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議会運営委員会会議録 

平成１９年 １月１０日(水曜日) 

   開 会  午前 １０時００分 

   閉 会  午前 １１時４９分 

                                             

○議事日程  

―協議事項― 

第 １ 議長の諮問に関する事項について 

 議員定数の見直しについて 

第 ２ その他について 

                                                     

○会議に付した事件 

―協議事項― 

第 １ 議長の諮問に関する事項について 

 議員定数の見直しについて  

第 ２ その他について 

                                                  

○出席委員（１０名） 

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

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

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

委   員  加 藤 正 恭 君       議   長  堀 部 登志雄 君  

委員外議員  玉 井 昭 一 君       委員外議員  西 田 祐 子 君 

                                             

○欠席委員（０名） 

                                             

○職務の為に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） ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

お諮りをいたします。本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［｢なし｣と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。 

よって委員会条例第 16 条の規定により、委員長において傍聴を許可いたします。 

次に本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

                                             

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日議会運営委員会の調査事項でございま

すが、議長の諮問に関する事項についてということで、議員定数の見直しでございます。昨年の

暮れですけれども、議員定数の削減数が決まりました。それを受けまして、何点か定数削減に伴

う決め事がございました。それにつきまして資料事前に配布しておりますので、各会派会議を経

まして今日ご審議するということになっておりますので、それを中心に行い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） それでは最初に報告文書が各委員の手元に行っていると思いますけ

れども、書いていますように１月 19 日までにもしここを直したほうがいいというような部分が

ございましたら、事務局まで１つ連絡を願いたいというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。１月の議会で報告をいたしまして、３月の議会で条例を改正するという手順でござい

ますので、その委員会報告を１月の臨時議会で行うということですのでよろしくお願いしたいと

思います。 

 続きまして何点か３月の条例改正までに同時に議論をし、できれば議会改革全体でやるものと

３月の定数改正の時に一緒に条例を改正するなり、また考え方をきちっとしておくという必要が

あるものとに仕分けがされると思います。それで１つは今議論になっております通年議会の件で

ございます。議会のチェック機能を増すということの裏づけという意味でございますけれども、

通年議会の問題。それから町民の皆様方との意見をきちっと議会が吸い上げることができるとい

うような議会と町民の皆様との乖離を防ぐということに対しての議会報告会や町民懇談会、そし

て議会の資質を上げるということでの政策研究会、これは当然自治条例の中にも掲げております

けれども、この件、そして常任委員会をどういうふうにするか、できれば３月の議会までに一定

の方向を出すべき中身のものであろう。議会改革そのものにつきましては、自治条例に基づいて

運営基準なり会議規則なりに挿入していくという部分もございますので、そういうことも含めて

議会改革全体につきましては、この後この自治条例に基づいて若干時間を掛けながらきちっとし

ていくと。しかし全部できるかどうかは別にいたしまして、この４点につきましては３月までに

精力的に議論できる部分は議論しておく必要があるだろうというふうに感じておりますので、そ

の点について各会派でご議論を願ったり、また意見がございましたらいろいろ話をしていくとい

うふうにしていきたいということでございます。 
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 結論を見られるかどうかはまた別でございます。しかしこのことをきちっとやっておかないと、

定数だけが先に行ってしまいますので、それに見合った形できちっと３月の条例改正でついてい

くということが必要だと思いますので、そういう議論を今後３月議会まで精力的にやりたいもの

だというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 内容の進め方についてはそれ以外何かご意見等々含めてございますか。 

 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） 事務局。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず３月に条例で定数を決めるという部分でございますので、厳

密に言えば他の条例動かすか動かさないかという部分はありますけれども、できれば直したほう

がいいと思われるものは常任委員会の数のあり方、委員会条例に関係してきますので、その部分

は最優先で決められなければならないだろうなと思います。それともう１つは、通年議会等の絡

みもございますが、これも町側との皆さん盛んに審議の中にも出ています、町側との調整もござ

いますので、できれば回数を１にするとかそういう部分でなくてもやるという方向性部分までは

出していただかなければ、調整がつかないかなと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは各会派会議が持たれたり、また持たれなくても一定の意見

交換がされていると思いますので、この件についてこういう進め方でいくということはいいので

すけれども、各会派でどのような意見が出ているか、またどうすべきかという辺りで、出ていれ

ば１つ議論をしたいというふうに思います。どこからでも構いません。出していただきたいと思

います。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブでございますが、私どもは昨年の末の会派会議以降実は今

日までやっておりません。通年議会の考え方でございますが、それについてはその時申し上げた

とおりでございます。すなわち通年議会については積極的に取り組むべきであるという考え方、

ただし議会だけで通年議会が行われるわけではないので、町の理事者と十分コンセンサスをとる

という方向を見ながら、通年議会というものを議論していこうという考え。基本的には考え方は

変わっておりません。それをただ確認しておきたいと思うだけでございます。それ以外のことに

ついては今後の課題でございますので、積極的に会派会議で検討してみたいなと思います。以上

です。 

○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） 新風の吉田でございます。いろいろと会派の中で打ち合わせいた

しましたけれども、通年議会については具体的に詰めるにあたっては手法がまだ新しくてはっき

りしないということもございますので、いろいろと進める過程で手続き等の問題等が出る可能性

があるということで、できるだけ予想される手続き上の問題について、できれば持ち寄って協議

していく過程が必要でないかという判断がされました。たとえば理事者側の議会の招集権の問題

とか、議長の請求権の問題が具体的にどのように今までと異なっているのか、どのような手続き
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が必要なのか、要するに１回目は別としても２回目以降の議会についての具体的な進め方をどの

ような方法でとらえていくのか、これを１つ検討すべきではないか、もう少し具体的に結論出し

ていただきたいなという考えを持っておりました。委員会の数については現状３委員会をとって

いるわけでありますが、具体的に大きな問題がなければ３委員会で進めるべきでないかという考

えが出されております。また手続き上の問題で、委員会の事務調査事項についての進め方、要す

るにテーマの設定とか、あるいは議会での報告の仕方についてはどのような変わり方をするのか

どうか、これについても１つ具体的に結論出していただきたいという考えがございます。後は町

側との調整、進め方の中で調整があると思いますが、これらについてはやはりある程度具体的に

なってきたときに町側との折衝窓口を正規に定めた中で具体的に進める必要があるのではない

かということが１点でございます。ともかくそのようなことで、具体的には通年議会については

全面賛成すると、進めるべきだという考えでおります。以上が私どもの協議の経過でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブは会派会議を実施しまして、今までの議運の中での提出の

見直しの部分からの通年議会の提案ということで、昨年の 12 月 16 日に勉強会をした中身でど

うだろうということで話をしました。通年議会という言葉のなじみもなかなか反発といったら語

弊があるかもしれませんけれども、なじめない部分があるのかなという意見がありました。それ

で局長からの資料だとか今までの議論の中身で根本的にはあまり変わらないと。ただ会期の延長

の中で閉会、休会、これの扱い方がやっぱりイメージとして持っていただきたいと私どものほう

から言ったのですけれども、今加藤委員のほうからも話が出ていた中身、それから吉田正利副委

員長から出ていた中身の理事者側との対応ですね。それから理事者側、職員、議会全体の絡みと

いうのがかなり見えてこない部分があるなと。どこからひもとくのかというのはここで議論して

いくことになると思うのですけれども、まとまりとしては、やるにしてもやはり慎重に進めてい

ただきたいと。議論を重ねていただきたいというのが、最終的な新政クラブの意見になろうかと

思います。 

それからこんな意見もありました。通年議会はチェック機能を落とさないということについて

は理解ができるのだけれども、昨年 12 月 25 日に定数のある程度の合意を見ています。そうい

う中身の中で通年議会の議論において話の方向性が間違って、いろいろな部分が出てくる可能性

も出るので、やはりチェック機能を増すということについては異論がないのだけれども、定数の

問題と通年議会の問題は切り離して進めていただきたいなというのが、私も冒頭言っているので

すけれども、議会改革の中できちっと取り組んでいきましょうという事で、新政クラブはそのよ

うにお願いしたいということであります。 

あともう１点は、委員会の話なのですが。やはりうちのクラブは定数が減になることによって

４人減るわけですから当然今までの委員会がやっていたボリュームが変わらなければ、個々の委

員のボリュームは上がるわけですよね。それは間違いないことだと。地方自治法の絡みの中で複

数の常任委員会に所属できるということも理解はできると。ただ２つの常任委員会を１議員が持

つということの議論は、当然今から進めなくてはいけないのだけれども、最終的には改選された
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議員さんが判断する部分も大きいのではないか。そういう部分の中では新政クラブとしては、頭

割りで申し訳ないのだけれども、８、８の２常任委員会で進むべきではないかと。そういう部分

のところで議論を進めていただきたいという会派の意見であります。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 通年議会のあり方については積極的に内容については変わらない状況

の中でやっていくということで、委員会におけるチェック機能が増すことは当然間違いないこと

だろうということで、積極的に進めていくべきではないかということになりました。ただ先ほど

からも出ていますように、理事者側とまだ何もやっておりませんので、その辺で理事者側がどう

受け止めていくのか、どういう形で考え方いるのかということの意見調整というのはきちっとや

っていかなければならないのではないかということです。それからやっていく中で変えていくこ

ともできるのではないかという話もありました。やっていって，前議会改革で１問１答もそうで

したけれども、やっていく中でいろいろと改正していったと。そういうことも可能ならやってい

く中で会期までやっていって、会期でまたそれを新たに改正していくとか、そういうような形で

やってもいいのではないだろうかということも出ております。 

 それから常任委員会なのですけれども、うちは２人会派ですので１つの希望なのですけれども、

通年議会をやっていくと同時に町民に議会の議員の動きが見えないという声がすごくあったと

いうことから、前に少し出たのですけれども、会派室はないですけれども、議会に必ず誰か議員

が 1 人いたらどうなのだろうという話が出ていたのですね。居ていろいろな相談、それからい

ろいろなことを受けますと。それを各議員が１人ずつ交替で居てもだいたい３ヶ月に２回ぐらい

しか当たらないのではないかと。部屋はどこでも空いているところでできるのではないかと。時

間も決めてその間は議員さんが誰かかれかいますから自由に参加して来てくださいという場づ

くりはできないものなのだろうかということが出ております。 

 それから委員会に関しては、私達の会派としては 1 つ以上持つことができるようになったと

いうことを受けて 3 常任委員会は継続してやっていくべきではないだろうかということになり

ました。ただ特別委員会の港とイオルの関係もありますので，これをどうするのかというのはこ

れから議運で議論をしていくことになるのだろうねという話で終わっています。 

 政策研究会の話をしました。これは研究会としてどういうふうに立ち上げるのかとかどういう

形がいいのかというのはまだ漠然としているのですが、ただ難しいことは全員でということはな

かなか難しいだろうと。そういった中で会派がしっかりと力を持つのかな、しっかり勉強する会

派にするべきなのかなということも含めて、委員会、常任委員会のあり方を本当にもっともっと

所管をその都度定例会ごとではなくて持つことが出来るようになったということで、2 年に 1 回

の議員の視察研修ありますよね、それを 2 年に 1 回とか今年はこの年だからこれをやるという

のではなくて、所管を常に持てるわけですから、何か問題が起きた時に必要であればその時に常

任委員会でこの視察に行きたいという形の、それからこういう人を講師に呼んで勉強したいとか、

そういう委員会独自の東京へ行くとか何とかというそのようなことも関係なしに、予算として持

っていただいて、その中でそれを委員会だとかで使っていく、それから全員で勉強することがあ
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ればそういうことに使っていくという、そういう形に抜本的に変えていくことはできないのだろ

うかという漠然とした話なのですけれども、私達が力をつけて政策提言をしていけるとか、そう

いうふうになったときに、もちろん議会として、それから委員会としてもやっていくという形で、

議会の中で委員会活動がすごく重要だということも含めて、そういう委員会としてのあり方、視

察のあり方も含めて今後検討するべきではないかという話をしました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところですけれども、2 度ほど会派会議をやりましたけれども、

通年議会につきましては、定数は減るということは 4 人少なくなるわけですから、ここでの議

会のチェック機能を町民は一番心配しているわけです。これははっきりしていることなのですよ。

ですから、当然これを切り離して考えるという考え方もございますけれども、4 人減るからチェ

ック機能を増すためにどういうことを考えるのかということでなければ、議会は成り立っていか

ないわけですから。そういうことでいえば、常任委員会でチェック機能を増すことができるとい

うのは、議会側としては極めて大きなウエイトになるだろうということであります。このことが

町民とのかかわり合いでいえば、一番我々議会が果すべきことではないかということからいうと、

皆さんからも出ていますけれども、何か大きく変えるとかそんなものではなくて、常任委員会が

チェック機能を増せる、そういうところに私達は力点を置くべきだという考えなのですよ。だか

らできるから何でもいつでも議会やろうとか、そのようなことは考えないほうがいいのではない

かと。今までと同じようにやりながら常任委員会のチェック機能を増そうということでいえば、

ここだけ 1 点だけでもやる価値はものすごくあるのではないかということであります。それか

ら委員会ですけれども、うちも新政クラブが言われたようにボリュームはどうやってやったって

同じなのです。人数は同じだからボリュームはどういうふうにしても同じなのですよ。ただね、

幅広くやりたいというような意見がございまして、うちも 3 常任委員会がいいのではないかと。

ただですね、新たな常任委員会、例えば予算決算の関係、広報広聴の関係、こういうものをどう

するかという意見が出ています。そうすると 2 常任委員会といっても今までの 3 常任委員会を

ただ編成して 2 常任委員会にして、予算常任委員会というのを作ったら、やっぱり常任委員会

は 3 つになるのですよ。そういうふうになってしまう。だからそういうことまで考えて特別委

員会みんななくするというふうにしたら、どういう手法が一番いいかということになるのですよ

ね。そこは結論でていないのですけれども、例えば 4 つなら 4 つの常任委員会作って 1 人 2 つ

ずつ加わるということになるのか、予算決算常任委員会にすれば全員がそこに入るというふうに

なって、他に 1 つの常任委員会に入るというふうになるのか、そこら辺がまだ漠然としていて、

こうやったらいいというものが出てこない。そこら辺の議論は随分ありました。ただ今の常任委

員会については 3 つがいいのではないかという意見のほうが多いのですよね。そういうことで

あります。政策研究会につきましては、これといった案が今のところは出ておりません。どうす

るかというのはまだ・・・となると、議会報告会と町民懇談会みたいな形をどうするかというこ

とになるのですけれども。1 つは先ほど吉田和子委員が言われたように、議会に常駐するという

のは新たな考え方としては、広報広聴の部分では今聞きまして良いのかなという気がしました。

同時に広報広聴をどうするかという意味で新たな常任委員会を作るのか、それとも特別委員会で
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やるのか別にして、そういうところが一括して議会報告会も含めて議論できるような場があった

ほうがいいのかな。議会だよりを作るのも、議会報告会をするのも、全体をやれるような場所が

あったほうが議会としては機能的に動けるのかなと。出前トークから今の当番性のところまで突

き詰めてそういう場が 1 つあったほうがいいのかなというふうに思ったということであります。

それが私達の会派の意見でございます。 

委員外議員の 2 名の方、このことについてもしご意見がございましたら、意見を求めたいと

思います。委員外議員西田委員。 

○委員外議員（西田祐子君） 私も通年議会については皆さんおっしゃられたように、ぜひ積

極的に取り進めていただきたいなというのがあります。それと常任委員会のほうなのですけれど

も、やはり大きくいろいろなことをやってみたい、小さく分けられた場合 4 年で任期が変わっ

てしまいますので、意外と小さくしか自分の所管するところがなくなってしまうということにな

ってしまうと少し寂しいので、今ある 3 常任委員会が限度かなと、そういうふうに思っていま

す。できればそういうふうな形で進めていただければありがたいなと思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 一通り意見出されました。今出た意見についてご議論ございました

らぜひ出していただきたいと思います。共通して出たのは、通年議会については理事者とのすり

あわせをどうするかということと、そこで新風さんでしょうか、窓口をきちっとしてやったほう

がいいのではないかというかなり踏み込んだところまでのご意見もございましたけれども、そう

いう点含めて各委員のご意見を出していただきたいと思います。 

 どうですか、町との話し合いは今の状況ではもう入ったほうがいいのではないかと思うのです

がいかがですか。そこら辺のご意見もあれば出していただければと思いますけれども。 

 吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 段階的に進めるべきだと思うのですが、現段階でここまで詰めて

きているわけでございまして、町側もある程度内容を察知しているという向きも伺えますから、

やはり町との折衝、調整はすでに入るべきだという考えを持っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他どうですか。 

 私も今吉田正利副委員長と全く同じ意見です。 

 どうぞ。 

○委員（吉田和子君） ここまで私達も通年議会については講演も受けたり、何回か議運でや

っていますし、あとこれ以上進めていっても町側から今それはぜんぜんできませんといわれたら

議論する何物も無くなってしまうわけですから、町側とやはりきちっと意見の調整をしながらこ

ちら側も具体的なものをどんどん明確にしていくというほうがいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 

 そのような形で町と折衝に入るということでよろしゅうございますか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） それでは議長入るということに対して何か意見ありましたらどうぞ。  

○議長（堀部登志雄君） 入るということに関しては特に反対する何もないのですが、要する
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に議会と理事者と通年議会についての認識を一緒にしてもらわなければならないし、お互いに通

年議会とは何かということをきちっと把握した上でやるという前提で交渉するというやり方も

あるし、まずお互いやってメリットあるか、メリットという表現は別として、効果あるかないか

ということ、その辺もきちっと認識した上で具体的な具体案に入っていかないと、やるのだよ、

そうしたらこの件についてはこうする、この辺はどうなるのといったときに、やり取りこうなる

と思うのですよ。だから反対にこちらもその辺はどうなるかやってみなくてはどうなるかわから

ないという形でなっても問題あるから、その辺はそういう前提の上に立って、通年議会というも

のはどういうものかというものを話し合って理解して、それだったらお互いできるねというよう

な形で、個々の問題についてはこれをこうしようああしようというような形でやっていくような

そのような交渉の仕方をしていけば、絶対これやるのだからこの件については理事者でこうして

もらいたいああしてもらいたいという前段で、一気にそこまで行くのではなくそういう形の進め

方のほうがいいのではないかと思うのです。どういう問題点あるのか、理事者は理事者としての

この件についてはこの問題についてはどう議会で通年議会になったら扱うのといったときに、う

ん・・といってもこの辺が今までと変わらないのだというだけでいけるかいけないか、その辺も

きちっと。それは先ほど吉田代表も言われたその辺もあると思うので、きちっと個々のやつがど

うなるのかということを把握した上でやっていかないとまずい、混乱するかなと、そのような感

じがしますけども、その辺だけお互いきちっと認識して、まずここだけで話をしても進まないこ

とは確かですから、やっぱり理事者巻き込んで話をして進めていくと。そういう形にしていただ

ければいいと思うのですけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長何かあったら。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私は私の立場で総務課長とはすでにやるやらないは別に、話はさ

せてもらっています。総務課長は前に議会にもおられましたので、議会の状況というのは結構知

っていますので、現状のやり方としては理解してもらっています。ただ、これは逆に言えば議会

側が前に何回も言っているように武器を持つことですから、町側が一番心配しているのは、回数

の増だとか、頻繁に開かれるということが一番心配しているので、今のままという形の中で通年

議会という形を進めているのであれば可能でないかという総務課長の考え方もある。そのときに

一定の紳士協定ということである程度議長と町とが確約して、これを変えるときにはまた協議し

ましょうということに落ち着くのかなという話はうかがっています。ただ理事者のほうではまだ

上がっていないと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 今までの意見でましたけれども、これについて。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今いろいろお話うかがっていてそのとおりだと思うので、

具体的に進めていくと。この点はどうだ、この点はどうだというチェックをしていかなければ、

ただ漠然と通年議会だけだといったときはわからないわけですから、具体的に日程はどうだ、回

数はどうだと、こういうような問題を提起しながら調整していくと。こういうふうに進めていか

なければ、ただ一括して通年議会どうだという議論だけではまずいと思うので、具体的な問題を
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出しながら整合性を図っていくということで、ある程度の案というものを作ってから出してもら

うというような方法も 1 つの方法。こういうところはどうだ、ああいうところはどうだと、こ

ういうようなチェックも議運でやるような方向にもっていったら、具体的に進めてもらいたいと

思います。そうしなかったらいつまでたっても進まない。私はそう思いますけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 具体的にと申しますけれど、前にイメージ図というの出しました、

これが本当にわかり易い具体的なものなのですよね。これより何かのものを出せということにな

れば 1 つずつ言葉に書かなければならないということになります。言葉のほうが逆に分かりづ

らいと私は思うのですけれど。ここの部分が分かりづらいとかそういう部分が逆に指摘をしても

らわないと、逆に私のほうも表現のしようがないという部分がある。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、ただこれはあくまでも今議会側での話ですから、だから

これらについて理事者側とのすりあわせというか、お互いに共通の認識を持たなければならない

と思うものだから、その辺りの集まりというかヒヤリングをやらなければ駄目でないかと、こう

いうことを具体的な提案と、こう言っている。そういう意味です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今加藤委員言われたのは、具体的にとはこういうものを出してとい

う意味だと思うのですよ。各会派もこれを見ただけでは皆さんが説明をしないときっと会派の皆

さん方はわからないと思うのです。これ見ただけではわからないですから。ですからきちっとこ

この議運で議論されたことをこの資料に基づいて会派で議論していただくということが必要な

のですよ。議会運営委員会としてはそういうことがなされたということを前提にやっていますか

ら、ですから今局長言われたように、これ持っていってこういうふうにやりたいのだ、そしてこ

の根拠は何だといわれたら、これを言えばいいという仕掛けになっているのです。ですからそう

いう点でいえばきちっとしたものになっていると私は思っております。これで 1 回目の議論を

してみるしかないかなという気がするのですよ。これ以上細かくといってもあとはこの文章を細

かくするしかないのですよ。だからこれでいいと思うのだけど。向こうから問題点があれば出し

てもらって、こちらが答えられないものについては調べなくてはいけないものもひょっとしたら

あるかもしれません。しかしかなりな部分はこれで答えられると思うのですけれど。 

 いずれにしてもあわてる必要はないと思いますけれども、1 回だけはきちっとお話をまずすべ

きだろうと。そのことをやった上で大きな問題点が出ればもちろん議運に持ち帰って議論しなけ

ればいけませんから、先ほどの局長のお話によりますと総務課長とはお話をしているということ

ですから、当然正式には話していないけれど言っていないということはありえないと私は思いま

す。雑談の中でそういう話出ていますので。ですから、議会がそういう形で動いているというこ

とは新聞報道もされているわけですから、知っていると思うのです。ですから正式に 1 度話を

して、そして中身を両方お互いに理解をするというような形で進めると。その後その結果によっ

て議会側の対応と町側の対応が当然出るでしょ。一度そういうことで議会の代表と町の代表で話

をするというようにしてみてはいかがかということのアドバイスもありましたけれど、そういう
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形はどうでしょうか。 

 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今委員長の話を聞いて特に改めて思ったのですけれど、通年議会で

これに書いているのがすべてだということで、ある程度議会側として町と話し合うのはいいので

すけれど、ある程度その辺の認識を議員の方に全部持っていてもらわないとまずいと思う。最初

吉田正利代表から言われたように、やっぱりいろいろな例えば専決処分の問題 1 つにしても今

まで臨時会を開いてやったりなんだりしているのだけれども、臨時議会も今までと同じなのです

よ、１週間前に連絡しなければのべつ幕なし 1 ヶ月に 2 回も 3 回もやるということでなく、1

ヶ月に 1 回定例会のないときにそれくらいの回数でやられているけれども，それくらいの数に

するのですよと。例えば議案が出されてもめたときは今まで委員会付託にしていたものが今度そ

のまま今日結論出ないからそのまま明日もそのままその議論を議会がずっとやる、開会中ですか

ら何日やっても構わないわけですから、それを納得するまでやるのですよというようなこととか

なんとかそういうものを通年議会になると今まで会期がある中と 1 年議会あるわけですから，

そういうのどうなるのかその辺もきちっと今までと変わらないのであれば，定例議会は会期中で

あってもこの日で全部止めてしまうのですよとか、それは何日でも延ばせるのですよとか、そう

いうようないろいろな問題を共通認識しておいた中で、こういうものだから問題ないので理事者

にどうですかというような形も必要なので、まだ先ほど変えるといったけれどもここのところで

話していないで通年議会と今までと変わらないのだったら変わらないのか，そうか、そうかとい

うけれど、何かこの 1 つの問題どれぐらいにこうなるのと言ったときに、まだ認識がだいぶ甘

いようなので、その辺の会派の中で十分話してもらって、それともう 1 つは今私が言ったよう

な問題、それを全部これはどうなの、局長に全部ぶつけて、これはこういう形なのです、通年議

会になるとこういう取り扱いになるのですということを、やっぱり具体的なものを考えられるも

のを全部出して、どうなのだということを確認して勉強していくというか、そういうふうに必要

になるのではないかと、吉田代表そういうことを言ったのではないかと僕思って、それを進めな

がら相手と交渉していくとか、理事者に申し込んでいくというそういうあれをとったほうがいい

のではないかと思うのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今議長がおっしゃったこと、まるっきり私どもの会派の会議の中でも

そのように実は感じました。正直申し上げて議運に吉田代表と私と 2 人出ていまして、会派の

会議をしました。議長おっしゃったように、今までこういうこと、これがどうなるのとかそうい

う質問が会派からあったのですけれども、おそらくこれはこうなるのではないかという答えしか、

正直な話です、私も吉田代表もできなかった内容が何点かあったのですよ。その点やはり非常に

不安でもございますし、漠然としたイメージしか私どもまだ認識してございませんので、その辺

1 つ 1 つ今までこの部分に関しては、これやったときにどうなのかというようなことも 1 つ 1

つ問題点というか、確認しあっていく作業はやはり必要だというふうに感じます。 

○委員長（大渕紀夫君） 今出たご意見ももっともなご意見でございます。それでいずれにし
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てもその問題点を各会派で抽出して、出して議論しなくては駄目なのですよ。そうですよね。こ

れいくらこうやったって同じですから。ですから期限を切って、例えばですよ、今局長と話をし

たのは何かというと、例えば 17 日なら 17 日までにそういう部分を各会派で出していただく。

そして局長からこれ全体の説明を 1 度してもらって、わかることについては事前に町と会う前

に局長から説明してもらう。そういう手立てを取ることはいくらでもできると思います。ですか

ら具体的に進めるということはそういうことですから、例えば 17 日は新年恒例会ございますの

で、４時なら４時からここで集まって各会派からそこまで問題点抽出して出してもらう。一番い

いのは事前に出していただければ一番いいと思うのです。こういう点どうなるのか、こういう点

どうなるのかということをみんな出してもらう。それはもちろん事前に出していただければ局長

整理できますからそのほうが良いのですけれども、そうして 17 日の 3 時でも４時でもそこから

議会運営委員会開いて、2 月いっぱいまでですから、いろいろありますけれども、やれる範囲で

やるとしたら 17 日だったら 17 日にそういうことをやって、意思統一を一定限度諮ると、なる

ほどそうかと、今言われたようなことを出してもらう。そういう手立てをとって、具体的にそう

なると進められますよね。そういう形を取るというのはいかがですか。 

 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、いまいろいろ話しを聞いたのですが、その前に議員全体、

会派を通じてでもいいし、全体会議をやって説明するのもいいのだけれども、その前にですね、

町の理事者との整合性も、これ必要じゃないかと思うのですよ。おそらくそういう疑問が出てく

るのも、町がどういうふうに考えているかわからないで我々議会サイドだけでああだこうだと言

ったって、向こうの方だっていろいろ都合があるわけですから、ですからその前にある程度理事

者と、議運に総務課長と担当助役でもいいです、それから担当のとか企画でもどこでもいいけれ

ども、そういうもの何か関係する担当と一緒に議運の中で、これおそらく議会事務局で作ったも

のでしょうから、それを説明して、我々にも説明されたけれどもう１度説明して、お互いに疑問

を出し合って、こういうところはどうなのだ、こういうところはどうなのだと、おそらく理事者

のほうからも助役、課長のほうからも質問が出ると思うのですよ。我々もそれを十分聞いて、そ

してこうしようではないか、ああしようではないかというものをまとめたものを持って会派に行

かなければ、何も決まっていないのに会派に行ったって、我々がこれを説明するといったって、

先ほど新風さんが言ったように、十分答弁できないものがおそらく出てくるのではないかと思う

のだよね。いちいち局長呼ぶわけにいかないでしょうから。だからある程度そういうものを固め

てから会派会議でこういう点はこうなのだ、そうだよ、こうなるようだと、こういうふうに説明

しなければ、おそらく他の議員さんわからないのではないかと思う。それとも全員協議会の場で

そういうふうに説明したほうが会派、会派で説明するよりも共通の認識を持つためには全員協議

会の中で、臨時議会ありますから、早いか遅いか別にしても、その辺りの後にでも全員協議会で

そういう説明をするとか、それまでには町の理事者との考え方もある程度認識をお互いに共通性

を持った考え方で、またみんなで議論するというふうにしたほうがスムーズではないかと思って。

会派、会派とは言うけれども、会派だって我々全部が全部疑問出されるたびに的確な答弁できる
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かといったら、自信がないと思うのですよ。どういう疑問が出るかわからないけれど。その辺り

も共通の認識を持った上でやらなければならないと思うのだけれども、その辺りはどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今加藤委員から出されましたけれど、どうでしょうか。 

 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 今加藤委員のほうから話しありましたけれども、私もまったくそのよう

に感じます。ということはどういうことかというと、今この状態、これを持っていって会派の中

で話をしても、今言ったいろいろな矛盾が出てきて、それに答えることができないというのがか

なりあるのではないかと思います。ですからこういうような話というのは、一般的なものを全部

具体的なものをきちっと挙げて、そしてそれについてこれはこう、これはこう、これはこうだと

いうようなことの中でこれを検討するというか話した場合には、かなり意見が浸透するのではな

いかと私は感じるもので。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 

 今出されている意見は、１つはもう少し事前に町とのすり合わせというか、すり合わせとい

う言葉が正しいかどうかわかりませんけれども、すり合わせ的なことをしたほうがいいのではな

いかというご意見でございます。それと、全員に徹底する手立てを今議会運営委員会でやってい

ますけれども、それ以外の手立て、要するに全員が集まってそこで疑問を出してもらうというよ

うなことのほうが、ある意味では浸透するのではないかというようなご意見と、私が述べました

ように、各会派で疑問を出してもらって、ここで議論するかどうか、全体に議論するかどうか、

そういうようなことで意見が３通りぐらい出ているのかなというふうに思うのです。そこら辺少

し整理をしていきたいと思うのですけれども、ご意見のございます方どうぞ。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、私の言わんとするのは、これは議会のほうで作って通年

議会というのはこういうものですよということは我々はわかるのですが、問題は町との理事者と

の整合性をどうするかということをして、ある程度お互いに共通の認識を持ったものをですね、

要は議員さんに説明したほうがいいのではないかということなのですよ。手立てはどういう方法

でも言いのですが、そういう共通の認識を持たなければ、議会のほうではこうしたよと、だけど

町の理事者ではこういうところは困ります、ああいうところは困りますというところになるとま

た問題になってきますから、それをみんなに公表する前にそういう整合性を図ったほうがいいの

ではないですかと、そういう意味なのです。そのほうが話がスムーズに進むと思うということな

のです。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。今言っていることはわかりますよね。要するに町が

やらないよと言ったらできないわけだから、町は門前からもし閉ざしたら、やらないよと言った

らそれで終わりですよ。いくらこちらが議論をしても意味ないわけだから。そういう意味のこと

をおっしゃっていると思うのです。ですから先に窓口開いておいて、意見も聞きながら、「よし」

町のほうもこれは検討してみよう、わからないところもあるけれど検討してみようとなれば、一

緒に理解を深めるための努力をしようというのが、加藤委員の意見だと思うのです。今言われた
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のはですよ。そういうことを理解した上で皆さんのご意見をお尋ねしたいと、こういうことであ

ります。 

 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今加藤委員から言われたのも当然そうなのですが、少なくとも今ま

で我々やってきているのは、通年議会での議会のほうの話なのですね。やはりそうなってくると、

どちらが先に出るよ、鶏が先か卵が先かみたいになるのだけれども、やはり我々として理事者の

ほうに提案していくという形を取るのであれば、きちっと今やっている今の現状の議会と、通年

に変えたらどう変わるのか、どうなるのかということを我々全員がいろいろな今やっている行動

についてどう変わるのかということを、変わるのか変わらないのかということを認識した上で、

ある程度の知識をもって認識した上で理事者のほうにこういうことなのでどうですかというよ

うな形でいくとすれば、先にやはりこちらのほうできちっと考えられる問題点なんかは整理して

臨んでいくべきだという具合に私は感じたのですね。鶏が先か卵が先かみたいなものですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議長そういう意味ではなくて、これはこれでもうできているのですよ。

こういうものですよということなのです。それを我々わかった。だけども、これを町のほうに押

し付けるということよりもお互い議員さんみんなに説明する場合に、会派で下げるのもいいし、

全体議員に説明するのもいいのだけれども、町との話はどうなるの、「いや、これからです」で

は私はまずいと思うということなのですよ。議会ではこう決めたよと、だけど町のほうではこう

いうところはこうしてもらいたい、こういうところはこうしてもらいたいと、お互いにすり合わ

せが必要な部分が多少出てくるのではないかと、そういうところが新風さんの会派の答弁できな

いところだっただろうと思う。おそらく町の理事者の考え方もこの中には入っていないわけです

から、だからそういうところも見極めた上で議員全員に説明したほうがスムーズにいくのではな

いですかと、こういうことなのです。おそらく決めても町のほうでは、これは困ります、こうい

うところは困ります、こういうところは改善してくださいとか、こうしてくださいとか、おそら

くクレームが来るのではないかということがあるのかないのかわかりませんが。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほども私お話申し上げたとおり・・・ 

○委員（加藤正恭君） それならいいよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから議会の仕組みをわかっている人、前の局長、今の教育長、

それと総務課長には 12 月の段階でこの話題が出てきてすでに話してあるのですよ。局長のほう

も「何ともないね」という話いただいていますし、「今と全然変わらないでやれるのではないの」

とも言われていますし、総務課長のほうからもそういう意見もらっています。ただこれ言ったの

は、心配しているのは、議会側に権利というか力を与えることですから、本会議中だからどんな

形でも動かしてきますから、ただ心配しているのはそこだけですよ。だから定例会今４回ですけ

れども、会期中ですから６回にしようと思ったらできるのですよ。説明員の要求出たら６回でも

簡単にできるのですよ。そこが心配しているのです。だからそれは協定書というかそれを交わし
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て、変える時には協議しましょうということで一応けりがつくねという話は。町長のほうには言

っていないです。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに、今の状況と変えないということを意思統一できるかどう

かなのですよ。ここで意思統一できなければ駄目ですよ。これをやることによってもっと増やせ

よとか、そういう意見出したら駄目ですよ。現状と変えないということを前提条件にして、しか

し常任委員会については幅が広がりますよと、これは認めてもらわなければ駄目ですよというこ

と言うわけですから。そこのところはここが共通認識に立たないで勝手に「開けるのだから議長

開けや」と、これをやったら駄目だということなのです。それをやらないということをきちっと

しなければ駄目ですよ。そうでないと向こうは絶対そんなの「うん」とは言わないですから。そ

のことをはっきりすれば説明はできるのですよ。現状と同じだということですから。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 僕が言っていっているのはそういう共通の認識を町長初め持っている

のかどうかという確認をしてからでなければまずいだろうということなのですよ。大丈夫だよ、

変えないのだからいいのだじゃなくて・・・それを言っているのですよ。議会の委員が皆認めて

くれるのであれば、変わらないから認めればいいのだという考え方はいいのでしょうけれども、

それで町長もいいですよと言ったかどうかですよ。まだ言わないでしょ。その辺りをきちっとし

ておかなければまずいということを言っているのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩をいたします。 

休  憩  午前 １０時５７分 

                                             

再  開  午前 １１時１４分 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。今いろいろ議論ございました

けれども、町長にこういうことを議会はやりたいという申し入れだけはやったほうがいいのでは

ないかと。そして細かな説明をするかどうかは別にしまして、こういうことで考えたいのだと。

事務レベルで協議は局長していますから、ですから事務レベルの協議はさせていただきます。必

要に応じてこれから協議をしていきますというような形で、町長には一度こういうことでという

ことで、資料を全部そろえて総務課長なら総務課長に渡して、そして全部理解してもらうのでな

くて、こういうことを議会は考えているよというようなことを申し入れたらいかがかと思うので

すよ。まずそこの段階から進めたら今の議長の疑問も含めて、やるとかではなくてこういうこと

をやりたいと考えているけどどうですかということで、資料も含めて渡す。事務レベルでは協議

させていただきますと。こういうことで１度申し入れを行うということをまず行い、同時に議長

が先ほど言われた我々の側の疑問点を解くということも同時に行っていくというような形で取

り進めてはいかがでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 議長どうですか。いいですか。 

○議長（堀部登志雄君） それについて町長のほうもやりたいのであればこれこれこういう問
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題はぜひまた考えてもらいたいという意向も出てくると思うのですね。それについて検討してい

くというようなことでやり取りをやって、ぱっとやってぱっといくわけにいかないから、お互い

の疑問のやり取りをしながら進めるということで。 

○委員長（大渕紀夫君） 事務レベルの協議はしてもらって、資料はどんどん挙げていっても

らうというふうにすれば、スムーズにいく部分が出るでしょ。それは１つそういう形で進める。 

 それから我々の側の問題なのですけれども、17 日というのは先ほど私が勝手に集まるときの

日にちで言ったのですけれども、その後 25 日に議運はあるのです。そういう問題点のピックア

ップという部分についていえば、17 日で早いですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） その場でもいいですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） その場でも構わないと言いますので。どちらにしても４時半ぐらい

から１時間半ぐらい掛けてそういう疑問点出してもらって、どちらにしても皆さん来るわけです

よ。そういうこともありますので、４時半に来ようが４時に来ようがこの日は同じなのです。総

務の方は少し大変かもしれないね。総務とのお話では 17 日はかからないという状況のようです。

局長と委員長とお話した中ではそのような取り進めのよう。結論がその次になっているようです

ので。 

 吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 私どもの事情でございますが、メンバーがこれまでにそろいませ

んので大変恐縮なのですが、もしできるのなら変更していただきたいと思います。後ろのほうに

延ばしていただければという。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは日程ですけれど、この通年議会の疑問の関係について言え

ば、いつがよろしゅうございますか。25 日では遅いですか。 

 わかりました。それでは 25 日の議運のときに各会派から疑問点を出してもらって、それの説

明を含めて行うと。全員でなくていいでしょ。議会運営委員会だけでいいでしょ。全員のほうが

いいですか。議運でいいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは通年議会の今まで出た疑問点については、25 日の議会運営

委員会で一定の解明を局長中心に行います。それで、その疑問点をできれば 22 日まであたりに

出してもらえれば、非常に助かります。今度期間ありますので、そしてそれについて再度説明を

しながら疑問点の解明を行うというふうにしたいと。25 日は臨時議会の中身の議案の審議もし

ますので、それが終わった後にそれを行うというふうにしたいと思います。この件についてはよ

ろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それから町長にお話をするというのは、もちろん町長の日程ありま

すけれども、議長だけでいいですか。町長にお話をしにいくのは、正副議長と正副議運の委員長

で町長の日程に合わせて 25 日前には町長にお話をしたいというふうには考えております。この

件についてはよろしゅうございますか。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは 22 日ぐらいまでに疑問点を  ＦＡＸでも何でも構いません

ので、事務局に上げてください。23 でも 24 でも構いませんから。 

 いいですか。それでは通年議会に関しての中身につきましては、町長には正副議長、正副議運

の委員長でこういう形で進めたいのだけれどもというお話をしに行くと。日程については後日決

めて行きます。25 日の議会運営委員会の日に各会派での疑問をすべて洗っていただきまして、

事前にできればＦＡＸしていただければ助かりますけれども、そういう形で 25 日の議運の日に

一般の議事が終わった後にこの件についての解明を行うというふうにいたしたいと思います。こ

れまで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） それでは通年議会の件につきましてはそういうふうにいたしたいと

思います。 

 次に今一番議題になっております常任委員会の数と内容の問題なのですけれども、かなりの会

派が３常任委員会ということなのですけれども、予算決算、それから特別委員会、これについて

どういうような方向が良いかというような議論がされている会派ございますか。あればそういう

ところも意見を出していただいて、これも３月の条例改正と同時に委員会条例ですね、運営基準

等々改正が必要であれば改正していく方向で検討したいと思っているのですけれども、特別委員

会の考え方や予算決算、広聴関係、どのように考えていらっしゃるか、もしご意見あれば出して

いただきたいと思います。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど各会派から希望を含めて２つ３つ意見出ているのだけれども、

もう１度会派会議でそういう皆さん方の意見を踏まえて我々も会派としてきちっと結論を出し

たいと思いますので、これも一緒に 25 日にまわしていただきたいと思うのですがいかがでしょ

うか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今加藤委員からそういう意見が出ました。どうでしょうか。そのほ

うがいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ただそのときにプラスで今の常任委員会の数だけではなくて、特別

委員会をどうするか、予算決算、特別委員会の中の広報広聴関係。 

○委員（加藤正恭君） 予算決算は全員でやることに一応決まっていますから、普通の特別委

員会とは違うと思うので、それらも含めて。 

○委員長（大渕紀夫君） 含めて議論していただきたいのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいですか。特別委員会のご審議いただく場合にですね、分

けて考えたほうがいいと思うのですよ。というのは、予算決算の特別委員会というのは、自治法

にのっとったような形の特別委員会なのですよ。必要に応じてその都度作るという特別委員会な

のです。もう１つ町の形態としては常設の特別委員会、例えば港の特別委員会、イオルの特別委
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員会、これは議会が改正になりまして就任になったときから任期満了になるまでずっと続いてい

るのですよね。これ特別委員会と本来言わないのです。常任委員会なのです。ですからそれも議

論してもらったほうがいいかな。というのは、今まで１人１委員会でしたから常任委員会定数以

上は作れなかったのですけれども、そういう部分の苦肉の策だと私考えていますけれども。だか

らその部分分けて考えたほうがいいのではないか。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、そうすると１議員は２つの委員会に入れるという拡大解

釈をしていけば、港の特別委員会も１常任委員会になってしまうのですか。常任委員会ではない

けれども、その辺りはどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですからそのまま考え方を分けて考えてくださいといったのは、

それは常任委員会なのですよ、今まで。特別委員会といっていても常任委員会ですから、それを

常任委員会にすれば数増えますし。だから今度２つ以上入れますから、常任委員会にすることで

きるのですよ。 

○委員（加藤正恭君） だから今度２つに入ったら３つになることになるわけですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうなると今までの形態でやると３常任委員会に今２つ特別委員

会の常任委員会、６つになってしまう。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですよ、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 産建に付けるとかそういうことも。 

○事務局長（上坊寺博之君） そういうことの、逆に言ったら本来の所に戻しましょうという議

論も併せてされたらいいかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） イオルと港のほうはずっとその時その時議論が必要なことが出てくる

わけですから、今回の通年議会になると、所管として申請して持つ必要な時期が来たなと思った

ら持つことができるから、３常任委員会の中に私も入れることができるのかと思ったのですよ。

そういうようなことを確認しないと、常任委員会がいくつなのかということが、通常の特別委員

会といっていましたけれども、特別委員会として設ける場合に３常任委員会と２つ持ったら、今

度特別委員会もまた通常の特別委員会も別々に入るということになると、３つ以上とかとなると

きに皆さんがその辺、仕事の掛け持ちもありますから、その辺どうなのかなということも含めて、

かえって常任委員会にすべて包含したほうがやり易いのかどうなのか、そういうふうになったと

きに持ち方がどうなるのかということも確認したかったのですよ。それがずっと継続して委員会

として所管としてずっと持っていいものかどうなのか、その都度所管としてあげなくてはだめな

のか、その辺がどうなのかと思っていたのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから今度常任委員会にすれば特別委員会とは違って、所管事

務調査の届出を、要するに特別委員会というのは議決で何を調査するかというのを決めて、閉会
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中もしてもいいよという決め方をして、議決で決める。常任委員会というのは、条例で調査事項

がありますから、それに基づいて議長に所管事務を。今度通年議会になれば、議長にこれを調べ

ますよと出すのですよ。通常は定例会と定例会の間、今の形でいけば通年議会になれば、６月か

ら９月の間までに調査を終えなければならないということ。１回１回報告をしなければならない。

そういう方向が例えば港湾だとかイオルにあるかどうかという部分。僕は特別委員会、常任委員

会にもあまりなじまないかなという気がします。その辺も含めて議論してもらう。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会だよりもそうですから。常任委員会にするのかどうかという議

論をしておかないと駄目ですよ。広報も含めてですから。 

 ですから今局長言ったのは、予算と決算については自治法上そうなっているので、これは特別

委員会でもいこうと思ったらいけると。ただ通年議会になったときに、第１号、第２号、第３号

と言うからわからない、３月、６月、９月。６月、９月、12 月については補正予算を常任委員

会にしておけば、それはそこでできるということになるのですよ。その必要がない、今までどお

りやろうということであれば、それはそれで構わないということだから、特別委員会で予算、決

算残すというのは構わないよ。そういう議論もしてもらいたいということなのです。 

○委員（加藤正恭君） わかった。 

○委員長（大渕紀夫君） 常任委員会の数の問題、特別委員会及びその中身をどうするかとい

うことについては、各会派で再度議論してもらって、疑問が出たところはどんどん出してもらっ

て、その上で協議していくということで、25 日にいたしたいと思います。 

 この件よろしゅうございますか。議長何かありますか。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 委員会の数とダブリの問題というのは結構付いて回る話なのだけれ

ど、その辺の全員がダブルのであれば全員がダブルと。ダブル人だけダブってダブらない人はダ

ブらなくてもいいよという、委員会の数によっては絶対そうなりうる可能性もありますので。そ

れと１委員会の人数、委員数、これも条例できちっと決まっていますから、その辺の数が沢山の

常任委員会を作って少人数でぱらぱらぱらぱら分けるのか、ある程度８人、９人、10 人くらい

の人数で所管を多くして対応していくのか、その辺の考えもありますけれども、それを含めて議

論してもらえれば。結構深いですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 考え始めたらいくらでもあるのですよ。 

○議長（堀部登志雄君） 特別委員会をいくつというような形で予算決算は別として、おそら

く議会辺り専門家に頼むというわけにはいかないだろうから、みんなでやるとまた特殊な問題。 

○委員長（大渕紀夫君） 常任委員会の件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］ 

○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。政策研究会の部分とそ

れから議会報告会の関係ですけれども、先ほどの報告ではあまり議論がまだされていないという

ふうに聞き取れましたけれども、ぜひこの４点同時並行に議論をしていっていただきたいなと、

こう思っております。この政策研究会等言及されたのは、吉田和子委員のほうから若干出ました
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けれども、今申し述べておきたいということございますか。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、先ほどの常任委員会に戻るのですが、関連もあるのだけ

れど、活発な議論、議員の資質の向上、それらを図るために、私前から提案していることは、議

員同士の議論というのがないのですね。そういう場所がないのですよ。ですから常任委員会を３

つなり４つ作って、それぞれ活発に活動したはいいが、それを本会議で委員長が報告する。それ

に対するできうれば議論が、他の委員会はわからないわけですから。例えば総務文教で議論して

いることが３つあったら、後の２つの委員はわからないから、その辺りを質疑応答を活発にする

とか、そこしか場所ないのです。委員会同士では話はこうやってやりますよね。ところが議員同

士の議論というのは、町の理事者に対する質問、質疑応答は非常にあるのだけれども、いろいろ

な委員会の報告に対する質疑というものがほとんど、昔は少しあったのですけれども、その辺り

がもう少しあると議員の議会の活性化になると思うのだけれども、できるだけ心がけて、委員長

報告をした、それを他の所属しない議員の人たちが委員長に対して質問すると、こういうことを

活発にやるようなことを今度の第３次改革の中に重要なテーマとして載せてもらいたいと思う

のですけれど。今時間かかるからなかなかそう簡単には難しいだろうと思うけれども、第３次改

革の中にぜひそれを入れてもらいたいと思うのだけれども。それは載っていないでしょ。議員間

同士の質疑応答。 

○委員長（大渕紀夫君） これには一生懸命そういうことをやりなさいということが何回も書

いてあります。 

○委員（加藤正恭君） 委員長報告しかないのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） あとは賛成討論、反対討論ですね。 

○委員（加藤正恭君） 反対討論はあるけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） あれは議員同士の反対討論、賛成討論ですから。議案に対する反対

討論、賛成討論です。本当にそうなのです、加藤委員の言うとおりなのです。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の形式でいえば、これにも書いてありますけれども、委員会報

告、議案に類するものは会期中でなかったら受けられない。ですから普通の会期は３日しかない

ですよね。その間に議長にあげるのですよ。ですから皆さんのお手元に届くのは最終日に近くな

るというのが今の議論です。通年議会になると会期の概念がないですから、委員長が作ったとき

に議長にあげればいいですから。例えば 10 日も 20 も前にあげて皆さんにお配りするというこ

とは可能になってくる。今は会期の概念が３日とかそのぐらいしかないですよね。それでないと

正式に議長に出せないのですよ。その前にできていても、議長にあげられないということがあっ

て、だいたい最終日になっています。技術的には出せるのですけれども。通年議会になると、会

期中だから、いつでも出せるのです。だからまとまった都度出せばいいですから、その都度皆さ

んにお配りできるかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにいたしましても今加藤委員から言われました議員間同士の
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討論、これはとても大切だと思いますし、町民はそういうことをきちんと見ていますので、節度

のある質問と、節度のある答弁、こういうことになれていく。予断ですけれども、昨日青年会議

所の新年会に出させていただきましたけれども、非常によくそういうことを勉強されているなと

いう気がしたのですけれども、そういうことを議会の中でも慣れるといったらおかしいけれども、

きちっとできると。議員同士のやつは許されて質問何もしないのだよと町民の方々に映るのでは

困りますので、委員長それだけの職責と重責を持っているわけですから、それに答えるというこ

とは必要ですので、そういう形でぜひ改善できるところはしていきたいというふうに思います。 

 他ありませんか。よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） この次先ほど言った２点についても含めてですね、議論をしていた

だきたいと思います。 

 局長何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にないです。 

○委員長（大渕紀夫君） 私の調査意見書、議会運営委員会の調査意見書、後ほど読んでいた

だいて 19 日までということになっていますけれども、その調査意見の中に条例の一部改正を提

案する、３月末までに整理し云々ということが書いてありますので、その点も含めてご議論願い

たいと思います。どういう意味かというと、３月までは無理だよと、無理であれば３月までとい

うのは消しますから。ただそういうことでこないだは閉めているのです。もしそういうことで意

見がございましたら、そういうふうにしていただきたい。なければそういうふうに閉めています

から、その点踏まえて書いているわけですから、そういうこと含めてよく読んで、意見があれば

出してください。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） １点資料配布したいと思います。私のほうから次回の提案という

ことで、若干説明したいと思います。 

 実はこれはむかわの局長から資料提供していただいた部分と、それと厚真のインターネット上

で流れている最後の会議録の写しを付けさせていただいております。というのは議会運営委員会

と常任委員会が自治法上設置認められていまして、今３常任委員会と議運があります。閉会中の

所管事務調査、議会運営委員会も取り上げて調査しているのですが、議会運営委員会の報告とし

てですね、特に大きなものしか従来議会報告していなかったのですね。東部のほうではですね、

一番の活動内容といいますと、議会運営、本会議の議会運営をどうするかというのが議会運営委

員会の主な大きな調整事項なのですね。冒頭で会期を決めるときに、議会の運営委員会の報告を

東部の町村ではしているのですね。現在議長の諸般の報告で私が議案の案件、そういうものを発

表させてもらっていますけれども、それは議会運営委員会の調査事項として、議会運営委員会の

委員長が東部の町村，むかわ，厚真，多分安平等もやっていると思いますけれども、報告してい

るのですよ。年が変わりましたので、白老もそういう形で一番大きな議会運営委員会の役割であ

る本会議の運営状況の所管事務報告、それを区切りとして委員長が報告をして、ですから会期何
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日と定めるという取り扱いにしたほうがいいのではないかという思いで、付けさせてもらってい

ますので、後でご議論でご一読。３月議会からでもできればいいのかなという思いがありまして、

お配りいたしました。それをやらないと議会運営委員会は委員長報告というのはほとんどないの

ですよ。うちは今議会改革ですから議長の諮問事項があるから委員長報告何回か立て続けに出ま

したけれども、それがないとほとんど議会運営委員会の委員長報告というのはないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今参考資料で配布をいたしました。ご一読を願ってですね、次

の議会等々出で議論をしたいというふうに思いますので、特別会派で議論する問題でもないかも

しれませんけれども、それぞれの議運のメンバーでよく読んでいただいて、参考にしていただき

たいと思います。 

 他何かありますか。 それでは本日の議会運営委員会は以上をもって閉会といたします。ご苦

労様でございました。 

（午前１１時４９分） 


