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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 ９月５日（月） 

  開 会   午前 １０時０２分 

  閉 会   午前 １０時５８分 

 

○議事日程 

 協議事項  

<議長の諮問に関する事項について> 

（１） 決算審査特別委員会の審査方法及び日程等について 

 （Ｈ１６．１１／２６、１２／１０、Ｈ１７．１／２７、７／１４議運から継続審議事項）   

※町側との協議 ： Ｈ１６．１２．１６ 町長と協議済） 

・平成１７年度から全員による特別委員会を設置する。（議長・監査委員を除く）      

     ・先進地視察 ：８月２６日行政視察～苫小牧市議会・千歳市議会 

※先進地視察後に一定の方向性を決めることとする。 

 

（２） 傍聴規則に見直しについて（Ｈ１７．７．１４議運から継続審議）               

    ※各会派：持ち帰り協議 

 

（３） 各常任委員・議会運営委員の改選について 

 

（４）その他について 

 

 

○会議に付した事件 

協議事項  

<議長の諮問に関する事項について> 

（１） 決算審査特別委員会の審査方法及び日程等について 

 （Ｈ１６．１１／２６、１２／１０、Ｈ１７．１／２７、７／１４議運から継続審議事項）   

※町側との協議 ： H１６．１２．１６ 町長と協議済） 

・平成１７年度から全員による特別委員会を設置する。（議長・監査委員を除く）      

     ・先進地視察 ：８月２６日行政視察～苫小牧市議会・千歳市議会 

※先進地視察後に一定の方向性を決めることとする。 

 

（２） 傍聴規則に見直しについて（Ｈ１７．７．１４議運から継続審議）               

    ※各会派：持ち帰り協議 

 

（３） 各常任委員・議会運営委員の改選について 
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（４）その他について 

   

○出席委員（９名） 

 委員長   大 渕 紀 夫 君         副委員長  熊 谷 雅 史 君 

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

  谷 内   勉 君               加 藤 正 恭 君 

 議 長   堀 部 登志雄 君         委員外議員 玉 井 昭 一 君 

 委員外議員 西 田 祐 子 君 

 

○欠席委員（２名）  

委 員   山 本 浩 平 君         副議長   根 本 道 明 君 

 

○職務の為出席した者の職氏名 

 事務局長  上坊寺 博 之 君         嘱託職員  松 本 美 紀 君 
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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） おはようございます。本日の議会運営委員会ですが、議長の諮問事項に関

する事項としまして、１点目としましては、決算審査特別委員会の審査方法及び日程等について、先般苫

小牧市と千歳市に先進地視察させていただきましたので、その一定の方向を今日議論いただきたいと思っ

ております。 

２番目につきましては、７月１４日の議運にお諮りしております傍聴規則の見直しについて、各会派持

ち帰りになってございますので、それの議論をしていただくことになってございます。 

３点目としまして、今年１１月１８日で各常任委員・議会運営委員の任期切れがあります。これの改選

をするわけですが、それの方法等について議論いただきたいと思っています。それと、その他について何

かあればと思っております。以上予定しております。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。なお、本日の委員会に山本委員が欠席の届出が出さ

れております。オブザーバーの副議長の根本委員と両名から欠席の届けが出ておりますのでご承知置きく

ださい。 

それでは、早速審議に入りたいと思いますけれども、決算審査特別委員会の審査方法、全員で行うとい

うことについては決定を見ておりますけれども、内容についてどのように行うかというようなことで、先

日苫小牧市と千歳市の視察をいたしましたけれども、その成果を含めてですね、各会派及び議員の方から

ご意見を賜り、方向を本日決定したい、とこう考えておりますのでよろしく願いします。 

まず、全員で行うということは決定しておりますけれども、どのような形で行うかというようなところ

にご意見のございます方、また、千歳・苫小牧の教訓についてどのように受け止めたかということを含め

てご議論を賜りたいと思います。どなたからでも結構です。どうぞ。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 先般この件で、苫小牧・千歳両市視察いたしましたけれども、苫小牧方式の特別

委員会、一般会計並びに特別会計の２区分の２委員会を設置してやっておりますが、方法論としては、私

のほうはこの２委員会を設置してやったほうが非常にスムーズに行くのではないかという結論に達して

おりました。ただ、苫小牧市はこの委員会の運営方法につきまして、事前に質問事項を要請するシステム

をとっておりますが、それまでの必要はないのではないかという考えをもっておりますので、基本的には

２委員会を設置して審査したほうがよろしいのではないかという結論でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方どうぞ。どうですか。他の会派の方。はい、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 大変恐縮なんですが、私は苫小牧のほうを時間がなくて見られなかったので

すが、千歳の状況等々を見ると、事務局の話しでしたが、質問が演説ぽくなっちゃって論点がぶれるよう

な感じもあったという話も聞きまして、確かに質問を会派別に分けて時間も設定してやられているという
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ところもすごく参考にはなるなと思うのですけれども、私の考えとしては従前やっている決算特別委員会

のスタイルを全員でやるというのが基本であって、基本的に考えているのです。 

 質問だけは、やはり会派の代表というわけではないですけれども、事前に通告をしてそれで議論をする

という中味のほうがいいかなと思っています。私は一般も企業会計・特別会計も一緒に決算として 1 委員

会でやれればいいなというふうに思っています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私も今の発言とほぼ同じなんですけれども、今いう一般会計と特別会計がありま

すよね。これを分割してやるのと、一つで一本化してやるという話なんですけれども、これについては、

やはり一本化したほうがいいかなと。そういうふうに考えております。  

 もうひとつは、質問の内容。例えば事前通告するところとある程度しないところとありましたけれども、

この辺のところについては、会派でもってというようないろいろな話が出ていましたけれども、これにつ

いてはやはり、もう一度みんなで検討しようかなというそういう考えでいます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 苫小牧市は分化していないのは量的なものもあると思うのですね、白老町の現状

でいくと一本化で、全議員でやることが私は望ましいと思います。質問形式に関しては、千歳の最初に通

告をして質疑をするというのは聞いたことがあるのですが、やはりお話を伺ったら、定例会の一般質問的

なものになってしまって、決算の審査ということと話を聞いているとちょっとそぐわないというふうに聞

いていましたので、通告制ということと代表での質問ということにはなってこないのかなというふうに思

っています。一応頭の中ではそういうふうに整理してきました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 今、うちの会派の谷内委員からも話があったように、決算審査特別委員会は二つ

にしないで一つでやっていただきたいと。それから、内容については今吉田委員からもちょっとお話があ

りましたが、通告制というのはなじまない。全員の議員さんが参画してやるとすれば、今までのような方

式でですね、自由に質問をすると。ただ、款ごとの区別というのが非常にボリュームがありますので、ペ

ージでやっていったほうがある程度細かく進めて審議ができるのではないかと、款同士でやるということ

になると、質問回数も 3 回しかできないですからね、そうなると非常に難しいので突っ込んだ質疑ができ

ないのではないかと。もう少し、白老らしさの工夫をして、もう少しもんで、内容については我々も疑問

なところが随分ありますので、苫小牧市も千歳市も。その辺もう少し、今日一つにするか二つにするかく

らいは決めて内容についてはもう少し時間をかけさせていただきたいと思うのですけれどもいかがでし

ょうかね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、一通り会派から出ましたので私もお話ししたいのですけれども、２委員

会が良いか、１委員会が良いかというのは、やはり白老の実情から見たときに２委員会というのはできる

のかなという気が率直に言ってしました。なぜかというと逆に言うと分けたほうが特別会計がきちんと議

論されるのかな、特別会計がきちんと審議されるという意味で吉田さんの会派はおっしゃったんだと思う

のですけれども、私もその意見について賛成なんですけれども、ただ、それだけでできるのかなという気

がしたものですから、金額的には大体１００億円、１００億円で同じくらいの金額なんですね。ただ今ま

での予算委員会、決算委員会を見ていますと極端なことを言えば予算委員会も決算委員会も両方とも、１

０対１くらいの割合での議論なんですね。 

 特別会計が形骸化しているということは、僕は極めて心配している部分なんですよ。議会としては極め
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て心配している部分なんですよ。そこら辺は全くおっしゃられるとおりだと思うのだけれども、ただ、い

きなりそれでできるかなという気が、ちょっと心配なところが私もございまして、今の段階では一つでや

るしかないのかなという気がしております。総括質疑というはやはり一般質問とほとんど変わりないよう

ですね。聞いていますと。ほとんどこの政策的にだめだったよといって終わるというふうにならないので

すよ。この次どうするのかと聞きたくなるのが人情でございまして、そういうことから言うと総括質疑と

いうのは必要ないのではないかという気が私はしました。 

 特に千歳のお話を聞いたらですね、議会のほうがかなり形骸化していますね。僕は率直に言って自由な

議論が行われていないような気が強くしました。それから苫小牧の良い部分と悪い部分の半分ずつですけ

れども、事前に各会派に説明するという件ですね。２時間くらいかけてやられると、実際の決算委員会を

そこでやっているのではないかという気が、僕は率直に言ってしたんですよね。ですからそんなところか

ら見ると、白老のやり方というのはそんなに間違っていないのかなという印象を受けましたので、１委員

会で全体で自由な議論ができるという方向付けがよろしいのかなという気が私の会派では、報告した中で

はそういう話しになりましたね。そんなところでございます。 

 委員外議員の方、ご意見ございましたらどうぞ。いいですか。はいどうぞ、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほどから意見の中で、会派の代表というふうに言っていましたけれども、もし

そうなった時には、私たち委員外議員はどういう立場で質問したら良いのかということを疑問に感じて聞

いていたんです。そういうことから言いまして、先ほど大渕委員長から言われた内容が、私たち無会派の

ものにとっては非常にありがたい経過かなと思っておりますので、是非その方に進めていただければあり

がたいかなと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長何かございますか。 

○議長（堀部登志雄君） 皆さんの意見を聞かせていただいて、特に私も全員でやるというようなかたち

は非常によいことですし、そうした中で一般会計特別会計同時にやって、とくに時間切れみたいな形で特

会のほうが、予算でも・決算でグワァとなるものですから、その辺もうちょっと時間をかけて、ある程度

特別会計と一般会計と特別会計とある程度時間配分も考慮した中で、全体のなかで一般会計と特別会計

半々でなくてもですね、３対２くらいの割合である程度時間を設けてですね、やるというような方法もあ

ると思うのでね。その辺これから皆さんにじっくり考えてもらいたいし、逆に皆さんの意見を総合しても、

全員でやるというような形でやっていければ非常に良い方法ではないかなと。苫小牧も千歳もそうたいし

て、すばらしいなということにも考えられないし、今我々がやってきている中で更に前に進むような形で

できれば、それで毎年毎年少しずつ良い方向に持っていくようにしたほうがいいと思うので、そういうよ

うな意見です。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員から、今日全体の結論を出さないで、もうちょっと会派で議論をさせ

て欲しいというようなご意見がございましたけれど、この件はいかがでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） 日程的にどうですか、これだけの議運を開けるだろうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 一応、９月１６日が一般質問締切で議運になっているんですよ。そのときに１

時間位とって議論はできると思うんです。１３時３０分からですので、その時点で結論を出すということ

はできると思うんです。ただ、もうちょっと揉むところ揉んでおく必要があるかなとは思いますけれども、

最終決定は１６日でも構わないのかなというふうに思います。 

分かりました。１日とるかどうかはちょっと、この件だけで議運を開くのはいかがなものかというふう

にも思いますので、たまたま今選挙期間中でございますので１１日まではだめですので、その後一般質問
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の準備等々ございますでしょうから、そうなるとちょっときついかなという気がしていますので、２２日

でも間に合う部分ございますので、１６日或いは２２日で議論をするというようなことでいかがですか、

いいですか。 

 それまでにもう１点、今までは予算委員会の委員長は総務文教常任委員長ということになっておりまし

た。しかし決算も全員ということになりますと、千歳も苫小牧も各会派持ち回りでやっているんですね。

そういう方法が良いかどうかということを含めて、今もご意見をもらいますし会派の中でも議論をしてい

ただきたいと。そういうのをルール化をきちんとしていったほうが良いというのであればルール化すると。

しないほうが良い、その場その場で決めますよということであればそれはそれで構いませんけれども、一

つ学ぶべき点は千歳も苫小牧もこの部分はルール化をしているということでございますので、そこら辺の

ご意見を今も聞かせていただき、この時点できちんと結論を出すというふうにしたい。今回どうしても出

さなければいけないというふうにはなりませんけれども、今回は今回で選んでこの次からでも構いません

けれども、そこら辺いかがなものでしょうかね。 

○委員（加藤正恭君） 帰って、会派で検討したいと思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） それは、次の議運できちっとすべて議論できるという理解でよろしゅうござい

ますか。事前に審査は要らないということですね。 

 それと、もう１点なんですけれども、決算委員会の持ち方はそれで結構なんですけれども、例えばです

ね、予算委員会と同じように９月なら９月に長期にとって、そして会期中に決算委員会をやってしまうと。

今度全員ですからね、要するに予算委員会と同じ考えです。3 日間なら 3 日間で、議長がさっき言われた

やり方が良いかどうかは別ですよ。例えば一般会計２日間の特別会計１日間ということで会期を取り、こ

れは今後町長の出席を求めることになると思います。決算委員会も当然。９月議会もう設定されているか

ら今回はできません。この次からは、９月議会を例えば９月の１０日なら１０日から２５日までなら２５

日までとると。その中で一般質問もやり、決算委員会もやって９月中に決算委員会の報告をしてしまうと

いうことができますね、予算委員会と同じように。そういうような方式かそれとも今までのように全く別

にとるか、今回は１０月に決算委員会をやらなくてはいけないというふうになりますけれども、１１月で

も構いませんけれども。そこら辺の審議の仕方なんかも検討したほうが良いのではないかと。 

 町長の出席を求めるというのはうちで決めるのかな。今後は決算委員会全員でやりますから町長には当

然出ていただくということは、そこは町長にもきちんと分かっていただきまして、今までは出ていません

から。ですから、予算委員会と全く同じということであれば町三役はすべて拘束ということになりますけ

れども、そこら辺も詰めておく必要があるというふうに思います。今回はそれはやらない、ただ、今回も

町長・助役の出席は求めたほうがいいと思います。 

それがやっぱり一つの改革につながっていくだろうと。決算委員会というのは政策がどう実行されたか

ということを検証するわけですから、当然町長・助役には出ていただくということは極めて精度高くなり

ます。そのこと含めて２２日までの結論でよろしいですか。 

 はい、どうぞ吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 決算書は、今の時点でできているのですか。そしたら、定例会と一緒に会期中に

やるとすれば、前もってかなり早くもらっておかないと、勉強する時間というのが必要ですよね。一般質

問と同時進行になりますから日程的にある程度余裕がないと、一般質問をする人はそっちで一杯で決算の

ほうを勉強できないということになると、ちょっと困ると思いますので、この次から９月の上旬にはでき

ていて、早く渡しますよというものの保障がないと、なかなか会期中にというのは厳しいのかなと思った
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ものですから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 昨年度は私がいなくて分かりませんけれど、今年の部分については１日の

日に代表監査委員のほうから町理事者の方へ監査意見、監査報告というんですかね、それが提出されてい

るようです。 

 例年、企業会計については９月議会に出さなければいけないという規定がございまして、一般会計は規

定がないのですけれども、従来であれば大体８月の末には決算書が十分間に合うように上がっているはず

ですから、当然監査委員の審査もありますから、多分十分間に合うのではないかと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員、よろしゅうございますね。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 苫小牧それから千歳を調査した結果、審査意見というものが全然述べられていな

いというのが、これはいかがなものかと、私もあの時に質問したのだけれども、議員さんは審議している

から中味は分かるからそれでいいのであればね、議会報告はいらなくなってしまうのでね。やっぱり審査

意見というのは良い悪いは別にしてもですね、これは必ず記載すべきことだと思う。ゼロということはあ

りえないわけですから、必ず何かかにかクレームがつくのは、これは審査した以上は当たり前のことだと

思うのですが、その点千歳も苫小牧もですね、「審査しました」と、「終わりました」と。「採決しました」

と。それで終わるのでは、傍聴者だけを対象という意味ではなくて、傍聴者に対しても何をやっているん

だろうというふうに、私自身も第三者としてはそう思うのでね。是非そういうことは真似しないような方

向でね、それなども含めて会派で検討してもらえればと思うんですけれどもね。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それはおっしゃられるとおりだと私も思います。先ほど吉田和子委員が言われ

たこともね、千歳の場合は一般会計の決算報告が全然出てこない。９月議会に出てこないわけでしょ。だ

から遅れてしようがないと。きちんと一緒に出すように議会事務局としては強力に市側に申し入れている

のだけれども、未だに出ませんとこういうことですよね。ですからそういう点でいえば、行政側もうちの

議会も、今加藤委員が言われたようにきちんとしているなという気は、私自身はして帰ってきましたけれ

どね。 

 今加藤委員がいわれたことを含めてですね、各会派でご検討願うということでよろしゅうございますか。 

じゃ、そういうことで次回の議会運営委員会で結論を出します。ただ、１委員会にするか２委員会にする

かということで言いますと、これについては若干意見が違う会派もございますけれども、ほとんどの会派

が１委員会、要するに全員で協議をするということですので、これは決めたほうがいいかなと思うのです

けれどもいかがでしょうか。 

 はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 私のほうの意向については、先ほども話したように企業会計の審査の時間が非常

に短縮になっちゃって、本当に審査されているどうかの内容について疑義を感じましたので、それだけき

ちんとしていればいいと思います。議長さんがさっきおっしゃったような内容で、方向性がはっきりして

時間割その他の方法でやれれば問題ないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今新風の方からそういうような意見が出ましたので、全員による１委員会で行

うというふうに、この点だけ決定をしたいと思います。よろしゅうございますか。 

（｢はい｣という声あり） 

 じゃ、そのように取り計らっていきたいと思います。 

 １番目の決算特別委員会の審査方法及び日程等についてはよろしゅうございますね。 
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 はい、それでは２番目傍聴規則の見直しについて、これ規則案文が出ておりますけれども、前々回でし

ょうか、いただいていますけれども、これについて各会派でご議論されていますか。もし議論されていな

いのならこの次にしても構いませんけれども、議論がされていない会派がございましたら。 

○事務局長（上坊寺博之君） ７月１４日に、全員に資料をお配りしたのですけれども、もしなければ。

委員会もそうですけれども、各会派の分はお渡ししたのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 会派でまだ議論されていないところもございますので、次回これも結論を出し

ます。いいですね。はいどうぞ、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 児童・乳幼児の傍聴を解禁するということがありますよね、項目で。これをする

ということになると、中に連れて入るということは厳しい場合もあると思うんですね。他の議会では、子

どもさんを見る部屋を別に設けて、傍聴しやすくしているというのもあるんですけれども、白老がそこま

でやる必要があるかどうかといわれたら私も疑問なんだけれども。 

 でも、解禁するということは、連れて入るということにたいしての対策も考えなければいけないのかな

と、そのへんもちょっと各会派で議論していただければと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 今の吉田和子委員の意見なんですが、私もこれ、考えておりました。当然、実施

するとなりますと、児童・乳幼児という区分の考え方。児童になりますと、小学生が対称になると思いま

すが、これについては問題ないと思います。乳幼児になりますと、やはり議会に奥さんが子どもを連れて

泣かれたりすると、これはやはりちょっと問題があるなという気がいたしますので、やるとすればそのよ

うな授乳施設、あるいはそのような設備を設けて実施すべきことだと思っておりました。 

 それからですね、傍聴人の手続の関連のなかで、記憶にあると思うのですが岩手県の県議会で、覆面議

員が出てまいりました。あれは、現在まだ解決しないままに認めていくような方法を取られていると思う

のですが、やはりあのような事由もございますので、一挙にこの方法ですべてを進めるというのはどうな

のかなという気がございます。 

 それから、苫小牧の議会を傍聴して感じたことなんですが、傍聴手続きの中で、今回の場合は議案の中

で見ますと、すベて面倒くさいことはやらないということになっているんですが、苫小牧の場合は専任の

係官が傍聴席に居りまして、議長席と傍聴席が非常に離れておりまして、議長が勧告しても通じないよう

な状態でございます。１階と２階がございまして、それを阻止することだ思うのですが、必ず受付に係り

がおりまして、やはりカードで住所・名前くらいは記載するようになっております。これについての考え

方はですね、やはりシビアにもう少し検討するべきなのかなという気がいたします。すべてゼロにした時

の次に発生する問題をどう対処するかそれを決めていかないと、撤廃することもいいのですけれどもそう

いうような協議も必要になってくるような気がいたします。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま出た意見を含めて、各会派で検討するということで、これは期日がご

ざいませんけれども、全会派が納得できるような形で決めていきたいと思いますので、次回まで少なくて

も各会派で検討してください。暫時休憩いたします。 

 

休   憩（午前１０時３５分） 

 

再   開（午前１０時３７分） 
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○委員長（大渕紀夫君） 続きまして、３番目の各常任委員・議会運営委員の改選についてということで

ございます。別紙大きな紙がございます。今事務局から説明していただきますけれども、１１月に任期満

了といいましょうか、委員会の構成が変わります。それでは、９月の所管事務調査ができなくなりますの

で、それをできる方法はないか、もっと合理的にできる方法はないかということで事務局で調べていただ

きまして、下図のような状況になっておりますので、事務局から説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、ご説明を申し上げたいと思います。まず、表の見方の説明でご

ざいますが、上のほう現行の委員会条例による改選の方法という規定がございます。いま条例を変更した

場合こういうふうにできるよとというのが下の方に書かせていただいております。現行の委員会条例の規

定の方法では１１月１８日で委員会の任期が切れます。これの改選方法としては３種類の方法が当面は考

えられるだろうということでそこにお示ししてございます。１ ５年１１月９日に前回の解散選挙を行いま

して、１５年の第６回臨時会で初議会が開かれまして、各常任委員会・議会運営委員会の任期が定められ

ております。現行の委員会条例３条の規定によりますと、委員会の任期は２年とするという規定がござい

まして、任期の起算規定が条例の第４条に載ってございます。起算規定につきましては、委員の任期は選

任の日から起算するという、２年間の規定なんですよ。ですから、１９日に初議会が行われまして、委員

会が決定してございますから、それから始まって２年間という規定で１７年１１月１８日に任期切れがな

されます。 

 今の委員会条例の中でそれを改正する方法としては３つございます。まず一つの方法としては、１１月

１９日、１８日以前に委員を改選しておく方法がございます。これは、委員会条例第６条第２項で、任期

満了前７０日以内に委員を専任しておくことができるという規定がございますが、これあくまでも選任す

るだけで、委員の任期は１１月１８日まで、前の方はございますのでその委員を就任したわけではござい

ません。ですから、先に構成だけ決めておいて改選になったらすぐ移行するという規定になります。但し

この場合は正・副委員長の互選ができません。あくまでも任期がございますので１１月１９日以降でない

と正・副委員長の互選ができないものですから、任期切れ以降の委員会活動は委員長が決まっていません

のでできないということになります。 

 １１月１９日以降の臨時会又は定例会で互選するという方向性になると思います。下の網掛けのバーの

ところに書いてございますが、今年ですが委員会の改選期に当ることから所管事務調査の議決をしないこ

ととしているということで、９月定例会では今まで所管事務調査等の議決は取ってございません。これは、

今言った方法からできないということでとってございません。 

 もう一つの方法としましては、１１月１８日任期切れがなりますので、１１月１９日に臨時会、付議事

件を示しまして臨時会を招集すると、この方法がございます。これをやった場合ですね、当然１１月１９

日の議会ですので定例会まで１ヶ月しかございません。ここで所管事務調査取れないこともないのですけ

れども、付議事件としては出せれませんので当然所管事務調査ができないということになって１２月定例

会を迎えると。こういう流れがあると思います。 

 もう一つの方法はですね、１２月定例会で改選する方法もございます。これは委員会条例３条で後任が

選任されるまで前の委員会は続きますので、当然改選されるまで続きますので１２月定例会でやっても構

わないという方法がございます。 

 今その委員会条例をどういうふうに改正したら一番ベターかという方法でございますが、今までの規定

の方法は、任期を２年としておりまして承認されると２年起算日ということで、２年間過ぎた分だけ任期

がありますよと規定してございます。これを下のほうの段ですが、任期の規定を変更いたしまして任期は
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２年後の１２月定例会の会期第２日までとするということに変更しますと、前の委員会は本来は１１月１

８日で任期が切れますけれど、選挙があった年は２年１ヶ月任期の規定がありますけれど定例会で改選す

るようにすれば、９月で所管事務調査をとっても定例会の会期２日目くらいにしておけば委員会報告もで

きますし、３日目に新たな委員会を選任して、委員長・副委員長を選任すれば途切れなく動いていくとい

う方法がございます。これであれば９月以降の閉会中の委員会活動が可能となりまして、停滞はしないの

ではないかなという気がしてます。 

 次のページ、常任委員会を任期満了前に改選し、すぐ正・副委員長の互選をしてもいいかという規定で

ございますが、これは先ほど１番目の規定で申し上げましたとおり、うちの条例の規定では７０日前に改

選はできますが、あくまでも予備でございますので、任期が切れないと正・副委員長は選任でいませんよ

という規定がずらずらと書いています。 

 次のページの上のほうアンダーラインを引いているところですが、これは例えで、新年度から新委員会

のよってスタートしたいという考え方も自然であると、また新委員長選任した人の正・副委員長の互選を

したいとするのも当然であると。そのようにするためには、今町のほうは標準委員会条例を規定してござ

いますので、それと異なった規定、全員の任期は２年後の３月定例会中に満了にすることが必要であると。

こういう規定をすれば、そういう滞りもないようにできるという解釈が書いてあるのがこの２枚です。で

すから、前に大渕委員長がそういうことも考えられるよというお話もされていましたので、これもひとつ

のご議論として、していただければと思います。これは、ちなみに今回の定例会に、もしやるのであれば

出されたほうがいいと思われます。以上でございます。  

○委員長（大渕紀夫君） 今局長から説明がございましたけれども、まず質問を受けたいと思います。言

っている中味は理解できましたか。要するに１２月の定例会の第２日目に委員を選び、正・副委員長を互

選すれば、９月で所管事務調査をとって１２月に報告することはできると、こういうことです。今までは

９月の後は所管事務調査やっておりません。ですけれどそれはできるということになりますから、議会活

動としては極めていいのではないかというふうに思いますけれど。 

まずご質疑を受けたいと思います。どうぞ。はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ちょっとこんがらかっているかもしれません。今回の改選は、そういうことで１

２月まで延ばしてもなるのですけれども、１９年に選挙が１０月くらいになりますよね。そうすると、そ

のときは新たになるんですか。そこまで考えると、年月が随分中途半端になっていくのかなと、ちょっと

思ったものですから、新たに１０月改選して当選してきた人でまた委員会を作るから、またそれは１２月

改選とはならないんですよね。そういう変則的なものにこれからなっていってしまうとは、当然そういう

ふうになってしまうということで理解すればいいのですね。分かりました。 

○委員長（大渕紀夫君） ただこれから、改選時期は同じですのでずっとこの条例は生きるとうことにな

るんです。うちの場合は絶対５月にはなりませんからね。また解散すれば別ですよ。それでなければあり

えませんので。はい、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今、事務局並びに委員長のほうの提案と説明を聞いておりまして理解はでき

ました。非常に良い方策だと思います。議会改革の本旨からいっても、委員会活動が途切れるということ

は良くないと思いますので、このようにしたいと思います。私は。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方、よろしゅうございますか。これをやるとしたら９月に議決とり

ますから、議決とって条例化して、１２月まで所管事務調査やりますから、今の委員会で。ですから以前

何かいろいろ出ていたことはこれで解決します。民生さんですか、色々出ていましたけれどそれは全部解
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決します。よろしゅうございますか、議長よろしいでしょうか。 

 それでは、各常任委員会・議会運営委員会の改選については、９月議会で条例案を出し、１２月の定例

会の第２日までを期日とする条例改正を提出して、そのようにいたしたいと思います。よろしゅうござい

ますね。 

 ２２日に条例改正案が出されるそうでございますので、再度ご議論ができます。 

 ４番目、その他について。事務局何かありますか。 

 各委員の皆さんその他について何かございますか。はい、西田祐子委員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 先ほどの傍聴規則の中でですね、いろいろお話がでたと思うのですけれど

も、今回議会のほうもクールビズということで、国会のほうで一生懸命やっていますけれども、地球温暖

化も含めましてですね、そういうことも考えていただければありがたいなと思っているんですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会内のクールビズ。今西田委員外議員からお話がありましたけれども９月に

なりましたから、今年は大体これで終わるかもしれませんけれども、今後議会の中で、本会議・委員会、

委員会はもちろん上着は脱いでも良いということですけれども、本会議等々で特に男性のほうかな、ノー

ネクタイでというようなことだと思うんですね。そういう意味ですね。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） クールビズにした場合、クーラーを入れないのならクールビズの効果もあるのだ

けれど、クールビズにしていてクーラーを入れるのなら何のための経費節約になるのかなと思うしね。だ

から、結局はノーネクタイにワイシャツにしたってやっぱりクーラーを入れなければならないのではない

のかな。温度設定が違うか。そうすると多少は経費節約になるんだな。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。この件につきましては、これも次回議論できるように、各会派

で話し合ってみてください。これやっぱり、全員議場に入りますので全体の意見が必要だと思いますので。 

 他、よろしゅうございますか。じゃ、終わっていいですね。 

 それでは以上で、議会運営委員会を終了いたします。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午前１０時５８分） 


