してしまったらだめだよというわけには

いかない。ただ、連合審査とかいろんなやり方がございますけれども、ただ僕は事務調査ですから、自分

たち議員が事務の調査をするわけだから、そんなにこだわる必要がないような気が私は極めてしている。

そんなに大きなことではないなと。山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 私のところですね、所属している会派の中に民生の委員長もいらっしゃり、隣の

総務文教の副委員長もいらっしゃいます。その中でこの件については会派の中でどうしたらよいかという

協議はなかったものですから、あくまでも個人的な、私の意見になりますけれども、やはり機構改革によ

ってですね、このように課の内容も変わってきたわけですから、やはり各常任委員会はそれに対応・順応

していくべきものが筋じゃないのかと私は考えます。 

 もし、どうしても所管事務調査の中で継続的に調査しているものがあって、この部分に関しては、なん
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とかこういうことで今までの委員会のこういう思いがあるんだけれどもということで、その委員会同士で

話し合いを持っていただいて、そして継続的にこの部分も調査していただけないかくらいのですね、話を

されて、はっきりこれにあわせて切り替えるべきではないのかなというふうに私は思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私たち、縦割り行政といって横の連携がきちんととれないとおかしいというのは、

議会でそれぞれが質問で皆さんおっしゃっていたことなので、機構改革で１本化して、きちんと流れをス

ムーズにいくようにしたいということの機構改革をされましたので、私たちはそれに敬意を表して、それ

を議会がそれはこっちでこれはこっちと分けるというのは、また反対に逆行しているのかなというふうに

思いますので、それに沿ってやっていくということで、私たち議会活動が委員会活動だけではなくて、議

会という場がありますので定例会で代表質問も一般質問もできますので、自分が本当に取り組みたいこと

はそこでどんどん意見を言っていけますのでね、委員会だけの場でしかいえないということであればまた

問題もあるのかもしれませんけれど、そういう広い場でとらえれることができますので、私はやっぱり委

員会としてきちんと縦分け、行政側でやったことに従ってやっていくべきだというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ご意見ないですか、はいどうぞどうぞ。谷口委員。 

○委員（谷内 勉君） 私だけがこれに反対しているような感じなんですけれども、私はあくまでも、や

はり民生常任委員会の内容として、こういうことを決まりましたよという中で話をしていたもので、それ

で皆さんの意見がこういうようなことで、ただ今言った所管事務調査は、これで一段落していますよね。

そういうことを考えると、これから今言った１１月まで期間がありますよね、ですから区切りのいいとこ

ろでですね、新たにやっていくということにしてもですね、やはり個人の意見としては皆さんの意見に同

意したいと思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 先ほど、私がちょっと述べましたように例えば常任委員会の名称を変えて、構

成を変えようと、同じボリュームにしようというご意見であれば、これは議論をしたほうがいいと思うの

ですけれども、今までの意見ではそういう意見はございませんのでね、今の現状の中でどうするかという

ご意見でございますので、今谷内委員も快く同意をいただきましたけれども、そんなような形でよろしゅ

うございますか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

それでは確認にいたします。6 月の定例会で条例改正を行うと、子ども課を含めて従来の行政の範囲の

中で各常任委員会の所管を決定する。ということは教育委員会は総務文教常任委員会で行うということで

よろしゅうございますね。なお、政策推進室については、全体にまたがるということでございますので、

その認識も付け加えておきたいと思います。 

そのようなことで、事務を取り計らいますのでよろしくお願いしたいと思います。 

次に、代表・一般質問通告書の締切時刻についてということで、議長の諮問がございますので、議長の

ほうからお願いをいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ２番の代表・一般質問通告書の締切時刻についてということで、私のほうから

皆さんにご検討をお願いしたいということで、是非実施していただきたいということなんですが、今締切

の当日、一般質問１２時に締切がなっているんですよね。それで、資料 5 のほうをちょっと見ていただき

たいんですが、運営基準・申し合わせ事項ということで、こういう形になっておりますが、今ファックス

等の質問も許可していますという形になっていますので、今までの例ですと１２時ぎりぎりという方も結

構、時にはあるんです。そういう中でですね、ご説明のとおり現実的には午後１時半から議運をやってで



１０ 

すね、理事者のほうも１時から課長会議をやられるようなんですよね。そういう中で、１２時に締切して

ですね、それで全部まとめて１時半までに議運に提出する資料を作るなり、理事者のほうへまわすなりし

ても、ちょっと事務局のほうで昼飯を食わないで一生懸命ですね、やっている分もありますので、一般質

問の通告は締め切りぎりぎりでなくても、大分前から受け付けていますので、できれば１、２時間先の時

点で締切らせていただいて、それできちんと皆さんの質問の事項・要旨とも確認させていただいた中でで

すね、対応していきたいなということで１２時の締め切りを１０時半くらい、１、２時間の締切り前に来

てもね、特に私自身問題はないのではないかという気がしますので、できれば１０時半頃の締切りにして

いただきたいということでございます。 

過去ずっと１２時という形できていますのでね、ちょっと戸惑う分もあるのかなと思いますけれども、

この際ちょうど区切りのいいところでですね、今回から１０時半くらいの締切りにさせていただきたいな

ということで、皆さんにお諮りしていただきたいなということであります。 

この時間についてはですね、最低でも１時間半くらい前までには締切らせていただきたいので、その辺

は皆さんでここまでしてほしいということであれば、それは早くしていただければそれはそれで良いと思

いますけれども、私としてはそういう形にしていただきたいなということです。よろしくお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今議長から、諮問の趣旨が説明されましたけれども、事務局のほうから何

か付け加えることがございますか。はい、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私、５月１日で移動しまして、教育長でございますけれども、引継をさせ

ていただいたときに、たまたまそういう話が出まして、ばんきりこれがあるということではございません

けれども、まれにといったら変ですけれども、ファックス等でいただきまして、もう時間ぎりぎりに来た

場合に、その内容の真意を詳しく書かれていなかったときとか、そういうときに確認しようとしてもなか

なか連絡が取れなくて、事務局としても整理した中で町側に提示できないものですから、そのまま送り込

まなければならない現状があると。町のほうにとっても、また議員さんにとっても二度手間になるし、ま

た通告の趣旨から言ったら資料５でも示してありますとおり、議会運営基準でありますとか、申し合わせ

事項で内容を具体的にということを書いてございますのでね、これを町にやるときに非常に不都合な場合

があるんだという引継を受けていました。それは議長からも相談されておりますという話しで、是非これ

を議運のほうへ諮っていただいて、遺漏のないようにしていただきたいという話しもございましたので、

議長のほうに審議事項としてお願いしたところであります。 

今現在１２時でございますね、事務局のほうとしては何時間前ということは考えていませんので、あく

までも１２時に切って１時に町に渡すということで、非常に調整しなければならない部分があったりした

ときに困るということで、せめて１時間くらいの余裕をとってもらえればありがたいと思っています。た

だ、２週間前に一般質問の通告を出してもらうようには議員のほうへはご連絡させていただいていると思

いますので、通告書に運営基準・申し合わせ事項を遵守してもらって書いていただけば、そんなに問題は

ないかなと思っているんですけれども、そんなところでお願いしているところであります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今議長及び事務局長から説明ございました。ご意見ございます方ど

うぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 例えば１２時といっても、１１時にしても１１時ぎりぎりに来る人はいるんです

よ。これはね、締切りは１１時なんですから構わないんですよね。だから今の説明では１２時に締めて整

理して１時なり、１時半なりの議運にかける、役場の理事者に渡すという時間がないので、それで１１時

なり１０時半なりにしたいんだというのなら良く分かるんですけれども、ただ、ぎりぎりに来たからまず
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いということでは、それは時間変更の理由にはならない。１１時と決めたら１１時までに出せばいいわけ

ですから、だからそれはひとつの理由にはならないと思うのでね、何も１１時まであるんだからいいじゃ

ないかといわれたらそれきりなんで、なるべくそれにすれすれに来ないようにと、もし不十分なところが

あったらとこういう問題があるから、少し早目に出してくれというのなら良く分かるんですけれども。１

２時にすれば１２時になるし、１１時にすれば１１時になるんですよこれは。そういうことで事務的にな

かなか手続上難しいから、１１時なら１１時にしてくださいと、こういう理由にしていただけばすっきり

すると思うんですけれどもね。 

 それと、内容についての説明は、どういうことを聞きたいか、これは議員さんの資質の問題で、十分我々

議員としては心がけなければならない当然のことだと思うので、そういうふうに進めていただければいい

と思うんですけどね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、根本副議長どうぞ。 

○副議長（根本道明君） 今の事務局長の話しで、確かにファックスで来て、その真意を確認をするため

に電話をして、相手がいないんだというふうなことがね、そういう事例があるとしたならばね、これはや

っぱり考えなければならない部分だと思うんですよね。それで、これ申し合わせではなくて議会改革の中

で、ファックスで質問の通告を認めるというふうなことをしたんですけれどもね、そういうふうなことで

あればね、このファックスの部分、これが論議されるべきだと思うんですよね。 

 大事なことですから、ファックスではなくて質問書を持って、真意を打ち合わせをするという時間、こ

れもやはりとるべきだと思うので、それはもう一度考え直すのであればこのファクスの部分を、ファック

スではだめですよというふうにするべきじゃないかなと考えるんですが、そういうふうな事例があればで

すよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは私が前に議会にいた時にそういう形にしてはどうですかという話し

でなった話しで、これは議員さんの便宜という部分も当然そうですが、今のこういう機械化の時代ですか

らそういう部分も当然やっていくべきだろうということで進めたわけですけれども、これもひとつとして

は事務局にいるとファックス入って動いていますけれども、時間差があってみたりするわけですね、局長

から言われているのは議会運営基準にも書いてありますとおり、ファックスする前は 1 回通知してくださ

いと。こういうものもたまになかったりということがあって、時間差があってぎりぎりに見つけたという

ことも当然あるでしょうから、こういうことを守っていただければそんなに問題はないかなと私は思って

いるんですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今までの、局長から過去に聞いているなかではですね、やはり締切り近くに出

す議員は出すんですけれども、やはりこちらの受け入れで１０分なり１５分なり遅れたりする場合がある

んですよね。そのときに、片一方は送っちゃった、だけど受け取るのが時間差がある場合もあるものです

から、そうすると電話をかけても、送ってちょっと何か用事足しをしていると電話がつながらないという

場合もあるものですから、このファックスの件については、私が先ほど提案したように例えば１時間なり

１時間半前にやっておけばそういうことも解消されるのでないかなということで、時間を前にお願いした

いということでファックス自体は、特にファックスで送る人は締切り前でもどんどん来ていますのでね、

そういう面ではファックスでやるのは良いんではないかと。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、根本副議長どうぞ。 
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○副議長（根本道明君） ファックスは良いとしてね、やはりそういうふうに紳士協定のような感じで、

１時間半なら１時間くらい前に良いんじゃないだろうかということでは、僕はだめだと思うよ。これ、質

問の問題は大事なことですから。だから例えば、ファックスの場合は原則として１日前で締切りますよと、

当日は受け付けませんよと、このくらいのことをきちんと明記しておかなければ、「やったじゃないか、

やらなかったじゃないか」ということが、後々そういうふうなことがあれば困りますから、そこら辺のこ

とを議運の中で整理しておいたほうが良いのではないかと思うんですけれども、委員長どうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） この５番目の、資料５を見てください。資料５の６－２－８というところがあ

るでしょ。ここにファックスによる質問の通告を認めるものとし、通告書に記名・押印したうえで通知期

限までに送信する。次、この場合、送信前に必ず送信する旨を事務局までするものとする。と書いている

んですよ。これを守っていればですね、今のようなことは起きないんです。守っていらっしゃらない方が

いると起こるわけですよ。これ議員側の問題なんですよ。ファックス送るよと電話入れてから送れば良い

んですよ。前の日とか夜中に送る人もきっといると思うんです。それは次の日の朝電話して、着いていま

すかといえば問題ないんですよ。夜中送るといったら終わってから送る人はいなわけだから、前に送るわ

けですからね。ですからここをきちんと守ればですね、問題がないんですけれども、そこがやっぱりたま

たま連絡をし忘れた等々ということが、あったのではないかというふうに思うんです。今副議長がおっし

ゃったように、問題は相手は送ったと、こっちは着いていないと、これは困るんですよ。質問できなくな

りますから、はっきりしているんですよ。ですから、それはおっしゃられるとおり大事なことなんですよ。  

 ただ、問題は送信前に必ず事務局に連絡をしなさいということをきちんと守れるかどうかというとこな

んだはね。これで守れれば紳士協定はではなくて、きちんとしたものがありますから、はっきり言えば来

ていなかったら「貴方電話をしなかったから、来ているということは確認されていません」と言われたら、

ファックスには全部時間がでますから、ですからこれは質問できなくなってしまうと、ただ、それが良い

かといったら決して良くないから、良いことではないからこれを守っていただければ一番良いのかなって

いうふうに私は思うんですけどね。送るときは「送るよ」、着いたら「着きましたか」というのを入れれ

ばね、良いと思うんですけれども、いかがでしょうか。  

はい、どうぞ根本副議長。 

○副議長（根本道明君） そうなんですよね、確かにそういうふうなことを認識してないで、ここにいる

のは議員の半数ですよね、残りの半数は来ていない。こういうようなことをきちんと認識していないでや

る場合、その人を責めるわけにもいかないし、だから申し合わせとして、やはりファックスの場合は前日

ですよと、前日の１２時までですよというふうに決めておけば、そういうトラブルもないし、僕の言って

いることはそういうことなんですよね。そういうふうなことをきちんと整備すべきじゃないのかなと思う

んですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） いかがでしょうか。はい、委員外議員玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） ファックスについては、今事務局長も言われたように、以前決めたことで

それをどうのこうのということはいかがかなと思うし、今までどおりで良いのではないだろうかと。ただ、

今全体的に、議長がおっしゃられる１時間前か１時間半前かに提出して欲しいと、このことに集中して決

めていくということがベターじゃないかなと思います。  

 今、副議長が言われたこともだめだといっているのではなくて、それも踏まえたなかで考えなければだ

めだと思うけれども、基本的に事務局が、１時間或いは１時間半前にしていただければファックスであろ

うと持ってこられようと、処置できるよということなんですから、その辺を集中的に話し合いしていけば
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良いなと。私は１時間半前くらいに、両方とも時間を決めてやるべきかなと、こんなふうに思います。以

上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。はい加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 何かちょっと、話がおかしくなっているんだけれどね、１２時という締切を１１

時なら１１時に、１０時半なら１０時半に決めてしまうということなんでしょ。それを１時間半前に送れ

ばいいのだというそんないい加減なことではないんですよ。１１時なら１１時という、それなら何も、今

まで１２時までぎりぎりでも受けていたわけだから、それを事務的に１２時に受けたのでは非常に難しい

ので、それを１時間なり１時間半なり早目に締切りをして下さい。そしたら事務局も役場のほうも助かり

ますとこういうことなんだから、我々もなるべく早くやるのが一番良いのだけれども、どうしてもぎりぎ

りにしか原稿をかけない人も数の中にいるわけです。間に合わない場合。だからそういう場合はきちんと

１１時なら１１時と、１０時半なら１０時半というふうに決めてしまって、ファックスなり何なりの問題

は、きちんと連絡を取り合うと、そういうふうにすれば問題なし、こういうことだと思うんですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 大変失礼しました。そのとおりでございます。整理をいたします。 

１２時という今の締切時間は、あととの関係で間に合わないということですので、これを早めたいとい

うことはご異議ございませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

いくら早めるかということなんですけれども、僕は１０時でも１１時でも構わないんですよ。前に時間

がたくさんあるんです我々。ですからこちらのほうが都合のいい時間で構わないですよ。だからあとでや

っぱり１０時のほうが良かったとならないように。締切りは今までは１２時ですけれど、１０時とすると。

良いですか。 

〔「はい」という声あり〕 

よろしゅうございますね、今回から１０時ということにします。それで事務局からは大きく書いて「今

回は１０時ですから間違いのないように」とファックスは入れてもらいますけれども、締切時間は１０時

にする。各会派の皆様、必ず徹底してください。これで質問できなかったとなると議会運営委員会の責任

になりますので、皆さん方がきちんとそれを守っていただくと、ここできっちり確認されているというふ

うにいたしたいと思いますけれどもよろしゅうございますか。  

それで、ファックスの件なんですけれども、今副議長から１日早めるべきだというご意見がでておりま

す。この件に付いて、はい副議長どうぞ。 

○副議長（根本道明君） それね、１０時できちんと決まってそして電話をするのであれば、この条文が

あるのですからこれさえ守っていただければ、僕の言うように、僕は危険度を考えてあやふやにしている

のであれば、これは困るぞということで言ったわけですから、あえて１日早くということではありません

から。 

○委員長（大渕紀夫君） それではですね、この資料５のこの部分を、特に６－２－８ここを各会派に徹

底してください。一般質問をされる方は、ファックスする前に電話を入れ、確認の電話も入れると。あと

の部分については、電話を入れて入っていなければこちらから行くということもありますけれども、少な

くてもこの部分をきちんと守るという確認をしたいと思います。これも各会派で徹底してください。 

 それでは、締切時間は１０時といたしますのでよろしく願いします。 

 次、その他にまいりますけれども。 

○事務局長（上坊寺博之君） １点よろしいでしょうか。実は、毎年千葉県にあります市町村アカデミー
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の議員の特別セミナーのほうに議員を派遣してございます。今年土屋議員と西田議員のほうでセミナーに

参加するという予定で申し込みをしてございましたら、西田議員のほうからご都合で出席できないという

申し出がございまして、実は前だったと思いましけれども、過去に行っていない方がございまして、その

方も行かれるようにしたらどうでしょうかという案が出ていたということをお聞きしていまして、今現在、

私どもの調べでは、２名議員さんの中で、特別セミナーに行っていらっしゃいません。大渕議員と加藤議

員が１回も参加されていないということでございますので、今回、西田議員が行かれないということなの

で２名枠持っていますので、もう一人枠を派遣させていただきまして、残りあと２名になりますので、来

年という形でどうかなと思っています。６月に派遣承認を取るものですから、一応どちらかに、議長が派

遣するんですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 今のお話しは理解できましたか。２名ですからもう１名行くということはよろ

しゅうございますね。年齢順でいいますと加藤議員が大先輩でございますので、加藤委員、是非行ってい

ただきたいと思いますので。 

 どうぞ、本当に加藤委員年齢順ですから。 

○事務局長（上坊寺博之君） ７月２１日、２２日です。 

○委員長（大渕紀夫君） それではよろしゅうございますか、土屋議員と加藤議員が行かれるということ

でよろしゅうございますね。はい、それではそのようにいたします。 

 もう１件ございます、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう１点ですが、3 月に２回ほどご説明があったかと思うのですけれども、

旧森田村、今つがる市でございますけれども、姉妹都市提携の話しで、当時４月、５月に議決しなければ

ならないというお話がございまして、のびのびになってございまして、新たな情報がつがる市のほうから

入っているということで、経営企画課長のほうから過去の説明をしている経過もありますので、委員会の

中でご説明をしたいという要請がございました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今説明がありました件につきまして、経営企画課長からお話を伺うという

ことはよろしゅうございますね。それでは、まだ正式な話しかどうか良く分かりませんので、一旦締めま

してその後、議会運営委員会の協議会でお話を承るというふうにしたいと思いますけれどもよろしゅうご

ざいますか。議長良いですね、それで。 

 議会運営委員会は以上で閉会といたします。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午前１１時０３分） 


