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議会運営委員会会議録 

平成１８年１１月２１日(火曜日) 

   開 会  午前 １０時００分 

   閉 会  午後  １時２８分 

                                             

○議事日程  

―協議事項― 

第１ 議長の諮問に関する事項について 

第２ その他 

                                                 

○会議に付した事件 

―協議事項― 

第１ 議長の諮問に関する事項について 

第２ その他 

                                             

○出席委員（１０名） 

委 員 長  大 渕 紀 夫 君       副 委員長  吉 田 正 利 君 

委   員  熊 谷 雅 史 君       委   員  山 本 浩 平 君 

委   員  吉 田 和 子 君       委   員  谷 内  勉  君 

議   長  堀 部 登志雄 君       委員外議員  根 本 道 明 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（１名） 

  委   員  加 藤 正 恭 君 

                                             

○職務の為に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 



 2 

 

                                             

◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

お諮りをいたします。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。 

[｢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。ご苦労様です。今日の調査事項ですが、議

長の諮問に関する事項としまして、１つ議員定数の見直しについてでございます。それと第２次

議会改革の検証。前回で一応一通りしていただきましたが、それのまとめの結果を提案したいと

思います。それとその他の事項でございますが、今回地方自治法の改正がなってございますので、

改正内容について一通りご説明をしたいと思っております。それと来年 58 回の全国植樹祭が苫

小牧の地でも行われますが、その関係で町側のほうで推薦したいという事で、一部議会の方が入

っておりますので、それのご報告をしたいと思っていります。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） なお山本委員につきましては、30 分程度遅れるという連絡が着てお

ります。加藤委員については欠席。議長につきましては１時間程度出席後、全国議長会に出席の

ため１時間程度出席後欠席をいたします。 

それでは早速調査事項に入りたいと思います。最初に議員定数の見直しについて各会派に持っ

て帰っていただきまして、それぞれ議論をし、今後の方向をどうするかということでですね、ご

議論を願うということになっております。このまま平行線で同じことをいくら議論しても仕方が

ありませんので、一定限度の歩み寄り、またどういうまとめ方をしていくかということでのご議

論も賜りたいというふうに考えております。各会派の現状、２回の議論の経過の後の各会派の状

況について報告を求めたいと思います。その後今後の方向についていかがいたしていくかと、少

なくとも条例上の報告は別にいたしまして、12 月いっぱいで結論を出すというふうに公表して

おりますので、そういう視点で積極的なご議論を願いたいというふうに思います。 

それでは最初に各会派の状況について報告を願います。町清クラブ。 

○委員（谷内勉君） 町清クラブですけども、今回今言いましたように代表が欠席をするとい

うことでお願いをしたいと思います。現在定数問題の件ですが、前前回に発表したとおりでござ

います。現在 20 名から 16 名の間で非常に幅広い範囲で定数削減がしているわけですけれども、

あくまでもこれは共通認識ということをいたしまして、具体的に数字、これについてはですね、

近隣都市、それと今言った類似都市、こういう都市を加味しながら決定すべきだろうと。そうい

うような話で終わりました。一応ですからもうそろそろ委員長から話ありましたように、そろそ

ろやはり具体的な数字を出して決めていくべきではないかという話で終わっております。 
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そしてあともう１点なのですが、前回定数に絡む機能チェックの問題があったのですけれども、

この問題については非常に流動的であるということと、これは今言った来年度においては議会改

革というよりは改革が行われるということで、これについてはその時点の考え方と現在の考え方

とを分けて考えていくべきではないかと、そういうことで話を終わっております。 

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブは基本的には前回申し述べたとおりでありまして、前回の

議運を踏まえたなかでの話し合いというのは、特にはしておりません。ただ考え方として偶数数

字と奇数数字についてはですね、議論の中でいろいろと出まして、採決をする際に奇数だと議長

の裁量権というのが議場の中では発行しづらいものですから、可否同数になるケースがあるだろ

うと。そうなるとその事案についての中身によりますけれども、議会機能としてマイナスではな

いか。そうであれば偶数で議長が進行しますので、可否同数にはならないということであります

ので、偶数が望ましいだろうという意見がありました。あとは削減の根拠というところの話の中

で、我が会派がずっと申し述べていますけれども、質の問題と絡めて当然報酬の部分で人数分減

額になるわけですから、やはり議会企業の質の問題のところで研修費という言い方僕しましたけ

れども、別な会派からは政務調査費かと聴かれましたけれども、そういう意味合いは今後議論す

べきだろうなという意見もありまして、質を高める為に充当させていただきたいという気持ちは

やはり変わらないということで、意見を申し述べたいと思います。それから数字につきましては、

やはりうちのクラブは 16 ということを基数として考えておりますので、その線で進めていきた

いというふうに思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 新風吉田でございます。私どもは当初主張した点につきましては

変わっておりません。削減数については４名、16 名体制でということについても前回どおりで

ございます。ただ時間経過の中でこのまま論議いたしましても平行線をたどるのではないかとい

うことで、どこかで打開策を見出す時間帯に来ているのではないかという考え方が主体でござい

ます。その他現実的に町民の声も厳しくなってくるだろうという考え方から、相互に歩み寄りを

する必要があるのではないかという考えが実態でございました。具体的にはそういうふうなこと

で、今回の視察旅行についてもいろいろと町民からの厳しい意見があるので、やはり時間をあま

り取らないで決着すべきだろうという考えが主体でございます。現状は以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところでございます。共産党ですけれども、今新風の吉田副委

員長から話しありましたように、一定のところでどこか打開策というかどういうふうにするかと

いう結論は 12 月いっぱいで出さなくてはいけない。皆さん考え方というか減らす減らさないと

いう数の問題については同じですけれども、しかしそういう中で一定の議論をする中身がないと

駄目だろうというふうに思っております。今までのとおりということでは率直に申しましてもう

通じないだろうと。それで１つはですね、我々が議論したのはチェック機能を強める。そのため

の手立てをどうするかと。これは町民がもっとも望んでいるところです。ですからやはり今の状
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況の中でいろいろと精査した段階ではやはり通年議会、これにきちっと取り組むべきであろうと。

なぜか。常任委員会が所管事務調査の議決を取らなくてもできるということになりますと、各常

任委員会のチェック機能は飛躍的に増加します。これはまさに飛躍的と言って良いでしょう。同

時に議員協議会というのがほとんどなくなります。要するに議事録がない議会というのがなくな

るということですね。専決処分も今よりはかなり減ると思われます。そういう点で言うと、議会

のチェック機能というのはまさにこれは本当に飛躍的に増す可能性がございます。こういうこと

をきちっと担保しないと町民は納得しないだろうというふうに思います。もちろんすべてが良と

は思いません。しかしこのことを本当に議論して、提案されている国の先生方もいらっしゃるわ

けですから、そういうことをきちっと１つは議会のチェック機能として担保すべきということが

１つです。それからまだ条例発しておりませんけれども、特別委員会が終わりました。自治基本

条例の 21 条の３項に政策研究会の設置とございます。もちろん今の合併問題の調査研究会も同

じような役割を果たしているという認識は十分しておりますけれども、新たな形で議会としての

政策研究をきちっとするという機関を作るべきであろうと。そのことが町民の要望要求を議会が

きちっと取り上げられるというふうになると思います。それから３点目に町民の意見要望を聞く

ための議会報告会なり住民懇談会、これを議会としてきちっと制度化すべきというふうに考えま

す。それは要望要求をきちっと取り上げるということが今の形の中では必要です。それを議員

個々に任せるだけではなく制度化する、例えば議会報告会は１年に１回とか、住民懇談会を３人

なら３人の議員がグループで 20 箇所なら 20 箇所町民の中へ入って徹底的に聴くと。新たな方

策、議員が町民の中に入って汗を流すというようなことがなくてですね、議員定数だけ減らすと

いうふうには僕はならないだろうと。そういう努力があってこそ初めてこういう議員定数の問題

なんかが町民の中で議論される。ですからただ単なる数の問題か、報酬上げるための問題かとい

う議論になってしまいます。ですからそういうことをきちっとすべきだろう。議員を削減するこ

とを報酬上げることとは全く別だというふうに考えるべきでしょう。報酬上げるということは上

げるということで別に考えればいいことで、定数を削減することによって報酬を上げるというこ

とはこれは町民の意見に逆行するだろうと私は思います。最後にそういう議員の姿勢を表す意味

でも、各委員会や本会議、特別委員会まで含めた出席状況を名前を出して明らかにすべきだろう

と。これは議会広報なら議会広報の中にきちっと明らかにしていく。遅刻、欠席含めて明らかに

していくという姿勢が我々の側にあって初めて議員定数の削減等々が議論されるべきであろう

と。我々はこの５点を原則は減らさないということですけれども、減らすということが多数にな

っていく場合はこういうことを原則できちっと議論をしてこういう方向付けをした後にそうい

う結果を出すべきであろうというふうに考えるものであります。そういう議論をいたしました。 

 次公明さん。 

○委員（吉田和子君） 公明党です。人数、定数に関しては早急に結論を出すべきであろうと

いうふうに考えております。それでうちは 16 名から 18 名という中途半端な数字を出したので

すが、16 名という数にしていくべきかなというふうに考えています。というのは、私達は委員

会のありようについてどうなるのかなと疑問がありましたけれども、これは一人が２箇所も３箇
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所も持つということを白老町の条例で決めることができるというこの前話がありましたので、定

数が決まった時点で委員会のありようをきちっと明確にしていくということが必要であろうと

いうふうに考えます。それから議論の中でチェック機能、議員の資質ということがありましたけ

れども、議員の資質というのはもちろん定数に関係なく個々の研さん、会派の研さん、そういっ

たものできちっとやっていくべきであろうと。チェック機能に関してはやはり町民が一番不安に

思っていることですけれども、議会みずからが定数を削減してやっていこうと決めたのであれば、

そのチェック機能をきちっとやっていくことを議会改革の中で取り入れるべきであろうと。 

もう１つ先ほど共産党さんのほうから出ましたけれども、私達の会派も町民から見えないとい

う部分が一番町民に不安を与え、不信感を持たせるのではないかということから、議会報告会と

いう形は今後とっていくべきだろうと。それから今まで形としてきちっとやってきていたのです

けれども、まだまだ積極的に出前の委員会等やっていくべきだろうというふうになりました。通

年議会については今後議会改革の中でやって、一番良い方法であれば取り入れていくべきではな

いかということも話し合いました。 

それから先ほど出ましたけれども、私達も報酬等に関しては一切定数とは関係なしでいこうと。

定数を削減した中でチェック機能、それからいろいろな委員会等の動き、そういった私達が少な

い人数でがんばっている姿というのは何かの形で評価されるときがあるだろうと。それしか私達

には方法がないだろうということで話し合いをいたしました。 

○委員長（大渕紀夫君） この際委員外議員の皆様の意見をあればお尋ねをしたいと思います。

委員外議員で意見のある方。 

 委員外議員玉井委員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 玉井です。私今まで言っていたとおりでございますが、付け加

えて資料いただいております北海道内の主要な議会議員定数等調書、その中で一応類似した近隣

の定数でありますけれども、例えば安平町、これは早来と追分が合併したところでありますけれ

ども、人口が 9,400 人で 18 名、これは平成 18 年に改正していると。それとむかわ町、これは

鵡川、穂別、人口が１万 500 人で 20 人です。それから洞爺湖町、虻田、洞爺、11,242 名の人

口で 18 人です。それからある程度道内例えば人口が似ているところ、余市町が 22,658 人で 18

年９月に改正して 18 人ですよ。美幌町がこれは異例なのですけれども、２万３千人で 14 人に

なっております。それから釧路町、２万２千人の人口で 18 人でやっていると。こんなことから

類似しているところが 18 人より低い数字というのは美幌町だけでございます。あとはすべて 18

名以上だというようなことで、白老町より少ないところでも 18 人を確保しているという状況、

これはおそらくこれに必要なチェック機能をしてこの 18 人でやっているのではないかという、

これ想像ですけれども、そういうふうに想定される。そのようなことから私は 18 名が妥当でな

いかなというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員西田祐子委員。 

○委員外議員（西田祐子君） 定数の数につきましては先般から皆さんがおっしゃられていま

すように、早急に数字を決めるべきだと思いますけれども、決められる数字に関しましては皆様
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方合意の上で決められた数字に従わさせていただくのは前回と同じでございます。ただ先ほどか

ら問題になっております議員の質の向上とかまた議会報告会などのそのようなもの、チェック機

能というものですね、十分にできるのだという中身でぜひ数を決めていただければと思っており

ます。 

またもう１つですね、共産党と公明党のほうから報酬の値上げのことと議員定数は別でないか

という意見ございましたけれども、複数の町民の方から同じではないと。やはり町民のほうとし

ては議員には良い仕事をしてほしいのだ。やはりそれなりの報酬もきちっと頂いて、責任あるこ

とをやっていただきたい、そういうような声をたくさん聞かせていただきまして、私も本当に議

員として皆さんが何を望んでいるのか、町民の方々は議会にきちっとした仕事をしてほしいとい

うことを望んでいるのだなということを感じておりますので、その辺は切って考えるというより

もむしろ議会の質の向上に何とか少しでもしていただければありがたいなと思っております。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 一通り各会派から出ましたけれども、それぞれ各会派に対する質疑

含めてですね、フリーに議論をしたほうがいいと思いますのでご意見のございます方どうぞ。 

 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） お聞きしたいのですけれども、研究費というような話が出ていたのです

けれども、これはどうなのですか、具体的にもう少しわかりやすくお話願いたいのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 研究費というとらえ方をされてもいいとは思いますけれども、やはり

チェック機能を高めるため、質を高めるため、いろいろな研さんをするときには講師を呼ぶだと

か資料を取り寄せるだとかいろいろな経費かかりますよね。それをやはり広く使わせていただき

たいと、そういう意味合いです。今も十二分には使わさせていただいておりますけれども、さら

にという意味です。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 確認したいのですけれども、そうすると今の言った政務調査会費とはち

ょっと別な考えということですか。だいたい同じような考えというようなことでいいのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） これは自分なりの考えですけれども、政務調査費というのは各議員個

人に与えられる方法と会派に与えられる方法といろいろ手法があるとは思うのですけれども、や

はり議会全体の機能の向上、質の向上、これを主眼とするならばですね、個人だとか会派に費用

を僕は充当すべきではないと思っているのですよ。これは個人的な考えですよ。ですから今の話

の質問であれば、僕は政務調査費という感覚で言っている話ではないということでご理解いただ

きたいと思います。 

 基本的には違いますよ。議会全体で使うわけですから。だから今の状態で使わさせていただい

ている例えば特別委員会で、やはり何かの研さんをしなくてはいけないというときに、議会費の

費用が充当される場合もありうるわけですよね。今回のように病院の特別委員会で視察に出たと
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いうのも、当然通常経常の経費でないわけですから、そういう枠組みをきちっと取れるような体

制をとっていただきたい。これは要するに言っているように、議員の定数を減らしますから、議

論の中で皆さん言っているとおり議会に対する町民からのチェック機能の不安と議員の質の向

上を望まれているのであれば、それに答えるべきことをすべきだと思いますから、更にそれをや

るべきだなという考え方です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 前回謝らなければいけないことがあったなと思いまして、今ち

ょうど政務調査費の話が出ましたので発言させてもらいます。前回僕誤解しておりまして、政務

調査費というのは国から交付金で与えられるのだというふうなことを話したのですけれども、よ

くその後調べてみましたら市町村については国からは入ってこないということがわかりました

ので、入ってくるのは都道府県議員、そのような人方には国から確かに与えられているのですよ。

しかしそれが市町村にあってはないということで、前回誤解した発言をしたものですから、ここ

で報告させてもらいます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。この件について何かご意見ございませんか。 

 １つ常任委員会の件でこないだ議論あったのですけれど、今日これから説明されるということ

あるのだけれども、例えば広報の特別委員会と普通の常任委員会がダブルということはできるの

だけれども、所管が決まっている常任委員会、もちろんみんな所管決まっているのだけれども、

現状で言う総務文教常任委員会と民生常任委員会、例えばですよ、それを重なって参加できると

いうことについては、これ局長に聞きたいのですが、そういうことができるというふうに解釈し

ていいかどうか。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 後でまた自治法の改正の時にも説明しようと思っておりましたが、

多分 17 日の閣議で 24 日政令交付という形で聞いているのですが、それから施行はなると思い

ますが、従来は１つの常任委員会に所属しなければならないという規定ありました。今度は少な

くとも１つの常任委員会という規定なのです。最低１個ですよと。ですから今委員長おっしゃっ

たように今ですと総務文教と民生と産業建設という常任委員会がありますけれども、一人が例え

ば総務と民生を兼ねるというのは可能だと思います。定数の問題なのです。今委員会条例見ても

らったらわかると思いますが、委員会条例の中で定数が決まっているのですよね。今総務が８、

民生が６、産建が６、20 名の数なのです。今は１個ですから 20 名なのですよ。ですから今度は

少なくとも１個ということになったら、10、10、10 で可能なのですよ。30 人なのですよ。10

人の方は複数またがれる、もしくは３つにもまたがれるという、選び方は議会運営委員会、会派

それぞれあると思いますけれども、そういう形になります。定数で決めるのです。ですから今道

の議長会で準則示されるのですが、準則の規定は委員会の部分にはないのですね。各自治体で決

めることということだそうです。ですから今委員長おっしゃったことは当然ありうるということ

で解釈願いたいと。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。ということは、その今 20 人で８、６、６ということにな
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っているのだけれども、10、10、10 にすれば 30 になるから今の数でいっていけば、そういう

形になると。 

○事務局長（上坊寺博之君） 定数減らしても倍ぐらい、何人減らすかわからないけれど・・・ 

○委員長（大渕紀夫君） ということは 10 人の議員が複数に加盟できるというような解釈にな

ると。 

○事務局長（上坊寺博之君） １人が３つも兼ねれますし、２つ２つということもありますし。

条例で定数を決める。常任委員会の数を増やすこともできます。数を増やして８、８、８、８と

こうすることもできます。いかようにもその自治体の裁量で数を増やしたり減らしたり、定数を

増やしたり減らしたりというそこまで構わないと。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 予算決算の特別委員会、今まで特別委員会になっていましたけれども、

これも常任委員会として全員ということでやっているということかどうかわからないですけれ

ども、それは一応常任委員会にしたとしても、それはまた別扱いになるのですか、どういう解釈

ですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 常任委員会がいいかというのはまた議論が残るところだと思うの

ですけれど、ただ予算の部分については補正予算ありますから、ただ予算関連を常任委員会で設

置するということになると複雑になるのですね。議案の提案が早めになって、どこで常任委員会

の審議をするかという部分がありますので、なかなか・・・これも検討しなければならない。も

う１つ決算については年に１回ですから、これは果たして常任委員会でいいのかどうなのかとい

う部分もまた議論がいると思います。全員で委員会を兼ねるということについてはなんら規制が

ないのですよ。今の特別委員会、特別委員会ですとね。これが常任委員会になるだけ。特別委員

会今規定上では７名ぐらいの選出ということになっていますけれども、全員で取り組むというこ

とについては議会の議論の中ですから、全員でやっては駄目だという事はどこにもないですから、

この常任委員会も 20 の定数、今現在でいけば 20 の定数にすれば全員か加われるという解釈で

よろしいかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） ということはあまり再分化すればどんどんどんどん複数になってい

くということでいえば、ある意味１人が３つの常任委員会あって３つに所属したということを考

えれば、本会議となんら変わらなくなっていくということになる。それが際限なくなればなるほ

ど逆に言うとそれがすごくチェック機能増すみたいに見えるけれども、制度的にはそうではない

と僕は思う。だから通年議会の考え方でのチェック機能と今のチェック機能とは違うというふう

に考えないといけないかなという気がしていたものだから、それで先ほど聞いたのです。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今常任委員会の関係ですけれども、例として 20 人で 10 人、10 人の

３つ作るということなのですけれども、やはり基本的に根本的に私は１つの常任委員会として議

論できるある程度の人数というのは必要だと思うのです。その辺から６名で全体の町のいろいろ
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な状況をチェックするのか、10 名がいいのか、最低でも８名というようなものをその辺から十

分議論して、委員会の定数を決めてそれを基準にして、実際定員が 18、17、16 しかいないとき

にはそれを今度は割り振っていってその人数を確保していく。それでたまたま人によっては２つ

ダブルというような形、こういうような考え方もあるのではないかと。10 人が理想的というか

ベストなのか、８人がベストなのか。少なくとも僕は５人とか３人とかで委員会を組んで所管事

務調査するというのは人数少なすぎるのではないかと。その辺を十分本当に皆さんで議論して、

８人が正常なのか、今まではどちらかというと７、８人のベースで 22 名のときはきていたので

すよ。それがやっぱり定数が減っていくとだんだん人数それに合わせて３つの常任委員会がある

ものですから減っていっていますから、その辺は適正な常任委員会の数というのもその辺から議

論して、ダブリも定数によってはあるのだというような考え方も１つ議論していく必要があるの

ではないかなという具合に思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の件に関わりなく１つもう少し今後どうしていくかということを

含めて、平行線の議論ではいくら経ってもどうにもならないわけですから、そこら辺含めて妥協

案出すためにはそれなりの根拠がないとなりませんので、根拠明確にしていくと、こういう条件

があればこういう数とかというふうにしていかないと、我々は議論して詰めていく場合には一番

最初に議論した数のままですよというわけにはいかないと思うのですよ。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 前回大渕委員長のほうから提案ありました通年議会、この考え方につ

いては検討する余地はあるだろうと。ただ１年間の会期というのはかなりきついなというのが率

直な意見としてもありましたし、私もそう考えています。当然議長の会期の決定の件ということ

でお諮りはあるとは思うのですけれども、大渕委員長の言ったとおり各セクションに分かれると

いう委員会構成ですね、この議論もこれから進めなくてはいけませんけれども、かなり活発化、

それからいろいろな意味合いの中ではかなり筋の通ったチェックが可能かなというふうには思

います。ただ我々が根拠としている数字の根底には地方自治法の改訂もかんがみてはいるのです

が、現行の委員会構成、常任委員会構成見ると今３つですよね。うちは２つで十分ではないかと

いう議論なのですよ。その中でやると当然うちが示している数を半分にすると８、８になるわけ

ですから、議長が両方の常任委員会に所属ということになりますので、８、７という委員会構成

になるのかなと。それでも十分にチェックは果たせるというふうに我々の会派は考えています。

それに今の状況を考えて常任委員会複数でもいいのかなという議論はこないだも出ましたけれ

ども、現状として今特別委員会含めて各個人議員が所属している特別委員会も含めてだいたい２

つから３つは必ず所属しているわけですよ。そういうことも考えると特別委員会のスタイルでい

っていいのか、常任委員会スタイルにしてもいいのかということもありますけれども、それにや

っぱり総務の所管のところに予算も決算も全員がやるというスタイル、これは白老町の議会では

ここが画期的なことだとは思いますけれども、もし所管精査するのであればここに組み入れても

いいのではないかなと、そういう考え方もあります。そうであれば委員会に所属している議員が

やはり専門的な知識、これも相当精査しなければチェック機能果たせなくなる。しつこい話です
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けれども、そのための研さん費としてですね、いろいろ拡充を図っていただきたいと。それが我々

の会派の根底的な考え方です。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今委員会の構成を２個ぐらいという案がありましたけれども、私

はやはり全体に詳細にわたってチェックするということになりますと、現状３委員会というのが

正当な委員会ではないかと思います。その中で今法の改正によって複数掛け持ちが可能だという

考え方がもし通った場合に、現況の流れの中でだいたい委員会の構成７名、８名でございますけ

れども、これくらいが最大限必要な委員の構成人数ではないかと思うのです。そうしますとその

中で複数兼務の条例を制定した中で運営したほうが正当な委員会ができるのではないかと思う

のでございます。あまり委員会の数を絞りすぎてこれをやっても構わないとは思うのですが、

個々人の能力限の問題ありますから、そういうふうな意味で現況３委員会制度を堅持しながら兼

務体制を複数の１つの条例をうまく利用しながらその中でチェック機能を上げていくという方

法が正当でないかと思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他どうですか。 

 それでは委員会の人数についてどの程度が最低必要なのかという、これ決め事ではないですけ

れども、こういうことが望ましいという数が実証するどこかから出されているようですから、そ

れは局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいですか。一応本に書かれていることですけれども、本に

書かれている委員会構成としては最低７名が好ましいといわれているのですよね。なぜ７名かと

いった場合、欠席委員を考えたときに半数出席しないと成立しないですよね。それなると４名な

のですね。４名のうち委員長が採決入りませんので、委員長加えますね。そうすると３名で過半

数占められるということで７という数字なのですね。うちの６というのは欠席者いた場合にいび

つになる可能性ある。３名で過半数成立しますから、だから最低７というのが一応好ましいとい

われている。その辺の基準で好ましい数字を判断していきますと７名以上ということが好ましい

という結果になる。参考までに。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） うちも会派の考え方はそうですけれども、この議論で先ほど冒頭出た

３常任委員会で 10、10、10 で複数かぶるよと。そういう考え方だと考えられるとは思うのです。

だけど今いったとおり可否の問題出てくると、僕７名、８名というのは一番妥当な数字ではない

かなと思うのです。そういうことなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が思うのには、問題はもちろん数でそういうことがあります。た

だチェック機能果すという意味はそこできちっと議論がされるということなのですよ。その議論

がされなければ、これは資質の問題と関わってくる問題ですけれども、議論がされなければはっ

きり言えば人数何名でも同じなのですよ。だからそういう議論が本来なされていかないと、私は

根拠にはなっていきづらいのではないかと思うのですけれど。ですから例えば通年議会という意

味は何なのか、それはいろいろあります。隘路もあると思います。ただそれはここで議論をして
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本当にそれが議会としてのチェック機能が果せるのかどうか、ここが基準になって議論されない

と、そういう議論の仕方をしていかないと町民の負託に答えるというふうにはなりづらいのでは

ないかと思うのですよ。テクニックや数やそういうことではなくて、実質的なチェック機能果す

ためにはどういう制度がいいのかという、常任委員会の数ではなくて今議員会協議会でやらざる

を得ない、みずからがチェックをしようと思っても常任委員会ではできないわけです。所管事務

調査の結果通っていなかったら、議決通っていなかったら現実的にできないわけだから。そこを

クリアするにはどうするかという考え方でないと、今の現状の中でやろうとしたらそれは今の制

約の中でしかできないということなのですよ。ですから本来チェック機能が増すということはど

ういうことなのかということ考えたら、町民の負託に答えるということを考えたら、そこのとこ

ろを乗り越えて、今の議会が歳費も同じで下がるかもしれない厳しいかもしれない、町民からの

目も厳しい中で、そういうものに本当に答えるというのは数を減らすことだけではなくて、私は

チェック機能をきちっと果す。それを制度的にどう考えるかという問題だと私は思うのです。で

すからそれを乗り越えられる手立てが通年議会以外のものにあるのであれば、私はぜひ提示して

いただきたいし、数を変えることだけでそういうことになるのかどうかということは、私は今ま

での中ではそうなるかどうかというのはまだわかりませんから、そういうものが必要ではないか

ということをいっているのですよ。そこら辺は単なる通年議会だから流行のはんてん着ればいい

とか、そのようなレベルの話ではなくて、白老町議会が本来議会チェック機能を果すためには何

が根本的に必要かという議論を各会派で徹底的に議論して町民に明らかにしていくというとこ

ろが私は必要だと思うのです。それがここで集約されて議論されていかなくてはいけないのでは

ないかということを申し上げているのです。そこは誤解のないように１つしていただきたいと思

います。 

 そういう議論をぜひ会派含めて積み上げた中で定数というのは決まっていくのではないかと。

そういうふうに言うというのはどういう意味か、私が言わんとしている意味がどういう意味かわ

かると思うのです。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 切り口の問題だとは思うのですよ。たまたま今常任委員会の形がどう

あるべきかという議論ですから、委員長のほうから今言われた話は相対的な話で、委員長の今の

話を聞くと、常任委員会の構成それから議員が果たす役割の１つですから、その中で所管という

大きな、要するに我々の権限ですよね。議員の中でいう所管というのはかなり追求ができるとい

う部分があるわけですから、精査もできる、資料も請求できる、答弁も求められるというそうい

うことでありますから、その中の権限、権能を十二分に果せばいいことであってそれが通年議会

でなければできないという話にはなかなか僕は結びついていかないと思うのです。形としてはそ

れが望ましいと思います。冒頭言うとおりきついのではないかと。きついというのはできないと

いうきつさではないのです。あれもこれもということの事案がすべて見て運営していかなければ

いけないということになるから、この議会運営委員会の機能というのは相当高めないと僕は対応

できなくなるのではないかと思うのです。そうであれば定数を我々が言っている部分のところの
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数からから考えて、今まで与えられている権能を発揮してチェック機能を高めるためには、僕は

常任委員会２つでいいのではないかという議論なのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。 

 吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 熊谷委員のおっしゃる委員会の２つというのは、私もある意味で

委員会を３つから２つにするとどうかというと、やはりその意味ではですね、チェック機能は大

変になると思うのです。今この町の議会の行政内容をすべて判断していくと、今でも私は委員会

の構成の中で３委員会というのは非常に整合性があると思うのです。そういうふうな意味でこれ

を無理して２つに減らすということには解せないものがありますので、そういうふうな意味でこ

れはやはり３委員会を構成して、その中で構成員をどのようにするか絞っていったほうが、非常

にチェックとしてはやりやすいのではないかという気がします。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私達一番最初にこの議会改革の定数の問題やったときに、やっぱり委

員会のあり方がどうなのだろうかということを一番最初に考えたことなのですね。重複させて対

応できるということであれば定数を下げてもいいだろうという考えでいましたので、私は委員会

というのは所管事務調査で通年にするしないは別としても、委員会の持っている意味合いという

ものはすごく大きいものがあると思います。所管というものは今後出てくるであろう問題も踏ま

えて所管を設置してやっていくわけですから、通年でなくとも、通年で緊急に必要になれば特別

委員会等も設けることができるわけですから、まずは委員会をどうするかということで議論する

べきかなと思います。そういうことからいえば常任委員会が２つになるということは少し厳しい

というふうに思います。３つあることで持つ範囲が狭まるわけですから、深く選考して入ってい

くことができるだろうというふうに考えますので、委員会が３つ持てないようであれば私は議員

定数はもう少し増やすべきかなと思いますし、重複してできるということで３つを維持していく

というための方法として条例をきちっと作ってやっていくべきではないかと考えています。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 今公明党の話とダブルところがあるのですが、逆に例えば法改正になっ

た後のことを考えるときに、実際逆に常任委員会を４つに増やして今度は２つずつ出すというス

タイルにこれをダブらすような形に持っていってもいいのではないかという話も出ていました。

今の基本的には３常任委員会、現状をキープしながら次のステップに考えていくべきだろうとい

う考えは持っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 ご意見ございませんか。 

こういう議論をもっともっと本来はした上で、どういうつめ方をするかという話をしていかな

ければいけない。議会の機能がどうなっていくかということの議論を抜きに定数だけで議論する

というわけにはいきません。これ町民責任を負うということになったらそうなりませんので、で

すからそういうことを会派の中でうんと議論していただいて、それを持ち上げてその結果として

数が出てくるわけですよ。現状でその数だけを決めていくというのはなかなか難しいのかなとい
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う気が僕はしています。ただ、だからといって 12 月中には結論出さなくてはいけませんので、

そういう意味で言えば今後のつめ方をどうするかと。平場でやるのかどうなのかということを含

めて、先ほどから私の言っている意味はそういうことが担保されればという意味のことをいって

いるのですよ。ですからそういう意味のことを私は言っているのです。そういう形で議論が詰ま

っていかないといつまでたっても我々は一番最初の考え方ですよ。いつまでたったって同じこと

ですから、ですからそういう議論を詰めていくのと中身を詰めていくと同時に議論の数をつめて

いくというやり方をしなくてはいけないので、そういう形での会派での議論をしていただかない

と難しいかなと率直に思っています。またここでそのことをやるのかどうかということも含めて

公式に設けるかどうかは別にしてそういうことも含めて考えなくてはいけないのかなと率直に

思っております。そうでないとこれ 12 月までに決着つきませんから。早急にやってくれやって

くれといってもつかない話ですよ。だから制度の問題と数の問題と別にやるわけにいかないのだ

から、一緒にやらないと駄目ですから、そうでないと町民に対したときにお前達数だけやってい

るのかとなると困りますので。 

熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 確かに委員長のおっしゃるとおりでなかなか町民に対するここで定数

を決めてその根拠性を説明責任の上で果す部分にはかなり理論と根拠が必要だと思うのです。で

もやっぱりそれが１つのたたき台であって、やはりいつも進んでいるわけですよ。我々議会改革

ということにも取り組んでいるわけですし、それに先ほど話は変わってしますのかもしれません

けれど委員長がいっていた政策的な組織作り、議会改革とは違う町側から示される、それからい

ろいろな国から道からの政策を整理検討するそういう権能というのももし可能であれば作ると。

我々の議会も相当変わるのかなというふうに、先程話を聞いたときに感じたのです。町民が望ん

でいるところはそこだと思うのですよ。常任委員会の動きというのは理解されていないと思うの

です。議員は知っていますけれども。僕は一番懸念されているのが役職なのですよ。例えば３つ

にしても４つにしても当然委員会の中で議決ができない委員長が発生するわけですよね。そうす

るとこの委員長の裁量権というのも考えなくてはいけないと思うのです。そうでなければ常任委

員会の今までの従来のシステムであれば僕は２つで精査すべきでないのかなと。全体の中で問題

ができたら別途で対応できる組織作りをしておいたほうが僕はいいのではないかと思いますけ

ど。それが今なぜ出来なかったと言ったらあれだなと思いますけれども。だけど委員長の提案は

非常にそういう部分ではすごく議論の余地はあるのかなというふうに思います。僕も政策だとか

いろいろな部分で取り組めるそういう組織の中でいろいろな研さんだとかいろいろなことがで

きるというのは望ましいと思います。それが町民動きとして一番望むと思いますけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 暫時休憩をいたします。 

休  憩  午前 １０時５７分 

                                             

再  開  午前 １１時０７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。今の議論について他どなたか
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ご意見ございますか。なければ今回の問題については再度各会派に持ち帰っていただきまして議

論はいただきます。いただきますけれども、このままでいったら詰まっていかないと率直に思い

ます。それで、４日と８日は定例会のための議会運営委員会が設けられております。しかしその

前に一度議会運営委員会をやらなければいけないということになりますので、それを来週の火曜

日に行うと。なぜかというと 29 日が今朝、議長、吉田委員長共々病院に伺いまして、院長先生

とお話をいたしまして，29 日に病院の院長先生による講話を議会が受けると。そういうふうに

なりました。その後自由参加で懇親会も準備をしたいと考えておるようですけれども、それが

29 日なものですから、28 日に議会運営委員会を開きたいと。その前に良い悪いがあるのですけ

れども、会派代表者会議を１度開かなければ数としてはつまらないのではないかというふうに私

自身も思います。いろいろなことがございますけれども、平場でやられるかどうかということも

ございますので、28 日に議会運営委員会をやるために当然各会派では会派会議を持っていただ

いて、今の議論で今度は本当に議論していただいて、持ち上げてもらいます。それで不足であれ

ば４日、８日というふうに続けていきますけれども、会派代表者会議をしかるべき時期に議長が

23 日までいませんので、その後になりますけれども、しかるべきときに会派代表者会議を開き、

打開策を見つけたいと。これ以上ならないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。良い

方法があればいいですけれど。 

 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 良い方法といわれたらないのですけれども、私も今それぞれの定数に

対する思いがあるのです。それぞれそれに対しての委員会の持ち方だとか、考え方あるのですよ

ね。ですから委員長の話では定数に対してきちっとした理論立てが必要だと。それもすごくわか

るのです。ですけれど人数ある程度絞っていかないとその理論立てが回っていかないのです。全

部３段階ぐらいに分かれて進んでいるような気がして、どこかで数字なら数字絞った時点でそれ

に対しての委員会がいくつ必要なのか、その人数でできるのはどうなのかという議論付けしてい

かないと駄目なのかなと思っていたのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） おっしゃられるとおりです。 

 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今公明党の吉田委員がおっしゃられたとおりだと思うのです。そして

国会対策委員長会議ではないですけれども、やはり懸案をスムーズに進めていく上で、ここでそ

ういう細かいことを決めるといってもなかなか前に進みづらいのかなと思いますので、今吉田和

子委員がおっしゃられたことを念頭にその部分について基本的に僕は会派代表者会議を開いて

いただいて、まず数を絞っていくべきではないかなと考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） 今両委員から意見が出ましたけれども、そういう形で打開策を考え

たいと。理論付けと数というのは平行していくものですけれども、しかしそれはそれなりにどち

らかが結論出ていかないと進まないのですね。ですからこの場でそれをやるのは少し無理がある

と私自身も思いますので、議長今いらっしゃいませんけれども、議長にその旨をお話しまして、

会派代表者会議の中で一定の煮詰めをしたいというふうに思いますがいかがでしょうか。 
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 吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今山本委員から話しありましたが、私はそれで進めるべきだと思

いますけれども、ただ今までの経過からいたしますと、会派代表者会議をこの定数問題で協議い

たしまして、そして議運で協議をするという過去の経緯がございましたので、これらも十分それ

を留意した中で会派会議で進めるということは構いませんけれども、１つ引っかかるものがござ

います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今吉田副委員長言われましたように、私もそういうところで言えば

確かにそうなのです。ただ今の状況の中で打開策をとるということになりますと、ですから先ほ

ど申しましたように、会派会議は必ず開いて理論的な根拠を含めて議論をしていただきたいと思

うのです。これをしない限り数だけが先行しますから。そういう議論をすると駄目なのです。で

すからそこは十分やっていただきながら、しかしサポートといいましょうか一定限度の煮詰めが

必要だろうというふうに思いますので、そのような処置にしたいと。ここしかないのではないか

と思います。 

 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 28 日に議運があると。そこになるまでに会派代表者会議をやるとすれ

ば、その前に会派で十分議論をするということになると、ある程度会派代表者会議の日程が決ま

らないとあまり日程ないと思うのですが、他の会派の人も困りませんか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の考え方でいけば後で議長に携帯なり何なりしようと思っていま

すけれども、よければ 24 日あたり、早めにやったほうがいいと思います。できれば会派代表者

会議やった後に会派会議やったほうがいいでしょ。ですから、今一番早くできるのは 24 日でご

ざいます。ですから 24 日午前 10 時から２時間程度会派代表者会議をやってはいかがかなと私

個人的には思っておりますが。 

暫時休憩いたします。 

休  憩  午前 １１時１５分 

                                             

再  開  午前 １１時３１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。お諮りをいたします。次回の

議会運営委員会は 11 月 28 日といたしたいと思います。10 時からということにいたしたいと思

います。本日ご議論があったことについて各会派に持ち帰り、十分再度ご議論を願いたい。特に

定数の問題についてはその根拠がきちっとしなければ町民が理解できません。そういう議論を各

会派でぜひしていただきたいと思います。なお定数の数の決定時間が 12 月の末日となっており

ますので、このままで推移するというわけにはいきませんので、しかるべき時にそれなりの会議

を開きまして、そこで一定の詰めを行いたい。それは会派代表者会議という意味ですけれども、

それを開きまして一定限度の詰めを行いたいというふうに思いますが、それに対してご議論ござ

いますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（大渕紀夫君） このような形でよろしゅうございますか。 

 それでは 28 日に次回の議会運営委員会を開き、その前に会派代表者会議の中で一定の詰めを

行うということで、本日の定数問題についての議論については終結をいたしたいと思いますがよ

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） それではそのようにいたしたいと思います。各会派で十分前後のご

議論の上、28 日に議会運営委員会を開きますのでお願いしたいと思います。以上です。 

○委員（谷内勉君） 代表者会議につきましては 24 日の 10 時でいいのですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 一応議長に確認をいたしましてＯＫが出たらそうしたいと思ってい

ますけれども。 

○委員（谷内勉君） わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 召集が議長でございますので、私のほうで決めるわけにいきません

ので、28 日についてはやりますけれども。よろしゅうございますね。 

 それでは議会改革の検証と今後の予定という議題に入りたいと思います。大きな横長のものが

ございます。各議員から出ました検証のものを議会事務局でまとめをいたしました。それについ

ての報告を願い、直すところは直しながら 12 月の議会でこの検証結果の報告をしたいというふ

うに思っておりますので、そのものを出していただきたいと思います。それでは議会事務局お願

いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは前回までで第２次議会改革に関わる検証という形でして

いただきました。私メモした部分で書き加えて書いてみましたので、いいかどうか判断いただき

たいと思います。まず１つですが区分の１の１、専決処分と臨時会のあり方ということでござい

ます。これは 16 年３月１日町長へ要請を出してございます。結果と今後の取り組みですが、地

方自治法第 179 条に基づく専決処分は「招集する暇なし」という解釈に濫用の恐れがあり、議

会の議決機関として本来任務を制約するだけに問題も多いとして、県・市・町村の各議長会にお

いても制度改正の提言がされていた。白老町においても，真に止むを得ないものに限定した専決

処分とし、臨時会の開催を要請してきた。国は第 28 次地方制度調査会の答申を受け、本年６月

地方自治法第 179 条の改正を行い、「暇のない」を削除し、「緊急性を要することが明らかな場

合」に改められた。今後において、先決処分が行われる場合の客観的な緊急性の判断についてチ

ェックを強化する必要があるということでまとめましたが。 

 次２の１、議場にパソコン導入ということでございます。議会ＯＡ化は第１次議会改革から積

極的な推進を図ってきており、事務の効率化、迅速化など役割を果している。第１次改革以降、

例規検索システムのＣＤ化やインターネットによる会議録検索など、議員個々のパソコンの導入

やインターネット環境の整備は、今後一層重要なものとなっていくことから議員個々へ働きかけ

をしてきた。議場において町内ＬＡＮ情報を活用し、議論の活発化につなげようとパソコン導入

を掲げていたが、近年の財政事情の悪化に伴い、設備投資に相当費用を要することから、必要な

ものと判断しながらも当面は断念せざるを得ないとの結論になった。 
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 ２番目、代表一般質問の答弁書の配布でございます。代表・一般質問の活性化を図る目的によ

り、町長の第１回目の答弁書を質問議員に配布することとしたが、一部の報道機関からセレモニ

ー化との批判を受けるような事態に陥りそうな状況にもなったが、配布の方法を①質問者のみに

配布、②質問席へ着席時に配布を厳正に行うことにより、セレモニー化の批判を受けないような

技術的な措置を取った。この答弁書の配布は、質問議員にとって、答弁の筆記が不要となり、答

弁内容を理解することに神経を使うことができ、緊張感を持った議論に集中できる結果となり、

効果が大きく一定の評価ができるものである。今後も引き続き実施していくものであるが、重複

した質問や質問ルールを守ることなど、議員は常に質問技術の向上を図っていくものとした。 

 ３番目の議員研修の充実でございます。議員に期待される能力として、政策立案能力、立法能

力及び審議能力が求められており、そのための研修参加機会づくりが重要となっている。研修は

①公務として議会が行う研修、②議員会が行う研修、③政策集団の会派が行う研修④議員個人が

資質の向上として行う自己研さんなどのように、公私の多様な機会の中で行われることが重要で

ある。全道及び管内の議長会が行なう研修の参加を始めとして、議会や議員会が単独で毎年２～

３回程度の集合研修を行っている。また、２期目の議員が、会派を横断した研究会「エンドレス」

を組織して、独自な学習活動をつづけており、研修の機会は充実されつつある。今後においても

議員の資質の向上のための研修機会づくりは、白老町自治基本条例においても重要性を示唆して

いるとおり、更なる充実を継続的に図るものとした。 

 ４番目の正副議長は後援団体の役員就任を慎むということでございます。議長は、議会の代表

者であり、議会の権威、権能を低下させるような行動をしてはならず、公平無私の精神を発揮し、

議会の機能を十分に発揮できるような努力を求められます。このことから、政治的中立性を保つ

ために公職の候補者（候補者になろうとする者を含む。）の後援団体の役員となることを慎むこ

とを申し合わせした。また、議長が事故ある時、議長の職務を代理する副議長（代位機関）にお

いても同様とした。 

 ３番目の本会議のインターネット中継でございます。議会がより町民に身近に感じるよう「開

かれた議会」づくりとして、平成 15 年 12 月にインターネットによる議会中継を開始した。放

映した当初は、ＰＲ不足もあってアクセス数も伸び悩み傾向であったが、高速通信網のインフラ

整備が進んだこともあり、平成 17 年９月を境として急増した。議会中継は、１日・150 件程度

（最高 248 件／日）であり、夜間議会も約 100 件／日の実績を示している。議会中継アクセス

の増加に伴い、視聴者から映像の不鮮明さや定点放映の改善などの意見が寄せられているが、設

備の改善には数千万円の投資が必要であり、現時点の財政状況での改善は困難であると考えられ

る。今後においては、経費の積算も含めて高度化できるような調査研究を続けていくこととした。 

 ２番目の議会単独のホームページ開設です。白老町の情報公開制度に併せてホームページを開

設し、本会議・各委員会の会議録の公開、議会の会議の開催予定日、陳情の方法など。積極的な

情報の共有に寄与してきた。しかし、議会ホームページは、開設して以来、１度も改定しておら

ず、内容に斬新さが欠けてきている状況にあり、第３次議会改革に向けて改定することとした。 

 ３番目、陳情書の配布でございます。写しの配布です。請願及び陳情については、町民の願い
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や思いであり、議会審議の経過等を提出者に傍聴していただくのは重要である。請願・陳情者の

審議にあっては、提出者を参考人として招致し、願意がどこにあるか確認する方策を図っており、

今後においても継続する。 

 ４番目、傍聴者との懇談会開催でございます。傍聴者との懇談は、議会の公聴活動の一環とし

て各委員会において実施するよう取り決めをしている。その中でも、移動受任委員会については

最低でも年１回は行うべく申し合わせしているが、なかなか思うような開催状況にはなっておら

ず、実施について根本的な見通しも必要となる。第３次議会改革の中で慎重に議論することとし

た。 

 傍聴規則の見直しでございます。地方自治法は、議長が傍聴の取り締まりに関して規則を定め

ることとしており、主権者である住民を「取り締る」のが傍聴規則であった。本年６月の地方自

治法の改正により「取り締り」の文言が削除されたことにより、公開される議会の各種会議を傍

聴する住民の権利を最大限に尊重することが必要となり、本会議はもとより委員会の公開も併せ

て第３次議会改革において制度として確立することとした。 

 ６番目、議会に対する意見箱の設置でございます。公聴活動の一環として意見箱の設置改革項

目としたが、町との併設による効果を期待したが、町は設置しないことから、インターネットメ

ールやファックスによる意見箱に変更した。今後においても公聴のあり方について検討すること

とした。 

 ７番、庁舎入口等の委員会の表示板です。議会各種会議の広報として活用を図っている。しか

し、玄関入り口（特産品ケース横）に位置していることから、意外と人目に触れづらい場所であ

ると考えられ、設置場所の再検討が必要であると判断した。 

 ８番目、「議会だより」の音声版です。新年号（12 月議会分）の議長の年頭の挨拶に限り、ボ

ランティアグループの力を借りて行っている。今後、視覚障害者の受益の相手方の状況により検

討が必要と判断した。 

 報道関係者のパソコン使用でございます。かねてから報道機関により要望のあった取り組み事

項であり、議会審議に影響がないよう許可した。パソコンの操作音など、特に支障になるような

状況がないことから、報道機関の便宜供与として今後も引き続き認めることとした。議会の公開

原則 130 条と書いてありますが間違いで 115 条ですので直していただきたいと。議会の公開原

則 115 条に書いてあるのですが、条例の法の趣旨としては会議の公開と報道の自由と会議録の

公開ということになっております。 

 次、議員報酬手当等についてでございます。旅費の支給の見直し。厳しい財政状況を考慮し、

職員の旅費の支給規定に整合性を取った形で費用弁償の改定を行った。 

 政務調査費についての検討でございます。政務調査費は、道内の町村において 19 団体・11.0

パーセントが条例化し交付を受けているが、都道府県議会や大都市において調査費の使途に疑 

義が指摘されていることも見受けられる。議員定数のあり方と相まって、議員の資質向上と政務

調査のあり方について第３次議会改革においても引き続き検討することとした。 

 ５番目、事務局体制の充実についてでございます。これまで、議会の活性化のあり方が議論さ
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れるに伴い、議会事務局の能力強化について幾度となく並行して議論とされてきた。町村議会の

事務局は任意設置であり、市議会事務局と比較され専任職員の人数の少なさと、調査・立法機能

の充実が指摘されてきた。白老町議会は、第１次改革からＯＡ化や会議録の外部反訳調整（主婦

を活用）など、議会事務局の負担軽減を図ることにより調査・立法能力を高めるよう措置を講じ

てきた。現在の厳しい財政状況の中、今後において職員定数の原因も考えられることから、第２

次白老町定員管理計画との整合性を踏まえながら、機能が低下しないようなお一層の合理化を進

めながら充実を図ることとするということでまとめました。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今事務局長から第２次白老町議会の改革の検証の内容について

報告がございました。今さっと読んだ状況ですからなかなかすぐには無理かもしれませんけれど

も、今の段階で気がついたこと、また議論と違っているようなことがございましたら、出してい

ただきたいと思います。表現等々の問題も含めてでございます。 

 12 月の議会でこれを報告するわけではございません。これは各議員さんに配布しますけれど

も、添付をして各検証の報告をしたいと思っております。これ各会派に持ち帰っていただきまし

て、ここを直したほうがいいとかございましたら、28 日なり４日なりの議会運営委員会に文章

のここを直したほうがいいというようなことが検証で違っていることがあれば出していただけ

ればと思うのですがいかがでしょうか。  

 報告の添付書類はこれだとか削減効果だとかを添付して、定例会で報告するというふうにいた

したいと考えております。 

 文章今ここはこうやったほうがいいというところがございましたらどうぞ。 

 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 移動常任委員会の件なのですけれども、最低でも年１回は行うべく申

し合わせしているが、なかなか思うような開催状況にはなっておらず、実施について根本的な見

直しも必要となるということで、出て行って注目度のある、その地域に関係している所管でない

となかなかできないということがあるのですが、あえてここではそういうふうに書かれると常任

委員会としてはもっともっと各地域に関連性のある所管を持つべきというふうに反対にとらえ

たほうがいいのでしょうか。もしこれを年１回出て行こうというふうにするのであれば、そうい

うことになりますよね。町民にとって関係のない所管はやっていないと思うので、こちらが意識

的に外へ出て行くと、そしてこういうふうにやっていますというふうに見ていただいて、意見を

伺うということも必要なのでしょうから、それは意識的に持つというふうに委員会として考えな

ければいけないということになりますよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 間接的にはそうでございます。なぜかというと、ここで改革項目見

ていただければわかりますように、移動常任委員会がメインではないのでございます。傍聴者と

の懇談会の開催、委員会と書いてありますから常任委員会なのですけれども、そういう意味での

ことなのです。移動常任委員会の是非を問うというものではございませんので、今吉田委員が言

われましたように、移動常任委員会は移動常任委員会で１次の中に別項目で起きておりますので。

これは２次だけですからそういう努力もみんなでして、各町民の意見を聞こうと、こういうこと
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でございますので、項目の中身がそういう項目ですから。 

○委員（吉田和子君） やればそれでいいけどやれてないわけですから。 

○委員長（大渕紀夫君） やらなければいけない、そういうことです。これは出前トークなん

かも同じだと思うのですけれども。 

 私１つ。１ページの代表質問、一般質問のところなのですけれども、マスコミの皆さんがいら

っしゃってなかなか言いづらいのですけれども、この表現はいるかどうかということなのです。

一部報道機関からセレモニー化との批判を受けるような事態に陥りそうな状況にもなったとい

う部分とセレモニー化との批判を受けないような技術的な措置を取ったという、私はこれはいら

ないのではないかというふうに思っておりましたから、表現を変えるとか。事実はそうだったの

です。それはよく知っていますから事実はそうだったのですが、この表現はいるかどうかという

ことを少し思いました。僕はここはいらないのではないかと思ったのですよ。そういう効果があ

ったということは事実でございますので、いらないかなと思った。 

 要るか要らないかだけ皆さんご意見ください。 

 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） いらないと思います。セレモニー化の批判を受けないような技術的な

措置を行ったというのも、上がなければ下もいらないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 私も同感でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それではここ表現方法直していただきまして、ここはそういうふう

にすみませんがお願いします。 

 熊谷委員別件どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 議員研修の充実。平成 16 年からずっと列挙されていますから、この後

ろの文面の２期生のエンドレスというのは正当性があるのかもしれませんけれども、２次改革は

平成 14 年度から始まっていますので私も２期生なのです。これは載せないほうがいいと思いま

すが。その時項目出ましたか。議員会の研修、それから議員会主催の研修の充実ありましたよね。  

○事務局長（上坊寺博之君） これは私の考え方です。研修体系としてはそういうものがあると

自治基本条例の中でもそういう話しましたけれども。 

○委員（熊谷雅史君） いいのですけれども、全体の取り組みとは少し違うのかなという感覚

しますけれども。「今後においても」のところは生かしてもらっても「また」からは記載しない

ほうがいいのではと思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今そのようなご意見が出ました。他の委員の方。 

 今熊谷委員がおっしゃったのは、また２期目の議員が会派を横断した研究会、「エンドレス」

を組織して、独自な学習活動を続けており、研修の機会は充実されつつある。これをカットした

ほうがいいというご意見ですか。 

○委員（熊谷雅史君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） そのようなご意見が今出ておりますけれどもいかがでしょうか。 
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 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 私はこれはカットしなくていいと思うのですが。ということは、こうい

う議員研修の充実の中にエンドレスも一生懸命勉強しているのだよということに関しては、カッ

トする必要がないと私は考えます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 議会改革の取り組みはやはり個々の議員さんの取り組みも評価される

べきだとは思うのですけれども、そういうこと言ってしまうと会派の充実はどこに行くのよ、同

じ同期生の勉強会はどうなったのよという話になる。実際僕らの当選したときの勉強会もあった

わけですから、それは記述されていませんので、新たに載せるというルールになるのであれば、

それでは承服しますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうようなことではないような気がするけど。 

この２期目の議員がという部分とエンドレスという名前を取って、会派を横断した研究会を組

織し云々と、こういう学習会がありますといいうふうにしたらどうですか。期数を取るのと名前

を取ると。会派を横断した学習会をやっていると。 

 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） そうすると行っているということで、議員がまでカットして会派に横断

した研究会を組織してと、エンドレスを抜かして、という文章にするということですか。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうふうにしたらいかがかという意味です。 

○委員（谷内勉君） 結構でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） どうですか熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 会派の横断て・・・ 

○委員長（大渕紀夫君） 第１次改革の中に各会派の勉強会というのがどこかにある。 

○事務局長（上坊寺博之君） そちらは出さないということでしたから。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 議員研修の充実ということで、３行目のところにそのためには議員自

らが研修の機会づくりや研修に積極的に参加し、審議能力を高めていかなくてはならないという

ふうに書いていることに対して，ですから会派を横断した研究会というのは他の議会、町議会で

もやっているのは聞いたことがある。同期の議員が勉強しているというのは聞いたことがありま

すので、議員自ら自分達がやろうと決めてやったことなので、名前を入れる入れないは別として

も、自分達で会派を超えて同期生として勉強しようということでやったわけですから、この部分

は入れてもいいのかなというふうに思いますけれど。ただ２期目とか限定してしまうのはどうか

な。 

○委員長（大渕紀夫君） いかがですか。一生懸命会派横断して勉強しているわけだから、議

員自らがやるということは大切なことですから、これは期数と名前は抜かして入れましょう。僕

はせっかくがんばっているのだから入れたほうがいいと思います。そういうことがもっともっと
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行われればもっともっといいわけですから。 

 熊谷委員よろしゅうございますか。 

○委員（熊谷雅史君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。今日全部結論出さなくても結構でございます。何かありました

らまたこの後の議会運営委員会で寄せていただきたいと思います。そういうことで第２次の議会

改革の検証については検証結果を 12 月議会で報告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） それではそのようにいたしたいと思います。 

 第３次改革につきましては、この後自治条例に基づいてやるわけですけれども、やるというこ

とは宣言しても構いませんね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） そのことも盛り込んで報告をいたしたいと思います。 

 それでは午前中の会議を以上で終了して、昼食休憩に入ります。午後からその他の部分、地方

自治法改正案等々含めて行い、なるべく早く終わりたいと思いますけれども、引き続き午後から

も行いますのでよろしくお願いします。昼食休憩に入ります。 

休  憩  午後  ０時００分 

                                             

再  開  午後  １時００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。 

２の調査事項その他に入ります。地方自治法改正案についてということで、地方自治法が改正

されますので、その内容について事務局から説明をしていただきます。 

 上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それではご説明申し上げます。先ほども説明しましたとおり、ま

だ確実な情報は来ていませんけれども、17 日の閣議決定により 24 日政令施行という動きのよう

です。正式に決まれば議長会から入ってくると思います。そのような中で進めていきたいと思い

ます。 

 まず改正の内容ですが、議会の関連する部分、議長会の資料でもらった資料ですけれども、そ

れに基づきまして説明します。まず地方自治法の 100 条の２、新たな条項追加でございます。

内容読みます。「議会は、議案の審査・事務の調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識

経験者等にさせることができる。」という文言が追加されました。学識経験者に調査業務を従来

は付属機関的なものはできなかったということなのですが、今回の改正で認められました。その

学識経験者の範囲なのですが、下にカッコ書きで書いてありますけど、個人だけではなくて法人

も含まれるということで、これを行使させるためには議会は議決を要するということで、調査の

対象、期間、相手、調査結果の提出方法を定めて議決をするということになります。当然費用と

かそういう部分が出てきますので、そういう会議規則の規定が必要になってくるだろうと思いま

す。まだ当面やらなければ規定は必要ないですけれども、やるということになれば当然会議規則
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等の追加が必要と思われます。これは標準会議規則では具体的に示されてきておりません。とい

うのは、具体的に決めるということは、議会がそれぞれにまちまちでしょうということで、議会

で決めてくださいということです。これはよろしいですか。 

 １個１個確認していきますか、それともずっとやっていいですか。 

○委員長（大渕紀夫君） ずっとやっていいです。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは次に地方自治法の 101条の改正です。「議長は、議会運営

委員会の議決を経て、長に臨時会の招集を請求することができる」と。「長は、請求があった日

から 20 日以内に臨時会を招集しなければならない。」という規定が追加されました。 

 これは何かと言いますと、招集権は長にありまして、議会には招集権がないという規定になっ

ておりました。これで各それぞれの議長会が要請しまして、最終的に折り合いがついたというの

は、招集権を議長に持たすというのではなくて、請求するする権利、議会の臨時会を招集する権

利が議長に与えられたと。長は 20 日以内に必ず開かなければならないという規定になったとい

うことでございます。この議長の請求にあっても、議会運営委員会の議決を経てということにな

ります。ここに議会運営委員会の役割が出てくるということになります。 

 次に自治法の 109 条、109 条の２、110 条の規定です。これは常任委員会、議会運営委員会、

特別委員会の規定でございまして、これは先ほど来議論されております常任委員会の所属制限の

廃止、１人１委員会の廃止でございます。議員は少なくとも１つの常任委員会になるという規定

に改めました。少なくとも１つということで、複数の常任委員会の所属が可能になるということ

でございます。そこに注釈書いてありますけれども、平成 12 年に常任委員会の数の制約も廃止

されているところでございます。 

 次の項目は、閉会中は委員の選任ができなかったのですよね。議決事項でありまして、例えば

常任委員会、議運もそうですけれども、特別委員会辞任をしまして欠員が出ますと、次の定例会

まで待たなくてはいけないということで、今回は閉会中の議長の選任を認めたということです。

議長が閉会中選任をすれば、すぐ委員会活動ができるという規定に改められたということでござ

います。 

 もう１つ大きな項目としては、従来は議員にのみ議案を提案する権利がございました。今回は

改正で、委員会、総務文教常任委員会、例えば産業経済常任委員会が議案を提出するということ

になりました。この場合は委員長名で提案できるということで、これも委員会条例の変更が生じ

ますけれども、そういう形のもので改正がなりました。ですから委員会の中で当然陳情とかいろ

いろ審議して、必要があればあその部分の委員会の判断でできるということになります。 

 もう１つ、地方自治法の 121 条です。長及び委員長等の出席義務と。これは議会本会議には

執行機関側の出席義務を負わしていたところなのです。今回の改正では、ここが少し重要なとこ

ろで、議会の審議に必要な説明のためということになります。ですからやみくもに出席要求とい

うことではなくて、審議に必要な説明のためと。これはなぜかというと、議員同士の議論が活発

になるようにということで、こういうような解釈がされたということでございます。ここの四角

の一番最後に 28 次地制調でとこうなっていますよね。議員同士の議論を積極的に推進する必要
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があるという判断の中からそういうことになったということです。ですから議会が審議に必要が

ない場合は、出席要求が逆にできないという判断をしてよろしいのかなと。議会のみの場合は別

に出てもらわなくても結構という部分でございます。 

 それと 123 条につきましては、これは会議録の関係で、電磁的記録がＯＫになったというこ

となのですよ。電子情報として会議録を保存できると。この場合ですね、電磁的なサインのでき

るものでなければ駄目でということになっております。今早急には当町としては必要ないかな。

ただうちはできる体制は整っています。あと記録の方法どうするかということだけです。 

 次に地方自治法の 130 条、先ほど傍聴の議会改革のところでも申しましたとおり、今度の傍

聴は会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。従来は会議の取締りに関する規則だ

ったのです。今度から傍聴に関して必要な規則と。うちのほうでも今制限撤廃しようという動き

がありますけれども、まさにこういうことがそういうことに該当するのかなという気はいたしま

す。 

 次に 138 条です。議会事務局の規定なのですが、これもたいした改正ではないのですが、従

来は議長の命を受けて職員は上司の指揮を受け、議会の庶務に関する事項だったのですが、今回

庶務という言葉を廃止まして、議会に関する事務と。理由は 28 次地方制度調査会の関係で、事

務局効果、ここでも言われているのですが、庶務だけではないだろうという部分で廃止されたと

いうことでございます。 

 次に地方自治法の 179 条ですね。これも議会改革のところで申し上げましたとおり、専決処

分の規定です。従来から乱用の恐れがあるという解釈で、盛んに法改正の要請というかそういう

部分もやっていましたが、暇がないという規定を今回は削除して、特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたとき、この場合専決処分をできるのです

よと。きちっと説明できなければ駄目だという部分で、逆に言えば強化されたという部分だろう

と思います。 

 地方自治法の 263 条の３、地方六団体の規定なのですが、これは市長会、議会も入っていま

すけれども。各大臣は地方公共団体に対し新たに事務・負担を義務付ける施策の立案をする場合

は地方六団体が内閣に意見具申できるよう、施策の内容を知らせるために適切な措置を講ずるも

のとしたということでございます。これは地方六団体の意見がある程度通ったのかなと思ってお

ります。 

 議会関係は今ざっと説明しましたとおり、そういう規定がなされました。政令で施行されます

と、うちのほうも会議規則、委員会条例を変えなくてはいけない部分が若干ございます。 

 元に戻りまして、条例として今改正しなくてはならない部分は、まず専門的見地のもしくはこ

の部分が行われるとすれば、会議規則を改正しなくてはならないと。これはただそれぞれの議会

が違いますので、これは各議会に委ねられて、標準規則は来ておりません。ただやるかやらない

か、させることができるという規定ですから、議会が積極的にやる場合は盛り込まなければなら

ない。 

それともう１つ次の招集の関係は、これは必要ないですね。 
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それから次の委員会の関係。少なくとも１つの常任委員会。これがたぶん複数やるということ

になれば、先程言ったところの委員会、所管、人数含めていじらなければならないかなと思いま

す。これもそこそこの議会で違うので、標準規則は示されてきてございません。 

それと閉会中の議会における議長の選任の方法、これは委員会条例を直さなければならないと

思います。閉会中に議長が指名することができるという規定を盛り込まなければならないと思い

ます。議会運営委員会も同様で、特別委員会のところも同じだと思います。 

次の委員会は議会に議案を提出することができるという。これも会議規則の変更が必要になっ

てきます。今議案の提出というところ、何人以上の賛成がいなければならないとか、その辺書い

てあるのですが、そこの中へ追加しなくてはならないということになります。これも会議規則の

変更がいります。 

121条はそのままです。これは長の規定ですから法律行為になります。 

会議録もそのままですね。 

傍聴は別に傍聴規則がありますので、これは各自定めるような形になります。 

事務局、専決処分は法律事項ですので特に必要はないです。 

その他に最後の７ページなのですけれども、自治法で改正になる主なものとして議会とは関係

のない部分なのですけれども、これが改正になりますと助役という規定がなくなります。今副市

町村長、白老副町長となるのですかね。それから収入役を出納室出納長、収入役を廃止して、一

般職の会計管理者を置くことができる。大きなものとして収入方法として使用料・手数料をクレ

ジットカードで収納できるという部分でございますね。それと行政財産の貸付等が自治法の改正

になると思います。一応簡単に説明しましたけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今改正地方自治法の関係主なものについてご説明がございまし

たけれども、何か質問ある方いらっしゃいますか。理解できましたか。よろしいですね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） よろしいですね。それではそういうことといたします。 

 次に第 58 回全国植樹祭招待者の市町村長推薦について。 

○事務局長（上坊寺博之君） これについて先日合議がきました。一応合議を押しておきました

が、来年度苫小牧で全国植樹祭、北海道各地でやるのですが、開かれるということで、町の推薦

者を出していただきたい、町村長推薦ですね、議長については別枠で招待されるそうです。 

ですから議長を除く部分ということで、町側で副議長、それから担当委員会の産業建設常任委

員会正副委員長さんを推薦したいということで、期限がなくてこういうことで推薦をさせていた

だきますということがありましたので、今日ご報告申し上げたいと思いますということでしてご

ざいます。植樹祭の内容は次のページに書いていまして、白老区からは 30 名推薦することにな

っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 全国植樹祭の関係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） それではその他のその他。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 一番最後に配布させてもらいました、先ほど来から出ていました

通年議会という部分で、これは昨年の議会人の 10 月号か８月号に掲載されたものなのですね。 

全国の町村議長会の調査部長さんが提案している事項です。通年議会、こういうことをやると

活性化が図れるし、都合がいいですよと、いろいろな事例で問題が出てきている部分、例えば閉

会中に災害が起きた場合それらは委員会で審議できないのかという部分も解決できますよと。基

本的にはできないのですよ。この本、皆さんには青い本が行っていると思うのですけれども、こ

の本確か全議員配られているはずなのですが、この 28 次地方制度調査会のために各町村議会、

市議会、県議会がそれぞれ研究会を作ってまとめた提言書なのですね。これをまとめてこちらの

ほうに行っているはずです。この中にも通年議会という言葉出てくるのですよ。後で見ていただ

きたいと思いますが、それがこういうものでございます。あとでこれ１回１回説明していてもあ

れなので、見て参考にしていただきたいと思います。たぶん議論としては出てくるのかなと思い

ますので。 

○委員長（大渕紀夫君） 次。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今お配りしたのは一応参考として配布させていただきたいと思い

ます。議長も目を通していまして、情報としてお配りするようにということでございますので、

他はないです。１件は私が電話で直接お受けしてお答えしたものを要約させていただいています。

もう１件は郵送で 13 日に届いたものでございますので、意見という形で目を通していただきた

いと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） もう１件ございました。一般質問の際の議員が作成した資料を配布

することをどうするかという議論が前回持ち帰りいたしましたので、これについて各会派で議論

されましたか。されたところ各会派から一つご意見願います。 

○委員外議員（根本道明君） 前回僕そのことについては認めたほうがいいのではないかと僕

意見申しましたが、その後少し調べました。そうしたらやはり委員長の言うように議事録の中に

言論の府でそういうふうなものをやはり出すのを邪道というかそういうふうな部分ではないか

というふうにわかったのですよ。たまたま親戚のものに聞きまして。それじゃあ国会のパネル、

グラフも持ってやるものに関してはどうなのかと聞いたら、あれに関してもただ議事録の中にこ

のようにだったらこのようにしか出ないし、ともかく活字でしか出てこないのだよというふうに

ありましたので、一応自分の考え方が違ったものですから報告させてもらいます。 

○委員長（大渕紀夫君） 各会派議論しているところ出してください。 

 吉田正利副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 吉田です。今回の資料の事前配布の問題でございますが、これは

資料そのものが質問に関連していることは承知しているけれども、判断や不意の反論に対する検

討時間が不足しているということで、私の会派では今回の資料配布については認めないほうがい

いだろうという結論に達しております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 

 私の会派ですけれども、非常にこれもっともらしいのですけれども、やったほうがいいのでは
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ないかとつい思いがちなのですが、会議録見た場合そのことが残らないのですよ。ですから言論

の府ということでいえばきちっと議論で行うのがいいだろうと。ただ今根本委員外議員からあり

ましたけれども、国会でこうやっているのもあれはもちろん議事録は残りません。ただ言葉で言

いながら指すというのはある、認められているようです。ですからいいのですけれども、資料配

布をしてそこに書いているからというのは、僕はやらないほうがいいのではないか。もしそれが

必要であれば、どうしてもというのであれば議長の許可を得てボックスに入れるとか、そういう

処置を取ると。そうすれば書いているとおりとはならないわけでしょ。ですからそういう処置を

取るというほうが私は望ましいのではないかというのがうちの会派の結論であります。 

他。熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） うちの会派は重点的に議論したわけではないですけれども、今大渕委

員長言ったスタイル、以前必要だと思ったらポストの中に入っていたよと、それでいいのではな

いですか。ただ議場で渡されるのはやっぱり審議止まるし、議長の判断に委ねたほうがいいのか

なという意見でした。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。それでは一般質問の際議員が作成した資

料を本会議場で配布するということについては原則しないというふうにいたしたいと思います。 

[｢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。それがどうしても必要な場合は議長の許

可を得て各ボックスに入れる。これは議運で諮ればいいね。構いませんので。そのような措置に

したいと思います。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） 申し合わせの整理を行います。資料請求含めてですからね。他議員

の皆様方から何かございますか。 

 28 日が 10 時でありましてその日は一般質問締め切りの日でございますのでその時間とおり

でございます。 

他ございますか。なければ終わってよろしいですね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） それでは本日の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。 

（午後１時２８分） 


