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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４月１４日（金曜日）  

開 会  午後 １時３０分 

閉 会  午後 ２時３５分 

  

○調査事項 

 （１）自治基本条例策定委員会について 

（２）その他 

 

○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  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  玉 井 昭 一 君          西 田 � 子 君 

  

○欠席委員（２名） 

委   員  熊 谷 雅 史 君 

委員外議員  根 本 道  明  君 

  

○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 

書     記    久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今より、議会運営委員会を開会いたします。お謀りをいたしま

す。本委員会については傍聴を許可することにご異議ございませんか。 

〔「はい」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） ご苦労さまでした。今日の議運ですが、お手元にレジメ配布さ

せていただいてますとおり、大きく分けて５つの事点。決めていただく部分と報告の部分があ

りますが、５点についてご審議をいただく予定でございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、早速調査事項に入ります。付属機関の委員の就任につい

てでございますけれども、白老町議会の申し合わせの中に、議員の兼職の見直しというのがご

ざいまして、審議会委員会には決めた者意外は出席しないということになっております。実は

第１回の策定委員会が開かれました、１０日に。それで、議長、正副委員長、そして私の方に

も連絡がございまして、どうするかということがございました。追認をするということで出席

をいただきまして、その後の処置について今日お謀りをしたいという、こういうことでござい

ます。もう少し伸ばそうかと思ったんですけど、これはやっぱりまずいんで、一番先に出来る

だけ早くやっていただくということで今日設定ということになりましたので、よろしくお願い

したいと思います。それでは、事務局から説明をしていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、１番目の付属機関の委員就任についてということで

ございます。内容につきましては、白老町自治基本条例策定委員会、現在町の方で町民と行政

と議会の部分を合体しまして、一つの条例案を作るために策定委員会を作ってございます。当

初、私共の方でも十分気が回らなかったんですが、町側の方からこの条例案を策定するために、

議会はもう加わっていただきたいというお話がございまして、事務局としましは付属機関とい

う位置づけをしておりませんで、議会がその中に加わって議論をするんだという、そういう考

え方でおりました。先週、委員会が開かれます前に、これについては付属機関に位置づけて委

嘱するというお話が参りました。この派遣については特別委員会で決めてございますが、正式

に付属機関の就任ということになりますと、申し合わせ事項の５ページにもあるんですが、き

ちっと町側から選任の協議書をいただきまして、議長が先行して議会運営委員会に図るという

のが、一応ルールになってございますので、もう既に委員については辞令交付されてますが、

今日追認していただくという形の中で開かさせてもらっております。内容的には以上でありま

す。 

○委員長（大渕紀夫君） 申し合わせの５ページも出ていますように、今議会から今日の審議

会に送ってるのは４つの審議会だけでございますけれども、今回これを送らないというのはお

かしいことになりますし。正式な審議会ではなくて、議会から派遣するということであれば良
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かったんですけども、正式な審議会ということになりましたので、申し合わせがございますの

で、今局長から説明がありましたような処置を取りたいと、こういうことでございます。追認

ということですけれども、全員の特別委員会の中で意思統一されてることでございますので、

その手続き上の問題だけを今日お認めを願いたいと、こういうことでございます。何かご質問

ございましたら、どうぞ。よろしゅうございますか。それでは、第１回目には１０日に出てお

りますけれども、そういうことで引き続き自治基本条例策定委員会には２名の議員が出席する

ということで、各会派に決定をしていただきたいというふうに思います。申し合わせの中に、

表彰審議会、民生委員推薦会、都市計画審議会、青少年問題協議会。一番目の表彰審議会以外

は法律規定で定めてあるものでございます。１番目のみ白老町独自で議会として派遣するとい

うことになってるんですけども、今回のこの件につきましては特例ということで、ここには載

せません。これが終わったら元通りに戻すということで、今回は特例ということにいたしたい

と思いますけれども、如何でしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。ありがとうございました。それでは、続

きまして２点目。第１回臨時会の日程についてを議題といたします。局長、説明お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、町側から今の現時点ですが、５月３１日に臨時会を開催

させていただきたいというご案内が来てございます。案件については１１件予定されてござい

ます。今、掴んでる部分では、補正予算が一般会計含めまして２件でございます。それと、国

保税の改正についてが２件。それと、保育所の定数増に伴います条例改正が１件ということで、

補正条例関係が５件でございます。それと、工事請負契約の締結についてということで、これ

は寿幸園でございます。分割発注されるようで、建築については３工区、電気、管、暖房、こ

れがそれぞれ３工区ということで、６本予定されております。因みに、告示に伴う議運は５月

２６日、その前の週の金曜日に今のとこはなろうかなという予定をしてございます。臨時会の

部分については以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ５月３１日臨時会及びそれに伴う議会運営委員会につきましては、

よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） それと、１件補足説明しておきたいと思いますが、５月３１日

に臨時会が開催されますが、５月３１日付で先決処分する部分が６件ほどあると聞いておりま

す。これは、何かと言いますと、赤字を持ってる会計の繰上げ充当。新年度予算に関わります

繰上げ充当ですが、これは出納閉鎖期間に合わせまして、５月３１日で繰り上げ充当するとい

うことでございまして、日付が臨時会の日、３１日になって休止事件として扱うべきなんです

が、一応、出納整理機関が３１日になってますけど、閉めるのが６月２日位にかかるというこ

とで、現実的には間に合わないということで、日付が５月３１日になりますが、６月定例会で

繰り上げ充当については報告されるということで、ちょっと日にちの関係で誤解を招くような

形になると思いますけど、ご理解をいただきたいという総務課の方からの申し出がございます。
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以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 第１回臨時会関係、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３番目、第１回定例会ライブ中継実績について。資料１か

ら３までございますので、それを見ていただきたいと思います。局長、説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それではライブ中継の関係でございますが、資料１から３まで

で前にも出しておりますが、配布させていただいております。３月の定例会で実績が上がって

来ておりますので、説明したいと思います。先ず、ホームページのアクセス数でございますが、

議会関係が役場の中で一番多くて、１万２，９２２件のアクセス数をいただいているところで

ございます。これについては、ライブ中継のアクセス数の増加に伴う分もあるのかなと思って

おります。因みに中継の実績でございますが、１２月の定例会では６９３件ございました。１

日平均で１７３件でございます。それと、３月定例会では会期が長いということもございまし

て、１，１６３件のアクセスがございました。一日平均では１０６件、ライブ中継ですね。１

２月と３月比較しますと、約４６９件、５００件弱のアクセスがあったということでございま

す。資料の２ですが、ちょっと見ていただきたいと思いますが、その中の１４、１５日がナイ

ター中継でございます。この日は午後６時から会議終了まで放映させていただいておりまして、

アクセス件数はトータルで１８４件。一日平均９２件がございます。これは夜放映してるとい

うこともございまして、事務局としては町外からのアクセスについては、多分夜は少ないだろ

うと。こういう数字が町内で見られてる人の実数に近い数字なのかなと思っております。それ

から、２０日から２３日までの部分につきましては、予算等審査特別委員会の件数であります。

今回、予算等審査特別委員会も放映しましたので、これについても思ったより件数があると。

一日、期間通算しましても約１００件越える位のアクセス数が常時あるということは、成果と

して大分浸透してきてるのかなと、私共は見ております。因みに、今回ナイター議会の議場の

中の傍聴者というのは非常に少なかったです。ただその反面、見てる方も１００人くらいいる

のかなと。因みに町内のお聞きしましたら、ナイターやってほしいという意見も何人か聞かれ

ました。何故かというと、日中見れなくて、夜ライブ中継で見るんだと。議場には行かないけ

ど、夜これしか見れないからやってほしいんだという話もありました。それもちょっと参考に

していただきたいなと思います。それから、３月のライブ中継等の実績に基づきまして、苫民

さんで取材に来ていただいてまして、それの４月７日に新聞掲載された記事が参考に配布させ

ていただいております。ご覧になっていただきたいなと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、説明ございましたけれども、かなりなライブ中継の視聴者がい

らっしゃると。ナイター議会につきましては、時間帯が時間帯ですから、その時に意識的にパ

ソコンを見てらっしゃる方、これはもう完全に意識して見てらっしゃるんではないのかなとい

うようなことで今、局長が話したようなことだと思います。この件について、何かございます

か。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 今いろいろ聞くと、ナイター中継を常時回してもらいたいということ
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になると、果たして夜間になると、今の代表質問は夜間でやる意味が、傍聴がいなくなってく

るとすれば、何も夜無理してやる必要も無いのかなという感じもするんだけど、そのあたりは

どうだろう。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 逆に日中の部分、ナイターよりかなり件数が多いと思います。

多分、これは町外の方、白老の方でも苫小牧の方とか、いろんなとこ見てる方いますけど、そ

ういう部分があって、日中ある程度数字を延ばすんじゃないかと思ってます。ナイターについ

ても１００件はいってませんけど、１００件近い数字があるということは、会社勤めの方でな

ければ家で見るわけですけど、議会事務局の中で話してるのは、これは町内の実数ぴたっとは

言えませんけど、町内で見てる方が夜ですから多いのかなという認識はしてます。実際には、

議場に足を運んでもらう件数は年々減ってますが、実際には先ほど私も言いましたように、夜

家でナイター、パソコン見てるんだという人が、話は聞くんですよ。ですから、議場まで行か

なくても、見れる環境にあるから夜やってほしいんだよなと。これは３月の話だと思います。

そういう話も実際には聞きます。ですから、ナイター議会止めた方が良い、やった方が良いと

いう議論もこの辺も数字を参考にしながら検討された方が良いかなという気はするんですけど。

事務局としては、そういう数字の抑え方してますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 大体分かったんだけども、もう少し様子を見なければならない面もあ

ると思うし、プロ野球も始まってくるとナイターが今度始まってくると、こっちの方のアクセ

スも影響あるんじゃないのかなと。３月は丁度プロ野球まだやってないから、そういう点はあ

まり影響ないんだけど、もう１年間ちょっと様子見てみる必要があるんじゃないのかなと気は

するけど、そのあたり。１年やっぱり検討してみたらいいね、もう少し。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしても、議会改革の第２次分が最終一回締めなくてはいけ

ませんので、そういう中で検討したいというように思います。それでは、次に参ります。４番

目、代表、一般質問通告制度についてということで、議会運営の事例というのが配布されてお

りますので、見ていただきたいと思います。これは今、局長、説明いたしますけれども、全議

員に配布をしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それ

では、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） この事例ですが、事例というか、調べたものでございますが、

先般の３月議会の代表、一般質問の通告の関係で、議会運営委員会の中でも議論になりまして、

果たしてそういうような通告制度が良いのかというような話もございましたので、制度上にど

うなっているのかというのだけ調べさせてもらっております。先ず、うちの議会は通告制をと

っておりまして、一般、代表質問については事前に質問事項の通告をしていただくことになっ

てございます。この質問通告書の大きな目的というのは、右の方にも書いてますけど、質問答

弁を的確に行わせるためのものだということでありまして、もう１つ、議事運営を効率的に行

うということが一つの大きな目的です。ですから、これは通告の関係については議長の議事整
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理券という形が大きな部分になろうかなと思ってます。左側の方に議会運営の実際に自治日報

社で書かれてる本なんですが、この中にもこういうことが書いてございます。多くの議員が質

問を求める場合、その順位や発言時間、質問の内容が分からないと執行機関で十分準備が出来

ないため、不満足な答弁しか出来ないと。ひいては、質問戦、議会運営が出来ないということ

になるという表現がされております。質問者の数や順序を整理したり、答弁の準備を万全にす

るため、質問通告書を事前に議長に提出されるもので、あくまでも質問通告書は議事の整理を

目的としているという書き方がされております。ただ、執行機関に配布するのは便宜的に行っ

ているもの、事実行為でありますけど、しかし、議会運営を能率的、円滑に行うため、この事

実行為の方が重要といえるという解釈がされております。それで、質問通告書の内容でござい

ますが、提出する時期は議会運営委員会で決めますが、議長が定めた期間内になってございま

す。このグリーンの持って来てましたらちょっと見ていただきたいんですが、会議規則第６１

条の２項に次のように記載されております。これは、会議規則ですから、議会が定めた要する

に条例に値するものでございます。質問者は議長の定めた期間内に、議長にその要旨を、要す

るに内容ですね、文書で通告しなればならないという記載になってございます。ですから、質

問通告書の形式としては文書によると。文書によって議長に通知するということが求められて

おります。通告の要旨とはどういうことかと申しますと、要旨であることから、これを見れば

答弁のおおよその準備が出来る内容を指しますと。漠然とした内容や項目程度を列挙したもの

は通告書とはいえませんという形で本には書いております。その下に網掛けになってございま

すが、通告書の内容が不完全である場合、議長は具体的に書くように注意をし、完全なものに

するよう助言しますと。しかし、議長の支持に当該議員が従わない場は、議長は受理を拒否す

ることができると解されておりますという書き方がされております。それで、同じ項目ですが、

議会運営基準の中でも、発言の中に通告書の内容が書いております。代表質問及び一般質問の

通告は開会日をおおむね７日前に行うと。通告にあたっては、質問の内容を具体的に記載しな

ければならないということで、白老町では会議規則、議会運営基準にこのような取り組みをル

ールとして定めてる所でございますので、通告書にあたっては質問内容が分かるように具体的

に書かなければならないということになります。それともう一つ、４番目ですが、質問の内容

としては当該団体の事務に関して行うものということになっております。これは会議規則の６

１条の１項に議員は町の一般事務について、議長の許可を得て質問することができるという規

定がなってますので、あくまでも町の事務に限られてるということであります。もう一つ、網

掛けがありますが、これは本の解釈ですが、質問は当該団体の事務に関して行うものであり、

通告の内容も制限されますと。例えば外交問題、防衛政策、他の団体の事務についての質問通

告がある場合、議長は不完全な通告として、当該議員に取り下げを勧告する必要があります。

これに応じない場合は質問を認めず、許可しなければよいでしょうという書き方がされてます。

６月議会もこれから入りますので、こういうことを念頭に入れていただいて、通告をしていた

だければなと思いまして、整理をさせていただきました。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 通告書に書く内容なんですけれども、３月議会で若干議論がされま
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した。きちっとした答弁をいただくためには、質問通告は質問通告をより具体的に書くことが

必要であろうというふうに思います。そういう点で、我が議会も少しずつきちっとしたものに

していきたいということで、事務局から出していただきました。これについて、質問、意見等々

ございましたらどうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） これについては良いと思うんですが、ただ今まで長い間見ております

が、質問するために何番加藤、何番加藤と、あれ一回冒頭にやった場合後の人は誰も質問しな

いわけだから、代表質問にしろ一般質問にしろ。その度に１８番加藤、また次やる時に１８番

加藤と。あれは廃止したら如何なものかと思うんだけど。一番最初には当然言うべきですけど

も、あと終わるまでは。忘れたり、やったりやらなかったりする場合があるんですよ。だから

といって注意されてるわけでもないし。何時だかの、議長何番だってはっきり言えということ

も言われたこともあるんですけど、熱を帯びてくると質問の方が先に立っちゃって、番号言っ

て名前言うのを忘れる場合が非常に多くなってきてる。ですから、どっちかに統一したら如何

なものかなと思うんですけど、どんなもんですか。それ何か、取り決めしてますか。代表質問

と一般質問はその人しかしないわけですから、一番最初に番号と名前言ったら、あとずっと終

わるまで質問の方に集中したら如何かなという気がするんですけど、どうだろう。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、加藤委員からございましたけれども、運営基準の中の発言

の中にはそういう表現はちょっと見当たりませんね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全部の体系見てみなければ、その部分が書いてるかどうか確認、

今すぐは発言出来ません。多分、会議録の編成において誰が発言したか分からないと記録出来 

ないと。ですから、委員会の中でも手を上げて番号までは要らないですけど、名前を言ってく

ださいということをお願いしてるんですよ。 

○委員（加藤正恭君） 委員会の場合はいろんな人が言うからこれは必要だと思う。誰が言っ

たか分からないから。だけど、一般質問と代表質問はその人しか発言出来ないわけでしょう。

途中で誰かが割り入って発言するわけにいかないわけだから。 

○委員長（大渕紀夫君） 白老町の議会の会議規則の中に、５１条に発言の要求というのがご

ざいます。会議において発言しようとする者は、挙手して議長と呼び、自己の議席番号を告げ、

議長の許可を得てから規律して発言しなければならないと、こうなってる。 

○委員（加藤正恭君） それはやってるんですよね。ただ、一般質問と代表質問の場合は。 

○委員長（大渕紀夫君） これ、発言の要求ですから、全てのというか、その度ごとに議席番

号と名前を言うということですね。分かりました。これについては、道の議長会あたりにきち

っと確かめるというふうにしたいと思います。規律上問題なければ、私はそれはどちらでも構

わないと思うんですけども、議会の権威というか、品位というか、そういうことからいうとや

っぱり議長何番何の何それと言うのが、私は非常に分かり易くていいのではないかと、傍聴さ

れてる方なんかが見てもきちっとなりますんで。どっから始まってるか分かりずらいより、今

まだなかなか議席番号とお名前おっしゃらない方もいらっしゃるけど、僕は出来ればやった方

が良いような気はしてましたけれども、それは。ただ、それは単なる感じでございます。加藤
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委員。 

○委員（加藤正恭君） 何回も言うように、結局一般質問、代表質問それは議長が許可して何

番誰々と、こういうふうに言いますね。一番最初は何番誰々と言って、それ以外の人は発言す

る場はないわけです。これによって、何番の誰々の質問は一般質問は終わりますとか、代表質

問は終わりますと、議長はそう言いますよね。ですから、それまでの間は他の人は全然発言を

許可されないわけだから、一番最初にだけ一回言えば、あとはもう質問の方に熱中してやった

方が、そうするとしなかったりしたり、しなかったりしたりというのが我々もあるんですよ。

１０回やってるうちに３回か２回は言わないことがあるんですよ。質問の方ばかり頭行っちゃ

って。ですから、せっかく決めたんであれば、きちっとやるべきだし、やらないならやったり

やらなかったりということではまずいと思うんで、もう一度検討していただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。多分、今、加藤委員が言われたとおりだと思います

けども、全道議長会等と照会いたしまして、正式に法の決め方、これ標準会議規則か何から取

ってると思いますので、全道ほとんど、ここの部分は同じだと思いますので、その辺の解釈を

ちょっと全道議長会の方に確かめた上で、次の議会運営委員会でお謀りをしたいというふうに

したいと思います。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） 他。無ければこの議会運営事例は各議員の皆様方の棚に全員に入れ

ますので、会派で折があればきちっと議論をして、こういうことなので通告書を記載する時は

きちっと書いていただきたいということ、徹底していただきたいと思います。それでは５番目、

全員協議会について、自立支援法のあらましですけれども。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応４月の２７日に自治基本条例の特別委員会を予定しており

ます。まだ、策定委員会の経過が１回しか終わってませんが、その経過を見て経過報告等をや

りたいと思っておりますが、その日全員が来るものですから、３月定例会で議員の質問の中に

健康福祉課長が自立支援法のあらましについては、議会の方に制度内容が確定した時点で説明

したいというお話しされてましたので、４月２７日特別委員会が終わりましてから、健康福祉

課長の方に１時間程度、概要の説明を受けたいということで、議長の依頼によってやりたいと

思っております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） この件は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） 調査事項は５点終わりました。それで、議会運営委員会として、今

まで積み残してた部分がございます。定数の問題、議会報告会の問題、傍聴規則の問題。この

３つが大きなものとして積み残しております。２番目と３番目、報告会と傍聴規則につきまし

ては、自治基本条例の中の議会の部分に、ここに関係ある部分がたくさん出て参ります。これ

を基本条例が出来る前に議論をしますと、そことの整合性が取れなくなると、我々自身で作る

ものですからちょっと困りますので、この２件につきましては６月の自治基本条例が制定され

た後に議論をしたいというふうに思うんです。条例との整合性をきちっと持たせた上で、町民
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との関わり全部出ておりますので、そういう形で一つは議論をしたいと思います。それから、

定数問題ですけれども、各地方議会で今話されてるんですけれども、数字が表に出て、一人歩

きをするという状況が随分見られますので、事前に会派代表者会議を開いて、一定限度議論を

しては如何なものかと。議会運営委員会で議論をするということになってますよね。ここで議

論をすれば、当然数字とかみな出てきます。それを議論されれば、当然マスコミが書いて、そ

れが先行されるという状況になります。ですから、会派の代表者会議を何度か開かせていただ

いて、その中で一定の議論をすると。当然、会派ですから、その中身については会派の皆さん

方の中で意思統一されたものが持ち上がってくると。一定の方向と言いましょうか、やり方が

出た段階で議運にかけると、そういうふうにしなければ、数字だけが一人歩きして、何かそれ

がありきのような形になって出てしまうと。これは我々の本意にならなければ困るのではない

かという心配もございまして、そもそもは議会運営委員会の議会改革の中で議論をするという

ことになってるんですけども、そのような取り計らいは如何なものかということで、各議員の

皆様方のご意見をお尋ねをしたいと。問題なければここでやっても構いません、それはどちら

でも構わないと思います。ただ、そういう配慮が必要ないかどうかというお話でございます。

山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 私は今、議運の委員長の申されたことに賛成です。と申しますのは、

つい最近も町民の方から個人的に作成している町議会議員の会報の中に、それらしい多分これ

くらいの数字になるんじゃないかぐらいの話題が書かれてたということで、どうなの山本さん

と聞かれたんですね。非常に私は回答に困りました。一切そんな話は正式にも無いし、当然他

の町村との動向を見ながら、いろいろこれから議論を詰めていかなければならない問題だけれ

ども、具体的なことは一切未だ決まってもいないし、全然そんなあれはないですよというふう

なお答えしたんですけれども、そういったようなことも、どうも出て来てるようですので、早

急にやはり今、議運の委員長がおっしゃられたようなことを行うべきだと、このように感じま

す。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私も山本委員と全く同じなんですけども。実際問題として、今言った

議員定数に関する、非常に町民が意識を持っているんですよ。それで、実際私のとこまでは間

接的には聞こえてきてます。ですから、この辺の問題についてはその場で答えるとか何とか、

そういうことは一切ありません。ですけども、こういうことはやはり今、委員長言ったような

形で進めて、そして最終的な形はここで検討するというような形、これがベターではないかな

と、そういうふうに考えます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。委員外議員、玉井委員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 私は、今お二人が言われたことは当然だと思うんですけども。

ただ、私の立場で個人的に言うと、勿論参加出来ないんで。定数問題は私達も当然委員外議員

であっても、意見申すべきだなと思ってますので、出来ればこのままの状況でやっていただき

たいなと。ただ、今言ったように決まってもいないのに常識で考えれば、今のことは非常識だ
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と思うし、そういうようなことは議員２０人が全員が自覚してやるべきことだから、僕は常識

的なことで言うべきだなと思いますよ、言ったり書いたり決まってないことをすべきでないと

思うし。だから、これをあえて会派の代表者だけでやるべきことではないんではないかなと、

私は思うんです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。吉田副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） この件については、昨年から各会派で非公式に協議進めてる内容

でございますけれども、この段階で各市町村の議員定数の問題については、大体結論つけてい

る状況から、そのように町民の意思も多分あせってくるんじゃないかと思います。出来れば事

務局の方で、議員定数に対する基本的な考え方、要するに各会派で協議するにあたっても統一

した見解の中で協議していった方が良いと思いますので、例えば議員定数は如何にあるべきか

とう内容の焦点を絞っていただきたいと思います。機会見て、そのような議員定数に対する論

議の焦点というものについて一回出していただいて、その中でお互いに焦点を絞って結論づけ

ていったら良いかなと、基本的には先ほど委員長が話された内容に賛同いたします。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、副委員長言われたのは、議員定数に対する考え方を、どういう

考え方をすればいいのかと。多分そうなると減らさないというふうに、道の議長会に行ったら

必ずそうなりますので、ですからそんなこと含めて他市町村の動向とか、そういう意味だと思

いますので、そういうことは調べられますね。基本的な考え方というのは、もうありますので。

はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議員定数の管内もそうですが、道内の実態、今進行中の所もご

ざいます。道外の部分については、過去に数回お手元の方にお渡しさせていただいてるかと思

うんですよ。大きくは、それよりは変更は大きく見えないのかなと思ってますので。それより

未だいるというのであれば、まだまだ調べなければならないんですが、実態としては皆さん何

処も落ちていくような現状でありますので、その実態については前にお示ししたもので足りな

ければ、また出していただければ調査したいなと思っておりますけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議員定数でいつも議論するのは、委員会構成なんですよね。本会議よ

りも委員会での議論の要請というのを非常に大分前から議論されているんですよ。委員会で決

まったことは大体他で通じるというような形になっていくとすれば、自治法の改正の問題もあ

るんでしょうけど、一議員は必ず一委員会ですよという文章があるわけですよ。そうすると、

委員数を減らしていくと委員会構成が成り立たなくなる場合があるから、いつも全員協議会で

委員会をやってるようなことであっては、果たして委員会になるのかどうか。そのあたりも一

つ横の考え方として頭に入れながら議員定数ということも議論していかなければならないとい

うような気がしてならないんですけど。それで、何か自治法の改正がいつされるのか。あれで

いくと一議員は、今度二つの委員会にも所属可能だよというふうに改正されるやに聞いてるん

だけども、そのあたりはどうですか。いつ頃になるんですか。法的には、未だなんですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 未だなってません。皆さんに何回か切抜きをお渡ししておりま

すとおり、未だ条例改正にはなってませんけど、来年に向けて提案してくという方向性は、既

に国の方では持ってるようですから、多分自治法の改正は遠くない内に皆さん見てて分かって

ると思います、議長に臨時議会の召集権でありますとか、今言ってる一人１委員会の構成の解

除ですとか、そういうのは多分盛り込まれていくんだろうなという見方はしてますけど、これ

は国の方ですから、いつ提案するかというのはまだ無いですから。多分、今年度中に提案され

て来年度中に施行部分じゃないかなと私は読んでたんですけど。 

○委員（加藤正恭君） 結局来年、統一地方選挙だから今年度中というのが強いような気がす

るんです。そして、来年度からそれに基づいてと、こういうことになるんじゃないのかなとい

う気はするんです。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしても、現段階では法制化されておりませんので、そうい

う中で考えざるを得ないということであります。今年中に結論を出すということになっており

ますので、少し精力的に詰めたいと。一番心配なのはそういうことで、私は議会の独自性、独

立性というのは極めて強いものだと思ってますので、町民の皆さんの意見は十分お聞きします

けれども、我々の議論されていることが外に流れるのは流れても構わないですけど、それによ

って議会が動くなんというのはちょっとしたくありませんので、議会は議会独自としてきちっ

とした方向と理論的な裏づけを持ってやっぱり定数問題議論するということが必要だと思うん

ですよ。それで会派の長、何故かと言うとマスコミが入るんですね、この場は。この場でやり

ますと、当然、この間もちょっと議論したこと書かれましたでしょう、全部。数字出てないけ

ど。増やす方向だとか、減らす方向だとか、現状維持だとかって。あれだけでも書かれるんで

すよね。書いても構わないんですけど、そのことによって、町民の意思によって動くのが良い

んだけれども、議会の独自性が無くなるのはやっぱり僕はいけないと強く思ってるものですか

ら、それは一定限度。その後に町民の意見上がってくるのは幾ら来ても構わないでしょうから。

決めるのは議会で決めるわけですので、町民の意見も十分聞きますけれども、方針は議会とし

て出した方が良いのではないかと。そうなると平場でやるのは如何なものかと、こうなりまし

て、出来れば会派代表者会議の中でそれを行い、必要に応じて無会派の方にはお話をすると、

意見も聞くというようなご苦労を議長にやっていただきながら、原則論は会派代表者会議でや

っては如何かと。それで、議会運営委員会の法制化に伴う委員外議員に関する調べというもの

を出させていただいたわけです。ちゃんと根拠があってやってることでございますので。何故

これを出したかという意味は、そういう形で位置づけをきちっとするということであります。

確認です。ただ、誤解をされてる部分もございますので、局長から説明をしていただきたいと

思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会運営委員会の法制化に伴う委員外議員に関する調べという

ことで、これは私作った資料ではないんですけど、過去に議会運営委員会の法制化になったり、

委員外議員を設ける時の基準に作ったものだろうかということが伺われますので、これちょっ

と私見つけたものですからお渡ししていきたいと思います。先ず、議会運営委員会の規定で申
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しますと、議会運営委員会の基準は運営基準にも書いてありますが、議運の構成は基本的に会

派代表から７名を会者の人数割で選出するということになってございまして、それは議会運営

基準の中で書かれております。人数割りで出すということになってございます。今、議会運営

委員会の中には正規な議会運営委員等の他に委員外議員というのがございます。それは、会議

規則の中に基準がもられておりまして、会議規則の６８条であります。６８条に委員外議員の

発言という項目が載ってございまして、根本的な基準は委員会は審査または調査の事件につい

て必要があると認める時に委員外議員を出席させて、意見説明を聞くことが出来るという規定

なんです。そういう規定がございます。現在白老町の議会運営委員会につきましては、委員外

議員、一応、副議長も委員外議員でございます。それから、委員の欠席に伴う代理出席も委員

外議員でございます。それから、そこには一人会派と書いてますけど、会派を持たない俗にい

う無会派の方も委員外議員でございます。この方々については、白老町の議会運営委員会は運

用規定、下の方にも書いてありますとおり、中段から書いてます。委員外議員になじまないと

して出席を求めないよりも、委員外議員についての弾力的な解釈により出席を求めた方が議会

運営上プラスになることから、常時出席は可能と、こういう解釈の元で運営されてるのが実情

でございます。出席の可否、発言の取扱、表決の取扱ということが書いてございまして、いず

れも副議長、代理出席、無会派の方の取扱は同じでございます。出席の可否については、出席

要求を発して出席をしていただくということになってございます。発言の取扱も基本的には発

言を求まられてということになります。表決は出来ないという規定になってございますので、

これを説明しておきたいと思います。当議会運営委員会については、弾力を持たせた中で常時

出席を求めてるということでございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、説明ございました運用の一番下に、なお、質疑については、自

己に要求されている事項の確認に限定されると、こうあります。今は挙手をしていただいて、

ほとんど発言を委員外議員の方にも認めてますけれども、本来厳密に言うと、こちらが要求し

たものにのみ発言出来るということで、解釈上はそうなっております。ですから、そこら辺は

はっきりして、ですから会派代表者会議が持たれるんですよということもご理解をしていただ

いということも含めて、このものを出させていただきました。一つ一つきちっとしていった方

が良いと思いますので、立場をちゃんとして。ただ、ここに書かれてますように、うちの議会

運営委員会は委員外議員の皆さん全員に出席を出し、来ていただき発言もしていただくと。た

だ、可否は勿論取りませんけれども、それ以外のことについては委員と同じようにというふう

に、今後もそうなっていくと思います。今回この定数問題につきましては、先ほど私がお話し

ましたように、委員外議員の方につきましては、議長から意見とその時々の、細かなとは言い

ませんけれども、一定の報告をさせていただくということも含めて考えながら、会派代表者会

議で何度か議論を行っていってはどうかというふうに思うん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） 委員長のおっしゃるとおりで良いと思うんですよ。ただ、期限を切っ

たらどうだろう、そろそろ。ただ、だらだらだらだらしてると、いつまで経っても減らすか増
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やすかという議論ですから、増やすことは考えられないにしても、現状維持か減らすかだけだ

と思うんですけれども、ある程度期限切らないと、ただ、だらだらだらだらいくとまずいと思

うんだけど。そのあたりどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） おっしゃられるとおりだと思います。いつの議運ぐらいまで結論を

出すか。今年中に議運としては結論を出し終えなくてはいけません。ですから、会派代表者会

議をどの期限くらいまで出すかと、今の加藤委員のご発言だとそうなりますけれども。加藤委

員。 

○委員（加藤正恭君） 会派会議は別なテーマでやる場合があるわけですよ。そのついでの時

に、これだけでやるというのはなかなかいかないと思うんで、しょっちゅうやる度に議員定数

のことは常に会派の中で議論しようということで、その内に段々段々煮詰まっていくような気

もするし、１回か２回で直ぐ結論というわけにはいかないと思うんで、今年中ということにな

れば結構まだありますから、常にそういう議論を会派会議をするたびにやろうというふうに、

お互いにして徐々に煮詰めて行こうと、会派の中でそういうふうにしていこうと思って、私共

はやってるんですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。それでは、９月の定例会前まであたりに議運にきち

っと意見が一定限度見えるような形で上げられるというような形は如何でしょうか。１２月で

すから、そうであれば９月の定例会前に会派会議を終了するというようなスケジュールは如何

でしょうか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） いろいろとこの件について委員長の方からお話がありましたが、私

も先ほど皆さん了解されました、ある一定の所までは代表者会議でいろいろと話をして、それ

ぞれの会派の考え方なりきちっとやはり責任を持った形で減らすなり増やすなりという、そう

いうような意思表示をしていただいて、その後に議運で諮って議論をすると。そうでないと議

運でやりますと、あの会派これくらい言った、こっちの会派このくらいだって、それが今度マ

スコミ等で流れますと、それが今度町民が何だあの会派はどうのこうのって、また個人会派に

対しての非常な批判なり考え方なり来るもんですから、非常に混乱するあれもありますので、

やはりそれぞれの会派が十分、他の会派の意向も聞きながら自分の会派としてはこうなんだよ、

ああなんだよという、きちっとある程度意思統一した中で、公で皆さんで議論すると。そうな

った時には後は歩み寄りですから、それじゃ１ヵ月後にこれを再度どこでお互い妥協するかと

いうこと、議論してまとめるかということを議論してもらうのであれば、これは一般に出ても

それは構わないですけど、最初の段階からあの会派何名と言った、この会派何名と言ったんじ

ゃ、あれはおかしいんじゃないか、これはこうじゃないかと言われると、非常に本来の我々が

責任を持って決めるにはちょっと非常に支障があるもんですから、そういった面でやはり代表

者会議等である程度それぞれの会派の意向を確認してやると。そして、無会派の方は私もそう

いうのには十分配慮してお話を聞いたり、先ほど副委員長から出ました一つの基準なるものが、

例えば人口割でくるとか、地域割りでくるとか、そういうのは一定の決まりは全く無いんです

よね。町々で法律的には上限だけ決めるようになってるわけですから、後は皆さん共通認識で
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人口面から考えましょう、例えば委員会構成から考えましょう、財政面から考えましょうとか、

そういうことをこういう条件の元で望ましい議員数は幾らかとか、なんぼかということをきち

っと、そういう条件の元でお互い考えてもらえば、自ずとそれなりのものが出てくると思うん

で、それはやっぱり代表者会議等でお互い会派として、こういう条件の中から何名が適当か考

えましょうという共通認識でそういうことから判断していただきたいということをやって、そ

れでお互い議論してもらうという形をとっていただくということで、先ほど言われた９月頃ま

でにお互い一定の条件の元で検討してもらって、代表者会議等でそれぞれの考えが、そこの所

で裏で何するという必要は全くありませんけども、そういう形で考えていただいて、それで議

運の場でやってから、５ヶ月も６ヶ月もというわけにはいかないですから、そうなったら１、

２ヶ月で直ぐ結論の方へ持っていくように精力的に、代表者会議、議運とやっていって、最終

的に結論を出していただくという形に持って行っていただければ、非常に皆さん。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、議長の話いろいろ聞いてて、基本は会派でやって、代表者会議で

いって、またそこで揉んで、また駄目なら会派へ戻ってるという、こういう行ったり来たりと

いう必要によってはやって、そしてある程度結論出してから議運にかかるというふうなことを、

２回も３回もあり得ると思うんですよ。結論会長会議でぼんと出さないで、また一回会派へ戻

して、またこうやると、こういうこともあり得ると思うんで、そのあたりでやりましょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） その中で、代表者会議、会派会議とやっていく中で、その都度、都

度完全に回数合うか合わないか別として、特に無会派の方には私と通じて、その意向なり皆さ

んの考えなりをきちっとお話させていただいて、それでまた意見もいただいて、そして代表者

会議の中でこういう形で話し合われていますということで、お互い連絡を取ってやっていきた

いと、それで議運に正式に出た時には、今の議運の委員長が運営していただいてるような形で

無会派の方の意見も聞いていただいて、最終的にまとめて、出来ればやはり皆さん一致した考

えで定数問題についてはどちらにしても全員の形の中でいかないと、最後まであの人は反対し

たとか、どの議員が賛成したとかとかということにはならない方が、あまりいいことではない

のかもしれないけれども、そういう形で出来ればいきたいものだという具合に思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員、西田委員どうぞ。 

○委員外議員（西田 子� 君） １つだけ質問させていただきたいんですけれど、確認という意

味もあるんですけども、委員外議員の場合は議運ではここにも書いてますけど、表決の対象外

ですよね。そうしましたら、会派の会議の時に、会派代表者会議で先に話合うということにな

りまして、ある程度の一定の方向性が出たら議運でやるというふうにおっしゃってましたけど

も、それでは私達のような会派に入ってない者の意見というのは、いつ、どの場所で出来るん

でしょうか。先ほど聞いてましたら、議長がいろいろとおっしゃってましたけれど、議長と多

分意見違ったり何かした時、私はこういうふうな意見なんですということを会派の代表者会議
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の中で入れていただけるということなんでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長に言っていただいて、そのことが会派代表者会議の中で議長か

ら話されますから。委員外議員、西田委員。 

○委員外議員（西田 子� 君） もう一つなんですけど。その後、もし議運でやりましたら全員

でやるとかいう考えは、これから先もまた考えられる、そういう方法もあり得るということな

んでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 議運の全員という意味ですか。それとも全議員という意味ですか。 

全議員は、議運であれば全議員では多分やらないと思います。何故かというと、議運でやると

いうことは、会派の代表と無会派の方、皆さん参加されておりますから、ここで決まることは

全議員の共通の認識ということになりますので、必要であれば勿論全体の議員の中でお話して

も構いませんけれども、会派から要望があればですよ。原則から言えば、各会派と無会派の方

が出てれば、全議員に全ての意見が通じるということの認識で、我々は会議を進めますので、

原則論としては多分無いかなと。ただ、会派の中でも意見が違うし、何としても全体で議会を

開いて言わせてくれという方がたくさんいらっしゃったら、それは何も全員が委員外議員で議

会運営委員会やったって構わないわけですから、そういうことも以前にもやりましたでしょう。

意見があればそれはやりますよ、出来ますから。ただ、会派の代表が集まってるということで

すから、そこに無会派の方が入れば全部の意思は統一されるという、原則でいけばそういう認

識ですから、その時はやらないということであります。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 確認の意味なんですが。議員定数に関しては、期限的には９月まで代

表者会議をやって、繰り返していって、ある程度結論的なものを持って、その後自治基本条例

も遅くても６月定例会にかけるということも言ってますけれども、もし遅くても９月には出て

来るということになれば、他のものもふくめて１２月中に最終的に議会改革の一括の締めの結

論を出すということで考えてて良いですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 先ほども申しましたように、第２次の改革については、今年中をめ

どに一定の結論を出します、一度。そして次は自治基本条例に基づいて、どう議会を改革して

いくかという、条例に基づいた形でどうしていくかということの議論が開始されるのではない

かというふうな認識でおります。他、ご意見ございませんか。それでは、今までの積み残しの

件につきましては、そのような形で処置をいたします。その他の方ございませんか、何か。山

本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 先ほどの件なんですけど、終わる前に言えば良かったと思ったんです

けど。今こういう状況の中で、こういう段取りでいくと、本当に良いことだと思うんですけど

も、それまでの間に議員さん個人で個人演説会もあったり、党の演説会もあったり、党の会合

があったり、個人の会報出してる人もあったり。その中で、言論の自由ですから、言及しては

いけないということにはならないのかもしれないけれども、言及することによって町民はどう

考えるかというと、その出した数字よりも、更に少ないのを希望するのが大体町民の方向とい

うのが多いんですよ。極端なことを言えば、本当に１０人ぐらいで理論的なこと無しに十分じ
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ゃないだろうかとか、町の職員半分くらいで今の仕事出来るんじゃないだろうかとか、好きな

こと町民がおっしゃるもんですから、なるべく方向性が出るまでは、やはりそういったことは

言及しないようにというのを各会派で決定出来るかどうかは分かりませんけれども、ある程度

必要ではないのかなというふうに感じますので如何でしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） この件につきましては、山本委員もおっしゃったように、言論の自

由でございますから、そういうこともございますので、自制心を持って常識の範囲で報道、そ

ういうことについては、発言するということにつきましては、やっぱり自分が責任持てる範囲

でやっていただかないと、それが議会だというふうに見られるというのは一番困りますので、

責任持てる範囲で、常識の範囲でなるべくやっていただきたいというようなことで、会派でお

謀りをしていただければと思います。それ以上はきつくはなりませんので、その程度で一つ。

議論されたということが大切ですから。よろしゅうございますね。それでは、議会運営委員会

を以上で終了いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後 ２時３５分） 


