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平成１８年 議会運営委員会会議録 

平成１８年１２月２５日（金曜日） 

   開 会  午前 １０時００分 

   散 会  午前 １１時３２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  

－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 

 

○出席議員（１１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 

  委  員 加 藤 正 恭 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  

 

○職務のため出席した事務局職員 

      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 

〇委員長（大渕紀夫君） おはようございます。ただ今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。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（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 

〇委員長（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、

議長の諮問に関する事項としまして、前回に引続きまして、議員定数の見直しについてご議論

いただく予定になってございます。 

その他としまして若干後でご説明したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、早速調査事項に入りたいと思いますけれども、議員

定数の見直しについて、本年度中に結論を出そうということで、努力をしてまいりましたけれ

ども、今日が最終日になるかどうかということでございますけれども、各会派のご議論ござい

ましたらまず、そちらからお尋ねをいたしたいと思います。 

 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。先日も議会運営委員会で、私どもの

会派の意見ということで、時間を少しいただきたいという申し入れをしまして、その結論を出

しましたので、会派を代表してですね、意見を申し述べたいと思います。 

12 月 19 日に議会運営委員会で議員定数が審議されたわけですが、町清クラブとしてではで

すね、17 名の定数で、会派としては確認されており、当日も私は会派の会長としてその考えで

臨んでおりました。 

しかしながら、オブザーバーで出席の私どもの会派の根本氏の突然の発言があり、個人的な

意見と断りながらも、会派中で話はしていないが、各会派とも年内の決着の意向もあり、16 名

で良いと言われたわけであります。翌日の室民には、「議員定数 16 名で決着へ」の記事が掲載

されたことは、ご承知のことであります。これは私ども会派の主張とは異なっておりますので、

急遽会派会議を招集し、慎重に議論したところであります。 

この発言は、内部の発言であれば別に問題はないわけでございますけれども、オブサーバー

とはいえ、公的な場での発言であり、会派のあり方、会派とは何ぞやというような議論、それ

らを踏まえて、会派分裂の危機も実は想定されたのであります。 

私ども会派で、16 名にするとの議論はされておりません。 
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しかしながら、新聞沙汰にもなり、公的な場、また副議長との立場でもあり、ご本人は会派

の意見は尊重すると。また、今後発言には充分注意すると、反省をいたしておりますので、私

ども町清クラブは、本意ではありませんけれども、苦渋の選択をし、定数を 16 名にすること

にいたしましたので、ご報告を申し上げたいと思います。以上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) ただ今、町清クラブの加藤委員からご発言がございましたけれども、

含めて、何かご発言ありましたらどうぞ。 

 ございませんか。となりますと、ほとんどの方のご意見が 16 名ということでございます。 

 議会提案ということになりますので、・・・。 

 他ご意見なければ、議会運営委員会のメンバーでの意志の確認をきちっとしておく。この場

合は採決をきちっとしておくという方が、私はいいと思います。「うん」だとか「はい」だとか

ということではなくて、きちっと意志確認をした方が、私はいいと思います。 

 そのようにしたいのですけれども、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。 

はい。それでは、吉田正利副委員長、山本委員、熊谷委員、吉田和子委員、加藤委員、谷内

委員、私と、この７名が議会運営委員会のメンバーでございますので、その方たちの意志を確

認をしたいと思います。 

16 名の定数ということで、議会提案をするという結論に達しましたけれども、これにご異議

のない方は挙手を願いたいと思います。 

〔挙手全員〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。全員賛成で、16 名ということで、意志が確認されましたので、

次期の必要な定例会で、この議案を議会運営委員会の意見として、議員提案としたいというふ

うに考えますけれども、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) 期日につきましては、後ほどまたご議論したいというふうに思います。 

 定数の関係につきましては、以上のような形で決着をつける。もちろん、それに付随する議

論はたくさんございますけれども、定数の数につきましては、そのようなことで結論を得たい

と思いますけれども、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、そのようにいたしたいと思います。 

 もし委員外議員の方でご発言がございましたら、ご発言を許したいと思います。委員外議員

の方、ありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。議長もございませんか。議長は委員外議員ではないですけども。 

○議長(堀部登志雄君) はい。 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、数につきましてはそのようにいたしたいというふう

に思います。 

 はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) 熊谷です。議長からの諮問の形でこの定数の問題については、いろいろ

議論の仕方を替えて、議論をしながら進めてきたところですけれども、それについての答申と

いうのが、必要ないのでしょうか。議長に対する。議会運営委員会として。 

今、議員提案で定数条例の形に進むということは理解しましたけれども、議長に対しての、

その定数の数の中身を、正式にやっぱり伝えるべきではないかなと思うのですけれども。 

まあ、いらっしゃいますけれども、そういうのは必要ないのでしょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) ただ今ちょっと、事務局に確認をいたしました。 

前回ですね、同じような形でやったのですけれども、記憶によりますと委員会報告で、委員

会報告は議長にいたしますのでね、もちろん議場でも委員会報告をいたしますけれども、委員

会報告そのものは議長に提出をいたしますので、そのような形で処理をされたやに、記憶をし

ているということでございますので、別に変わった形での答申ということじゃなくて、委員会

報告を行い、そのことを議会で報告をして、終了というふうになるのではないかという、今ま

での記憶だそうでございます。 

はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) それ、資料でいただいたら、伊藤菊雄先輩のやっぱり議場でのその説明

があった文面、見させていただきましたよね。そうしたらそういう形ということで。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

○委員(熊谷雅史君) はい。すみません、じゃそれで理解したいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) そのような形で取り進めを行ないたいと思います。 

 今ちょっと事務局とお話をしましたけれども、委員会報告は、もちろん今日結論は出ました

ので、報道等されますから、町民は分かるのですけれど、理解ができるのですけれども、委員

会報告は早い方がいいのではないかというお話でございます。 

 よって、１月の、今の予定では 29 日ですけれども、臨時会が予定されております。委員会

報告のみ、その場で行い、その場っていうことは 29 日ですよ。条例改正については、３月で

行なってはいかがかと。 

 事務局も含めて、このような案を提案したいと思いますけれども、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、委員会報告、これは簡単にね、数がこうなりますということでの委員会報告につ

いては、１月 29 日に行い、３月議会で議員提案の条例提案を行なうということで、定数は 16

ということで、いきたいと思います。 

 定数の問題については、年内の決着ということになりましたので、ご協力ありがとうござい
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ました。 

 それでは、付随している問題といたしまして、第３次議会改革の取り組みということとです

ね、今回の定数に付随いたしまして、通年議会、議会報告会、委員会の数の問題。それから、

政策研究会等々の問題がありますけれども、この今後の審議方向を含めてですね、若干の議論

をしておいた方がいいのではないかというふうに思いますので、各議員の皆さま方から、一つ

ご意見あれば出していただきたいと。 

 通年議会については、先日岡本部長の講演も伺いました。必要性があって、緊急にやってい

るということもございますので、こういうことも含めて、もし今後の方向付けとして、ご議論

がございましたら、お話をしていただきたいと思います。 

 なお、第３次の議会改革につきましてはですね、白老町の自治基本条例に基づくですね、部

分の情報の共有、それから町民の参加。それから、議会の部分。こういう部分が、充分盛り込

まれていく中身で、第３次の議会改革が作られていくと思いますので、基本線のみ、若干のご

議論をいただきたいというふうに思います。 

 特に、通年議会や議会報告会、委員会の数なんかにつきましてはね、条例提案にしますので、

その時点で一緒になりますので、３月の議会で常任委員会どうするかというような議論にもな

ると思いますので、その点もし考えている人がいらっしゃったら、前から出ていますけれども、

引き続き議論をしていきたいというふうに思います。 

 定数 16 ということで考えたうえで、どうしていくかという辺りの議論をいただければとい

うふうに思います。 

 熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) これは会派で別に、正式にきちっとその会派の意見としてまとめたわけ

じゃないのですけれども、３次の議会改革の中でこの通年議会を取り込むということは、私は

前からお願いしている中身なのですけれども、やっぱり試行という部分で、やはり改選期まで、

状況を見定めた方がいいのかなというふうに思うのですよね。 

ただその、今言われたその報告会を含めて、委員会のあり方というのは、当然これも議会改

革の中に盛り込みながらですね、進めていくことにしかならないのかなと。 

ただ、うろ覚えですけれども、この間局長並びに岡本部長の話を聞いていますと、何ら今ま

でとは要するに変わりはしないといってもですね、前回の議論のときに、ある委員から拘束さ

れるという部分の中身と、それからいとまがないという、その専決処分の召集の仕方だとか。 

また、閉会中の所管が、会期中になっているわけですから、委員長判断で、これは議長に申

し入れすればできるという、そういうのも発生しうる部分というので、やっぱり試行はやっぱ

り必要だと思うのですよね。 

ですから、取り組むということだけ確認とって、諸事情があれば議運で議論するという形は

どうでしょうかね。はい。 

○委員長(大渕紀夫君) 熊谷委員が今言われたのはですね、若干のその前倒しで何ていうの、
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試験的にやる期間が必要ではないか、そういうことをやったらどうかっていう意味ですか。 

○委員(熊谷雅史君) そうです。 

○委員長(大渕紀夫君) そのことについて、局長。 

○局長(上坊寺博之君) まだちょっと解釈上調べていませんけど、議会の定例会の回数という

のは、自治法決定の条例事項で法律事項なのですよね。 

 ですから、従来試行でやっているのは一般質問の時間制限だとか、回数制限というのは試行

でやったりしますけど、それは会議規則上の規定なのですよ。ですから、自分たちで変えたり、

決めたりすることができる規定なのですよ。 

 ですから、多分ちょっと、法律委任事項だからちょっと難しいのかなという気がしています。

試行という形をとるのであればね。根拠がないのですよ。何も変えないでやるということ自体

が、根拠のないことになりますので、ちょっと難しいのかなっていう気がしますけど。という

のは、会議規則上で自分たちもすぐ変えられるのを、試行でちょっとやってみましょうってい

う部分であれば、可能かなっていう気がしますけど。 

 これ町側も拘束させる部分もありますのでね、ちょっと難しいのかなという、ちょっと気は

しています。これは、議長会に聞いてみなければ分からないです。 

○委員長(大渕紀夫君) 一般質問とはちょっと違うかもしれないね。 

○局長(上坊寺博之君) 法律の委任行為だから。 

○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) 吉田でございます。今熊谷委員の話された内容も、私十分理解する

わけですが、それ以前にもし進めるとすると、進めることを念頭において、予測される問題点

とか、いろいろな会期、専決処分の内容、それからその他常任委員会の人数の問題もございま

すけれども、すべてにおいて一回問題とされる課題を網羅して、それを全員で検討しながら結

論付けていくべきではないかと思うのでございます。 

 今局長がおっしゃったように、試行についての問題が提起されるのであれば、そのような事

前の協議期間を、各委員から十分提案された中で協議して、そして詰めた段階で、実際に入る

という形をとっていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長(大渕紀夫君) 暫時休憩といたします。 

休憩 午前 １０時２２分 

 

再開 午前 １０時３５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。 

 基本的にはですね、今一定の資料が配布されました。会派の分を全部用意いたしますので、

各会派できちっと議論をしていただくというふうにいたしたいと思います。 

 事前にですね、局長からイメージ図と、それから通年議会と地方自治法及び関連規定の関係

というのが出ております。大きなものですね。これについて若干、補足説明をしていただきま
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して、認識を若干深めたいというふうに思います。 

 局長、それではお願いします。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい。私の方で、多分皆さん心配されているのは法律にひっかか

らないのかと、そういう部分が多分にあるのかなと思います。 

 地方自治法の中のですね、議会に関する規定の中で、いわゆる通年議会に関連してくると思

われるもの。特に、閉会ですとか会期ですとか、そういう文言の入っている部分の抜粋です。 

 多分、ずっと見渡してもらうと、この部分しかそういう部分はないのではないかと思います。  

 ほとんど今説明しますけど、会期を伸ばして１年間にして、困る規定はどこにもないという

ことであります。 

 まず、一つずつ行なっていきたいと思いますが、まずイメージ図の方でも当然、召集行為と

いうのは当然出ていて、これは町が、町がというか首長ですね。首長が召集する権利を持って

います。これは、議会側に今の規定ではなくて、町に先権される事項です。 

 ですから、回数規定は条例規定ですから、議会でも制定できますが、召集をいつにするかっ

ていうのは、議会で定めることができないという規定がありますので、この辺は町側と調整し

なければならないと思います。 

 通年議会にして年一回って定めても、議会側は１月に召集してもらいたいという気持ちがあ

っても、町は 12 月でいいやということになれば、12 月に召集すると。ですから、この辺はち

ょっと、町側と議論がいるところではないかなと思います。 

 もう一つは行政実例ですから、もう昭和 21 年の行政実例ですけど、町が召集する月を告示

するか、規則で定めるのが一番ベターでないかということが書かれています。これもあくまで

も町です。右側の備考の欄に、うちの白老町の定例会の招集に関する規則を載せております。

昭和 40 年の１月から施行されている部分ですが、この中では年４回としていますから、３月・

６月・９月・12 月に召集するという規定になっております。 

 これが通年議会にすれば、多分毎年１月に召集するという部分になろうかなと思います。 

 ですから、通年議会になると町の召集権が１回発生するということになります。これが 101

条の規定ですね。 

 それと、もう一つは 102 条の規定に、定例会・臨時会及び会期という規定があります。これ

が通年議会に関係する部分じゃないかなと思います。現在は年４回、条例で定めていまして、

これは 31 年ですね。31 年の条例で、４回としています。この前にも定例会の回数の変遷のと

ころでもご説明しましたとおり、４回以内に直ったときに４回にしたのかなという気がします。 

 これは通年議会という概念をとりますと、多分定例会だけで、臨時会という概念は生じてこ

ないのかなと。法律上は定例会・臨時会となっていますが、概念は生じてこない。 

 ただ、うちちょっと変則で、改選期が 11 月の８日ということになっていますので、それだ

けがちょっと、年１回にすると途中で切れてしまうと。任期切れで切れてしまうという部分が

ありますから、その辺の表現が、選挙をする年は２回にするのか、それはちょっと変則な統治
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がいるかなと思います。 

 それで、平成 16 年の地方自治法の改正でですね、回数制限がとれています。ですから、今

の回数は法律上は入っておりません。第２項で、定例会は毎年条例で定める回数、これを召集

しなければならないという規定だけです。いままでは回数、６回ですとか４回以内って入って

いましたけど、それはもう全廃されたと。これは、改正されたときの趣旨が、定例会を活性化

するための目的をもっていたけど、岡本部長が言ったように、全国で１箇所しか変えていない

ということであります。６項の部分ですね。これが議会に与えられた権限であります。普通地

方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉、開く閉めるに関する事項は、議会がこ

れを定めるです。これが議会に与えられた権限ということで、どういう文献を見ても、会期が

短いとか長いとかって、そういう規定は一切書かれておりません。 

 ただ、長い慣習で３月・６月・９月と、これ市町村はだいたい４日から５日くらいと。市で

あれば 15 日から 20 日ぐらい組んでいたということだけの話であって、別に会期は何日にしな

ければ適当ですとか、何日が不適当だと書かれているものは一切ありません。 

 ですから、これの解釈上ですね、議会に有利に解釈するかしないかと。そういうことだろう

と思います。 

 次に第 109 条、委員会の規定です。ここにも閉会中出てきます。上に書いているのは条例に

特別の定めがある場合を除く、議員の任期中在任する。これはうちは２年任期にしていますの

で、２年で変わると。 

 それで、３項にですね、ここに閉会中って出てくるのですよ。閉会中においては、議長が条

例で定めるところにより、常任委員会を選任することができる、これごめんなさい、新しい規

定です。今回変わった条例で変わった法律です。要するに、今までは閉会中は常任委員会の選

任はできなかったのですよね。それが、地方分権の流れというのですかね。その中で議会の権

利拡大の中で、議長に閉会中選任する権限を設けることができるという規定にした、拡大され

た部分です。 

 ごめんなさい。その後ですね。９号ですね。議会の議決により付議された特定の事件につい

ては、閉会中もなおこれを審査することができるという規定が書いてあります。これが、今う

ちでやっている所管事務調査です。ですから、特定の事件ですから、ある程度具体された事件

でなければ本来だめなのです。ただ、どこの市町村もそうですが、ある大雑把に定めて所管事

務はやられているという部分ですね。 

 ですから、議会の議決により、閉会中の審査事件として委員会に付議された事件。これが特

定事件です。今うちの所管事務調査もこの形の中でやられています。閉会中の審査という形で

議決をもらってやっているということです。 

 あと、今回の再任用のような条例が付託されたり、そういう部分を特定事件と言います。 

 このものしか今まではできなかったのですね。閉会っていう議長が宣言した以降は、議会活

動を有せなくなるのですよ。議会という公式な活動がストップしちゃう、開くまで。ただし、
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その特定事件だけできるよっていう付議の仕方なのです。 

 ですから、今後通年議会にすれば、閉会っていう概念じゃないですから、開いているってい

う解釈で、議決をとらなくても審査できると。どのような問題でもできると。 

 ただ、これは議会側の部分であって、忙しくするかしないかを議会側のやり方次第。町側の

問題じゃない。調べようと思ったらどんどんどんどんとれば、忙しくなっていきますし、今ま

でと同じような考え方でいけば、そんなに変わらないと。 

 もう一つは、議会が開かれていますので、公式な会議がいつでも開けるということで、従来

非公式の会議として、委員会協議会がございましたが、これが非公式の会議じゃなくて、公式

な会議の場面に上げることができると。 

 今までのように説明を受けるだけであっても、公式な場にあげられることができると。です

から、質問もできますし、そういう議会側の利点があろうかなと。大きな利点は多分委員会活

動だと思います。通年議会でいくと。本会議はもうほとんど、変わりはないと思います。町側

も多分回数を増やすということは嫌がるでしょうし、議会としての有利さといったら多分委員

会活動かなと思います。議会運営委員会、特別委員会書いていますけど、これはもう常任委員

会の話と同じですから。ここにも閉会中っていう言葉が出てきます。 

それと、条例への委任ということで、委員会活動に必要な事項は、条例で定めるということ

で、今委員会条例、部類の方に入っていますけど、これを、この根拠に基づいて定めているの

ですね。 

ただ、今全国画一的に全国町村議長会の標準モデルを使っているのです。ただ、皆さんに今

年もらったブルーの本ありますよね。ブルーの本の書き方では、こういう書き方をしているの

ですね。画一的な標準規則から、分権時代の多様化する議会運営に対応させ、改革を反映した

運営に心がけるべきという提言がされています。ですから、委員会条例・会議規則は標準規則

じゃなくて、その議会に合ったような改革をできるような条例に、独自で作りなさいというこ

とだと思います。 

 それと、６節の会議という部分があります。その中に、議員の議案提出権ってあります。 

 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出するこ

とができるという規定があります。これの行政実例ですが、議長への議案の提出期間は、開会

中に限られるという規定が、行政実例があるのですよね。 

 ですから、閉会中は皆さんがいくらいい条例案を出しても、出されないという部分がありま

す。開いているときでなければ、出せれないと。ですから、通年議会にすると議長に要請をし

て、議会だけの問題ですと、すぐに開くことができると。という部分になります。 

 あと、修正の動議も同様です。前のものと。そこに会期不継続の原則という部分があります。

これは、会議の原則の一つですが、会期中に議決に至らなかったものは、後の議会に継続しな

いというふうになるのです。だから、よく国会とかそういうところで審議未了って、地方議会

はあまりない。審議未了が多いのは、あれ閉会しちゃったから審議未了で廃案になってしまう
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のですよね。 

 通年議会ですと、期限切れによる審議未了っていうのはなくなるだろうと。だから、廃案が

なくなる。いいか悪いかの結論を出さなきゃならないという部分で、緊張感が生まれるのだろ

うなと思います。ですから、意図的に会期切れまで引っ張って、責任を示さないままに廃案に

しちゃうという、過去にもあったかなという気がしますけど、そういうのはできなくなるとい

う考えで、ものすごい緊張感が出てくるということじゃないかなと思います。 

 それと、会議規則のところの 120 条は、これも先ほどと同じように、委員会条例の規定と同

じようで、独自の改革条例を作りなさいという部分だろうと思います。 

 次の下の部分は、うちの会議規則の中で定めているものです。ですから、議会が運営してい

くために、会議規則で定めるものですから、これは必要があれば直せばいいという部分ですけ

ど、特に直さなくてもこの部分でやっていけるのかなと思っております。 

 もう一つ一番下に第 15 条で一時不再議っていうのがありますけど、一時不再議っていうの

はですね、法律上の規定じゃないのです。議会運営上の必要性で、慣習的に定められているも

のなのですね。というのは、同一会期中に何度も同じような議案を提出することはできないと

いう意味なのですよ。審議することはできないと。というのは、同じ会期内にＡという議案を

出して、否決されたらまたすぐ提出できるかっていう問題なのですよね。 

 だから、同じ会期中に提案して否決されて、また出したら賛成になったというのはこれ、同

一会期中に意志の違う結果が二つ出るというと、それは議会運営上、必然的に好ましいものじ

ゃないということの原則なのです。ですからこれは、会議規則で明示されている原則です。 

 例外としてですね、そこにも書いてありますけど、事情変更の原則ってありましてですね、

同じ会期内でも、例えば出したけど否決されたけど、国の法律が通ったとか、要するに何らか

の事情があって、それが前の結果と違う状況になったときに出せるという原則があるのです。

岡本部長が言ったのはこれです、多分。議会の解釈でいかようにでもできるでしょうって言っ

たのは、そういうことなのです。だから、これは議会側の部分だという。会議規則の規定です

から。 

 あとは、委員会の再付託。委員会に付託して、報告が出されてもまただめだということでま

た再付託する部分。議会としてできるのですけど、それが例外として定められている。それは、

後の同じ部分で２回審議しなければならないです。こういう部分が今ちょっと、自治法と会議

規則上にあるのかなと思っています。 

 ただ、さっと見ていくと、そんなに問題、法律上どうしてもだめだという部分はないのかな

と。あとは切り替えかなという部分はしますけど。ちょっとこれだけ示しておきたいなと思い

ます。 

 イメージ図のところでですね、ちょっと前にお渡ししたものとして付け加えています。休会

のところに見出しがついていると思いますけど、会議規則の第 10 条、これに書いてあります

けど、第 10 条の第２項で、議事の都合、その他必要と認める場合は議決により休会とするこ
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とができると。 

 ですから、一応休会のときは議会に諮って、いつからいつまで閉めるという行為をするわけ

ですね。ですから当然、ここの規定でいけば９月定例会が終わったら 12 月まで閉めるという

宣言がされます。そうしたらそれで休会に入りますから。休会中に開けるという行為はですね、

その下に臨時会のところに書いてありますよね。必要に応じて議長が開くっていう場合と、議

員の請求、これは議長が特に必要に認めた場合。それとあと議員の請求による場合。これは休

会中でも開く事ができるとしてあるのですよ。 

 ですから、こういう規定を運用して、臨時会ができると。ですから今までと同じように臨時

会っていう解釈ですよね。 

○委員(加藤正恭君) 臨時会とは呼ばないのでしょう。 

○事務局長(上坊寺博之君) 呼ばないです。定例会です。 

 だから、1 月から通算していくと思います。１号、２号、３号、４号って。臨時会でないで

すから、あくまでも。第１回定例会です。 

 以上雑ぱくですけど、ご説明申し上げました。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今局長から説明ございました。 

聞きたい事ございましたら、どうぞ。こういう点、ちょっと分からないと。 

はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、第５節の委員会。109 条の２項だね。ここに議員は少なく

とも１の常任委員となるものとしと。これは、変わらないのだけども、一つに入ればいいので

あって、二つでも三つでも入れるのですよというふうに解釈できるということなのですね。少

なくともね。 

 だから、ここなのですよ。少なくともということは、二つでも三つでも入れますと。少なく

とも一つには入りなさいと。という解釈で、二つの常任委員会にもまたがることができますよ

と、こういうことで。これ今まで何で分からなかったのだろうね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) よろしいです。これは、新たに改正になった部分ですから、私直

していますから。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 今ちょっと委員会の引き続きなのですけど、この自治法ではこういうふ

うに、少なくとも一つの常任委員会となるものとするでしょう。 

 ですから、二つ入っても、三つでもいいということなのですけど、白老町として、それに附

帯というかね、何かつけて、一人２委員会にしようとか、そういうのは委員会で決められるも

のなのですか。 

 それとも、少なくともだから一つ以上自由なのですよというふうに、個々に自由でいいので

すか。その辺はどうなのですか。 



 12 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) それはそれぞれの議会の決め方であって、一人２個に入りましょ

うとか、一人は１個最低で、例えば誰さんと誰さんは二つ入りましょうという決め方もできま

すし、千差万別に決められるのではないかなという気はしますけど。 

○委員(吉田和子君) それはきちっと決めなくても自由にやるのですか。 

○事務局長(上坊寺博之君) いや、それはですね、ここで決めなければならないのですよ。 

 委員会条例で、常任委員会の数、決めていますよね。今三つですし、だからこれを四つにし

て、人数を倍入れるのだったら倍の数割振りしていくということだと思います。 

 だから、ここに常任委員会の名称というか、設置をして、何を調査するのかという部分を定

めて、そこに議員何人所属する。それによっておのずと二つ入るのか、一人が 1.5 入るのか。

1.5 ったらちょっと変ですけど、半分の人が二つ入るとかって、そういう定めになると思いま

す。いずれにしても、委員会条例で定めなかったらだめです。 

○委員(吉田和子君) 分かりました。 

○委員長(大渕紀夫君) 他どうですか。聞いておくことはございませんか。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) これね、今後の問題になると思うのだけど、二つでも三つでもいいとは

いうね。 

 それで、今度常任委員会の活動っていうのは非常に大事だとすれば、大まかに括るよりも細

くね、三つより四つにした方が、所掌する事務がね、ある程度こう、細分化されると言ったら

語弊がありますけれども。細くやれるような気がしてならない。 

 総務文教なら総務文教っていうところで非常にレパートリーが広いものですからね、それを

こう、委員会を細くすることによって、専門的なね、深くこうできるような気がする。それは

今後の問題だと思うのだけども。そういうのを常に頭に置いて、この数の問題も検討すべきだ

なと思うのだけど。そういう考え方はどうですかね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) それも皆さんの合意だと思います。 

 ただ、こうやって分けると、細かくなると思いがちですけど、やることは 100 しかないわけ

ですよね。人数で頭割るに決まっていますから。ただ、細かくそれぞれいろいろなところに入

っていくというだけであって、量は総体に変わらないですよね。 

 今情報として聞いているのは、厚真は複数設置をしないって決めたそうです。厚真はね。今

特別委員会を設置していまして、その中の議論をしたと。うちの議会は複数所属するっていう

ことはしないと。ただ、さっき言いましたように絶対量は同じですから、こうたくさん作ると、

一人で何個も受け持つ部分ですよね。ただ、量は変わらないと。小刻みにこう、加わるだけの

話であって、量は変わらないのですよ。ですから、厚真はしないって決めたそうです。この間

の議長会のあの時に。 
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○委員(加藤正恭君) 定数何名だった、あそこ。 

○事務局長(上坊寺博之君) 14 を 12 にしたのですね。６・６です。二つに。これもう、最終

的に決めたと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

 はい、委員外議員、西田祐子議員。 

○委員外議員(西田祐子君) ちょっと、分からないので教えていただきたいのですけども、今

までありました議員研修、札幌に行ったりとか、胆振管内のとか、あとパークゴルフとか、出

前トークとか、港まつりに出るとか。そういうようなものは、今までと同じというふうに考え

てよろしいのでしょうか。その辺教えていただきたいなと思いまして。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) それは予算の許す限りは、変わらないと思います。 

 ですから、研修会も来年組んでいますし、同じです。 

○委員長(大渕紀夫君) 議長、どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) この通年議会というとね、これ先ほど説明で、議会の回数はそれ条例

で定めるということになっているのですよね。 

 だから、この条例を全くいじらないでやるとなれば、私もこだわるわけでないのだけど、会

期をずっと１回１回延ばしてね、会期をただ延ばしてみるというのは、専決処分なり、所管事

務調査なり、例えば３月に今まで議決して、６月までの間に所管事務調査をやったり、臨時会

があったり何だりするのですけども、その例えば５月いっぱいまでね、会期を延ばしておけば、

ただその全く問題ないで、６月になったら町長の方で招集しなければだめな順序になっていま

すよね。 

 そうすると、６月のある時期から今度また、９月の手前まで会期を延ばしておくと、その間

で自由に議会活動でも何でもできるようになる。 

 だから、そういうような一気に年に１回にしますなんていうとこれ、非常にそのね、何か極

端にこう変わったような感じなのだけど、１カ月や２カ月なり会期をちょっと延ばして、その

中で今度議会活動をね、自由にできる、いちいち議決しなくてもできるとかね。だけど何かこ

う、メリハリつけるために１カ月ぐらいこの、閉会の時期があるような形でね、こうやってい

くっていうのも一つのやり方でないかなっていう具合に思うのですよね。 

 一気に通年議会となるとやっぱり、何かちょっと、ものすごく変わったような、変わってい

ない変わっていないって説明されるのだけど、何かすごく変わったような感じね。相手も、こ

れに対してもね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) 前もちょっと、委員長にはお話したのですよね。その１年間フル

っていうことでなければですね、今もう規則の変更はいりますから、ただ規則はもう簡単に直

せますけど、こういう方法もあるのですよね。 
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 例えば、召集だけね、議会だけ集まるようにして、例えば１月に召集してもらうと。そした

ら議会だけ来て、会期を決めればいいですよね。３月議会の最後に閉会してしまうという方法

も。それで、４月にもう一回召集して、議会だけ来ればいいだけです。会期を決めるだけです

から。ただ会期を決めて、次６月の議会で閉会してしまうという方法も・・・。 

○委員長(大渕紀夫君) 町が召集するのではないってね。こっちが召集して、会期を決めると。

会期決められるでしょう。 

○事務局長(上坊寺博之君) いや、召集はできないです。 

○委員長(大渕紀夫君) 召集はできないですね。会期が決められるという。 

○事務局長(上坊寺博之君) だから、例えばですね、３月に町長が召集して５月まで引っ張る

としたら、締りがないのですよね。何もないから。 

 だから、６月の定例会の最後で閉めてしまうっていうのが一番いい。それで、月をまたいで

召集してもらって、委員会ができるように、議会だけ来て、会期を定める。 

○委員長(大渕紀夫君) 召集はしてもらわなければだめなのだ。会期だけ決める。 

○事務局長(上坊寺博之君) 町側は出席する必要ないです。ただ、あと委員会活動と。  

○委員(加藤正恭君) だから、その延長線でいけば、その度に議会に来て会期を決めたのでは

ね、無駄だから、それは１回でやって。ただ会期を決めるために虎杖浜から来てね、すぐ５分

で終わる。 

○委員長(大渕紀夫君) 年に４回来ないとだめだからね。 

○事務局長(上坊寺博之君) それだと締りは出るのです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) はい。今の議長の意見というのかな、提案っていうのか、これだと試行

っていって、さっきからしつこいようですけど、言っている形がとれるのかなと思うのですよ

ね。 

 ただ、今加藤委員もちょっと言っていましたけど、それなら１回でっていう話にもなるのか

なと思うけども。ちょっとやっぱり、そういう部分ではどういうことが発生する、それから理

事者側とのやっぱりコンセンサス、職員の対応だとかというのがやっぱり、見極めた方が、我々

のね、その調査活動が充実するということはこれ、確実にレベルアップするっていうことは、

僕は間違いないと思うのですよ。 

○委員(加藤正恭君) ただ４回来て、会期だけ決めるのであれば。 

○委員(熊谷雅史君) そういうことです。はい。 

○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) 今言っているのは、こうやって会期を決めることによってね、会

期っていうかその、こうやって分割にするっていう案なのだけど、そういうふうなことをする

メリットとしては、僕はね、常任委員会でよくやっていますよね。そして、今回結論出ないか

らこの次に延ばしましょうやって、こういうふうなことが、今度想定されるのは、だらだらし
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てしまうようなことが想定されるのだよな。 

 委員会報告はしないで、次にしようやっていうふうなことが、今度はだらっと１年間いくわ

けだから。そういうふうな面では、途中途中で区切りがあった方が、その報告っていうか、審

議未了だとか何とかっていうのがなくなるから、何かちょっとそういうふうなことが心配にな

っていたのだけども、その歯止めにはなるのではないかなっていう。 

○委員長(大渕紀夫君) だから、今局長が言われた案と、議長が言われた案とあるのだよ。今

言っているのは。 

 だから、加藤委員が言われるように、４回来なかったら来なくても、議長が言ったようにや

れば来なくてもできるのです。 

 ただ、閉会するところをどこで閉会するかというのがね。ここで閉会しますってならないで

しょう。何か変なこと、変なっていえば変だよね。６月 30 日で閉会するのだけど、６月 30 日

議会来ていないって。来なくて閉会になるでしょう。分かる、言っている意味。 

 だから、何かちょっと、そこは何かちょっと変だなっていう気がするのだよ。 

 だから、逆に言えば１回加藤委員が言うように、来なければだめなのだけど、局長が言うよ

うに、１月５日なら５日に来て、会期だけ決めて帰りますと。その代わり、３月の最終日、第

１回定例会の最終日は閉会としますといったら、議長は３月の第１回の最終日、閉会しますっ

て言えばそれで閉会だから。 

 それで、４月の１日なら１日にまた来てもらって、６月のって。ただし、加藤委員が言われ

たように４回は来なきゃだめになってしまう。 

○事務局長(上坊寺博之君) 議長が言ったのは、自然閉会になる可能性があると。議会が召集

されて、集まらない場合は閉会しちゃう。というのは、私が言ったやり方ですと、１月に会期

を決めて、３月末にしておけば、審議が終わった段階で早めて閉会できるのですよね。 

 議長が諮っていつも早く終わったら、全部終わりましたと。閉会してよろしいですかと言っ

て、閉めてしまうのですよ。 

○委員(加藤正恭君) だから一番最後はね、閉会になるのだよ。 

○事務局長(上坊寺博之君) それは通年議会とは言わないですよ。ただ、年４回の会期です。 

 今と何も変わらないです。会期を延ばしているだけですから。 

○委員長(大渕紀夫君) ただね、もう一つ今の考え方でいえば、たとえばさっき委員外議員の

西田議員が言われたようにね、常任委員会だとか、何も変わらないのだけど、例えば今度、そ

の議会報告会とか出て行くようになる可能性がありますよね。やるかどうかまだ決まっていな

いけど。やるとなったら、今までは公務災害でないのだよね。今、公務災害でないでしょう。 

○委員(加藤正恭君) 閉会中だからね。 

○委員長(大渕紀夫君) だけど、今度はそういうふうにして、常任委員会なら常任委員会の中

のどこかにくっつければ、広報広聴活動になりますよね。 

 それがこう、今局長が調べてくれているのだけど、やり方によってはそういう活動が例えば
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議員の出前トークだとか、常任委員会はいいね。議会報告会だとかが、委員会活動として出る

と。出られるというふうにできる可能性が出てくるでしょう。今度は。できるかどうか分から

ないけど。 

 そうすれば、例えば冬にどこかに、虎杖浜に行くとかね、何かで公務災害が起きたときに、

それ全部その議員活動としては認めてもらえるっていう可能性があると。 

 だから、なかなかいい、やり方ではいい状況にね。今まで常任委員会、例えば総務文教が虎

杖浜で公民館でやるといったらあれ、白老の人は旅費ついているのですか。 

○事務局長(上坊寺博之君) 公用車で行く形を取ります。あれは委員の派遣承認になるのです。 

○委員長(大渕紀夫君) その人は出ていないのだね。 

○事務局長(上坊寺博之君) 地元。 

○委員長(大渕紀夫君) 途中で、その公用車に乗らない人。 

○事務局長(上坊寺博之君) 基本的に公用車で乗るっていうことです。 

○委員長(大渕紀夫君) なるほど。そういうことだそうです。 

○委員(加藤正恭君) だけど、現実的にはそういうふうになっていないでしょう。例えば虎杖

浜でやる場合、竹浦の人はね、公用車に乗らないでマイカーで行っているのですよ。その場合

はどういうふうに。 

○委員長(大渕紀夫君) 出ていないそうです。公用車に乗るというのが原則論だから。じゃな

いでしょうか。 

 向こうからこっちに来て、また行かなきゃだめだといったら、そんなの向こうへ行った方が

早いからね。それはそうなりますけどね。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前 １１時１０分 

 

再開 午前 １１時２５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。今の資料、各会派の議員の皆さん方に、全員に資料が用意されており

ますので、それを持ち帰り願ってですね、各会派で一つ議論をしていただきたいというふうに

思いますけれども、この改革試案及び定数削減に関る内容の変更につきましては、もう少し各

会派でも議論をしていただきましてね、先ほど議長が言われた方向がいいのか、通年がいいの

か。また、局長が言われたのがいいのか、今までどおりがいいのか、ということを含めてです

ね、ご議論願って、これを熊谷委員が最初に言われた試行も、やろうと思えばできないことは

なさそうです。通年でやらなければ。できそうですので。 

 そういうところも視野に入れてですね、やれるのであればなるべく早くやってみたらどんな

ものかというふうにも思っていますので、ぜひ各会派でご議論を願いたいというふうに思いま

す。 
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 この件につきましてはその程度にしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。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) はい。 

 その他のちょっと資料、説明若干します。 

○事務局長(上坊寺博之君) もう２部付いているかと思いますけど、一つは自治基本条例の抜

粋です。四角くなっているのは。議会に関係する部分をすべて抜粋しております。 

 基本的な条項の中に、町はと書いているところは、町と議会ですので、町はという表現のと

ころは、すべて抜書きしています。５条、６条、７条、これみんな町はという規定で、議会も

当然関係しますので抜書きしています。 

 それで、取組み事項というのはですね、いままでこうやってきたものをぽつぽつと入れてみ

ただけです。今後、第３次の議会改革については、自治基本条例の精神というかね、その部分

を盛り込んだという規定に、多分なっていくのかなと思っていますので、それをちょっと、参

考に配布させていただきますので、第３次の議会の中で、検討していただきたいと思います。 

 それともう一つ、議会における広報広聴活動と。これも参考ですが、ここの中で一つは情報

共有と、一つは住民参加っていう部分が、基本条例の中で謳われています。 

 それは、今後解釈すると広報広聴でないかなという、どういうような住民に意見を、意見と

いうかね、そういう部分と、どういうふうに伝えるかという部分だと思いますので、これ前の

局長が作っていた資料ですので、これも参考にご配布した次第です。 

 会派の中でご議論いただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。そのようなことで、よろしくお願いします。 

 それでは、もう１件。最後の部分ですけれども、嘱託職員の身分替えの問題があるそうでご

ざいますので、このことについて、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) 先週末ですが、総務課の方から一応打診を受けていまして、現在

議会事務局に松本さん、嘱託という身分でお勤めいただいておりますが、来年の４月以降、身

分替えをしたいということが伝えられております。 

 なぜかと言いますと、今嘱託と臨時の区分けがはっきりしていないと。一般行政職の方でも

嘱託がいたり、臨時がいたりというような状況がなっております。 

 この際、町の方としてはですね、嘱託・臨時をまず減らすという方向性で、今動いていまし

て、嘱託については資格のいる部分。例えばレセプト点検、医療事務資格がいるですとか、図

書館の司書ですとか、そういう資格のある部分を、まず一律的に嘱託にすると。 

 それで、もう一つは、特殊業務。例えば税金の徴収ですとか、そういう普通の事務とは違う

ような特殊な、あと教育委員会のアドバイザーですとか、そういう部分については嘱託にした

いと。 

 通常の事務補助、伝票を切ったり、書類を作ったり、そういうコピーをとったりという、い
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わゆる通常の事務補助員については、臨時にしたいというお話が伺っています。 

 それで、今現在嘱託が５５人います。それを 50 人に来年度目標で、５人減すると。臨時も

29 人いるのですが、24 人にして５人、合わせて 10 人削減すると。まず、一時的にですね。そ

の部分で、身分替えと削減を含めて、４月以降対応したいという打診を、今日議長の方に報告

されていると思います。 

 そういうことで、お伝えしておきたいと思います。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) これについて、何かご質問ありますか。この件につきまして。 

 議長。 

○議長(堀部登志雄君) ちなみに議会の松本さんですけども、今まで嘱託だったのですが、そ

んなような関係で、今度臨時職員という形に身分替えになるということでございます。 

○委員長(大渕紀夫君) そういうことです。 

 他。他ありますか。なければよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

◎散会の宣告 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、議会運営委員会を以上で閉会をしたいと思います。 

ご苦労さまでございました。 

（午前１１時３２分） 

 


