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平成１８年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１８年１１月２８日（火曜日） 

開  会     午前  ９時５８分    

閉  会     午後  ０時０１分 

             

○議事日程  

審議事項    1. 議長の諮問に関する事項について 

        2. 議会改革の検証と今後の予定について 

3．その他について 

            

○出席委員（１１人） 

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

委   員   熊 谷 雅 史 君              山 本 浩 平 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   根 本 道 明 君              玉 井 昭 一 君 

         西 田 祐 子 君 

            

○欠席委員（０名） 

                                          

○職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 

主     幹       中 村 英 二 君 
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○ 開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ２分ほど早いようですけれども、全員集まっておりますので、ただ今よ

り議会運営委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（大渕紀夫君） 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。 

［「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。 

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。今日の議会運営委員会の調査

事項でありますが、前回に引き続きまして、１点目として議長の諮問に関する事項。議員定数の見

直しについて、ご議論いただく予定でございます。２点目としまして、議会改革の検証と今後の予

定について。３番目、その他。若干、説明がございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） では、早速、調査事項に入りたいと思います。議員定数の見直しについ

てということでありますけれども、ご承知のとおり、先般、会派代表者会議が開かれ、一定の議論

がされております。それで、そのことを踏まえた中で各会派でご議論がされたというふうに思いま

すので、その報告を各会派よりお願いをいたしたいと思います。どの会派からでも結構ですけれど

も。町清クラブ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤でございます。町清クラブ、過日、時間をかけて、いろ

いろと議論をしました。結論から申し上げますと、私どもの会派は、定数は17 名、常任委員会は３

つを現行どおり維持すると。こういう考え方になりました。 

 定数 17 名につきましての根拠と言いますか、そういうものについてですが、過去には22 名を 20

名にした、９％の減と。今回、３会派が16 名、20 名を 16 名にするということは20％の減というこ

とになります。私どもの会派は、急激な減数、20％減は好ましくないという考え方でございまして、

前回も申し上げたかと思うのですが、白老町同類の自治体を見ますと町民が１議員に対して1，200

名ということから 18 名～16 名が妥当だろうと、こういう線を申し上げましたけれども。議論の充

実というような、これから議会の活性化ということを考えた場合に急激な減数はいかがなものかと

いう考え方から激減緩和を避けようということで 15％減の 17 名にしたと、こういうことでござい

ます。 

 それから、常任委員会を３つに維持することについては、いろいろ出ておりますが、地方自治法

の 109 条の２項で「議員はそれぞれ１個の常任委員会となる」とこういう項目が、今度は「議員は

少なくとも１つの常任委員会になる」というふうに改正される。すなわち、２つ以上の常任委員会

が可能と解されるわけでございます。そうしますと、私どもの考え方で行きますと、17 人×２常任
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委員会、２つの常任委員会ですから34 の委員ができると。議長は２つの委員会から除かれるという

ことを考えますと、32 名で３つの委員会を構成するとすれば、委員数は11 名・11 名・10 名と、合

計で 32 名と、こういうことで委員会は構成していったら、より活発な議論が進められるのではない

かというふうに考えて３つの常任委員会を維持することにしたわけでございます。 

 それから、議会と議員の活動についてですが、これはちょっと別な問題になるのでしょうけれど

も、町民からはより議会の活性化、活発化、また、チェック機能の充実ということが今まで以上に

議員により資質の向上が期待されているわけでございます。したがって、議員には今まで以上に活

動の場が多くなる。それで、報酬が今までどおり据え置かれるとするならば、前委員会で議論され

ましたが若年層の立候補がますます困難になるのではないかということが予想されます。 

 さらに、前議運で取り上げられました通年議会の考え方。これは、現行制度の中でもすぐ出来る

改革だというふうに言われております。議会自らが従来の発想を変える時代が来ているのだろうと

いうことでございます。私どもに配布された、全国議長会の岡本部長の寄稿でもそのように説明さ

れておりますが、議会改革の一つとしては非常に検討に値するだろうと。しかし、議会だけでやれ

るわけではなく、やはり町の理事者がいなければなりませんので、町理事者との整合性も十分考え

なければならないというようなことから、勉強するために即急に研究会等を立ち上げて、積極的に

今後、講師などを招聘して十分に勉強をしなければならないというふうに考えております。 

以上で町清クラブの考え方を申し上げた次第であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブ、熊谷です。今、加藤委員が言われた内容に沿って、お話をし

たいと思います。我が会派は、やはり16 名ということで進んで行きたいということであります。 

 常任委員会につきましては、２つの常任委員会でいいのではなかろうかということであります。

当然、定数が減る分、16 名の議員さん、かなりやっぱりハードと言うか、要するに今の 20 人から

比べると 1.5 割増のやっぱり議会活動が必要になってくるのではないかなということで、例えば３

つにしろ、４つにしろですね、地方自治法の改正で複数の常任委員会に活動できるという内容は理

解できるのですが、やはり２つも１つも一緒ではないかと。今の状態で、３つの所管の中でですね、

やはり大きく、くくりを作った常任委員会２つにすべきではないかと。それは、これからの議論だ

とは思いますけれども。今、総務文教、それから、民生、産業建設という、こういうくくりですか

ら、極端に言えばですね、総務系と事業系と言ったら悪いのですけれども、それで所管の割り振り

の検討は出来ないかと。それで、常任委員会を２つにすべきではないかと。 

 それで、これは改選後の話になりますけれども、当然、常任委員会になりますと常任委員長のポ

ストと言うか、役職が出るわけですよね。例えば、今の場合、３つでそのままスライドするという

ことになれば、定数はこれから話されますけれども、減った分役職が変わらないということであれ

ば、かなりやっぱり個々の議員に負担もかかるのではないかと。そうであれば、やはり減らした分

を鑑みると、やっぱり２常任委員会が妥当であろうと。 

 それから、事案として通年議会の議論もこれから進むとも思いますけれども、やはり全員で議論

しなくちゃいけないということになればですね、やはり特別委員会のあり方も考えながらですね、
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２常任委員会で考えられないかと。資質の向上だとか、いろいろな部分もこれで加味されるのかも

しれませんけれども、16 の根底としては２常任委員会。数字的にも８・８ということになりますの

で、議長は両方に所属するということですから、どちらの常任委員会も７という数になるのかなと。

それで従前、事務局長の方からも説明があるように、１常任委員会の議員数は７以上が好ましいと

いうこともありますので、これでいいのではないかということであります。 

 それから、２つ目としてはやはり資質向上の絡みで、定数が減るわけですから、やっぱりいろい

ろな部分の、町民の、チェック機能が落ちるだとかという部分のところのご意見が出られると思い

ます。そういう部分で、２つ、やはり打開策として。１つは議会報告会。これを定期的に開催する。

それから、２つ目は政策立案が可能な組織体を作る。これで資質とチェック機能の、やはり町民と

の共通認識と言うのですかね、これを図ることによって定数を４減らしても議会機能は落ちないの

ではないかというふうに我が会派は意見として持って参りました。 

 それから、通年議会におきましてはですね、内容的には、改革としては非常に取り組みとしては

いいだろうと。ただ、やっぱり諸々の事例がですね、これから精査して行くべきではないかと。そ

れで、これを、定数を減らすという根源になるかどうかというのは、ちょっと今の段階では判断し

づらいのではないかと。ただ、このことについては３次の議会改革の中で取り組んで行きたいとい

うのが我が会派の考えであります。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、新風。吉田副委員長、どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 新風、吉田でございます。今回の私どもの検討内容についてですね、

まとめて申し上げますが、まず、削減については当初16 名支持してございますので、方針は変わっ

ておりません。 

この削減をするにあたりまして、まず、通年議会の導入を早期に進めるという絶対条件が必要に

なるだろうと。これは、一つには、町民に対しましても、ただ人数の削減だけということでなくて、

それをすることによって、やはり通年議会の導入というのは絶対的な説明条件になるだろうという

見解に達しております。そういうようなことで、まず、この通年議会を導入するにあたっては、現

在まだ不透明な部分がございますので早急に、全国議長会の岡本さんの講義を要請してはいかがか

と。並びに、全道議長会の事務局長の講演の要請も早急にしてはどうかという考えでございます。 

この通年議会の導入にあたりましては基本的にプログラムを作成して、そして、スケジュールを

明確に組んで進んで行くと。これは、タイミングを外すということは問題がございますので、この

削減と同時に適当なタイミングを計っていくということから、そのような手法で進めるべきではな

いかということでございます。懸念されるのは、執行機関との、やはり通年議会の導入にあたって

の調整が相当必要になってくるであろうという懸念から、相互に研究会を立ち上げて、そして、問

題点並びに総合運営の課題等について研究を進める必要があるという考えに達しております。それ

から、議会内部もこの通年議会の導入にあたっては、やはり不明確な点、並びに今後課題とされる

いろいろな問題点を想定して導入推進研究会等を設けて、これに取り組む必要があるだろうという

考えでございます。そういうふうなことで私どもは、削減と通年議会の関連を明確にして進める必

要があるという考えになっております。 
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 次に、町民に対する説明責任の問題でございますが、議会報告会は定期的に設定して実施すべき

であろうと。例えば、年当初の予算関係、決算関係、少なくても年４回ぐらいは定期的に報告会を

もって進めるべきだろうという考えに達しております。 

 常任委員会の数の設定につきましては、私どもは現行を支持しているわけでございますが、まだ、

これを決定的に、３常任委員会を維持するという結論については今後の取り組み方によって、いろ

いろと方向性が変わってくるという考え方から現状の３常任委員会の業務内容等をもう少し分析し

て、そして、適当か、不適当かの判断をその中でする必要があるだろうと。ということは、一部に

２常任委員会を支持する方もおりますので、そのような形から一応、現状の業務分析を明確にして、

その中で判断してもいいのではないかという考えに達しております。以上が概略、私どもの協議経

過でございます。 

 一つ、報告忘れました。この中で、通年議会の導入にあたっては、現状の体制で判断しているわ

けでございますが、現在の議員の中で事業を張っている方もおります。そういうふうな意味で、運

用にあたっては、これらの方の流れを十分研究していただいて、特に大きな支障をきたさないよう

な方向性を持ち出せればよろしいかと。要するに、忙しくなるという考え方から、そのような要望

点が出ております。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  ありがとうございました。 

 日本共産党でございますけれども、一つは皆さんおっしゃいましたように、議会のチェック機能

をどう増すかということであります。いろいろなアンケート等々を見ましてもね、議会の活動がき

ちんと見えないと。そして、税金の使い方なんかときちんとチェックすべきだという意見が随分、

全国的、全道的にもございます。そういうことで言うとですね、やはり通年議会というのは、現段

階の研究をしている中では、これがチェック機能を増すためには最大の効果を発揮するという結論

であります。今、新風さんもおっしゃいましたけれども、来年の10 月に定数がもし変わるとしたな

らばですね、そこから入るべきということであります。それまでには結論を出して、そこから最低

限度でも入るべきであろうと。そのことが無ければ、やはり町民の中にきちんと議員定数のことで

理解を得ていただくのはなかなか困難ではないかということであります。 

今、新風さんから最後の部分で出ました、例えば、非常に忙しくなるとか、突発的に議会がたく

さん入るなんていうことは、僕はならないと思います、率直に言って。そういう状況にはならない

と思います。これは運営の仕方ですから。突発で議会が入るということは、そういう事例があると

いうことなのですよ。例えば、大雨が降ったとか。そういうこと以外はですね、僕はスケジュール

をきちんと決めてやれると思います、十分。ただ、チェック機能を増すという制度、今の制度の中

ではこれをやらない限り常任委員会が常時開けないと。常時と言うのはスケジュールどおりという

意味です、私が言っているのは。突発に開くという意味ではございません。ですから、そこのとこ

ろを研究して、私はやっぱり定数問題が決着ついて、入る段階から、この通年議会に取り組むべき

と。それより前にというのはちょっと無理かもしれませんけれども、私はやっぱりそういうことが

必要であろうと。それは町民に見えるということなのです。これが一番大切だろうと思っています。 

 ２つ目に、チェック機能の部分というのは議会内部の問題で、それは町民の要望や意見をきちん
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と聞くということとは別の次元の問題であります。そういうことで言えば、議会報告会、それから、

町民との懇談会、今までと違った形でやるとしたならば一つ、これはちょっと出ていませんけれど

も、議会報告会は集団でやり、町民との意見交換会みたいなものが考えられないものかと。会派が

違う議員さん３人なり、４人なりが組みになって細かく、７箇所じゃなくて20 箇所ぐらいから、各

連合町内会あたりで意見を聞くことが出来ないものかと。そういうことをきちんとやることによっ

てですね、町民の皆さんが議会が何をやっているのか分からないというような意見がかなり減るの

ではないかなというふうに思っております。ですから、議会報告会と町民との懇談会を別立てでも

っと細かくやれる方法が考えられないかと。これもね、例えば、４人でやった場合は、３箇所、４

箇所、５箇所で出来るわけですから、日数で見れば、そんなにたくさん日数はかからないと思いま

すので、そういうことが実際に考えられないかということであります。 

 全く別に政策研究会の話ですけれども。これは全く別にですね、やっぱり議会が議案提案、条例

提案が出来るだけの議会に成長すべきだろうと。これは、全く別立てで私は研究会を組織すべきじ

ゃないかというふうに思っております。各会派の勉強会とは別にそういうものがないとですね、条

例提案なんか、我々はちょっと今の状況では難しいと思います。今まで議員提案というのは、私の

記憶では用意した議員提案以外、議員個々が行ったというのは一度しか記憶がございません。です

から、そういうことが行政と同じような形で議会が議案提案、条例提案が出来るような議会になっ

ていくと。これは地方議会人になんか、よく書かれていますけれども。それだけの力量をつけるた

めには、やっぱり政策研究会みたいものがないと無理だろうし、町にお願いをして条例担当の職員

のお話をきちんと聞くというようなところまで必要ではないかという議論がされました。 

 常任委員会の件ですけれども、うちの会派からは３常任委員会。これはね、だぶって議論が出来

るということが重要なのです。固定的に２つの常任委員会で議論するのではなくて、だぶって議論

が出来る、各議員さんが。ですから、同じ、固定的にずっと行くのではなくてね。その代わり、私

たちの会派では特別委員会は極力作らないと。例えば、今のイオルの特別委員会、港の常任委員会

は無くして常任委員会に入れると。それから、広報も何らかの形で無くして常任委員会に入れてし

まうというような形をとると。要するに、予算・決算はやっぱり特別委員会でやった方が私はいい

と思いますけれども、それ以外の特別委員会は緊急なもの以外は作らないと。緊急なもので作った

場合、成立した段階ですぐ消滅というふうにしてしまって。現在の特別委員会は常設特別委員会の

ような格好になっていますから、これは特別委員会にも馴染まないのです、常設特別委員会という

のは。本当は審議が終わったら、やめるべきものですから特別委員会というのは。ですから、それ

を全部、常任委員会にはめ込んでですね、だぶることによってそれぞれの意見が固定した意見でな

く聞けるようになりますよね。ここのところが議会機能の部分では極めて大切でないかというふう

に思います。我々はそういう形の中で考えるべき。 

 最後に、削減することによって報酬云々という議論が出ますけれども、これは別の形の中で議論

をすべきではないかと。連動させないと。必要が無いとは思いません、私たちの会派も。ですから、

必要なところは必要なところで議論すべきとは思いますけれども、定数の問題と連動して、このこ

とは考えないという形の方が望ましいのではないかと。 
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 最後に定数の数の問題についてですけれども、決して固定的な観念を我々は持っておりません。

それは、当然、今の周りの状況等々も十分理解できます。そういう中で最大限の数の問題では考え

方をして行きたいという考え方は持っております。それ以上はちょっと申し上げられませんけれど

も、そういう形では考えておりますので一つご了解を願いたいと。以上のような中身で、我々の会

派は意思統一をしております。以上です。 

 公明党、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私たちの会派は２人で一応話し合いを行いました。定数に関しては前回申

し上げましたように16 でやって行こうということで提案をしたいと思っております。 

 それから、常任委員会については、基本的には３つで進めて行くべきであるというふうに考えて

おります。ただ、通年議会の関連も含めて、今後、そのあり様について、しっかりと検討していき

たいと思っています。３常任委員会であっても、所管で１項目とか２項目を取り上げていった時に

十分やっぱり行き渡って、一つのことを取り上げて、次の項目をやるまでにほとんど取り上げない

で２年間終わってしまうということもありますので、そういった点を考えるとやはり３常任委員会

で、やはり少し細かい分野できちんと所管をして研究をし、また、意見を述べていける場を作って

いくべきではないかというふうに考えております。 

 それから、議会改革の中でのチェック機能。町民の方々が大変心配されているチェック機能と議

員の資質を上げるということでありますけれども。通年議会については、導入の方向性はいいと思

いますけれども、ただ、先ほども出ていましたように、町側との足並みをきちんと揃えなければな

らないだろうということで、これは早急に議会側もしっかりと研究をして、どういう方法がいいの

か、どういった形でやっていくのかということが見えてこないと、町側にもその方向性というのは

きちんと言っていけないと思いますので、足並みを揃えながらきちんとした方向性を見出して進め

て行くべきではないかというふうに考えています。それから、議員も十分にそのことが理解出来る

ように、先ほど、新風さんから出ましたように早急に研究の場を作ってもらいたい、勉強をする場

を作ってもらいたいというふうに考えております。その中で白老町らしく、どういった方向で、今

までやってきた議会改革を含めて、それから、自治基本条例も出ていますし、そういった項目を含

めて白老町議会としてどうあるべきかということ、そして、チェック機能を十分に活かして、町民

にそれを示して行けられるような方向性を見出して行くべきではないかというふうに考えておりま

す。 

 それから、議会報告会に関しては、私たちは定例会後、年４回ありますけれども、今のところは

年４回になっていますね、通年議会になるとどういう形になるかわかりませんけれども、基本的に

は年４回というのが続くのではないかというふうに考えますので、定例会後に、先ほど新風さんか

ら出ましたように、決算とか予算というのは定例会が全部されますので、定例会後に４回議会報告

会を持てたらいいのではないかというふうに考えております。 

 それから、もう一つは通年議会を含めて議会報告会、それから、常任委員会も２つということで、

議員というのは議会活動を優先させるべきということは、私は、これは基本であるというふうに考

えております。ただ、今の現状では兼職の方がやっぱり多い。それから、これから出てくる方もや



 - 8 - 

っぱり仕事を持っていたら出られないという状況も出てくると思いますので、そういった意味では

本当に十分、兼職でも議会活動が進めて行けるような、そういったことも一つ考慮の中に入れて進

めて行ったらどうかなというふうに考えております。 

 それから、もう一つ。議員の資質向上では、議会報告会の他に町民の中にもっともっと、年４回

ですから、その時に出られなければ議会の広報もなかなか見ていただけないという方も多いみたい

ですし、そういった中で議会が何をやっているか分からないということであれば、私は、会派を作

っておりますし、会派の資質向上ということも私は大事だというふうに考えます。せっかく作って

いる会派ですので、会派ごとの議会報告会、これは会派ですから個別になってしまうのかもしれま

せんけれども、そういったことも含めて、会派の資質向上も含めて進めて行くべきではないかなと

いうふうに考えております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員の２名の方が出席されております。今までの議論に立って、

もし、委員外議員の方でご意見がございましたら求めたいと思います。あれば、どうぞ。ありませ

んか。 

 それでは、今、ひととおり各会派から意見が出されました。今までのことについて、それぞれ議

員相互にご議論がございましたら、どんどん。そこが大切だと思いますので、意思統一できる範囲

で意思統一をして行くという意味も含めてございましたら、まず、どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 常任委員会のことなのですけれども。町清クラブさんの考え方、新風さん

の考え方、公明さんの考え方も理解は出来るのですけれども、今の進み具合で行くと、やはり今の

20 からは間違いなく少なくなるなというふうに思うのです。それでいて３つの常任委員会を残すと

いうことになれば、確かに地方自治法の絡みで２つ所属できるということも可能ですけれども、委

員会の人数の決め方によってはですね、やはり１議員が１つの常任委員会にしか所属しない議員、

それから、２つ所属する議員というのも発生するのかなという点がちょっとどういうふうに考えて

いるのかなというのと、それから、今、うちの議会の中身で言うと、常任委員会別に視察研修行っ

ていますよね。そうなると、今のような状況になるとですね、やはり議員個々に煩雑さと格差が出

てくるのかなと、資質の。そうであれば、全体的に大くくりで２つを割って、常任委員会は１つの

所属とした方が議員の活動、資質向上には、僕はプラスになるのかなというふうに思うのですけど

も、その点について、３常任委員会と言われている方々にちょっと意見を聞きたいなと思うのです

けど。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今の熊谷委員の話の内容で、確かにそういうふうな論法もあるとは思

うのですが、今回の法律の改正で１つ以上の常任委員会に所属することが可能になるという考え方

に立った時に、例えば、１人が１つ、あるいは２つという、これは、私は特に限定しなくてもいい

のではないかと。複数になる場合もあるし、あるいは単数の場合もあるでしょうし。そういうふう

な考え方の中で会派として見た時には、総合的に会派は会派で調整できるでしょうし、そういうふ

うな意味では、私は、重なる場合もあるかもしれないけれども、そうでない場合もあるという考え

方で取り運んでもいいのではないかというような、一部、考えでございます。 
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ただ、先ほど、私が話したように、私の会派ではこれを現状の業務分析を行った中で、それがど

うなのかということをある程度もう少し詰めて行く必要があるのではないかという考えを持ってお

りますので、私は、今のところはそういうふうなことで熊谷委員の質問に対してはね、やはり重な

る場合もあるし、ならない場合もあると。１人の場合も、あるいは２人の場合も。そういうふうな

考え方で、ケースバイケースで行く必要性があるのではないのかという考えを持っております。と

いうのは、各町村の議員の数がみんなバラバラです。そういうふうな観点からすると、同じような

問題が派生しているのではないのかなということが今の質問の中で考えられるわけです。ですから、

そういうふうなことで私どもは考えているということを一つご理解願いたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤ですが、今、熊谷委員の考え方も一つの理論として分か

るのですけれども。１人の議員が２つの常任委員会に所属することができるという考え方、それで

行けば、私は深く常任委員会で議論するとすれば、出来るだけ専門的にするとするならば、私は３

つよりも４つの方がいいと思うのです。４つぐらいに分けてですね、過去は４つあったのですけど

も、そういうふうにして深くじっくりと勉強すると、勉強と言ったらおかしいが審査すると。ただ、

４つにしますとですね、議会の今の事務局の組織から言ってもちょっと無理な気がするのです。議

会事務局をもう一人増やしてもらえるような環境にあれば別ですけれども。私どもはそういうこと

も考えて、出来うれば４つ欲しいのですが、４つにすると３つよりも分けやすいのですよね。です

から、そういう考えかもあるのですが、そうなると議会事務局の方の体制がそういうふうにはなら

ないのではないのかと。非常に議会事務局が大きな負担をするのではないのかなという懸念から、

今の体制のままだったら３つであれば今までやっていますから、その方がいいかなというようなこ

とも兼ね合わせて３つという結論も出ているということもご理解いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） その点について、事務局の方はどうですか。例えば、常任委員会が３つと

４つ。私の考え方なのですけれども。今の体制で、例えばですよ、４つにした場合、やれるか。３

つなら現在やっていますから。その辺りの考え方は局長としてはどう考えますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 現実としては、まず、やってみないことには分からないのですけど。

ただ、特別委員会の構成もありましょうし、先ほども大渕委員長が言ったように、今、基本的には

２つの常設特別委員会があって、本来の特別委員会という主旨からちょっと外れているのですよね。

本当の特別委員会の名を借りた常任委員会ですから。ただ、回数的には普通の常任委員会より回数

はないですけど。だから、その部分がトータル的に統合、整理されるかということによって４つで

も可能になってくるでしょうし。ですから、その部分の関係。一概に今、やっている中で４つにし

たらどうだと聞かれたら大変になりますねとお答えするしかないかなという気がしますけど。全体

のバランスですね。ですから、結果を見てみないと私としてはきちんとこうだということはお答え

できない。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 常任委員会だけを私たちは取り上げて、私たちの会派は考えてきました。 
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特別委員会のことはあまり触れないできたのですね、会派としては。それで、先ほど特別委員会

のあり様も入ってきまして、そういう中で私、話を聞いていて、もうちょっと常任委員会のあり方

を議論して、それで今の特別委員会のあるものを、じゃあ、どう考えて行くのかと言うことを意思

統一していって、その中で個人個人がどれだけの活動ができるのだろうかと。事務局体制もそうで

すけれども。そういったことを含めてもうちょっと検討すべきかなと思って、今、聞いていたので

す。だから、常任委員会だけやって行くと、私たちはもちろん３つということで少しでも広範囲に。

２つ持つことはもちろん厳しくなりますけれども、それだけやっぱり真剣にまた勉強もするように

なるでしょうし、それに取り組む姿勢も変わってくると思いますので、そういった意味では深く議

論できる常任委員会の委員が増えるということは、私は大賛成なのですね。ですから、そういった

ことから考えると３つというのは、私は、基本的にはあってほしいなというふうに思っているので

すが。先ほど提案あったように、特別委員会も本当にどうするのかなというのかなというのは考え

てきませんでしたが、その辺の議論をもうちょっと皆さんの意見を聞きながら、方向性をちょっと

見出していったらどうなのかなというふうに思ったのですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今の意見のセコンドになっちゃいますけども、やっぱり特別委員会のあり

様を考えなければいけないなと。これも我が会派の中ではやっぱり出ていました。２常任委員会に

するという考え方の中でも、今、町清クラブの加藤委員がおっしゃったように、従前は４つあった

よと。そうすると、やはり、きちんと深く取り組めるのではないという議論もあったのですけど。

２つ常任委員会を４つに割っていくのだったら、大くくりで２つやっちゃったら１つの常任委員会

で収まるという考え方。これはちょっと落胆的なのかもしれませんけど。それから、もう一つ出た

のは、一等最初に述べたとおりですね、やっぱり減らすという方向の中で議会の執行部ですよね、

正副議長始め、監査に出られる方、それから、議運の委員長を拝命される方、それで３つの常任委

員会を残しちゃうと我が会派言っている数字からいくと、役職のない議員さんというのが、失礼な

言い方かもしれませんけども、そういう議員さんが非常に少なくなると。ほとんど皆さんかぶって

しまうと。そういう上ではやっぱり特別委員会も見直しも必要ではないかということにもなってく

るのですよね。ですから、やはり、なじまないのではないだろうかと。今、２つある特別委員会に

ついては４年間そのまま行っちゃうわけですから。やはり常任委員会の方に繰り入れして、大きな

括りの中でやっぱり議論できるような、調査できるような中身で進んだ方がいいのではないかと。

結局は２つの常任委員会を経験、さっきも言ったようにバラつきが出るという問題が一つ考えられ

るということと、それから、４つにすれば必ず２つ行かなくちゃいけないと。そうであれば、１つ

も２つも同じではないかとそういう議論になりまして。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。今の件なのですけどね。根本は何かと言うと、減らすということが

根本になっているから、今のような議論になるのです。そうですよね。ということは、議論が尽く

せなくなるということなのですよ、減らすと。そのことを事実そうやっておっしゃっていることな

のです。減らすということは。そうですよね。ですから、私が言っているのは、そういう根本的な

ものをきちんとしておかないと駄目ですよという意味はそういう意味なのですよ。だから、なぜ、
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２つより４つの常任委員会がいいかと言うと、これははっきりしているのです。なぜかと言うとね、

いろいろな人の意見が聞けるということなのです。固定的な意見でずっと２つの常任委員会でいく

ということではないということなのです。こういう話をすると、減らすということが大前提になっ

て発言していることに、私、なりますよね。そういうことになるのです。だから、私が言っている

のは、そういうことをきちんとして議論しないとおかしくなっちゃうよということなのですよ。減

らすということが前提になっているからそうなるのです、今のような議論に。本当に町民のチェッ

ク機能を果たすためにはどうするかということになれば、今、一番大切なのは、４つ作ってと２つ

は同じじゃないかという議論になっていますけども、それは違うと僕は思っています。なぜかと、

それは人が変わって議論するという意味なのですよ。そこで議論というのは深まるのです。同じ常

任委員会でやるから深まり方が同じ深まり方にしかならないのですよ。だから、常任委員会が増え

ると深まり方というのは、全く違う人が入ってきて、そこが議会の一番大切なところなのです。町

民の意見を吸収したり、チェックするというのは、そういう機能を果たすのが議会ですから。です

から、私はそういうことで言えば、減らす量は少ない方がいいでしょうし、町民の意見を聞くため

にはそれだけの仕組み、システムをきちんとしないと今までの状況を維持するのは、20％減るとい

うことは個々の議員さんに20％オンされるということじゃございません。50％も 60％もオンされる

という意味なのですよ。ですから、そこに耐えられるだけの議会の仕組み・システムを作らなくち

ゃいけないということなのです。ですから、通年議会は、新風さんが言われましたように、私はや

っぱり期限を切ってきちんとここから入るということにしないとですね、検討期間が長ければいい

というものでは全然ないと、私はそう思います。もちろん、その中でいろいろな試行錯誤が生まれ

てくるでしょうけれども。それは、そういうことでやって行くという人が集まるわけですから、議

会に。ですから、やっぱりそこは乗り越えられると僕は十分思います。常任委員会の考え方も私は、

基本的には、４つというのがちょっとどうかは分かりませんけれども、議会運営委員会含めて、常

任委員会が３つになって、議会運営委員会入れたら４つになりますけど、それぐらいの数があって

ですね、やっぱり深い議論がされるのではないのかと。議論というのは、議員同士が重なって議論

できるという場がやっぱり必要だろうというふうに私は思っています。それから、特別委員会の話

が出ましたけど、私はもう特別委員会は、常設特別委員会はやめるべしと。これはもう自治法で常

設的な特別委員会というのはあり得ないわけですから。これはもうね、そういう形の特別委員会は

やめると、議会広報含めてやめるというふうな形にすべきだろうし、それが自治法ではそうなって

いるわけですから。うちは常設で作っているわけですから、それはもう３つともやめてしまって常

任委員会に入れるというふうにすることによってね、機能的な常任委員会運営ができるのではない

かというふうに考えているのです。それはもう、極めて面倒なことじゃなくて、極めて単純な、法

律どおりにやればそうなるわけですから、そうやってした方がいいのではないでしょうかと。今ま

でのやり方が間違っているとか、そんなのではなくて。私はそういう方がいいと思うのですね。吉

田委員、どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私、今、これちょっと見て。「特別委員会というのは必要がある場合におい

て議会の議決で置く。特別委員会の委員の定数は議会の議決で決める。」とあるのですけど、今、言
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ったように、港とか広報とかというのは他の方にあるのですか。そういう常設して設けていくとい

うのを何かうたっているのですか。うたっていなくて、ただ、ずっとあったということなのですか。 

すみません、特別委員会ができた時のことが私はよく分かっていないので、港湾とかね。イオル

は途中からそのことに関わって行こうということで特別委員会を立ち上げたのですけど。最初はポ

ロトに関するもので、それが途中でイオルに変わったはずなのですけど。それの設置に関しては、

その時は必要だというふうに捉えてやったのですけど、対応している港もずっと継続ですよね。や

っていますよね、今も。イオルもまだずっとやって行くわけですから、そういうことを基本に考え

直すということをなぜ、しなかったかというのはおかしいけど、する必要がなかったのですか、今

まで。その辺がちょっとわからないで。今、こういう議論になったからちょっとね。そうしたら、

特別委員会って何だったのだろうって、今、ちょっと思ったのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 港の特別委員会なんかははっきりしています。これは、白老町にとって

は重要懸案事項であると。ですから、特別な形の中で一般的な常任委員会ではなくて作りましょう

ということで慣習の中で意思統一してやってきたということです。ですから、さっき言いましたよ

うにね、別に間違っていたとかそんなことを僕は言っているのではないのですよ。そうじゃなくて、

今の状況でそういう議会運営がどうなって行くかという議論の中ではそういう形の方が望ましいの

ではないかというふうな意見を言っているだけですからね。だから、慣習としか言いようがない。

あとは何も意識してやったわけではない。要するに、国との関係なんかで言えばね、そういうふう

にしている方がインパクトあるという意味も含めて。だから、今の自治条例みたい形が一番いいの

ではないでしょうか。 

他。ご意見ございます方、どうぞ。意見の中で結構多かったのはですね。通年議会に対して、研

究会、それから、勉強会と言いましょうか、講演会と言うのかな、そういうものを早急に準備すべ

しというご意見がございましたけども、このことについて、ご意見ございます方、どうぞ。 

吉田委員、どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 日程的なものではどうなのでしょう。勉強するためにはやっぱり講師の先

生をお願いするということも必要になってくると思うのですが。日程的なもので今、いろいろなも

のをやっていますけれども。私たちは早急にやるべきだというふうに思っています。自分達が理解

しないでどうあるべきかということも考えないうちに、それを進めようということにはちょっとな

らないということだと思うのです。やっぱり全議員さんがきちんと理解すべきだと思っていますの

で、そういう意味では共通の勉強する場があって、意見交換する場もあった方が私はいいように思

うのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私も先ほど申し上げたように、講師を招聘して研究会的なものを立ち上げ

てやっていく方がいいだろうと、こういうふうに。期限もですね、新風さんがおっしゃっておられ

たように、来年の改選までにはどういう方法で新議会に臨んでいくかということで。それには賛成

なのですが、それまでの間、いろいろやらなければ駄目だと思う。ただ、急にいっぺんにボンと岡

本さんのような全国的な人を呼んで来ると、こういう考え方よりもですね、身近にうちに議会の事
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務局長もおられますしね。この間伺うと、何か講演が札幌であった時にも、この通年議会の話が出

ていると、こういうようなお話なものですから、まず、議会の事務局長から講師になって聞いても

らって、より深く勉強しようとすれば、今度は全道の議長会の勢籏事務局長を呼ぶと。それでもな

おかつ、また、分からないという場合には岡本さんあたりを呼ぶとかそんなような段階を踏んで。

いっぺんに岡本さんをボンと呼んでやるというよりも、そういうふうにして我々の頭も徐々に整理

していくというような考え方の方がベターじゃないのかなというふうに思うのですけれどもいかが

でございますか。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 私は全く逆なのでございます。この制度そのものは、これから導入す

るにあたって真新しい要因が随分含まれていると思いますので、私はやっぱり、そのような新しい

制度で聞く方もある程度の概念の中で現在、論議しているわけです。しかし、やはり根本的にまだ、

法的に全てが制定されていれば問題ないと思うのでございますけれども、やはり応用とか考え方と

いう中で現在進んでいる向きも随分あると思いますので、私は逆に言うと、そういうふうな意味で

やはりこれを企画している本元の幹部の方にお願いして、きちんと根拠を確認するという意味では、

私は今、加藤委員がおっしゃったような内容からすると全く逆なのでございます。どうこうないの

ですけれども、そういうふうな意味で、私、さっき主張したわけでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 考え方なのですが、通年議会って私もうろ覚えで、ちょっと何回か読んで

みたのですが、現行法の中でできるのですよと。考え方ですね。ですから、意識の改革をすること

によって通年議会というのが可能なのだと。新たな法律とか何かじゃないのですね。岡本さんの話

は確かにそういうふうに書いてあるのですけれども。岡本さんを呼ぶと言ったって、まず、ただじ

ゃないのですよね。お金のかかることですから。何ぼかかるか私はわかりませんが。そういうこと

よりも我々の頭を徐々に上に上げていくためにもですね。一番下だと程度が低いという意味じゃな

くてですね、身近なことから勉強して、それから、まだ疑問のある場合は勢籏さんを呼んでやると。

そういうような段階でも十分間に合うのではないのかなと。私はそう考えるものですから、岡本さ

んを呼ぶなんていうことになると最終的なことでございましてね。せいぜい全道議長会の勢籏事務

局長あたりでも十分、通年議会の概念というものは理解できると、私は判断しているものですから。

これはあくまでも考え方で通年議会という概念が出てきているように私は認識したものですから、

その程度で結構じゃないのかなとこういうふうに思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 全国町村議会議長会の政務議事調査部長さんなのですね、岡本さんという

のは。ということは、全国町村議会の職員なのですね。ということは、講演料とかそういうものは

あまり高くない、旅費程度で来ていただけるということになるのですか。そういう大学の先生とか、

専門的にそれを研究されている先生であれば講演料もかかるでしょうけれども。私は本当にある程

度こういうものは読んでいます。ですから、何回も段階を踏んで行くのも大事なのですけど、しっ

かり１回話を聞いたら、みんなが理解できる場を１回設けたらいいような形にした方がいいような
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気がするけど。ですから、もし、岡本さんがそんなに高くない料金で、旅費ぐらいで来ていただけ

るのであれば来ていただいて、その代わり、私たちは自分達でこういうものがあるわけですから、

そういったもので勉強していて、１回でいろいろなことをお聞きできるわけですよ、それを言って

いる方ですから。そういった部分では１回で済むのかなとちょっと思うのですけど、どうでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長、何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） いくらかかるかはわかりません。当然、町村議会の全国の集約した

部分の職員ですから、当然、町村議会のお手伝いをするというのは役割でしょうけど。ただ、本務

持っていますからね。それを崩してまでということがなるかどうか。ただ、お忙しい人みたいです。

全国、結構、飛び歩いていて。議会人なんかの町村の事例なんかいろいろいっぱい出ていますよね。

ああいうものの調査に入ったりということもされている方ですから。北海道も今年、栗山と福島に

入っていると言っていました、調査にね。だから、忙しい方で来てくれるかどうかもちょっとわか

りませんけど。この間、議員研修会で勢籏局長をお呼びした時も、本来は本務ですから、お金はか

からないのですけど気持ちは出しているのですよね。ですから、その程度は、たくさんはいらない

けど必要かなと。例えば、他費支弁をするかとか、その部分は必要かなと思っています。ただ、交

渉しだいで。例えば、ご本人が書かれている政策提言の中で白老町がこうして、それをやりたいと

いう部分の働きかけならちょっと違うかもしれませんし。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 通年議会の提案は前回、大渕委員長の方からありまして、会派でも議論し

てくださいという話で先ほど言ったつもりなのですけれども。定数問題に関わって通年議会という

のが議論されるのか。それとも、議会改革の中で僕は進めてもらいたいというふうに先ほど言った

のですけれども。その辺を先にやってもらわないと、ちょっと進まないのではないかなと思うので

すよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 私も今、そのことを考えていたのですけれども。今、出されているのは

通年議会の件、常任委員会のあり方の件、議会報告会の件、政策研究会の件。だいたい大まかに言

えば、これぐらいが出ているのです。当然、私は、これは議員定数とも議会改革とも両方関わり合

いがあるであろうという認識をしておりますから問題提起をしております。当然、議員定数を減ら

すということは減らすだけの理由が無ければいけませんので、そういうこととの関連でこれが出て

きているというご理解をまず、していただきたいと。ただ、結論が出なければ定数が決まらないの

かと言ったら、そうは行かない状況なのです、今の状況というのはね。これは私が言うまでもなく、

そういう状況でありますから。これらの問題をどういう方向で議論しながら、定数問題の結論を出

すかということなのですよ。今、言われているのはね。全く切り離してやるというふうには、私は

いかないと思っているのですけれども、そこら辺のご意見をまず、伺いたいと思います。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私たちの会派はね、この通年議会をするから定数を減らすんだよというこ

とにはならないのではないかということなのですよ。このことについては、議会改革という取り組

みをずっとしてきているわけですから、その中で一番いいのは来年の改選期の前に結論が出て、そ

れを実施するという形の方が一番ベターだとは思いますけれども。やっぱり、理論的には理解でき
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る、通年議会の話は。だけど、やっぱり細部に渡って、まだ精査する部分が多いのではないかとい

うことなのです。ですから、議論として進んで行くことはいいとは思うのですけど、実際に用意ド

ンをさせるのは議会改革でさせるべきだとそういうことなのです。取り組もうということなのです

よ、だから。とりあえずは。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私も３分の２くらいは熊谷委員の意見と同じなのですけれども。議会改革

はずっと永久のテーマでもある。しかし、来年の10 月には改選時期が来ると。それまでに決めるこ

とと、それから、また、いつも常に改革、改革ということで進めて行く問題とがあると。通年議会

の問題はちょっと時間がかかると思うのですよ。十分、承知するためにはね。そうすると、じっく

り時間をかけるとすれば、１年くらい、来年の10 月頃まで検討すると。しかし、議員定数の問題は

やっぱりそういうわけにいかないとするならば、それはそれなりに勉強しながら定数は定数で結論

を出すと。この間の話では 12 月いっぱいで定数の話は決めようじゃないかとこういうような結論に

なっておりますしね。改革、それから、通年議会は来年の選挙以降から実施することだと。今、４

月からやろうとかそういう問題じゃないのだとすればですね、それはやっぱり分けて、頭には常に

置きながらも定数の問題は分けて考えなきゃならないなと。そういう改革に進むという道は何も変

わらないにしても、それに基づいた定数はいかがなものかというふうな議論をして行かなければ、

いつまでたったって進まないと思うのでね。 

 それで、一つ考え方があるのですが、会派数でいくと、16 が３会派、17 と 20 が２つの会派とこ

ういうことになっているのですが、最終的にこれは会派で決められる問題じゃなくて、議員さん20

人で決めなきゃならない問題だろうと思うのですけれどもね。その辺りをどういうふうに持って行

くかということだと思うのですが、その辺りはどうなのですか。議運で決めちゃうのですか。それ

とも、議員さん全員、20 人出席した席でどうするかという。今までの経過を説明して、そこで結論

を出すのか。その辺りはどういうふうに進めたらいいものなのですかね。 

○委員長（大渕紀夫君） 結論の出し方については、ちょっとね。結果としては、どういう形で行

くかということはきちんと議論しなくちゃいけませんのでやりたいと思います。ただ、その前の部

分のことを先にやらないと。それはどういう意味かと言うとね。期限切られているニュアンスの会

派もございますし、私はやっぱりチェック機能がどうなのかということでの議論なのですよ。通年

議会というのは、もちろん制度的にはすぐ明日からできるというものじゃないということは十分理

解しております。それは理解していますけれども、今回の定数を変えるということの最大の問題は

何かと言ったら、チェック機能をどうするかということなのですよ。それを高めるためには通年議

会ですよという議論なのです。ですから、分けて考えるというふうな考え方や改革の中でという考

え方がございますけれども、事実としてはそこが進んで行かないと町民の皆さんに説明する時ね、

チェック機能はこれから改革の中で議論しますよ、だけど、定数だけ減らしますよというふうにな

るのかどうかということなのですよ、私が言っているのは。ですから、常任委員会は当然、今、結

論出なくても、もちろん定数削減の時までは決めなきゃ駄目な問題ですよね。これ決めなかったら

常任委員会成り立たないわけですから。ですから、同じことになっちゃうのですよね。加藤委員、
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どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 委員長の考え方はわかるのだけれどもね。そうなると、通年議会の議論を

裏づけして定数を出すと言ったら、来年の11 月までかかるということになるのですよ。いや、通年

議会を十分理解して、新しい議会からやろうよという結論を出してから町民に説明するということ

になるとね、やっぱり違うのではないですか。そういう軌道に乗っていくということは全会派一致

しています。今のいろいろなお話を伺うとね。だから、通年議会で進めて行こうよという空気はわ

かるのだけれども、だからと言って、十分理解してから定数という議論になるとね、ずっと後にな

るような気がして。後になると言ったらおかしいが今年中の結論は出なくなってしまうような気が

してならないのだけども、その辺り委員長どうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が言っているのはですね、通年議会やりますよという結論が出なかっ

たら定数出せないということを言っているのではないのですよ。そのことが担保される、要するに

そういうことが、例えば来年の 11 月なら 11 月の定数が実施されるまでに、少なくても実施の方向

できちんと議論をしていくということがなければですね、チェック機能はどこにも保障されないこ

とになっちゃう。いやいや、期限をきちんと切るという意味です、僕が言っているのは。そこまで

きちんと議論をして、結論を出して行く必要があるだろうということです。それが町民に対する我々

の説明責任になるのではないかという意味なのですよ。吉田委員、どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私もそう思っていますよ。ずっと今、聞いていてね、議員定数を減らすと

いうことは絶対的に会派の意見を聞いていてもなっているわけですから。ただ、やっぱり、それは

町民が一番されるチェック機能ということでは、通年議会というのはみんなそれぞれ研究課題とし

てはいいだろうと。そして、大事だろう、必要だろうと。ただ、そのあり様についてはしっかり勉

強したいということですから、それはもう担保されていると言うかね、もうカメラは全部やるとい

うふうに方向を向いているわけですから。ただ、そのやり様については勉強してやっていくという

ことで。だから、減らすということがあるから、私たちはそれをやらなきゃならないだろうという

ことは皆さん認めて、各会派は全部そういう意見ですから。ただ、そのやり方、手法についてはこ

れから議論をきちんとして、いつまでやるのか、どういう方法でやるのかということで私はやって

いるのだというふうに捉えて意見を言っていますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） もちろん、通年議会の進め方について、例えば 102 条を捉えた時にど

うかと言うと、これは当然、定例会の回数まで変わっていくわけですから条例改正もあるでしょう

し。ただ、私がさっき話した内容をもう一回話すと、これはある程度のスケジュールがきちんと決

まった中でやはり執行部とも打ち合わせしながら進めて行くと。だから、いつまでたってもいいと

いうことでなくて、これは議会改革の中にも当然取り上げるべきだと思うのですけれども。私はあ

る程度、例えば条例改正の中でもそうですけれども、全てにおいてもう少しお互いに練りあった中

で、テーマごとにスケジュールを定めて、そして、総体的な日程を決めて、そして、町民にある程

度の、私は担保力を町民に示した中で進めていかないと、ただ、議会改革では何カ年計画云々かん

とやっていましても、これはなかなか行かないだろうという考えで。私はやっぱり、あくまでも来
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年の少なくても新議会が始まるまでにはですね、やはりきちんとスケジュールを定めた中で進めて

いかないとならない問題だと思うのです。もちろん、これを進めるにあたっては、自治法の改正に

伴った中で町の条例改正も付随してきますし、そう簡単には行かないと思うのですが。私はあくま

でもスケジュールを明確にすると、それが一つの担保力になるのではないかとも考えております。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 大方の意見はずれてはいません。それで、通年議会、常任委員会のあり

方、議会報告会、政策研究会、これはきちんと議論をして行うという方向でかなり一致しておりま

すので、これを前提にして議員定数を議論するということでよろしゅうございますか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） はい。通年議会につきましては、イメージ図を局長に作っていただきま

したので、こういうものも参考にしながら、後にどういう形で、この勉強会を行うかと早急にやり

たいと思いますけれども。どういうふうに行うかというふうなことも考えておりますので、ぜひ、

参考にしていただきたいと思います。なかなかイメージ出ないかもしれませんけどね。これを見る

とまたちょっと違った感じになりますので。それで、休憩した方がいいですか。それでは、15 分ま

で暫時、休憩といたします。その後、先ほど加藤委員から提案ありましたことについて議論をした

いと思います。 

休  憩      午前 １１時０９分 

                                           

再  開      午前 １１時１７分 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。今までの議論の中で通年議会、常任委員会のあ

り方、議会報告会、政策研究会等々につきましては、議員定数との関連もございますので、今後、

議論を続けていくというふうになります。このことを実施するということを前提にしながら議員の

定数をきちんと決めていきたいとこういうことであります。 

 それで、先ほど加藤委員の方からございましたように、どこでどういう形で決めるのかというこ

とでございますけれども。今日の意見を十分踏まえながら、あと一度、会派代表者会議を持っては

いかがかと考えております。そこで一定限度の採決がいいのか、また、どういう形がいいのかとい

うことをもうちょっと詰める必要があるのではないかと思うのですけどもいかがでしょうか。必要

が無ければ、どういうような形でやるかという形にちょっとして行きたいとは思うのですけれども。

もし、皆さんからご意見ございましたら、どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 基本的には議員提案になるということですね、定数はね。議員提案になる

のだということを踏まえてやるとすれば、やはり全議員が参加した中で、会派の考え方は考え方と

して尊重するとしても、形式はどうかは別にして全員でやらなきゃならないということになるとす

れば、そういう場所を設けなきゃならないということになるのではないの。 

○委員長（大渕紀夫君） 議員提案をするということは、本会議で議員提案をして、それに対する

賛否を問うということですから。その提案の仕方がどうかということです。その提案についての意

思統一は、もう一度、会派代表者会議が必要ではないかという意味であります、私が言っているの
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はそういう意味であります。 

○委員（加藤正恭君） はい、わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） もちろん、この場でどんな議案提案をするというかというご議論をして

採決をするということもありますけれども、そういう手法は現段階ではちょっとまだ無理ではない

かというふうに私自身は考えておりますので、今までの議論を十分踏まえた上でもう一度、会派代

表者会議が必要ではないかということであります。この後の取り扱いをどうするかという議論です

から、そこのところでご意見ございます方、どうぞ。議長、何かございませんか。どうぞ、ご意見。

要するにね、今、言っているのは、議員提案されるわけですけど、その議員提案をする中身につい

て、ここで今、決めてしまうのかと。どういう形で決めるのかということです、今、言っているの

は。ですから、そこの手法をね。ここで決めるなら決めるということで構いません。それともね、

今回、ここで決めるのではなく、会派代表者会議でもうちょっと、今、２つの意見がございますか

ら、そういうことでもうちょっとすり合わせが必要なのか。今まで出た意見を十分踏まえた上で持

ち帰って議論しながら、もう一度そういうことを踏む必要があるかどうかということです。無けれ

ば、この場で中身の決着。まさか、議員提案を３本も４本も出すわけに行きませんからね。加藤委

員。 

○委員（加藤正恭君） ２つの考え方ね。議運で手法を決めるというのと、会派の会長会議で決め

ると。 

○委員長（大渕紀夫君） 決めるというふうにはなっていませんけどね。 

○委員（加藤正恭君） 方法をどうするかということを決める。 

○委員長（大渕紀夫君） そして、一定の煮詰めを行うという意味です、私が言っているのは。こ

の場で煮詰めを行ったり、多数決で決めるのかということを言っているのです、平たく言うと。そ

れでいいですよということであれば、それで。 

○委員（加藤正恭君） 最終的には多数決しかないのですよ。多数決しかないと思うのですよ。代

表者会議が集まったって会派の代表ですから、簡単に自分は「ああ、そうですか。それじゃあ増や

しましょう。減らしましょう。」というわけには行かないわけですから。会長会議集まっても、いつ

までたっても同じことだと思うのでね。要は、各全議員さんが参加する場所で、多数決で決めるよ

り方法がないのではないかと思う。その場はどうするかということを、この議運で決めるよりやっ

ぱり決めるより方法は無いのではないかと思うのですけどね。 

○委員長（大渕紀夫君） それはちょっとすみません。それは本会議でそういうふうになります。

ですから、ここで決めるのは議員提案をどうするかということを決めるだけです。その採決は全員

でやるわけじゃございません。採決するのは、本会議でその議員提案について是か非かというふう

にしかならないということです。ですから、そのことで会派代表者会議がもう一度必要ありません

かということを私は提起しているわけです。そういう意味です。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） わかりました。それでね、結局、法案として提出するには17 にするか、16

にするか、20 にするかとこういうことの提案をどうするかということですね。当然、本会議ですよ

ね。わかりました。 



 - 19 - 

○委員長（大渕紀夫君） ですから、会派代表者会議でもう一度揉む必要はありませんかというこ

とをお話しているのです。ここまで来ましたらね、私は会派代表者会議を開いても構わない中身だ

ろうと思っていますので、必要であれば、そういうことが開けるものであれば開いて、一定限度の

意思統一ができる範囲まで行けるのであれば行った方がいいのではないかということです。それが

必要ないということであれば、ここでどういう提案をするかということを決めるということにした

いと思います。 

[「議場でグジャグジャするのではないか。」と呼ぶ者あり] 

○委員（加藤正恭君） いや、議場でグジャグジャしないのだ。議案として 16 名とか 17 名とかっ

て・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） そういう議論になりますから会派代表者会議を一度やった方がいいので

ないかということを私、言っているのです。わかりますか。 

○委員（加藤正恭君） わかるのだけども。前はどうだったのですかね。どういう提案をしたのだ

ったかね。22 を 20 にした時。 

○委員長（大渕紀夫君） それは議会運営委員会で結論を出して、そして、議員提案をしたという

記憶を私はしております。あれは、陳情を議会運営委員会に付託をして、議会運営委員会で議論し

ましたのでそういう結果になる。どうですか。委員外議員、玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 今、会派に持ち帰ってという話をしていますけども、基本的には５

会派、もう定数は決めているわけですよね。基本的には各会派が。それを今、持ち帰っても同じ結

論なのですよね。ですから、もし、会派の代表者会議をやるのであれば、この後すぐやっても問題

ないと思います。持ち帰っても同じ結果だと思うのですよ。若干の話はあるかもしれないけども、

ほとんどないと思います。ですから、今、委員長が言っている代表者会議をやるというのは、今す

ぐ、この後すべきかなとこんなふうに思いますけど。同じだと思うのです、議論はね。定数に関し

てだけは。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩します。 

休   憩      午前 １１時２８分 

                                           

再   開      午前 １１時３０分 

○委員長（大渕紀夫君） 再開いたします。今の状況でね、ここは議会運営委員会ですから採決を

して、そして、提案するのは構わないのです。私、さっきから何度も言っていますけれども。そう

じゃなくて、もう少しきちんとした形で意思統一ができないのかという意味なのです。ですから、

そういうことで言えば、会派代表者会議をもう一度やってね、そして、一定の方向づけをしたらい

かがかなということなのですよ。今、言われましたようにね、そういう形になって行くと、中で採

決した場合のことも考えなくちゃいけなくなりますのでね。この前から何度も言っていますけど、

議会運営委員会でそういう形できちんとしてしまいますとそのまま行きますから。ですから、この

場合は、私はやっぱり意見書と同じようにそういう形でやるのが本当にいいのかどうかという。私

は考え方違うのですよ、全然。違うので、そういうことには極めて反対する立場なのだけど、公で
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全部やるべきだと思います、はっきり言えば。だけど、そのことによってね、この後、本会議場で

の結論も含めて考えた時に、やはりもうちょっと話し合いが必要ではないか。それでつかないとい

うことであれば構わないと思いますよ。ですから、今、ここで多数決で決めて、そして、議員提案

されるということは構いません。そういう方法ですから、そうやってやりなさいと言うなら、私や

りますけども。その結果、その後のことも考えた場合ね、もうちょっと議論が必要ではないのかと

いうふうに思うのですけどいかがですか。議会運営委員会の果たす役割というのは、かなり深いも

のがあります、そこでは。混乱をさせないというのが議会運営委員会の仕事ですからね。そういう

視点で私、述べていますので、そこら辺はちょっとご理解を願いたいなと思うのですけれども、い

かがでしょうか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） たまたま、今日ここに会派の会長さんが全部おりますのでね。ちょっと休

憩をとってね、そういうことが可能かどうかをちょっとやってみたいと思うのだけど、提案したい

のだけども、その辺りどうですか、各派の会長さん。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、加藤委員からございましたけど、それは構いません。ただ、４日に

議運がありますからね。結論はそこで構わないのですよ、４日の議運で。間に合いますから。だか

ら、短辺急にやってね、ジャジャッとやるのでなくて、そういうことをきちんとした方がいいので

はないかと。提案する時もその方がいいでしょうしね。本会議の採決もその方がいいのではないか

と私は考えておると、こういうことであります。それで、４日の日にその結論は出すというふうに

すれば、12 月の議会では十分間に合いますので。今、加藤委員からの提案ございましたけど、どう

ですか。ただ、それは休憩してやるという意味ですか。今、加藤委員からございましたけど、いか

がですか。各会派の委員の方。吉田副委員長、どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） ここまで話し合って結論出ないわけです。それで、やはり今というこ

とではなくて冷却期間を置いた方がいいと思います。私はそう思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私が言うのは、委員長が深い意味で言っていることの可能性がありうるの

かどうかということの話し合いをということなのですよ。単純にそこで結論を出すという意味じゃ

なくて、会派の会長会議で話し合いをして、そこに含みがあるのだけれども寄れるものかどうかと

いうことの余地があるかどうかだけを確認したいというだけのことです。それ以上のことはないの

ですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、何かございませんか。 

○議長（堀部登志雄君） いろいろと議論出ていますので、今、この時点で多数決で決めると。多

数決でも話し合いでも、この場所で決めるということについてはですね、意見を伺っていて、その

用意をされて来ていない代表の方もたくさんおられると思いますのでね。これは一つ、期間を置い

て、会派の方にも十分話を伝えて、次の時はどういう数字であれ、きちんと議運で決着をつけます

と。結論を出してきますという形でやっぱりね、確認してきていただいて、それでやった方がいい

のではないかなと。何回やっても同じだというような意見もありますけども、それはそれぞれの会

派のいろいろ考え方もあると思うのでね。今のそれぞれの他の代表の方は、ここで今日全て結論を
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出して、多数決でも話し合いでも結論を出してくるという形では、おそらく今日の議運には臨んで

いないという具合に思いますのでね。やっぱり、その辺は一回会派の方に連絡して、次に行った時

は少なくても話し合いで調整する部分があるとすれば調整すると。だけども、いずれにしてもきち

んと結論は出してきますということで、やっぱり、そういう了解をもとにしないと、「いやいや、ま

だ結論出ないと思ったけど、会派の代表がその場の流れで決めてきました。」なんていう話になると

ですね、また後でいろいろと問題出ると思うので、その辺はそういう形にしていただければいいと

思うのですけど、私としては。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議長の考え方はわかるのだけども、今日、会派の会長がおられます。それ

で、そこまで話し合いをすることが可能かどうかを聞くだけの話なのですよ。その話を持って、我々

は会派へ帰って、４日の日に話をすると。こういうふうな段取りをした方がいいと思うのですが。

何回同じことをやったって、また、各会派は同じことを主張するだろうと思うのですよ。ですから、

せっかく委員長が言われるように、会派の会長会議を開いて歩み寄る余地があるかどうかというだ

けの話をするだけのことです。その確認だけです。それでなければ、何ぼやったって、うちらの会

派でやったって、また同じ結論を持って臨むより仕方ないと思うのでね。ですから、できうれば今

日、会派の会長会議をやって、何回も言うように、それを確認して、歩み寄るところがあるだろう

か、ないだろうかということをして、ないと言われれば、また、ないなりの考え方をしなきゃなら

ないのではないかなと思うのですけどもね。その辺りの確認だけなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、加藤委員がおっしゃられましたけども、いかがですか。他の委員さ

ん。いいか、悪いか、はっきりしていただかないとどうにもなりません。 

○副委員長（吉田正利君） 非常によくわかるのですが、落ち着いて、ゆっくり考えた方がいいと

思いますよ。今、急にどうこうということで、その方向性を話し合ったところで同じ結果しか出な

いと思います。時間を置いた方がいいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。どうですか。新政クラブさん、どうですか。結論を出さないと、い

つまで考えたってしょうがない話なのです。何も難しいことを私、言っているのではないのですよ。

簡単なことを言っているのですから。理解されたら、態度だけ表明してください。公明さん、どう

ですか。 

○委員（吉田和子君） 今、ずっと議論を聞いていて、今の議論を聞いただけでも、また同じこと

になってくるのかなってちょっと思っていたのですけども。ですから、やっぱり最終的には多数決

になるのかもしれませんけれども、議場に居てそういうことがバラバラとかということは本当にお

かしいことになると思いますので、やっぱり会派でやって意見が煮詰まるのかと言われたら自信な

いですし、じゃあ、ここでやって煮詰まるのかって言ったら、それもちょっとどうなのかなと思っ

ちゃいますし。悩んでいますので意見が出なかったのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長の提案に対して、議長が今、言われたのは、会派代表者会議を再度

やって４日に結論を出そうということな提起をしているのです。それについて、いいか悪いかとい

うことを聞いているのです。そのことを言っていただければ、それで決まりなのです。 
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○委員（吉田和子君） じゃあ、会派でやって、１回。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長の提案どおり、会派代表者会議があるということですか。 

○委員（吉田和子君） はい。煮詰めるような方向性で話し合うということでいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか、それで、皆さん。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） いいのです。それはいいのですけど。ただ、時間を置くのと、今日やるの

との違いがあるのですね。だから、うちへ帰って何回やってもまた同じことになるのなら、せっか

くあるのだから今日やったらどうですかと。会の会長さんとすれば、皆さんの意見を聞きたいとこ

ういうことなのだろうと思うのだけれどもね。だけど、また同じもとの木阿弥になる可能性がある

ものだからだと思うのだよ。だから、会長単位でざっくばらんにどうだと。もちろん議長も入って

もらってね。副議長も入ってもらって。そして、歩み寄る可能性はあるのですか、ないのですかと。

ないと言うなら、また、ないなりの考え方でやるより方法はないのではないかと思うのだけど。本

会議に提案する前に結論出なきゃ駄目なわけですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） もちろんです。ですから、４日の日には結論出しましょうということで

すから、私が今、言っているのはね。議長も同じことを言っているわけですから。その間に少なく

ても、各会派で意思統一はされてはいますけれども、再度、会長会議を開いて一定の意思統一をし

た方がいいのではないかと、こういうことであります。もっとざっくばらんに言えば、本会議の状

況も含めて議論をした方がいいということです、私が言っているのは。そこはちょっとわかってほ

しいです。それ以上はもう言えません。そのことは絶対必要ですから。必要ないとなれば、もうこ

れでやめますけれども、私はそれが必要だと思うし、混乱を起こさない最高の要因だと思っていま

すから言っているわけですからね。 

○委員外議員（根本道明君） それはわかっているのですよ、委員長の言っていることはね。それ

はもうみんな十分わかっている。本会議で多数決とか混乱を起こすということは避けると。だから、

議運があるということは、それは十分わかっている。ただ、この間の会派会議の中で、いつも同じ

ような話の中で毎回、皆、会派の議員を集めなきゃならない。そして、繰り返し、繰り返し同じこ

とをやっている。もうそろそろいいのではないのかというのが、うちらの会派の委員の中からそう

いうふうな話が出ました。だから、代表者会議を何回やっても、議運を何回やっても、もうそろそ

ろトーナメントならトーナメントで来て、16、17 に絞られたわけだから。だから、その中で一定の

結論を代表者会議の中で出してもらうとか、あるいは本会議じゃなく、手法としては事前に札入れ

をするとか、そういうふうな方法を決めてもらうということもいいのではないのかなというふうに。

今は要するにそういうことなのです。だから、代表者会議をまた日を改めて何回もやったって同じ

ですよ。日を改めて、こうやって議運やったって、また同じなのだから、答えは。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の意見。谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 結果はもう決まっていると言ったら、そうなのですけども。最終的なあれと

してですね、やはり会派の長が今のこういう現状を把握しながら確認するために集まると、そうい

うことでお話をしていただきたいと私は思います。ですから、やる時期については今日か、明日か、

明後日になるか、それはわかりません。だけど、やはり今、４日というような期限を出してきてい
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ますので、それまでにそういうようなことの確認の意味で集まっていただきたいとそういうふうに

思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。ございませんか。それでは、議長が提案されました会派代表者会議

を開くということについてはいかがでしょうか。よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、会派代表者会議は開きます。日程について、今、加藤委員の

方から本日開くべしと。他の委員から時間を置いて開くべしというご意見がございますが、これは

どちらがよろしゅうございますか。他の議運の委員の皆さんのご意見を求めます。谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 私の意見としてはね、今日、早々にやる必要はないのではないかなと。例え

ば、今、言った、４日まで時間あります。ですから、その辺のところでお互いに妥協して。僕はそ

ういうような考えです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 谷内委員の意見に賛同いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他。それでは、日を改めて開くということでよろしゅうございま

すか。議運の皆さん、どうですか。日を改めて開くということでよろしゅうございますか。 

［「異議なし」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。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのような形で会派代表者会議を議長の日程に合わせて開く

というふうにいたしたいと思います。以上で定数問題についてはよろしゅうございますか。 

 それでは、次。次にですね、議会改革の検証についての報告書が各議員に行っております。こち

らの方は全議員に行っていますね。この中身について、各会派でご意見ありますか。よろしゅうご

ざいますか、これで。これを最終案といたしますけど、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） これを第４回定例会で所管事務調査の結果報告ということで、議会改革

に対する事項ということで報告をいたしたいと思います。文案が各委員に行っておりますので、読

み上げませんけれども、ご検討の上、問題があれば４日の議会運営委員会で述べていただきたいと

いうふうに思いますがいかがでしょうか。 

［「異議なし」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、続きまして、その他に入りますけ

れども、一般質問の資料配付について。このことについて、前回の議会運営委員会で意思統一をし

ておりますので、その件について、申し合せ事項に載せたく思います。その点について、議会事務

局からの説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一般質問における資料の関係でございます。先般、認めないという

ことで決めていただきましたので、申し合せ事項に載せます文面を一応ひと通り、案として提出さ

せていただきたいと思います。読み上げます。 
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 「一般質問について。資料を用いた質問のあり方について。一般質問に際して、議場内で議員が

作成した資料などを配付することは、これを許可しない。ただし、議長が特に必要と認めた場合は

他の方法によることを指示する。」という内容を申し合わせしたいと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） これは前回の議会運営委員会で全会一致で意思統一をしております。こ

のように、申し合わせに追加したいと思いますけれども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） はい。そのようにいたしたいと思います。 

 それでは、その他のその他。資料について、２枚、大きなものと小さなものを資料が２種類出て

おります。会議の諸原則というのと、通年議会のイメージ図というのでございますけれども、事務

局から若干の説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から説明申し上げます。これはあくまでも私がイメージ図と

して作ったものでございますので、実際はこういう取り決めの運用をするかどうかというのはまた

別な話でございますので、その部分で認識をお願いいたしたいと思います。 

 一応、基本的には今の議会の運営の仕方、定例会４回の形の中で通年議会を実施したら、どうい

うイメージになるかという図でございます。まず、一つは条例上の規定がございます。今、条例で

定例会の開催は年４回となっております。地方自治法の規定によりまして、議会が定例会の回数を

決めることになっております。従来は４回以内という規定がなっていましたけど、現在、制限が撤

廃されております。条例上では、開催の回数と実施の月を定めることになっております。ですから、

通年議会というイメージであれば、従来、換算しているのは暦年制ですから、１月から12 月までと

やるのが形上は好ましいのかなと思われますので、１月開催ということで規定しております。条例

上では回数を１回、開催月を１回という形に定めるのが形になります。それで、招集告示をしてい

ただきまして、これは町長が招集告示をすることになります。開催されましたら、今度は議会の関

係になりますので会期の決定は議会が行うということになっております。この中で会期を概ね 12

月末ぐらいまでに行くような形で会期を定めると通年議会の形が取れます。ですから、340、350 日

会期を取れば、通年議会がなるのかなと思います。 

 方法としては、１年間ずっと続いているようですが、再開と休会を繰り返すことによって、今の

形の議会が維持されるだろうというイメージを持っております。次の下の枠を見てもらいたいと思

いますが、そこに実際上の議会運営と書いてございます。下に臨時会が書いてございます。実際に

１月に招集されますので、１月に１回集まらなければなりません。この時に仮に 350 日という会期

の決定をいたします。それで、会期決定した後、すぐ休会に入ると。従来、３月・６月・９月・12

月に議会をやっておりますので、その間は休会扱いになります。従来は、ここが閉会扱いになって

いましたけど、休会扱い。同じような扱いです。ただ、ちょっと締りが悪いというのは、再開と散

会になっちゃうのですね。閉じるということはないですから、ちょっと区切りがだらだらするかな

と。この部分だけ除けば、いい制度かなと思います。 

 臨時会の対応なのですが、これは、会議規則第10 条に「議長が特に認めた場合、議員の請求によ

る会議の場合、休会中でも会議を開くことができる」と書いてあります。これに会議規則入ります
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ので、後で10 条をちょっと見ていただきたいと思います。これにより臨時会の対応ができるという

ことです。例えば、４月～５月まで休会中でありますけど、町が追加議案を出したいと。今度は追

加議案、告示行為じゃないです、追加議案ということになります。追加議案が出た場合に議長が再

開の通知を出すということですね、議員さんに。休会中の再開を出すと。そういうことで臨時会の

対応はできるだろうと思っております。 

 従来、全員協議会をやっていましたが、全員協議会は極力無くなるだろうと私の方は解釈してい

ます。後で総括的に申し上げます。 

 今度は委員会の活動ですが、委員会も１年間動く形ができるという形になります。ただですね、

本会議中は委員会開催できない。本会議を開いている時は開催できないものですから、実質的に今

と同じなのですね、委員会の形はね。ただ、本会議閉会中の所管事務調査という取り方をしており

ましたが、それは議決でやっていました、従来はね。ただ、結果的には同じで、下にも書いてあり

ますとおり、会議規則73 条で「調査事項、目的、方法、期間をあらかじめ議長に通知しなければな

らない」となっております。所管事務をやる場合。ですから、議長に通知した場合、これを町側に

通知して、こういう所管事務が通知されましたよということを通知すれば、今までの議決と何ら変

わらない形で町側にも伝達できるだろうという考え方をしております。特にいいのは、１年間休会

中で本会議中でございますから、突発的なものに対応できるということなのです。災害起きた時に、

例えば産業建設常任委員会が、必要であれば現地調査にも行けると。例えば、すぐ本会議を開いて、

全員による特別委員会を開いて災害特別委員会を設けることも可能だということで大変、活動とし

ては活発にできるのかなと思います。それから、閉会中でないものですからね、特に従来、委員会

協議会という部分であったものについては、すぐ議長に通知して委員会としての活動にできるとい

うことなのですよ。だから、従来、記録に残らないとか、残るとかという議論は丸きり無くなると

いうことです。 

 全員協議会ですけど、例えば議案前に事前に説明しておきたいという部分もたぶんあります。そ

の場合は逆に委員会で開けばいいのですね。それで、全員が必要であれば、他の方を委員外議員と

して加えるような形で説明を受けると。ですから、全員協議会は必要なくなるということだと思い

ます。例えば、前回のような保養ホームの部分であれば、行政報告という部分でやって、これは町

側の協議になりますけど、そういう部分については一般質問を認めることによって、２日、３日空

けてから質問もできるような形も取れるのではないかなと。これは町の協議がいると思いますけど。

このような形でできるということです。 

 ですから、今の形をストレートに置き換えていって、何ら遜色はないと。ただ、表現上は閉会が

ないというだけです。再開と散会が使われるだけです。繰り返すだけということで。こういうよう

なイメージを掴まえてもらったらいいかなと思います。ですから、今やっている部分に負荷がかか

るような形にはならなくてもいいだろうと思っています。ただ、これは１年間開催していますから、

議会が例えば休会の幅を短くしようと思ったらできるのですよね。６回やろうということになった

ら、６回にも組み換えられますから。だから、町側にとっては、すごく危険なものを持たすような

形になっちゃうのですよね。だから、町の招集行為が無くなるのですよ。従来、議長に招集権を与



 - 26 - 

えろと言っていたことが可能みたくなってくるのですね。私はこういうふうな形でイメージしてい

ます。 

 もう一つは、議会の諸原則と書いていまして、これは議会としてルールを守らなければならない

部分なのですね。この小さいやつです。ここで、法律第何条と書いているのは、法律に規定されて

いることですから守らなきゃならないのですよ。どれかに該当するかと言ったらですね、今、ここ

の中で該当しそうなのは、例えば一時不再議の原則というのがちょっと。前にも出たと思いますけ

ど、１定例会の中で１回議案を出すと、否決されたものは再度出せないのですよね。ただ、１年間

ですから、例えば３月の定例会に出て否決された時に、じゃあ９月に状況変わったからって出せな

いかとなったら、これは困るのですよね。ですから、その部分は事情変更の原則ってあるのですよ

ね。だから、この部分はたぶん会議規則15 条を削除するような形になると思います。あと、私が見

た目で該当するのはこの６番の部分かなと思っています。ですから、あとの会議諸原則からいった

ら、ほとんど抵触しないだろうなという見方をしております。一応、参考まで、そこに会議の原則、

発言に関する原則、表決に関する原則、懲罰に関する原則、これは基本的に定められた原則ですの

で後で見ていただきたいと思います。ちょっと参考まで通年議会のイメージをお知らせしておきた

いと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。このイメージ図を見ると、ちょっと今までとは違った、文章を読

むのとは違った形になると思いますので、ぜひ、会派の中でもこれを見て、ご議論願えればという

ふうに思います。その他、何かございますか。ありませんか。 

                                           

○ 閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） 無ければ、以上で本日の議会運営委員会を終了いたします。ご苦労様で

した。 

 

（閉会 午後 ０時０１分） 


