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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１１月２０日（火曜日） 

開  会     午前   １０時００分 

閉  会     午後    ０時２０分 

             

○議事日程 

  調査事項 

    １．通年議会の実施について 

    ２．議会運営基準の一部改正について 

    ３．広報広聴常任委員会について 

    ４．白老町財政健全化に関する特別委員会について 

    ５．今後において議論が必要な事項 

    ６．その他について 

            

○出席委員（９人） 

委 員 長   山 本 浩 平 君      副 委 員 長   大 渕 紀 夫 君 

委   員   及 川   保 君              玉 井 昭 一 君 

土 屋 かづよ 君              氏 家 裕 治 君 

議   長   堀 部 登志雄 君      委員外議員   吉 田 和 子 君 

委員外議員   前 田 博 之 君 

            

○欠席委員（１名） 

 委   員   熊 谷 雅 史 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           森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） ただ今より議会運営委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（山本浩平君） 本日、新政クラブの熊谷委員より、欠席の申し出がございましたのでお

知らせをしておきます。 

 本日の調査事項でございますが、その他も含めまして６項目について調査をいたしたいと思いま

す。 

 まず、その前にですね、今回、初当選されました、前田議員さんが委員外議員ということでござ

いますので、まず、冒頭に委員外議員の発言につきましての規則に関しまして、局長より冒頭にま

ず説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、ご説明申し上げたいと思います。グリーンの本を用意し

ていただきたいと思います。 

 まず、会議規則です。会議規則の第68 条をお開きいただきたいと思います。その会議規則の中に

委員外議員の発言という項目がございまして、第 68 条に「委員会は審査、または調査中の事件につ

いて、必要があると認めるときは委員ではない議員に対して、その出席を求めて、説明、または意

見を聞くことができる」ということになってございます。そして、２項目目に「委員会は委員では

ない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める」という規定になってございます。こ

れが一応、会議規則の原則でございます。 

 それと、続きまして議会運営基準でございます。24 ページをお開きいただきたいと思います。24

ページは第９章で議会運営委員会という規定になってございまして、その中の第２節７号の規定に

「副議長及び委員外議員の出席、発言については次のとおりとする」ということで、議会運営委員

会につきましては、副議長、委員外議員の出席を認めてございます。①ですが、「副議長は会議に出

席し、説明、または意見を述べることができるが採決には加われない」という副議長の規定になっ

ております。②としまして、「委員が会議に欠席する場合は、委員外議員として同一会派の議員の出

席を求め、説明、または意見を聞くことができる。ただし、委員外議員は採決に加われない」と。

③でございますが、「会派に属していない議員（１人）、無会派の議員がいる場合は当該議員の出席

はできるが、発言は原則として認めず、採決に加われない」と、こういう規定になっております。 

以上であります。 

○委員長（山本浩平君） ただ今、説明がございました。原則、このような形になっているという

ことでございます。 

 では、早速、調査事項の方に入ってまいりたいと思います。１番目、通年議会の実施について。

? 通年議会の試行に伴う検証の協議について。局長より説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から説明します。 

資料１でございます。資料１をご覧いただきたいと思います。 

通年議会につきましては、昨年の12 月、議員定数を20 名から 16 名に削減を決めた時点から協議
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がスタートしております。議員定数の削減に伴いまして、議会のチェック機能を担保する仕組みを

つくろうという発想の中から通年議会というものが出てきてございまして、約１年弱、議論が経過

してございます。その中で６月に通年議会を試行いたしまして、町側と一たん、通年議会のあり方

について検証するということが決められてございました。 

 それで、９月 20 日ですが、１時から、この場の第一委員会室におきまして、町側が煤孫副町長、

白崎総務課長に入っていただきまして、議会側からは議会運営委員会の正副委員長と私が同席して

議論をさせていただきました。 

 まず、協議内容をご報告申し上げます。町側から通年議会の試行に伴って要望がございましたの

は、基本的には通年議会を行なうということについては理解をいただいてございますが、まず一つ

として、「地方自治法第180 条、これは議会が町側に議決を委任するものですが、その専決処分の拡

大をしていただきたい」と。通年議会になりますと、全て会期中でございますので、実際には専決

処分しなければならない事態も生じますので、これについての現在のルールの拡大をお願いしたい

というのが１点でございます。 

 もう１点がですね、「全員協議会、委員会協議会につきましては、一応、会期中でございますので

委員会開けますが、基本的には残していただきたい」と。協議会で行なうこともあるでしょうから、

基本的に継続していただきたいというのが１つでございます。 

 ３点目としまして、「委員会の開催回数が増加する可能性があると、職員の負担軽減について、何

らかの議会としての対応をお願いしたい」ということでございました。 

 それともう１つ、４点目でございますが、「通年議会の本格実施に向けて、町側と議会側とで一応、

協議をして、要綱、または申し合わせ事項という形の中でルール化をする必要があるのではないか」

という、この４点が町側から出てございました。 

 それで、議会側からですが、議会内において一定の議論がしてございましたので、その理解と説

明をしているところでございます。 

 １点目は「軽微な事項について、地方自治法第 180 条に基づく委任は認める」という基本的な原

則でございますが、認める事項につきましては、今後、議会運営委員会の中で議論していくという

ことでございます。 

 ②でございますが、「本会議及び委員会における説明員の出席は必要最低限としまして、議員同士

の議論を活発化することを議会内で検討していく」ということをしてございます。 

 ３点目としまして、「追加議案の配布のルール化を定めましょう」と。例えば、従来の臨時会に相

当する部分の議案の配布の仕方。それと、専決処分していたものを、しないで議会に上げるタイミ

ングですね。これのルール化をしてはどうかという提案をさせていただいております。 

 そのあとは自由意見を出してございまして、一応５点ほど挙がってございますのでずっと読んで

みます。まず、１つは、町側から出ている部分ですが、「議員が自ら事前に資料を熟読され、議論を

活発化させる必要があるのではないか」という意見が出てございました。 

 もう１つは町と議会側も同じような意見が出ていましたが、「課長職は町長が指定した説明員であ

るから、必ずしも担当課長から全てを答えることでない場合がある。課長職においても人事異動後
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間もない方もおり、仕事を熟知していない場合、場合によっては前任者が答えてもいいのではない

か」ということでございました。 

 ３点目ですが、「通年議会をなぜ行なうかということについては、住民があまり理解していないよ

うに思われる。議会も今後、積極的に知らせていく必要があるのではないか」ということが町から

出てございました。 

 それと、４点目ですが、自治基本条例が制定されまして、項目の規定の中に反問権を認めてござ

います。「反問権は大いに活用していただきたい。議員の資質向上にもなるし、議論が十分にかみ合

うことになるだろうということは議会も捉えている」ということでございます。 

 ５点目ですが、これは町側から出ていたことですが、「議会において、議員と執行側が大いに議論

することは大賛成である。しかし、議会内で議論もせずにインターネット上のブログで政治活動と

はいえ、『あたかも議論しているような情報』を流すことには町側としては納得いっていない。議会

内で一定のルールづくりが必要ではないか」という投げかけがございました。 

 以上、５点ぐらいが主な部分でございます。あと、意見があれば、副委員長も出席されていまし

たのでお願いいたします。以上であります。 

 それと、次のページですね。次のページは議会側から課題抽出として町側に提出したものです。 

専決処分。これについては、軽微なものについては認めなければならないだろうということで、総

務課でも各課協議して９月頃までに、一応、案ついておりますが、町側として専決処分を認めてい

ただきたいというものが出てきてございます。 

 それと２点目、説明員の関係ですが、先ほども出ていましたとおり、昨年の地方自治法の改正に

よりまして、説明員の規定が多少厳格になりました。従来は説明員の要求をしましたら、出席しな

ければならないという規定でございましたが、新しい自治法の改正からは、「議会の審議に必要な説

明のため」ということが追加されました。ですから、議会の審議のために必要でない場合は、反対

解釈しますと求められないという部分だろうと思います。なぜ、こういう規定が付いたかというの

は、先ほども出ていました、議会内の議論、議員同士の議論を活発化するということが法の趣旨で

あるということが言われております。もう１つは、本会議の出席は説明のため必要最小限とすると。

議会のみの審議事項に入る場合は、暫時休憩をとり、町側説明員は退席してもかまわないと。これ

が初議会で選挙に入る前、町が退席したというのはこの規定です。本会議及び委員会における説明

員の出席は必要最小限として、議員同士の討論を重要とする。先ほどと同様です。 

 追加議案等の議案配布ですが、従来の臨時会に相当する追加議案につきましては、審議の３日前

までお配りいただきたいと、従来の専決処分に相当する追加議案は、いとまのないという部分です

が、これは審議日の当日に配布されてもいたし方ないだろうということでございました。 

 それと、通年議会に入りまして、議員への通知連絡の迅速化が求められてくるだろうということ

で、携帯電話を全議員が所持することが今後、課題になってくるだろうと。現在、16 名のうち、15

名の方は携帯電話をお持ちですが、１人の方が今、お持ちでございません。この辺の検討も必要な

のかなと思っております。それともう１つは、各議員のインターネット環境の整備促進を図ること

ということで、現在、ファックスで案内を出させていただいていますが、今後はインターネットの
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メール通信で案内をさせてもらうことも視野に入れていきたいと。ファックスとインターネットを

併用していくような形になるのかなと思っております。 

 次のページですが、これは町側から検証の時いただいた資料でございます。町側からみたメリッ

トは特になしということです。町側からみたデメリット。デメリットということは、これは改善し

ていく方向性というものでございます。１つは先ほど言いました、180 条による専決処分の拡大を

求めてございます。それと、非公式な会議の必要性。これもみてございます。所管事務調査の開催

の増、職員の対応の負担。これも課題とされております。それともう１つは実施にあたってのルー

ルづくりということが言われてございました。 

 裏面を見ていただきたいと思いますが、裏面につきましては、町側から提示されました、180 条

の専決処分の拡大でございます。従来は、参考、下の方に書いてあります３項目を専決処分として

認めてございました。これプラス１から６まで。この部分も議会の中で議論いただきたいという部

分でございます。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 この町側との協議にですね、当時の大渕議運の委員長が出席されております。 

何か補足がございましたら、副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ありません。結構です。 

○委員長（山本浩平君） はい。 

 それでは、この資料１に基づきまして、皆様と協議に入りたいと思います。 

まず、協議内容の町側からの通年議会の試行に伴っての要望について①から④まで出ております

けども、この点につきまして、皆様方からご意見を伺いたいと思います。 

どうですか。質問でも結構でございます。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。これは通年議会の実施要綱（案）も説明した方がわか

りやすいのではないでしょうか。通年議会の実施要綱（案）もやってしまった方がわかりやすので

はないかと思うのだけど。 

○委員長（山本浩平君） それでは、そういうことで資料２も続けて説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、通年議会の実施要綱（案）、これについて説明いたします。 

これは、ある程度は町側の方とすり合わせまではいきませんけど、提示して、見ていただいてい

るものでございまして、議会内の合意ができれば、これを基盤に整理していきたいと思っておりま

す。読んでいっていいですよね。 

 通年議会実施要綱（案）でございます。白老町議会は議会の監視機能の更なる充実・強化を図る

ことから、議会が主導的・機動的に活動ができるように定例会の開催回数を年１回とし、その会期

を通年とし、必要に応じて本会議を開く「通年議会」を実施するものとする。 

 （定例会の開催回数と召集時期） 

１ 定例会の回数は年１回とし、１月に招集する。ただし、議員の任期満了及び議会の解散に

伴う一般選挙があった場合は年２回とし、第２回は、議員の任期満了にあっては11 月及び



 - 6 - 

議会の解散にあっては一般選挙後10 日を経過する月に招集する。 

 （会期） 

２でございます。定例会の会期は１月から12 月までの通年と定める。 

３ 議員任期の満了の年における会期は、１月から９月および 11 月から 12 月までとし、議会

の解散があった場合の会期は、１月から議会の解散月及び議会の解散に伴う一般選挙後10

日を経過する月から12 月までとする。 

 （本会議） 

４ 本会議は、３月、６月、９月、12 月の定例に再開する。ただし、緊急に議案等の審議が必

要な場合は、その都度、本会議を再開する。 

５ 本会議において審議する期間は、町と議会が協議して定める。 

? 定例に再開する本会議の協議 再開前２月前まで。 

? 定例に再開する以外の本会議の協議 再開前１月前まで。 

 （本会議の呼称） 

  ６ 定例会における本会議の呼称は、再開する月を冠して平成○○年白老町議会定例会○月 

会議とする。ただし、定例会が年２回の場合は、平成○○年第○回白老町議会定例会○月

会議とする。 

 （代表質問及び一般質問） 

  ７ 代表質問は、３月の定例に再開する本会議において行なう。また、一般質問は、３月、６

月、９月、12 月に行なう。 

 （一事不再議） 

  ８ 白老町議会会議規則第15 条に規定する一事不再議は、定例に再開する本会議の都度「事情

変更の原則」があったものとみなす。 

 （所管事務調査の通知） 

  ９ 常任委員会が行なう所管事務調査は、定例に開催する本会議以外の月の休会中に行なうの

を原則とする。ただし、災害など緊急に調査の必要がある場合はこの限りではない。 

  10 所管事務調査の項目は、定例に再開する本会議の審議期間最終日に議事堂で配布する。た

だし、災害など緊急に調査の必要がある場合は、その都度通知する。 

 （要綱の変更） 

  11 本要綱を変更しようとする場合は、事前に町長と議会が誠意をもって協議し、合意を得た

上で行なう。 

 （要綱の適用） 

  12 本要綱は、平成20 年１月１日から適用する。 

以上であります。 

○委員長（山本浩平君） ただ今、実施要綱の説明が局長よりありました。 

それでは、参考資料の説明もお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、参考という資料がついているかと思いますけど、ご覧に
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なっていただきたいと思います。 

一番最後だと思います。一応これは、６月の議員定数を定める条例の一部改正を行なった時の資

料でございまして、６月19 日に 20 人から 16 人に改めております。その中の議案説明をご覧になっ

ていただきます。先ほども申し上げましたとおり、通年議会等につきましては、議員定数の削減か

ら議論してきたものでございまして、これについては議長から諮問されまして、今までに約２年ぐ

らいかけて議論してきたものでございます。 

 まず、白老町議会の議員定数の見直しにあたっては、第２次議会改革の実施計画に基づき議論し

てきたところであるが、昨年10 月に町内７箇所において議会報告会を実施し、町民から議員定数に

関する意見を聞くとともに、議会及び議員の果たす役割を明確にし、十分な議会活動を果たしてい

くために議員定数はどうあるべきか等々について慎重な議論を重ねた結果、本年第１回臨時会の議

会運営委員会報告とおり「定数16 人」と決定したため、本条例の一部を改正するものである。 

なお、見直しの後の議員定数は、議員任期満了に伴う次期の一般選挙から適用するものとする。

すなわち、11 月の改選期でございます。また、議員定数を削減するにあたり、今後の議会運営にお

いて次の事項の制度確立を図りつつ、議会機能の強化を図っていくものとするという規定がござい

まして、その中の項目として４項目が、この議員定数で制度確立を図るということで決めたところ

でございます。 

１つは、通年議会の実施に向けた試行ということで、６月議会から９月議会に入ります前に、現

行の条例の範囲内でできる範囲ということで、会期を延ばしまして６月から８月末まで74 日間の通

年議会の試行をしたところでございます。その中で臨時会の対応ですとか、専決処分の対応、諸々

の不具合を調整しようということで実施してきたところです。改選前の議会につきましては、通年

議会については新たな議会で再度調整をして１月を目途に実施ということが、採決は採っておりま

せんがおおむねの意見であったのかなと思っております。 

もう一つは、常任委員会の見直し及び複数委員会の所属ということで、６月議会に合わせて常任

委員会の見直しは行なってございます。複数、２つ加入するということで条例を改正したところで

ございます。それと併せまして、議会報告会・懇談会など議会広報・広聴の機能強化を図るという

ことで、常任委員会に広報・広聴常任委員会を設置したものでございます。 

もう一つは、白老町自治基本条例第16 条による政策研究会の設置ということで、４番目につきま

しては今後の議論に委ねてございます。 

 それで、通年議会というのはどういうものかというのをちょっとおさらいしたいと思います。大

きいのが付いていると思いますが、通年議会のイメージ図が書いてございます。この表に基づいて、

実施要綱をつくったものでございます。まず、条例上の定例会は回数が１回ですから、１月に招集

して 12 月まで会期を定めますので、この中で運営されることになります。実際上の運営はどうする

かということでございますが、１月に招集告示をして、開会をいたしまして、会期を決定いたしま

す。12 月末までということで会期を決定して、散会に入る。審議事項があれば、議案を審議するわ

けですけど、一応、散会に入ります。それで、休会に入って、３月・６月・９月・12 月に再開する

ということでございます。従来のイメージとどこが違うかということは、閉会が休会になるだけで
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ございます。閉会中は議会の活動能力がございませんので、定例会において委員会活動をする場合、

議決を採らなければ活動ができないものでございますが、休会中の場合は、議会が開いている最中

ですから、随時、委員会活動ができるというものでございます。そして、臨時会は、従来は首長が

招集して開催してございましたが、一年中会期でございますので、今後は議長が再開の招集を行な

うということになると思います。次に委員会活動でございますので、委員会活動も通年通して、い

かなる課題についても臨機応変に調査ができるということになります。もう一つは、従来、非公式

な会議として、委員会協議会、全員協議会を行なっておりましたが、これが少なくなるだろうとい

う判断をしてございます。委員会協議会、全員協議会につきましては非公式な会議でございますか

ら、議会に来る途中で事故があっても公務災害になりません。それを公務災害にするということは、

委員会の所管で取り上げて、必要であれば、委員外議員として全員呼べば、どちらもカバーすると

いうことで、このようにしていく仕組みでございます。ですから、基本的には今、年４回やってい

る議会と形態はほとんど変わりません。いかに議会が活動していくかということによるものかなと

思っております。ただ、利点としましては、今、言いましたように、委員会協議会、全員協議会が

公務災害の適用になる会議にできるということが一つはメリットではないかなと思っております。

これが全体のイメージです。 

 次に次のページですが、これは６月に行なった試行の部分でございます。６月から９月まで試行

の期間で行なったものでございまして、これの連続性と言いますかね、切れ間のない、これの連続

性に通年議会もなっていくだろうと思います。これは６月ですけど、再開しましたら、所定の期間

を終えましたら、従来ですと閉会ですが、閉会をしないで休会入ります。従来の閉会とほぼ同じで

すが、その間に臨時会、専決処分があれば、議長の招集によりまして追加議案として再開していけ

るという機敏性があると思います。例えば、必要に応じて議会が特別委員会を設置しなければなら

ないといった場合ですね、本会議が開かれていないと設置できないわけですね。臨時会を開くか、

定例会で設置するかということしかできませんが、これの場合ですと、議長が招集ですので、すぐ

特別委員会を設置するということも可能になってくると思います。それと、専決処分ですが、専決

処分につきましては、休会中でございますので専決処分する暇がないという規定がある程度強制さ

れますので、追加議案として出てくるだろうと思っております。それで、休会中で最後、一応、今

の予定していますのは、９月にまた定例会が開かれるわけですが定例会の日程が決まってございま

せん。再開日がわかりませんので、だいたい８月の末に議会関係の審議を行なって、町側の議案審

議までまた休会に入ると、こういう形で進むのかなと思っております。ですから、休会中に委員会

活動を行なって、まとめをして、次の、ここで言えば、８月の末の部分で議会報告をすると。です

から、町側の議案と議会側の議案が分離するような形になろうと思います。こういうような形で連

続していくイメージをたてていただきたいなと思います。 

 それで、議論になったのはなぜかと言いますと、次に「分権時代に対応した新たな町村議会の活

性化方策」という資料がございます。これは第２次地方議会活性化研究会が地方財政制度調査会に

意見を言うためにまとめたものでございますけど、これは相当分厚い本でございまして、その中で

抜粋したものでございまして、67 ページで「討議の活発化」ということで、本会議の種類・回数・
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会期について提言されてございまして、その中でも通年議会の検討がされているところでございま

す。一応、これも参考にしながら組み立てていったというところでございます。これは後で見てい

ただきたいと思います。 

 次の「通年議会のすすめ」ということで、岡本光雄さん、全国町村議会議長会の政務・議事調査

部長さんでございますが、この方が書いた寄稿でございまして、地方議会人に投稿されたものです。

この中で岡本さんが、「通年議会にすることによって、議会が今まで求めた議長の招集権ですとか、

専決処分、そういうものが解決しますよ。」と。それで、平成16 年に定例会の回数制限が撤廃され

ました。それを踏まえた時に年１回、会期を１年としてはいかがですかと書いた本でございますの

で見ていただきたいと思います。 

 次に地方自治職員研修に私が投稿したものですが、依頼されて投稿したのですが、白老町の議会

改革の取り組みということで、平成９年から取り組んできた経過、それと今、自治基本条例、議員

定数削減から議論をしてきたもの、特に広聴の充実強化と通年議会の試行ということで、これは議

論されてきたものを書いたものでございますので、ちょっとご覧になっていただきたいと思います。 

 それと次にはフロンティア180 という、これは北海道町村会で発行している季刊誌でございます。

春・夏・秋・冬に出している部分でございますが、その中に白老町の議会が取り上げられまして、

書かれている部分でございます。これは短いですけど、これが一番わかりやすい文章なのかなと思

っておりますので、これもご覧になっていただきたいと思います。 

 次に新聞記事がずらっと載せてございます。これは地元新聞紙さんが通年議会の審議過程で議論

している部分を記事にされたものでございますので、どのような議論過程だったのかというのを、

これを見ていただければ一番わかりやすいのかなと思います。以上で、ちょっと雑駁ですけど、通

年議会の部分については終わりたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今までのおさらいも含めまして、今、局長の方から参考資料の説明もい

ただきました。 

 それでは、皆さんに伺っていきたいと思います。通年議会の試行に伴う検証の協議につきまして

ですけれども、何か皆様方からご意見ございますか。 

及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。委員長の方から先ほど、協議内容の中で町側から通年議会の試行

に伴っての要望ということで④までありますよと。これは町側からの要望ですよね。この辺のこと

は前議運の中では議論されていない状況なのですね。そして、これは新たに始めて、今、今日やろ

うということなのですか。何か解決したものがあるとか、そういうことではないですよね。 

○委員長（山本浩平君） それでは、局長の方から説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から。町側から出た④ですね。これにつきましては、検証の

時に出てきた部分でございますが、議会運営委員会の中では事前にある程度、結論までは出ていま

せんけど、こういうことも必要でしょうということは議論されております。というのは、次のペー

ジを見ていただければわかるのですが、通年議会の試行に伴う課題抽出ということで、これは議会

側が議会運営委員会で一度諮っているものでございます。その中で一つはですね、180 条の委任に
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ついては、挙手を採って決定はしてございませんけど、ある程度認めなければできないのだろうな

という認識は議会運営委員会の中でもしていたと私は理解しております。 

 それから、全員協議会・委員協議会は先ほど、公務になって、ほとんど無くなりますよという話

はさせてもらえましたけど、これもまるっきり無いということにはならないなと。やっぱりある程

度そういう非公式と言ったら変ですけど、そういう中でやる部分だって絶対あるだろうという議論

は、言葉としては何人かからは出ていたのも事実です。 

 それと、委員会の開催回数の増。これも含めて本会議もそうですが、通年議会になった場合、や

っぱり、なるべく議会内で議員同士の議論を活発化していくことが重要であって、町に関係のない

議案の時は帰ってもらおうと。仕事してもらおうということが前にも、議会にも確認されましてで

すね、初議会の時、議会の選挙時、戻りましたよね。ああいうような措置も今とらせていただいて

いるということです。 

 もう一つは、通年議会の本格実施の場合のルール化。これは議運でも出ていまして、やっぱりや

る上はルールは必要だと。漠然とした中でやるより、こういうところはこうこう、こうしましょう

と。あと、変える場合はやっぱり町側との審議則の関係がありまして、回数は議会でも決められる

のですが、招集権というのは首長にありますので、ここはやっぱり崩されないという考え方を持っ

ていました。年１回にしてもですね、町側が１月に招集してくれなかったら成り立たないのですよ。

だから、そういうことはできないだろうなということで、①から④までについては、確定はしてい

ませんけど、ある程度の話というか、理解はしていたのではないかと私は思っています。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。たまたま、私も関わっていましたし、ここに関わっている

方々もたくさんいらっしゃいますし、各会派に持ち帰っていただいていることもたくさんありまし

た。その時に、今、局長が言いましたように、ほとんどの部分は議論されております、中身では。

ただ、きちんと採決をしていないというのは、やる方向では、各会派ではほとんどまとまっており

ました。そういう状況の中で、この４点についても議論はかなり深く行なっていると。各会派持ち

帰って、議論もしていただいているというような認識で私はおります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。わかりました。会派の中でも実はいろいろやっていた部分とやっ

ていない部分があったというのが実態なのですけども。今回新たに議員になられた方々もおられま

すのでね、この辺の対応というか、意見も十分踏まえた中でやられたらどうかなというふうに考え

ますのでね。その辺の考えはどうですか、委員長として。 

○委員長（山本浩平君） 今日はそれぞれ、今おっしゃられたように新しい会派、清風クラブさん

も新しく新たにつくりましたのでね、いろいろな問題点を抽出させていただいて、再度、会派に持

ち帰って協議をしていただいて、細かいところを順次取り決めて行きたいなと、このように考えて

おります。 

他に皆さん何かございませんでしょうか。 

発言を認めます、前田委員外議員。 
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○委員外議員（前田博之君） まだ概略については勉強していませんので、まだ通年議会は決まっ

ていないというところでね、たぶん、これから意見を言わせていただける機会もあろうかなと思い

ますけども。今日ちょっと見た書類の中でですね、「議会の委任による町長の専決事項について。下

記の事項を追加していただくよう要請します。」ということで、要請だと思いますけども、これらの

項目の中について、たぶん議会でも個別に議論されていると思いますけども、逆にこういう部分が

出てくると通年議会という意味が無くなって、逆に縛りが多くなってくるのですよね。ですから、

その辺は個々に議論されている、ここに上がってきた追加事項というのは、もう以前にある程度具

体的に項目があって整理されているのかどうかということを１点聞きたいです。 

○委員長（山本浩平君） 局長の方から。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、されていません。投げかけというかですね、任期満了前の

議運の中での頭だしというか、そういう部分は、会派は当然持って帰っているだろうと思いますけ

ど、それはしていますけど。１個１個潰して、これは議会の議決権の放棄にあたるですとか、そう

いうものは議論しておりません。今後になると思います。通年議会をやるにあたってもね、すぐ、

どうしてもそこを定めなければできないかということではございませんので、そういうような認識

でおります。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） わかりました。ここに付いている事項については、従来から非常に

議会の活性化のために委員会協議会、全員協議会もどうあるべきかということで多分に議論されて

いますし、無い方がいいのではないかという意見を持っている委員さんもたくさんおりました。そ

ういう部分で大いにここで議論すべきだと思いますし、もう一つですね、通年議会の部分について

ですね、本来、議会が持っている権能と言うかな、委員会が持っている権能を、通年議会の前にど

う高めるかということを十分に議論されているかということをお聞きしたいと思います。というこ

とは、地方自治法が変わってですね、委員会も条例をつくったり等々できる権限になってきている

のですよ。そういうことを逆に大いにやることがですね、我々、議員の資質の向上と任務ではない

かと思います。ただ、失礼な言い方ですけど、通年議会という名のもとに議会が活性化されている

ように思える部分、私は新聞報道なんかで読んでくるとそういう部分がとられるのですよ。本来、

もっと根本的な委員会が大いに活動してですね、何があるかと。そうしないと、通年の委員会が保

障されてもですね、意味がない部分が出てくるのではないかと思うので、そういうことが従来から

議論されているかどうかだけ、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） その点につきましては、私が前回、委員として議運の方に参加させてい

ただきましたけども、通年議会をやることによって、今まで以上に各委員会に活発化されるという

ような思いの中でほとんどの方たちが、「では、進めようではないか」というふうになっていた経過

を思い出しております。 

○委員外議員（前田博之君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） いろいろなご意見ありますからね、それは議論をこれからした方がい
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いのではないかと思うのです。それで、我々は単なる例えば、条例提案を常任委員会でできるとい

うことも議論しておりますし、当然それはやるべきだというお話もございます。現実的にそのこと

をやれるだけの力量を皆さんがつけてやって行くのは、いくらやっても。それは、通年議会をやろ

うとも、やらないともできるわけですよ。それは条件にもならないですから。だから、法律の上で

やれることについては最大限、皆さん努力をしてやるということは常識の範囲だと私は思っており

ますので、そういうことを十分踏まえた上で通年議会という議論がされてきたいという認識、私は

そういう認識で進めてきたつもりでございます。議運のメンバーの皆さん方も私はそうだったとい

うふうに思っておりますけどもね。ですから、それはもう、うんと議論していった方がいいのでは

ないでしょうかね。もちろん、今、言われたように、常任委員会で条例提案できるわけですから、

通年議会であってもできるわけですから、どんどん、されるということがいいのではないかと私は

思いますけど。本当にそうやってやった方がいいのではないかと思いますよ。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 通年議会の議論をされている時にですね、事務局の立場で申し上げ

たのは、通年議会の制度を確立しても、これがやったから何かが上がるということではないですよ

という話はさせてもらっています。制度、仕組みを整えるだけで、それをどうやって生かすか、活

動して行くかは、これから議員さん自らの責務というのですかね、そういうものにかかっています

よと。これはあくまでも枠組みを整理しただけですよと。ただ、それだけのものですからという話

はさせてもらっています。 

○委員長（山本浩平君） 他に。では、何点か、今、出ておりますので、それらも含めまして各会

派に持ち帰ってですね、再度、協議をお願いしたいと存じます。 

 次に入ります。２番目です。議会運営基準の一部改正について。上坊寺局長より説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会運営基準の一部改正について、議論いただいて、決をお願いし

たいと思います。議会運営基準の10 ページをお開きください。失礼しました。10 ページとなって

いましたけど、10 ページではございません。10 ページと書いていましたけど、15 ページです。第

６章、発言の第２節の部分でございますが、10 番目です。ここに「代表質問の発言順序は、会派の

順送りとする」ということで決まってございまして、３月議会で代表質問を行ないますが、それの

順番です。これを今回、新たな会派構成になりましたので、これを変えていただきたいと。併せま

してですね、11 章の意見書・決議書の中の４番にもありますように、そこに書いてありますが、「代

表質問の順序にならい順送りとする」という、町村議長会から要請を受けた意見書は会派の代表が

提案者になって順送りするという規定もございますので、これも関連項目になろうかなと。意見書

のところは改正ございませんが、その前の発言のところの改正をお願いしたいと。 

○委員長（山本浩平君） 今、局長の方から説明がございましたけれども、どうですか。 

清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。これもくじ引きか何かでやるしかないのではないですか。もう決

まっているのですか。 

○委員長（山本浩平君） それも決め方なのですよ。例えば、町清クラブさんがそのまま清風クラ
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ブさんにスライドしていただけるのかだって、その辺だってありますから、これは議論です。皆様

方のご意見で。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料３が付いてございますけど、資料３が 16 年から19 年の３月の

代表質問の定例会で行なった順番でございます。16 年の３月には日本共産党さん、新風さん、新政

クラブさんと来まして、19 年の３月で公明党さんで終わっております。単純に町清クラブを清風ク

ラブに置き換えるのであれば、そこを置き換えて、そこから、１から進むのかという方法もありま

すし、くじ引きもありますし。 

○委員長（山本浩平君） では、ご意見を伺いたいと思います。では、公明党代表の氏家委員、ど

うですか。この件につきまして。 

○委員（氏家裕治君） それは、くじ引きで決めるとか何とかではなくて、やっぱり皆さんの今ま

での流れがあるのだから、そういったものを尊重しながら、話をして、みんなで決めた方いいので

はないですか。どうしても決まらないのだったら、くじ引きでも、何をしても・・・。最初からく

じ引きありきでは・・・。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。町清クラブが一番という、そういうふうな形になって行くのであ

れば、局長の説明は今、そうでしたよね。そうであれば、また順送りに。 

○委員長（山本浩平君） それも方法だよという話でしょう。 

○委員（及川保君） 清風が、だから一番になれば、こんな形になるのかなということで捉えてよ

ろしいのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） それで構わないというふうに捉えてよろしいですか。今、清風さんから

は、そういう形でも構いませんよというご意見ですけども、皆さん、他にご意見は。 

新政クラブ、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今、局長が言われたように、今までの経緯があるので順送りにして行けば

いいなと、私は思います。だから、同じことなのです。 

○委員長（山本浩平君） 同じことですね。今、清風クラブさんと新政クラブさんは同一のご意見

でございます。 

日本共産党さん、いかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。何が問題なのか、ちょっとわからないのですけど、こ

れはくじを引くのが一番いいのではないですか。私はくじで、ただ決めるだけ。要するに、代表質

問の順番を決めるだけですから、新たな議会ですから、くじを引いて決めればいいというだけのこ

とだと思います。そうすることが一番公平で何も問題が無いことは、そうやってやるのが一番問題

無いのではないかと私は思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） 今、ちょっと意見分かれておりますね。新たな議会になりましたので、

そういった形で、くじ引きでどうですか。皆さん、どうですか。くじ引きで。新しい議会でもある

ということで、やると。 

では、11 時５分まで委員会を閉じて、休憩をとりたいと思います。 
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休  憩   午前 １０時５８分 

                                           

再  開   午前 １１時０５分 

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて、再開をいたします。 

 それでは、さっそく代表質問の会派順序をくじ引きで決めたいと思います。では、各会派の代表

全員、集まってください。 

 では、くじ引きの結果を発表いたします。１番が日本共産党さんでございます。２番、新政クラ

ブさん。３番が公明党さん。４番、清風クラブさん。５番目が新風でございます。町村議会議長会

から提出を要請受けた意見書もこの順番になりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、次に「? 議員が兼ねる審議会・委員会の基準表の変更」につきまして、局長から説明

を願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ページ、35 ページです。35 ページ、「兼職及び兼業」の規定でござ

いますが、４番で「議員が兼ねることができる審議会、委員会等の職は次の表のとおりとし、選任

基準以外のものについては議長が選考し、議会運営委員会に諮って決めるものとする。」ということ

で、町の付属機関、４つございますが、現在は法律に基づくものと、構成中立を要するもの、この

４点しか、議会の議員さんが就任することは認めてございません。その中でですね、今回、常任委

員会の構成というか、組織を変えました。この時に直しておくべきだったのですが、まだ直されて

ございませんので、改選期にあわせまして、これも修正をかけたいということでございます。 

 １番目の表彰審議会につきましては、正副議長になってございます。 

２番目の民生委員推薦会につきましては、従来、議長と民生常任委員長になってございました。

民生常任委員長は現在無くなってございまして、産業厚生常任委員会に統合されております。 

それと、３番目の都市計画審議会につきましては、議長と従来の３常任委員長が就任するように

なってございました。民生常任委員長は産業建設常任委員会と統合されましたので、この辺の扱い

をどうするかということです。 

４番目につきましては、青少年問題協議会、これは総務文教、従来どおりでございます。 

２番目と３番目をどのようにするのか、議論いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい。ありがとうございます。ただ今、説明がございましたけれども、

白老町民生委員推薦会と白老町都市計画審議会につきまして、ご議論願いたいと思います。 

 まず、それでは、白老町民生委員推薦会。以前は議長と民生常任委員長ということでございます

けれども、これが今、産業厚生常任委員会ということにスライドしていいのかどうなのかというよ

うな議論かなとは思うのですけれども、皆さん、いかがでしょうか。 

清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。これも、こういうことであればね、産業厚生常任委員長が行なう

ことにした方がいいのではないでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 今、産業厚生常任委員長でよろしいのではないかというご意見でござい

ました。皆さん、他いかがでしょうか。 



 - 15 - 

「異議なし」と呼ぶ者あり 

○委員長（山本浩平君） 異議ございませんか。それでは、白老町民生委員推薦会につきましては、

議長と産業厚生常任委員長ということでよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、続きまして、白老町都市計画審議会でございます。これは以前４人ということでござ

いましたけれども、この点につきましてはいかがでしょうか。まず、局長。これは４人はもう決定

ですね。ということは、議長、総務文教常任委員長の他に２名出さなければならないということで

解釈してよろしいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。４人ということは、もう法で定められているのか、町の条例に定

められているのかを、まず、お聞きしたいと思います。変更はできないということですね、３人に。 

○事務局長（上坊寺博之君） これがですね、総勢が15 名だったと思うのですよね、確か。15 名

のうち、議会から４名という。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。副議長に入ってもらうことが妥当ではないでしょうかね。 

○委員長（山本浩平君） 副議長と産業厚生常任委員長という考え方でよろしいですか。もう１名

の方は。そのような考え方。 

○委員（及川保君） そのとおりです。 

○委員長（山本浩平君） 今、そのようなご意見が清風クラブさんの方から提案がございました。 

皆さん、いかがでございましょうか。私も妥当かなというふうに思うのですけれども、皆さん、

いかがでしょうか。異議ございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君） それでは、そのように決定させていただきたいと思います。都市計画審

議会につきましては、議長、副議長、総務文教常任委員長、そして、産業厚生常任委員長が議会の

方から選ばれていくということで決定したいと思います。ありがとうございました。 

 次に入りたいと思います。３番目でございます。「広報広聴常任委員会について」、? と? がご

ざいますけれども、合わせまして、説明を局長の方からお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 広報広聴常任委員会ですが、これも通年議会の時にお話していまし

たとおり、定数削減に伴いまして委員会構成をどうするかという議論の中から出てきたものでござ

いまして、原則的に今、確定しておりますのは、特別委員会、従来、任期中に恒常的な特別委員会

を２つ設置しておりました、港湾特別委員会と、それから、イオルの特別委員会、これにつきまし

ては、新たな議会においては恒常的な特別委員会を置かないということになりました。それで、本

来の特別委員会の趣旨に戻りまして、調査のため必要な時に設置して、調査が終われば解散すると。 

これはなぜかと言うと、常任委員会の複数の就任ができることになったことによりまして、そう

いうものの活用を図ると。複数就任を図るということから決まったものです。その中で、任期前に

は、広報の特別委員会というのがございまして、議会広報の編集・発行作業を行なってございまし
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たが、これをどうするかという議論の中から、住民が議会報告会の中で求めたような広聴と組み合

わせて常任委員会を設置するのだということになったところで、９月の議会でもうすでに条例改正

していまして、今回の初議会で、もう委員さんは就任しているところです。まだ、新たな議員さん

もございますので、設置の考え方だけご説明したいと思います。 

 まず、常任委員会のあり方ということで、常任委員会をどうするかという議論の中で考え方とし

ては、タテ割りとヨコ割りの常任委員会を設置しようということに決まりまして、タテ割りという

のは従来の行政の所管課に基づく分類によって行なった委員会をタテ割りとしまして、所管を性質

別に分類したものをヨコ割りとして、その一つとして、広報広聴常任委員会を設置するという考え

方がございました。もう一つは、議会運営委員会というのは今、持ってございますが、議会運営委

員会も一つのヨコ割りという考え方をしようと。それで、当初はタテ割りに一つ、ヨコ割りに一つ

という考え方でございました。 

 広報広聴常任委員会というのはどういう役割を果たすのかということでございますが、次の裏面

でございますが、まず、なぜ、議長を除く全員構成にしたかということでございますが、一つは全

員に対応することによりまして、従来、非公式でやっておりました議会報告会、町民懇談会、議員

の出前トーク、これらがありますが、こういうものが議会の本来の常任委員会の活動にするという

ことから全員構成にしたものでございます。 

 ヨコ割りの常任委員会にしたことから、総務・産業厚生常任委員会では広聴に関わる業務ができ

なくなりました。広報広聴常任委員会ができましたので、従来、総務文教で教育委員と懇談したり、

産業建設で各種産業団体と懇談していたものができなくなりますので、苦肉の策として分科会を設

けようということになっております。分科会につきましては、それぞれの常任委員会の所管に関わ

る人が入って、広聴常任委員会という中で活動しようということがまず一つございます。 

 もう一つは、では、全員で議会広報を発行するのかという議論もございまして、それでは小委員

会を設置して、議会広報の編集・発行、それと、議会報告会、町民懇談会等々の企画・運営、それ

と合わせまして、広報・広聴の調査・研究を小委員会に委ねましょうということに決めてございま

す。 

 ですから、ここの委員会の大きな役割を果たすのは小委員会と分科会ではないのかなと思ってお

ります。小委員会には当然、正副の小委員長を置くわけですが、ここがたぶん中心になるだろうと

いうことから、常任委員会の正副委員長は小委員会の正副委員長を兼ねるような形でやりましょう

ということが決まってございます。これにつきましては、もう条例設置して、まだ活動はしてござ

いませんけど、やるということでございますので、今後、十分な議論と委員会活動が必要になって

くるかなと思います。ただ、タテ割・ヨコ割に一つずつという当初の考え方でいってございました

けど、任期満了前の議会運営委員会で複数入ってもいいのではないかという議論が一つ出まして、

完全に議会運営委員会と小委員会はそれぞれ対峙した委員会だよと。要するに議運に入らない人は

小委員会に入るのだよということが決まってございませんので、分科会も含めてちょっと議論もい

ただきたいなと思います。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。局長、小委員会のメンバーにつきましては、会
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派代表者会議の中である程度出てきたのではないですか、この前。違いますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私はまだ聞いていないのです。人事の関係ですので。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。 

 それでは、今、説明がございましたけれども、これらについて、質問、ご意見、承りたいと思い

ます。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれどもね。今、局長が言われましたように、最後の議会運

営委員会の時に、要するに議運と小委員会のメンバーがだぶってもいいのではないかというご意見、

確かにあったのです。それで、決まっていないということだったものですから、会派代表者会議の

中でもちょっと議論されましてね、今、ちょっと委員長言われましたように。それで、やっぱり、

この状況で例えば、裏表で、裏表ということは、議運と小委員会のメンバーを兼ねるというのはか

なり大変な状況だということで、広報広聴常任委員会の正副もそういう形で決めているのですよね。

そういう形で決まっています、実際にね。もう決まっていますから。鈴木議員と斎藤議員に決まっ

ていますから。ですから、私は当初から、これは議運のメンバーではない方々が小委員会のメンバ

ーになるべきだという意見を言ってきましたし、今もそう思っています。ですから、会派代表者会

議の中で大まかにそういう形になっていますので、私は議運のメンバーではない方々が小委員会の

メンバーになっていただくというのが一番合理的だし、任務配置もいいだろうし、というふうに考

えておりますのでお諮りを願いたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、副委員長の方から提案がございましたけども、この点について、皆

さんいかがでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 異議ございませんか。重複しない方がいいということでよろしいでしょ

うか。 

では、議運以外の方々を小委員会のメンバーにそれぞれ会派から出していただくということで決

定したいと思います。よろしいですね。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君） 他に何か、皆さん、今、聞いておくこととかございませんか。 

及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。無会派の議員さんはどういうふうになるのですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 当然、小委員会に入ることになりますね。 

○委員（及川保君） はい、わかりました。 

○委員長（山本浩平君） では、発言を認めます。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） ちょっと教えてほしいのですけど。今、局長の方からですね、? の

分科会を設置して行なう広聴活動の中で、他の常任委員会の所管に関わる各種団体との意見交換が

他の常任委員会が今度できなくなったと言っていましたよね。本来、常任委員会もそういう所掌事

務に入っていると思うのですけども、それを無くして、こっちでやるということなのですか。ちょ
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っとその辺が理解できないのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 説明が不足だったと思いますが、これは広報広聴常任委員会を設置

すると、まず、なったのですね。というのは、ある議員さんが、これから議員も外へ出て行って積

極的に、やっぱり議会のやっていることだとか、考えていることを聞かなければならない。そうい

う活動できる議会にしようということで、それでは、議会広報と一緒にして広聴部門も常任委員会

としての役割を持たそうと、まず、決まったのですよ。 

その中で、考え方としてはですね、常任委員会というのは所管を決めなければならないですから、

そうしたら、広報広聴の常任委員会を決めて、総務でも広聴をやるというのは所管を侵害すること

になるのです。産業厚生でも広聴をやるということは所管を侵害しますよね。だから、これは基本

的にそういう考え、発想をした時に、では、本来のタテ割の常任委員会では広聴はできませんよと

いう話を申し上げたのですね。この辺わかりますか。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） ちょっとわからないけど。そうしたら、連合審査はどうなってくる

のですか、委員会同士の。常任委員会は連合審査できるでしょう。その辺との兼ね合いは。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、タテ割りに基づく委員会というのは、行政の所管に関わ

ることはできますけど、外に出て行って意見を聞くということは広聴活動ですから、当然できなく

なりますので。連合審査はね、行政の所管に関わることは何ぼでもできます。例えばそこに、調査

活動ですから参考にお呼びするということも可能です。ただ、いっぱい広く、広くと言ったらおか

しいけど、行政に関わる仕事は所管事務ですから、こっちに出て行くことは広聴業務ですからね、

これはできないですよということなのですよ。 

○委員外議員（前田博之君） 広く求めるということですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 広くというか、所管の団体に意見を聞くということはできないです

よということなのですよ。できないですよね。広報広聴常任委員会でヨコにずっと入れたわけです

から、ここをやるということは侵害にあたりますからね。例えば、従来の産業建設常任委員会に港

湾特別委員会とやったら、産業建設常任委員会では港湾特別委員会の業務はできないわけですよ、

侵害しますから。それと同じという考え方をとってもらえれば。それでその時に、広聴活動は本来

のタテ割の常任委員会ではできませんよと言ったら、それは困るという話だったのです。そうした

ら、使い分けましょうと。実際は、本来は委員会なのですけど、使い分けて、外に出て行く時は広

聴の身分で出て行きましょうということで分科会をつくるという発想になったのです。ですから、

分科会イコール常任委員会なのですよ、基本的には。だから、使い分け。ただ、議会が、議会とい

うか、そういうふうに望んだものですから、こういう方法しかございませんよということなのです。

だから、ちょっとね、まだ議員さんも頭こんがらがっていてね、ややこしいところがあるのですよ

ね。 

○委員外議員（前田博之君） まだ議論するのでしょう、これ。 
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○委員長（山本浩平君） 持ち帰りで議論します。 

○委員外議員（前田博之君） それと、もう一ついいですか。 

○委員長（山本浩平君） 続けてどうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） ? の全員により対応する広聴活動。議会報告会、町民懇談会、出前

トーク、書いていますけども。私、たぶん３月ですか、退職間際に議会報告会を私、聞きに行った

のですよ、白老の分。そうするとですね、非常に誰が答弁するのか、その問題についてね。質問事

項を整理するかということが、批判ではないですよ、ちょっと一般町民から見ると、その方法の仕

方が適切というか、適時、整理されなかったものですから、こういう部分については、今後どうい

うような形の中でね、仮に委員長が議事進行をするのか、この問題を答弁する、そういう部分の整

理というのはちゃんとついているのか。これからやっていくのか。そうでないと、ただやっても町

民に誤解を与えるのですよ、悪いけど。聞いている方は、僕は当時。今度、逆な立場になりました

からね、やっぱり議会というのは皆さんかなり勉強されて、その部分では答弁もできるようなと町

民の人は見ていますからね。その辺の整理の仕方というのはもうできているのか。これからやって

行くのか。 

○委員長（山本浩平君） では、局長から。 

○事務局長（上坊寺博之君） 設置するというような形で条例改正して、基本的な運営方法はこう

いうものだよと定めましたけど、それをどのように運営するかというのは、今後、小委員会の中で

議論されるべきだと思います。ですから、まだ動いていないわけですよね。ですから、動いていな

いうちにどうこうするということを、まず、決められないという部分がありますのでね。動く中で

どのように進めていくのかというのは、小委員会で調査・研究の中でじっくり詰められるものだと

思っています。それと、企画・運営も当然、小委員会で立てて行きますので、その中で試行錯誤し

ながらでもですね、いいように作り上げて行ければいいのかなとは思っています。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 自分も含めてそうですけど、やっぱり今、局長が言った部分をちゃ

んと整理しておかないとですね、せっかくのいいものがうやむやになる可能性もありますので。今

後わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 私の方からなのですけども。３月のに出席されたということですけれど

も、議員がばらばらに答えてもいいテーマと、やはり、ばらばらに答えてはちょっとまずいのでは

ないかというテーマがケースバイケースでございましてですね、その中で今まではやっていたとい

うことでございまして、今後もそういったことは議論して決めて行かなければならないことという

ふうに思っております。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。各会派で今、議論されたようなことをきちんとですね、

私はよく詰めておく必要があると思うのですよ。そうではないと、議会がせっかく新たな取り組み、

この広報広聴常任委員会というのは、私は非常に白老町では大きな役割をこれから果たしていくだ

ろうというふうに考えています。それで、そこの中身の徹底を各会派できちんとしておく必要があ
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るだろうというふうに思います。ですから、ここで会派が勉強会をやる場合にね、局長にお願いを

して、そこで出てもらって、いろいろな疑問をきちんと解くとか、それから、新たな小委員会の中

で、今、ここに出ているものはほとんど新たな小委員会の中で企画運営されます。今までコンクリ

ートされているのは、この組織をつくったということと、大まかな方向だけです。あとは、中身に

ついては全く議論されておりません。ですから、そこをきちんと議論できる、会派から出ている小

委員会のメンバーがきちんと議論できるように徹底してですね、やっぱり会派で詰めを行なう必要

があるのではないかなという感を強くしています。ですから、先ほどから出ていますように、通年

議会というのは一つの方法であって、あれで何かが変わることではございません。ただ、これは町

民との信頼関係で言えば、極めて大きく、議会自体が変わって行ける中身を持っていますので、そ

ういうことで言えば、各会派での議論をうんと活発に行なっておく必要があるというのが私の意見

です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。中身につきましては、これから本当に詰めて行

かなければならないことがたくさんあると思いますので、今、副委員長が申し上げたようにですね、

各会派で活発な意見交換をしていただきたいと存じます。 

 この中で、今日、決められるかどうか、あれなのですけども、分科会の方の主査・副主査を指名

ということがございます。これは一つの考え方としては、それぞれの常任委員会の委員長・副委員

長が主査・副主査という考え方もありますし、それぞれの常任委員会で集まっていただいて、決め

ていただくということも一つだと思いますけども、この辺の考え方について、皆さん、どうですか。

分科会の件についてなのですが。この分科会というのが、総務文教常任委員会の方の分科会と、産

業厚生常任委員会の分科会ですね。総務文教分科会、産業厚生分科会、各８名ずつ、この中から主

査・副主査を指名するということでございますけれども、この点についての考え方につきまして、

お諮りしたいと思います。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。正副常任委員長という考え方はきっとあるのだろうと思う

のですけどね。ただ、そういうふうに決まるにしても、やっぱり常任委員会でやっていただいた方

がいいような気がしますけどね。ここで決めるというのは、ちょっと違和感あるのではないでしょ

うかね。第１回目の常任委員会で決めていただいた方がいいのではないでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） ただ今、そのような意見がございました。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） いかがですか。今、異議なしという声もございます。１回目のそれぞれ

の常任委員会の中で話し合いをしていただいて、決めていただくということでよろしいですか。 

では、分科会の主査・副主査につきましては、そのような方法で決定してまいりたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から先ほど、議運と小委員会は裏表だよと、メンバーがそれ

ぞれだぶらないよという話でございましたので、一応、確認をさせていただきたいと思います。 

従来の決め方で良ければですね、常任委員会の正副委員長が小委員会の正副委員長を兼ねるとい

うことになっていますので、通常でいけば、鈴木委員が小委員長、斎藤委員が副小委員長というこ
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とになります。それで、委員の方が近藤委員、本間委員、西田委員、松田委員、前田委員、それと、

吉田委員という形になります。確認です。 

○委員長（山本浩平君） それぞれの会派の代表の方、それでよろしいですか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） できましたら、定例会が３日に一応、開催予定されていますけど、

時間終わりましたら常任委員会を開いてもらいまして、一応は委員会の必要のために設置するもの

ですから、その中で形式になるかもしれませんけど、設置いていただくようなことになろうと思い

ます。それでないと、７日に小委員会、広報編集、一般質問通告ございますのでね。そういう形で

一応流れ的には予定しておりますのでお願いしたいと思います。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員（玉井昭一君） 小委員会のメンバーをもう一回。委員長・副委員長はわかりました。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会派で言うと、新政が近藤委員、新風さんが本間委員、清風さんが

西田委員と松田委員、それと、無会派の方で前田委員、議員の構成員、副議長は構成員ではないで

すから吉田委員ということになります。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。それでは、広報広聴常任委員会の運営方法につきまし

ては、皆さんよく会派で議論され、今、選出されました小委員会の皆様方でですね、これから具体

的な活動のことにつきましては十分検討されるというような方向になると思いますが、そういった

ことでよろしいでしょうか。 

 それでは、次にまいりたいと思います。それでは、４番目、白老町財政健全化に関する特別委員

会につきまして、局長より説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） ４番目は今後、議論のなる部分でございます。大きな部分だと思い

ますので大きく４とさせていただきました。ちょっと間違いがございました。健全化に関する調査

特別委員会。もう解散いたしましたけど、調査特別委員会でございますので、直していただきたい

と思います。 

 お手元に 10 月１日発行分の議会だより特集号がございます。委員会報告を全て、２ページ以降、

全文記載したものでございますが、19 年９月 14 日の定例会最終日に委員会報告はすでに行なって

ございまして、この中で課題となるのが２点あるかなと思っております。それで、広報特集号の一

番後ろのページを開いていただきたいと思いますが、７番ですね。? 今後において議会が果たす役

割ということで、アからエまでを検討するということになっております。一つは、白老町財政健全

化に関するガイドラインを検討行なうと。旧議会でございますが、そういうような財政悪化の部分

において、今後、健全化を進めて行く中で議会としてはこういうことをするよということを決めて

います。それともう一つはイとしてですね、財政運営に関するシステムの構築を図ると。新年度予

算・決算に関わって、今後出てきます健全化の４指標との絡みをどうするかという部分が出てきて

います。それと、ウとして財政情報の開示。これをして行くよと。そして、エとして政策研究会。

要するに財政運営に関しては、政策研究会を通して行くよという規定がしてございます。これを今
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後、議会として検討が必要だろうと思っています。改選前は特別委員会という形で全員でやってお

りましたが、今後どのような形になるのか。総務文教に委ねるのか、また、別組織をつくるのかと

いう部分が検討になろうかと思います。 

 それともう一つですが、一番表の方ですね、かがみの部分ですが、これは、広報を編集した委員

さんが中心になって書かれたものでございますが、中段の一番最後から「白老町にとって財政再建

は最重要課題であります。新議会においても引き続き取り組むべきことであり、今後、何らかの議

会報告会を開催する等、町民の皆様のご理解を得られるよう努める責務があると考えております。」

ということが書いております。このことを取りますと、３点目として町民への説明責任をどういう

ふうに果たしていくのかと。広報広聴常任委員会との関連性もございますが、これも今後、お約束

したことなのかなという考え方をしていますので、これを。たぶん、持ち帰られなければならない

事項だろうと思いますので、今後の議論になろうかなと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。町民に対しましてですね、議会の検証、それと

今後、議会がこのようなことで財政問題に取り組んでまいりますよということで、こういう特集号

で発表しております。これに付きましてですね、今後やはり、どういった形で取り組んでいくかと

いうことでございますけども、若干、意見を伺った上で会派持ち帰りということになると思うので

すが、何かございますでしょうか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。いずれにいたしましてもね、これは前議会で話をしたこと

ですけれども、少なくとも、こういうものが全町民に配布されているわけですから、これに基づい

て各会派できちんと議論をして、その上でもう一回持ち上げると。当然、町民への説明責任につき

ましては、今、議論された広報広聴常任委員会でやられると思いますけれども、これは財政問題に

限定している部分ですから、今、取り上げられたのだと思うのですけれども、いずれにしても、こ

こで議論をするよりも各会派に持ち帰ってですね、これはもう徹底して議論すると。これから、期

間はわからないですけども、少なくとも財政問題が集中審議されると思いますので、そういう中で

やられた方がいいと思うのですけどもね。 

○委員長（山本浩平君） 各会派、持ち帰って、十分、再度審議していただくということで皆さん

よろしいでしょうか。 

意見を許します。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 具体的な内容は今、大渕副委員長がおっしゃったように、これから

議論されると思いますけども、ただ、ちょっと私ですね、先ほどの広報広聴の関係もそうです、そ

して、この部分についても最後に「政策研究会の設置など、より議員の資質向上を推進する」とい

うことについては理解ありますけども、原点的なことをちょっとお伺いしたいのですけど。それで

は、会派の活動とは何なのだろうと。本来は、そういう部分については議員活動の一環として会派

があって、会派が政策集団として町民に自分たちの考え方を訴えていくと。そうやっているところ

もありますけどもね。そういう部分が先に、本来そうであって、それから今度、議会をどうするべ

きかということが僕は先だと思うのですけども。ここで議論する話かどうかわかりませんけども、
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やっぱり、それらの問題も会派に持ち帰ってですね、ちゃんと議論していただきたいなとこう思い

ます。 

○委員長（山本浩平君） 会派活動の今後のあり方ということですかね。 

○委員外議員（前田博之君） 政策研究して議会自身が活動していくという部分も、それはそれで

いいのですけども。それで議論していくと、そこにぶつかってくるのですよ。それでは、会派制度

とっているのに、会派はどういうことをしなければいけないのかということが。それから、議会は

どうあるべきかということだと思うのですよ。よその会派では逆に市会議員の中でも自分たちで会

派を組んでいる会派が、自分たちの政策を訴えて選挙に打って出るという会派もありますからね。

そういう部分でですね、ただ、改選が終わって、また会派が新たにできたけども、ただ、その会派

ではなくて、もっと、やっぱり自分たちが何を目指したいかということで会派をつくっていると思

うのですよ。そういう部分がですね、若干、僕はこれを見てもですね、全部最後に政策研究会の設

置などにより議員の資質向上を推進する、研究会をつくる、あるいは広報広聴会で部会をつくると、

どうもその辺が二重構造になっているような感じになるのですけども、どうなのかなとちょっと思

うのですね。僕、初めて入って、ちょっと感じたものですから。それから、議運の席ですからね。

全て会派に持ち帰りましょうという議論になってしまうのだけども、その辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 答えるとか、そんなことではないです。議論をみんなでするというこ

とですから、そういう立場でちょっと話をさせていただければ。当然、会派は一定の考え方を持っ

た、政策でも一致した部分で政策集団を組むわけです。ここで書いている政策研究会というのは議

会全体が、私は議会全体の質を上げなくてはいけないという部分、質が低いとか、高いとかではな

くて、議員全体、議会全体がどういう取り組みをするかということと、政策集団として考え方が一

致している部分とは、私は違うと思っています。 

ですから、議会全体が質を上げていくという意味で言えば、これは共通の政策研究会みたいなも

のが私は必要だと思っています。当然、それと同時に、その中だって一つのテーマ、例えば財政問

題なら財政問題に対しても考え方が違う人はたくさんいるわけですよ。その中でやや考え方が一致

している部分が集まっているのが私は会派だというふうに理解しています。ですから、この政策研

究会というのは、私はとても必要だと思っていますし、屋上屋を重ねることにはならないだろうし、

そういう視点でやれる部分と、例えば常任委員会なら常任委員会で条例を自らがつくっていこうと

いう場合、それに対してやるのは会派であっても、会派でなくてもどういう手続きでつくるかとい

う政策研究というのは必要な部分がたくさんありますよね。そういう部分をやるのが、私は政策研

究会だと思っています。それで、自分たちの考え方ね、それは一定の政策的な考え方がまとまって

いる部分が一致して一緒にやれるのが会派だというふうに思っていますから、私はそこでの矛盾は

ないのではないのかなと考えています。 

ですから、政策研究会はもっともっとね、財政問題なら財政問題として共通の理解に議員が立た

なければ、町民に説明できないようなことについては徹底して政策研究会でやるのは、私は構わな

いのではないかと。ただ、そこで意見が出る場合もあれば、意見が出ない場合もきっと、それはあ
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るかもしれません。しかし、それは、栗山町なんかがやっているのは、そのことを徹底して５日間

もやって、そして、議会報告会に臨むと。我々も病院の問題なら病院の問題で言えば、全体できち

んと勉強会を何度も何度もやって、共通の認識にしていくと。そういう部分とそれをどう実現して

いくかという考え方は会派でまた違うわけですから、そういう形で私は理解しております。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 議論ですのでね。私は逆だと思っていますから。会派が、考え方が

政治の場において、自分たちの政策を自己主張していくということですから。自己主張を、それで

は平準化するかというか、そういう部分にした政策協定で、議場の場で政策が一致するということ

はあり得ないと思いますからね。それでは今、言った病院の問題についてだって、今までの過去の

形を見ても、いろいろ主張は違います。それでは、この中で政策一致して、推進しますよという話

には、僕はならないと思います。だから、一つのテーマによって研究していくということについて

は定かではありませんけども、ただ、今、言った話について、全てが政策一致して云々という話に

はならないと思うし、会派と議会の中でも議論というのは違うと思います。だから、お互いに譲れ

る部分が出るのかどうかは別としてね。議論ですから、後は・・・。 

○委員長（山本浩平君） 今、ご意見として、委員外議員の前田議員から、そのようなお話がござ

いました。それらも含めましてね、皆さん、各会派に持ち帰って議論をしていただきたいというふ

うに思います。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 参考に申し上げておきますが、すでに白老町自治基本条例の 21 条

の中に「議会はまちづくりに関する政策を調査・研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置

します」という規定がございますのでね、もう自治基本条例上は、議会としても検討しなければな

らないということです。 

○委員長（山本浩平君） では、４番のテーマにつきましてはよろしいですか。会派に持ち帰って

いただいて、十分協議をしていただくということでよろしくお願いいたします。 

 続きまして、５番目。今後において、議論が必要な事項でございます。局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、今後、議論が必要であろうという部分は、今、前段の財政問

題。前のものは切り離して課題提起しましたけど、あると思います。私の認識の中で４点ぐらいあ

るかなと思っています。１つは、今、議員会の中で市町村合併調査研究会というのを設置しており

ます。これは、14 年６月 21 日に規約を設けまして、議会全員を構成して議員会中心に設置したも

のです。これは、14 年当時に合併をするか、しないか、これをもって、議会の中でも議論が必要

だということで設置したという形で聞いております。その後も継続しておりますのは、町は単独で

行くというような方針を出しておりますが、将来に向かってもやっぱり議会は議会として議論が必

要なのではないかということで、今現在も進めております。それで、平成 18 年の活動につきまし

てはですね、町の方は基本的には単独で行くということを表明しておりますが、将来に向かって、

当然、合併の議論の中には財政問題出てくるだろうということで１年間シリーズでやったところで

すが、過去に９回やっています。これについて、今後も継続して行くのかどうかというものを会派
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内で議論いただきたいと。というのは、改選なってから役員構成をまだ決めてございません。一応、

会長は議員会の会長が行なうと。監事については、会派から１名ずつ出して、座長、事務局長を決

めるということになってございます。正式にはまだ設置してございませんので、今後どうするかと

いうものを踏まえた中で設置するなら設置していきたいということでございます。 

 もう一つは、２点目としては、議員報酬の自主削減について。これも改選前の議会の中では、新

たな議会で改めて議論するということに決めておりましたので、新たな議会の中での議論が必要か

なと思います。 

 それと、先ほど言いましたように、今、白老町の自治基本条例というのが定められてございまし

て、議会の部分は自らが定めております。それに基づいて、第３次議会改革については、自治基本

条例に沿った形の中で進めるということにしておりますので、これの議論が必要かなと思います。

併せて議会運営委員会で従来やってきましたけど、自治基本条例の中には広報広聴に関わる部分が

数点あります。だから、議会運営委員会と広報広聴常任委員会の関わり方、これも併せて検討が必

要だろうなと思っております。 

 それと４点目としては、今、議論もなされていましたとおり、政策研究会の位置づけ。公的に行

なうのか、特別委員会のような設置の仕方をするのか、合併調査研究会のような任意の形態にする

のか、これも含めて、どんなものが必要なのか、これも議論が必要ではないかなと思っています。

当面、事務局の方で議員さんの方に議論していただきたいのは４点ぐらいかなと思って提示させて

いただきました。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。今、説明がございました、この４点につきまし

て、また、ここで議論しても、なかなか時間もございませんし、会派に持ち帰って集約していただ

きたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、徹底して議論を会派でお願いしたいと存じます。 

 ６番目、その他につきまして、局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） その他につきましてですね、２点ほど協議していただきまして、決

定をいただきたいと思います。 

 まず、１つはですね、会議録署名議員。本会議において、会議録署名議員を現在は２名、議長の

方から指名させていただいております。先般の初議会を見てもわかるようにですね、たまたま会議

録署名議員になった議員が議長に選挙されたものですから、会議録署名議員が欠けるという状況が

生じて、追加指名をいたしました。通常の場合もですね、会議録署名議員になった方が途中で帰ら

れるということもありうるわけですよ。だから、その時に追加指名しなければならないと。今まで

はなかったですけど。そういうことからですね、26 日の臨時会から、会議録署名議員を３名にさ

せていただいてはどうかなと思っております。地方自治法第 213 条第２項の規定によりましてです

ね、法的には２名以上となっているのですよ、署名議員がですね。だから、３名でも４名でも構わ

ないのですけど、３名を設置していくことによって、場合によって誰か１人欠けたとしても法的に

はクリアするので追加指名をとらなくていいと。そういうことから３名でされてはどうかなという
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提案が、まず一つでございます。 

 もう一つはですね、第４回定例会において、代表質問を行なうかどうかということでございます。

従来は３月に執行方針に伴いまして代表質問をしてございます。今回はもう３日の日に所信表明を

いただきましてから、それを受けて一般質問等を行なうのですけど、その場で代表質問をするかど

うかですね。平成15 年の初議会の会派代表者会議の時には、代表質問をするということで、一応、

会は代表者会議では決まったようですが、12 月の定例会の議会運営委員会では、たぶん、しない

ということに決まったのだろうと思いますけど、実際には 12 月定例会には代表質問していないの

ですよね。ただ、過去に会派代表者会議にそういう記録があったものですから、改めて、やるなら

やる、やらないならやらないと決めていただいた方がよろしいかなと思って、ちょっと提案させて

いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。このその他の２点につきましては、今ここで、

できれば決めたいというふうに考えます。 

 まず、会議録署名議員。２名ではなくて３名にしたらどうかということでございますが、これに

つきまして。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。異議ございませんか。それでは、会議録署名議員は 

３名ということで決定させていただきたいと思います。 

 それと、12 月定例会で代表質問をするか、しないかということでございますけれども。実際の

ところ、事前にちょっとお伺いしたところ、日程が４日間しか取れないということでございますの

で、スケジュール的にはちょっと厳しいのかなというふうなこともお話はございましたけれども。

いずれにせよ、もし、12 月定例会で代表質問を行なった場合でも、３月においてはですね、これ

はナイターになると思うのですけども、その時にもまた続けて代表質問ということになってしまう

のですよ。この辺も皆さん、ご議論願いたいなと思うのですが。 

 間違いないですよね、それで。 

○事務局長（上坊寺博之君） ３月は間違いないです。 

○委員長（山本浩平君） 12 月にやっても、３月でまたやるということになります。どうでしょ

う。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、お断りしておきます。代表質問については、総括質問になり

ますので、今の議会運営基準の規定でいくと、一般質問は当分の間、一問一答となっていますので、

代表質問をやるということになれば、総括三問になります。今の規定ではね。 

○委員長（山本浩平君） 副議長、どうぞ。 

○委員外議員（吉田和子君） これは４年に１回の課題ですよね。ですから、今回決めたら、ずっ

とそういうふうになるということではなくて、４年に１回ずつ、こういうふうにどうするかという

ことを諮っていくということになりますか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） もしか、あれであれば、基準の中に入れてしまうかということなの
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ですよね。今、３月の執行方針の後に代表質問をやると書いてあるのですよ。ですから、もしくは、

それをルールにしてしまうのであれば、初議会の後の 12 月議会は代表質問すると入れれば、これ

はルールになりますから、自動的に協議しなくても、そういうふうになろうかなと思います。逆に

言えば、それは後で消すこともできますし。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。私ども会派の中でね、10 月に改選して、その直後の議会はやっ

ぱり町長の所信表明も大事ですし、また議会としてもやっぱり大事なことではないかということで、

11 月に定例会を開催できないものだろうかという話も実はあったのですね。要するに、初めての

議会にやっぱり町長の所信を聞いて、そして、議会の代表質問というような形にとれないものかと

いうような話が実は会議の中ではあったのですけどね。この辺どうなのか。今、これから皆さんの

意見を聞くのでしょうけれどもね。実は清風ではそういう考えがありました。 

○委員長（山本浩平君） それをちょっと皆さんに伺いたいということですか。 

○委員（及川保君） いや、そうではなくて、清風の考えはそういう代表質問をすべきだというこ

とです。 

○委員長（山本浩平君） 今、清風クラブさんからは行なうべきではないかというご意見でござい

ます。 

公明党、氏家代表。 

○委員（氏家裕治君） 今、言われたように 11 月中にそういった臨時会を設けて、例えば、町長

の執行方針なんかを聞いてね、それを受けて 12 月の代表質問ということが、はたして今これから

だったら実際できるのかできないのかね。僕は何かできないような、もう時間的には無理な話だと

思うから、今そういう議論をしてもどうしようもないのではないかなと僕は思います。議論は議論

でいいのでしょうけど、僕は無理だと思うのだけど。 

○委員長（山本浩平君） 局長どうですか、スケジュール的なことなのですけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の規定からいくと、11 月にやるということはできないです。臨

時会ですから、今の規定では起こされませんので。臨時会というのは、付議事件を、案件を指定し

て招集しなければならないということで一般質問はできないことになっているのですね。定例会で

ないとできないのですよ。ただ、通年議会になった時に、年がら年中定例会ですから、それは可能

になってきます。ただ、先ほど言いましたように、町と議会との審議則の関係がありますので、そ

れは十分な協議がいるでしょうねということです。それで、先ほどの要綱の中にも書いてありまし

たけどね、俗に言う初議会の招集は 11 月と書いてあったはずです。ですから、11 月に定例会を招

集してもらって、正副議長を選んで休会に入るという形であれば、多少、議会はずれますけど、12

月に定例にやるとやったのをちょっと直せば、それは可能かなと思いますけど。今現在では無理だ

と思います。制度的に無理なのですね。時間的にもちょっと無理で、３日の日に所信表明をして、

７日に一般質問の通告を受けてというのが、今のタイムリミットなのですね。というのは、町長が

今週ちょっと上京していまして、来週しかないという現状から見たらね、ましてや、来週も議長い

ないですから、ちょっと難しいかな。非現実的かなと、今の現状では思います。 
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○委員長（山本浩平君） よろしいですか。代表質問に関しては、12 月にやるべきだという考え

方で変わらないのですね。 

清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川保君） どうしても言うか、やっぱり、この日程も当然入るのですよね。だから、日

程も考慮しなければならない状況なわけですから、絶対そうすべきだという考えではありませんけ

どもね。考え方としてはそうではないかと。局長の説明、今ありましたから、理解しました。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、全部で５日予定しているのです、12 月の定例会は。１日目が

所信表明と、補正予算等の議案があれば１日目に審議するとして。第２日目、今、13 日を予定し

ていますけど、13、14 と、17 まで質問を受けられるような状況にしているのですよ。そして、18

日が予備日にしているのですよね。19 日から町長が上京されるということで、ここで絶対上げな

ければならないものですから。代表質問すれば一般質問できないですから、当然、一般質問しよう

として予定していた人が代表質問になるだけで、従来の規定からいくとだいたい１時間目安ですか

ら、１日目に５会派できるのですよね。10 時からやると４時までで５会派できるのですよ。だか

ら、一般質問をあと２日予定したら８人できるということですね。だから、13 人になりますから、

これは日程的には可能。やるとしても、そういうスケジュールであれば可能だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。会派では、まだ協議はしていないのです、これは。だから、私

も正確には言えないのだけど、ただ、個人的な意見としてね。町長はあくまでも無投票といえども

選挙は終わったわけですよね。それで２期目だと。新しく２期目をやるよということであればです

ね、これはやはり基本的には代表質問をやるべきかなと思うのです。ただ、絶対とは言い切れませ

んが。中身によって、今までどうもね、代表質問が本当にこれ代表質問なのかなという疑問もあっ

たけども、一般質問とそんなに変わらないなというのもあったけどもね。だけど、やっぱり今の状

況、基本的には、私は代表質問をやるべきだなと思います。個人的な意見です、これは。 

○委員長（山本浩平君） はい。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。本来から言ったら、建前から言ったら、代表質問をや

るべきだというのは当然だと思います。当たり前ですね。ただ、代表質問と一般質問の区別をきち

んとしないとですね。それと、代表質問なんだか、一般質問なんだかわからないというようなもの

であれば、はたして、いかがなものかというふうなことが一つ。 

 もう一つはやっぱり、今、局長が言ったように、昼間やっても、例えば１時間なら１時間の制約

ということになると、これはやっぱり一般質問の方がうんとできるということになるのですよね。

そこに矛盾があるわけですよね。一般質問だったら 45 分間の持ち時間でしょう。そして、相手方

やったって１時間半ぐらいにはなるのですよ。満度に使うかどうかは別にして。そうなると、代表

質問は１時間で、一般質問が１時間半とか２時間というのは、ちょっと僕は逆なような気がしてい

るのです。だから、そこら辺の矛盾がちょっとまだあるものだからね、それで僕ちょっと発言しな
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かったのですよ。建前でいけば、当然、所信表明があるわけですから、その所信表明に基づいて各

会派が議論をきちんとして、それに対して質問をするというのは当たり前なことだと思うのです。

ただ、そういうことが今の状況の中で全部が耐えられるような状況になっているかどうかというこ

とがちょっと僕は引っかかったものですからね。それでちょっと意見言わなかったのだけどね。そ

こら辺のことがちょっとあるかなと思っているのですよね。一般質問の方がうんと長くできて、代

表質問が短いなんて、僕はおかしいと思うのです。たまたまナイター議会だから仕方がないわけで

すから、今までは。それは各会派了承して代表質問をやっているわけですからね。ですから、そこ

ら辺の問題があるなというふうに思っておりました。結論は言いませんけど、すみません。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） これは持ち帰る時間無いのですか。 

○委員長（山本浩平君） いや、ありますね。 

○委員（玉井昭一君） 持ち帰る時間があるのなら、持ち帰って議論しないと、これはここではち

ょっと出ないのではないですか。そう私は思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） 今、そのような意見ございまして、私も冒頭、ここで決めましょうと申

し上げたのですけども、いろいろ検討してみるとですね、矛盾も生じてくるようなことも提議され

ましたので、どうでしょう、会派に持ち帰っていただいて、この部分も議論していただくというこ

とでいかがでしょうか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君） それでは、そのようなことで進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、今、かなり持ち帰りのところがあるのですけども、日程をいつ取ったらよろしいかと

いうのをちょっとお諮りしたいなと思いますが。 

○事務局長（上坊寺博之君） １点。考え方としてですね、通年議会を本当に１月からスタートさ

せるのかと、しないのかではだいぶ違うのですよね。１月からスタートさせると、前の議会の流れ

ではそういう流れできていましたけど、そうなると12 月定例会に議案提出しなければならないとい

う部分で、会期中はなかなか議論できなくので、やっぱり３日ぐらいまでに終えていないと難しい

かなと思います。定例会入るまでにある程度方向性が出ていないと難しいかなと思います。ちょっ

と定例会が早くなってしまったので。たぶん、３日の日に開会予定で、７日が代表・一般質問の締

め切りなのですよ。ですから、３日から７日の間にはたぶん委員会できないと思うのですよね。そ

の後、今度、自分たちの質問に入っていくわけですから。13、14、17、18 と今、本会議組んでいる

のですけど、たぶん、その間に質問要旨まとめたりするから、ここでも開くことができないという

ことであれば、やっぱり30 日の議会までにはある程度の方向性、そうでなかったら、１月スタート

は難しいかなと。 

○委員長（山本浩平君） そうなりますと来週中には。 

○委員（玉井昭一君） 22 日には議運あるのだろう、また。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議運はあります。 

○委員（玉井昭一君） そこまでは間に合わない。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 間に合わないと思います。 

○委員長（山本浩平君） それはちょっと無理だと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 26 日終わった後にやらせてもらう、それとも・・・。27 日から 30

日まで議長がいないのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 平成 20 年１月１日からの施行をもう決めているわけですか。決めていません

よね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 流れとしてはそういうふうになったということなのですよ。 

○委員長（山本浩平君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 先にまず通年議会を１月１日からやるのか、やらないかを先に決めていか

なければまずいのではないのですか、順序として。それを決めてから、今の後段をどうするかとし

ないと進まないでしょう。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 26 日、臨時議会、昼で終わるでしょう。26 日午後から議運やったらい

かがですか。９時半から議運やって、人事案件やって、臨時会やりますから、26 日の午後からだっ

たら議運できるのですよ。ですから、26 日の午後から議運をやるというふうにすればですね、23、

24、25 の３日間ありますから、会派会議は十分できると思うのです。ですから、26 日の午後から議

運やったらいかがですか。 

○委員長（山本浩平君） それでは、ちょっと今、休憩をとって確認をしたいと思います。 

休  憩   午後 ０時１６分 

                                           

再  開   午後 ０時１９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 次回の議会運営委員会なのですけれども、26 日の２時半、表彰審議会が終わって、すぐというこ

とになりますけども、２時半に開きたいと。それまでに各会派で議論を活発に進めていただきたい

ということですけども、それでよろしいですか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君） それでは、そのように決定したいと思います。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） それでは、長い時間どうもありがとうございました。 

議会運営委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後０時２０分） 

 


