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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２６日（月曜日）  

   開会 午後 ２時３３分  

   閉会 午後 ４時５７分 

  

○調査事項 

 （１）通年議会の実施について 

 （２）広報広聴常任委員会について 

 （３）第４回定例会における代表質問の実施について 

 （４）今後において議論が必要な事項 

 （５）その他について 

  

○出席委員（１０名） 

 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            熊 谷 雅 史 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（０名） 

  

○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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  ◎開会の宣言 

○委員長（山本浩平君） ただ今から、議会運営委員会を開会いたします。 

本日の調査事項につきましては、各会派で会議を開いていただいたと思います。その内容に

ついて、協議してまいりたいと存じます。それでは早速、まず一番目でございますけれども、

通年議会の実施について。(１)の通年議会の本格実施については、今回初めて資料を提出され

たということでございますので、局長の方から説明お願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、まだ議論の過程ですが、12 月定例会に議案として出すと

した場合、このような形になるのではないかということで、事前に用意だけさせていただいて

おります。日にちは入ってございませんが、昨年度から委員会において条例提案できるように

なりましたので、今回の内容については議会運営委員会の委員長提案で良いのかなという形で、

ちょっと案を作らせていただいております。条例の内容でございますが、資料番号ずれていま

すが、資料１と押してある所を見ていただきたいと思います。これが提案条例でございまして、

全部改正という形で出したいと思っております。内容としましては、白老町議会の定例会の回

数は年一回とすると。ただし、議員の任期満了、及び議会の解散に伴う一般選挙のあった場合

は年２回とすると。附則としましては、20 年の１月１日からという条例案のまず用意でござい

ます。議案説明も若干読ませていただきます。議案説明です。議会は多様な民意の反映、様々

な利害の調整、住民の意見の集約などの役割が求められており、議会の構成や運営において、

議会の意思と住民の意思が乖離しないような努力を従前にも増して必要とされている。また、

議会は、団体意思の決定を行なう議事機関としての機能と執行機関の監視を行なう監視機関と

しての機能を担っており、地方分権時代において、これらの機能の充実・強化が求められてい

る。このようなことから、白老町議会は、議会に求められている役割・機能の更なる充実・強

化を図るため、議会が主導的・機動的にできるよう定例会の開催回数を年１回とし、その会期

を通年とする「通年議会制」を実施するため、本条例の全部を改定するものであるということ

で、提案させていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 一つ一つやっていきたいと思いますので・・・。それぞれ会派で本

格実施につきまして、いつ頃からが妥当かということを議論されていると思いますので、皆様

からお尋ねしていきたいと思います。 

それではまず、日本共産党さん、どうでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 通年議会はもちろん我々もずっと主張してきたことでございます

ので、実施すべきということであります。１月１日から実施すべきということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） うちのクラブは、１回試行で前議会のときに実施をして、いろいろな

問題点だとか、いろんなとこの洗い出しをしたということもありましたけども、今回要するに

専決処分の話しが、会派の中で非常に議論になりまして、やはり町側とのすり合わせがまだ必

要ではないかと。そういう部分から言うと、期日的には１月１日からというのは非常に厳しい
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のではないかと。通年議会については、否定はしていません。やりましょうということなので

すが、やはり問題をもう少し精査しないと、１月１日からスタートというのは、ちょっときつ

いのではないかと。我々の会派としては、またやられるのであれば４月なり３月なりまでの、

会期延長型の通年議会の試行をもう一度やられたらどうかなというのを、逆に提案したいとい

うことでございます。 

○委員長（山本浩平君） では、公明党。 

○委員（氏家裕治君） 通年議会については、一昨年から、今年度からいろんな部分で議論し

てきたのがありますけれども、公明党としても実施すべきという部分では皆さんと同じで構わ

ないかなと思っています。ただ、時期については年明けの１月からが妥当なのか、それから熊

谷委員の方からもありましたけども、時期をみて実施するのが妥当なのかということは、こう

いった機会の中で議論していくことなのかなと思っております。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風クラブも先ほどの話しにも出たような、実施するしないについて

は議論かなりしているようですから、これについては良いのですけども、１月１日からやると、

いかにも急いでいるなという話しが出ていました。それと、３ヶ月程度の試行を重ねたわけで

すけれども、さらにもう少し様子を見るべきではないかというような意見が大勢を占めました。

もう少し、やるのであれば試行という形の方が良いのではないかと。そして、本格的実施はま

た時期を改めてはどうかという考えでございます。 

○委員長（山本浩平君） 私ども、新風でございますけれども、３ヶ月間の試行の中で今まで

やってきたと。私どもとしては、やはりどうせやるなら１月１日から進めた方が良いと。町側

といろいろと専決処分ですとかいろいろな試行錯誤はあるにせよ、やり始めた上でいろいろな

ものを直していったり改革していけば良いわけであって、やるのであれば１月１日から進める

べきだという意見でございます。 

 今、皆様から意見を拝聴させていただきましたところ、ちょうど二つに大体分かれていると

思います。共産党さんと私どもは１月１日からと。新政クラブさん、清風クラブさんはもう少

し慎重に精査した上で会期をちょっと延長した形の中でやるべきではないかという意見です。

公明さんは時期に関しては皆さんと議論を運営委員会の中でやっていきたいというお話しでご

ざいましたので、ちょうど分かれているのですけども、これにつきまして、皆様方から何か改

めてご意見ございませんでしょうか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 当然、今出ましたように、専決処分の問題については残っている

のですよ。３番目にありますが、それ僕は言わなかったのだけれど、専決処分の問題について

は、これはもうちょっと議論すべきだというふうに思っています。ただ、専決処分が決まらな

ければ通年議会は入れないと私は理解しておりませんので、専決処分の問題につきましては、

当然もうちょっと詰めて、町側の考え方も聞かなければ駄目だし、我々の考え方もちゃんと言

わなければいけないと思いますので、そこは詰めていく必要があるだろうなと、そこは同じで
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ございます。 

○委員長（山本浩平君） ほかにございませんか。 

私どもの所も専決処分に関しては今、共産党さんが申し上げたことと同じでございます。こ

れに関しては、やはりいろいろと町側とすり合わせしていく必要があるというふうに考えてお

ります。 

皆様方から無ければ、委員外議員の前田議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） ２、３私の意見、あるいはお聞きしたいと思います。 

１点については、今専決処分のお話しありました。これについては、施行、試行云々と言い

ますけども、今議会が財政危機に伴って先般、財政健全化特別委員会が報告している中で、こ

の項目見ますと、町が新たな借入、補正予算に伴う増発分、補正予算が起債をかなり増やした

という可能性もあります。また、３番目の各会計の繰上充用に関すること。これは非常に大事

なことなのですよ。あまりこういうことは乱発すべきでないということで、他会計がこういう

ことを、繰上充用をやったことによって、こういう赤字を生み出したという部分もあります。

そういう部分を、もっと議会が認識して、議論をして１月１日かどうかわかりませんけれど、

先送りするべきではないと思います。 

もう一つ、後から出るかどうかわかりませんけれども、臨時議会を開く必要はないというの

がメリットです。この中に岡本先生の文も読んでみますと、必要に応じ一般質問を弾力的に行

なうことができるということを謳っています。こういう部分が、先進地の議会だと言って改革

していくのなら、こういう部分も含めて議論していかないと、ただ通年議会のメリットの１回

２回の云々という部分ではなくて、そういう部分をもっと議論するべきではないかなと、こう

思います、意見として。私は加わりませんけれども、そういう部分がもっと議会が今まで意見

したかどうかわかりませんけれど、そういうこと議論して整理して、やっぱりスタートすべき

だと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） うちの会派が、とりあえず通年議会については実施すべきだとは思う

が、実施する時期は皆さんと議論したいという話しで終わっていると思うのですけれども、先

ほども言われたとおり、専決処分の問題があったことで、いろんな部分で今回ここでまた議論

するべきかなと思いましたし、今、大渕委員が言われたとおり、専決処分の問題はあるけれど

も、それ自体が通年議会の施行を妨げるものではないという、そういった皆さんの認識の中で

立たれているのであれば、私は１月１日からの施行もやぶさかではないと思っていますので、

その辺はご承知願いたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ。 

○委員（及川 保君） 皆さんの意見聞いていると、二つに分かれてと委員長おっしゃってい

ましたけれども、１月１日のこだわる前の議会運営委員会の中で、そういうことがあったのか。

それと、前もこれを聞いたのですけれども、なぜ１月１日にこだわっておられるのか聞きたい

のです。 
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○委員長（山本浩平君） 局長の方から説明します。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、定数削減の議論から入っていましたので、６月の

定数条例を出したときからというイメージは立てて議論は進んでいたのです。ただ、その時に

旧町清クラブさんの方から、広報広聴から同時にスタートすべきだという議論もありまして、

あの時に新しい議会に当然新しい委員会構成になりますから、そこを目途にという話しだった

のかなと思っておりますけど･･･。１月１日ということではなくて、ただ当初示しましたのは、

１月から 12 月という通年のサイクルで計画しているものですから、その部分で 1 月が良いので

はないかという部分です。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 納得したような話しではないのですけれども、専決の大きな通年とい

う議会ということになれば、大きな役割を果たすと思うのですよ。そうであれば、その辺のこ

とをしっかりと通年議会をやりながらの修正、改正していくのではなくて、その辺のこときっ

ちりとやっぱり詰めてスタートしてはいかがなものかというふうに私は提案したいのですけれ

ども･･･。いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） やはり議論を重ねていくと、いろいろな考え方が出てくるということ

になろうかとは思うのですが、やっぱりうちの会派で議論されたのは、３番目に本当は議論す

ることになっていますけど、地方自治法の 180 条に関してなのですよ。以前は通常の定例会４

回の、今までの議会の開き方ということであれば、理事者側に専決行為を 179 条で与えていた

わけですよね。今回、通年議会をやることによって、180 条というのが生まれてくるわけです

よ。ですから、180 条をきちっとしない限り、僕は通年議会に踏み切るべきではないと、そう

いう議論になると思うのですよ。なぜかというと、今、前田委員外議員の方から出ています、

そういう問題というのは絶対出てくると思うのですね。繰上充用の話しだとか、財政的なチェ

ックをしていくと、え、これ専決で良いのかという話しが出てくると思うのですよ。そうなる

と、従前の考え方というのは、専決処分をするというのは、会議を開くといとまが無いから専

決をするのですよというのが、前提なのですよね。通年議会というのは、会議がいつでも再開

できるわけですから、いとまが無いということにはならないわけです。その中で 180 条を入れ

て、このようにしてほしいという理事者側の項目が出てきて、これを我々が理解しない限り通

年議会を踏み切ると、今は前回やったときは理事者側の理解があって進められましたけれども、

我々にはメリット確かにいっぱいあると思います。だけど理事者側にはほとんど通年議会をさ

れるとメリットは無くなると思うのです。メリットと話ししてしまえばそうなのかもしれない

けども･･･。ただ、チェック機能を高めるためにも、やはりこの 180 条の内容を全議員が理解し

た上で進まないと、かなりの混乱をきたすかなというのが我々の会派の考え方です。ですから、

これをきちっと詰めて理事者側も理解して、我々も理解して、それで通年議会、このスタート

が一番良いのではないかと。確かに我々の通年議会をやる議論を進めた上で、やっぱり公務災

害の問題だとか、常任委員会所管事務が、やはりタイムリーでできるということはものすごい
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メリットだと思うのです、チェック機能を高める部分では･･･。ただ財政的に見ると 180 条とい

うのは、かなり引っかかってくるから・・・。そういうことの議論を深めていきたいというの

が我々の考え方で、通年議会は否定しません。ただ、これをきちっとしない限りは無理という

のが、最終的には我々の考え方です。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 決して反論する気はありません。ただ、現段階の状況から言えば

4 つの専決処分があると・・・。それについては、当然今言われたように、議会を開くいとま

が無い場合にそういうふうにするということになっているわけですから、逆に言えば議会をど

んどん開けば良いわけですよ。開いてそこで確認すれば問題無いわけですよ。ですから、私は

この専決処分の部分が、皆さん方が駄目だというのであれば、それは専決処分認めなければ良

いだけのことですから・・・。議会開かれるわけですから。ですから私は、通年議会と専決処

分、もちろんこのことについては町から提案されていますから議論はしなくてはいけないと思

ますけれども、それは繰上充用駄目だとすれば、繰上充用は専決処分にならないわけですか

ら･･･。ですから、私が言っているのは、議会を開くいとまが無い場合に専決処分をするという

ことになっているわけですから、皆さん方が認める範囲で開いて、本当に何百万以下、何十万

以下のものも全部議会やるのかと、こういう議論なのです、逆の議論をすれば良いのではない

かなと私は思うのです。ですから、通年議会であればいつでも議会開けるということにもなる

わけですから、それはもう告示行為が省略されるわけですから。ですから、早く開けるわけで

すから、例えば開かなければ駄目な場合は開けば良いのではないかなと、私は思いますけど。・ 

・・。そういうとこです。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、ほかないですか。 

無ければ委員会外議員の前田議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 180 条の条文、非常に大事です。ただ今、大渕副委員長は、お

話しされた部分については、流れとしてはそうです。しかし、ここに議会の委任による町長の

専決事項ということで、下記の事項を追加するようによろしくお願い要請しますと来ているの

ですよ。これを、もう一度理事者の方で整理をしなければ、通年議会ありますよと。今、大渕

副委員長が言ったように、その都度云々という認識にはならないと思いますよ。その辺をちゃ

んと整理しなければいけない。それと仮に繰上充用というのは、出納閉鎖期間中に今まで専決

やっているのですよ。６月の議会で上がってき来ているのですよ、議案として。出納閉鎖期間

中にいとまが無いと送られてしまったら、６月出なければ審議できないのですよ。出納閉鎖期

間になぜ繰上充用しなければならなかったかということを議会が議論しなければいけないので

すよ。そういう部分を認識して、このままただ協議事項だから、議会がそれで現在の指定事項

だけで良いですよということで理解されて、今皆さんが１月１日でするとかしないとかという

のであれば良いけれども、そういうのをちゃんと町側と整理しておかなければ、これ受けてい

るわけでしょう、協議事項ということが、ちゃんと公に。情報公開でいくとこういうメモ的な

物でも公文書になるのですよ。それがちゃんとこの前言ったら向こうは理事者、こちらは正副
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委員長出て話ししているわけですよ。そういうのをちゃんと整理していかないと、ただ１月１

日が云々ではなくて、以前の問題を整理する必要が、僕はあると思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 意見がちょうど今分かれている所なので、多数決するとかそういう

問題ではございませんので、仮に１月１日にしても、まだ１ヶ月くらいありますので・・・。 

熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） やはり取り組みの中でいろんな岡本先生だとかという話しの中で議論

だとか、進め方もいろいろ我々で検討してきたけれども、やはり理事者側と言ったら悪いです

けども、相手があっての通年議会ですから、我々だけ突っ走るということになるといびつにな

ると思うのですよね。変な話しですけど、出してもらいたい情報もいろんな部分の所も閉塞さ

れると、逆に我々が通年議会をやった意味が無くなってくるようになったら駄目だと思うので

すよね。お互いに町を良くするための機関なわけですから、当然、理事者側がそれを執行する

側だし、我々はそれを監視、要するにチェックする立場ですから、だからあまりいびつになる

ような状態の中でスタートするのは、僕は良くないと思います。これは、戻る話かもしれませ

んけど、僕も前回も議運にいさせていただきましたけども、議運全体の意見として通年議会は

16 人の定数を決めた中の一つの柱ですというのも理解しています。だけど、新しく構成された

議会で通年議会やるかどうかというのは、僕は担保されないのですかと、ずっとし続けてきた

のですよね。やらないと言うかもしれないよと。だけど、今の状況の中でやるということです

から、それは払拭されたと思うのですけど、今時期の問題を１月１日というのは時期尚早だと

思います。もうちょっと詰めること詰めないと駄目だと思います。会派に持って帰ったって、

今言ったように、大渕副委員長から提案があったように、ではどこまで譲れるのかという話し

を一つ一つ決めていくとなったら、１ヶ月では詰まらないと思います。具体論として出ました

けれども、そう思うのですけど、ほかの会派の考え方、聞いてみてください。 

○委員長（山本浩平君） 再度皆さんにお尋ねしたいと思いますけども、どうですか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） いずれにしてもわかりました、その部分は。それで、いずれにし

ても専決処分の委任事項がきちっと決着をつけてからということになれば、当然１月は間に合

わないと思います。それは無理ですよ、はっきりしているのは。ですから、そういう意味で言

えば、この専決処分の委任事項を全部決着つけてからという意見の方がいらっしゃるわけです

から、会派の正式な委員の方の中でいらっしゃるわけですから、これは多数決で決めるとか、

そういう性格のものでは私はないと思いますので、そうであれば当然、熊谷委員言われたよう

に申請取れば、それは考え方ですから、当然このことが全部決着ということであれば、当然１

月１日は無理だということになるのだと思うのです。まして、こういうことを多数決で決める

なんていうこことにはならないと思います。それは、そういう方が一会派でもございましたら、

やはりそういう形で進めるべきだと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） ただ今、大渕副委員長の方からそのようなご意見でございますので、

私の所でも何が何でも１月１日ということではなかったのです。ただ、従来から議論されてき
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ている中で、すり合わせをしながらやるのであれば１月１日でもできるのではないだろうかと

いう意見が大勢を占めたのでそういう意見でしたけれども、こういった部分で専決処分等の問

題でもっと町側とすり合わせした方が良いというご意見がいろいろ他の会派から出ております

ので、この部分について、もう少し町の方と煮詰めるということで、１月１日ということに関

しましては若干見送りをさせていただくということでよろしいですか。 

そして後いろいろな先ほど委員外議員の前田議員からも出ていましたけれども、それらも含

めながら、これからまだ議論していくべき所は議論していくということでどうでしょうか。 

熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 委員長の言ったことが大体そのように進んでいただけばありがたと思

いますけども、私たちの会派は１月１日では時期尚早ではないかという言い方でした。その問

題はこれだよと言っていることですから、これも議論が必要ですよと。そうしないと通年議会

という形はぼんと打てないよと。ただ、前回３ヶ月試行やっているわけです。試行運用してい

るわけですよ。また理事者側に正副議運の委員長、議長、副議長含めてこの問題も当然議論は

進めるけれども、また通年議会を会期延長という形でやるということも可能だと思うのですけ

れども、それも言ったつもりなのですけれども。ただ、うちらは１月１日からのスタートはち

ょっときついよという話しですから。それはこれがあるよということです。試行であれば、こ

の中で議論していけるのではないかなと。そういう提案としたいのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 煮詰まるまでの間は試行で行なうべきだということですか。 

熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 一つの例として、まず 12 月に定例会収集されますよね。これをやっ

ぱり前回もそうだったのですけども、例えば今計画していますけれども、定例会を４つに割る

ようなスタイルの形を今考えていますでしょう。昔で言う一定ですよね。一定の会期が切れる

２週間くらい前まで会期延長にしておいて、会期をそこまで延ばすという形の中で通年議会の

やり方というのですか、それを模索していくという形も取れるのではないかと思うのですけど

も。それは皆さんが合意しなければ良いよというふうにはならないですけども。そういう形の

中で、これも含めて議論して、我々の機能的なことだとか、チェック機能の度合いがどうなる

のか、理事者側の対応がどうなるのかというのが、そこで見ていくべきかなと思いますけれど、

どうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 今の点についてどうですか。 

公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、熊谷委員の言う、２週間前までがどうのこうのという話しはこれ

からの話しとして、まずは今回いろんな意見が出た中でも、１月１日ではなくても、今までや

ってきた通年議会の試行期間を延長しながら、今上げられたいろいろな問題についてしっかり

取り組んでいく、議論し合っていくということが大事だということであれば、今日のこの議運

の中で話し合われるべきことというのは、そこで終わるのではないかと思うのです。その後で、

熊谷委員の言われたいつまでという期間の話を今後の話として取り上げたらどうなのでしょう。 
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○委員長（山本浩平君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そんなに氏家委員、難しく考える必要無いと思うのですよ。従前やっ

ているわけだから、従前の方法をもう一回試行でやりましょうと。１ 月１日は通年議会は謳

わない条例を出してということですから。やるのであれば、みんなやるといっているわけだか

ら、試行をやるかやらないかの判断だけだから、取れるのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） そのとおりです。そのとおりの話しをしているのだけれども、例えば

という話しがあったので、例えばの話しは今ここでするべき話しではないでしょうということ

です。通年議会を今までのとおり試行的にやっていくということは、今皆さんと議論してある

わけだし、そのまま進めていきましょうという話しになっているのだから、それ以上の話しを

すると、また中でもって時間の話しをしなければいけない話しになるでしょうという話し。 

○委員長（山本浩平君） ちょっと休憩をしたいと思います。自由に討論したいと思います。 

 休憩 午後 ３時０５分 

  

再開 午後 ３時１８分 

○委員長（山本浩平君） 委員会を再開いたします。 

やはり町側とまだまだすり合わせをした中で、１月１日にはこだわらずに議論をまだ深めて

いく部分は結構あるというような認識に立って、町側とのすり合わせというのは、前回は議運

の委員長、副委員長、議長、副議長ですか、そういった形でこれからも行なうのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、この場でやられたら良いのでは・・・。 

○委員長（山本浩平君） では、町側を呼んですり合わせをしていくと。１月１日からという 

形にこだわらずに、まず詰める所は詰めていくということでよろしいですか。そういうふうに

しかならないですね。 

玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） いずれにしても、町側が出した資料の説明を早いうちに受けて、それ

が例えば１月１日に間に合うのであれば、そのまま本格的に取り入れれば良いし、間に合わな

ければもう少し意見の調整がいるというのであれば、そういう流動的なことでも構わない、今

の時期は。その説明が付けば、すぐやっても良いのだから、と思いますけど・・・。せっかく

ここまで詰めてきたのだから、やることははっきりしているのだし、皆さんがそう思っている

のだし。できれば早いうちにやることについては悪いことではないのだから。ただ、うちらの

会派なら、さっき熊谷委員言ったようにしてきたのだけど、今この段階まで来てしまったたら、

それでも良いのではないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今の玉井委員の話しなのですけども、この間の議運の中では、非常に

日程的に厳しいという部分あって、今日 26 日が議長とか町長おられない期間があるものですか

ら、今日がリミットだという話しを伺ったのですけども、その辺はどうでしたか、日程的には。 
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○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会の議案、会議案として出すのは最終日なのです。ですから、

今予定されるのは 14 か 18 予備日取っていますから、18 日になるのですね。ただ、その中で議

論する時間が取れるかどうかというのが微妙なのですよ。というのは、３日に町長の所信表明

があって、７日が一般質問通告の締め切りですから、その中で皆さん、質問する事項考えます

よね。13 日から一般質問ですから、その後はどういう質問するかと考えられるから、多分委員

会開く時間が無いだろうということだけなのです。ですから、今日もしくは 30 日くらいまで決

まらなければ出すのは無理かなと。その後、精力的に議運が開けるというのは、これは別です

けど、多分今までの状況から見たら一般質問等が入りますので、無理かなという気がするので

すよね。だから、その日程から逆算したのですよ。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） あと議論するのは、そういう状況なのだから、試行をするかどう

かということだけでしょう、現段階では。そのことを議論された方が良いのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 試行するかどうかということで、先ほど新政クラブの方から意見ご

ざいましたけれども。 

清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 私は最初の報告のときに申し上げましたけれども、試行はしてはいけ

ないのかという会派のあり方でしたから、試行ということであれば、良いですよということで

す。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さんどうですか、そのとおりで、先ほどの。共産党さんも異

論は無いと。私どもも異論はございません。 

では、試行に関してはそのままこうなるということで、日程的なものを見た上でなるべく早

く町側と私ども議運の中で話しを進めていくということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、次に入りたいと思います。 

２番目の白老町議会「通年議会」実施要綱。資料２でございます。前回配っているものでご

ざいますけども・・・。この要綱について皆様方から何か。 

清風。 

○委員（及川 保君） 要綱については特に異論はありませんでした、全体の中身として。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさんどうですか、この要綱について。 

○委員（熊谷雅史君） 要綱については概ねこのように進めてよろしいのかなと。ただ、事例

的にまた必要なことあれば、付帯で付いていくことになるのかなと思っていますけども。大体

要綱的には実施要綱としてはよろしいのではないですか。ただ、今気になるのは会期の１月か

ら 12 月とうっているから、これが変るのかなという所ですよね。それから、改選時期の話もこ

れはこれでそういうふうに謳っておいた方が良いのかなと。どんな議論にこれからなっていく

かわからないですけども、統一選挙に戻すという話しもなきにしもあらずかなという話しも、
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これは私の余計な話しですけども。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さんはいかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要綱そのものについては、僕は網羅されているのかなと思ってい

ます。ただ、先ほど委員外議員の前田議員から出ました、臨時会での一般質問的なものを認め

るかどうかという話しが出ていましたけれども、その話しが出ているとしたら、やっぱり詰め

ておく必要があるだろうと。この要綱には全く載っていませんし、そういう考え方で進めてい

ませんので、ですからそこは各会派の意見調整なり、今回で言えば時間ありますから、そうい

う意味で言えば。ですから、そこはそこで、もしそういうものが必要なのであれば。ただ、そ

うなればまた理事者と今度再協議しなければならないということになりますよね。そのことを

積極的な意味があって、議会としてはすごく良いことだと僕は思うのだけど、理事者側が絶対

嫌がるということははっきりしていますから、そういう所を含めて、そうなれば通年議会その

ものがちょっと面倒くさくなる、できるかできないかという状況になってきますよね。ですか

ら、そういうことも十分踏まえたうえで、議論はしておく必要はあるかなというふうには思っ

ています。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、どうですか。要綱について。 

○委員（氏家裕治君） 要綱については大体これで網羅されているのではないかなと思います。

あとは今、大渕副委員長が言ったように、先ほど前田議員からも出ていましたけども、議会に

ついての一般質問どうのこうのというのは、先ほどの 180 条と絡めて、また議論していく必要

があるのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風は、実施要綱につきましては、大体この中で網羅されて

いるのではないかということで、特に問題ないということでございます。 

委員外議員の前田議員、何かございますか、要綱について。 

○委員外議員（前田博之君） 今、大渕副委員長、氏家委員からも一般質問の弾力的な条項を

どうするかということを話し合って、そのことを議論していただければ良いなと、こう思いま

す。 

○委員長（山本浩平君） では、その件につきましては、まだ時間もございますので、会派持

ち帰りということで議論していただくということでよろしいですか。ここで今、皆さんから意

見賜った方がよろしいですか。時間ございますよね。再度やはり会派の中で皆さん意見調整を

していただきたいと思います。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 例えば、臨時会でも行政報告というのがあります。それから、定

例会でも一般質問のときに、代表質問でないときは行政報告してすぐ一般質問は入りますよね。

だけど、行政報告に対して質問したいということもあるのですよね。ほかの議会何かでもでも

随分やっている所もあるのだけども。そういうことで言えば、そういうことも含めて出てくる

と思うのですよ。ですから、そこら辺も含めて各会派でご議論願った方が良いのではないかと。

ただ、今まで進めてきたのは、今までの定例会のやり方と変らないよということで、町と話し
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をしておりますから、そこはかなり厳しいかなというふうには思います。ですから、いっぺん

にそこまでやったら通年議会そのものが実施できなくなるということもありますから、そうい

うことも含めて議論しないと駄目だと思うのですよ。だから、広報広聴常任委員会と両方で、

この議会改革進めるという中で言えば、やっぱり外へ出て行くということに対する出方の問題。

公務災害の問題等々が一番最初は非常に大きな問題。あとはチェック機能で常任委員会がいつ

でも開けるということが最大の眼目で我々取り組みましたので、そこの所も抑えていただかな

いと駄目かなという気がしていますけど。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 参考まで議長、何かあれば、どうですか。 

○議長（堀部登志雄君） 今いろいろと議論あって、こうすれば良い、ああすれば良いという

話しなのですけど、最後副委員長言った、要するに前と変らないのだよと。所管事務調査、公

務災害等々で大変メリットありますよということで進んできている大枠ですので、この際これ

もやってみたら、あれもやってみたらという形でどんどん付帯がついていくと、理事者との関

係で、そうするのだったら、これはこうするああするとなかなか実際の議会そのものがどんど

ん後の方に行ってしまうのではないか。やはり、本筋だけきちんとやっていっていただいた方

が理事者との話しがスムーズにいくのかなと思います。ただし、こういった面で、あまり理事

者に負担かけないで、こっちで非常にチェック面でメリットがあれば、それはそれで多いに出

していけば良いと思いますけど、そういう具合に思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、大渕副委員長、議長からそのようなご意見ございましたけれど

も、それらも含めて各会派でご議論をしていただきたいと存じます。では、実施要綱につきま

しては、このぐらいでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ３番目の地方自治法第 180 条の専決処分の委任についてですね。 

11 月 30 日に町側から説明をいただいて、その上で会派で再度議論していただくと、こうい

うことでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次に参りたいと思います。２番目でございます。 

広報広聴常任委員会についてでございます。小委員会・分科会の設置及び委員の選任。これ

は資料４がございますけれども。これらにつきまして、各会派で議論していただいたと思いま

すが、広報広聴常任委員会のあり方についてどうでしょうか。 

順番に聞いて参りたいと思います。日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） この件につきましては、委員が議運の裏返しということになって

いますけども、これはこれで結構です、委員につきましては。分科会は我々が今まで言ってき

たとおりです。実際に総務文教と産業厚生の分科会に分かれて広聴活動をきちっと行なうとい

うことですから・・・。ただ、通年議会との関係で、今、試行をするということになったから

良いのですけど、所管事務調査取るときに通年議会でなければどういう所管事務調査になるの

かなということが、ちょっといろいろなことになりました。 
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○委員長（山本浩平君） 局長からこのことについて・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 通年議会でないとすれば、当然従来と同じように議決を取って

やります。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは、わかっているのですけど、中身の取り方、例えばはじめ

から議会報告会がわかっているとか、懇談がわかっているとかなら良いのだけど、そうでなけ

れば当然できなくなりますよね。そこら辺を、通年議会でなければどういうふうに考えて、そ

ういうことを全部決めた上で所管事務調査を議決もらわないと駄目だというふうになるとした

ら、今度は産業厚生常任委員会と総務文教常任委員会でどこかの団体と懇談する場合は、全部

先に議論しておいて出さなければ駄目だということになりますね。そうなると通年議会でない

とはなはだちょっとやりづらいなと。機能がしなくなっていくかなと、広報広聴の。機能が非

常にしづらいかなという気がしているのです。だから、広報広聴の所管事務調査なら、議決の

仕方が、議決をしなければ駄目だということはわかるのだけど、そこら辺の取り方で何かある

のかなということ。 

○委員長（山本浩平君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それが、６月の前の議論までに戻ってしますのですけど、です

から合わせて実施しようという話しがあったのも事実だと思います。ですから、通年でやらな

いで、従来型でやるのであれば、分科会とか小委員会というのは特別委員会のような感じの設

置の仕方ですから、多分常任委員会の中で全部上げて所管取らないと、多分難しいのかなと。

分科会で協議して小委員会で協議したものを全体でまとめてというような形になるから、ちょ

っと大変かなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） 前に町民の方々から、町内会の団体から、この委員会に出前で

きてほしいということがありますよね。そういう場合はやっぱり広報広聴常任委員会ではなく、

常任委員会に直接来た場合に、今の話しの仕方では前もって全部組み入れてなければ駄目だか

ら、そういうふうに来た場合は、常任委員会で上げて、その上で所管事務調査として上げてか

らでないと、それを実施することができないという形になりますよね。広報広聴委員会という

のができたのですけど、では広報広聴委員会で出前のことはいつでも受けて良いですというの

を所管として持つということはできるのですか。そういうふうになれば別ですけど、そうでな

ければかなり次の議会まで、もしかして３月の定例会終わって、４月に来たとしたら６月まで

待ってもらって、６月の定例会で所管を組まないと、この委員会として分科会としては行けな

いですよね。だから、そういうことのすご不便さがあるので、広報広聴委員会でさっきおっし

ゃった、別に出前のものは受けて良いというようなものが持てるのかどうなのか、そういう仕

組み作りみたいなものはできるのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 出前トークの部分については、従来からあれは公務ではないの
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ですよ。非公式で、要するに議会が受けていますけども、出て行ってもらうのは議員活動とし

てでて行ってもらっていますから、当然公務災害の対象にはならないです。ただ、今回位置付

けとして、広報広聴常任委員会にしようということですから、その全体の中の一部に出前トー

クも委員会としてきちっと受けて出て行くということは、従来の形では無理なのです、それは

許可取ることできませんから。ただ、通年になるということの動きが良いということは委員長

経由で議長に上げればすぐ取れるということです。ですから、前の６月の議論は、だから新し

い議会でも良いのではないかという議論があったというのはそこなのです。それでなければ、

通年議会は生きないという議論を誰かされていましたし、多分通年議会と広聴をリンクさせる

ことによって、いろいろな多様な動きができるというのは間違いないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 確かに大渕副委員長の言われる懸念というのは、従前から話されてい

る内容で、今、局長が言った内容が一番すっきりするということは我々も理解しています。た

だ、今これ出てきて、分科会の話しでしょう、どうするかということ。出て行ったときにどう

するのだろうというのは、今言ったように試行でやられるということであれば、通年議会と同

じ対応ですから問題ないと思います。その上で議論しませんか。行ってしまうとまた、一等最

初の通年議会を１月１日からやるという話しに戻ってしまう。僕はそう思うということです。  

○委員長（山本浩平君） 皆さんに今伺っていきたいと思います。大渕副委員長から提案され

ましたけど、それ以外でもこの件について各会派で議論されたと思いますので・・・。 

新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 広報広聴の役割とかいろんな部分というのは、今回の改選した議会の

中で相当ウエートの高い議会活動の柱だと思うのですよ。今まで議論進めてきたとおり、やっ

ぱり出て行く、聞く、それから要するに情報を提供する、いろんなかかわりというのをここで

やらなくてはいけないと。今言ったような仕組みで常任委員会に分科会という形を取って、出

て行くときにはそこがリーダーシップ取ると。全体はみんな入っているわけですから・・・。 

今回小委員会作ってもらった所には、主に議会だより等々を専任でやっていただくというこ

とをまずお願いしなくてはいけないのかなと・・・。それから、分科会を含めて、主査、副主

査含めて、これが町民の所にいろんな絡みで出て行くよという、報告会を検討するよというと

きは、ここに入っていただかなくてはいけないと思うのですよ。そうなれば、今いる常任委員

会の正副委員長がここに入られた方が、話しがスムーズに行くのかなと。それで、この小委員

会の８名と、スケジュール的なこと、企画のこともここで話されて進めていただきたいという

ふうに思います。それで、我々一般の委員というのは、それの議論をしますけれども、分科会

の中でこういう形でどうだろうと、町民に対して今こういう案件があるから、こういう形でや

ったら良いのではないかとそこで話されるわけですよね。これを、小委員会を中心に主査、副

主査が入って行って、全体として議論をしてもらって決定して企画していくと。イメージ的に

はそうかなというふうに、うちの会派はそう思っています。出かけるときには正副議長が二手

に分かれるならついていくだとか、いろんな仕方も、この小委員会の中で議論してほしいなと
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いうことであります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、お願いします。 

○委員（氏家裕治君） まず、広報広聴常任委員会の分科会の一番の利点というのは、先ほど

も出ていました出前トークだとか何とかということが、今までは議員活動の中でやられていて、

公務災害の適用外の部分でやられていたと。今回、広報広聴常任委員会という形の中で、各分

科会を設けられて、その中で出前トーク等々が議会活動の中の一環として動けるというのは最

大のメリットでなないのかなと、僕は思っています。その中で各分科会で、先ほど言われた正

副委員長が委員にあたるとか何とかという、そういう話しはこれからなっていくのかと思いま

すけども。ただ、一番のメリットというのは、もっともっと町民との身近な部分で議会がそこ

に接していけるように、そういった広報広聴常任委員会であるのではないかなと思っています

ので、今回そういった部分では分科会の設置云々の形の中で広報広聴が運営されていけば良い

かなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 新しい議員が一人いたのですけれども、広報広聴についてはなかなか

説明しても理解されない部分もあったのですけども、もう既に前の議会でこの部分については

走っているし、やることになっているわけだから、委員に当然なっていますし、やっていくと、

わかったと言ったのですけど、この辺のことをこれからもきちっと町民に向けての説明を議会

としては・・・。議員の説明は別なのだと。白老町議会として、この 16 人が町民に向けて説明

をしなければいけないのだという説明を今日もきちっとして、理解はしてもらったのですけど

も、その辺の状況からやっていかないとなかなか厳しい意見もありますので、しかし議会とし

ても決めたことですから、これは。きちっとした委員会として、小委員会の中でまとめていく

ような形を取ってもらわない限り、なかなか難しいわけですから、私も責任を持ってきちっと

やるように努めてまいります。 

○委員長（山本浩平君） 新風なのですけども、私どもは確認ぐらいで大体終わったのですけ

ども、皆さんと同じ考え方で、それぞれの常任委員会、総務文教あるいは産業厚生の常任委員

会のメンバーが二つの分科会に分かれると。後は、小委員会の委員長、副委員長が全体の委員

長、副委員長兼ねると。小委員会の中でいろいろ具体的なことを決められていくのが良いので

はないかということです。ただ一つ、うちの鈴木委員がこの常任委員会の委員長ということで、

この議運に諮っていただきたいということがあったのですけども、例えばうちの鈴木委員は産

業厚生ではなくて総務文教に所属しているものですから、産業厚生の分科会で所管したような

ことについても自分は関わらなくても定例会の場では発表と言いますか、常任委員長がしなけ

ればならないらしいのです。そういうお話しだったのです。であれば、自分が本来参画できな

い分科会の方にもオブザーバー出席みたいな形をしていただかないと、ただまとめられたこと

だけを読むのではなかなか自分としても真意も伝わらないしみたいなことをおっしゃっていま

した。ですから、それをちょっとこの議運に諮って良いかどうかあれなのですけど、話しをし

ていただきたいという今日、話しがございました。 
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今の話しの件、局長どうなのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） どこに出るかによりますけど、正式な委員ではなくて、単なる

傍聴でも話しは聞けるのかと。ただ、委員会とちょっと違いますので、分科会分けしています

ので、分科会に委員外議員が適応されるのかどうか、それは調べてみなければわからないです

けど・・・。基本的に委員会に必要なために置くのですよ、分けるのですよ。ですから、こっ

ちの人はこっち見たいというのは通常傍聴で良いのではないかなという。発言がそこで生じる

かどうかというのを別にしても、そんなに出ないのではないかという気がする、そういう形で

良いのではないかという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 運用の中で、傍聴みたいな形で参加させていただくということでよ

ろしいですか。常任委員長がやはり所管事務調査の発表するのですよね。そのように認識して

いたのですが・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にイメージ立たないのかなという気がするのですけど、

委員会の下に小委員会、分科会を置くのですから、対外的に委員会の中では当然分科会の報告

ありますけど、委員会から出て報告するのは委員長でなかったら駄目なのですよね。ですから、

議会で委員会報告するとすれば、当然委員長でないと駄目だと思います。流れとしては、これ

は常任委員会ですから、分科会は毎回俗に言う従来の閉会中に活動はされるだろうと認識しま

すので、それぞれ総務文教、産業厚生で広聴活動やったものは、当然委員会に持ち上がって来

ると思うのです。全体会の中で分科会の報告がされて、それを委員長がまとめて議会で報告す

ると、この流れが筋だと思いますけど・・・。 

ですから、委員長が心配されているのは、そういうことではないかなと、総務に入っている

から、ほかの方はわからないというのは、そういうことだろうなと。ですから、これは広報広

聴の中の分科会ですから、何ぼ総務文教常任委員会の人数をもってあてても、総務文教常任委

員会では簡潔できないですから、広報広聴の常任委員会の中で簡潔しなければならないという

ことになります。使い分けと言ったら変ですが・・・。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 新政クラブの熊谷委員と言ったイメージとちょっと違うのだけど、

小委員会が議会だよりはもちろんですけれども、議会報告会、そういうものは全て小委員会の

中で行うと。分科会については、各常任委員会あるわけですから、その常任委員会の中で、こ

ういう所の団体と懇談したいという意見が出たら、それをまとめて常任委員会の中に言うとい

うふうにすれば、何もいらないのですよね。常任委員会と分科会は一緒ですから、だから常任

委員会の中で例えば校長会と懇談したいということになれば、それは総務文教常任委員会の中

で決めて、やるのは広報広聴常任委員会でやると、僕はそういうような認識だった。だから、

小委員会で立案、企画、運営は小委員会で行なうということで、あと分科会のメンバーとは何

かと言ったら、ここから外れた小委員会以外のメンバーは、例えば議会報告会に行く、常任委

員会に所属している部分で懇談なら懇談に行くと、それだけの仕事しかないと。出前トークが

あれば出前トークも入るかもしれませんけれども、僕は小委員会のメンバー以外の方はそれし
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かないのではないかなという認識でいたのですけれども。だから、初めに何も言わなかったの

です。熊谷委員はちょっと意見は違って、常任委員会のメンバーが入って会議やるというニュ

アンスのこと言ったから、ちょっと違うのかなという気がしたのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ちょっと私の言葉足らずだったかもしれませんけれど、我々の組織と

いうのは合議体ですから、役割分担どうのこうのというよりも、ある程度の道筋をつけておい

た方が良いのかなと。小委員会の役割は概ねこうでしょうと。今、大渕副委員長が言ったよう

に、そういうケースの時には分科会で対応も可能かなと、僕は思っていますから、ただやはり

広報広聴の常任委員会を設置したのですから。やはりその中で、小委員会という形を取るとい

うことも、これは従前決まっているわけですから、きちっと意識を持ってやってもらうために

は、私はさっきのようなスタイルが一番良いのかなというふう思っているだけです。だから今、

大渕副委員長のようなケースが出てきたら、分科会で対応するという部分も小委員会がちゃん

と所轄をすれば良いということだと思いますけれども。だから、はみ出した部分を分科会がや

るのだよということではなくて、やはり広報広聴と言ったら、みんな一緒なわけですから、そ

の中で常任委員会のスタイルをとっている小委員会があるわけですから、イニシアチブはここ

でとってもらわないと、僕はちょっと違うのではないかなと思いますけども、言っている意味

わかりますか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ちょっと僕の認識が違うのかもしれない。私が言っているのは、

企画、立案は全て小委員会でやるということ、ここが主導権を持ってやるという意味ですよ。

そして、あとほかにやることというのは、この小委員会のメンバー以外の方々がやることとい

うのは、議会報告会に出て行くということと、分科会で広聴活動を行なうことではないのか。

そうであれば、それは常任委員会で決めれば、それで全て事足りるし、当然そのことは小委員

会で議論されるわけだから、メンバーみないるわけですから、ですから私は十分それでことた

りるのではないかと。ただ、単純にそれだけの話しです、僕が言っているのは。だから、あと

は出前トークももちろんこの小委員会で全部仕切っていただくというふうに考えていたものだ

から、先ほどちょっと言われた分科会の主査、副主査も出て小委員会をやるべきだというよう

なご発言があったから、私はそうでないのではないですかということを言っているということ

です。僕はそういう認識でいたから。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ではなぜ、分科会の主査、副主査が必要なのですか。分科会で議論さ

れたことをどうやって持って行くのですか、小委員会に。広報広聴の常任委員会に誰がそれを

提案するのですか。だから、合議制の集団だから、主査、副主査を決めたのなら、そういう事

案だとかというときには、小委員会の中に入って行って議論してもらった方が良いのではない

ですかということです。 

○委員長（山本浩平君） 局長どうぞ。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 分科会と小委員会の位置というのを再確認したいと思いますけ

ど・・・。基本的には 16 人なのです。これが一つの常任委員会です。常任委員会の中に必要の

ために設置するのですから、そこに委ねる事項を決めなければ駄目なのです。分科会に委ねる

事項と小委員会に委ねる事項と・・・。だから、別々のものなのです。小委員会と分科会とご

っちゃにしたら駄目なのであって、別々のものなのです、役割としては。これから議論お願い

しますけど、一回委員会を立ち上げて、こういうことも必要だから、これを小委員会に委ねま

しょうと。メンバーはこれこれですよと。分科会は真二つに割るわけですから、分科会はそれ

ぞれの所管にかかる広聴ですよと委ねるのです。それ以外のものは権限無いのですよ。ですか

ら、分科会というのは所管に関わる広聴事項ですから、小委員会には入って行かれないですよ、

基本的には。そういうことになります。委員を決めるわけですから、それぞれの役割違うわけ

ですから、分科会と小委員会の役割。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） だから、そういうことだと思うのです。それが今、議論の最中ですか

ら。うちのクラブの考え方というのはそういうことなのですよということです。だから今、局

長が言ったように、広報広聴の役割がきちっと鮮明になっていて、分科会のやる役割が鮮明に

なれば僕は良いことだと思うし、ただ連絡体系が不備だと思うから、主査、副主査というのを

作るのだから、自分の所の常任委員会で今こういうことを計画していますと。立案、対応どう

したらいいですか、一緒に立案してもらえるのですか、全体で行くのですかという話しまで僕

は出る可能性だって出てくると思うのですよ。常任委員会だけの事案でいくということもあり

うるかもしれないけど、例えば財政問題の話しになったら、うちのクラブは今総務が対応して

いれば良いということですけど、大きな全体の中で、町民がすごく関心を持ったら全議員がい

った方が良いという議論にもなるわけでしょう。総務だけで良いのですかという議論、それを

どこでするのですかという話しです。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、小委員会でします。 

○委員（熊谷雅史君） だから、小委員会にそれをきちっと提起をして、常任委員会の中で話

されたことをきちっと伝える人が必要だから、要するに常任委員会に正副が主査、副主査にな

るわけでしょう。そういうときには小委員会開催しているときに出て行って、議論はできない

のかと。その方がベターではないのかということです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 構成員ということではないですよね。 

○委員（熊谷雅史君） ではなくて・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは可能性ありますよね。先ほど言ったようにオブザーバー

に入ってもらって・・・。 

○委員（熊谷雅史君） だから、正副主査は常任委員会の正副委員長で良いのではないですか

というのがうちのクラブの考えです。 

○委員長（山本浩平君） 委員会を閉じて、休憩に入りますので、フリートークを皆さんでお

願いしたいと思います、今の件につきまして。 
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休憩 午後４時００分 

  

再開 午後４時０５分 

○委員長（山本浩平君） 委員会を再開いたします。 

 分科会の主査、副主査はそれぞれの分科会で互選するということになっていますけれども、

先ほど新政クラブさんの方からは主査、副主査は各常任委員会の委員長、副委員長がよろしい

ではないかというようなご意見でしたけども、これについて皆さんご議論いただきたいと思い

ます。検討されていましたか、そのことについて。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私の所は議論していません。それで、常任委員長、副委員長がや

られるというのは一つの考えだし、もう一つは小委員会がうまく機能するということを考えれ

ば、小委員会のメンバーから主査、副主査を選んだ方が良いのかと、二通りの考え方がきっと

あるのではないかと思うのですけど、現段階の話しです。うちは全然そういう話しはしていま

せん。ただ、そういう選び方があるのかなというふうにも思いました。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 当初は、常任委員会の正副があたるという考え方だったのです。

イコールですから。ただ、正副委員長の、特に委員長のウエートが大きくなると思います。毎

回これをまとめなければならないですから、広聴の部分で。所管もまとめなければならないと。

当初は熊谷委員言っている、それの流れできているのは間違えないです。ですから流れとして

は、ただ今から何々委員会を行ないます。はい、ここで終わります。何々分科会を行ないます

という流れで、多分その中で簡潔してしまうと思いますけど・・・。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさんどうですか、今の件につきましては。及川委員。 

○委員（及川 保君） 前の委員会の中で、そういういろんな議論もされているのでしょうか

ら、最大限尊重するということになれば、今局長の言われたような、要するに分科会の正副委

員長がここにあたるということであればやむを得ないのではないのかな。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） すいません及川委員、これはこういうふうに話し詰まっていますけど

も、当初広報広聴というのは、大事な常任委員会になるだろうと。変な話し、議運の反対側と

いう提案もあったのですけど、ダブっても仕方ないのでないかという議論もあったのですよ。

それで、分科会を作るときも、常任委員会の正副委員長があたるべきというのは言っている会

派もいたのですけども、議論の中には適材適所で選ぼうという話しもあったのです。だから、

新しく組み入れられた常任委員会の中に広報広聴というのは大事だから、小委員会に属する人

も議運と同じ人になっても構わないし、それを携わる人達がある程度任せられる方が適任者や

られるべきではないかという議論もあったのです。それを引きずって今、話しをしています。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） スケジュール的に３日に広報広聴常任委員会開会ですよね。小委員会
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はここで決まって、正副委員長も決まっていますから、分科会を決めるということなのですね。

分科会の主査、副主査。そうしたらまだ３日まで時間あるのですよね。それまで、ちょっと会

派の方で・・・。 

○委員長（山本浩平君） 常任委員会に委ねますか。吉田副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） ちょっと聞いていて、一つの委員長、副委員長の分科会の主査、

副主査が兼任するとか、そういったことをみんなばらばらに捉えていたし、この広報広聴のあ

り方をもうちょっときちっとしておかないと、その中で分科会の主査、副主査を決めてくださ

いというふうになるということになると、何か今いろいろ議論ありましたよね。そういうのを

ある程度きちっと整理しておかないと、主査、副主査の選任の仕方も各常任委員会で分かれて

やったときに、ちょっと迷うのかなと。いろんな考え方があって出てくると、ごちゃごちゃに

なってしまうのかなと、そんな気もするのですけども、ある程度の整理的なもの、常任委員会

の中の広報広聴で、分科会はこういう役割になっていくよということをきちっと言っておかな

いと、その辺が明確でないと。私もある程度簡単に考えていたのですけど、いろんな意見も出

ましたから、そういう所を整理しておかないと、主査、副主査を決めるときに混乱しないなか

という気もするのですけども、どうでしょう。 

○委員長（山本浩平君） 改めて局長、説明していただけますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 説明と言うよりも、前回お配りしていますよね。常任委員会の

あり方という、資料４で配っている、これしかないのですよ。資料４の裏を見ていただければ

わかるのと思いますけど・・・。 

○委員長（山本浩平君） 前回配られた資料の中の、資料４の裏ですね。広報広聴常任委員会

の運営方法。 

○事務局長（上坊寺博之君） これが役割なのです。あと、これを委員会の条例変えられたと

きには、この役割で設置しているのです。だから、これでいかないと、常任委員会しかまだ設

置していませんから、小委員会とか分科会は設置できなくなるのです。ここでも議論があった

のは分科会なのです。何で分科会にするのかと。委員会でやれば良いのに、他の委員会でやれ

ば良いのではないかと言ったときに、広聴だけを横に入れたのでは、基本的には今のままでは

できませんよと。また、これの活動だけを外してしまうと、常任委員会成り立たなくなるので

す。広報編集と議会報告会だけやって、常任委員会かいと。今までの特別委員会と何が違うの

と。町村会で言われたことです。だから、そこで分科会を設置してやろうと。これを崩すと、

当初からの議論が崩れていってしまうのです。だから、分科会の設置の意義というのは、常任

委員会でできない所管に関わる団体の広聴なのだよということなのです、意見交換会とか。そ

れで議論してきたから、これを変えると、根本的に変ってしまうということです。だから、極

端に言うと、広報広聴常任委員会のことで他の所管に関わる広聴を除くというのであれば、分

科会はしなくても良いのです。例えばそうなったときに、常任委員会が成り立たなくなるので

す。だから、例えばここに他の常任委員会の所管に関わる広聴を除くと掲げれば、ここでも広

聴できるのです。だけど、こっちが常任委員会でなくなってしまうのです。特別委員会みたい
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になってしまいます。この議論というのは、広報の特別委員会をどうするという議論から入っ

ているものですから、特別委員会止めたというふうなのです。 

○委員長（山本浩平君） 休憩します。 

          休憩 午後 ４時 １６分 

  

再開 午後 ４時 ２０分 

○委員長（山本浩平君） それでは、休憩を閉じて、委員会を再開いたします。いろいろ、皆

さんご意見出ましたけども、各分科会で互選していただくということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そういうことでお願いをいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方からですが、３日、本会議第４回定例会の初日が開会さ

れますが、終わりましてから広報広聴常任委員会を開催しまして、まだ小委員会、分科会を設

置しておりません。ですから、委員会の中で形式になるかもしれませんけど、設置をさせても

らいまして、分科会の方、今言いましたように互選ですから、主査、副主査を互選してもらう

というような手続きを取らせていただきたいと思います。と言いますのでは、７日に一般質問

通告締切りで、その後に広報編さんという業務が入りますので、７日までに決まっていないと、

ちょっと動けないものですから、３日に設置していただきたいと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。その辺についてご質問ございませんか。無ければ

次に参りたいと思います。 

 第４回定例会における代表質問の実施について、皆さんにお尋ねしたいと思います。 

日本共産党。 

○副委員長（大渕紀夫君） 原則論で言えば代表質問やるべきだということなのですけれども、

前回もやっていないということもありますし、原則論で言えば全くそのとおりなのだけれども、

３月に代表質問があるということもありますので、今回は一般質問でやった方が良いのではな

いかというのがうちの会派の意見です。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政も同意見です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党。 

○委員（氏家裕治君） いろいろと話しは今回だけに限らず、代表質問のあり方自体について、

もうちょっと議論が必要ではないかという話しが出ていました。それから、今回の 12 月、執行

方針が出るわけですから、それについての代表質問があるべきではないかという話しがあった

のですけども、一般質問と代表質問がもしかしたらごっちゃになってしまうような、そういう

形のものにもなってしまいかねないということもあって、代表質問のあり方について、今回ど

うしたら良いかということも議運の中で揉んでもらうことも必要なのかなと思ったりもしてい

ますし、これからの代表質問のあり方についても、なかなか僕も４年半の中で議会の中にずっ

と参加させてもらって代表質問というのが、例えば他の市議会だとか道議会だとか、そういっ
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た部分での本来大きな枠での代表質問と白老町議会における代表質問というのは、あまりにも

かけ離れた部分で議論されているのではないかなと、私は感じた部分があったので、その辺も

ちょっと会派の中で話しをさせてもらいました。今回の 12 月の代表質問については、原則とし

てはまず必要ではないという話しも出ていました。 

○委員長（山本浩平君） 代表質問の全体的なあり方については、これからの議論にしたいと

思います。皆さんも各会派で検討していただきたいたいと思います。本日はするかしないかと

いうことにだけ絞っていきたいと思います。清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風も皆さんと同じ意見でした。11 月に町長が決まったわけだから、

きちっと代表質問とって正すべきではないかという話しだったのですけども、今日の会議の中

では、今回はやむを得ないのではないかと。３月の定例もあるわけだから、そこできちっとや

れば良いのではないかという話しになりました。 

○委員長（山本浩平君） 新風も皆様方と全く同じご意見でございますので、満場一致という

ことで、第４回定例会におきましては一般質問のみと、このようなことで決定させていただき

たいと思います。先ほど公明党さんから出ました代表質問そのもののあり方については、また

それぞれ各会派でいろいろご議論していただければありがたいなというふうに思います。時間

の関係上、次にまたどんどん進めて参りたいと思います。 

今後において議論が必要な事項、別紙５になっております。私の所、間に合わなくて５の１

になっておりますし、無会派の前田委員からのものは５に２になっております。まず白老町財

政健全化特別委員会の報告に関することの①、今後において議会が果たす役割につきまして、

日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここに書いているとおりでございます。以上。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（熊谷雅史君） 書いているとおりであります。ですけど、２番目なのですけども、広

報広聴委員会において、調査研究と書いていますけども、これをしながら実施すると。なぜか

というと、前回の特別委員会で区切り終わっていますから。ただ、これの文面で何らかの方法

をするべきだろうという提言もありますから。その辺含めて、調査研究をしながら実施すべき

というふうに書き直してください。だから、するということです。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん、お願いします。 

○委員（氏家裕治君） 財政健全化特別委員会の報告が終わった後、今後議会が果たす役割と

いうことで、まず国からの具体的な指標が出たというか、仮に 35％がどうのという部分は出て

きましたよね。そういった上でのこれからの行政の進め方について、全員による特別委員会を

立ち上げて、達成度のチェックだとか進捗状況だとか、また議会からの提言。これは例えば政

策研究会等々の部分が必要なのかなと思いますけれども、そういった部分について議会がしっ

かり取り組んでいくべきだろうという話しになっています。それから、町民への説明責任につ

いては、これも先ほど言いましたけれども、国からの指標が出た上で、来年度早々にでもまた

町民への説明会ができる状況を作るべきだと、これは広報広聴委員会等々に委ねるべきかなと
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思いますけども。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） ①については、前議会では特別委員会を作ってやったのですけども、

いわゆる特別委員会ではなくて、総務の常任委員会がきちっと対応すべきではないのかという

ことでございます。②については書いていますけど、説明するときに議会の 16 人がやっぱり町

民に対する責務だよと。広報広聴委員会がやるのだけれども、これについては、内容について

は小委員会の中できちっとやってもらえば良いだろうという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもは総務文教常任委員会の所管で対応して、必要に応じて町側

からの説明を受ける場合は、全員協議会も必要なときもあると思いますし、また必要があれば

特別委員会も設ける必要があるのではないかという意見です。町民への説明責任、報告会につ

きましては、広報広聴常任委員会において実施するということでございます。 

では、委員外議員の前田委員、お願いします。 

○委員外議員（前田博之君） 私、ごちゃごちゃ書いていますけども、区分の１の白老町財政

健全化特別委員会の報告に関することというのは、これは前回で終わっているのですよね。そ

れを継続して活かしていくのかどうかという問いなのか、ここはちょっとわからなかったので

すよ。ですから、②も本来改選終わったら委員会というのは引き続かないのですよ。もう終わ

っているよ、そこで。ですから、そういう書き方をしています。それで①もいろいろ書いてい

ますけども、逆にここで言っているように、議員の利害を超えて、議会で意見集約して具体的

な行動を起こす段階ではないかと。ただ、ここにあった報告を読ませていただきました。確か

に触り程度のある程度きれいな意見書になっていますから、それはそれで良いと思いますけど、

もっと本来的に言えば、これから脂っぽい部分をどう捉えるのかということで書いたのですよ。 

ここの委員会が、改めてまた委員会を作って、引き継いで存続をしていくという意味の問い

のですか、違うのですか。局長、どうなのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、広報を見てもらったとおり、特別委員会は報告したの

ですが、今後議会はこういうチェック機能を果たしていくよということを言っているわけです

から、それの組み立てをしなければならないわけです。ですから、こういう部分をどういうふ

うに取り上げていくのですかということを課題提起したのです。ですから皆さん、総務総務と

出てきたのです。 

○委員外議員（前田博之君） それで私①に出てきた、ちょっと抽象的かもわかりませんけど、

やっぱり本来は議員が一般質問に立たすべきかと思うけど、議会としての組織としてやるので

あるなら、総務文教常任委員会でやるのが良いのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） まず皆様方のご意見を拝聴するということだけにしたいと思います。 

市町村合併調査会のあり方について、日本共産党さんからお願いします。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここに書いてあるとおりであります。政策研究会の中で実施すべ

きというだけです。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 
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○委員（熊谷雅史君） うちは、今の議員会が主催している市町村合併のスタイルというので

すか、それを維持した方が良いということ。これはなぜかというと、各会派から幹事さんとい

う立場の中で出て組織立っているわけですよ。ですからそういう部分では、各会派の意見集約

もできるので、そこで進めて、要するに会長だとか幹事だとか運営する部分のこと言っている

のですよ。あと全体でやっているわけですから、その形を残した形で市町村合併研究会やられ

て、非常にメリットあったと思うので、そういう形でやっていただきたいということです。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 今までどおりのやり方で、この市町村合併の調査研究会というのは必

要だろうということになっています。ちょっと誤解される部分があって、町民の方も含めて市

長村合併研究会という名前を見て、合併もしないのになぜこんなことをやるのだと。白老町は

自立でやっていくのに、なぜ合併の研究会なんてやるのだという、誤解をされている部分があ

るような気がしてならない部分もあります。これは当初から、なぜ自立していていけるのかと

いうのを検証してきた合併調査研究会で、私はあると思っていますので、今後もそういった今

まで合併してきたところの状況だとか、白老町の今後のあり方みたいなものも全てその中で検

証をしながら、だから白老町は自立していけるのだということを、これからもまた勉強してい

きたいと、そう思っております。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風クラブは２番と５番、市長村合併調査と政策研究会ありますけど

も、これはもう政策研究会を一緒の中で、共産党さんの方も今、冒頭話しがありましたけども、

大体実は同じような考え方なのです。わざわざまた２つやるのではなくて、一つの議会として

研究会というのが作るのであれば一つにして、勉強したらどうなのだという考え方です、一緒

にして。だから、合併調査研究会というのにはならないと思うのですね、やり方も。 

○委員長（山本浩平君） 今までの議員会主催のものではないやり方ということですね。私ど

もなのですけども、やはり国も道州制に関して、非常に積極的に進めておりますので、白老町

が合併する、あるいはしたくない、関係なく合併議論がどんどん進んでくると思うのですね。

そうなれば、国や道の動向を研究する必要が絶対、会派としてはあるというふうに認識してお

ります。また、合併した後の市町村の動向もどのようになっているのかと、こういったことも

研究すべきではないのかなというふうに考えています。ただし、今までのような議員会主催と

いうようなものは廃止すべきであって、政策研究会等でも良いかなというふうに考えています。

ただ、政策研究会そのものについて、どういったものなのかというのが、会派の中でなかなか

まとめきれなかったものですから。ただ、議員会主催ということではないというもので、やは

り調査は継続すべきだという考え方でおります。 

前田委員外議員さん。 

○委員外議員（前田博之君） 私は、ここに書いてあるとおりです。しかし、必要とあれば一

つのテーマとして取り扱うという形で政策研究会の中からと思います。ただ私は、議論として

は、今は必要ないと思っています。 
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○委員長（山本浩平君） ひととおり皆様からご意見を伺っておりますけども、何か捕捉等や

意見がある方はどうぞ。無ければ、一応皆様から今は一通りご意見、それぞれ会派あるいは委

員外議員の皆様から意見を拝聴したということで、次に参りたいと思います。 

議員報酬の独自削減につきまして、日本共産党さんからお願いします。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここに書いているとおりですけれども、15 から 20 というちょっ

と曖昧な数字ですけれど、町職員が 20％ですから 20％というのが基本的な考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（熊谷雅史君） やはり削減の方向で検討すべきということで、額だとか幅だとかいう

のは、具体的には話しはしていません。ただ、議論して検証すべきでしょう。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 私たちも必要とは認めるべきだろうと思っております。今まで続けて

一般議員の５％が妥当かどうかという問題について、それについて話をいろいろしたのですけ

ども、白老町議会の場合、今 20 名から 16 名に減りました。16 名になった議員の中で、今後い

ろいろなまた政策議論だとか、ましてや視察に関しても、今までの回数よりも減らしたという

形の中で、これからまだまだ各常任委員会だとか各委員会でそういった勉強会また視察等々と

も考えていかなければならない所も出てくるのかなと、私は思っています。その中で、この削

減額を年数回の各委員会の視察費に回すことはできないのかという部分を、皆さんと議論する

べきではないのかなと。そういうことも考えることはできないのかなということが、話しの中

で出ていたものですから、削減額をそういった、うちは政務調査費も何も取る議会ではござい

ませんので、そういった部分の議会活動費、そういったものに回すことはできないのかという

ことをちょっと一つの提案として上げさせてもらいたいなと思っております。確かに行政は

20％という大きな削減額を示していますけども、行政と議会というのは、職員と議員というの

は、僕はまるっきり違うものだと考えていますので、そういった部分での話しの中から、この

削減額を、例えば視察費だとかそういったものに回せないかという話しが、そこからでてきた

ことであります。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブの意見としては、職員の給与カットも控えているのですけ

ども、定数削減もこれだけやってきているという部分もいろいろと考えたときに、さらに白老

町議会が今後の将来像を考えたときに、カットをこれからどんどん進めていくことによって、

町議員として、定年退職されて年金もらっている方とかどこどこの社長さんとか、ちょっと語

弊はありますけども、そういう方々にしか門戸を開けないような状況にこれからなっていくの

ではないかと、そういうものに非常に危惧しているのです。そういうことであれば、町職員の

給与カットもこれから出てくることですし、パーセントを入れるのはどうかという議論はあっ

たのですけども、とりあえず 10％程度なのかなという意見でした。 

○委員長（山本浩平君） 私どもなのですけども、これにつきましていろんな意見が出ました。

職員の給料カットですとか、いろいろな今の白老の財政問題を考えた場合には、おそらく各会
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派からは削減の方向というのは当然当たり前のように出てくるだろうという意見の中で、削減

しないわけにはいかないのではないかという意見は出たのですけれども、逆に私どもとしては

定数削減、これは 22 から 20 になったときは、ほかの所はまだやっていなかったはずです。実

質的に２名減らして、それからさらに今回 20 から 16 ということで４名削減と、思い切ったこ

とかなりやっているわけですよね。それと今度 16 名ということで、常任委員会も二つの常任委

員会に所属するというようなことで、委員会対応の機会も増加していろいろと考慮した場合。

また元来必ずしも白老町の報酬が、本州と比べても特別高いわけでもないという所でもあると

思うのですよ。町民の方もいろいろなご意見をお持ちの方もいらっしゃると思いますけれども、

もっと専門性を高めていくべきだと。もっと払うべきだという意見もあるのも事実ですから、

あえて私ども会派は現状維持という意見を、まず議運の中では出そうということでまとまりま

したので、こういったことをまずは出させていただきました。以上です。 

委員外議員の前田委員外議員お願いします。 

○委員外議員（前田博之君） 私は少し書いていますけども、私は 35％ということで、非常に

風当たりは強いですけども、なぜ 35 かということは、ここでは省略いたしますけども、後段に

書いています学識経験者等の知見を活用して云々と書いていますけども、今後及川委員もちょ

っとお話しありましたけども、専門的な部分に議員がどう関わっていくかあるいは先ほど言っ

た年金者とかそういう生活安定した人でなくても若い人がこういう議会に出てきて、それ相当

の報酬を出して活躍できるようなと、当然議員数もありますけども、そういうような議論を  

当初から自分たちではなくて今、地方自治法でこれ私が言った学識経験者踏まえて知見を活用

してということはできますから、委員会の中で。こういう部分で第三者がいろいろ議論して、

町民に理解を得るような形に持っていくのも一つの方法かなと、こう思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それぞれ各会派から報酬削減につきまして、おのおの意見がござい

ましたけども、特に皆さん何か申し述べておきたいことがありましたらどうぞ。それぞれの会

派あるいは委員外議員の皆様方からご意見を拝聴いたしましたので、それはそれとして次の所

へ行きたいと思います。 

 ４番目の、白老町自治基本条例に基づく第３次議会改革について、日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 書いてあるとおりです。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（熊谷雅史君） 同じくです。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、お願いします。 

○委員（氏家裕治君） 第３次議会改革については、当然やるべきだろうと。まず、通年議会

についての方向性については、会議規則等々に定めた上で、一定のルールが必要であろうとい

うことが、一つ出ておりました。広報広聴委員会の具体的な役割。これも具体的な役割と議運

との関わりについての議論がもうちょっと必要ではないのかということが出ておりました。ま

た具体的な役割については、条例化、申し合わせ事項、どっちの形になるのかわかりませんけ

ども、そういった形の中でしっかり定めた上で議論するべきではないかということは出ており
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ました。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 今後の実施すべきとなっていますけども、今後も実施すべきだろうと。

しかし今までもずっと継続してやってきた議会改革ですけども、やっぱり町民とどう話し合い

の中でやっていくかというのが、話しを聞いて改革を実施していくかも大事なことですので、

議会だけで議論するべきものではないだろうという話しでした。 

○委員長（山本浩平君） 私ども、新風なのですけれども、これは必要であるということなの

ですけれども、今回広報広聴委任委員会というものが新しくできましたので、やはりこれを活

用しなければ全く意味が無いだろうという意見でございまして、先ほどの公明党さんの意見と

類似しておりますけれども、議会運営委員会での審議部分と広報広聴での審議する部分を分類

して行なうべきだと。情報公開ですとか情報共有等については広報広聴で行なうべきではない

かと、このような意見でございます。 

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私も日本共産党と同じです。そして、継続の後にどう実行する

かということだと思います。必要だということです。 

○委員長（山本浩平君） 特に皆様の方からご意見ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 無ければ最後ですけれども、政策研究会のあり方でございます。 

日本共産党さん、お願いします。 

○副委員長（大渕紀夫君） 書いてあるとおりと言ったらあれだけれども、我々は特別委員会

を設置してテーマをきちっと設定して、具体的なものをきちっと作って、勉強会をきちっとや

るべきというふうに思っております。ですから、その中には、当然２番目の部分も入りますの

で、私たちはここに一本化して特別委員会でやってはいかがかということであります。以上。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（熊谷雅史君） 新政は、いろんな団体、研究会だとか調査機関を作るのはちょっとい

かがなものかなということもありまして、これも議論を進めたり、研究、調査を進めていく上

でいろいろ出てくるとは考えられるけれども、今の状況の中では市長村合併研究会を活用して、

議会全体の政策研究ができるような状態でしたら良いのではないかという意見であります。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 私たちの会派では、まず１点目で上げられた白老町の財政健全化特別

委員会の報告に関することの中で、①の部分で、今後においての議会が果たす役割という形の

中で申し上げたとおり、これからの行政の例えば達成度のチェックだとか進捗状況、またその

中での提言、議会からの提言という形の中を政策研究会という、もし会があるとすれば、そう

いった部分で勉強し、また行政に提言していくという形が本来必要なのではないかということ

を話し合ったわけですけども、今日いろんな話しを聞きまして、市長村合併の研究会、これを

一つの母体として、そういった形にすることもやぶさかではないだろうと、そう思います。 
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○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 先ほど２番で申し上げたように、政策研究会をもう少しきちっとした

体制にして、この中で市長村合併調査研究会なんかも一緒にできたら良いなということです。

統合というか・・・。どんな形になるか、共産党さんは特別委員会というようなことも出まし

たけども、形はどうかわかりませんけども、統合してやったらどうかということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 私ども、新風なのですけれども、この政策研究会につきましては、

自治基本条例に載っているということで、議会としては必ず対応していかなければならないの

ですけれども、どういった所が、例えばどこが諮問するかとか、どういった形で作っていくの

かということが、なかなか具体的に思い浮かばなかったのですよ。それで、会派としての意見

がなかなかまとまらなかったものですから、必要ではあるとは思っていますけれども、これに

つきましてはどういった形が良いかということも含めて、継続審議にしていただきたいなとい

うふうに思っています。 

委員外議員の前田委員。 

○委員外議員（前田博之君） 私はこういう委員会を設置してやるのが良いのか、あるいは議

員が委員としてこういう政策研究会を立ち上げるのが良いのか、それは議論のする所ですけれ

ども、いずれにしても私はある程度の全員協議会云々ではなくて、ある程度の部分で自分たち

テーマを持って、それを自主的に学習をし、その結果、立法政策を立法できるような能力、そ

してチェックし提案できるような、そこまで行けるような研究会にして、その研究会が一つの

議案を提案するぐらいの能力を持つ研究会でなければ、僕はならないし、そういう研究会にし

てほしいなと思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） この政策研究会につきましても、若干意見が分かれる所でございま

す。特に皆様の中から何か再度ある方いらっしゃれば・・・。無ければ今回、この各会派にお

ける考え方ということに関しましては、まず今回は一度調査させていただいたということで、

また今後議運の中でいろいろと議論を深めて参りたいというふうに思います。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 後で、公明党さんに出していただきたいと思います。これは一

回全部置き換えて整理してお配り申し上げたいと思います。それで、今議論した中で変る部分、

変らない部分表現あれば報告してもらって修正かけたいと思います。これは、あくまでもそれ

ぞれの会派の考え方ですので、合議体ですので、これをまとめていかなければなりません。こ

れを元に何回かは会派で揉んでいただくのがベターだと思います。ちょっと時間を置いてから

やられたらどうかなと思っていますけど・・・。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 局長から説明ございましたけども、そのようなやり方でよろしいで

すか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） そのように進めさせていただきます。 

５番目、その他につきまして。局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） ありません。 

○委員長（山本浩平君） 皆様から何かその他ございませんか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） １点だけ、今の件なのですけど、議員報酬の独自削減をもしやる

としたら、これはやっぱり置いておくわけにいかないと思うのですよ。やってもあまり意味が

無くなってしまうのではないかと思うのです、時間おくと。ですから、ここはやっぱり各会派

でもうちょっと詰めて、やらないならやらない、やるならやる。これはやっぱり他のものと違

って、結論をきちっと期日を決めて出した方が良いのではないかというふうに思いますけど、

その点お諮り願いたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 報酬削減については、期日をきちっと限定した上で臨むべきではな

いかというご意見でございます。お諮りしたいと思います。 

新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 当然、これからの定例会の予定を見ると、最終的には 17、18 で閉会

ということになりますね。閉会間際に議員提案ということになろうかと思いますので、それを

目途に議論を進めていくということをまず確認をするのと、30 日また議運ありますよね。それ

で、少し議論をさせていただくと。１回や２回で終わらないと思いますので、どうなのでしょ

う。それで合意できれば、検討するということを、今日確認するということで良いかと思いま

すが、どうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 今の熊谷委員のご意見に沿った形でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） それでは、皆さん各会派で詰めていただきたいと思います。 

ほか、ございませんか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次回、11 月 30 日、定例会の質疑事項ありますので、その時に

先ほどもちょっとありましたけども、総務課まだちょっとこれから協議ですけど、専決処分の

説明をお伺いしたいということと、今やった議員報酬の削減を 11 月 30 日まで会派で１回行な

っていただきたいということで確認したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） そういうことで、皆さんよろしくお願いをいたします。 

以上を持ちまして議会運営委員会を閉会いたします。どうもお疲れ様でございました。 

 

（午後 ４時 ５７分） 


