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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 ３月２８日（水） 

  開 会   午前１０時００分 

  閉 会   午前１１時４４分 

 

○議事日程  

 調査事項  

○ 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 

 

○会議に付した事件 

 調査事項  

○ 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 

 

○出席委員（９名） 

 委員長    大 渕 紀 夫 君         副委員長   吉 田 正 利 君 

 委 員    熊 谷 雅 史 君         委 員    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 

 

○欠席委員（１名）  

委 員    山 本 浩 平 君 

 

○職務の為出席した者の職氏名  

 事務局長   上坊寺 博 之 君         事務局主幹   中 村 英 二 君 
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◎開催の宣言 
○委員長（大渕紀夫君） おはようございます。ただ今から議会運営委員会を開会いたします。 

 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。 

 

◎調査事項 
○委員長（大渕紀夫君） 次に、本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。今日の議会運営委員会でございますが、ご承知のと

おり議長の諮問に関する事項、議員定数の削減に伴う諸制度の検討、４項目くらいございます。委員会の

数等の協議をしていただくということになってございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） なお、山本委員と委員外議員の西田議員につきましては欠席、熊谷委員は若干

遅刻で、ただ今出席をするという連絡が入りましたので、そのようにご承知置きを願いたいと思います。 

それでは、議員定数削減に伴う諸制度の検討についてということで、早速調査事項に入りたいと思いま

すけれども、最初に必要な資料がございます。資料を確認していただきまして局長から若干の説明をよろ

しくお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、１枚目、定数削減に伴う常任委員会の検討ということで、広報広聴

常任委員会、ご議論が出ておりました。これについて先般、道の議長会、事務局長のほうへ１回照会しま

した内容を若干まとめてありますので、それを説明したいと思います。 

 まず、ご回答いただいた内容ですが、今般の地方自治法の改正による常任委員会の一委員会所属の撤廃。

これについては各議会の委員会活動の自主性を図るものを主眼として法改正を行ったものであるから、白

老町議会が今進もうとしている方向性、広報広聴常任委員会、それについては間違いではないと。 

 常任委員会になじむのかという質問も、前回出ていましたけれども、道の議長会の回答としては、それ

は全然規制するものではありませんよということでございました。 

 ただしというお話が何点かされたので、ご説明したいと思います。 

 ただし、白老町がそういう常任委員会として進もうとするのであれば、その常任委員会の位置付けを自

覚を持ちながら覚悟して進まれたいいのではないですかという話はされていました。というのは、作って

も活動しなかったりということが当然ありますので、その中で他の常任委員会とどこが違うのですかとい

うものを明確にしたほうがよろしいと。他の委員会でも調査事項をしないですかと。そういうことを申さ

れていました。 

 ただ、なぜ自覚を持ち覚悟してやりなさいといったのは、白老町議会は他の議会から注目されている議

会ですよと。議会改革等も過去からやってこられて。ですから当然他市町村から、「その常任委員会とし

ての効果、期待というものは見せることが問われてくるでしょうね」ということで、そういうお言葉が出

されたのだと思います。 

 一応簡単ですけれどもそのようなご回答をいただいております。 

 それと次に、議会運営の実際という部分の写しをつけてございます。ここに常任委員複数性の留意点と

いうことで解説が載っています。これについては、あとで説明をしませんので見ていただきたいなと思い
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ます。これ一番最後でいいですね。 

 一応、委員会の数の考え方のご説明は以上であります。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今前回ご議論をいただきました、仮ですけれども広報広聴に関する

常任委員会を作るとしたらということで、全道議長会の局長の意見があったということであります。それ

で、常任委員会の数と内容について一定限度までは詰まってきておりますけれども、まだ最後の詰めが行

われていないということで、今の広報広聴常任委員会をどうするかということを含めて、常任委員会の数

と、この部分での意見をそれぞれ、会派の意見でも結構ですし、個々の意見でも結構ですので述べていた

だきまして、一定のところまで進めたいというふうに考えておりますので、各委員の皆さんご意見ござい

ましたらどうぞ出していただきたいと思います。 

はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 新風でございます。新風につきましては、委員会の構成は先回お話ししたよ

うに３常任委員会という考えは変わってございません。委員の構成でございますが、これは一委員会８名

にしたいと思っておりました。 

それから広報の関係につきましては、当初主張のとおり、これを存続させていきたいという考えを持って

おりますので、特殊性を持たすとすれば、今後の通年議会並びに町民との接点を、やはりこの広報活動か

らより見つけ出して、特性を打ち出すことが必要ではないかという感がございますので、そのような目的

をもって広報委員会を存続させていきたいという考えを持っておりますのでよろしく願いしたいと思い

ます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。すみません、今のご意見は特別委員会として残すというふうに理解して

よろしゅうございますか。 

○副委員長（吉田正利君） 基本的にはそうなのですが、もし特別委員会がどうしてもということであれ

ば、なんらか他の方法でという考え方で結論を出しております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の方。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、前回の議会運営委員会以降、会派としては特別集まってこれ

についての議論をしておりません。従って、ここに書いてあります委員会のあり方の協議事項として、町

清クラブの考え方はこのとおりでございまして、４常任委員会にすると。 

 それから、１議員は２つの委員会に所属するということで、16×２＝32、それを4 で割るということは

８名。こういうことで進めております。広報広聴常任委員会、これが名称は別としても、これにプラス議

会改革の最大の目的である、最大の目的になるかどうかは別にしても、町民との場のところでの開かれた

議会ということで、議会報告会的なものもこの中に含めるということで、もう少し勢籏さんの考え方と同

じように、位置付けをもう少し議論をして、きちんとしたものにして、４つの常任委員会にしなければな

らないという考え方に、我々は変わらないものであります。 

 先ほど新風さんから、８名の委員ということになって３つの常任委員会ということになると 24 名にな

りますね。ですから一議員が２つの委員会に入るということが前提だろうと思うのですが、それを３つの

常任委員会で分けるということになると、８名ではなくて10 名～11 名という考え方になるから、８名と

いう考え方は解せないのですが、そのあたりはどうなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 新風の考えですが、先ほど話したように特別委員会を広報という限定された

ものでなければ、今加藤委員が話したように、例えば常任委員会に広報を含めるとしたときに、４常任委
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員会という結論もやむを得ないのではないかと考えております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 常任委員会ではなくて、特別委員会というものをもう１つ作るという意味ですね。  

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 基本的にはそうだったのですが、もし不可能であればということで、４常任

委員会のほうに、もし最悪の場合は。そのような考えで８名というふうにいたしました。 

○委員長（大渕紀夫君） はいどうぞ。はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 公明です。うちは３常任委員会という考え方で、先ほど新風さんがおっしゃった

ように、私たち、議運も考えていたのですよね。議運は別なのかなと。ただ、広報広聴と在り方と、広報

を作るということが、先ほど出ましたけれど、常任委員会という形には、差しさわりがないということで

したので、そこがちょっとひっかかっていたのです。常任委員会とすることが、そこまで必要なのかどう

なのか、もっと違った形の委員会の持ち方が考えられないのかということで、それは皆さんと意見交換を

してということで今日は来たのですけれども。 

 だから、一委員会、一議員が２つの委員会を持って、８人というのは基本的にはあるのです。その広報

をどういう形で持っていくかということは、常任委員会がなじむのかどうなのかという。 

 ちょっとお聞きしたいのですが、１人が２つの委員会に入るというのは決まったのですか。決まってい

ないですよね。まだそれもはっきりしていないですよね。ただ、１人が２常任委員会を持つと 32 という

形になって、これ 30 ですよね。議長抜けますからね。そういう形にするということでの考えは大体統一

しているのかな。だから、１人が２常任委員会と考えていいのかなと思ったのですけれども、その辺をち

ょっと確認もしたいなと思って。 

○委員長（大渕紀夫君） まだそれは、議論の最中ですから。常任委員会がちゃんと決まらないと決まり

ませんので。それと、あまりそこは、例えば１人の人が絶対２つ入らなければならないという意味ではな

いのですよ。ですから、これはもちろんみんなが２つ常任委員会に入りましょうという前提条件見たく話

していますけれども、そんなことではないのです。別に１人の人が１つでもいいし、１人の人が３つ入っ

てもいいということですからね。解釈上はそういうことですから、みんなが平等で、それはそのほうがい

いという考え方と、そうではないという考え方の方もいらっしゃるかもしれませんので、そこはあんまり

固定的に考えられなくても構わないのではないかと思いますけれども。 

はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど言うのを落ちたのですが、前にも議論があったと思うのですけれども、特

別委員会というもののあり方、これは常時設けられているようなことであれば、特別委員会ではないだろ

うと言う議論がありましたね。特別委員会は、例えば予算とか決算とか限られたものだけに限ってやると。

そういう趣旨からいけば、広報とか広聴、これは広報は常時やらなければならないです。議会のたびに４

回やっていますけれども、４回に限らず５回でも６回でも、必要によってはやるべきだということからい

けば、これは常時常任委員会としてもいいと思うのですよ。今までそれを特別委員会にしていたから、特

別委員会の考え方からいけば、常設しているのであれば常任委員会にしてもいいのではないかと、こうい

うことなのです。広報だけで常任委員会というのはちょっと。だから広聴も兼ねて、それから議会の出前

をするようなことも真剣に考えるように、少なくても年に１回は２回はやると。義務付けなければいつか

はやる。いつかはやるではだめで、これはある程度１回２回必ずやるよと。それは決め方なのだけれども、

そういうふうに持っていかなければならないという考え方から、我々は常任委員会に独立したほうが良い
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という考え方があるということを申し上げたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところ発言して良いですか。私も今加藤委員が言われた考え方なのですよ。

それは、特別委員会は常設的なものではないものに限定すべきだろうと言う考えなのです。ですから、広

報の場合は常設されますので、私は特別委員会を本来の姿に戻すべきだという考え方がありまして、特別

委員会というのはそういう期限をやれるようなものにすべきだろうと。議会本来返すべきだという考え方

なのです。 

 ですから出発はそこのところから出発しているのです。私の考えは。先ほど局長とちょっと話をしてい

たときに、例えば広聴という場合どこまで理解できるかというのがあるのだけれども、例えば各常任委員

会で、各団体とお話をしますよね。各団体と懇談会というのをやっていますよね。今回総務文教さんも教

育委員会とかとでおやりになるのかな。 

 そういうものは、ある意味でいえば広聴活動なのですよ。ですから、常任委員会の位置付けをどうする

かというのはかなり問題なのだけれども、その運営の仕方によってはかなり独自なものができないことで

はないのです。ただし、それをやるときには今までの延長線上での考え方ではなかなかいけないだろうと

は思います。ただ、よく考えてみるとそういうことを広聴活動として位置付けて議会がやると。やり方に

ついては例えば全員が入って、担当の所管の部分の広聴活動については、担当の常任委員会のメンバーが

広報広聴のメンバーで行くと。企画立案するのは広報広聴の常任委員会で企画立案すると言うようなこと

なんかも考えれば考えられないこともないと言われたのです。 

 確かにそうだなというふうに思ったのです。ですから、町民の中に入るというのも、そういう各種団体

とお話をするということを含めて考えたら、議会が地域に出て行くということは限りなく範囲が広くなる

のです。そういう位置付けをどう広報広聴でするかということは所管ではあるけれど、考えればいくらで

もあるなという気はしたのですよ。ですから、私はそういう意味でいえば、常設の特別委員会というのは

始めから終わりまである特別委員会というのは止めにしたほうが良いのではないかと。それは常任委員会

のどこかになんとか衣替えさせるというふうにしたほうがいいのではないかと。特別委員会ではない方向

にすると言う考え方を持っているということなのです。  

 他、何か。町清さんと私のところとの意見がだいぶ似通った意見。皆さん方も違うわけではないのだけ

れど、そんなようなふうに聞き取れるのもございますけれども。特別委員会の関係について言えばですね。 

 はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、町清さんと共産党さんのほうから話があったのですけれども、私も考えて

広報広聴を常任委員会にした場合に、広報は今までの形で活動はできるのですが、広聴の部分で今までは

どちらかというと、議会報告会みたいなのが広聴として唯一やる。それは１回か２回しかできないけれど、

なんとなく通年の活動にしてはちょっと違うような気がするので、今言われた各常任委員会で、所管する

関連団体との懇談、これを広聴活動の一環という形で位置付けてやるというときに、やっぱり各常任委員

会と広報常任委員会との兼ね合いというか、こういうことをやるべきだということで各常任委員会がそれ

を受けてやるような形なのか、なんとなく常任委員会を、こっちの常任委員会があっちの常任委員会に対

して「ああすれ」「こうすれ」みたいな形になって、これもちょっとお互いの独立制からいくとその辺と

の兼ね合いが委員長が言う、どういう手法をとるかという話だと思うので、そういう具合に理解して良い

のですね。その辺「これは広聴の活動の一環だよ」と。「いやいやそれは常任委員会としてやる移動常任

委員会なり、動いて団体として、それはこっちの常任委員会の活動なのだよ」。その辺の住み分けをきち

んとしていけば、非常に勢? さんの言う活動になっていくのかなという具合に。その辺を皆さんが議論し
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て、どういう具合にしていくかと。そしてすみ分けをしていくほうがよりいいのかと。 

特別委員会というのは本当に、できれば突発的に何かでた時にパッと出てパッと終わらすというような

形でやっていくことについては大いに必要だと思うけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 私も今議長が言われるように、何か根拠があって言っているわけではないです

から。今の話はたまたま局長と話をしていて、そういう考え方もあるよといわれたものですから、なるほ

どそうだなと思ったというだけの話ですので。だから、出前トークから何から全部そこが、積極的に・・・、

今あまり出前トークはないですけれども、広報広聴特別委員会が出前トークを本当にやると。町民の中に

議員が入っていくわけだから、そういうことを企画立案してできるような形。向こうからくるのではなく

て、それをどうやったらできるのかを考えるとか。広げればあるのかなという気が、僕はするのだけれど。  

 はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） そのとおりだと思うのです。やる気だったらなんぼでもやれると思うのですね。

だから、広報だけに限ってみると、広報は今までは年に４回だけなのですが、必要によっては、予算の関

係もありますが、大事なことがあればですね、臨時の広報ということも考えてもいいと思うのですよ。 

 その辺り、予算が伴うことだから広報広聴の方は大変だろうと思うのだけれども、そういう臨時的に重

要な、これはどうしても広報をしようじゃないかと。４回以外に５回か６回になりうる可能性もあるとい

うことですね。ですからそれだけ、広報広聴の委員の中で、そういう堪能な人たちを会派でできるだけ選

んでもらって、会派からいくのでしょうけれども、その中でも特別そういうものに関心を持つ人たちを選

ぶと、こういうようなことでやって、４回と限らないで５回でも６回でも制限なしに、４回はこれ必ずや

ると思うのですが、一般質問・代表質問がありますから。その他に必要があれば積極的にやっていくと。

自分のほうから求めるようでなければ、今までは４回だから４回出せば良いのだという感覚から脱皮して、

合間、合間にもう２回くらい出すと。そのくらいの積極性を持った委員会にしなければ、勢? さんが心配

する自覚、そういうものに期待がされないのではないのかと。そういう委員会にしなければならないと思

うので、非常に私は重要なポストだと思いますよ。この常任委員会は、広報広聴のほうはですね。 

 ですから、その辺りもう少し議論をして肉付けをして、いっぺんにパーフェクトなものを期待したって

難しいと思うのですが、徐々にそういうふうに持っていくような、充実したものになった常任委員会にし

ていかなければならないという気がしているのですけれどもね。この辺りまだまだ議論する余地はあろう

かと思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 今加藤委員からの話、全く私もそのとおりだと思います。ちょっとお聞きしたい

のですが、新政クラブの議会運営委員会に、議会広報を統合するという。こういうお話が出ているのです

が、これについてどういうような形で、その内容についてもうちょっと詳しく話していただきたいのです

けれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 当初は、この議会運営委員会の中に、各会派の代表がいますから広報の絡みの部

分はここに統合してもいいのかなという考え方だったのです。それで局長だとか、いろいろ法的なものを

調べると、議会運営委員会というのはやっぱり別組織なのですね。ですから、この議会広報を統合すると

いうことはできないのですよ。それは分かったのです。  

 ２常任委員会といっていましたけれど、うちはこの間の委員会の定数については、大くくりで２つとい

っていたのですけれど、皆さんが３常任委員会であればそれでいいのではないですかと。考え方としては、
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議会運営委員会というのがありますから、通常の委員長さんという形でいけば、４人がそのまま残るから

これでいいかなという考え方で、前回臨んだのですよ。  

 だけど今皆さんの議論を聞いていると、やはり議会広報を含めて、広報広聴のほうが皆さんの議論を聞

いていると、そういう考え方もあるのかなと。これはうちの会派で話していませんので、ただ、うちらの

会派の中身というのは、２つだということでずっと話しているけれども４というところもあるし、３とい

うところが大勢だと。あまり２でずっと進むということはそろそろ固執してしまうので、３ということで、

大くくりで４だから、だから会派で例えば２名以上であれば、常任委員会２つずつ入るような形になるの

かなと。だから極端な話、４名だとか３名いた時に委員会に所属するときに、例えば民生と産建に所属し

て、それで総務と議運に所属すると。そうすると２委員会ということで、それなりのことになるのかなと。

それで特別委員会は議会広報を除いては常任委員会に吸収されるということになりましたからね。そうい

う議論までしかしていないのですよ。 

 だから、今回はこのことで我々が提案したことはできないので、皆さんの意見と特別委員会で行くのか、

常任委員会にするのかというのは、これは持って皆さんの了解をということになると、今の絡みでいけば

５つの委員長さんが出てくるということですから、従前我々が言っているように 16 名の議員さんになっ

て、委員長さんが５名ということになれば、委員長さんだらけで実質動ける委員さんがかぶるということ

にもなるかもしれませんが、副委員長さんも決めなければならないわけですから、ノーポストの人が１人

か２人しかいないということになってしまうのですね。  

 そうなるといったいどうなのかなと。だから他の常任委員会の委員長さんが、別な常任委員会の委員さ

んになるということが想定されるわけですから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 今言った広報のほうはそういうようなことで大体納得したのですが、広聴のほう

なんですけれども、この辺についていろいろな話をされているかどうか、それはあまりしていないわけね。

もうひとつは今言った常任委員会というのは、やはり考え方として、今現状は３つですよね。それを例え

ば４つにするというような、そういう考え方はやっぱり話し合われたのか。そういう話はどうなのですか

ね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ４常任委員会についてはどうなのだろうということになると、我々が最初提案し

ている２常任委員会の大くくりになっちゃうと。そういう意味だよねということで、ただ所属するのが多

くなるだけで、要するにボリューム、仕事量というのは増えるのは当然ですけれども、だけどそれは非効

率的ではないかと。いう話はずっと進んでいました。だから意味的には４も２も変わらないだろうと。３

に皆さんの意見もそういうことで委員会活動を充実しないとチェック機能が落ちるといっていますよと。

その部分もあるのかなと、傍観者的に言っているわけではないのですよ。これ皆さんとの合議だから、う

ちは２つでいいのだとずっと突っ張っていたって話が進まないわけですから。ただ、先ほど言ったように

根底的には、議会運営委員会は常任委員会ではないですけれども、委員長さんポストというのがここで４

つ発生するわけですから、だから従前の形で進むというのが最大の、我々が譲歩できる部分かなと。 

今話されているように、この広聴はこれから皆さんと進んでいって５つになるということだったら、こ

れは考え方は僕も良いと思いますけれども、そういうシステム的なことになると、ちょっと町民の理解が

得られるのかという部分では、僕個人では疑念を持っていますけれども。 

〔「組織的にどうやったらいいのか」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今までの 20 名いた時の、議会で言う役職ですよね。正・副・監査・農業委員。

当然農業委員も２人出てくるわけですから。それで委員長さん４つですから９ですよね。９ポストですよ

ね、これが 10 ポストになるわけですよね。議員は16 人ですよね、６人がかけるのですけれども、副委員

長さんになられて重複しなければ、だからこの委員長さん以外の人が副委員長になるということになった

ら、何もない議員さんというのはたった１人だけなのですよ。だから２つ所属することになるじゃないで

すかどうしても。だから常任委員会２つに入るかもしれないし、常任委員会１つで議運に入るかもしれな

いし、我々はそういう考え方だったのです。だから大くくりで４つだから、そこに会派で割振りしていく

とそういうことになるのではないかい、それが５つになると今いったように５人の委員長さんが出て、５

人の副委員長さんが出て、その他に正副議長が出て、監査が出て、農業委員会委員が出て２人出て、互選

にならないということを想定すれば、常任委員会の委員長さんが別の委員会の副委員長さんを兼務すると

いうことがないということを想定すると、16 名のうち１人だけですよ。それも議長は外されるわけですか

ら、みんながポストにつくということですね。分かります、言っていること。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです。それで私のところの一番下に書いてあるのはそういう意味です。そ

ういうことを書いているのです。はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 先ほど谷内委員にも言いましたけれど、我々は議会広報が議運で良いのではない

かという話だったのですが、それはだめだということで、皆さんにはそれでまた議論はしていなんですよ、

申し訳ないのですけれども。今の議論を聞くと、考え方としてはやっぱり進め方、組み立て方があるのか

もしれないけれど、やはり自治基本条例の中にも、それから我々これ取り組むときにも、やっぱりこれ取

り組むときにも、開かれた議会で出て行かなければならないという話もありますから、この部分では議会

報告会を定期的にやるだとかということが組み立てられれば、常任委員会の位置付けで進んでも、今の段

階ではいいのかなというふうに考えは出てきました。 

 だから、そうなれば申し訳ないのですけれども前の４つのくくりということになれば、常任委員会は前

の我々の考え方で、大きく総務系と現業系に分けられたらどうですかという提案も、これ我々の会派でま

た出る可能性はあると思いますね。 

 今、大渕委員長が言ったように、ここに書いているとおり議運を含めて４つということになれば、議会

広報特別委員会が常任委員会になって、新たな常任委員会ですよね。これが核だと、今回の定数でチェッ

ク機能なり、開かれた議会をやっていくのに、これを作ったことによって 16 でできるのだという根拠に

は、今、話を聴いていてなるのかなというふうに感じました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、熊谷委員の話を聞くと、委員長ポスト云々は良いと思うのだけれど、副委員

長ポストまで、例えばみんなが副委員長になって１人か２人しか無冠の人はいないのではないかというの

ですが、別に副委員長ポストが重なってもたいした大きな問題ではないと思うのです。議会運営のために

はですよ。ですから副委員長になった人は他の普通の委員とは違うのだという感覚であれば別だけれども、

委員長は５人ですから、これは予算にも関係してくるけれど、副委員長さんは何人いたって別にどうと言

うことはないのだから、そのあたりはあまり組織、組織というふうに、型にはまったようなことを言うと

話しが進まなくなっちゃうよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私はそういうことも考えられますよといっているだけで、加藤委員のおっしゃる
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とおり良いのではないかと。副委員長そんなにというけれど、拝命をいただいたらそれに責任を持ってす

るという意識が出てきますので、僕は良いことは良いことだと思うのですよ。だけどみんなそれ冠かぶっ

ているよということになっちゃうと、町民の理解というのが「えっ」「えっ」。こういうふうになっちゃう

のかなと。あまり気にされないのかなと思いますけれども、ただ、話としては我々はそう考える部分があ

りますよということなのです。すみません。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。それではちょっとこの長いのがあります。これを読みながら、局長

の話を、さっきのタテ割、ヨコ割の話しだけ。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、前の勢? 局長の回答のほうで、他の常任委員会とはっきりさせるこ

とが必要と書いてありますよね。例えば、仮に、広報広聴常任委員会というものが成立したということに

なれば、他の常任委員会とどういうふうに区別するのかと。所管をどういうふうに持つかということなの

ですよね。 

 重要なところだけ、ちょっと読みますので、１番上の真ん中辺に書いてありますよね。「常任委員会の

所管いついてタテ割だけとの発想は、昭和 31 年の地方自治法の改正で常任委員会の数を制限するととも

に常任委員会の就任数を１個に限定したことから、やむなくタテ割りとせざるを得なかったことによるも

のです。」と書いてありますよね。 

 今は、課でタテ割になっているのですよ。広報広聴を常任委員会にしようとしたら、これヨコ割になる

のですね。ヨコ割ということは課に属さないのですよ。全部の課が広報広聴を持ちますから、そうすると

今例えば４月５月に、総務が教育委員と懇談するということができなくなるわけですよ。分かりますよね。

産業建設常任委員会が、諸団体と、例えば観光団体と懇談するというのは広報広聴になります。ヨコ割の

委員会と抵触するのですね。そういう認識を持たなければならないということが一つあります。 

 それともうひとつ、３列目に書いてありますよね。３列目の後段のほう、「常任委員会の複数制を採用

する地方議会では、ヨコ割となっている準常任委員会化している特別委員会を常任委員会に規定しタテ割

の常任委員会から１つ、ヨコ割の常任委員会から１つ就任するようにすればよいのです。」これは、この

筆者の意見ですけれどもこういう考え方が今議論されている部分だと思います。 

 ４段目の最初のほう４行目、「全国都道府県議長会は、常任委員会の複数制により『議会の組織に係る

自主性・自律性の拡大等が図られた』」。これが先ほど勢? 局長が言った議会の自律性で白老町の進む考え

方は間違いではないですよといっているのは、こういう部分なのだと思います。 

 特に自覚を持って覚悟をもということは、他の常任委員会とどこが違うのですかと、必ず問われますと

いう話をしていました。ですから、先ほど言ったように広報広聴を常任委員会として作りますから、何を

そこでして何を求めているのかと言うのが問われてくるのです。ですから、勢? 局長の２番目に白老町議

会の常任委員会活動としての自覚を持って覚悟をしてやってくださいということはそういうことなので

すね。「絶対そこは避けて通れませんよ」という話しでしたから。 

 だから、すべての広報広聴がそこの委員会、ヨコ割になるということなのですね。従来、産建で観光団

体と広聴活動していたもの、総務の委員会がやっていたものがそこに移行するということですから、その

常任委員会に。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、局長の話しでは、ちょっとわからないのだけれども。総務文教の所管する教

育委員会、産業建設の例えば観光協会とかいう所に所管事務調査で行く。それを広報広聴が傍聴して。 

○事務局長（上坊寺博之君） 逆です。広報広聴委員会が主になるのです。 
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○委員（加藤正恭君） そしたらすべて、広報広聴にすべていってしまうような気がするな、懇談会につ

いては。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、さっき言ったタテ割ですよ。ヨコ割ですよということはそうい

うことなのですよ。 

○委員（加藤正恭君） 良いけど、大変だそれ。ただ、所管事務調査として観光協会へ行くでしょ。ひと

つのテーマがあるのですよ。産建としてのテーマがあって行く。総務文教もテーマがあって所管で教育委

員会へ行くわけだ。ところが、広報広聴はヨコだから、すべての町民と接触する場合には、テーマという

のがなくて行ったのではまずいわけですよ。ですから、広報広聴で考えていくわけ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 皆さん所管事務という考え方をしているかもしれません。外の団体へ出て

行くときは所管事務なのかもしれませんけれども、派遣承認をもらっていくわけですから、考え方は一般

の視察行為と同じですから。 

○委員（加藤正恭君） それは良いけど、広報広聴でテーマを設けなければだめ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 所管事務からちょっと。普通の所管事務なのだけれども、外に出ていく調

査は町内であっても所管事務の中の派遣行為ですから。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今ずっと考えていて、一応広報広聴の委員会というのは、今まで３常任委員会は

内部、行政とのやり取りが主。それを中心に所管を設けてやっていると。広報広聴だけは、対町民に対し

ての今まで議会が何をやっているのかわからないという疑問もありました。対町民に対してのことを全部

やるということに理解していいのかなと思って聞いていたのです。 

 だから、先ほど言っていたように、広報にしても今まで特別委員会で、議会の後に出すということをや

っていましたから、前はその広報を読まれているかどうかということをアンケート調査をしたりだとか、

特別にその広報の中に特集を組んだりとか、いろんなことを考えてやったこともあったのですね。そうい

うことはすべて広報で考えてやれると。町民との懇談が必要になったら、それはどんどん設けてやってい

く。それに議員さんが参加することは、一緒に参加するという形でいい。 

 ただ今言った、委員会として出る場合に所管の中でこのことが、懇談が必要ですと言ったときに、派遣

扱いになると。視察みたいな形なると言ったのですけれども、そういうふうになっても広報広聴でやらな

ければならないということになるのですよね。そういう意味ですよね。 

 だから、そういうふうになったら視察みたいな形で、委員会がやれるのではないのでしょ、今局長がお

っしゃったのは。結局はあくまでもそれを設定するのは町民に向かって、町民の外部団体に向かってのも

のは全部広報広聴でお膳立てをして、自分たちがそれを設けると。そこに委員会が傍聴の形で参加すると

いうことなのですか。合同の委員会みたいな形になるのですか。その辺がちょっと良く分からない。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、その辺をきちんと考えて欲しいのは、これはうちの所管だから

特定の団体へ行って、考え方を聞くということにはならないわけですよ。ヨコ割の委員会を入れるという

ことは、例えばその部分というのはそこの委員会の所属ですから、なんぼタテ割りであっても。 

 例えば、今特別委員会って、港だとかイオルがありますよね。それは特定目的を持っているからヨコ割

なのですよ。イオルは民生ですよね。港湾は産建なのですけれども、そこはタテ割で侵害できないわけで

すよ。 
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 例えば今、広報広聴という常任委員会を作ったら、広報広聴という所管を決めなければいけないですか

ら。ヨコ割にせざるを得ないのですよ。ヨコ割というのは全部の部署の広報広聴へ入っていくわけですか

ら、タテ割をどこかでやろうとしたら侵害になっちゃう。ですから、勢? 局長が言っているように他の常

任委員会とどう違うのですかというのはそれをいっている。他の委員会でも出るのではないかと。何が違

うのですかということを言っていらっしゃる。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今のところ、常任委員会３つありますよね。常任委員会の委員長と広報広聴の委

員会とやり取りをして、自分たちはこういう所管を持つのだと。この所管をやるためには、どことこの団

体と意見交換をしたいのだと。そういう考えでいかなければいけないのかなと思って、今聞いていたので

すけれども。広報広聴の委員長に私たちはこういう所管をやるためにはこういう懇談が必要ですと。そう

いう設定をやっていただけますかというふうに持っていく。広報広聴でそれを所管にしてもらわないとだ

めだということですよね。そういう所管を持ってくださいと。通年だからいつでも必要になったらできる

わけですから、自分たちはこの委員会でこういう懇談をしたいと。広報広聴にこういう所管を私たちは持

って、こういう懇談をしたいので、あなたのところで所管としてもってその設定をしてもらいたいのだと。

あなたたちが自主的にやるのだけれども、私たちは傍聴者として・・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 想定しますと、多分合同委員会とか、そういう手法があって一緒に出てや

れる可能性は、常任委員会ですからあります。ただ、総務が取ろうとしているのは、何で広報広聴委員会

なのですかということが問われてくるのですね。常任委員会と設置して何をするのですかということなの

です。言っている意味分かりますよね。他の常任委員会とどう違うのですかということが、多分問われま

すよということが勢? 局長からあります。 

考え方は白老町が進もうとしているのは良いですよと。だから、先ほども自覚と覚悟を持ってやってく

ださいねと言っているのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 例えば、産業建設常任委員会が観光協会に行って、観光協会の皆さんと白老町の

観光についていろいろお話を伺うという一つの設定をしたとしますね。そうした場合に産業建設常任委員

会が所管するのは観光・産業であると。ところが広報広聴は観光とかなんかというのは、自分の所管する

ものではないから特別関係ないのだよ。 

 所管するといったらおかしいけれども、産業建設常任委員会だからこそ観光に行くわけですよ、それを

トンビに油揚げをさらわれたわけではないですけれども、広報がそこに乗っ取っていって観光協会の人た

ちと懇談して何ができるのだろう。 

 一つのテーマはあるからできないわけではないけれども、やっぱり産業建設常任委員会の人たちは、み

んなそれぞれ勉強して、観光というものに取り組むわけですね。民生は民生で取り組むだろうし。それを

今度広報が行ってやってしまうと焦点がボケてしまうような気もしちゃうので、ヨコ割、タテ割の話はわ

かるのだけれども、産建は産建としての仕事として、そういうところに接するということに徹してもらっ

て、広報広聴はそれを自分たちの、広報広聴に徹して記事にするなり何にするなりということを考えると。

何かそんなふうに持っていかなければ、焦点ボケてくるのではない。 

○委員長（大渕紀夫君） そこは、やり方によってはいくらでもできることがあると思うのですよ。考え

方ですから。これはどこもやっていないことをどうするかという話ですからね。今局長が言ったことが、
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僕は全部正しいわけではないと思っていますから。我々が作っていくものだと思っていますから。 

 例えばですよ。広報広聴常任委員会を全員でやればいいわけでしょ。例えばですよ、考え方は別にして

全員でやればいい。そうしたら、産業関係のところは産業関係の広報広聴の人たちが行けばいいわけでし

ょ。そういうことだって考えようと思えば考えられるでしょ。 

 だから、それが絶対的だなんて言っていない。いろいろな考え方を組み合わせて一番良い方法を考える

ということだから、タテ割とヨコ割の中で、ここで言っているのは何かといったら、国会の場合そうなっ

ているというのです。だからそうなれば、今の状況で行けば一番目の従来の委員会の数というのは、やっ

ぱり２つ入るというのはいかんでしょうね。今の考え方で言えば、所属が一つになるのです。だから常任

委員会２つになるのでしょう。そして議会運営委員会がヨコ割かどうかというと、どこかにヨコ割だと書

いてあるのだけれど、ヨコ割の常任委員会を２つ作って、それがタテとヨコに入っていくというふうにし

てダブらないようにするということだと思うのです。考え方はですよ。だから、一番上の３常任委員会を

作って、今のように総務・民生・産建という形で３つ作った場合は、タテ割に２つ入らなければだめな人

が出てきますよね。だからそういうことはなくなるということですよ。 

 ２つのタテ割の常任委員会が一つと、ヨコ割の常任委員会が一つとこういう形がまず、議会運絵委員会

が常任委員会かどうか別にしてですよ。そういうふうな考え方をしないと整合性は取れていかないかなと

いう気はしますけれど。それの運営をどうするかということをここでどこもやったことがないことを今や

っているわけだから、そんな１時間くらい議論して結論が出るような中身のものではないですから、そこ

のところ一番言っているのが、この勢? 氏が言っている、全道議長会の事務局長が言っているのは、そこ

をはっきりさせないとうまくいかんよということを言っているのだと私は思うのだけれど。 

はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今までの話を聞いていると、さっきも言ったのですけれど、通年議会も含めて議

会活動の表に向かっていく部分というのは、必要なのかなというふうに今とらえました。それで、加藤委

員のおっしゃるように従来常任委員会で与えられていた所管とさっき言っていましたが、派遣していくと

いうことを広報広聴がトンビみたくとっちゃうという感覚があるとは思うのですが、今大渕委員長も言っ

ていましたけれど、全員という形も考えられますけれども、やっぱりこの議運のようなスタイルの、変な

話なのですけれども、常任委員長さんがかぶるかどうかは別として、やはりコーディネーターというので

すか、要するにこれをもし常任委員会化するのであれば、やっぱり合同委員会だとかという形も取れると

思いますし、要するに議会から出向くということはすべて、システム的にここに委ねると。ただその内容

については事前に打ち合わせをして進めると。こういう方法も考えられるかなと思うのですよね。 

 当然私も今、民生にいますから、やっぱり介護問題だとか、病院の問題ということになったら、当然ス

タッフとそういう話を、実情を所管の中で聞きたいよと。当然出てくると思うのですよ。それをやっぱり

きちんと、これ常設の委員会になったらその委員長さん副委員長さんときちんと打ち合わせをして、我々

の聞きたい部分はこういうところがあるよ。かなりやっぱり事前の勉強も必要になってくるし、かなりい

い効果が期待できるのかなと思いますね。 

 ただ、行って話を、行き当りばったりで聞くという部分もあろうかと思いますけれども、質疑も当然そ

この常任委員会にお任せをして、きちんと担保させていただければ、僕は良いのではないかと思いますけ

れども。これ個人的な意見です。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 熊谷委員の考え方も、それを踏まえて本会議での一般質問とか代表質問は今まで
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広報活動で、ある程度町民に知らされている。しかし常任委員会の活動というのは、あまり記事になって

いないのですよ。産建は産建、民生は民生、どのようなことをやっているのだと。そういうことの広報、

これはどこの議会でもそうだと思うのだけれども、非常に弱い部分だと思うのですよ。うちらだけでなく

てね。常任委員会でどういうことを議論されたのか。例えば観光業者と会って、こういう話をしたのだけ

れど、それは単なる委員長の本会議での報告で終わりということで、記事としてはちょこちょこと載るく

らいのことなものだから、この常任委員会活動、３つでも４つでも良いけれども、今でいけば３つですね。

３つの常任委員会の活動を、議会だより４回のほかにところどころにぽつんぽつんと入れるような仕事。

これを広報広聴のほうへきちんと入れて、常任委員会活動というものをある程度ピーアールすると。議運

も含めてですよ。これも含めてそういうものを報告するというような方法も、今後必要ではないかなと。

ただ予算の関係があるからそのとおりになるかどうかは別にしても、そういうことであれば、僕は広報広

聴というのは、そういうふうに仕事を限ってやればいいので、総務のことにまでいく、産建のことにまで

口を出すというようなことにまでいくと、タテ・ヨコは良いよ。だけどそんなことをやらないで、今まで

どおりやったことを、常任委員会活動を広報広聴で町民に知らせるというようなふうに性格付けしたらい

かがなものかなとも。法に抵触しなければそういう方法でいったら、まず出発してみたらどうかなという

気がするのだけれど。そして、その他に議員全員にするか、２つにするか３つにするかは別にしても、年

に１回か２回は、おそらく全員でやっても案を練るということで小委員会というのを作ると思うのですよ。

その案をやるのをこの広報でやってもらって、議員さん全員で虎杖浜へ行くとか、社台で出向こうとか、

そんなこともここでプランニングしてもらえればいいのではないのかな。そういう委員会であって欲しい

なと僕は思っているのだけれども。結構仕事があると思いますよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、加藤委員のおっしゃったことも、常設になればお願いしなければいけない部

分だと思うのですよ。当然それも柱になると思う。ただ、僕が言っているのは、常任委員会の懇談だとか

何とかをとっちゃうという考え方は、ちょっとおかしいのではないかいと。それはコーディネートしても

らうわけですから、だからそれもお願いしながら、やっぱり我々の資質も、それから調査能力も上がって

いくと思うのですよ。それに今言ったように、議会報告会もこれから続けていくかどうかというのも議論

になってきますけれども、当然この今まで議運の中でどうする、ああするということである程度たたき台

を作って出かけていますよね。ああいうスタイルのことをもっとかみ砕いて、もっと町民が来られやすい、

時間帯も曜日も考えられるような常任委員会であって欲しいなと思うのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） コーディネーターするとは言うけれども、それは漠然としているのです。そうで

はなくて、総務は総務の所管と、産建は産建の所管というきちんとしたものにしておいて、それをピーア

ールするのが、この広報広聴のほうに仕事を分けちゃえとこういう意味なのですよ。それはヨコ・タテの

議論はあるよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） だからそこなのですよ。ピーアールすれということが主だよではないのですよ。

出向いていって、団体だとかなんとかに、一度こういう形でうちの議会がお邪魔したいですよとか、こう

いう質疑の内容にしていきたいとかということは、当然今までは常任委員長さんなり事務局から連絡はい

っているとは思うのですけれども、それをもしできるのであれば、この常設の委員長さんがして、そのこ

とも含めてピーアール、それから町民に対してのアピール。これを考えていただきたいという組織体のほ
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うが僕は良いのではないかと思うのですけれど、業務として。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） さっき委員長が、全員が広報広聴委員になっても良いのだよと言われたのですよ

ね。私それを考えたら、出前で町民の意見を聞く出前トークだとかは、全員関わりますよね。広報広聴だ

けの委員でやるわけではないですよね。 

 それと、前にちょっと私たちも提案していますけれど、１日１人の議員さんがいて、町民が来た時に懇

談したりとかする。必ず誰かがいるという。それも全員がなっていると可能なのですよね。広報広聴とな

るとその委員だけとなりますよね。そういうことを考えると。産建とか総務で懇談したかったら、そうい

う人たちも広報広聴ですからやれるのですよ。全員でやれば、例えばなんだけれど全部できるのですよ。

考えたら何でもできるのです。 

○委員長（大渕紀夫君） だから考え方なのです。例えばですよ、これだって局長だめだって言うかもし

れないけれど、外に出るときはそれは広報広聴でやっていただきますよ。常任委員会がどうしても必要な

ときは呼べばいいのですよ。漁協なら漁協の専務理事来てくださいと呼べば良いのですよ。ここに。 

 出て行くときは広報広聴でやりますよ。呼ぶ時は常任委員会として呼べばいい。観光協会の事務局長で

も。それが可能かどうか知れないよ。やり方いろいろあると思う。だけどそういうふうに柔軟に柔軟に柔

軟に考えたほうが僕は良いのではないかと、そういう方法を今模索していけば、私は今すぐ結論出すかど

うか別にして、そういうことというのはたくさん考えられるのではないか。 

 分かりました。暫時休憩します。 

 

休  憩 （午前１０時５９分） 

 

再  開 （午前１１時１３分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

討議を続行したいと思いますのでご意見ございます方どうぞ。休憩時間で大分納得したような感もして

いらっしゃる方もいらっしゃいますけれども。 

はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほど勢? 局長のを報告しましたですよね。これは設置の考え方だけ書か

せてもらいました。この他にも私何点か聞いているのですよね。というのは多分、広報広聴の考え方とし

て、今やろうとしている議会報告会、それから議員の出前トーク、これ不特定多数の人が出て来るんです

よ。今、公務外としてやっています。議会報告会も出前トークも。例えばこれを議会活動にするのだった

ら、公務に位置付けなければならないのですね。であれば先ほど大渕委員長のほうから、広報広聴を全員

でという議論がそういうことなのですよ。勢? 局長に全員の委員会としては常任委員会として可能でしょ

うかと言うお話しをさせてもらいました。 

 全国で今８ヵ所、全員で委員会を作っているところがあるのですね。と言うのは、これは小規模議会で

す。全員を委員会構成にして活動しているところが８ヵ所あります。ただ、全員を構成したらだめだとい

う根拠はどこにも書いていない。ですから、10 人であろうが20 人であろうが全員の委員会を作ることも

可能だと。そういうことになれば、そこの委員会を全員構成にして、広聴活動だけ全員でやるということ

は可能だと思います。 
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 そうなった時に、例えば出前トークみたいに指定された人が出るのもいいのですから、委員長が派遣す

れば可能です。先ほど議論があったように全員ですから、委員会所属している人も入ってきますから、例

えば今で言う総務の人が、総務の所管の部分をやろうとしたときに、ここの広報広聴常任委員会の立場で

その部分をできると言うことなのです。議会報告会は全員ですから、全員の立場で出て行ってできるって、

それは可能ですよと勢? 局長から聞いています。 

 ですから、それぞれの常任委員会からも広聴活動を分離してしまって、この委員会の中で臨機応変にや

るというのが一番ベターなのかなという気がします。それであれば、従来非公務であったものが、公務で

やれる。委員外議員ではなくて正式の委員としての活動としてできると。 

 ですから、例えば全員ですから、病院のように本当に広報作りだとか、広聴機能の検討をする時は小委

員会を作ってやるということは、そこが本来の常設の形になりますけれど、全員構成をしておくというこ

とは何かの備えみたいな形でできるという部分があるかなと。だからそういう頭を切り替えてやることは

可能だと思います。ただ、総務の常任委員会、民生の常任委員会としては報告はできないです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今の局長の話しでいくと、例えば広報を全員でやると。常任委員会に皆全員が

入ると。例えば広報のほうだけ、小委員会で担当すると。広聴については全員で手分けする。全員の時も

あれば手分けして、例えば産建で観光団体と話したいときには産建常任委員会だけれど、表に出ていった

ときは私は広聴の委員ですよと。常任委員会でそういう立場できましたと。いう形は可能なのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 所属常任委員会は産建です。 

○議長（堀部登志雄君） そうそう。一面今回きたのは広聴の委員できましたという形で懇談するという

ようなことは可能であれば、この最初の取り組みによってはうまくいけそうな感じはしないわけでもない

な。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それはあくまでも、非公務だったものを公務に担保するということですか

ら、その部分で理解してもらいたいと思います。ただ、それが従来ようにそんなの公務でなくいいという

ことであれば、これまた話しは別ですけれども。そういう形態をとっておくと、すべて公務扱いでやれる

と。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 地方分権ということを考えた場合、白老には白老独特の進め方というか考え方が

あって僕はしかるべきだと思う。ただ、法を犯してまでやれとは言わないけれども、解釈の問題でいくな

らば、白老独特のやり方というのは、みんなで考えればできると思うのです。そういう部分も随分あると

思うのですよ。ですからこれはだめなのだ、これはだめなのだと言われると。何かひとつの枠をはめられ

てそれ以上のことができなくなってしまうのですよ。だからこれからは表へ出て行動するとこの間も言っ

たけれど、行動する議会だとすれば、町民に我々の議会活動を知らしめるという意味からいくと、ある程

度それに対して今まで障害があって、「あれはだめだ。これはだめだ。公務でなければだめだ。」とかとい

うのもあるかもしれないけれど、できるだけそういうものを廃除して、そして表へ出るというやりやすい

方法を考えるというのも、これは僕は一つの方法としてあってしかるべきだと思う。 

それは議員さんの考え方だと思うのだけれど、なんとかそういう方法が講じられないものかどうか、み

んなと一緒になって考えなければならない問題だと思うのだけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） さっき休憩中に言っていたのですけれども、やっぱり私たち委員としては、自分

たちの白老町らしい議会として、委員会でもなんでも考えたいというのはあると思うのですけれども、必

ず法的なものがあるのですよ。そういうことで議論したとき、でもこういうことはできないのかと言った

ときに、局長がだめだと言うのではなくて、勢? さんなりに１回来てもらって議論をして、そういうとこ

ろはちょっと無理ですよとか、きちんと言ってもらいながら作り上げていかないと、みんな意見を出すの

だけれど、それは例えとしてとか、そんなことやっていたら期限も６月には報告しなければいけないので、

ここに出たことを来てもらうなり委員会で行くなり、私たちが法的に根拠がきちんとあって、そうでない

と会派に帰って説明する時も大変だと思う。こういう議論になったのだけれど、でもそれは基本的にはね

ってなっちゃうと。何かただ回数ばかりが増えていって大変だと思うのですよ。すごく大事なことだと思

うのです。常任委員会をいくつにするか、どういう割り振りにするか、それから通年議会ももちろん含め

ていますし、それから広報広聴のあり方を全員でやるというような、すごいそれはやり方としてはやりや

すいのだけれど、本当にそれがスムーズにいくような形にするためには、何か必要なものがないのかとか、

そういったアドバイスを受けながらきちんと作り上げていったら安心してできるのではないかなと思っ

たのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 常任委員会の数が２つだの３つだの４つだのというのが、それ後の話しにしよう。

全体的な中でもって議論して、結果的には３つが良いな４つが良いな２つが良いなということに持ってい

くようにしたほうがいいと思うのですよ。ですから僕さっきタバコを吸いながら、局長にちょっと申し上

げたのだけれど、我々あまりルールというのは実際知らないのですよ。知らないからと自慢するわけでは

ないけれども、こっちが言ったらこっちが引っかかるというような問題もあるから、局長に１案２案３案

くらい、一つ案を作ってもらってそれをたたき台にして、もちろん勢? さんとのやり取りも含めて、これ

は抵触しないか、これまでは認められるか、条例の解釈だけでもやれるかどうか、そのあたりも十分議論

してもらったほうが、いいなというふうに、ここでこう言ってもまとまらないのですよ。ですから一つ案

を、２つなり３つなり４つなり、あるなら５つでも 10 でも良いけれど、そんなには案としてないだろう

と思うけれど、何かベースになるものを考えて、それをたたき台にして考えていったらどうかなと。 

 各委員さんの考え方も入れて、そうしなきゃいつまで経ってもまとまらないような気がするのだけれど。

我々も、中途半端なところがあるからね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど熊谷委員が言ったように、結局常任委員会４つにして議運が入ってといっ

たら、議員のほとんどが、16 人のほとんどが、１人か２人除いて全部委員長・副委員長だよと。そういう

ことが本当に私たちは仕方がないかなと思ってしまうのだけれど、やっぱりそういう全道の見ている方か

ら見てどうなのか、そういうことやっているところがないのかどうなのか。そういうことはなかなか受け

入れられないのか。そういうのがしょうがないときに入っているのか。議員定数をどんどん減らしていっ

ていますからね、それは仕方がないという時代になってきているのか。 

 そういったアドバイスを、さっき局長が言っていたけれど、やり取りの中でやっぱり全員でできますよ

と、そういう話もしたのだという話をした。そういう分かっている方がいると開けていけるのかなとふと

思ったのですよね。そんな部分では、そういうことがもし必要であれば、委員会としていくなり来ていた

だくなりして懇談をする。みんなが納得した中でやるというのは、私は早道かなと思ったのです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 
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○委員（熊谷雅史君） 今までの議論を、各会派の持ち寄りでずっと議論進めているのですけれども、う

ちの会派については通年議会については、考え方はいいのだけれど、実施するにあたっては相当クリアす

る問題が多いかなという議論でいるのです。私も実際そう思っている。 

 なぜかというと、通年議会にしたから何が変わるのだということになると、今までの議論の中では公務

災害というのがありましたよね。これはうちの会派も理解はしているのですよ。そうなると、今まで、今

日の議論ではないですけれど、こういう形になったときに公務災害が付きますよ。こうなれば特別委員会

の位置付けの問題でも、うちは仕方がないかなと思っているのですよ。特別委員会で残さざるを得ないの

かなと。だけど今までの議論だとやっぱり特別委員会は考え直しましょうということでしょ。それでこう

なる、したらこうなるということを今まで議論進めていますけれども、僕は何回も言っていますけれども、

これが逆に定数16 になる根拠に一番近いところではないかと思うのです。 

 これをやることによって、通年議会にもつながっていくし、常任委員会の活性化にもつながっていくし、

個人の資質も当然開かれた議会、全部網羅できると僕は思うのですね。だから今までしたことを先ほど加

藤委員からもありましたけれど、パターン的に示してもらうということも必要ですけれども、まずこれを

するのかどうかということを各会派である程度の意見まとめたほうが良いかなと思うのですね。どうです

か。 

 だから、今、言ったように議会広報だけは、例えば総務に行くという考え方の方も出てくると思います。

広聴の部分だけ常任委員会にすれというかもしれないし、だからそれを抱き合わせて常任委員会を作りな

さいという部分出るかもしれないし。全くこれは別組織にしなさいという会派も出てくるとは思うのです

けれども、今、議論を聞いているとやっぱり取り組んだほうが良いなというのは、大方の意見かなと思っ

ているのです。あとはそのシステム作りと構築の関係だと思うのですよ。今まで常任委員会に与えられて

いたそういう調査権だとか、監察権というのですか、いろんな部分はそういう言い方が妥当ではないかも

しれませんけれど、それが要するに帰属されるという部分も今話を聞くと、新しく常設した常任委員会に

帰属されるということですから、その辺も含めてどうなのだろうということを会派で議論してきたほうが

いいかと思うのですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今の意見に対して。当然各会派では議論しなければいけないことの

中身なのです。ただ、今通年議会のことが発言ありましたけれど、もちろん皆さんご承知だと思うのだけ

れど、通年議会というのは単なる公務災害の問題ではなくて、常任委員会のチェック機能を果たすという

ことが最大の問題ですから、そこだけおっしゃられなかったけれど、そこが通年議会の最大の眼目ですか

ら、そこだけご理解願っていると思いますけれど。他ありませんか。 

それではですね、１つは加藤委員からたたき台みたいのがないかというご意見がございました。同時に

広報広聴委員会をいかに扱うかということで各会派で議論をして欲しいという意見がございました。この

２つにつきましては当然必要だと思うのですよ。だから、骨としてあるのは、１つはタテ割りの常任委員

会とヨコ割の常任委員会の考え方の問題です。 

ですから、今までの３つの常任委員会がタテ割でございます。議会運営委員会をヨコ割と位置付けるか

どうかは、ちょっとこれありますけれども、その議会運営委員会ともうひとつは今言われた広報広聴の常

任委員会を作って、それをヨコ割でカバーしてタテ割とヨコ割に一つずつ入るように、これ国会がそうな

のですけれども、そういうような形式に考えられないかという議論がされました。 

今までの話では、その中で広報広聴特別委員会は、全員で構成しますけれども、言えば議会運営委員会

の反対側の人たちが小委員会を作って、そこで計画立案含めて、スケジュール含めて作ったらどうかとい
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くらいのところまでは議論としてはいっているわけです。それをやるかどうかは別です。隘路もあるかも

しれません。そういうことを中心に、ひとつは各会派で議論をしていただくと。同時に局長に、そういう

ことを整理してもらって、もっと分かりやすくすると。  

例えば広報広聴の場合は外に出ていく。これは広報広聴で行きますよ。ダブっている部分については産

建なら産建で全員が行きますよ。それは広報広聴で行きますけれども、自分は産建の常任委員会だという

ことを相手に言えば分かりますよ。必要でここへ呼ぶ場合は、参考人で呼べば、呼べるのかどうかという

ことを含めて。例えば農業協同組合の組合長と参事を呼びたいと。産業建設常任委員会という、もしあっ

たとしたら。そこがもし呼ぶ時は参考人で呼べるのかどうかというようなことを含めてそういうふうにし

ていけば、かなり整合性が取れていきますから、そういう整理を局長にしていただきながら、必要なとこ

ろは勢? 事務局長にも聞きながら、局長の仕事大変ですがやっていただくというふうにしておいて、その

上で次の議会運営委員会で疑問が出れば、それで議論をして必要であれば、整理ができればその疑問をも

って勢? さんのところへ行くなり、来ていただくということも含めて考えるというふうにしていけば、一

定限度の中身が精査されて整理されていくのではないかというふうに思うのですけれど、いかがなもので

しょうか。よければそういう形でこのあと進めると。進めるというのは作業を進めるという意味ですよ。

そういうことでやるという意味ではなくてね。同時に今のような話を各会派できちんと議論していただい

て、次は持ち上がるというふうなことにしたらいかがでしょうかね。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） それでひとつ、先ほど加藤委員から出ました。今委員長からそういう提案があ

っての話なのですけれども、そういう話があって、今常任委員会の数も３つ４つと出ていますよね。それ

もその上にたって再度、それではどのような常任委員会がいいか、もう１回。今聞いているとタテ割に１

つ入って、ヨコ割にも１つ入ってとなったら、今度タテ割の方がいっぱいあったら、そっち２つ入った、

こっち１つ入ったとなるとなにかありますから、その辺も加藤委員が言ったように、会派にいったとき説

明する時そういう形にしないと。 

○委員長（大渕紀夫君） それがいいとかではなくて、こういうことも必要だという意見もあっていいの

だから。良いのだけれども整理としては今議長が言ったような形で整理していかないと整理のしようがな

いですからね。議長の言われるとおりなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 会派云々の話があったのだけれど、今のこの話だけで会派会議を持っても、ちょ

っと説明しづらいのですよ。それで、うちの局長と勢? さんとどういう話をするかは別にして、中身をあ

る程度２案なり３案なり出してもらったやつを各会派で持ち帰って議論するとしたほうが、具体性があっ

てより深くなるのではないかという気がするのだけれど、おそらくここにきていない会派の人は何がなん

だかわからないような気がして。我々でも分からないのだから。できうればその案というものを少し作っ

て、こういう、こういう、こういう案があるよと。それを全部テーブルに上げて、３つなら３つになるよ

ね。この部分いいな。この部分だめだなというふうな議論をしないと具体性がないような気がしてならな

いのだけれどどうだろう。ちょっと時間がかかるだろうけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと複数を作るというのは非常に難しいですから。根底の部分だけ確

認しておかないと、やっぱり作れないのですよ。例えば、２と３というのは作れると思います。何がどの
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くらい入ってというのは見えるから、２と３というのはパターンとしては作れるけれど、その今言ったヨ

コ割のやつを、加藤委員からあるように委員会は委員会でもいいのではないかということになったら、根

底として消えてしまうのですよ。だからそこはそこで委員会から外してやるということを決めておかない

と案は作れないです。正直言って。 

 私は通年議会の時も、今のやつもどういう動きとかをしているかって、やっぱりなるべく公務に該当す

るようにということでやっているのですよね今はね。というのは、議会の公務になるというのは皆さんも

ご存知かも分かりませんけれど、開会中の本会議と委員会、これが一つなのですよ。もう一つは、議長が

特に議員代表としてどこかの会合に出るとかこれがまず一つですね。 

 あと、委員会というのは閉会中に付託したものしかできないのですよね。だから目的のものを付託、所

管事務として取り上げる。これしかできないのですよ。だから他のもってきたもの全部公務外ですから、

だから議会報告会やろうが、出前トークやろうが何をしても公務外なのですよ。ですから、今、広報広聴

という考え方がございましたので、そしたらその中で公務になれる方法はないかって紹介しているだけで

すから。だからやっぱり全員で入るしかないのですよね。その部分だけおさえておかないと案は作れない

のですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かった。今議論した形の中で、基本的な案を作っていただくというふうにし

たらどうでしょうか。２案３案４案ということではなくて、基本的な案を作っていただくということです

れば、それについて補足なり何なりとしていけるわけですから。それはそれで決めるとかとなるのではな

くてですよ。そうすれば問題ないでしょ。今の議論の中で最大公約数のものを入れながら作るということ

ですから。今議長が言われたことも含めてですよ。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それをちょっとやっていただいて、一応今、この間各常任委員長さんとのお話

の中で、あいている日が４月 11 日なのですよ。あいている日と言ったらおかしいですね、この日に議会

運営委員会をやろうということで、常任委員長さんは知っていますけれども、４月 11 日に議運をやると

いうふうに考えています。ですから、その前に局長にその案を作っていただいて、そして各会派におろし

ていただきますからそれに基づいて議論をして、４月 11 日の議運でこれを議論したいと。10 時です。 

 そういう形で進めさせていただきますけれども、よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君）それでは１番目についてはそれで終わります。次に２番目、各委員会の原則公開

に関する条例の改正についてという文案がいっていると思いますので、これについて局長からの説明をい

ただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、委員会の原則公開の件なのですが、端的にいいますとこの間、

12 月で自治基本条例が可決成立いたしました。その中に、19 条の規定に会議の持ち方の規定があるので

すよ。議会の会議ということで、その第４項で議会の会議は原則公開しますとこういう規定で、自治基本

条例では策定されていますので、今、委員会の規定は委員長が認めた場合公開できるという規定になって

いるのですね。これを原則公開に直したいということなのです。たまたま委員会条例、これから委員会の

数も合わせまして直しますので、それに合わせて自治基本条例にあったような形で直したいということで

す。 

 今、現行条例は、カッコの中ですけれども、第 16 条 「委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者

が傍聴することができる」と規定になっています。原則許可なのですよ。ですから、それを「委員会の会
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議はこれを公開する」に直したいということです。 

ただ、自治基本用例の中でも、必要であれば秘密会にできるという規定がございますので、ここの中身

で、ただし書きにより、委員長または委員の発議により、出席委員の３分の２以上の多数で議決したとき

は秘密会を開くことができるという規定を17 条の規定からもってきまして変更しています。 

本会議が３分の２ですから、委員会も本会議に倣って３分の２という多数議決で秘密会を開くという規

定にしたいと思います。それと17 条を若干変えまして、傍聴の取扱いという規定を追加いたします。 

第 17 条 委員長の傍聴に関する規則は、議長が別に定めるところによる。委員会の傍聴の取締規定と

いうのは原則ないのですよ。本会議は地方自治法に議長に議事整理権で委ねられています。警察権も入る

ようになっています。委員会は特に設けていませんので、これも本会議の傍聴規則見直しに合わせて、整

理していきたいなとこのように思っております。多分６月以降、議会改革第３次の検討へ入っていくと思

いますのでその中で直したいと。まず委員会規則だけはそういうふうに直したいと。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今の件について。いいですか。そうすると今まで各委員長が読み上げて

いることは一切読み上げなくても、今度はよくなります。これが通れば、第 16 条の規定により云々とい

うのはこれやらなくてよくなりますから。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 蛇足ですけれど、この自治基本条例に関わる議会関係の検討事項というのは、

各所へ行っていますから、ここに入れたほうがいいと思います。子どもみたいなことを言ってすみません。

そのほうが非常に分かりやすいですから。これ各自に行っているから、ここに一番最初にでも綴じ込めば

すごく分かりやすくなりますので、これに基づいて今度は我々条例関係全部改正していきますので、大分

前に配布されているのです。自治基本条例ができたあとにすぐ配付されていますから。議会関係のだけ作

ってありますからね。議会事務局長作ってくれたの、これをここに入れておくとすごく楽ですから。これ

に基づいていつもやりますからね。これは自分で入れたのです。入れたほうが良いのではないですかとい

う意味です。配られています。 

 はい、他何か皆さんからございますか。 

 通年議会については、一度ご報告はいたしましたけれども、町とはお話をいたしました。その後協議は

行っておりません。一度協議を行ったというだけで、それについては報告したよね。それで 11 日まで、

次の議会運営委員会までもうちょっと町の考え方を聞くというふうにはしたいと思っております。これに

ついては皆さん合意の上で進めようという形で町との協議を行っていますので、そういう形でもう１度く

らいは詰めたいというふうに思っております。 

 一遍に全部やるわけには行きませんので、通年議会と今のことについてはもうちょっと詰めていきたい

と。ただ政策研究会、議会報告会等々ございますけれども、それについてはこれをもうちょっと詰まって

からでないとちょっと話しにならんと思いますので、そういうふうな取り進めで行きたいと思うのですけ

れども、いかがですか。 

〔「意義なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。他なければ終わってよろしいですか。それでは、議会運営委員会

を以上で閉会いたします。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午前 １１時４４分） 


