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平成１９年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１９年１月２５日（木曜日） 

   開 会 午前 ９時５９分 

   閉 会 午後 ０時２３分 

  

○協議事項 

 ・平成１９年第１回白老町議会臨時会関係 

 ・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（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           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 

委員外委員   根  本  道  明  君           玉  井  昭  一  君 

西  田  裕  子  君 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

 総     務      課     長   白 崎 浩 司 君 

 総   務   課   参   事   奥 村   勇 君 

 経   営   企   画   課  長      岩 城 達 巳 君 

 交 通 防 災 参 事 付 主 査   小 倉 雅 彦 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 

書           記   久 末 雅 通 君 
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  ◎開会の宣言 

○委員長（大渕紀夫君） おはようございます。ご苦労様でございます。ただ今から、議会運

営委員会を開会いたします。 

本委員会について、傍聴を許可することにご異議ございませんか。 

〔「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、

傍聴を許可いたします。 

それでは早速、協議事項に入ります。若干、ボリュームはございますけれども、精力的にや

りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最初に臨時議会の関係の協議事項を行い

たいと思います。予算関係議案を先にやるということですので、岩城経営企画課長よりの説明

を求めます。 

岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達巳君） それでは、議案第１号、平成 18 年度白老町立特別養護老人

ホーム事業特別会計補正予算、第３号になります。議案書の７ページをお開き願いたいと思い

ます。いつもですと予算の概要でご説明していますが、今回、補正予算１件のみでございます

ので、議案書の補正予算の中でご説明したいと思います。 

議案書の７ページ、歳出でございます。特別養護老人ホーム一般事務経費でございますが、

345 万 4,000 円の減額補正でございます。これにつきましては、現在の寿幸園の嘱託寮母さん

６名を臨時職員に切り替えることによります組み換えでございます。現在、嘱託寮母さんにつ

きましては、一部の介護として清掃あるいは洗濯といった業務を行ってございますが、３月か

らの新寿幸園におきまして、ユニット型の体制に入ることによります介護の専任として、ロー

テーションを組み換えることから、臨時職員という扱いになるものでございます。この結果、

２節給料から７節賃金までの組み換えというものでございます。嘱託給与から賃金ということ

の組み換えになるものでございます。次に 12 節役務費 61 万 9,000 円の増と 14 節使用料及び

賃借料 86 万 1,000 円の増額補正でございますが、これは新寿幸園の引越しによりますベッド

運搬手数料 50 台分でございますが、電動ベッド１台が 200 キロという重さがございまして、

職員での運搬は不可能ということで、これは手数料として業者さんにお願いするものでござい

ます。また、14 節の使用料及び賃借料でございますが、引越しに伴います、介護用ベッドの賃

借料でございます。これは入所者の方々をより安全に引越ししていただくために、現在のベッ

ドを新寿幸園に移すわけでございますが、入所者の方を一旦仮ベッドに移し替えなければいけ

ないと。その部分でベッドが必要となりますので、ここで賃借料 50 台分のリースを計上して

ございます。また、13 節の委託料につきましては、３月分の人件費差額等を委託料として支出

するものでございます。支出については、以上でございます。 

歳入につきましては、ページを一つお戻りいただきまして、４ページ、５ペーになります。

まず、１款サービス収入２項１目の自己負担金収入でございますが、３月からホテルコストの
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収入等がございますので、自己負担の収入が 32 万 2,000 円減と。また、６款の繰越金でござ

いますが、１目繰越金 187 万 4,000 円でございますが、前年度の繰越金を当てるものでござい

ます。また、７款諸収入でございます１目雑入としまして、３月分のホテルコストの収入 190

万 2,000 円を当てたものでございます。この分が歳入で見込んでいるものでございます。この

結果、総額で老人ホーム特別会計第３号については、345 万 4,000 円の増額補正ということで、

このたび提案するものでございます。以上、補正関係の説明を終わります。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、財政部分の説明がございましたけれども、何か特別お聞き

したいことがございましたら、どうぞ。 

〔「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。 

引き続きまして、一般関係議案の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは、私の方から議案２号、３号ご説明いたします。いずれ

も、議案１号と同様に寿幸園の関係の条例関係でございます。 

それでは、議案２号お開き願いたいと思います。議案２号につきましては、白老町立特別養

護老人ホーム条例の制定についてということで、全部改正をするという内容でございます。議

案の議の２の５ページの議案説明をお開き願いたいと思います。ただ今、補正の方でもご説明

したとおり、３月から公設民営化ということで進めておりまして、このことによって施設の位

置の規定、定員の規定、指定管理者制度による管理運営に関する規定等の条文の整理を図る必

要があるということで、今般全部改正を行うということでございます。下段の方に書いており

ますが、改正の内容につきましては、１つには位置の変更。２つ目には老人ホームにおける定

員の規定。３点目には利用対象者を明確にするということ。４点目には利用料金の規定。５点

目には利用料金の減免の規定を明確に規定するということでございます。 

次に、議案３号でございます。これは、寿幸園の特別会計条例の一部改正ということでござ

います。こちらの方につきましても、議の３の２ページ議案説明をお開き願いたいと思います

が、議案説明の中断から書いておりますけれども、３月より老人ホームの管理運営を指定管理

者に行わせ、利用者が負担する利用料金については、指定管理者が収受することから本条例の

一部を改正するという内容でございまして、新旧対照表の改正前にございます下線部分、これ

を削除するという内容でございます。附足に書いていますけども、前のページ３の１ですけど

も、施行につきましては４月１日からということで、改正後の規定は 19 年度分の老人ホーム

事業特別会計から適用するという内容でございます。 

それで、補足ちょっと説明させていただきますが、いずれにしても今回の議会のつきまして

は、議案１号から３号につきましては、いずれも寿幸園の関係の議案でございます。寿幸園の

進行状況につきまして、若干ご説明いたしますが、ただ今工事が進んでいるということで、予

定通り２月の 25 日に完成を予定しております。翌々日の 27 日に引越しを予定していると。完

成前の 23 日、24 日には内覧会を予定しています。議員さんにつきましては、23 日に施設を見

ていただこうと思っております。また、職員の関係につきましては、この３月の１日から? 年



 4 

の３月 31 日までということで、１年１ヶ月職員を派遣いたしますが、栄養士、介護師合わせ

て９名派遣を予定している所でございます。また、正職員以外の臨時嘱託職員、それから給食

関係の職員につきましても、全員天寿会、あるいは給食関係の委託会社に採用されるというこ

とになっております。後段、今お話しした部分につきましては、本臨時会で行政報告を改めて

させていただくというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。大変、雑駁で

すけども、議案の方の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、寿幸園関係の議案２本が説明ございました。この際、聞い

ておくべきことがございましたら、どうぞ。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、報告１号の方。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） その他に、報告１号ということで、白老町国民保護計画の策定に

係る報告をさせていただきたいと思います。こちらにつきましては、改めて担当の方から説明

をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 報告１号につきましては、ご覧のとおり相当大きなページにな

ってございます。計画書は 80 何ページでございます。それで、全部の審議事項を終了しまし

て、担当参事来ていただきまして、概要の説明受けたい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） 質疑全部終わった後に、ちょっとボリュームがたくさんあるという

ことで、担当参事から若干の説明を受けるというふうになっておりますので、そのようにご理

解を願いたいというふうに思います。これは、何か議会に報告しなければいけないというふう

になっているのだそうです。道から下りてきたのが 22 という状況なものですから、本会議で

ものすごく長い間、時間かけてというわけにはいきませんので、本会議ということは臨時議会

で。ですから、ここで若干の説明を受けたいと。議会運営委員会で受けるというふうにしたい

と思います。30 分も１時間も本会議でまさか説明を受けるということにはならないものですか

ら、ちょっとそのような手配をしたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。

その件、よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのようにいたしたいと思います。 

続きまして、議員の派遣承認について議題にいたしたいと思います。事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今回派遣承認を１件、議決をいただきたいと思っております。

先ほど、総務課長からお話しもございましたとおり、２月の 23 日に新寿幸園の施設見学会を

含めた説明があるということで、これは全議員を議員派遣するということで、承認をいただき

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） 先ほど説明があった件ですけれども、これはよろしゅうございます

ね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 続きまして、所管事務調査の報告について。事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 所管事務調査の報告につきましては、既に皆様にご覧いただき

まして、一応原文どおりということになりましたので、これは、前回の議運の中でもありまし

たとおり、全議員に事前配布させてもらっております。というのは、議員同士の議論の活発化

ということが加藤議員の方から出まして、事前に今後各常任委員会の報告については、事前に

配布するというような運びで進めたいと思っております、以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会運営委員会の報告については、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） それでは、そのようにいたしたいと思います。 

５番目ですけれども、第１回臨時会の日程ですけれども、１月 29 日、１日間といたしたい

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、そのようにいたします。議事

日程がついておりますので、議事日程を見ていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議事日程の説明をしたいと思います。一応、今回寿幸園の補正

予算と関係条例が上がってございます。一応、老人ホームの条例の方の関係、予算に若干関係

がございますので、合わせて老人ホーム条例と特別会計条例の改正を補正予算より先に審議し

たい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） 議案２号、３号先に審議するということ。これは、これがとおって

予算ということになりますので、これ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） それでは、そのようにいたしたいと思います。途中から、若干時間

で早く帰りたいという方もいらっしゃいますので、日程のことについては、先にお諮りをいた

したいと思います。次回の議会運営委員会、２月２日ということで、皆様にご連絡を差し上げ

ました。ちょっと、いろんな事情があるという議員さんがたくさんおられますので、２月２日

の 10 時を 13 時半というふうに変更したいと思いましけれども、いかがでしょうか。２日の

10 時という案内行っています。それで、議会の場合はもちろんご都合を聞くというのが、一番

良いのですけれども、そういうことが出来ない場合もございます。２日の日になぜやるかとい

うのは、前後の日程がありまして、３月の議会に定数条例及び委員会条例の改正をしなくては

いけません。ちょっと委員会条例の部分が特別委員会をどうするかとか、委員会の数を幾らに

するかということが、会派で持ち上げて議論するということが、当然必要だと思います。３月

の議会がかなり早くやられるような予定のようでございます。そうしますと、ちょっと間に合

わない可能性がございます。そんなこともありまして、常任委員会がびっしり入っているので

すね。すごく入っているのですよ。それで、議会運営委員会がなかなか出来ないと。それこそ、

夜やらなければいけないかなと思うくらいの中身になっております。都合がもちろんある方が
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いらっしゃいますから、当然全員が出られるということが望ましいわけですから、そういう考

慮はいたしたいと思いますけれども、原則論としては議会が最優先ということでございますの

で、その点だけは皆さんきちっと認識をしておいていただきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。13 時 30 分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、文書行っていますけれども、２日の日は 13 時 30 分から

議会運営委員会を行うということでご理解を願いたいと思います。 

それでは、続きまして、議長の諮問に関する事項の議員定数の見直しの部分の通年議会につ

いての疑問点の解明を含めたことを行いたいと思います。現在まで文書で出されている会派は

新風だけでございます。最初に新風から出された疑問点について局長から説明を受け、その後、

各会派から口頭で構いませんので、ありましたら出していただくということで進めたいと思い

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） まず、新風さんから出されているのは、議会の召集権について

という疑問点が出されてございます。初回の議会は町長が召集するが、２回目以降は、通年で

は再開となり、議長に召集権があるのではないかということが疑問点に出されておりますけど、

新風さんから出されたとおりでございます。通年議会にしますと、町長の召集権は１回目の召

集権しかございません。あとは会期中の再開ですので、休会中であっても、必要であれば議長

が特に認めた場合は休会中でも再開できるという規定がございます。もう一つは、議員の請求

があった場合、議長が再開できると、こういう規定になりますので、召集権でいうのであれば、

町長が１回と。あとは議長の召集権ではなくて、再会の召集通知と。ですから、ニュアンスは

違うのですけど、そういう意味になります。新風さんの示されたとおりでございます。 

もう１点は、法 112 条議員の議案の提出権。12 分の１という賛成者で議案が出されるが、こ

れはちょっと通年議会とは違うのですが、16 人になったときは２人で良いかという、まず質問

が一つありました。これは、示されたとおりです。12 分の１、端数は切り上げになりますので、

今と同じように２人の賛成数で議案提出権があると。提出者も含めてということでございます。

それと、議会開会中に限られると解釈。これは、議案の提出ですね。議案の提出は、お示しし

ているとおり、会期中でなければ、議案の提出権がございません。ですから、通年議会としま

して、１月から 12 月までとした場合は、その期間中いつでも出せるということになります。

ただ、今後の取り決めで、定期的に再開召集する部分が、今と同じように年４回という部分で

ある程度決めたのであれば、議長が議案の提出を長い間保管しておくということはあまり好ま

しくありませんので、それに合わせて出されるのが良いのかなと思っております。ですから、

お見込みのとおり、いつでも出せるということには間違いはございません。 

それと、もう１点は、一事不再議の関係が出てきております。今、会議規則の 15 条で、会

期中は同じ議案を出せないということが書いてございます。これは、通年議会となると、一年

間ですから、一年間出せないのかということになりますが、一事不再議ついては法律で定めら

れた事項ではないのですよね。会議規則で、今 15 条で１項目入っているだけです。これは、
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長い議会の慣習上でできた原則なのです。というのは、同じ会期中に賛成があったり、反対が

あるというのは、これは運営上好ましくない。議会の判断から言っても好ましくないというこ

とで、そういうものは駄目だよということにしているのです。ただ、一年ということになりま

すと、すごい期間長いですから、その期間でも出せないかと言ったらそうではなくて、原則は

そうなのですが、例外もあるのです。というのは、今のような会期中であっても、例えば３月

中の 20 日くらいある会期中であっても、事情が変わった場合は出せるという原則があるので

す。例えば、法律が通ったとか、何か状況が変わって、それが制度上できたという場合は、最

初はそういう制度は無かったのですけど、会期の末になったらそういう制度ができたと。事情

変更で出せるというのがあります。それと、もう一つは、例外として定められているのは、町

長の再議権。議会が否決をしても、義務的経費にかかる部分は、町長は再議に復することがで

きる。否決したのだけど、これは義務的経費だから、否決するのはおかしいよと、もう１回議

会に上げられる権利があるのです。これは自治法で定められているのです。それも、例外規定

になっております。もう一つは、委員会の再付託、委員会で委員会報告上がってくるのですが、

議会がそれはもうちょっと審議した方が良いという場合、もう１回委員会に戻すのですよね。

戻す処置があるのですけども、それが再付託というのです。これが、例外として認められてお

りますので、１年間の会期中であっても、そういう例外規定で、例えば３月に議会に出して否

決されたけど、９月に世の中の状況が変わったということで、もう１回上げるということはあ

り得るということでございます。ですから、会期中であっても一事不再議、例外規定で行える

と。岡本部長が言ったのは、そういうことです。例外規定があるでしょうと言ったのは、そう

いうことです。それともう一つは、先決処分の規定がございます。通年議会の施行とした場合、

先決処分は難しくなると考えられるが、真の理由が発生した場合、先決処分はされるのかと、

どのように判断をするのかという基準ということが示されていますが、先決処分の規定につい

ては、今までは、議会を召集するいとまが無いという規定でありました。ただ、今回の自治法

の改正で、ちょっと厳しくなったのですね。ですから今後、先決処分は少なくなるだろうなと

いう抑え方をしております。今回の自治法の改正で、議会を召集するいとまがないということ

を直しまして、議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため、議会を召集する時間

的余裕が無いことが明らかであると認めたときに専決処分するという、ちょっと分かったよう

な、分からないようなあれなのですけど、そういうような文言になったものですから、もうち

ょっと従来の先決処分から見たら、もっとシビアに判断されるのかなと思っております。です

から、これの判断については、提出者に任されているというか、一次的な判断は、判断は提出

者に任されていると。議会がそれを最終的に否決しても、議決の効果には何も関係ないのです

よね。ただ、政治的責任が残ると。町側の政治的責任が残るということです。ですから、先決

処分については、一次的には出す側が判断するということであります。ですから、基準を町側

と設けることも可能なのかなという気はしますけど、事例によってはすごく難しいとこがある

のではないのかなと、私は思います。それともう１つは、法 115 条の会期不継続の原則につい

ての問いがあります。通年議会ですから、会期中は１年ですから、会期が変われば審議は継続
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しないという意味ですが、通年議会にしますとある程度審議未了というものはなくなると思い

ます。ですから、議会の責任で、結論出さなければならない事例が、多分多くなってくるのか

なと思います。従来は、環境宣言でアイヌの規律が入っていて、その部分で議会が結論でなく

て、審議未了にしたというのも確かあったかなという気がしますけど、そういうのが無くなる。

全部が無くなると思いませんけど、多分議会の中で白黒を付けなければならない部分がかなり

多くなってくるだろうという部分がございます。 

それと、もう１点ですが、これ多分６番の規定は公明さんから出された部分なのかなと思っ

ていました。議員の常駐相談窓口の設置と。これ確か吉田和子議員の方から出された部分だと

思います。これについては、会派の考えだと思いますけど、もうちょっと状況見てからでもい

いのではないかという諮り方です。 

それと７番目、議会の召集告示から議会開会までということでございます。通年議会になる

と先ほどのような先決処分の召集等もございまして、その告示から開催まで短くなる、議員の

通知については短くなるのではないかなという心配だと思います。基本的には、今法律上書い

てあるのは、３日前の告示で良いと書いてあるのですよね。ですから、最低限は３日なのです

よ、議員さんに通知しなくても良いということになっているのですよ。本来は告示行為だから、

告示すれば足りるということで。ただ便宜上、３日前に議長は告示が招集されましたというご

案内出すという、それが正規のご案内です。ただ、従来は今まで事務局の方で、原則 14 日前

ぐらいに出しているのですよね。何月何日開催される予定ですよと。多分本会議には出してい

ると思います。それは、これからも変えないでやっていこうと思っておりますので、なるべく

なら２週間前ぐらいにご案内差し上げられる、本会議については出せるのではないかなと思っ

ています。今後、町側の方と詰めていきますけれども、定期的に開催する俗に言う３月、６月、

９月、12 月、これについては今も２ヶ月ぐらい前に調整しているのですよ。ただ、町長の日程

とか、そういうもの押さえなければならないものですから、それも基本的に通年議会にしたと

しても変えないでやっていこうと思っています。 

あと、従来の臨時会は、１ヶ月ぐらい前に、日程調整ある程度するのですよね。案件が出て

きますから。その部分も通年議会になっても一応は変えないで、事前にご案内できるような形

で進めていきたいと思っております。ただ、法的には３日ということをお含みいただきたいと

思います。一般質問の部分です。通年議会ですから、全て再開、本会議という位置づけですか

ら、臨時会の規定が無いものですから、どんな案件でも処理できるのですよね。本来であれば。

一般質問から全部許されるかという書き方されていますが、これも町側との詰めだと思います。

だから、そういう形でやると町側はそういう踏み切りしないのかなと思いますけど、当初は通

常の３月、９月、12 月で良いのではないのかなと思っております。ただ、臨時会は特定案件が

無かったら臨時会できないですけど、臨時会という概念が無いものですから、１日でも２日で

も今回のように開く議会でも、一般質問できないことはないということ。やろうと思えばでき

るということです。ただそれをやると、町側はやらないということになるかもしれません。で

すから、お見込みのとおり許されると、一般質問は許されるということであります。それと、
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事務調査、所管事務調査の報告は、承認はどうなるかという書き方でございますが、今までの

議会ですと閉会ですから、閉会中は議会活動ができないということになっていまして、議会活

動できることにするために閉会中の所管事務調査を議決で取る。委員会に権限を与えるという

ことをしています。ですから、議決を今まで取っていました。ただ、通年議会というのは、ず

っと会期中ですから、これがいらなくなるということです。議決の必要がないと。委員会で決

めた部分は、所管事務調査をできるということであります。ただ、町側が何をやるのかという

ことが理解できないですから、やっぱり３月、６月、９月で。議決は取らなくても、皆さんに

通知してあげることは必要ではないかなと、私は思っています。その場合、委員会で何を取る

かと決めたら、今度は議決はいらないですけど、議長にあらかじめ通知をしなければならない

のですね。調査事項、目的、方法、期間を定めてと。ですから、例えば３月で取り上げたら６

月までというような形で、次の６月に報告をすれば良いのではないかと、期間を定めますから。

今お示ししているのは３月、６月、９月ですから、今までどおり質疑の開かれる予定の所に報

告はできるのではないかなと。一つ、議会側の議決がいらないということだけです。だから、

取ろうと思えば、議長に通知すれば、休会中１個でも２個でもできないことはないと。ただ、

そうなってくると、皆さんご心配されているように、日数がかなり多くなってきて大変になり

ますので、従来のような形の中で良いのではないかなと思います。それと、行政報告について、

行政報告に対して質問は許されるのかということなのですけど、基本的にはルールとしてでき

ないというふうになっているのですよね。議会運営基準の中で、議長も諸般の報告をするので

すが、その中で議会運営基準の 14 ページの８に書いてあります。諸般の報告、行政報告に対

する質疑は原則として行わないということが書かれていまして、今までの町とのルールとして

は質問しないということになっております。それと、理事者側の回答準備の期間、一般質問だ

と思いますが、これも先ほど言いましたように、３月、６月、９月、従来も２ヶ月前から準備

しておりますので、その開催と合わせて一般質問の締め切り、受理ですとか、町側の回答準備

期間だとか十分考慮して取っていけるのではないかと。ですから、休会中でも勝手に開くわけ

ではないですから、町側と十分協議して、いつまで一般質問、いつまで回答という形にして、

何日ぐらいの審議期間がいるなということでやりますので、これは十分取れていけるのではな

いかなと思います。12 番の一般質問の受理も、今のお答えに変えたいと思います。それと、も

う一つは、通年議会運営上の調整、問題点の処理ということで、何回もここの議運の中に出て

いますけども、理事者と詰める必要があるのではないかというお話しが出ています。まだ、正

式に正副議長、町長の方には言っておりませんが、町長の方から今お示しされているのは、町

長の方にいきなりということではなくて、助役も含めた中で議会と問題点を調整して、それで

ある程度なった段階でも良いのではないかという話し来ていますので、今総務課長と打ち合わ

せしているのは、助役、議会側では議長運営委員長含めた中で、１回詰める場を設けたいなと

いう考え方をしています。やっぱり取り決め、町側としてこういう運営をしていきましょうと

いう取り決めをしなければならないと思っていますので、議会側では実施要綱を作るのかとい

う形の中で進めていって、お互いにしていくという部分をとってやったら良いのかなと思って
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おります。もう一つは通年議会のやる部分ですね。町民へのＰＲの方法はどうするのかと。で

すから、通年議会というのは告示行為が中間では無いですから、住民のＰＲというのは議会側

が発信していかなければならないということになろうと思っています。従来も議会広報とか町

の広報とかで出しておりますので、そういう部分でより傍聴していただけるという形の中でや

っていきたいなと思っております。実施するにあたり、条例規則の改正等はあるかという書き

方ですが、当然今、議会の定例会の回数を定めている条例がございます。年４回になっており

ますが、それは改正しなければならないと思っております。年１回にするというのが、議会提

案として改正しなければならないかなということです。それと、会議規則、委員会条例の中で、

会期の規定されている部分。それと、先ほど示しましたように、議会運営基準の中にも委員会

あるのですね。今は年４回。例えば運営基準の１ページの２番目については、定例会年４回と

して、３、６、９、12 に召集されるのは通例であると、こういう書き方していますが、そうい

うとこは全て通年議会に合わせたように直さなければならないと思っていますので、ちょっと

あるのかなと思っております。一応、質問として示されたのは、新風さんからは以上でありま

す。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、新風さんからの疑問が出されました。かなり共通している

部分があるのではないかというふうに思いますけれども、それぞれの皆さん方の中で、またご

質問ありましたら、どうぞ。もちろん、新風さんの今の答えに対してでも結構です。根本委員

外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 不再議の部分で、例えば３月に不再議になったよということで、

２回不再議になったら、その会期中は駄目だとかというふうな規定がありますよね。３月に出

してまた６月、当面の間出せないというのがありますけれども、そこら辺の所は同じですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一事不再議というのは、通年議会にならないという過程でいっ

た場合に、３月議会に１回否決になりますよね。１回否決になった条例をまた出すということ

なのですよね。提案できるかできないかと。これは、できないと言っているのですよ。同じ会

期内で１回出したものをまた今度出したときに賛成になる可能性あるのです。ないとは言えな

いです。この中で議会の決定権というのは、軽んじられるとか、議会運営上、違う判断が同じ

ような時期に出るのは好ましくないということから、一事不再議は駄目だよという、法律上定

められていないのですよね。要するに、法律上定められていないのですよ。だから、議会運営

上、慣習的に形成されてきて、これは非効率を招く。同じものを出して来て、否決否決という

場合もありますし、否決賛成というのも。否決否決だったら非効率です、一回否決しているの

ですから。そういう部分から一事不再議は駄目だよという規定になって、今会議規則の 15 条

にあるだけなのですよね。議会会議規則の 15 条に、一事不再議。地方自治法上には何も無い

のですよ、規定。やっては駄目だとは書いていないです。ですから、その条文を変える。ただ

し、特別の事情がある場合は、この限りではないと。通年議会にした場合は、例えば３月に出

して否決、再任用否決されましたと。何かの事情変更で 12 月だったらもう良いのではないか
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ということで、12 月に出す可能性もあるのですよね。これは会期中ですから、一事不再議の原

則から言ったら駄目なのです。ただ、それだけ期間あいても事情変更の原則は適用されないの

かということになりますので、これは岡本部長に言って、運用でそういう判断ができるでしょ

うということを、岡本部長案に言われたのではないかなと。一事不再議の質問された方いたと

思いますけど、それは議会側のことですよと言ったのはそういうことなのです。法律上ではな

いということだけ理解してもらって、慣習的に形成されて、会議規則に１条盛り込んでいると

いうことなのですね。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の一事不再議のことで、ありましたらどうぞ。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 一事不再議の関係で、そうすると今度例えば通年会になったときに、

３月提案されて否決されたと。そうすると例えば、規則か何か申し合わせか何かで、６ヶ月以

上過ぎて事情が変われば出しても良いですよと決めておけばできるという判断で良いのですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、私、要綱の案少しずつ作っているのですが、その中では、

従来の定例会に相当する部分の期間が開いた場合は事情変更があったものとみなすという形に

した方が良いのではないかと思っています。従来は出せたわけですから、３月、６月と。です

から、町側との取り組みの中では、従来のそういう部分の期間が開いた場合はついては、事情

変更があったものとみなすのだよということにして差し上げた方が良いのではないかと、これ

は議会側の判断ですから。それが非効率を招くか、議会の決定権を失墜させるかということは

ないのですかなと思いますので、そういう取り決めにした方が良いのではないかなと思ってお

ります。 

○委員外議員（根本道明君） そうした場合に、日数の明示というのはあるのか、それともた

だ、漠然とした申し合わせになるのか、その部分。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これからの決め方ですけど、従来どおりやっていこうというこ

とであれば、３月、６月、９月、12 月に再開しましので、３月に出したものが６月の再開に出

すのは良いですよと。３ヶ月ぐらい開いたら良いでしょうという。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに、今までと同じだということだ。そういう意味。何も変わ

っていないという。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、町側は１回否決されても、そんな近くには出してこない

と思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ただ、事務局長が説明したように、慣習上やっていたと。慣習上のや

つはうやむやな状態ですから、いかようにも判断できるものだから、きちっとやっぱり条例改

正で出せますよと、きちっとした方が我々としても理解できるし。ただ何か慣習上そうなって

いるでは、ちょっとうやむやだな。例えば、３月で否決されたら 12 月なら良いのだけれど、

６月なら駄目だよということにはならないと思うのですよね。やっぱり、緊急のテーマという
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のもあるから、１回否決されたのだけど、どうしても必要だよという場合、理事者の方から出

すかもしれませんから、そういうことも考えられるから、３月に出して否決されるけど６月に

出しても構わないよと、それは議会側の問題、態度ですから。十分理解すれば賛成できるわけ

だし。まだ不十分だよと言えば、否決すれば良いわけですから、それはそのときの議会側の判

断だろうと思う。きちっと条例上は書いた方が我々としても理解しやすいし、これからの新人

議員にとっても良いことではないかと思うのですけども。そのあたり、徹底した方が良いと思

います。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今申しましたとおり、一事不再議ということば自体が出てくる

のが、会議規則の第 15 条だけなのですね。法律にも何も無いです。ですから、ここの規定は

慣習としては尊重されなければならないですけど、ここに但し書きの規定が１年間なるわけで

すから、要するに事情変更を認めるという部分は、きちっと書いた方が良いのではないかと思

います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 一番多分、町側が問題にするのは、改選期をくぐるときだと思うの

ですよ。要するに、違う議員さんがたくさん来て、これできるのではないかと言って、やるよ

となったとき困るでしょう。そういうふうにはならないようにきちっとしておかないと。今の

議員さんについてやる分については、僕はそんなに問題はないと思うのですよ。ただ、時間が

経っていくと、いやいや何も一般質問毎月できるのだから、やるようにしようとなったら面倒

でしょう。そういうことはきちっとしておかないと、次の人がそういうふうに言ってしまうと

困るから、それは町側が一番警戒というか、そういうふうに思う部分だと思うのだけど。だか

らそこが、今、加藤委員が言われたように、例えば規則だとかいろんなことできっちと明記し

ておけば、それは問題ないし、どうしてもそれを変えたいときは、町側が良いと言えば変える

ことは、議会の側ではできるということなのだから、そういうふうにすれば問題ないと思う。

そこが一番面倒なのではないのかなと思う。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほども言ったように、一般質問の部分言いましたよね。臨時

会の概念が無いものですから、本会議ですから、開いたときいつでもできるのですよ。という

のは、今の臨時会の規定というのは、審議する事件が無ければ臨時会開かれないのですよ。で

すから臨時会というのは、一般質問は駄目なのですよ。付議事件に当たらないとなっているも

のですから。ただ、今回は通年ですから、ずっと定例会ですから、今回開いたから一般質問や

ると言ったら、やれないことはないのです。ですから、それは議会側の姿勢として、それ多分

やると町側はうんと言わないと思います。だから、いろんなことできるのですよ。だから、行

政報告受けたらすぐまた別に召集して、一般質問するって、やれないことはないのですよね。

だから、それをやってしまったら、町はうんと言わないかなと。要するに、議会が権限を持つ

という、前に言ったのはそういうことなのです。議会がやろうとするもの、何でもできるので

すね、本会議中ですから。それやると、常勤の議員さんみたいになるかなという気がします。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、我々が町側に話ししていく場合は、各所管事務調査をきち
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っとやり、それがどんなものでも、緊急の問題でも取り上げられますよと。それは議会と町と

の車の両輪という意味では、すごくプラスになると。同時にそういうことが全ての点について、

協議会が無くなりますから、町側から言われたことも委員会そのものでできると。協議会では

なくて。そうすれば、公務災害にも適用になると。ここがやっぱり我々の一番望んでいる所だ

と思うのですよね。協議会でやるというのは、議事録にも何も残らないということですから、

我々の一番の強調する点は、やっぱり委員会の活性化という意味で、そこが一番強調すべき部

分であって、今までの定例会、今までの臨時会はやっぱりそれにのっとって行うというふうに

しかならないのではないかと、私は思うのですけれど。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 全員協議会の良し悪し。これはいろいろあると思うのだけれども、全

てが本会議になるのか、あとその他は委員会審議というふうになりますよね。そうしますと、

非常に難しい問題の場合、議員さんに質疑応答、議事録は無いにしても、十分理解するという

ことでは、全員協議会というものは、これはもちろん案件にもよりけりですけれども、必要な

ことも今まで過去を見た場合にあるのですよね。今度は全員協議会というものは無くなるわけ

ですね。そうなると、どこでフォローできるか。十分に理解をすると、質疑応答は当然本会議

でやるのは当たり前のことなのだけども、十分な説明を我々聞きたいという場合が、過去にも

何回かあったのだけど、それはどういうふうに今後、通年議会になった場合、処置していくの

か、それはどうでしょうね。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、町側、特に理事者の方で思っていらっしゃるのは、やっぱ

りそういうことの必要性も、やっぱり思ってらっしゃるのです。いきなり正面の議論ではなく

て、そういう部分もあっても良いのではないかという部分はお持ちなのです。それも、議会側

の姿勢だと思うのですよ。というのは、公務で出張できるというだけの話しで、そういう仕組

みで運営するというやり方は、いかようにもできるのではないかと。例えば、本会議という形

を取らないで、例えば所管の委員会必ずあるわけですから、所管の委員会で一旦取り上げても

らって、全員を委員外議員でお呼びして、質疑を聞くだけだよと、これは本会議でいずれ案件

として出るから、質疑だけ受けようという姿勢を取る形で良いのではないかなと。だから、こ

こまで皆さんが出てくる経過だけが公務になったという解釈で、私は得したのではないかとい

う気がします。ですから、そういう運営をしていくのも、議会側の姿勢ですよということで、

町側は本会議に動いていくと、一切町側の権限ではなくなってしまうものですから、それは議

会側の仕組みとして、そういうようなものも残していくよということはあって良いのではない

かなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 全体会議というか、全員協議会というものは度々あっては困るのだけ

ど、やはり命運という大きなテーマで議員の皆さんの意見を聞きたいと、会派に下ろすという

方法もあるにしても、なかなか会派で考え方が違えばあれだし、全体の中で一人なり二人の理

事者側の説明を平等に聞いて、いろんな考え方を会派に下げるというような方法も、時にはあ
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るような気がしてならないのです、今後とも。そういう場合に、公務であろうとなかろうと、

僕らはそういうことまで考えては、現実の問題としてはありがたいというだけの話しで、公務

であるから出る、公務でないから出ないなんて、こういうさもしい気持ちは全然ありませんか

ら、それは結果的について来る問題だから、それはどうのこうのということではないのだけど、

やはり今後の白老の将来を考えた場合に、そういうテーマがいろんな問題で出てくるのではな

いのかなという気がするものだから、本会議ばかりやっていたのでは、そこで例えば収拾がつ

かなくなってしまった場合は、これは困るわけで悪いことばで言えば回しという言葉かな、そ

ういうことは使いたくないけれども、十分な理解を得るという方法としては、何か残しておか

なければならないのではないのかなという気がするのですが、皆さんの考え方どうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今、町清クラブさんの方から出たテーマが、全く私どもの会派会議の

中にも出ました。各所管のテーマが、全て本会議のテーマになってしまうのかと。今までのよ

うな根回しの作業はどうなるのかと、こういう心配の質問があったのですね。ですから、常任

委員会そのものが、先ほどちょっとおっしゃったような形の中で、委員を召集して全員協議会

と同じような内容のものになるのであれば、理解はできるかなというふうに思うのですけれど

も、同じような私どもも心配をしております。 

○委員長（大渕紀夫君） 僕の理解はこういう理解です。議員協議会は、うちの場合は全部公

開してやっているのですよね。だから、議員協議会は、全員協議会残せると思いますよ。ただ、

そういうふうにすれば、公務災害にならないというだけの話しですから。だから、制度として

残そうとしたら、いくらでも残せると。やったら駄目だという、何も規定無いのだから、やる

のは自由でしょう。ただ、できれば公務災害にかかるような形をやるには、さっき言ったよう

な委員外議員のように全員集めた方が、公務災害のなりますよというだけの話しで、僕何も全

員協議会やったら駄目だというどこにも書いていないのだから、いくらでもできると、僕は思

う。ただ、常任委員会の場合は、今まで相手が言ってくるときしかできなかったわけだよね。

今度はそうではなくて、常任委員会としてできるということで言えば、これはやっぱり前進だ

と思うのですよ。ただ、全員協議会はやったら駄目だということではないから、さっきから局

長の聞いていたのだけど、やったって良いのではないの、必要であればですよ。議会が認めれ

ばやれる。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会運営基準の 34 ページ、協議会の規定載っているのですよ

ね。協議会は、基本的に理事者から議長に委員会協議会も全員協議会も一回来るのですよ、町

側の案件については。そのときに、全員協議会は必ず緊急で、議長の判断で召集する場合もあ

りますけれど、議運にかかっているのです。その裏のページです。34 ページの裏の部分ですけ

ど。必ず議会運営委員会にかかるのですよね。ですから、公務で取り扱うか、非公務で取り扱

うかという議論は議会運営委員会ですれば良いのではないかと、私は思います。ただ、さっき

私が言ったように形式は同じなのですよね。公務になるかならないかの違いで、公務にならな

い場合は正式に通知しないということですから。ですから、全然扱いとしては、同じようなや
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り方で良いのではないかなと。本会議開かなくたって、委員会に任せて全員召集して、聞くと

いう部分あっても良いだろうし、中身によっては議案案件に関わる部分で議論したいと来たと

き、今までも断ってきているわけですから、そういうものは本会議でしようとかって、どんな

形でもできるのではないかなという気はするのですけど。議会が事前協議とならないような運

営を、協議会をすれば良いのではないかと思っていますけれど。だから、通年でやって、会期

中だから、みんな公務という、そういうふうにと考えないで、いろんな運営の仕方考えていけ

るのではないかなと思います。当然、町側も根回しと言ったら変ですけど、そういうとこのク

ッションがあっても良いのではないかと思っているようですから。それは 14 章で協議会とい

うことで、議会運営基準の中にルールとして盛り込んでいますので。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど新風の方から質問が出ているのですが、半分以上は町の理事者

との協議事項がすり合わせといったことばは悪いけれども、お互いに理解を得なければ、進め

られない部分が相当あるのですね。それで、議会の考え方は考え方として持っていても、町の

理事者としてはこうしたいと思うのだけれどどうだろうというのは、やっぱりお互いににらみ

合うような議会であってはならないと思うものですから、譲るところは譲るし、向こうにも譲

ってもらうものは譲ってもらうというような形で進めていかなければならない部分が相当ある

やに聞いていたのだけど、そのあたりの調整はこれからやられるというのだけれど、まだやっ

ておられないのでしょう。今後、そういう問題、細部についてのあれが、やらなければならな

いと思うのですけど、その辺はどうですか、議長と委員長としては。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私としては、議運ですから普通に話しさせていただきますけど、先

ほど委員長の方から言った、通年議会をやるにあたって、我々今までと全く変わらないよとい

う形で皆さんもそういう認識で来ているのですけども、ただ変わるのは定数が減って、常任委

員会の所管事務調査が議決しなくてもやれるようになるとか、そういうのが主ですよね。それ

で、公務災害になるというのが主ですから、やはりそれを町の理事者側に持っていく場合に、

その部分でほかは変わりませんという形であっても、やっぱり 1 回の通年議会になると権利と

いうこういうこともできる、ああいうこともできるという議会に権限が来るわけですから、今

までと変わらないということであれが、今までどおりの申し合わせなり何なりきちっと、やっ

ぱりこっちで持っていかないと、変わるのは所管事務調査と公務災害の部分だけですと、あと

はほとんど今までと変わりませんというのであれば、そのような形をきちっと担保するような

形で申し合わせなり、規則できちっと決めて、例えば定例会は４回だよと、それでは行政報告

には一般質問はしないとか、要するに臨時会では質問はしないというのを、きちっと全部申し

合わせで決めておいて、それだから通年議会をぜひやってもらえないかというような形に持っ

ていけば問題はないと思うのですけど、ただ口だけで変わらない変わらないというのでは、や

はり向こうも構えてしまうから、やってできないことないという、そのまま曖昧にしておくと

先ほど言ったように、議員が変わったらすぐそれを権利としてやられると、向こうもなかなか
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良いこと考えないと、それには承服できないというような、そういうふうになるような気がす

るのです。だから、例えば全員協議会でも、やはり事前に皆さんに認識を深めてもらう予備的

な説明もきちっとしておかないと、本会議に出たその議案が、今度まだ理解するまで時間かか

って、一つの議案で二日もかかったとなんというよう形になって、次の議案に入っていけない

ものですから、会期だけ延びていくと。それが無いように、３月の定例議会は何日間で、必ず  

終わるとか、今までどおりの形でやっていくような、そういう形にして、きちっとそれは申し

合わせなり規則なりで、約束しながらやっていくようにすれば良いのではないかなと。だから、

本当に事前に説明をしないで先ほど加藤委員が言われたように、全部一発でやるというような

ことは無くで、今までどおりに全員協議で事前説明みたいなものが、会期中であっても認識を

深めてもらってから、例えば議案としてあげてもらうなり何なりするというような方向にして

いくべきだというか、そういうふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議長、それは良く分かる。だから、それは議会側の話しであって、町

の理事者にも今までどおりなのですというだけの説明ではまずいということなのですよ。だか

ら、それなりの考えを持って町の理事者とのすり合わせをしてもらっていただきたいとこうい

うことなのですよ。そういうふうに、理解を向こうもしてもらわなければ、こちらだけで一方

的に決めるわけにはいかないと思う。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、局長が作っているのです。今、見たのですけど。だから、今、

議長が言われたことは、要綱なら要綱で、全部決めるということなのですよ、事務局の案は。

そういうふうになっている。今言った３、６、９、12 月の定例に再開するとか、そういうこと

全部要綱に網羅してしまうと。この要綱を変えるときは、町と議会ときちっと協議して変える

ときは変えますよというのも、これを見た範囲では最後に入っている。だから、こういうもの

を加藤委員と議長が言っているのは、そういうことやれということを言っているのだと思うの

ですよ。それを今、事務局が準備しているということであります。だから、議会の案としては、

議会は今までと同じですよという意味は、これを見れば一目瞭然、全部分かるという仕掛けに

なるようです。僕も今見せてもらったばかりだから、何とも言えませんけど、そういう今言わ

れたような心配を要綱できちっと作って、変える場合もきちっとするというふうにすれば、変

えるときは両者協議して一致しなかったら駄目だから、そういうふうになれば問題ないのでは

ないかと思うのですけど。向こうがそれについて、どう言うか、またか変えなければならない

かもしれないけれども。分からないですけど。そこについては、そういう準備をしているよう

ですので、ご理解を願いたいと思います。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 通年議会は、４月からでもやる気になればやれないわけではないので

すよ、役場とのヒアリング、同意が出れば。ただ、委員会はまだちょっと、先ほど委員長がち

ょっと言っていましたけれど、同時に３月の議会には、常任委員会は難しいと思います。でき

れば新議会で。11 月に始まる新議会から採用するような準備体制を、10 月までの間に常任委

員会のあり方については、３にするか４にするか、また特別委員会を常任委員会に入れるか入
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れないか。この間、議論しましたね。そういうことも含めて、定数を 16 で決まっているから、

それを各委員会で２つの委員会に所属できるようにするとかしないとか、そのあたりの議論を

まだしていないものですから。通年は、４月からでも同意できればできないことはないと思う

けれども、常任委員会の組織は、今ある組織を全部変えなければならなくなる可能性もあるか

ら、混乱すると思うのですよ。それもわずか 10 月までの間しかないわけですから。それより

も、今のままで 10 月まで今の常任委員会でいって。現在 20 人いるわけだから、そのままでい

って、通年議会は、僕は４月から同意できるものがあれば、それだけは進めても良いのではな

いかなというふうに思っているのですけれど、うちの会派もそういう考え方で、そういう考え

ではまとめているのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 私さっき言ったのは今、加藤委員が言われたとおり、10 月までは今

の体制でいくのですけれども、ただ、特別委員会をどうするとか、常任委員会をどうするかと

いうのは、出発は選挙後であっても、条例としては今決めなければ駄目だということで、その

議論を願うと言った意味ですから。 

○委員（加藤正恭君） ３月といったから、できれば３月までには日にちが無いような話しを

していたから、３月の議会に提案しなければならない問題ではないかと思った。常任委員会の

問題。通年議会は、同意ができればやれないわけではないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 常任委員会の数の問題・・・。今、加藤委員がおっしゃっているの

は、常任委員会を２つにするのか３つにするにか、新たな常任委員会を作るのか、特別委員会

をどうするのかということを、３月までに決めるのは早急だという意味ですね。 

○委員（加藤正恭君） ３月まであわくわなくても、10 月でも９月の議会でも良いのですよ。

常任委員会の問題は。ただ、通年議会だけは、今のままで何も変わらないでやれるということ

が、同意ができれば、そういう意味ですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） そこを、ちょっと局長。条例提案。要するに定数 16 にする条例提

案は３月に出るのだけど、今、加藤委員が言われているのは、常任委員会と特別委員会を次回

からやるのですけど、10 月終わってからやるのだけれど、それを決めるのは３月のときに条例

提案をするのは早すぎると、こういうことを言っている。そのことについて、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、３月に決めなくても構わない。定数減条例も基本

的に３月に決めなくても良いのですよ。10 月の選挙ですから、その前までに決めれば良いので

すけど、ただ、10 月に改選されるということははっきりしていますから、新たに立候補される

人ですとか、そういうものを考えると、やっぱり責任としては間に合うように設定してあげる

のがベターだと思います。今の議員さんの責任かなと思います。委員会条例については、別に

３月にしなくても構わないのですよ。20 人 10 月までいますから。10 月まで定めれば良いので

すよ。ただ、基本的に数を決めるから、10 月以降というのは、合わせて出した方が良いのでは

ないかと思うだけの話しです。ですから、６月議会、９月議会に委員会条例出しても別に問題

あることではないです。要するに、施行日を 16 の定数で、次の一般選挙の告示される選挙か

ら適用しますというだけの話しですから、全然問題ないと思います。ただ、今回の委員会報告
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が、そのような書き方。３月まである程度方向を出すという報告になっておりますので、臨時

会に出すやつ。ですから、その辺の含みがあって、やっぱり３月で一定の改革の方向性を示せ

れば良いのかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 意味分かりましたね。それで、そうなりますと３月に委員会の数、

内容についての議会提案をしないということであれば、もうちょっとゆっくり議論しても良い

のですよ。ただ、16 という数が条例提案できちっと議会側から出すということになれば、それ

と平行して出した方が普通は、そういうふうに出すのが普通ですから、その方が良いのかなと

思ったのですけど、そうではないと、ちょっと今近々に出せないということであれば、そのこ

とについて何もあわてないで６月なら６月まで、一応目安としては議論して、委員会の数だと

か特別委員会どうするだとかということを決めるというふうにしても構わないと思います。で

すからこの次、16 なら 16 の数だけ条例提案するのか、それともそれもしないで、委員会報告

するわけだから、それはきちっとそうなるということは確認されるわけですから、条例の提案

についてはもうちょっと延ばすか、そこら辺決めれば、それはそれで良いと思います。根本委

員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 通年議会のことで今、話しをしている。議員定数の話しの中か

ら、委員会の話しが出てくることであって、そこら辺・･･。 

○委員長（大渕紀夫君） とりあえず、通年議会はもういいですか。町側と詰めるということ

で。そしたら、助役と総務課長が出てくるようですので、詰めの段階では。議運の正副で、あ

と事務局入って中身について詰めていくというふうにさせていただきたいのですが、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） そのようにしたいと思います。それが一定限度詰まった段階で正副

議長と町長と話していただくと、こういう段取りでいきたいと思います。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） 委員会の数の件だけやって、休憩します。どうも全体的にはもうち

ょっと時間かけても良いというのが意見ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 総体的に考えますと、やっぱり現実に合わせて、現状改選期まで

は特別委員会の数、流れについては現状でいくべきだと。定数だけは今回の議会に間に合わせ

るような方法でとっていった方がベターではないかと思いますが。 

○委員長（大渕紀夫君） それは、例えば今決めても実施は 10 月からとすれば良いわけなの

です。議論をいつまでするかと、常任委員会の数だとか、特別委員会の状況だとか、いつまで

議論で詰めるかということです。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 議員定数を 16 にしたということで、チェック機能とか町民が心配さ
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れている議会の議員としての活動がどうなのかという、そういう部分でのきちっとした意味付

けをするという話ししていましたよね。16 名になったということであれば、16 名になった時

点でどういった委員会が良いのかとか、どういった手法をするのが良いのかということに議論

は、きちっと 16 名の条例が通るときには、ある程度明確にしておかないと、えっと今思って

聞いていたのですけど、それを明確にしないで、16 名でやりますよと。だけど、委員会の形と

か、それは 10 月まで間に合うから、それまで時間をかけてやることはもちろん大事。議論を

うんとすることは大事だと思うのですけど、そうなのかなとちょっと思って聞いていたのです

けど。私はやっぱり 16 にした時点で、議会の体制とはどうあるべきなのかということは、あ

る程度明確にして、条例は出すべきだと思うのですけど。定数の条例を改正するときには、体

制は磐石の態勢でやりますよというものが、明記されて出すべきだと私は思うのですけど。無

理でしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そういう理屈は分かるのだけれど、16 という数字が出てきたのは、そ

の中に議会の活性化ということも含めての 16 というも出てきているのも事実です。細かいこ

とになると、常任委員会の問題があるものだから、裏づけを造るために急ぐということは、非

常に拙速すぎると、僕は思う。十分にまだ、３にするか４にするか、特別委員会が最近常任委

員会に入れるという議論も出ているわけですよ。ですから、それも議会の活性化になるから、

そういうことも含めて常任委員会の数、人数、そういうこともくっ付けるだけの問題だと思う。

理論づけするだけの問題だと思うのだけど。それは全然議論しないで 16 というものを選んだ

わけではないのだから。裏づけとしてあるのだからまだ、皆に知らせるまでの充実感は無いと

いうことを判断して３月までというふうに縛らないで、６月なり９月までの間に十分やればい

いのではないかというのが、さっきの私の言わんとする意味だった。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方、意見がありましたらどうぞ。根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 僕は、今加藤委員のおっしゃる意見なのです。吉田委員の言っ

ていることも理解するのです。だけれども、先ほど局長がおっしゃったように、この１６とい

う数字の条例化をするということは、新しい議員さんに対する一つの意思表示ですよと。議会

からの意思表示ですよというふうなことなのですね。そして、その時点で議会のチェック機能、

そういうふうなことに対しては非常に大事なことですから、その後ですね、これは早めても良

いと。３月に条例化するのは問題ないと思うのですけれども、議会のチェック機能というのは、

今の議員の中で、やはりもっと厚みを持った議論がされて、成されるべきではないのかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 折哀案をとるわけではないけれども、３月に 16 人にすることを提案

しなければならないということでもないのですよ。６月でも良いのですよ。６月でも９月でも

良いのですよ。吉田委員の言われるようなことをきちっと付けて 16 という案を通すというふ

うにした方が良いのかもしれません。だけれども、３月でなくても構わないと思いますよ。ど

うしても３月やらなければ駄目だという意味ではないです。どっとみち実施するのは 11 月か
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らですから。ですから、６月でも良いと思う。だけど、新聞紙上では 16 というのは出ていま

すから、それをいつ発表するかしないかだけの問題だと思うので、その中で新聞にも出ている

ように、中ではいろいろ議論しているということも、ただ単純に 16 が出てきたということで

はないのですから。ですから、そのあたりは経過として良いのではないかと思うのですけど。

無理して３月でなくたって構わないと思いますよ。６月でも十分常任委員会の議論を踏まえて

一緒に 16 という方法だって構わないと思う。そのあたりどうですか。ただ、さっき言ったよ

うに、今度出る方々のためにも 16 を早くした方が、出る出ないの問題もあるだろうしという

ことから３月という話しもあるのだろうけど。我々としたら６月でも９月でも構わないのだけ

ど。 

○委員長（大渕紀夫君） 先ほど新風さんの話しにもありましたように、別に３月に出さなけ

れば駄目だということではございませんので、ただ、決まったということであれば、やはり吉

田和子委員の言われていることもごもっともだし。そうであれば、６月に条例提案するという

ことで、３月ではなくて、６月に定数の部分も、それから常任委員会の部分も６月の議会で提

案すれば、６月から 10 月まである。９月と言ったら１ヶ月しかないから、それはちょっとど

うかと思うので、６月なら６月までうんとここで議論をして、常任委員会と特別委員会をどう

するかという議論をして、当然実施されるのは 10 月終わってからですから。６月ということ

で、そういうことでどうでしょうか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） できればそのようにしていただきたい。と申しますのは、２月は各所

管事務調査ですね、常任委員会が結構入っていますね。ですから、相当過密なスケジュールで

会派の打ち合わせも何回もしなければならない。そして、このための議運も何回も開かなけれ

ばならない。ちょっと議論する期間が足りないというふうに思いますので、今議運の委員長の

提案に賛成したいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ９月というわけにはいかないと思う。できれば早い方が良いのだけ

ど。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） もう 16 ということは変わらないと思うのですよ。６月に条例化にな

ろうと３月になろうと。それは、町民の方も皆さんも知ってくださっていることですし、次期

出ようと思っている人は通知していることだと思いますので。だけどやっぱり、数を出した以

上は、ここでこれを議論してきたわけですから、どうしたら良いのかということを、やっぱり

私は同時に出すべきだというふうに考えるのです。先に人数だけ通してしまおうと。委員会と

か、どういう形になるかというのは、次出てくる方でだって、仕事持っている方、そういう形

でできるのかという検討だってしなければならないでしょうし、議会がどういう運営をしてい

くのかということだって、すごく興味のあることだと思うのですよ。それが、人数だけぽんと

出て、じゃあどんなふうにやっていくのかというのは、ちょっと待ってください、ゆっくり議

論しますという、ゆっくり時間をかけていくのは大事だと思う。だから、私は両方一緒でない

と、何か私たちが今まで議論してきたことが、ちぐはぐのような気がしてしょうがなかったの

ですよ。だから、時間をかけてじっくりやるのであれば、委員長報告としては、一応議運の報
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告はするのですよね。だから、それで変わらないというのは、皆さん周知されましたので、手

法としては条例と一緒に、何か別々ではなくて、私はやっぱり一緒にやるべきだと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、６月の方までというのですが、私はできれば３月に提案する方

が良いのではないかなと感じました。特に審査意見の中に３つ書いてあります。チェック機能

の確保できる仕組み、あるいは議会において議会の意思と住民の意思がかい離しないような仕

組みというようなものを、やはりこういうようなもののうち一つでも二つでもポイントとなる

ものを、例えば常任委員会の数とか何とかを、６月までかからなかったら、それはできない形

なのか。その辺、できるとこだけは、ある程度定数に合わせてやって、そしてまたそこででき

ていないものについては、今後これについては十分検討して、いついつ結論出すような形でい

くというような形にしても、できれば町民の皆さん、皆さんもそうだと思うのですが、私ども

ずっと定数が 16 と、あるとき報道等で皆さん知っているわけですよね。そういう中で、僕は

できれば早い方が次の出る人のためにも。まだ、条例で決めていない限り、何ぼになるか町民

の方というのは委員会報告して。我々は変わらないと思っても、皆さん本当にそうなるのみた

いなあれがあるような気がして、私としてはできれば、皆さんの考え一つなのですけど、３月

にある程度やった方が、今までの流れからいって良いのではないのかなという具合には思いま

すけど。それは、皆さんで、私の立場としてはそのようにやった方が、我々議会としての町民

から思われている議会の考え方としては、できるだけ定数も 12 月までずっと来たわけですか

ら、この辺で３月にきちっとその辺は結論出してやった方がいいような気もするのですけど、

たまたま私の考えはそのとおりです。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、議長の考え方が示されましたけれども。谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私の場合は、議長の言っていること、ものすごく分かるのです。とい

うのは、周りの人はやはり定数問題では 16 というのはみんな承知しているわけです。それで、

いろいろな話し合いからしても決まっている。これもほとんどつつかれることはまずないと思

いますので、これに対しては周知されたものにおいては、できるのであれば早い方が良いとい

う、その意見には賛成です。ですけども、吉田和子委員の方から話し出ましたように、やはり

全てのものが整って、そして提出する方がベターかなと、そういう感じはいたします。そうし

なければ、この部分はこうしました、この部分は後でありますと。例えばそういう形になった

場合には、やはりちょっとうまくないかなと、そういう感じ持っているもので、私の意見とは

そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか、どうですか。今の議長のご意見含めて、考え方ありましたら

どうぞ。精力的に３月までにやるのか、それとも一定限の時間をとるということで、６月にす

るのかという議論であります。採決するまでことはないと思いますので、できればいろいろ意

見出してもらって、どちらかの方向にいきたいと思うのですけども。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 結局定数はもう決まっているのですよ。ただ、本会議で可決するか、

やるかどうかの問題なのだけれども。常任委員会の問題は、会派でもいろいろ検討したのだけ
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れど、非常に難しい問題があるのですよ。それで、一人の議員が２つの常任委員会に入るとし

ても、そういう問題もあるし、それとも私どもは４つの委員会の方が良いのではないのかなと。

イオルと港湾が常任委員会に入ると非常にボリュームが多くなるから、もう一つにしたらどう

かと。16 かける２ですから 32 名ということになれば、11、11、10 と。議長はそこの委員から

出るから、10、10、10 の委員構成になるというようなことで、16 を例えば３で割りますと、

５人、５人、６人ということでしょう。そうすると議長が抜けると５、５、５ですよ.５、５，

５の委員会というと、委員長、副委員長いたらあと委員が３人。そういうことになると、十分

な議論というのが５人やそのくらいではちょっと難しいと思うのです。やっぱり、少なくとも

８人から 10 人くらいの構成でいかなければ駄目だと、そういうような問題もいろいろ考える

と、委員会構成というのは非常に難しい。特に議会の活性化ということは、常任委員会の審議

というのは非常に重要視されるとすれば、先ほど山本委員言ったように３月までの日程では十

分な議論はできないと。会派にまた戻って、またまたというようなことになると、ちょっと難

しいのではないのかということで、常任委員会の構成の裏づけというか、16 の裏づけの問題も

絡めて議論するとすれば、やはりもう少し吉田委員の意見も含めて一緒に提案した方が逆に良

いのではないのかと、16 という数字必ず出てきますから、委員会構成の中に。だから、そうい

うことも含めてやるとすれば、３月までの常任委員会の云々の話しはちょっと時間的にも難し

いと。十分な議論をする必要があるとすれば、６月までにしてもらいたいというのが吉田委員

の考え方であり、先ほどの谷内委員の考え方でもあるから、発表はもう 16 という数字は出て

いるから、この際６月まで延ばしてやったらいかがですか。そういうことも考えますと。９月

はちょっと駄目ですね、遅くなりますから。新人のためにも失礼だから、やはり６月でしょう

ね。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風さんの考え方は、先ほど山本委員から聞きましたけれども、ほ

かの会派の方どうですか。吉田和子委員は６月でも構わないというご意見ですか。 

○委員（吉田和子君） もう決めてしまったら６月までかけてやると思うのですよ。できなか

ったら６月までにしようというのでは駄目ですね。精力的にやって、やらなかったらまた６月

にしましょうと言ったら、またおかしい、責任のない話しですから、６月までにしましょうと

言ったら、６月までにかけてやると思うのですよ。３月までにどうにかしてやりましょうと言

って、皆が一緒になれば３月までにできるのかなと思うのです。前からは３月という、一つの

目途としてやっていましたから。でも、私はそれに付いてくるものだと思っていましたから、

一緒に全部議論していくのだと思っていたのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が先ほど一番最初に申したのは、そういう意味で言ったのです。

ですから、３月まで決めるとしたら、極めて今時間がないから相当やらなければいけないとい

うことで言ったのです。ただ、大勢の意見がそうであれば、それはそれで考慮しなければいけ

ませんから、言っているだけの話しです。熊谷委員、考え方ございましたら、どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） うちの会派は当初から同じことを言っております。３月に今まで議論

してきた活性化のあり方について、７項目ずっとやってきて、４項目に絞りましたよね。委員
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会構成のあり方、通年議会も入りましたけれども、要するに議会報告会のあり方、政策を提起

する集団のあり方、これについてはうちの会派は一定限度の考え方持っていますので、議論は

よその会派とできる状態でありますので、精力的にやられて定数条例を提出するときに、きち

っとその裏づけを含めてやられた方が良いと思います。ただ、常任委員会につきましては減る

分、量が増える。そうであれば、16 で議長が両方とも所属できるわけですから、８、８という

中身であれば、８、７の委員会構成で、二つで良いのではないかということは、前から主張し

ているとおりであります。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ３月までやるべしという意味ですか。そういう意見でございます。

これは、先ほど吉田和子委員が言ったようなふうにはなりそうもないですね。精力的にやって

３月までにできればやるけれども、できなかったら６月までと、そういうふうにはならないと

思いますので、どちらかに一つ絞っていきたいのですけども。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほども言ったように、３月の議会に 16 は提案しても構いませんよ

と。ただ、常任委員会の方の条例改正までは、ちょっと物理的に足りないから 6 月にしてもら

いたいというのは、僕の当初の意見だったのですよ。ところが吉田委員からクレームついて、

クレームと言ったら語弊がありますけれども、一緒にくっ付けて、説明するためには 16 の裏

づけを常任委員会も含めてやるべきだと言うから、それはそれで切り離しても構わないと思う

のだけれど、今まで議論しているのですよ。だけど、具体的に常任委員会の方のまだ話しが進

んでいないのですよ。この間聞いたのは、２だとか３だとか４だとうかいうだけの話しで、だ

からそれを詰めていく作業がこれからあるし、特別委員会の２つも入れるか入れないかも具体

的に言ってないから。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか、どうですか、ご意見ございましたら。委員外議員、玉井委員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 私は、今まで町民も新聞にも出ているから分かっているけど、

けじめはついていないのですよ、議会としての。だから、定数 16 名という数字だけは３月に

は間違えなくきちっと決めないと、僕は町民に何を言われるか分からないと思っています。常

任委員会の件については、細部にわたっては６月に発表したいということで問題ないと思いま

す。だから、これ１つだけは、町民一番問題なのは定数ですよ。常任委員会のことよりも、定

数が一番問題だと思いますから、理解しているのも定数のことですよね、町民は。常任委員会

は議会のことですから、だからそれほど町民はきついことないとは思うのです。言っている人

もいるとは思いますけれども、いないとは言いませんけど、だから定数のことについては３月

には間違えなくやらないと、これ何起こるか分からないと思っています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 僕、吉田和子委員の言っていることはなるほど、そうだなと思

うのですね。捕まえてから胴長の話しではやっぱり議会としての権威が失われるのではないか

なと思うのですよ。というのは、議員定数は出しました、その後の委員会調整のことは丸腰で

出しましたなんというふうな、軽々しい議案は提出すべきではないというふうな考え方です。

そのためにも、僕は、それは町民に対しても胸を張って説明できる話しではないのかなと思う
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のです。これは３月が６月になっても、こういうことできちっとやってから出すのですよとい

うふうなことは、町民の人方も理解できると思うのです。16 という数字は委員長の報告をする

わけですから、それで十分周知できるだろうし、それも一つのけじめだと思います。ただし、

出したよ、それから委員会構成の話しをしますよ、議会の 16 の体制を作りますよというふう

なことは、僕は避けるべきで、これは泥沼の話しであって、やはり６月だったら６月にきちっ

とそういうふうなものも添えて 16 になりますと。だから 16 になりましたというふうなことは

条例化として出すべきであって、今この委員会の中で、委員会を２つにするとか３つにすると

かというのは、今ここではすることではないと思います。話しは持ち出すものではないと思い

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと意見が割れているのですけれども、６月に出すというのは

別に問題ありません。ただ、町民の皆様方から見れば早く出した方が良いだろうということも

あります。それは事実です。ですから、この２つの問題をどうするか。今まではそういう議論

してそういうような形で委員会報告になっているのですよ。ですから、６月になると委員会報

告ちょっと３月と書いていますから、６月と直さなければならなくなるのです。それは別にこ

こで決めれば、別にどうということありませんから。それは良いのですけれども、ただ、かな

り割れていますので。３月まで出すのか、６月まで出すのかという意味ですよ。常任委員会の

構成をどうするかということです。これについて、もしもうちょっとご意見あれば。加藤委員。  

○委員（加藤正恭君） ３月に出す、６月に出すというけれど、吉田委員の案では、そういう

きちっとした 16 に対する認識を深めるための議論をして、そして出しなさいと、こういうの

が一つの考え方なのだけど。裏づけというか、16 になった経緯というものを含めて同時に出す

のが当たり前だと。16 という数字はもういいのです、それはそれなりにいいのだけど、私も言

ったように、常任委員会の問題は６月に出しても良いけど、３月に出しても良いのではないの

かと、僕の考え方、一番初めはそうだったのだけど、吉田委員の考えを聞けばなるほどと。そ

れであれば、常任委員会も一緒に議論。物理的に３月に議会までにはちょっと難しいと思いま

すよ、常任委員会の議論をするには。ですから、それを連れて一緒に出すのであれば、６月し

かないなと、こういう意見に変わったというだけのことで、それだけなのですよ、我々の考え

方は。 

○委員長（大渕紀夫君） 良く分かりますよ。３月というご意見と６月というご意見がありま

すから、それはきちっとしなくてはいけないし、委員会報告の中にもそういう文書があるので

すよ。ですから、６月ということが皆さん良いということであれば、その文書直さなくてはい

けない。そういうことで今、諮っているのですよ。なるべく、こんなこと採決でやるというの

も変ですから話し合いで、６月で良いということに皆さんなれば、６月にしたいと思っている

のです。そういうことだけです。議長の考え方、十分尊重しながらも、現段階では議会全体と

しては６月までにしか、常任委員会の構成の結論は出せないということであれば、６月という

ことで構わないと、僕は思います。そういうことで諮っているのですよ。ただ、できれば皆が

合意した中で、そういうふうにした方が良いだろうということなのです。ですから、熊谷委員
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と吉田委員がそれで良いということであれば、そういうふうにしたいというふうに思っており

ます。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私は基本的には両方一緒に出すべきだと考えていますから、そのため

の議論が、私もちょっと日程見て３月末までで良いというわけではないですので、１ヶ月しか

ないのですよね。その中で、委員会のもう一回新たにどういう形が良いのか、どういうことが

一番機能するのか、そういうことを再度皆さんも勉強して、それを研究してやっていくという

ことになると、これは間に合わないのかなという。だから、基本的には私は同時に出すべきだ

と思っていますから、それが同時に３月に出せないのであれば、６月でも仕方ないというふう

には思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 委員会条例の数の形も変えた条例をきちっとコンクリートするという

意味ですか。含めてではなくて、そういう議論ではなかったのではないですか。それは、改選

の方々が考えることであって、我々はこの 16 にするためにはこういうことが望ましいという

意見でまとめて、そういう方向で行くのだよということを残すということではなかったのです

か、数字は。 

○委員長（大渕紀夫君） それは、今の議会の責任で、それは全部作らなくてはいけません。

それは、はっきりしています。それでは、議長のご意見もございましたけれども、両方６月の

条例提案というふうにするということでいかがですか。それは、なぜかというと、４つの部分、

全部議論していかなくてはいけませんから、一つ委員会だけ決まれば良いということにはなり

ません。ですから、これは先ほど加藤委員が言いましたように、通年議会とは別のものですか

ら。ですから、そこはそこでまたやっていかなくてはいけませんので、６月に条例提案すると

いうことで、４本柱ひっくるめて議論していくというふうにしたいと思いますが、いかがです

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 皆さん、了解しましたけれども、その辺何をきちっと決めなければ

駄目なのか、それを決めておかないと皆さんそれぞれで、これとこれだけは条件として付ける

べきだというような。それぞれによって、皆さん一致していれば良いけれども、一致してなけ

ればいつまで経っても、これも決めて付けなければ駄目だ、あれも付けなければ駄目だという

ことになりますので、今言った４項目、そういういったものはきちっと確認しておいてやって

いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員会報告で出しているのは、３つなのですよね。それは、チェッ

ク機能を強化するための通年議会の部分です。それから、町民の皆さんとの意見をきちっと得

るということでの、かい離がなくなるという意味での議会報告会。意見を聞くということを含

めての議会報告会ですね。住民懇談会、そういう形です。それから、我々の中の力量をつける

と。少なくなった場合、政策的な力量をつけるということで、政策研究会。それと、常任委員
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会の数。この４つなのですよ。ですから、ここの所は平行して議論していくということであり

ます。常任委員会の数については、これは条例上やらなくてはいけませんから、委員会報告の

中には入ってはおりません。だから、３つになっているのです。 

○委員外議員（根本道明君） その４つの中で、法令上やらなくてはならないということとい

うのは、たったの一つですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 常任委員会のことだけです。 

○委員外議員（根本道明君） だから、主に常任委員会に集中して、常任委員会のことだけは、

ちゃんと６月にきちんとすると。 

○委員長（大渕紀夫君） やるのは、委員会報告の中で、皆さんが認めてそういうふうになっ

ていますから、それは４つともやります。ただ、法律的にやるのは常任委員会ですから、だか

ら３つ以外に１つあるというのはそういう意味なのです。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、４つのやつがきちっとした結論が出なければ、６月になっても

逆に提案できないということになりますね。裏を返せば。そうでないと 16 の定数も出ないと

いうことですか。それで、皆さんそういう認識でよろしいですか。委員長が言った４つの問題

が合意できなければ、条例は提案できないというふうに、そういう具合に解釈してよろしいで

すか。皆さん、その辺、例えば通年議会の件も、これは結論出なくても、６月には出しますよ

と。常任委員会に数だけ決まれば提案しますという形なのか、今言った４つが全部揃わないと

定数削減の提案はしないということに、そういう形になるのか、その辺だけ確認しておいてい

ただきたいと思います。それでないと、どこまで行っても、最後になってころんと。この条件

整わないからやっぱり実際にはできないのだよという形になっても困りますので、その辺やっ

ぱり意思統一しておかないと。 

○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） 今の議長の考え方もありましたけども、委員長報告の条件という

もの、やはり６月議会で、全員でまとめて、全部の条件をクリアされた中で改正を諮るという

ことで、私は良いのではないかと思うのです。いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 中身については別ですよ。その議論をきちっとして、一定の方向を

出すということですよ。それは絶対やらなくては駄目ですから。ですから、それはそういうこ

とで確認して良いですよね。私は、それはそれで良いと思っているのですよ。もちろん、中身

については変わる部分があるかもしれません、それは。ただ、中身というのは、４項目の部分

ですよ。常任委員会の部分は無いと思うのです、やらなくてはならないから。それ以外につい

てはいろんな手法はありますから。ですから、それはいろんな意見が出ると思います。それは

方向付けきちっとしながら実施するということでやっていくわけですから、そこではしていけ

ば良いわけです。ですから私は、それは委員会報告できちっとしますから。ですから、それで

議員の皆さんの認識がそういうふうになるというふうに僕は思っております。よろしゅうござ

いますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） それでは、定数の部分と常任委員会の条例提案については、６月の

議会で行うと。それまで、報告の部分であるの３つの部分も含めて、議論をしていくというこ

とで治め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） 今の件、よろしいですね。その他の件やりまして、若干延びるかも

しれませんけど、奥村参事の方の報告聞くというふうにしたいと思いますので。続行します。 

 暫時、休憩とします。55 分から再開とします。 

休憩 午前１１時４８分 

再開 午前１１時５５分 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開します。 

 その他の部分について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） その他について私の方から。まず一つは、ケネル市の訪問団の

関係です。４月の 26 日から５月の５日にかけまして、子供たちと一緒に、今回は代表団がケ

ネル市に行くということで、31 日まで参加者が募集なされておりまして、議会の方から公的に

公務として１名の派遣をお願いしたいということで、先般町長の方から通知がございました。

町理事者、議会、それから随行職員、各１名で３名、公的に派遣するということでございます。

それで、町側につきましては、まだ誰が行くかは決まっていないようです。町長ということで

もないようです。この中で、議員の派遣ということになりますので、派遣する方のご審議をい

ただきたいと。３月の定例会で派遣承認取らないと間に合わないかなと思っております。以上

です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、町側からそういう要請があったということでございました

けれども。そのままやるといっても、やりようないので、議長、考え方ちょっとあったら。誰

が行くとか、誰が行かないとか、そんなことここで議論するのも変な話しですから。議長。 

○議長（堀部登志雄君） この３ヶ月で来たのですけども、当然一般公募して、皆さん行かれ

る中で、理事者の方、町代表して、また議会代表してということでの、形になろうかと思って

いるのですよね。その中で、今回議会を代表してということで、正副議長という形になるのか

なということを認識しているのですけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、議会の代表として行きますので、前回は副議長だ

ったですね。過去にも、議長ないしは副議長という。向こうで公式対談等ございますので、町

側も予定しているのは、そういう所ではないのかなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） やはり、一般公募されている方も、議員の中でもおられるようです

から、そういう人と代わってもらうという形には。 

○委員長（大渕紀夫君） 正副議長で相談してもらえますか。ここでやるといってもやりよう

ないというか、案があって議論するというならできるのだけれど、誰が行ったら良いのではな

いかという、そういうものではないですから、正副議長で相談していただくということでいか

がですか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） そのようにしたいと思います。次、その他２。 

○事務局長（上坊寺博之君） 18 年度の外部評価委員から意見が出てございまして、議会の関

係がございます。３点ほどございまして、一つは議会改革の含みの中で、議員定数を意見とし

て削減する方向でということが出されています。もう一つ、町外視察の関係で、町民に対して

も説明する機会を設けてはという意見が出てございます。それとあとは、議会だよりの発行の

充実ということで、今、議長の方に決裁いただいている最中ですが、一応事務局の対応として

は、右に書いてあるとおりで回答したいと思っております。この外部評価委員の回答について

は、ホームページの方で公表されるということもお聞きしております。一応、外部委員からそ

ういう意見も出ているということもご理解していただきたいなと思いましたので、一応参考に

ご報告させていただくということで、提示させていただきました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことで、外部評価委員会に対する担当課の対応含めて書い

ておりますので、お読み願いたいと思います。各議員の皆様方、会派の皆様方にもこの中身を

徹底していただきたいというように思いますので、よろしくお願いします。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 15 分程度で、奥村参事から議案の国民保護計画の策定に

関わる報告についてというのを、ちょっとの時間で報告を受けたいというように思います。 

 ご苦労様です。ちょっと、時間が食い込んでいまして、申し訳ありません。食事時間なので

すけれども、これであげたいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。申し訳あり

ません。なるべく短く、できれば 15 分程度でかいつまんでご説明を、我々が全部理解できる

ように、ご説明を願えれば非常に助かるということでございますので、よろしくお願いしたい

と思います。奥村参事。 

○総務課参事（奥村 勇君） 本来ですと、委員会を開催させていただいた中で報告すべき事

項でございますが、今回、道の方から正式に協議が整ったという中で、速やかに議会の方に報

告しなさいというような法律でもございますので、そういう中で今回の臨時会の中で報告をさ

せていただきたいというようなことでございます。今日、議運の方で概略説明させてもらって、

本会議に臨んでいくというように考えておりますので、よろしくお願いします。 

 それでまず、今回白老町国民保護計画策定の経過について、ご説明させていただきたいと思

いますが、前年８月の 30 日に消防庁の示したモデル計画を基本に、事務局計画の素案を北海

道の方に事前協議させていただいているというようなことでございます。それを受けまして、 

９月の 22 日に白老町国民保護協議会条例及び対策本部条例の町議会の提案をさせていただき

まして、総務文教常任委員会の方に付託されたというようなことでございます。10 月の 13 日

に総務文教常任委員会を開催していただきまして、協議会条例等、関連議案を審議していただ

いたということでございます。同じ 10 月の 19 日でございますが、第２回臨時町議会を開催の

中で、協議会条例等の関連議案を可決していただいたという流れになっております。それを受
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けまして、10 月の 23 日に第１回の白老町国民保護協議会を開催させていただいております。

その中では、委員会任命の辞令交付、関係機関等 33 名の方に辞令交付をさせていただいて、

計画案の諮問をしていただくというような形になってございます。そういう中では、作成の基

本的な考え方等の決定と、計画素案の提示をさせていただいております。11 月の 22 日から 12

月の 11 日までの 20 日間におきまして、この保護計画案の町民意識聴取ということで、パブリ

ックコメントをさせていただいております。周知方法としては、ホームページ、役場、役場出

張所での閲覧。それから、概要版の町内会の班回覧及び町内会長さんの方には計画案を配布し

ているということでございます。そういう中で、町民の方からは、特に計画、策定についての

意見はございませんでした。11 月の 29 日にこの事務局計画素案の北海道事前協議が３回に渡

って協議されたのですが、終了しまして、12 月の 19 日に２回目の白老町国民保護協議会を開

催してございます。そういう中では、計画案の審議、そして答申を受けたということで、同日

付で白老町長の方に答申をしたというような流れになっております。12 月に 20 日に北海道か

ら正式協議を出しまして、１月の 11 日に正式協議の承認をいただいたと。それで、１月の 29

日、第１回の臨時町議会の方に、この保護計画の策定報告をしたいということで考えておりま

す。議会報告後の状況としましては、町民への公表をこれからさせていただくと。最終的にで

きあがった計画書を公表するというようなことになります。そういう中では、保護措置の実施

にあたって、町民の十分な理解と協力が必要だというようなこともありますので、周知につき

ましては十分配慮しながら、この公表にあたっていきたいというふうに考えてございます。白

老町国民保護計画の要旨でございますが、要旨を説明する前に、訂正方を説明したいなという

ふうに思います。 

２ページでございますが、中段の第３編、武力攻撃具体等への対処の３番目の又書きの所で

ございますが、住民に対し必要な円状というふうになっていますが、援助になります。それか

ら、４の警報及び非難の提示等となっていますが、提示ではなくて指示等ということで、指示

に訂正していただきたいというふうに思っております。白老町国民保護計画の要旨ということ

で、国民計画につきましては、５編 22 章からなってございます。まず第 1 編としましては、

総論ということで計画の位置づけ、1 章として計画の位置づけということになっております。

町計画は国民保護法の規定に基づき、国民の協力を受けつつ、他の期間と連携協力し、自ら国

民の保護ための措置を的確かつ迅速に実施すると共に、その区域において関係機関が実施する

国民保護措置を総合的に推進するということの位置づけにしてございます。 

２章としましては、国民保護措置に関する基本方針。保護措置を的確かつ迅速に実施するに

あたって、特に留意すべき事項を定めてございます。基本的人権の尊重から国民保護措置に従

事するもの等の安全の確保までを、特に留意すべき事項ということで定めてございます。 

３章としましては、市町村の事務または業務の大綱ということで、実施にあたって関係機関

との円滑な連携を確保するための事務または業務について定めてございます。 

４章としましては、町計画が対象とする事態ということで、これにつきましては武力攻撃事

態として、道の国民保護計画において想定されている事態例を、この４つばかりあるのですが、
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この事態例を対象に定めてございます。 

２編としましては、平素からの備えや予防ということで、組織体制の整備等を次の事項につ

いて定めてございます。国民保護措置の実施に必要な組織及び体制等の組織体制の整備を図っ

ていきたいというふうに考えてございます。 

２章としましては、非難及び救援の関する備えということで、これにつきましても、平素か

らの備えに必要な事項について次のとおり定めているということで、２ページでございますが、

例えば住宅地図、道路網のリスト等の非難に関する基礎的資料の準備、そういうものを準備し

ていくというふうに考えて、計画を作ってございます。 

３章としましては、物資及び資材の備蓄整備ということで、防災用の備蓄の共用使用を考慮

しながら、備蓄または調達体制を整備するというようなことで、計画を練ってございます。４

章としましては、国民保護に関する啓発ということで、国及び道と連携して国民保護の重要性

や武力攻撃事態等における住民が取るべき行動等に関する啓発を行うということでございます。 

３編としましては、武力攻撃事態等への対処ということで、１章としましては、初動体制連

絡の迅速な確実及び初動措置ということで、これにつきましては認定前に例えば事案が発生し

た場合については、白老町緊急事態連絡室ということを設けまして、この措置を実施するとい

うふうになってございます。 

通常の場合は２章にありますように、町対策本部の設置によりまして、この組織機構、構成

及び機構だとか、本部長の権限だとかについて定めてございます。 

３章としましては、関係機関との連携ということで、これにつきましても国と市長村、指定

公共機関と総合に連携してやっていくというふうになってございます。 

４章としましては、警報及び非難の指示ということで、これにつきましては国の方から警報

及び非難の指示が来ますので、それに伴って通知先だとか伝達方法などを必要な事項を定めて

ございます。 

５章としては、救援ということで、非難等住民に対して、関係機関と連携協力して必要な措

置を実施するというようなことで、主な救援の内容については記載のとおり、このようなこと

を救援としての内容としてございます。 

３ページでございますが、６章の非難情報の収集提供ということで、情報の収集及び整理、

報告、紹介等についての回答についての必要な事項を定めてございます。 

７章としましては、武力攻撃災害への対処ということで、武力攻撃災害の対処、それから応

急措置等、それから生活関連等施設の安全確保。ＮＢＣ攻撃による対処等を武力攻撃災害の対

処という中で、計画を練ってございます。 

８章としましては、被災情報の収集及び報告。これにつきましては、人的、物的被害等の被

災状況を電話、行政無線等々で収集しながら、最終的には道の方に報告するというような流れ

になっております。 

９章としましては、保健衛生の確保、その他措置ということで、地域防災計画に準じて非難

所等の保健衛生の確保のための措置を講ずるということでございます。 
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10 章としましては、国民生活の安定に関する措置ということで、生活関連物資等の価格安定

などを道と連携しながら、実施するということ等含めまして、非難住民等の負担軽減のための

公的徴収金の減免など、必要な措置を講ずるというようなことでございます。 

11 章としましては、赤十字証書の交付等でございますが、これにつきましては、非難救援等

に活動していただく消防職員、消防団の方々にこの証書を交付するというようなことでござい

ます。 

第４編としましては、復旧。応急の復旧ということで、町が管理する施設、設備が被災した

とき、一時的な修繕、補修など必要な措置を講ずるというふうになっております。復旧等にあ

たる必要な場合については、道に対して支援を求めるということも計画に盛り込んでございま

す。２章としましては、武力攻撃災害の復旧でございます。これは終息した後に速やかに被害

状況を調査して、被害を把握すると共に、国が示す指針に従って、復旧を実施するというふう

に盛り込んでございます。国民保護措置に要した費用の支弁等ございますが、要した費用は原

則として国が負担されることとされており、費用の支弁等に関する手続き等の必要な事項につ

いて定めてございます。 

最後、第５編でございますが、緊急対処事態への対処ということで、これにつきましては原

則として武力攻撃事態等への対処に準じて、この対応をするというようなことになってござい

ます。今簡単で、何か要旨で話しした中では、ちょっと具体的に分からないのかなというふう

に思いますけど、最終的な話しをしますと、この国民保護法では武力攻撃から国民の生命、身

体及び財産を保護し、国民の生活や経済に与える影響を最低限にするための非難、救援等を国、

都道府県、市町村等が役割を定めて実施するというようなことになるということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、奥村参事から説明がございました。報告をするというようなこ

とですので、お読みになって、ここで質疑をするというようなことにはなりませんので、もし

報告のときに質問があればしていただくというようなことにいたしたいと思いますけれどもい

かがでしょうか。根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） ＮＢＣ攻撃というのはどこに書いてある。 

○総務課参事（奥村 勇君） 計画書の後ろの用語集というのがあろうかと思いますが、後ろ

の資料の方の７ページにございます。ＮＢＣのＮにつきましては、核兵器ニュークリア。それ

から生物兵器バイオロジカルウェポン。これから、科学兵器ケミカルという、この頭文字をと

ってＮＢＣというようなことになってございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 白老町国民保護計画書、このページ。その次、目次１、１の１枚、２

が抜けている。目次１、１ふたつもらっても仕方ない。２が無い。３がきている。差し替えて

ください。全部の議案書そうみたいです。ですから、当日 29 日、この分を差し替えで置いて

おいてください。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかありますか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） こういう計画書作るのは良いのだけれど、ちょっと平和ボケしていま
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す、我々日本人は。実際に突発事故が起きた場合に、訓練というものはやるの、こういうもの

は。 

○委員長（大渕紀夫君） 奥村参事。 

○総務課参事（奥村 勇君） 計画の中で、当然訓練もしなければならないというようなこと

になってございますので、それにつきましては当然、この計画をもとに進めるというふうにな

っております。実際には、今の段階では、各都道府県、県の方が今多く実施しておりますが、

その中で訓練等を実施しているということでございますので、当然各市町村もこの訓練をして

いかなければならないというふうに考えてございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 相当、金かかるでしょう、これ。どうなの、予算だとか何かって、訓

練するだけで白老町一つにしてやるのでしょうけれども。その予算というのは、国で付くので

すか。 

○委員長（大渕紀夫君） 奥村参事。 

○総務課参事（奥村 勇君） 訓練につきましては、費用は出ないと思います。従いまして、

持ち出しになろうかと思います。 

○委員外議員（根本道明君） 復旧等に書いてある。 

○委員長（大渕紀夫君） 奥村参事。 

○総務課参事（奥村 勇君） 今、根本委員外議員の言われた部分については、実際に起こっ

た後の話しであって、あくまでも訓練等々についての費用については国の方からは出ないとい

うふうになろうかと思います。 

○委員（加藤正恭君） 何もでない。 

○総務課参事（奥村 勇君） 事態があって、やった後についての費用については国の方から

は出ます。ですけど、訓練をやるという部分については出ないということで理解をしていただ

ければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか。よろしゅうございますか。もし、帰って読んでありましたら、

本会議で質疑はあると思いますので、していただきたいと思います。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） 議事の進行が非常にまずくて、遅くなりまして申し訳ございません。

ほかに無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。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、議会運営委員会を以上で閉会といたします。ご苦労様で

した。 

（午後 ０時２３分）  


