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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２月９日（金曜日） 

開  会     午前  １０時００分    

閉  会     午前  １１時２８分 

             

○議事日程  

調査事項    1. 議長の諮問に関する事項について 

         ・議員定数の削減に伴う諸制度の検討について  

        2. その他 

         ・会期決定に関する議会運営委員会報告について     

         ・議会費の予算補正について 

            

○出席委員（１１人） 

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 

委員外議員   根 本 道 明 君      委員外議員   玉 井 昭 一 君 

委員外議員   西 田 祐 子 君      

             

○欠席委員（０名） 

                                          

○職務のため出席した者の職氏名 

事務局主幹          中 村 英 二 君 

書   記          久 末 雅 通 君 
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○ 開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） おはようございます。ただ今より議会運営委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（大渕紀夫君） お諮りをいたします。本委員会については傍聴を許可することにご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって委員会条例第16 条の規定により委員長に

おいて傍聴を許可いたします。 

次に本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

○事務局主幹（中村英二君） 改めまして、おはようございます。本日の議会運営委員会につきま

しては、議長の諮問に関する事項について、議員定数の削減に伴う諸制度の検討についてという項

目を挙げております。その他としたしまして、３点ほど報告等がございますが、以上のような予定

になっております。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、さっそく調査事項に入りたいと思います。最初に定数削減に

伴う諸制度の確立ということで、議事録を精査いたしましたけれども、実は前回、６月の定例会ま

でに行なうというふうになりましたけれども、本来は３月までやるということでありました、全体

をね。それで、そういう状況ではなくて、前回の議会運営委員会で６月まで結論を出すということ

になりました。その結論の中身というのは、ここに出してあります、一つは議会のチェック機能の

拡充ということで、例えば通年議会というものが議題にあがって、一定の勉強会、議論をしており

ます。 

２番目に議会広報・広聴活動の拡充ということで、議会報告会や議会懇談会をどう取り組んで行

くか。 

３番目に議会・議員の政策能力の向上ということで、自治条例にもありますけれども政策研究会

をどうするかということがあります。 

そして、４番目に定数削減に伴う常任委員会の構成。これは、条例でうたわなくてはいけないと

いうことで、これが前回は中心になっておりますけれども、この４点を並行的に、議論を進め、６

月まで結論を出すということでございますので、最初にこの点の確認をいたしたいと思います。 

同時に全体を各会派の中で議論をしていただいて、この方向づけをどうするかということを６月

まで出していくと。これは、議会改革とも並行して進めるということになりますので、そういう点

で言いますと、相当精力的に進める必要があるであろうと。同時にですね、一定限度制度が必要だ

というふうになると、ほとんどが選挙後の実施ということになりますので、そういうことも視野に

入れた形の中で、常任委員会構成等々を視野に入れた形の中で行なっていくというふうになると思

いますので、その点を十分ご理解の上、各会派でこの４点についてのご意見をまとめていくと。決

して、定数削減による常任委員会の構成のみではございませんので、その点については十分考慮し

た上で各会派の会議を重ねていっていただきたいということを最初にお話しておきたいと思います。
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同時に、この点で各会派の会議が持たれたと思いますので、その点について、中心がどこにあろう

とも構いませんので各会派のご意見を賜っていきたいと、まず、そう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。こういう進め方でよろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） なお、一応、今日、このあと会派代表者会議も開かれるということでご

ざいますので、おおむね、お昼をめどに会議を進めたいと考えておりますので、その点お含みの上、

進行させたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは、１番目から４番目までの件について、各会派で議論をされた中身について報告を願い

たいと思います。町清クラブ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、委員長からの話のように、１番の議会チェック機能の拡充という問題

と、それから、４番目の定数削減に伴う常任委員会構成と、この面については十分に議論を私ども

会派ではしております。２番、３番については、今後の課題としてですね、新しい議会までの間の

検討事項と考えます。 

 それで、私どもの会派の考え方、通年議会についてでありますが、これは、全議員が全て十分に

通年議会というものに対して詳細のことについてまで、まだ十分に理解しているとは言えないと思

いますが、主旨については十分賛同できると思います。それで、議会を構成するのは議員でござい

ますけれども、議会というものはやっぱり町の理事者も当然参列しているわけですから、町理事者

の考えもあるので、前から私が申し上げておりますが、町理事者と十分連携を取りですね、細部に

ついて整合性を図るべきではないかと。それで、もし、その整合性が３月までにですね、いろいろ

な条例改正をする部分もあると思いますが、３月までに合意がもし、得られるのであれば新年度の

４月から会期を今年の10 月までにして採用してみてはどうかという考え方でまとめております。 

 それから、４番目の委員会構成についてでありますが、この委員会構成の中で、過去にも議論さ

れましたけれども、港湾特別委員会、それから、イオルの特別委員会と２つの特別委員会がありま

すが、港湾の方の特別委員会、これは特別委員会としては存在しておりますけど国の予算でどうの

こうのというふうに決定されるもので、第３商港区も昨年着工したわけでございます。今後はその

推移を十分監視・検討する状態にあると。それで、特別委員会を設置してもですね、今後は、今の

ところは必要性が無くなったのではないかなと。しかも、18 年度の委員会は２回しか特別委員会が

開催されていないのです。それで、私どもの会派としては、港湾特別委員会を解散して産業建設常

任委員会の所管にしてみてはどうかと、統合してみてはどうかというふうに考えます。こういう結

論になりました。それから、イオルの特別委員会。これも昨年から国の予算化をして長年の努力が

結実したわけでございまして、18 年度の委員会は１回しか開催されていないという実情を見た場合

ですね、今後はイオルの推移というか、そういうものを検討する必要はあるとは思いますけれども、

所管を民生常任委員会とした方がいいのではないかなと。ただですね、文化的な面もありますので、

総務常任委員会にも所管する部分があるのかなと。それで、所管する担当課の見直しも含めてです

ね、どのような委員会に所属した方がいいか、今後、検討の余地があるというふうに結論づけまし

た。委員会構成についてはもう一つですね。２つ、３つ、４つという意見がありますが、私ども町
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清クラブは３つの常任委員会とするということにしました。港湾、イオルに特別委員会を統合して、

委員会の活性化を含めますが、ボリュームが非常に多くなりますので、私どもとしては一応４つの

常任委員会ということも検討いたしましたけれども、現在の事務局体制を勘案してですね、この間

は事務局長から４つの常任委員会でも事務局体制は対応できますよという言葉をいただきましたけ

れども、事務局の体制を見た場合に３常任委員会がベターではないのかなということで私どもは３

常任委員会といたしました。それから、委員会構成の人数でございますが、この資料にも書いてあ

ったと思うのですが、１議員は２つの常任委員会に所属ができるというふうになりますので、これ

は先ほど委員長も申されたように、実施は新議会の 11 月からの定数 16 人として実施するわけです

けれども、16 人が２つの常任委員会に所属すると。そうしますと、32 人の常任委員ができると。そ

れで、３つの常任委員会に分けるとすれば、委員会の数はまた後で検討するとしても、11 名・11

名・10 名と、合計で 32 名というふうにしてはどうかと。こういう委員がおれば、所管事務のボリ

ュームが増加しても十分に審議できるのではないかと、活性化に繋がるのではないかということで

ございます。 

 それから、広報特別委員会、予算・決算特別委員会は従来どおり。そして、新しくなった委員会

の構成等についてもですね、今後の問題になりますが、通年議会の実施を通じながら３つにするか、

４つにするか、所管事務をどうするか、イオルの問題、港湾の問題、そういう委員会のあり方を通

年議会の中で検討してみてもよいというふうに考えます。以上が町清クラブの考え方でございます。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 続いて、どうぞ。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 新風の方の考えです。実は、私どもは１月25 日に議会運営委員会で私

どもの考え方をまとめて審議していただきました。その後は、私どもは会議をもっておりません。

ということは、当初、打ち合わせしたとおりの内容で進むという考えでございました。 

 まず、第１点の通年議会の関係でございますが、先般、提案いたしました課題を全て回答いただ

いた関係で一応私どもは、通年議会は協議した経過の中で、それを踏まえて進めて行くという方針

でございます。 

 ４番目の定数削減に伴う常任委員会の構成については、私どもが提示いたしました１月 25 日付の

内容に基づきまして、現在の３委員会をそのままスライドしてやる方法を取っていただきたいとい

う考えでおります。 

 ２番目の議会の広報・広聴活動の拡充の問題でございますが、これについては、広報関係につい

て特に大きな変化がないとすれば、何とか現状維持でやれないかという考えでございます。 

 ３番目の議会・議員の政策能力の向上の件につきましては、議会改革の改革内容におのおの意見

を持ち寄って、ここに登載した中で進めるべきではないかという意見でございます。先般、打ち合

わせした内容から判断からして以上のとおりでございますのでよろしくお願いいたします。以上で

す。 

○委員長（大渕紀夫君） 特別委員会は言及されていませんか。 

○副委員長（吉田正利君） 特別委員会はですね、今回、これについては言及しておりません。 
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 予算・決算につきましては、現状の方向で進めてもらいたいという考え方でございます。以上で

す。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブです。新政クラブは先回の議運の後、会派会議を１回招集して、

通年議会について精査をするということで会派会議を実施しております。内容的にちょっと私の説

明不十分もあるものですから、局長に講師をお願いして通年議会のあり方、考え方についてリサー

チを受けながら質疑応答の中で進めさせていただきました。その中で、会派の中ではやはり公務災

害が通年議会では適用されるということで、その辺についての評価は、その方がいいねという話に

なっております。ただ、ずっと議論を深めて行きますとやっぱり議会の持つ権限が非常に大きくな

るということで、これに比例してやっぱり理事者側のご意見というのがかなりいっぱい出てくるだ

ろうと。先ほど、町清クラブの加藤代表からも言われましたけれども、細部まですり合わせという

ことになるとかなり理事者側の理解も得なければ通年議会というのはちょっと難しいのかなという

意見もありました。それから、それに伴ってやっぱり条例だとか、規則、申し合わせをいじらなく

てはならないということなので、その辺のところもやっぱり慎重に、議論を含めて進めるべきでは

ないかと。それで、冒頭、大渕委員長の方から進め方としては６月までということの話の中で、議

会改革の中で併用して進むというお話がありましたので付け加えさせていただきますけれども、我

が会派としては通年議会をやはり改選の一つのアイテムというふうには捉えていないのですよね。

やることについての試行的なことについてはいいでしょうというご意見は出ましたけれども、その

辺のところを議会改革で進めてほしいということなものですから、今後、我が会派だけの考え方で

は決定はみないとは思いますけれども、その辺を含めてですね、これから議論を深めて行きたいな

というふうに思っております。 

 それから、２番、３番につきましては、自治基本条例、これが制定されています、この中でやっ

ぱり議会の果たす役割の中に、この中身が出てくるということもありまして、具現論ということで

はないのでしょうけれども、やはり２番目の報告会・懇談会、開かれた議会という大くくりの中で

は実施しなければいけないだろうと。 

 それから、３番目の政策能力向上についてはですね、やはり会派選抜でやられる集団がいいのか、

それとも、議会人というのですかね、この次なられる16 名の方の取り組みの形になろうかとは思う

のでしょうけれども、やはり政策を議論するという集団は作るべきだろうというところに意見が集

約されているのだと思います。 

 それから、定数削減に伴う常任委員会の構成につきましては、我が会派は従前から言っていると

おりですね、16 名になるので要するに常任委員会の数としてですね、７人以上ということであれば、

複数だぶるということも可能かとは思うのですけれども、大くくりで２常任委員会でいいのではな

いのだろうかというふうに考えをまとめました。 

 それから、特別委員会等々につきましては、町清クラブの加藤代表がおっしゃるとおりですね、

今ある港湾、それから、イオル、これにつきましては常任委員会の吸収が望ましいだろうと。それ

から、議会の中である議会広報についてはですね、議運に統合してもいいのではないかという考え
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方がちらっと出ました。それから、やっぱり予算・決算については全員でするという中身が強いの

で、これについては現存どおり残しておくべきだろうということで、一応その辺のところで議論が

終わっております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、私のところの報告をしたいと思います。 

 通年議会につきましてはですね、ここに書いてあるとおり、チェック機能を強化するということ

で言えば、今の議会を大幅に変えるということではなくてチェック機能を強化すると、それとやっ

ぱり公務災害の関係もございますので、委員会協議会を無くして、やっぱり常任委員会の中でもっ

と広く議論ができるということが、この部分で言えば当面、最大のメリットだろうということであ

ります。ですから、ここに焦点を当てて実施をするという方向が望ましいのではないかということ

であります。 

 ２点目については、ちょっと４点目との関わり合いの中で報告をしたいと思います。 

 ３点目につきましては、どういう形がいいのかと。会派できちんとした議論ができるようにして、

今、事務局がずいぶん会派のことでいろいろ資料を流してくれています。会派のあるべき姿、会派

が、ただ、どこの会派が出したから駄目とか、どこの会派だからいいとか、そういうのも駄目だよ

と。きちんと会派の中で議論をして、政策集団として能力を高めないと会派の意味がないというふ

うに書かれています。これは書かれているだけですけども。そういう形がいいのか、それとも、全

体で政策能力を上げるのがいいのか。また、ちょっとあれだったのは、自治条例の中で言っている

政策研究会というのは具体的に何なのだろうねとなったのですけどね。ちょっとよく形がちゃんと

見えていないものだから、よくわからなかったのです、我々は。それを作っていくのかもしれませ

んけれども、じゃあ、この自治条例の中での政策研究会というのは、いったいどういうふうに作る

のだろうというような議論になったのですけどね。ちょっとここはもうちょっと議論を深めましょ

うと。だから、そういうこととの関係と会派との関係がね、どう整合性を取りながら両方でやるの

かね、そこら辺もうちょっと研究が必要かなということになりました。ただ、今、吉田正利議員が

やられている合併研究会ですか、ああいうものはやっぱり非常にいいのではないかというような話

にはなりました。あれの資料を活かせば、一般質問等々でずいぶん使えますのでね。あれはいいな

というふうにはなったのですね。 

 それから、４番目なのですけども、まず、とりあえず現在の常任委員会はそのまま存続した方が

いいだろうと。なぜかと言うと、我々も特別委員会は廃止するという考えです。ですから、それが

吸収された時にやっぱり、それぐらい分かれていた方が、議論がしやすいのではないかと。大くく

りにしてしまうと、それは合理的なのですけれどもね、細かいところが議論されない。大きな問題

だから議論されるようになりますからね。だから、そういう点で言えば細かい方が、議論がしやす

いのではないかと。 

 それともう一つなのですけど、我々の考えは広報・広聴も常任委員会にしたらどうかという考え

なのです。それは、特別委員会というのは期間を切って、特別な問題が発生した時に特別委員会を

持ち、そして、終わったらすぐやめるというのが原則ですから、常設的な特別委員会というのはあ

りえないのですね。そうなれば、せっかく今、常任委員会を作ってもいいとなっているのですから、
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２番目の広報・広聴活動を全て統合して、議会広報と議会報告会や懇談会も全部そこに統合すると。

そこから行けば、議会報告会をやっても全部、議員の公務出張になるのではないかということで、

そういう意味からも、たぶん、これから議会報告会や議会懇談会がどういう形になるかわからない

けど、議会が深まると思うのですけどね、それを専門的にその常任委員会でやったらどうかとこう

いうことです。合理的にやるという意味でね。ですから、特別委員会は広報・広聴も無くすと。全

部無くして４常任委員会のシステムで行ってはいかがかと。予算・決算は他の会派が言っていらっ

しゃるとおり、これはやっぱり、その期間が終わったら終わりですから、これは特別委員会で、全

員でやった方がいいだろうと。特に16 人の場合はその方がいいだろうと。ということで、我々は可

能であれば４常任委員会、特別委員会はその都度起こすというような形が実現できないものかとい

うことで、そうすれば、２番目の議会広報・広聴活動から全部できるということになりますのでそ

ういうことで考えました。以上です。 

 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 議会のチェック機能の拡充ということでは、通年議会はやはり、私たちは

常任委員会が必要に応じて持てるということを含めて、十分そういう面ではチェック機能を活かし

て行けるのではないかということで、通年議会は実施すべきではないかという考えです。ただ、加

藤委員の会派からも出ましたけれども、やっぱり十分な準備、それは行政側も含めてなのですが、

十分な準備が整った上で実施できる段階になった時に実施すればいい。いつということで決めるの

もいいのですけれども、やっぱり十分な議論も必要でしょうし、また、それに対するための私たち

の準備も必要でしょうし、そういったものが全て整った時に、それが４月になるのか、６月になる

のかわかりませんけれども、そういった形できちんと準備を整えて実施していってほしいというこ

とです。 

 それから、議会の広報・広聴活動のあり方なのですが。これはこの間、議員定数のことで町民の

方々に懇談会をやった時に、町民の方々から意見が出ましたけれども、議会が必要な時だけ開くの

かという意見もありました。大変厳しい意見だったというふうに私は捉えております。そういった

意味では、定期的にきちんとやっぱり形は今後、検討しながら何らかの形で実施していくべきでは

ないかというふうに考えております。そういった意味では、それを進めて行くための何かを持たな

ければならないのか、それを今後の委員会になるのか、活動の検討、やり方、手法の検討をして行

くべきではないかというふうに考えています。 

 それから、議会・議員の政策能力の向上なのですが、先ほど、大渕委員長の方から出ましたけれ

ども、私たちも議員会としてやっている合併の勉強会なんかは、議会としては今一番注目すべきと

いうか、一番重要な勉強会の場として私たちは重要に捉えています。そういった意味では、会派の

政策能力を高めるためには、じゃあ、どうするのがいいのかということで、これはやっぱり皆さん

と議会改革の中で議論していって、会派の政策能力の向上の手法を考えるべきではないかというこ

とと。それから、前にもちょっと出しましたが視察研修の件も本当に委員会として必要なものが出

た時に実施するべきではないかということも含めて、そのあり様、そういったことを全て含めて政

策研究会となるからちょっと難しいのかなというふうにはちょっと思ったのですが、議員の資質向
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上と政策能力の向上のための手法をやっぱり、しっかり考えるべきではないかというふうに思って

います。 

 それから、４番目の定数削減に伴う常任委員会の構成なのですが、私たちは、常任委員会はやっ

ぱり３つというふうに考えています。 

 それで、特別委員会なのですが、港湾はこういう考えを前提にしています。通年議会にすると必

要に応じて常任委員会を開催できるということを前提におけば、港湾の方の必要性が出てきた時に

は常任委員会として申請をして、ですから、私たちも加藤委員の会派と同じなのですが、港湾は産

建に入ってもいいのではないかと。必要に応じてきちんと委員会そのものを港湾が必要であれば、

港湾のための常任委員会を申請してやればいいのではないかというふうに考えました。 

 それから、イオルは私たちも民生なのかなというふうに考えまして、民生に入れてやっていった

らいいのではないかというふうに考えました。それもやっぱり必要に応じて開けるということが前

提です。 

 それから、議会広報なのですが、一応１人が２つの委員会を持つということになると、だいたい

８人ずつ、３つの委員会だと 24 人ですから、あとの８人を広報と。その広報のあり方については、

私たちがちょっと考えたのは総務文教の中に入れるのはどうなのだろう、無理があるのだろうかと

いうところら辺までは話し合いました。ただ、その方向性についてはまた皆さんと議論をしたいと

いうことで。その辺まで、総務文教がいいのか、どうなのかねという話の中でどうなのだろうとい

うことを含めて皆さんにまた一緒に知恵を出し合って考えたいということで。 

 それから、予算・決算は今までやっていたとおりに、その都度、その時に必要な委員会としてや

ってはいいのではないだろうかということです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、一通り会派から出ましたので、委員外議員の方でこの件につ

きまして考え方がございましたら発言を許したいと思います。発言ございましたら、どうぞ。あり

ませんか。 

 それでは、全員の皆さんの意見がだいたい出揃ったということです。現段階で確認できること、

全員が同じことを言っていることは、今後もう議論しなくていいわけですから。予算・決算は全員

でやると、特別委員会でやると。これは全会派がそういうふうにおっしゃったと思うのですけども、

予算・決算については今後、特別委員会で行なうということでよろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） まず、第１点目、これはもうこれで決まったというふうにします。 

 次、特別委員会なのですけれども、議会広報を除くイオルと港湾、これについては全体的に無く

さないというところはあるのかな。全員、特別委員会は常任委員会に含むというご意見だったよう

に思うのですけれどもいかがでしょうか。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 私の方は、例えば港湾の場合ですね、平成20 年までに現在の第３商港

区が開発されて、予算づけも国でしているわけです。私はやはり、この期間帯においては重要な課

題を持っているわけでございまして、この事業が完了するまではやっぱり港湾という一つの目的か

らして現状の特別委員会方式で続けるべきではないかという考えを持っています。吸収するという
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意見については、今のところ、やはり、どうかなと思っているわけでございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） イオルは議論されていますか。イオルについてはどうでしょうか。 

○副委員長（吉田正利君） イオルも同じ考え方で。現状、イオルのこの制度が国の政策として認

められているわけでございます。それで、この事業が完了するまではやはり現状の中でやっていく

べきではないかというような考えでやっておりますので一つお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） ということは、新風さんは、特別委員会はそのまま残すという考えです

ね。広報ももちろんそういうふうになると思いますので。そういうことでございますので、これは

ちょっとこれからの議論が必要かなというふうに思います。予算・決算以外のことについては、こ

れからの議論ということになりますけれども、各会派に聞きたいことや、相互にそれぞれ考え方で

議論を戦わせるということでございましたら、どうぞ。こういうことを聞いてみたいとか、これは

どうだとか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 共産党さんにお聞きしたいのだけど。アイディアとしてね、名称は別にし

て広報・広聴委員会を独立させると、それで、４常任委員会にするという考え方もなかなか面白い

考え方だなと思うのですが、はたして広報・広聴委員会での仕事が常時あるのかなと。広報は定例

会ごとの議会だよりが当然ありますからいいのですが、議会の広聴について、独立したままで常時

そういうことが可能なのかなと。少なくとも年に４回も５回も議会の報告会のようなことをやると

すれば当然必要でしょうけれども、今の段階では年に１回、多くて２回しか実施出来ないような状

態でそういうふうにできるかなと。これはまだ議論の余地があると思うのですけれども。それにつ

れて、委員数は16 名に対して委員会の人数ですね、それは言っていないものだから、どういうふう

に考えておられるのか、その点を伺いたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） もちろん、これも詰まった話ではございません。こういうのが望ましい

のではないかという話でございますけれども。今、移動常任委員会は条例上の定めで常任委員会と

いうことでやっていますけども、議員の出前トークというのはそうではないですね。ですから、議

会がもっともっと町民の中に出て行くということで言えば、手法はまだまだ、いろいろ出てくるの

ではないかと。例えば公明党さんが言われた、いいか、悪いかは別ですよ、議員さんが常駐する話

がありましたね。そういう町民との関わり合いのあることは全部この広報・広聴常任委員会でやる

と、名前は別にしまして。広報は少なくとも４回は作るわけです、間違いなく。ですから、必ず定

期的に会議はある。常任委員会の意見をもっともっと入れると、広報活動の中で。本会議中心的で

すよね、今の広報活動というのは。そうではなくて、常任委員会の活動の方がこれからうんと重く

なると思うので、そういうことがちゃんと編集されるようなことを含めて考えたら、議会報告会は

最低１年間に１回はやるわけですから。そういうことも考えた時に、議会報告会をやる時に全員出

かける時は広報・広聴常任委員会の委員外議員で出れば、全部公務出張になると。例えば何かトラ

ブルがあったり、交通事故があったとしても、それは公務出張になると。こういうことも含めて考

えたら、これからは町民との接点が増えても減ることはないと思います。ですから、そういうこと

で言えば活かせるのではないかと。委員の数については、すみません、４常任委員会ということだ

けで委員の数については全く議論をしていないのです。どうぞ、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） なかなか面白いアイディアだなと、ユニークだなというふうに認識してい

るのだけども。16 人で４常任委員会というと４人ですよ。それは議論する、しないではなくて不可

能ですからね。 

○委員長（大渕紀夫君） ２つ関わるということです、僕らが言っているのは。それだけは間違い

ないです。 

○委員（加藤正恭君） そうでしょ。だから、おそらく 16×２で 32 名を予想しての４つだろうと

思うので。それは共産党さん言わないから。それをちょっと確認したいと思う。 

 それでね、熊谷さんの新政クラブ、そちらの方にちょっと聞きたいのだけど。２つの委員会とい

うのはね、１議員が２つの委員会に所属しないというのを原則にしてやれば２つしかできないので

すよね。３つ、４つは不可能なのです。だけど、２つではね、非常に今のいろいろな面で議論をし

ていてね、ボリュームが非常に多くてとてもではないけど、やっていられないという言葉があるけ

どね、忙しくなってとてもではないけども大変ですよ。２つの委員会ということになりますとね、

今のボリュームからいっても。それでなくても、４つにしようではないかなんていう議論まで出る

ような状態のところへね、２つはちょっと無理だと思うのだけども。どうしても２つの常任委員会

でやれるという自信があるのですか。その辺りはどうですか。 

○委員（熊谷雅史君） 自信があるのか、どうかではなくて、そういうことが望ましいだろうとい

う議論なのですね。なぜかと言うと、確かに忙しくて大変だと。だけど、変な話なのですけども20

から４減になって 16 になるのですから、その４人の今までやっていた議会活動量というのが 16 に

振り分けられるわけですよね。そうしたら、同じなわけですよ。大渕委員長が言った議論もあるの

ですけども、要するに議論をする場所が多ければ多いほど活性化すると。同じ人間がそういうセク

ションをいっぱい持つことによって活性化すると言うのですけど、私たちの考え方というのは数の

割り振りと、やはり今の状況の中の議会のチェックの精査度というのは、やはりきちんとした常任

委員会を大くくりで２つになった時に、通年議会をするということを前提に考えればですよ、これ

は２つで十分ではないかとこういうことです。でも、大変だとは思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 一つ、今の新政クラブさんにお聞きしたいのですよ。それはどういうこ

とかと言うとね、所管事務調査で取り上げる項目というのはね、絶対たくさんないですよ、１つか、

２つです。そうすると、大きくなればなるほど、取り上げる中身というのは太いものになります。

２つあれば、４項目取り上げるということになりますよね。深いか、浅いかということの話になっ

たら別ですけれども。僕はやっぱりね、そういうふうにしないと特別委員会が、まして港がそうい

うふうになったり、イオルをそういうふうにしようと考えていますから。港なんかは、僕は特別委

員会でも、本当に必要であれば。３ヶ月おきに港を所管事務調査で取り上げればいいと思っている

のです、僕は。今回、港と２つと、その次は取り上げないで、またその次の時は港と何々とかとや

れば、できると僕は思っているのです。そういう項目が少なくなっていくと、例えば港だとか、イ

オルが入ると重要度が増すから。だから、産建は港を取り上げる回数が多くなるのではないかと思

うわけ、無くしたらですよ。だから、なるべく多くの所管事務調査ができるというような状況、そ

れは項目を増やせばいいとなるのだけど、それと同じことになるかもしれないけど、私はそういう
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ふうにバラけてたくさんやれる方が皆さんの頭の切り替えを含めて極めてやりやすいのではないか

という考えなのですけどいかがですか。新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） それは卵が先か、鶏が先かという議論と同じだと思うのです。僕はそう思

うのです。だから、結局、議員として、やはり我々が４減をするということの前提の中で議会チェ

ックの機能、資質も上げるということもいろいろ議論してきています。その中で、確かに局面でそ

ういう議論もあるだろうと。だけど、議員としても、やはり資質だとか、要するに見識を深めるた

めには、かえって、きちんとした枠組みの中で自分達は何をしなくてはいけないかということを、

もう一回足元から見つめ直すためには常任委員会は２つで十分だろうとそういう考え方なのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の方、どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 僕はあまりそういう考え方にはならないのだけど。議長もね、新政クラブ

のメンバーなのだけども、いつも熊谷さんの意見しか聞いていないけど、議長もそういうお考えで

ございますか。その辺りのご意見を伺いたい。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私も２つでいいのかなと。私の考えはですね、個人的にはそういう考え

でおります。なぜかと言うと、要するに一つは白老町の行政の内容というのは変わるわけではない

のですよね。それで、16 人で４つ作ろうが、３つ作ろうが、２つ作ろうが、やはり業務の内容とい

うのは変わらないわけですよね、チェックする内容は。そうなった時にですね、例えば２つ分ける

と行政の仕事が２つに分けられるわけですよね。だけど、４つにすれば４つに分けられて、それぞ

れ入り組んで入っていくというような形では、結果的には４つにしても同じではないかなと、業務

の量はですね。だから、そういう具合に私は考えているのです。だから、例えば４つに割って２つ

だぶると、そして、２つにして１つしかやらないというのとですね、４つにすれば内容がころころ

変わりますから、それぞれの好みでやるか、必要度に応じてやるかの差はあっても、２つやらない

と駄目ですよね、４つにすれば２つの常任委員会に入らなければ駄目だと。２つにすれば１つでい

いと。そういうことで、業務というのは２つにするか、４つにするか分けるだけですから、私は変

わらないと。先ほど大渕委員長が言ったように、要するに所管事務調査で２項目か３項目が今まで

の通例ですよね、今度は６項目・７項目をやっぱり挙げて、それで、何日かかけてやって行けば同

じではないかなという具合に考えたのです。それともう一つは、やっぱり今、全体の、行政の方で

もそうなのですが、業務がどちらかと言うと統合しているというような意向もあるもので、やはり

経費等から見ると、あまり多くするということはやっぱり今までの流れから行くと、それだけ経費

もやっぱりかかってくるということにはなりますよね。そういった面ではやっぱり、よりコンパク

トにした方がいいのではないかという、そういう考えでうちらはいるということでございますので

一つ。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私はちょっと考え方が違って、今、議長の説明を聞いていて、今まで２つ

所管事務調査を取り上げたのを４つにすればいいと、私は委員会をやっていく中でこの頃すごく思

うのですが、委員会も所管して、勉強して見識を深めるという考えと、私は資料を先にいただいて、
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しっかり勉強をして行政の方向性だとか、そういうことできちんと委員会としての意見を言ってい

かなければならないというふうに思うのですね。ですから、資料をいただいても前もって勉強して、

委員会で本当にどんどん意見が言えたり、疑問な点、わからない点はもちろん聞いていいと思うの

ですが、そういった委員会にしていかなければいけないというふうに思うのです。資質を向上して

いくというためには。そうすると、５つも６つも所管を持った時に前もってきちんと勉強をして、

その委員会に参加をして意見を述べていけるかどうかということを考えると、私は委員会が多くて

２つ、半分なりを取り上げて、それをもっと深くきちんとした委員会をやっていけるというふうに

私は思っているのですね。やっぱり深めた議論をして、きちんとした議会の意見を言っていくとい

う、私は、委員会はそういう場だと思っていますのでそういった方向性で行くと、持つ範囲が広く

なるということはそういう面では多く持てばいいのですけど、それだけ浅くなってしまうのではな

いかなとそのような気がするのですけれど。 

○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） 今、吉田和子委員が言ったことは、僕もそのように思うのです。と

いうのは、委員会は、僕はね、できるだけ少なくなるものではないと。そして、それがどういうこ

とかと。今、吉田和子委員は議員の立場から言いましたけれども、僕は逆に、担当職員の人かたも

やはり委員会で深くやられるぞと言った時に、それなりに一生懸命、その書類を揃えるために一生

懸命やってくるわけなのですよ。そういう姿勢が僕はチェックだと思うのですよね。それがチェッ

ク機能だと思うの。 

 それと議長、もう一度聞きたいのだけれども。経費の面で違うと言いましたけれども、さて、そ

の経費というのはどこで違うのかな。例えば、新しく課を作るから数が多かったら経費がかかる、

少なかったら経費がかからないというふうなことには、議員のことで。だから、議員は別に経費同

じではないかなと思うのですね。委員会が多くなったから経費がたくさんかかるということはあり

得ないと思うのですね。２つになろうが、４つになろうが経費は同じだというふうに考えるのだけ

ども、そこら辺の根拠をちょっと。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 経費が余計かかるというのはね、要するに、端的に議員のあれからいく

と、常任委員長がそれだけ多くなるということは、その常任委員長の分は報酬等がかかるというこ

とになりますよね。そういった面があります。 

 それと、先ほど深くという話が吉田和子委員からあったのですけど、要するに４つにして２つ入

ると、それと２つにして１つ入るのと、仕事の量というかね、それはチェックするボリュームとい

うのは変わらないような気がするのですけど変わりますか。だから、それはそれぞれの常任委員会

の取り組み方、やり方だと思うのですよね。別に仕事が増えるわけではないのです。今あるのは同

じなのです。その中で４つ割って２つ入るかと、２つに割って１つしか入らないかとなると量的に

は同じだと。あと、常任委員会としての考え方でどこまで深く突っ込んでその常任委員会。そのか

わり、今まで３日だったのが１週間かかるかもしれませんよ。そして、２つに入ったら、３日、３

日やったら６日間かかるわけですから。そうすると、私は何となく２つも変わらないと。ただ、分
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ける項目によって、私はこっちの方をやりたい、こっちの方をやりたいと、２つにくくられるとこ

っちの方のやりたい部分ができないからというそういうデメリットというのですか、考え方はあり

ますけども。基本的には、僕は変わらないという具合に思います。これは、私の考えですから。ど

うなのでしょう、例えば２つにしたからといって量が少なくなる、４つにしたからといって多くな

るということではないと思うのです。基本的には同じではないかなと。２つ入ればやっぱり、例え

ば常任委員会を３日ずつやれば６日間やるわけですから。それを２つにしておけば、６日間かけま

すよとなれば同じことですよね。だから、入っている、担当する項目が違うと、バラエティだとい

うことだけなのかなと考えたのです。だから、それについてね、これはお互い考え方の議論ですか

ら、絶対それでなくては駄目だということでは全くございませんけども、会派としてはそういう考

えです。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長の言っていること、僕はよくわかりますよ。４つというのはね、ち

ょっと違うのですよ。今、議論されているのは３つか、２つかの議論なのですよ。４つか、２つか

の議論ではないのですよね。もう一つの部分は全く別な形で議論されるわけですから。今は３つか、

２つかの議論ですから。そういうことで言うと、私はちょっと考え方が違うのです。議論というの

はやっぱり、同じメンバーでずっと議論するというのと、違ったメンバー、違った視点で議論する

というのは全く違う結論が出ます。ですから、同じメンバーで、例えば理論的には議長の言うとお

り３項目ずつ取り上げれば、２つの常任委員会が３つずつ取り上げて時間がかかるのは同じことな

のですよ。ただね、議論する中身は明らかに違ってきます。これはなぜかと、同じ人が、同じ視点

で、同じものの議論をする、これは議会として見たら僕はね、プラスの方向に行くよりも、僕は３

つで違う人が入って議論した方が積極的になるというふうな考え方なのです、僕の考えは。だから、

物理的に言えば同じだということになるのだけど、議会というのは議論を旨とするところだから、

その議論を保証するということで言えば僕は、そういういろいろな形で議論していくという。だか

ら、広報・広聴を作って４つにして、半分ずつ分かれて、本当に違ったメンバーで議論していくと

いうのは、僕はかなり効果が、チェック機能を含めて効果が出るという、僕の考えというのはそう

いう考えなのですよ。だから、実際にね、理論的には３つ常任委員会で取り上げていることを２つ

まとめて６つにして倍でやればいいって、同じメンバーで、３ヶ月で倍にできるかと言ったら、僕

はきっとできないと思うのです。理論的にはできるのだけど、そういうふうにはならないような気

が私はするのですよ。熊谷委員、どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 今、大渕委員長の考え方もそうなのですけれども、我々が言っている２常

任委員会で進むという根底の中にはやっぱり会派制度というものを重視している部分というのはあ

るのです。なぜかと言うとですね、今、たまたま我が会派は議長を含めて４人ですけれども、３人

が常任委員会に所属できるわけですよ。そうすると、今、３常任委員会の情報というのは会派の中

でやっぱり議論があるのですね。今、何をやっているのだと。この根底があるから、僕は２つで十

分だという議論にもなるのです。わからないですよ、改選してどうなるのか。会派制度がそのまま

維持されるのか、全くバラけてしまうのかはわかりませんけれども、会派制度が残っているという

ことを前提であれば、所属される方が変な話、２名いれば両方の議会に関することの意見は言える
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ということですよね。だから、大渕委員長の言っているとおり、同じ人と同じ議論をするから同じ

結果しか出ないということには、僕はならないと、それだけはちょっと言っておきたいのです。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） 先ほど、大渕委員長の言った意見、これはもっともだと思うのだよ

ね。 

 それと、もう一つ付け加えたいのは、２年に１回変わりますよね、常任委員会はね。その時に２

つだったら総入れ替えになるわけなのですよ、そういうことですよね。そうしたならば、また、こ

ちら側の前期で考えた考え方が、こちら側で覆されるということもあり得るのです。それは決め方

ですから、半分だけ替えようというふうなことにもできる。だけど、不公平感から言ったら総入れ

替えになるのですよ。そういうことであれば、３常任委員会であれば、やはり今までどおり、前回

産建やったのだから、あなたの会派の中ではこういうふうにしてくださいという振り分けをして、

だいたいバランスのとれた常任委員会の構成ができるのだと思うのですよね。そこら辺もやはり加

味しておいた方がいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １議員が１委員会で、自治法上、今までずっと来たのですよ。そこはよく

ご存知でしょ。それを今度の自治法の改正によって、１議員が２委員会に入れるように改正された

のですよ。それはなぜかと言うと、長い間１議員は１委員会しか入れないということは不合理だと

いう長年のそういう理論の蓄積が自治法の改正に繋がって、それを採用する、採用しないは議会の

考え方だろうけれども、そういう長年のあれが実って１議員が２つの委員会に入れるよというふう

に改正されたのですよ。そういうベースみたいなものもあるということを十分認識してですね、し

かも、議員さんもどんどん、どんどん定数を減らしてきているという実状から見て、そうなると１

議員が１委員会では成り立たないよとこういうことから改正になったということも十分踏まえなく

てはならないと、私はそう思うのですけどね。歴史的なものもあるということで。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） これは１議員としてなのだけど、２つにすると総入れ替えになってしま

うと言うけど、逆に、１議員としては４年の任期があるわけですから、やはり任期の間で全てのこ

とに携わるという逆のいい面があります。２つになると半分ね。そういう面では一つだけ４年間の

間に所管していなかったというのがなくなるというようなね、逆にそういうメリットも僕は２つに

した場合あるのかなと、今の体制から行くとね。 

○委員外議員（根本道明君） ３つだから、２つずつ入るわけだから全部行くのですよ、それは。

３つの委員会になった場合に、そうしたら私は、今度はこっちとこっちにするよというふうな動き

方をするから全部まんべんなく行くのです。 

○議長（堀部登志雄君） それとですね、先ほど３つのやつを言わないで２つと４つで言ったとい

うけど、これはあくまでも常任委員会の方で、その中に広報と議運の関係は言っていなくて、ただ

常任委員会としてやった場合にはこういう具合に私は考えるよということですから。 
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○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 加藤代表の言っていることへの意見を言わせていただきたいのですけども。

自治法改正については喜ばしいことだと僕も思っています。それはなぜかと言うと、私も平成 11

年に初当選させていただいて、白老町議会議員にさせていただいた時、やはり常任委員会に 1 議員

が１というのはちょっと不合理だなと。これもやりたい、あれもやりたいと。その時には、この改

制を非常に望んでいました。だけど、今回は定数を減らすということも一つアクションとして出て

きた中身であると。今、行ったり来たりでないかという話を盛んにしていますけれども、携わる所

管の部分のところをやっぱり大くくりにして、先ほど議長が言ったように、前期と後期として入れ

替わるということであれば全ての行政に対する所管が一期の間にできるというメリットも出てきた

ということなのですね。だから、あとはやはりチェック能力を高める方策、それから、個々人の議

員の資質の向上の方に僕は傾注した方がいいのではないかと。それだから、結局、常任委員会が、

２つがいいのだよということも一つ入ってきたということなのですね。それだけはご理解していた

だきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議員の資質の向上と常任委員会の数とは、これはまた別な問題ですよ。完

全に分離して考えなければ駄目です。それでね、議員数を減らしたから２つでいいのだ、ではなく

て、先ほど大渕委員長がいみじくも言ったようにね、やっぱり１人の議員が、先ほど熊谷委員が単

純にね、当選した時に矛盾を感じたというそのとおりなのですよ。それが今の改正に繋がったとい

う。何十年もずっとそうやって来たわけですよ。だから、当然、熊谷委員が新人として出た場合、

これはちょっとおかしいなと思ったのは本当の素直な気持ちなのだよ。それが今、結実して２つに

なっているわけですよ。喜ぶべきではないですか、逆に。私の希望が叶ったと。そのとおりの改正

になったのだから。僕らも今までそう思ってきたのだから。だから、２年間かもしれないけれども、

１つの常任委員会ではなくて２つの常任委員会なら、大渕委員長の先ほどの議論ではないけれども、

両方のところに顔を出せるわけですよ。そして、また、変わった考え方で。メンバーも変わります

からね、多少は。同じ人も中にはいるかもしれないけど変わります、当然。そうなると、いろいろ

な議論がそこで戦わされて委員会の向上に、活性化に繋がるのではないかと私はそう思うというこ

とです。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） それはやっぱり３常任委員会以上を想定しての話ですよね。 

○委員（加藤正恭君） そのとおりです。 

○委員（熊谷雅史君） それだったら僕も理解できます。ただ、うちの会派は２でいいということ

で進めているという中身を今、説明しているだけの話ですから、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員（加藤正恭君） はい、わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） どうですか。他の委員さん、どうぞ遠慮しないでどんなことでも。これ

はもう議員同士が言うことですからね。何かがあってやっているわけではないですから、どんどん

議論した方がいいですよ。どうぞ、山本委員。 
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○委員（山本浩平君） 私ども新風としては３常任委員会ということなのですけれども。この理由

としてはですね、皆さん述べられたことも当然入っていますけれども、テーマによっては、例えば

環境の関係、具体的に申し上げますとね、環境関係で産業の方を考えると産建に所属するのではな

いかと、だけど、生活環境的なことに関しては民生ではないかと、どっちつかずのようなものも結

構これからも出てくると思うのですね。それを２つの常任委員会でやるとすれば、また、所管する

役場の方の担当の方でもいろいろと難しい部分も出てくるかなと。それであれば、やはり３常任委

員会のままでやった方がより細かくできるのではないかなというふうに思います。決して、新政ク

ラブさんの方が間違っているというような考え方は、うちは、そんなことは思っていませんので。 

 それと特別委員会のあり方に関しまして、私どもの会派だけ残した方がいいのではないかという

ことだったのですけれども。この理由としてはやはり先ほど代表が申し上げたとおりですね、やは

りいろいろと、港に関しても、イオルに関しても、特にイオルはそうだと思うのですけど、なかな

か国の考え方と地域の考え方と多少のずれがあるケースもありますし、いろいろと中身に関しては

まだまだこれから議論していかなければならない部分がたくさんあると思うのですよ。そういった

意味で、特別委員会を設けているということは必要だから設けていることでありましてね。港湾に

関しましても、町の財政が厳しくなって行けば行くほど、例えば役場内の中でも予算が一番どう見

ても突出しているのではないかとかそういった議論も出てくると思うのですね。だけども、やはり

町のこれからの総合的なことを、白老のことを考えるとやはり港湾は重要であるという議論も大い

にありますし。そういった意味でやはり、まだ僕は過渡期であるというふうに思うものですから、

両方ともやはり残して行くべきではないのかなというような考え方に立ってはおります。しかしな

がら、私どもの会派だけが今のところそういったような考え方。これは４人全員一致しての考え方

でございますので、皆様方の意見も参考にしながら今後会派会議の中でですね、常任委員会の統合

された場合はどういったことでそれを生かし切れていくのか、この辺も含めて議論をしていきたい

とこのように考えております。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今の特別委員会の問題なのだけれども。先ほどもちょっと申し上げたよう

に、去年１年間で、18 年度ですね、近いうちに特別委員会があるようだけど今まで２回ですよ。イ

オルに関しては１回しか開いていないのですよ、特別委員会。私も港湾のメンバーですからわかる

のです。町が予算つける、どうのこうのではないのですよ。国が予算ついた時、その前と、それだ

けのことでね。あとはこれといって審議がないのです。国の予算によって決まるわけですから。町

が独自の予算をつけるわけにはいかないわけですから、港湾の場合はね。ですから、それであれば

産建の方に入れてもいいのではないかと。その中で、所管事務調査で必要によってどんどん取り上

げればいいわけですから。特別委員会というのは、委員長が何回も言うように、ある程度の目標が

達したら無くなるのが特別委員会なのです。それが２年か、３年かならいいのですが、もう何十年

港のことの特別委員会やっていますか。もう常任委員会と同じなのです。イオルはもちろん最近出

てきた問題だから、あれですけども、調べると１回しかやっていないのですね。山本委員のような

考えであれば、常時、自分の方でテーマを見つけてですね、国の予算がどうあろうと関係なくです
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ね、特別委員会で常任委員会のように自分たちのテーマを見つけて招集するのなら、まだいいので

すよ。国の予算が決まったら、その時はやるけど、あとはただ経過を見ているだけということであ

っては特別委員会の仕事になっていないと僕は思うものだから、産建とか民生とかそういうふうに

持っていった方がいいというのが我々の考え方でね。取り上げないという意味ではないよ。全然な

いがしろにするという意味ではないのだけれども、所管する事務調査があればそういうところでや

った方が常に考えられるわけですよ。考えられますね。テーマに港湾取ろうと、イオルの問題は、

イオルを取ろうとこういうようなことを取り上げられるのだけど、特別委員会というのはそういう

ことが無いわけですから。必要によって招集ということでしょう。だから、取り上げるわけにはい

かないわけですよ、常時ね。だから、常任委員会のように所属したら、いつでも取り上げることが

できるからその方がいいのではないかという、僕は大渕委員長の考え方がいいと思うのでね。そう

すると常時取り上げられると。そういうことで、うちらの会派ではまとめたとこういうことです。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今、加藤委員の方からお話がございましたけれども、私も逆に今までの特

別委員会のあり方もちょっと違うのではないかなと思っておりました。私、港の方の委員長を背命

させていただいておりますけれども。と申しますのは、何かテーマが担当の課でこれは開いた方が

いいのではないかなという時だけお話があって、しかも、それも全てが開かれるわけではなくて。

このテーマに関しては、ちょっと事前審査にあたるのではないかなというような話もなかったわけ

ではないのですよ。だから、このテーマだけだったら、ちょっと今回、開くのはやめた方がいいの

ではないかというような話が調整の中で、例えば議会事務局との調整の中であったりとか、そうい

ったこともあったと思うのですよ。僕は逆に特別委員会のあり方としてはですね、イオルにしても、

港湾にしてもそうなのですけども、たとえ小さなテーマであってもこちらサイドから委員会を開い

てくれと、このことでちょっと聞きたいのだというような仕組みづくりというのは逆に必要ではな

かったのかなというふうに思っていたものですから、逆に僕は今の特別委員会のあり方も変えて残

していくべきだという考え方を持っているのですよ。ですけども、冒頭にお話しましたように、常

任委員会の中でやれる仕組みも踏まえて会派の中では再度いろいろと議論していきたいなというふ

うに考えています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） どうぞ、他。11 時 15 分まで暫時、休憩といたします。 

休   憩      午前１１時０９分 

                                           

再   開      午前１１時１７分 

○委員長（大渕紀夫君） それでは休憩を閉じて、会議を再開いたします。おおむね、45 分ぐらい

までにはあげたいと思っております。その後、その他の２番目のことについて、会派代表者会議を

開くということで議長から連絡を受けておりますので、そういうふうにしたいと思いますので、今

の件に関してもうちょっと意見がありましたら、どうぞ。委員外議員西田祐子議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 先ほどの常任委員会のことなのですけれども、私、新人議員としま
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して議員活動をさせていただきました中で、一昨年は自治基本条例で特別委員会・小委員会、また、

昨年度は病院の小委員会・特別委員会が開かれまして、委員長・副委員長の責任というのは非常に

大きいなというふうに感じております。常任委員会を減らすということは、それだけ委員長・副委

員長が多数の案件を持たなければならないというふうになりますので、できれば常任委員会は今ま

でどおりのような形でやはりやられた方が委員長・副委員長の責任が分散されてきて、よりいい委

員会活動ができるのではないかなと感じております。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、どうでしょうか。議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 一つ、先ほど共産党さんから出た議会広報・広聴の関係ね。それは、統

合して常任委員会にするということでね、そういう意味でのあれなのですけど。これはもうちょっ

と詳しく、どういうあれで考えられているか。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと雑談中も話をしましたけれども。特別委員会は恒常的に作らな

いということで言えば、広報・広聴の特別委員会だけは特別だと残すのは、私はおかしいと。イオ

ルと港だけ切ってしまうというのはおかしいと。そうなると、特別委員会が恒常的に行なわれると

いうことがおかしいのであれば、それこそ先ほどから加藤委員が言われているように、自治法が改

正になって、やってもいいということですから、やれる範囲できちんと特別委員会ではなくて常任

委員会にすると。そうすれば、先ほどからのご議論のように常任委員長になられると、特別委員長

がね。それは、報酬が払われますから支出は増えるかもしれませんけれども、私は、議会にとって

はそういう意味ではまず、そういう部分が担保されると。同時に、この２番目の議会報告等々をや

らなくてはいけない。これはね、どこかできちんと議論して組まなければ駄目でしょう。それをず

っと議運でやるのかと。そういうことにはならないでしょうと。そうであれば、広報と広聴という

のは、町民に対するそういうものというのは統一的に考えて、公明党の吉田和子委員から出たよう

な個々の当番の問題だとか、それから、議員の出前トークだとか、そういうことまでも含めた広報・

広聴活動全般をやれるような常任委員会を作ると。そして、必要に応じて全員が出なくてはいけな

い時、例えば議会報告会の時は先ほども言いましたように、委員外議員でみんな集めて出れば、議

員の公務災害の関係もクリアできると。そういう点で言えば、僕は他の常任委員会と同じくらいの

ボリュームは十分出るだろうという考えであります。はい、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） それともう一つ。それを含めて３つ、今までと同様に３つでいいという

話がありましたね。だけど、これを入れるということでは４つという形になるということですね。

はい、わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。無ければ、今の議論を必ず持ち帰ってもらって４点で、各会派で会

議を持ってもらうと。もし、可能であれば26 日に議会運営委員会が開かれます、これは第１回定例

会のための議会運営委員会が 26 日開かれますので、その時にご議論ができるような状況になれば、

精力的にやって行きたいと考えておりますので、それまでたぶん皆さん会派会議やられると思いま

すので、そういう取り運びで行きたいと思うのですけどいかがでしょうか。 

［「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か。それでは、そのようにいたしたいと思います。 
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 それでは、次に会期決定に関する議会運営委員会報告についてということで資料が行っておりま

すので、それを見ていただきながら、議会事務局お願いいたします。 

○事務局主幹（中村英二君） それでは、会期決定に関する議会運営委員会報告についてという項

目、資料１の方をご覧いただきたいと思います。これを説明する前にですね、現在、会期の決定に

つきましては、事前の議会運営委員会の中で議案等の件数等を勘案した中で、実際に本会議の中で

は議長の方で何日から何日までということで報告をいたしておりますが、他の町村議会等の実例な

どを情報交換する中でですね、実際に議運の中で話し合われて、当該定例会についてはこういった

案件があって、これだけの会期というようなことをきちんと整理、議会運営委員会として話された

ことを報告した上で会期の決定をするというようなことが実際に行なわれているということであり

ます。管内の例でいきますと、むかわ町議会ですとか、厚真町議会、あと福島町ですとか、苫小牧

市、それぞれ、あちこち実際に、今、提示している資料１に書かれているような会期決定の議案と

いたします以降、議会運営委員長からの議運での審議事項を報告した上で会期決定をしているとい

う事例があるということで一応検討をしていただきたいと。それでもし、可能であれば、直後の定

例会等での進め方として取り計りたいという提案でございます。以上、説明を終わらせていただき

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 前回から、これはちょっと議論してもらっていますけれども、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） これはルール上、こういうことですから。苫小牧も厚真もむかわもみん

なやっておりますので。それでは、よろしゅうございますね。ですから、直近の議会からというこ

とで３月議会から、このようにさせていただきますのでよろしくお願いします。 

 それでは、３番目の方お願いいたします。 

○事務局主幹（中村英二君） それでは、資料３をご覧いただきたいのですが。事務局の方で議会

費の最終的な補正予算ということで、資料３と書いている裏面をご覧いただきたいのですが。平成

18 年度予算執行状況ということで議員報酬等、それから、ちょっと字が切れていますが議会運営費、

それから、議会だより発行経費ということで小さな字で見づらいと思いますが、全体的に３つの事

務事業、そして、各節ごとに細かく書かれております部分で当初に予算を組んだ、もしくは９月補

正等で一部ありますが、このような形で執行をしたいと。この中でですね、支出予定内訳と一番右

側の方に補正額という文字が載っております。ほとんどは予算のとおり執行させていただいて進む

わけですが、一部減額補正をするもの、それから、若干予算が足りないというものがあります。も

う一度裏面をご覧いただきたいのですが、資料３と書いている面。今、申しました減額、それから、

増額補正する部分だけをピックアップしております。全体は裏面のとおりであります。 

 それで１点目、議会運営経費・旅費というのがご覧いただけると思いますが、費用弁償・普通旅

費。これらにつきましては、今後の支出見込み等を勘案した時にですね、実際には３常任委員会の

道外視察というは当初に組まれておりました。これは、どちらに行くか、行く先がわからない中で

多めに予算を組んでおりました。また、病院の調査の中で道外視察等もありましたが、これらも実



 - 20 - 

際に若干多めに予算を組んだというような経過もございますので、議員関係の費用弁償、それから、

随行等した職員の普通旅費、これらを合わせまして、ちょっと大雑把な説明で恐縮ですが、89 万

2,000 円不用額が生じるということで減額補正させていただきたいということであります。 

 それから、見づらいと思いますが、12 役務費。これは、筆耕翻訳料なのですけれども。これは、

本会議会議録センターに出している部分、それから、本日のような委員会の方は町内の方に反訳を

お願いしておりますが、今後も議運、それから、病院の調査特別委員会等の委員会が例年よりも多

い、年度当初よりも多いであろうということで20 万円ほど多く補正をさせていただきたいというこ

とであります。あと一番下、議会だよりの発行経費の中で。これは、印刷製本費でありますが、年

度当初に組んだものよりも、実際に単価契約をしたものが安くなっておりまして、これらの差金、

不用額ということで47 万 6,000 円減額をするということで。 

 この大きく３点、２つは減額、１つは増額になりますが３月の定例会の中で議会費の関係の補正

をさせていただくということの報告であります。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） この件について、ご質問がある方、どうぞ。よろしゅうございますね。 

 それでは、その他終わりましたけれども、それ以外に何かご発言がある方、ありましたらどうぞ。

ありませんね。 

                                           

○ 閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、以上をもちまして本日の議会運営委員会を終了いたします。

ご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時２８分） 


