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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 １２月１９日（火） 

  開 会   午前１０時００分 

  閉 会   午前１１時４９分 

 

○議事日程  

 調査事項  

○ 議長の諮問に関する事項について 

・議員定数の見直しについて 

○ その他について 

 

 

○会議に付した事件 

○議事日程  

○ 議長の諮問に関する事項について 

・議員定数の見直しについて 

○ 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   吉 田 正 利 君 

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

        吉 田 和 子 君                谷 内   勉 君 

        加 藤 正 恭 君         委員外議員  根 本 道 明 君 

議 長    堀 部 登志雄 君 

 

  

○欠席委員（０名）  

 

  

○職務の為出席した者の職氏名  

 事務局長   上坊寺 博 之 君         書   記   久 末 雅 通 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。ただ今から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。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○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。 

 

◎調査事項 
 

○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。局長。 

○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の調査事項ですが、１点目と

しまして議長の諮問に関する事項について、議員定数の見直しについて議論いただくことになっておりま

す。 

それともう１点ですが、その他としまして先般の定例会で議長が取り消しを留保した部分のご審議をい

ただきたいと思っております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） なお、西田祐子委員外議員につきましては欠席届が出ております。玉井委員外

議員につきましては連絡がございません。議会運営委員会のメンバーは全員出席しておりますので会議を

進めたいと思います。 

それでは議員定数の見直しについて、一定限度の話までいきましたけれどもこう着状態が続いておりま

す。その後、いろいろな動きがあるという状況の中で、現在の各会派の動き及びご意見がございましたら

ひとつお話を願いたいと。今年中に結論を出したいということにつきましては、依然私自身も変わらない

考えでおります。年末ぎりぎりになろうとも、そこまで詰めたいというふうに考えておりますので、各会

派のご意見を申し述べていただければというふうに思います。どこからでも結構でございます。どうぞ。 

はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 新風でございます。先般岡本部長の講義を受けました。いろいろと通年議会

の制度についての常識は持ったつもりでございますけれども、私どもその後の経過においては、どうして

もやっぱり当初の 16 名体制を維持したいという結論でございます。そういうようなことでよろしくお願

いしたいということでありました。以上でございます。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） オブザーバーですけれども、自分の今考えていることを皆さんに発表させ

てもらいます。 

 前回、岡本部長の話しでは、「地方議会はいたずらにその人数を減らしたり、それから調査権をなくし

たりすることにたいしてはまかりならん」というふうな話しで、僕もごもっともだなと聞いていたのです。

自分もできれば、共産党の言うような考え方で議員定数は減らすべきではない。というのが僕の腹の中の

一貫した考え方でした。 

 つまり、20 人の議員で頑張ろうというふうな自分の考え今も変わらないです。ただ、町民から言われ

たというようなことで、議長からの提言でこういうようなことになったわけなのですけれども、最初はや
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はり、議長の意見に言いたいのは議員定数を減らすというようなことであれば、18 人から 16 人というよ

うなことではなく、やはりきちんとした数字を出して、議長の提案は議員定数を 18 人から 16 人というモ

ジュールがあった提案だった、これに対して一言言わせてもらうと、やはり議長が提案する件に関しては、

17 人だったら 17 人、16 人だったら 16 人にしたいのだけれどもいかがなものかというようなはっきりし

た、そういうような提案であれば、是々非々でやっていけば良いわけで、こんなに時間が長く取られるこ

とがないわけなのです。だから、今後そういうような提案をするときには、雲をつかむような話を皆さん

で相談してくれということではなく、「私はこうしたい」というようなことをきちんと出して欲しかった。  

 それがここに至っては、こ ういうふうな状態になって２分されるようなことになっているわけなのです

けれども、今結論的にいうと、各会派の人方は譲れないと。「16 人は 16 人だ」。そしたら、これは人間を

16.5 にするわけにはいかないわけだから、そういうことでうちの会派の会長ともまだ相談はしておりませ

んけれども、ここで本議会に持っていて通すためには、我々の会派の中から 16 人で良いですというよう

な考え方を持てば、議会も混乱をしないで済むわけであって、一番心配なのは町民に笑われるということ

が「そんなことでいつまでやっているんだ」と笑われるのが一番悔しいわけで、不本意ながら、ただ私た

ちこういったから意地を張るというようなことが出ているけれども、そういうことではなく意地の張り合

いになってしまったら、それを収拾するためには、まず僕は 16 名で良いというようなことであれば、決

着がつくわけだから、自分は不本意ながら 16 でしたいというようにここで発表させてもらいます。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、前回の議会運営委員会のあといろんな事情もあり、また会派

の人たちの都合も悪くて、正直なところまだその後の会派の会合を開いておりません。今会派の一人であ

る根本委員外議員から、個人的にはという言葉を残しながら、調整するためにはそういうふうな考え方に

もなるというふうなお話しでありますが、私は会派の代表としては、今のところ 17 で走っております。 

それで十分に他の各位の意見も聞いておりません。委員長が年内にと言うのであれば、もう一度年末の

あまり切羽詰らないまでの間に、もう一度招集してもらいたいと。その間に会派会議をして、根本委員外

議員がこういう発言もされたと、会派としてはどうするかと。こういう結論を出したいと思いますので、

申し訳ございませんがもう少し時間をいただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） その他の委員の方、ご発言ございましたらどうぞ。今加藤委員から若干の時間

をいただきたいというご意見がございましたけれども、この点について。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今町清クラブのほうからそのようなご意見出ましたので、私は些少時間をか

けてもそのような意向で調整に入るということであれば、やはり時間待機したほうがよろしいかと思いま

す。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。私もそういう意味でいえば、あくまでも今年中に結論を出したいという考

え方は持っております。今そういうご意見が出されましたので、加藤代表のほうから年末ぎりぎりになる

べくならないうちというお話がありましたけれども、私は年末ぎりぎりになっても構わないと。町民の

方々がそれだけいろんなことで考えていらっしゃるわけですから、我々も同じ立場で言えば、あと何度や

ろうと私は構わないと思います。そういう中で、お互いにそれぞれぎりぎりの調整の状況ですから、通年

議会も十分頭に入れて、私の会派はこれ以上言う必要はございません。条件をきちんと整えていくという

ことも前提になっておりますので、そういう形で言えば今新風の吉田正利副委員長がおっしゃられました

ように、そのような処置をとりたいと思いますけれどもいかがでしょうか。良いですか。 

 それでは日程を先に決めます。今日はまだ議論することございますけれども、加藤委員、何日ぐらいま
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でにその形はできそうですか。25 にやりますか。 

○委員（加藤正恭君） １週間後くらいに、25 日、26 日でも良いですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 連休がございますので、その前というわけにはちょっといかないと思いますの

で、25 日あたりどうでしょうか。そのあとのこともございますので、そこまで考えたいと思いますから

25 日に議会運営委員会を行うということでいかがでしょうか。じゃあ、25 日月曜日の午前 10 時からと

りあえず再度議運を行うというふうに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、議員定数の見直しに関わる件につきましては、会派の調整上、状況

を再度各会派に徹底していただくと。今根本委員外議員の発言、加藤委員の発言等々も十分考慮しながら、

できる限り今年中に結論を出すという方向まで導いていきたいと思いますので、そのようにいたしたいと

思います。 

 次回の議会運営委員会は 25日午前 10時から行いたいというふうに思いますけれどもよろしゅうござい

ますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、第１番目の議長の諮問に関する事項につきましては、次回の議会運

営委員会に継続にいたしたいと思います。あとで通年議会のことも若干お話をしたいと思いますけれども、

最初にその他について、先日の西田委員の発言の取り消しの件がございますので、その件についても議題

に供したいと思います。事務局のほうでの説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 取り消しの部分です。先般の定例会で西田議員が発言した部分につきまし

ては、本人の申し出もございまして、議長が言っていないことをあたかも言ったというような勘違いで発

言されたことは、好ましくないのではないかということで、議長は本人の申し入れを受けて留保しました

ので、議会運営委員会の中でどの辺が不適切かというのを決めるということになって、このあと本人に確

認の上削除するということになっておりますので、内容をご覧になっていただきましてその部分を決めて

いただきたいなと思っております。 

まず、事務局で考える町が発言したというような表現につきましては、「今回の～」というところから 6

行目までの「私はその時点で」というところまで消したら、そういう表現が消えるかなと思っています。

もうひとつは、その２つ下に、「ところが」とございますよね。「というご説明をうけていました」と。そ

れを消したらある程度意味が通じるかなというふうに、事務局としてはおさえさせていただきましたけれ

どもいかがでしょうか。 

２答目のほうも、読んでなかなか意味が通じないところもあったのですが、この辺も私のほうでは関連

性がどういうふうな形で出てくるのかなというのをちょっと迷っているところでございます。 

あと、「民間にやっていただきたい」と言うような表現は、あまりないかなと思うのですが。 

○委員（加藤正恭君） 関連性がいろいろあるからね。全部削除したほうが、あれをなおす。これを直す

という訳にいかないでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全部削除すると三國谷助役の答弁だけ残ってしまうのです。２答目のとこ

ろ入って。一応ご本人は、「記録精査の上削除願います」ですから、議長はそれを留保していますのでよ

ろしいのかなと思います。前回のときにも取り消しの留保、決算特別委員会だったと思いますけれども、

その部分は議運でその部分を認定するということになっていますので、議運の中で認定されればよいかと

思っています。 
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 これ、削除した部分についてご本人に確認してから削除するということになります。 

○委員長（大渕紀夫君） いかがでしょうか。削除してもわからないのだよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の部分であったら、町がそういう答弁をしたと言う部分は消えるのかな

と思うのですけれどもね。まず、その部分を消すということだったものですから。 

 訂正ではないのですよ。削除ですから。 

この文章は町から入札をする予定がなくて、民間にやらせるといった部分を削除すれば良いのですよ。

だからそれは勘違いでもなんでも言っても構わないのですよ。町が言ったということを削除してください

といっていますので、その部分だけ消すということになったら、さっきの私が消した部分が確信なもので

すから、ここを消せば意味は通じなくても、こっちでは町がそのように言ったというのは言っていないの

ですよね。そのようなことはぐちゃぐちゃしていますけれども言ってはいないものですから、本当はさっ

き私が言ったところを消せば、町が言ったということだけは消えるのかなと、町から説明を受けたとか、

言ったとかという部分だけ。言ったということには答えていません。民間にやらせることがどうかという

ことは答えています。 

○委員（加藤正恭君） 町が参加しないということは、言ったことはないと。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは答弁の中では言っていませんので。休憩のときに言っていましたけ

れども。 

○委員長（大渕紀夫君） ここで、大切なのは本人の聞いている中身が分かるとか、分からないとかでは

なくて、事実と違うと言っているという部分を削除するという意味でございます。ここの意味が分からな

いからうんぬんという議論ではございませんので、町が入札に参加しないと言ったとか、すると言ったと

か、事実でないところだけをきちんと精査するという中身でございますので、そういうことで言えば、私

は事務局が提案した削除の仕方が一番ベターだなというふうに感じておりますけれども、そういう意味で

いうとね。その後、発言者がどういう意味でいったとか、そういうことは関係ないのです。ですから、そ

ういうふうに考えていただければ、今の事務局の提案で十分中身は精査できるというふうに考えますけれ

どもいかがでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） くどいようだけれども、三國谷助役の答弁は議事録には載っていない休憩中の答

弁だと。そういうことで理解すればいいわけですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ここの休憩、再開の合図で確認を取っています。言っていませんよという

話です。議長もそこは言っていないというので好ましくないということで。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、確認をいたします。「今回の～」という一番最初の部分から、それ

を入れて 6 行目の最後のほうに「この白老町が特別に」とありますね。「この時点で」の「で」まで、こ

れをカット。ですからこのようになります。 

 「西田裕子君」と言った後、「この白老町が特別購入するというものではなく、民間の方々でできれば

この施設を買っていただいて、その営業をしていただきたいのだと」そこからまた「ところが」というと

ころからその下、「ご説明を受けていました。」まで、その部分削除であとはそのまま残すと。そういうこ

とで行きたいと思いますがいかがでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 本人は要するに民間の方にやってもらいたいというふうな質問なのですよ

ね。 

○委員長（大渕紀夫君） 趣旨はね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。 
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○委員長（大渕紀夫君） 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） この件につきましては、今確認されましたところのことを本人に確認をし、そ

れでよろしいということになれば削除いたしたいと。原本には残りますけれども配付するものについては

すべて削除するというふうに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） 議長それでよろしゅうございますか。 

 それでは、西田祐子議員の削除の部分につきましては、以上のような形にしたいというふうに思います。 

 次に、直接のものではございませんが、せっかくの機会でございます。先日、全国議長会事務局の岡本

調査部長の講演がございました。これについての感想、ご意見、また今後の方向等々につきまして、やる、

やらないとかそういうことではございません。ご意見がござましたら、この機会ですので少し意見を賜っ

ておきたいというふうに思いますのでございましたらどうぞ。はい、根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） この間岡本部長の話を聞いて、僕いろんな講演を聞いていましたけれども、

あれほど物事をズバットえぐり入るような話を聞いて、本当に爽快な気持ちがありました。今後、本当に

冗談で言ったのですけれども、議員研修会とか議員視察とかといって、お金をかけて出かけるよりは、そ

の何分の一かで済む岡本部長に、札幌へいらしたときに白老へ寄っていただいて、もっともっと時間を取

って、勉強してみたいなと。そのように自分では考えていました。 

 前回、記録は取っていたのですか。講演の記録は。 

○事務局長（上坊寺博之君） テープには取っています。 

○委員外議員（根本道明君） それをやはり、字面に起こして後でもう一度見たいなという気持ちがある

ものですから、もし起こせるものであったら起こしていただきたいなと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 個人的な見解でございます。そのあと会派の中で話をしてどうだこうだともんだ

わけではございませんので、あくまでも個人的な見解なのですけれども、非常に地方議会の未来の理想的

なあるべき姿ではあるなというふうには感じました。いつでも議会も開ける。そして町側の、いろいろ物

議をかもし出しています専決処分の問題も解決もしますし、いろんな意味で非常に理想的であり、議会改

革としては今後本当にあるべき姿ではないのかなというふうには感じました。 

 しかしながら、現状をいろいろ私なりに分析してみた場合、なかなか現実的にはハードルが高い部分が

あるのではないのかなと思います。と申しますのは、やってみなければどういうふうな体制なのか分かり

ませんけれども、一言で言うとやはりこれ常勤という形になるわけなのですね。 

 定例会が今年間 4 回開かれていますけれども、それが現実的に更に増える可能性もある。逆に言えばテ

ーマがなければ少なくなる。２回か３回でいいかもしれない。ただその辺の全貌が分からない中で進んで

いきますと、私は報酬の点にこだわって考えたいのですけれども、これをやったときの本当に、私よりま

だ若い 20 代や 30 代の人が議会活動に対して興味をもち、まちづくりに興味を持ち、本 当に議員になろう

かと思う人たちが出てくるのかなという懸念があるのですね。 

 ですから私は、もしこう言ったことでいわゆる常勤のような形をとるのであれば、兼業でやられている

方、あるいはそうではなくて本当に専門職として議会活動にトライしてみようと思うのであれば、最低で

も近隣の市で出しているくらいの報酬にしなければ、私はかえって年金をいただいている方々でないとも

っともっと出にくい環境になっていくというようなことを懸念しております。 
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 非常に、今地方議会に対しても、議会離れ、議員離れという現象も起きているというやにも聞いており

ます。そういったことを若干懸念にしております。ただ、このこと事態に対しては決して反対ではない。

あるべき姿というのは非常に分かりますし、僕はこの前の研修会は非常に勉強になったというふうに思っ

ております。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 岡本部長の講義を拝聴いたしまして、通年議会という趣旨については十分承

知いたしました。それで、一つ講義を受けた内容で、執行部体制と議会の関係についてもう少し詰めた研

究が必要ではないのかなと。議会の進め方としては非常に考え方としては斬新で素晴らしいと思うのです

が、受ける執行部の体制、逆の立場から見ると非常に懸念材料が多くなってくるというような印象を受け

ました。そのようなことで、今後執行部との調整あるいは合同の会議その他についての考え方も、打ち合

わせ等が非常に必要になってくるのではないかという考えが、この間もちょっと出てまいりました。 

 それから、第２点は上位法の関係で、要するに地方自治法その他の関連の中で、現在部長が推奨してい

るのは、あくまでも現行法の中でできる限り通年議会という進め方については、こういうふうなことがで

きるのだという具体例を示されました。しかし、本来もう少し上位法の関連の中で、本当にどうなのかと

いうつめが必要ではないかなというふうなところが気になりましたので、私の感想でございますが、以上

２点が最終的に、私の結果として出されたものであります。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私はですね、通年議会については反対ではありません。ただ、今お二人の委員か

らいろいろ話がありましたけれども、私はこういうことは邪道かもしれませんけれども、通年議会をやる

ことにあたっても、ある程度の条件的なものを設けることができるかできないか。これはちょっとおかし

な話だと思いますけれども、ですけれども、そういうところはある程度最低限のところを設けながら通年

でやるというような、そういう方法もひとつの方法でないかなと思って今考えています。 

 もう１点は、まだ表面的なものしか把握していないもので、もっともっと深くこのへんのことをみんな

で検討する必要があるのではないかと。そういうふうに感じました。 

 ですから、再度話を戻しますけれども、通年議会については全く理想の形かなと、そういうような形で

受け取っています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この通年議会、いろいろ勉強しながら、部長の話を聞いておりまして今の自治法

との関連を、もう少し今の自治法の範囲内で何か一部法解釈でできるのだと、こういうふうに進めている

部分が何かあるのではないのかなと。通年議会の考え方そのものはいいのですが、今の自治法に抵触する

部分が、もう少し詰める必要があるのではないのかなと。 

 例えば、大渕議員が質問した一時不再議の原則ですね、あれなんかもちょっと問題だろうし。それから

会期不継続の原則とかというのもあったように、何か２つか３つ心配なことが今の自治法との関連で、も

う少しそのあたりを細部にあたって勉強しなければならない部分があるのではないのかなと。通年議会そ

のものは良いにしても、必ずしも途中で、今まで我々慣れているものですからそういうふうにやってきた

のですが、通年議会になって今の議会とどう変わってしまうのだと。それは細部については山本委員の心

配やら、うちの会派の人の心配やらは、取り決めをすればある程度、今までと同じように年 4 回やるなら

4 回やると取り決めをしておけば何も変わらないし、それは構わないと思うのですけれどもね。取り決め

のほうも含めて議論していかなければ、通年議会は良いよ。だからそのまま突っ走ったのでは危険性があ
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ると思うので、もう少し細部にわたって、「これはどうなのだ。これはどうなのだ。」ということを十分理

解した上での通年議会の議論というものを考えなければならないのではないかと思います。 

 今すぐやるというのではなくても、どこで勉強するかは別にしても、もう少し認識を深める手立ては今

後必要ではないのかなという気がいたします。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私も、今白老町が目前に議会定数のこと、議会改革、これから第３次に取組んで

いくわけですけれども。そういった中で定数を削減するためのチェック機能を充実するためにはどうする

かということで通年議会の話が出てきました。それを聞いていて、もうちょっと具体的な話が、法的なこ

とだとか、どう進めたら良いのかとか、議会の立場はどうなるのかという、行政はどういうふうな対応を

していくのかというようなことが、もうちょっと具体的に話しされるのかなと思って、その話を聞くと私

たちも、じゃあこういうふうにできるのではないかという考えがもてるのではないかと思ったのですが、

それ以前の議会の内容といったお話のほうが多かったものですから、議会の置かれている立場というのが

明確に言われたような気がします。そういうようなことからすると、もうちょっと私たち、加藤委員がお

っしゃったように具体的にきちんと勉強しなければならないなと１点思いました。 

 それから、一つ厳しい指摘があった。議会は討論のための広場であるというお話をされて、私たちは会

期というひとつの今までの議会のあり方、その定例会でも何でも日程をこなしていると。消化しているだ

けではないかと。そういうふうに言われたときに、ちょっと反発も感じたのですね。｢そうじゃない、一

生懸命にやっている。｣というような思いもちょっとあったのですけれども、だけれども今までのもの何

が問題点があるのかということもきちんと、私たちもう１回、今までやってきたことですから、それもみ

んなでもう１回きちんと対比して、だからこういうふうにやらなくてはだめなのだということをもう少し

明確にして、その上で取組むべき方向性をきちんとしてやっていくべきなのかなというふうに思って聞い

ておりました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 付け足して自分の考えを述べてみたいと思うのですが、通年議会ということにな

りますと、長い間の染みのようなもの、悪い染みなのでしょうけれども、ひとつの緊張感というものが、

「3 月議会だよ」｡「6 月議会だよ」、｢９月だよ｣、｢ 12 月だよ｣という区切りがあるものだから、議会が終

わったらやれやれという緊張感がほぐれて、また次の議会に臨むと。一般質問をする。代表質問をする。

｢どうしよう、こうしよう｣という勉強になる。常時議会が開かれているものだから、そういう緊張感が持

つのか持たないのか、その人の個人の考え方だろうけれども、逆に考えると、悪く考えると、やれやれと

いう息抜きの暇がないような気もするのです。果たして１年間やるとしても、１年間そういう緊張感が持

つかなと。普段は我々議員としては、常にそういう緊張感を持って臨んでいるのだけれども、その中でも

より緊張感と、少しゆっくりすると。緊張感、またゆっくりするというような、そういうゆとりが必要な

のだけれども、ゆとりがなくなってきて、常時緊張感をしているのもいかがなものかなと。いつ招集され

るかわからないということですから。そのあたりの息抜きも時には必要かなという気はするのだけれども、

そのあたりみんなどのように考えるかね。そのような感じも実はしているわけです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブです。今回の岡本部長の研修については、おおむね評価ができる研修

会だったなというふうに、自分としては考えております。 

 今皆さんの意見を聞いていて、通年議会の考え方の意見が非常に多かったように思うのですけれども、
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僕は今回の岡本部長の話の中身で、やはり議会が外部的にどのような見方をされているのかという点です

ね。例えば職員も議会の存在をあまり理解していない。町民も地域の人たちも理解していないと。その根

底はどこにあるのだということは、発信をしていないということですね。僕はそういうふうにとらえたの

ですよ。 

 ただ、うちの議会としては、議会改革の中で議会報告会、出前トークなど、いろんな方法で取組んでい

ますよね。それでもまだ不十分だということを僕は理解しました。それから、議会事務局員になられた方

のお話を聞いた時にですね、うちの上坊寺事務局長もそのように考えられているのかなと、顔をまじまじ

と見たのですけれども、立場的に見ると面白い職種なのだろうなというふうに思いました。 

 我々は、やるべきことはいろいろと岡本部長の話の中ではヒントはいっぱいあったのかなというふうに

思っています。そのひとつの手法として、今回定数の問題から通年議会という議論があって、それがどの

ように反映されるのかなということは、先ほど吉田和子委員が言ったとおり具体的な事例がもうちょっと

聞けたら良かったなというふうには思っていますけれども、これは私の私見ですけれども、うちの白老町

議会の今の議会の体制の中で、僕は十二分に通年議会は対応できると思います。ただ、これをきちんと仕

組み作りを、谷内委員も、山本委員も言っていましたけれども、きちんと明確に積んでいくという作業は、

これ第３次の議会改革の取り組みで、僕はやるべきだと思っています。 

 ただ、その通年議会をすることによって、定数がこうだよという言い方は、まだそういう状況ではない

というふうに今の時点では申し上げたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうですか。 

私も何点かあるのです。一つは具体的な事例がないのは当たり前です。やっていないのだもの、だから

それを我々が作るかどうかというだけの話しです。そこは私割り切っていったほうが良いと思います。 

 それともうひとつ、これ議会ですから、岡本部長が言われたのは、議会の果たす役割とは一体何なのか

というのを僕は問い掛けているのだと思うのですよ。ですから、具体的な事例がないから具体的な事例が

あるまで待っていますよという考え方だとしたら、それは何も新しいことはできないということですね。

ですから岡本部長が言っているのは何かといったら、議会の果たす役割って一体なんのなのかと。 

 その中で町民が議会に望んでいることはなんなのかということを投げかけているのだと私は思いまし

た。はやりのはんてんを着るとかそういうことではないのですよ。今の状況の議会をどうやったら打開し

ていけるのかと。 

 山本委員が言ったこと、本当に心の中ではみんな思っているのだと僕は思いますよ。ちょっと僕違う部

分もあるのだけれどもね。 

 そこで、町民のために夜間議会をやるのではなくて、我々が仕事上必要だかたら夜間議会をやるという

考え方になったらどうかということです。 

 例えば、行政改革推進委員会というのは全部夜やっているのですよ。議会はみんな昼間やっていますけ

れどもね。この間、僕ここから 6 時半に帰るときに会ったのですよ。｢なんですか、今日｣と聞いたら、虎

杖浜の女性の方ですよ。「これから行革推進委員会があるのです。」「働いている人が出られないから夜に

やっているのです。」「議会の皆さん良いですよね、昼ですから。」と言われました。 

 我々の考え方が、逆になっているのではないのかなという気がすごくするのですよね。 

それから自治条例も、僕ちょっと認識が違ったのですけれども、自治条例の一般公募の人は無報酬です

か。 

○事務局長（上坊寺博之君） 検討委員会は無報酬ですよ。 
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○委員長（大渕紀夫君） それで、検討委員の方から私のところへ、長い長い手紙が来たのですよ。自治

法上おかしいのではないかと。町が委嘱した者に対して報酬を支払わないのは自治法違反ではないのかと

きたのです。だけれど、町民の方々自治条例のときはどこかの部分で無報酬でやっているのだわ。夜出て

きてただなのだわ。だから、町民の人が思っているのはそういうことを思っているのさ、だから我々が夜

間議会をやると考えたら、町民の人が聞きにこられるから夜間議会をやるかと思っているけれども、違う

のですね。 

 本当に働いている人が仕事が終わってから出て来られるのは夜に議会をやれば出られると言うことな

のですよ。今回から説明員は必要な者しか出さなくて良いということになりましたから、関係ある人以外

は議会に出なくていいのですよ。だから議会だけが議論する場合は議会だけが集まってやれば、議会事務

局の職員はこなければだめだけれども、あとは誰もこなくて良いのですよ。町民はなんぼ傍聴にきてもい

いわけだけれど。 

 そうやって考えていくと、我々が自ら改革できること。本当に改革しようと思ったら改革できることは

すごくあるような気が私はしました。だから、結論的には何も今の状況を変えないで、私はできるのでは

ないかと。これは局長に聞いた話しです。私が考えたことではないです。 

 こういうことです。例えば１月 5 日に議会を招集して、加藤委員が言ったように３月 31 日の会期末で

閉めちゃうの。その間だけやる。これだって通年ですよ。そしたら、３月 25 日に議会が閉まったら、３

月 25 日から 4 月２日なら２日までだけが閉会さ。一時不再議、これを４回やれば通年議会と同じことが

できると。これは局長の案です。僕の案ではないです。局長に、大渕さんそうやったらできますよと僕が

言われたの。 

 考えたら、そうやったら何が今と違いますか。だけれど常任委員会はいつでもできるわけさ、これやっ

たら。チェック機能を増すということで言えばそこのところが今の一番大きな眼目だから。一般質問がた

くさんできると言うことではないでしょう。そうしたら、今回例えば、１月の 10 日なら 10 日に議会を招

集して、３月の定例会の末日までを会期とする。というふうに決めるわけさ。そして３月の末日になった

ら閉会するのさ。そしてまた４月の頭になったら開会して６月の末日、定例会の末日に締めるのさ。そう

したらできると言うことが、そういうことを局長が言ってくれたのですね。 

 そういうことを僕は本当に議論していく。それだって考え方通年議会と同じですからね。何も違うとこ

ろはないのです。同じことだから。はいどうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） さっき私が意味をこめて言ったのはそういう意味ですよ。具体的な事例がないと

いうのは、岡本部長の話だと１回開けばいいのですよという言い方をされると、一体そこにどういう弊害

が出てくるのかなとか、どういうメリットが出てくるのかなという話を、分かるよ、常任委員会が絶えず

開ける。それから臨時会はない。専決処分もできなくなるよと。これは理解できますよ。だけれど、ずっ

とやりっぱなしの中でいつ、例えば１年間ですから翌年の前の日までやるのだという話なのか、今言った

ような、こういうふうに切れるのですよと。そういう考え方も取れますよと。それを言っていただければ。  

○委員長（大渕紀夫君） それをみんなで議論しましょうと言うことを僕は言っているのだよ。だから、

僕が言うことではないの、皆さんが言うことなのさ。 

○委員（吉田和子君） だからさっき言って、具体的に今後どうするか詰めてやっていったらいいのでは

ないかって。 

○委員長（大渕紀夫君） 違う。僕が言っているのは、僕の言っていることが良いとかそんなことをいっ

ているのではなくて、私はこういうふうにここまで、今の段階ではこういうふうに考えていますよという
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ことを言っているのですよ。そういうことを皆さんが今言われたことを具体的にもっともっと言ってもら

えれば言いのです。そうして詰めるということが今必要だろうということを言っているのです。 

 誰かが出すものではないのですよ。みんなで出すものなのです。だから、そのことを言っているのです

よ。はいどうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） だから、今そういう議論に発展していったけれども、そういうことを踏まえて僕

は全体としてやるべきですよと言っているわけですから。だから、それを議会改革の中のひとつの取り組

みとして積み上げていきましょうと。これが来年の改選をする時の定数を減らすという条件にはならない

よということをいっているだけですから、それを理解して欲しいと思う。 

 ただ、今委員長のほうからお話のあった、局長からそういう提案をされたという話も、そういうのを我々

から議論してくれと言われたって、我々は今いただいているこの冊子で書いていないものをやるよという

ことなのですから。だから、ある程度シミュレーションといったら悪いけれども、こうなるとこう考えら

れますよと、だから一時不再議の話だって岡本部長の話だと、文面を変えればいいのだ。差し替えをすれ

ば一時不再議にならないという言い方をしたでしょ。そういう方法があるのだということは頭に入るわけ

ですから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでどうぞ、意見続けてください。 

 私が言いたいのはどういうことかというと、なるべく早くやったほうが良いだろうと言う意見です。で

すから具体的なことを言っているだけの話しです。私は、熊谷委員と違うのは、来年の 11 月からやるの

では多分遅いだろうなと思っていますから、そういう意味で言っていますので、私はそういうことでどん

どん意見を言って欲しい。はいどうぞ。 

○委員（吉田和子君） この間の岡本さんの話の感想と言ったから感想を言ったのです。これからどうす

るかと具体的なことを話し合おうと言ったら、それを言わないで言ったから、みんな感想だけで、だから

もっと具体的なことをきちんと詰めていかなければいけないのではないでしょうかと言ったのであって、

それをどうするかという議論をするのであれば、またそういう考えで会派でも話し合って、また具体的に

やらなければならないと思うのです。 

 さっきは感想と聞かれたので、感想を述べただけです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。はいどうぞ山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私個人の本音を述べさせていただきますと、私個人のですよ。今でも、例えば緊

急の議運があった。しかしながら経済活動の中でも最重要のことも、たまたまその日にある。そこで判断

が非常に厳しい局面に立たされることがたまにあるのですね。 

 それで、ときには会派の代表に「こうこうこういう事情だから、申し訳ないけど今日の議運はお願いし

ます。」と言うようなことも何度かあったと思うのですけれども、その辺のところが、やはりクリアして

いただかなければ、通年議会なのだからすべてが議会優先にしなければだめだよという形になってしまっ

たら、経済活動もしながら議員もやっている人間にとっては、非常に辛い者が出てきまして、そうなって

くると最終的には、どっちを選ぶかと言う判断に立たされるということも懸念していたのですよ。 

 ですから、細部にわたってのことに関しては、これから研究していきましょうと言うことでございます

ので、それに関してはどんどん進めていただければいいかなというふうに思います。ただし、先ほど熊谷

委員が述べましたように、今回定数を是正するのとあくまでもセットでやらなければならないということ

であれば、これに関しては私はちょっと賛成承服できかねるものがございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 最初に私が発言したとき感想と言いましたので、それで取り違えた方がいらっ
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しゃるかもしれませんけれども、私は議会の議員が議論すると言うのは、時間があればいくらでも議論を

したほうが良いと思っていますので、もちろん最初の話し合いのもとを引っ張るためにお話ししましたけ

れども、ぜひご意見いろいろ出し合って、それは今山本委員が言われたように、セットにするかしないか

とかそんなことを今結論出そうなんて考えているのではないですから、そういうことではなくて、本当に

いいものであれば取り入れるべきだし、本当にだめなものならやらないほうが良いわけだし、本当に皆さ

んがやったほうが良いと思っているなら、早くやれるものなら早くやったほうが良いわけだし、そういう

ことを含めて、理事者の誰もいないわけだから、ここで議論したことが決まっていくわけですから。そう

いうことで、やっぱり議会運営委員会といえども、個々の意見ではなくて、個人の意見なんていくら出し

てもらったって構わないわけです。それをまた持って帰って、会派で議論して持ち上げてくると言うとこ

ろが、私は議会の一番良いところだと思っていますので、ぜひそういう点で考え方含めてありましたら、

差し障りのない範囲でどうぞ。いくらでも議論しても構わないと思います。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 確かに通年議会というのは、いろんなテクニックがあると思うのでそれはそれと

して、その他に町の理事者とのヒヤリング、これは大事な問題で、議会で決めたのだからこっちに従えば

良いのだということではなくて、やはり向こうには向こうの｢こうしてもらいたい。ああしてもらいたい。｣

お互いに調整すると。譲り合うところは譲り合いながら、良い方向に持っていくというためにも相当、お

互いにヒヤリングしなければならない。こちらの案が例えばできたとしても、ある程度幅を持たせて、町

の理事者ともヒヤリングをしながら、お互いに譲るところは譲ってうまく持っていくと。こういうような

運営をしていかなければならないと。時間は結構かかると思うのですよ。だから、その結果を見て日にち

を決めれば良いことで、11 月までとか 12 月までとかって、こういう問題ではなくて、一生懸命やること

は良いと思う。なるべく早くというものであればね。やろうという意思は変わらないにしても、お互いに

そういう問題も出てきますから、日にちを切るというわけにはいかないと思うので、なるべく早くという

程度くらいの話しかできないと思うのだけれども、皆さんと精力的にやって見ましょう。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 16 日のあの話を聞いた一課長からお話をさせていただいたのですが、冒頭何を

言っているのか良く理解ができなかったと。私といろいろ議論をしている間に、今加藤委員がいうような

話の懸念もあるねというお話をしたところ、「そうなると、我々職員もかなり緊張感を持つね。」っていう

言い方をされていましたね。 

 ｢これはいい感覚だな。｣というふうに思いました。以前は、議会対策というような絡みで、課に答弁も

うまいそれなりの裏わざと言ったら悪いのですが、使われていた方もいたというふうにその課長さんも言

っていたのですけれども、そういう配置はまた必要になってくるのかなと。 

 ただ、今のような｢大変だ。大変だ。｣ということの認識は、議会も我々職員も持っているけれども、そ

れが、変な話なのですが「あれも、これも」でしょ。だから、｢これとこれだ｣というところまで詰めるの

には、やはり通年議会というのは良いのかもしれないという言い方になりましたね。 

 だから、なかなか良い的を持っている課長さんだなと、誰だとは言いませんけれども。僕はやっぱりあ

の話を聞いて、ソフトと言ったら悪いですけれども理念だとか考え方は、やろうと思えば今の体制の中で

もできると思うのですよ。ただ、ハードの部分ですよね。会期の長さだとかそういう積み上げたもので、

理事者側はどう対応して、そのひずみがどう出てくるのかということをきちんとこっちも考えてやらなけ

れば、ただチェックするよ、だけではなくて必要かなと僕は思うのですよね。 

 岡本さんも言っていましたけれども、白馬村で今進めようと言うことなのだけれども、議会が議会を決
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めることですから、いろんな諸問題は別として、これは早急に皆さんの意思統一を図ったほうが良いのか

なと。今の話を聞いていると、取り込みをしようよということは変わりないと思うのですよ。だから、通

年議会にするという前提で取組みをするという意思表示はすべきではないかなというふうに思いますけ

れどもどうでしょうかね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 具体的なものなのですけれども、この間常任委員会の所管事務調査を・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっとすみません。議長が上京いたしますので暫時休憩いたします。前段の

意見が出ましたのでいいですよね。 

 

休  憩（午前１１時００分） 

 

再  開（午前１１時１４分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今通年議会の議論の中で定例会の問題が議論されています。これ私も始め

てみましたけれども、局長がこの件について「定例会の回数」の変遷という資料を作られたようですので

ご説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいですか、一応これは通年議会の議論の中では１回はしなければな

らない問題だと思います。定例会の回数がどのように歴史的に変わっていったかというのは、これは１回

おさえておく必要があるかなと思って作りました。 

 まず、定例会の動きとしては４回くらい動きがあるのですね。16 年に回数制限がなくなって５回目と

言うことで、その中でどういうような流れをおっていったかというのはですね、戦前における帝国議会も

含めてですけれども、これは国と同じような議会制度だったのですね。と言うのは、都道府県と市は通常

会と臨時会、今国会でやっているような形式だったのですよ年１回。町村会というのは通常会・臨時会の

区別なく必要な時にだけしか開いていなかったのですよね。組長が任命だとか、そういう部分もいろいろ

ありましたけれども、それが昭和 21 年に地方制度が変わるのですよ。というのはこれを変えるときに、

まだ終戦から新しい議会ができるまで帝国議会だったので、一応年４回以上の定例会の改正案を出したと。

この理由としては地方議会の活動分野の拡大と臨時会の付議案件の増加、もうひとつは地方議会の権限が

拡大されたと。それと町と議会が定期的に協議することは有益だということで、従来の年１回の通常会と

臨時会を変えて、市長会は隔月、ということは年６回。町村は年 4 回以上という規定を設けようとしたわ

けですが、そのころＧＨＱ総司令部がありましたので、総司令部は月 1 回開催しなさいと言うような、こ

れは民主化の道であるという主張が強かったのですよね。内務省と折衝した結果、年 6 回以上という規定

が昭和 21 年に設けられたと。年 6 回以上で最低 6 回ですね。それ以上設置しなさいと。 

 この考え方が、22 年の地方自治法にも引き継がれたんですよ。ですから地方自治法が制定された時に

は年６回以上の地方議会ですね。これがどういうふうに移っていったかということは、25 年のひとつの

改正の中で、政府は要するに国と同じようにしたいわけですよ。通常会と臨時会に分けて年１回、臨時会

随時という形に持っていきたいという、回数を抑えるような提案をずっとしてきたということなのですね。 

 その時に都道府県の定例会はまず４回以上とすると、市町村は従来以上と。道府県の回数を減らしにか

かったと言うことなのです。なぜかというのは道府県議会は区域も広いし、要するに欠席議員も多いと。

それで６回以上になったら会期を短縮せざるを得ないと。案件が限られた条例ですとか、追加予算に限ら
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れてあとは雑件扱いされているという部分もあって、もっと減らして充実を図っていくと。これも国に近

づけるための一つの方策だったのではないかなと思います。 

 だから、その時地方の反発がすごく強くて、また他の部分もありまして国会では議案の修正をして削除

しちゃったのですよ。25 年の時にはですね。 

 27 年にもう１回地方自治法の改正案が出されまして、このときに年４回になったのです。というのは

政府の提案としては定例会・臨時会を通常会・臨時会に改めるという提案だった。要するに国と同じ方式、

定例会という概念をなくして年１回。通常会は年１回として毎年２月、３月に召集すると。会期は府県で

は 30 日、市は 10 日。臨時会の招集権の期限を認めたということで、これを出しました。というのは国は

地方議会と国を分ける理由はないと。もう１つは地方自治法５年を経過して、民主主義の訓練の段階はも

う終わったと。要するに町と議会が定例的に協議して民主主義を作っていくという訓練はもう終わったと。

行政は簡素合理化から、議会の運営も通常会と臨時会に戻すという部分で、理由としては出されました。 

 そのとき地方議会も猛反発をしました。ただ、知事会が賛成に廻ったのですね。要するに臨時会を議会

と協議すれば通常会１回に改めてもいいだろうと。年６回以上定期的にやるというのは自治に対する不当

な干渉である。これは茨城県知事の談話みたいですが、国会で説明した部分だと思いますけれども。 

 こういうことから、年 6 回以上の部分が年４回になりました。そうですね。これは年 4 回という規定だ

ったのですが、昭和 30 年にもう１回改正の動きがありました。ここのときから第一次地方制度調査会が

できまして、答申が 28 年度に受けまして、地方制度の改革に関する答申が出されたと。その時に定例会

を通常会に改める。委員会制度の大幅な改正が示されまして、その時にいち早く都道府県、市・町村議会

の議長会は反対する全国大会を開いて、反対運動を推進したということもありまして、政府は反対運動と

他の政治事情により審議未了にして、これは昭和３０年のときに廃案になったのですね。 

 ただ、その時に当時自治庁といっていましたが、自治庁は廃案を受けて次期国会にまた再提案するとい

う文を、廃案になったと同時に終了後の会見で述べました。地方議会を刺激したわけで、地方議会も直ち

に断固反対するという表明をいたしました。 

 昭和 31 年に前の廃案を受けて再提案され、その時に自治長官と地方議会が調整に入ったと。要するに

痛み分けです。自治庁は通常会制度を断念する。その代りに年４回ではなくて年４回以内に制度改めたと

いうことです。要するに都道府県から、小さな村まで年４回というのはおかしいと。その実情に合わせて

年４回もあったり２回もあったりということでいいのではないかという内容の趣旨であったろうと思い

ます。 

 そして昭和 31 年に最終的に自治法改正になってからしばらくずっと改正はなかったということでござ

います。 

 平成 11 年度に地方分権の流れがあって、16 年度にこれは岡本部長も言っていましたけれども、ひょん

なことでなったのだという話をしていましたけれども、16 年度の改正で回数制限の撤廃が取れたという

ことでございます。ですから、この撤廃が取れたというのは、要するに地方議会の活性化を図るために、

回数増を望んでいたのですけれども、全国では１カ所しかやっていないということで 16 年度の改正に至

っていると。要するに定例会の回数は国のほうの、政府の流れの中で、国会と同じようにしたい。したい

といった変ですけれども、通常会と臨時会の流れで今までも来ていたと。それに地方議会が反発して一応

年４回以内という部分で守ってきたという部分の流れがあったという書き方がされていました。概略はそ

ういうことであります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今定例会の流れについて事務局から説明がございましたけれども何か。
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このこと以外でもいいですよ、あればどうぞ。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 休憩前の熊谷委員の発言を伺ってのことなのですけれども、白馬村のように今や

ることを決定して、それからいろいろ詳細については調査研究したらどうかというご発言がありましたけ

れども、もしそのような方向になった場合というか、そういうことをやるとすれば、今までのいろいろな

皆さんからの議論というのは何だったのかなというふうに私は思うのですよ。法の解釈上のこともそうで

す。あともう少し具体的な話が岡本部長から聞きたかったという意見もありましたし、いろいろ意見があ

ったということですね。 

 巨人の桑田がパイレーツに行くのか、あるいはレッドソックスにいくのか。お金だけじゃなくていろん

なことを吟味してパイレーツを選択したということで、昨日パイレーツに決まったと思うのですけれども。

細かい細部にわたっての条件だとか、そういったことを精査をしないうちに、こんな大事なことをやるか

やらないか今決めてしまえと。こんなことにはならないと私は思いますよ。もしそんなことをしたら、こ

れは大きな問題です。私は絶対にそれは反対します。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ご意見ありましたらどうぞ。はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今、ひとつの事例を挙げて詳細をどうこう論議しているわけですけれども、

できれば私、局長忙しいときに大変なのだけれども、現在の議会の流れ、定例会・臨時会含めて、現状の

過去１年間の流れをきちんと組んだ中で、これがこの制度に乗っかったらどのような流れになるのか、同

じひとつの流れの中で、応用としてこのような方向性になると。 

例えば、現在の年間の行事計画がこれを実施することによって、通年議会を実施することによって先ほ

ど、通年ということは１年間会期ということで、その応用としては区切ってやれば、先ほど大体例が出て

いました。例えばそのような方法で今懸念されているような内容を網羅した中で、実際運用はこのような

方法でできるというような一つの簡単な方法で良いのですが、具体的な事例を挙げて、そしてたたき台を

示してもらえないかなというような気がいたします。 

 ここで詳細、一つ一つ問題を提起して協議しましても、新しい制度ですから、そういうふうな中で具体

的な応用とか何かはっきり結論できないものもあると思うのです。その中から、要するに上位法とか、役

所の関連とかの流れで、どこに問題が出てくるのか分かってくると思うので、できればそのようなひとつ

のレイアウトを作ってもらえないかと思うのですがいかがでございましょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回のときに通年議会のイメージということで資料を差し上げたのですけ

れども、これはまさに今のやり方を置き換えたときにこうなりますよということを示していたのですよね。

通年議会というのは見せ掛けなのですよ。見せ掛けといったら変ですけれども、招集が１回で会期を１年

間とると、これだけの行為なのです。あと実態としては何も今とかわらないのですよ。 

 ただ閉じるか、散会にするかの違いであって、ここ従来閉会ですよね。閉会を休会という形でいつでも

対応できるように生かしているというだけなのですよね。ですから、閉会も休会も議員さんが家にいると

きは通常変わらないと。だから何か、あたかも急に連絡がくるとか、そういうイメージが立っているかと

思います。それは今までもやっていないわけですから、２週間くらい前に通知させてもらっています。そ

ういう行為で通常の臨時会もそういう形で、今までやっていたのと同じだと思います。 

 ただ、従来専決処分にしている分については、暇がないという形でやりますから、それは追加議案とい

う形でできなくなりますので、そういう部分はある程度短い期間の中で通知せざるをえない部分もあるの

かなと思っています。 
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 従来所管事務も定例会中はやっていないわけですから、これは休会中に今までも当然やっていますから

形としては同じです。ただ、緊急に重要な課題があったときには、休会中ですから取り上げられるのです

よね。災害があったとき従来は、所管事務として取り上げられないのですよね。ただ災害があったとき、

どこかの施設が被害をこうむったということであれば、その施設の所管している委員会も出て行けますし、

全員で合同という形でも出て行けますし、これはやり方として町ではなくて議会のほうの考え方なのです

よ。だから大変になるということは、議会がやろうとすれば大変になるのですよ。だから議会が今までど

おりのルールでいきましょうということであればそんなに、何も大変にならないということです。 

 町も従来どおりの形でといったら招集が１回になるだけで、ほとんど流れとしては僕は変わらないと思

っています。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今まで本会議、臨時会の流れは変わらないにしても、大きく変わるのは常任委員

会なのですよね。これ、今も休憩中に熊谷委員と議論したのだけれども、常任委員会の招集はどうなるの

かなと。というのはおそらくこういうテーマがある。こういうテーマがある。ということを、各議員さん

が委員長に申し入れて、申し入れがなければ常任委員会全く開かれないということにもなるのだよね。極

端なことを言えばだよ。あれば、何回やってもいいのだけれども、何もなければ、そうなると議員の資質

の問題も出てくるのですよ。ですから常時何かテーマを探すとか、何か緊急な問題は別です。緊急な問題

は共通の問題だから、それは委員会ではなくて本会議を召集してもらうしかないのだけれども。委員会レ

ベルでのテーマを各委員から提案して委員長・副委員長で相談して召集するかしないか、という判断をす

るとか、ひとつの腹案なのだろうけれども、そのあたりが今度はもたもたしていられないぞと。議員さん

勉強しなければだめだぞということにもなるから、そこまで充実しているかどうか。現実の問題として会

期中の今回の、次の所管事務調査をどうしようかとやった場合に、今までやったやつの中から比較的選ぶ

とか、なんかというのが多いのだよね。それが議員提案でもって常任委員会を招集するような形になるか

どうか、そのあたりが非常に「？」なんだけれども、そのあたりはどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、その件についてはちょっと違う部分があると思いますので、局長具体的

に説明してください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 所管事務のとりかたというのは、個人が請求する部分ではないですから、

委員会として決めなければならないのですよ。招集の部分は委員長が招集するか、もしくは委員ですと半

数以上の方から調査事項を示して委員長に請求しなければならないのですよね。ですから、個人個人が所

管事務を取るということではないです。委員会で決めなければだめですね。それは、従来と同じように本

会議中の休会中に所管事務を決めれば、次の事項として取れるわけですから。 

 ただ、閉会中の審議をしないというだけなのです。閉会ではないですから、議決を採らなくてもいいと

いうだけなのですね。ただし所管事務は所管の委員長が、会議規則上、所管の事項ですとか、期限だとか

目的を定めて議長に通知しなければならないのですよ。ですから、それでどこかの場面で委員会で決めな

ければならないということですから、やり方としては今までとほとんど変わらないやり方をとらないと所

管事務は取れないと。ただ、途中で重要な案件が出てきてとろうとするときも、委員長が招集して決めて

議長に通知しなければならないですから。やり方としては同じ。 

 ただ、閉会中ですから議決を採らないというだけです。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに今までと同じにやるわけさ。だけど、今までは委員会協議会がありま

したよね。それは委員会協議会だから、全然関係なく出てくるわけでしょ。公務災害にもならないわけだ。
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だけど、今度からそれは委員会でできますから。だから公務災害になると。常任委員会でやる。 

○委員（加藤正恭君） 私が問題にしたいのは所管事務調査なのですよ。委員会協議会は今までの例を見

ると役場サイドのほうから出てきた問題を委員会協議会でやると、こういうのが今までの例なのだけれど

も、今度は委員会協議会というのがなくなって、全部委員会になるとすればそれは役場からもちろん、こ

ういう問題があるから、何々委員会を招集してくださいということがくれば、当然開かれるだろうけれど

も、そうではなくて所管事務調査と・・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） それは今までと同じくやればいいのです。 

○委員（加藤正恭君） それが、テーマを決めるというような問題はどの時点でやるの。 

○委員長（大渕紀夫君） それは今までの定例会の時に委員会として、３ヵ月に１回ずつやるわけだから。

今までと同じなのだよ。ただ、緊急に起こってきた問題を今までは所管事務調査の議決を採っておかない

とできないけれども、今度からは緊急なことが起こったら、それは災害だけではなくて、他の事だって緊

急なことが起こったらなんぼでもできますよと。 

○委員（加藤正恭君） 緊急の場合はそうなのですね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今まで委員会を所管で年 4 回やっていましたけれども、委員会協議会でこれをや

ってくださいということは何件かありましたよね。それを委員会として取り上げられるとなると議論した

ことがきちんと残るようになりますよね。そういった部分では、「聞いておきます」と言うことだけが、

今度はきちんと議論して、もしそれで納得がいかなければ、また委員会として何回か開けるという、私は

そういう利点があると思っていました。 

 それともうひとつ、この間所管事務調査決めたときに、クリーンエネルギーのことをやるときに、民生

も実は取り上げようと思ったのです。産建も取り上げるという話しになったと聞きました。それが所管が

どこだということがはっきりしなくて、そういったときに、もしかしたら産建で取り上げたけれども、そ

れが所管が移る可能性がありますね、行政側でも。そういったときにやっていく中で合同でやりましょう

とか、それとも所管がこういうふうに移ったから、こっち側のほうに移りましょうとか。そういったこと

が自由に議論できるようになるのではないかと思っていたのです。 

 今度は定例会で議決がいらないわけですから、そういうこともできるだろうなというふうに思っていま

した。だから、そういった部分ではもちろんさっき言われたように所管としてきちんと決めるわけですけ

れども、もっともっと細かく、もしかしたらこの問題をやったことで、今回私、これ民生の話しで申し訳

ないのですけれども、包括支援をやるのですよね。包括支援っていろんな部分があるのですよ。どこをや

るかと決めたときに、ひとつ決めたのですけれども、もしかしたらこういう問題も、こういう問題もある

というのが出てくるのですよ。 

 そうなったときに、これが終わったから今度はこれをやりたいということが自由にできるようになると

委員会の活動がすごく活発化して、広げられて、そして内容も充実できるなというのが、だから３月の定

例会の時に町長が執行方針をやって休会になりますよね。あれがずっと１年間続くのだろうなと私は考え

て、割と自由な時間もあって、勉強する時間もあって、その中で質問もしたりとか予算もやりますよね。

ああいったことがずっと、休会という形で続くのだろうなというふうに理解して良いのではないかなと思

っていたのです。 

 さっきも説明がありますけれど、急に明日やるよと言うことにはならないという話がありましたので、

そういう日程的なことさえ十分にクリアできれば、あと法的なものとかというのをクリアできれば、詰め
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ていけるものはあるのかなというふうには思ってはいたんです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分、これをやるというときに町と詰めなければならないんですよね。一

般質問をどういう形でやるか、従来どおり３月、６月、９月、12 月にやりますよと。町側とある程度そ

ういう取組みをしなければならないんですよ。ですから、その部分からいけば、私はあまり急激に変えて

増やしてやりますよというようなことは、従来と同じような形でやりますよと。 

 だから、所管事務調査もばかばか取り上げるのではなくて、これは議会側の姿勢ですから、従来どおり

やりますよという部分でやれば、従来議会にいた人ですから総務課長とはちょっと話しているのですけれ

ども、そんなに影響あるようなことではないなという認識は、総務課長の段階ではしてもらっていますけ

れどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私、申し上げたいのは冒頭にお話ししましたけれど、やはり形としては非常勤の

ものが常勤になるわけですね。私、議員として、議会としての重みというのはかなりあると思うのですよ。

そういったことを考慮もしなければならないし、そういう意味合いでもっともっと精査するべきだと思う

のです。 

私が当選してから、この白老町議会でも刑事事件にはなりませんけれども、訴えたり訴えられたり、そ

んなことも議員同士の中でありました。なにも今私は、資質を高めるというのは本当に必要なことですけ

れども、決して議会改革の金メダルを今白老町議会が急いで狙う必要もない。決してそういうことではな

いと思いますが、より慎重に検討すべきだと思いますし、この前この説明を受けてまだ会派の中でも全然

どうだったかという協議もしていないわけです。ですから、やはりもう少し、私は時間をそういった意味

合いでいただきたいなと思います。 

決して中身が、今までと変わらないとか何とかというよりも、重みが違ってくると思うのです。その辺

も考慮も必要ですし、検討も必要ではないかなと、このように思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、先ほどから議論になっておりますけれども、熊谷委員や山本委員がおっ

しゃられているように、これは定数削減とは関係ないとおっしゃっている部分もございますけれども、私

は定数削減のことがあって提起をしたものでございます。はっきりしています。きちんと 5 項目、私は提

起をした上でこのことをやって、チェック機能を高めるべきだろうという提起は私はしております。 

 ですから、私はこのことは定数削減とは切っても切れない中身だと、本質論ですからこれは。皆さん方

定数を減すときになんとおっしゃったかというと、チェック機能が下がるのが一番危険だとおっしゃった

のは皆さん方ですから。ですから、常任委員会がチェック機能を増すために何が必要かという議論の中で

これが出てきたということだけはきっちり抑えていただかないと。これは全く定数とは別な次元で議論し

ていますよと言うことには、私はならない。 

 ただ、減らすからこれはやらなかったら絶対条件だとか、僕はそんなことを言っているのではないです

よ。だけど、減らすときに少なくてもそういう形で議論がされていったということは事実ですからね。こ

れは議事録精査すればはっきりしていますよ。ですから、それと切り離してやるということにはなりませ

ん。そういう中でこの話が進展していっている。もちろん今山本委員が言われたように慎重にやるべきだ

と思いますよ。それは何もはやりのはんてんを着る必要ないと言ったことは、私がさっき言ったことは何

も違っているとは思っていません。 

 ただ、チェック機能を増すための手段として、我々が取れるものは何なのかという議論のなかで、これ
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が出てきたというのは事実ですからね。それ以外に方法があるなら言っていただきたいと思います。そう

提起しているわけですから。 

 ですから私は、本質論の議論を忘れてしまってはいけないと。定数の数が減れば減るほど、問題なのは

チェック機能が落ちる。落ちたら困るのは我々ではないのです。町民なのですよ。そういう立場で、町民

が本当に信頼してくれるような議会を作るためにはどうするかという議論ですから、そこのところだけは、

ひとつ抑えて議論をしていっていただきたいというふうに思いますので、当然これは会派でも議論すべき

ですし、そのために皆さんの合意のもとに岡本部長のお話も聞いたわけですから。ですからそういう形の

中で、これは全員聞いているわけですから、今年中に少なくても定数の問題も結論を出していくわけです

から、そういう中で、ぜひ会派でこのお話もうんとうんとしていただきたいと思いますし、その中で賛否、

疑問、そういうものを出していただいて結論に導いていくということが、私は正論だと思っておりますの

で、そこの点だけは間違えないでやっていただければというふうに思います。 

 資料もどんどんどんどん出てきていますので、そういう定例会の変遷から何から含めて見ていただいて、

是非はそういうことに結び付けていっていただきたいということであります。はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） チェック機能の低下防止につきましては、常任委員会をどうするのか、２つにす

るのか３つにするのか。２つにした場合どうする。３つにした場合どうする。そういう議論を各会派の中

でいろいろ詰めていたと思うのです。ですから、その辺のチェック機能の低下については、いろいろな角

度で私は検討されていたと思います。 

逆に、この通年議会というのが、割と後半戦になってからいきなり出てきたような、そういう印象なの

ですよ。ですから決して、これイコールチェック機能の低下を防止するための方策はこれしかないという

ふうには、私は思っておりません。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それは結構ではないでしょうか。ただ、私が今言ったのは、定数を減らすとい

う数が示されたときに私は５項目が必要でしょう。常任委員会の数でチェックができるとは思っていませ

んので、そういう提起はしていませんから。 

これ、ちゃんと文書がありますから、全部私この通りしか言っていませんので、議会のチェック機能増

すためには通年議会化しかないですよという提起していますから、そういう形の中での議論ですからね。

もちろん、それ以外の方法もないとは全然思いませんから、どんどんどんどん出されて、やっぱりチェッ

ク機能を強化するということでの議論は続けたほうがいいと思います。 

ただ、たまたま今年中に数の結論を出すということなものですからね。ついていってないというのは本

当はまずいのですよ。逆にいうとそこがついていかなくちゃ、減らすというふうにはならないのですよ。

そういう議論になっていましたからね。ですから、ぜひそこも並行してやれるような形にしていきたいと

いうふうに思います。 

時間がだいたい良い所になりましたけれども他ありますか。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この議会の招集、これは町長がするのか議長がするのかというのは、議論がまだ

分れているような気がするのだけけれども、現在は町長が招集して、議長に言って、議長が召集するとい

うような形。どういうふうになっているのこれ、自治法の改正の中でそのあたりの議論あったでしょ。そ

れはしていないですか。それはどんなふうになっていた。市町村町会では反対したとかなんとかというの

を。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは地方自治法の改正もうないです。101 条の関係で地方公共団体の長
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が議会を招集するということになっておりますので、議長には定例会・臨時会、いまだかつて招集権は持

たされておりません。 

○委員（加藤正恭君） それは分かっているのだけれども、地方議会人かな、なんかそれに良く載ってい

るんですけれどもね、町長にだけ権限があって、議長もそういうふうにしたらどうかというような話が出

ていたような気がするのだけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、議会側の要望としては招集権、特に臨時会の招集権なのですよ。臨

時会の招集権を議長に与えなさいという要望は、今回限りではなくてかなり昔からやっております。それ

は町側の抵抗だとかいろいろありまして与えられていないのですが、今回たまたま臨時会は少し一歩前進

で、議会運営委員会の議決を得て議長が町に招集を請求することができるとなったのです。請求したら

20 日以内に臨時会を町は招集しなさいというところまで譲歩になったのですね。ただ、請求権はいまだ

かつて議会にはないのです。これは議長会で従来から、議長にも特に臨時会の招集権がないのはおかしい

と。緊急議会も議会のことで招集しなければならないことがありますから、招集権は与えるべきだという

議論は過去からずっとあります。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の臨時会ですからね。定例会ではないです。 

○委員（加藤正恭君） 臨時会ね。はい分かりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他ございますか。よろしゅうございますか。なければ定数問題についての詰め

を含めて、今回の通年議会の中身なんかも議論していただいて 25 日の 10 時から再度議会運営委員会を開

くということにいたしたいと思いますが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） 他なければ、以上で終わりたいと思いますがよろしゅうございますか。 

それでは以上で議会運営委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午前 １１時４９分） 


