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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 ４月１１日（水） 

  開 会   午前１０時００分 

  閉 会   午前１１時５４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） 

 

○会議に付した事件 

 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） 

 

○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    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  玉 井 昭 一 君 

           

○欠席委員（０名）  

 

○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  森   隆 治 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。ただ今より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） ご苦労様でした。おはようございます。今日の議会運営委員会ですが、議

員定数の削減に伴います議会機能の強化ということで、30 日の日に常任委員会の事務局素案を配らせてい

ただいておりますけれど、本日それを中心に行っていただきたいと思っております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） なお、委員外議員であります根本副議長につきましては公務出張、西田議員に

ついては委員外議員ですけれども欠席届けが出ております。委員外議員の玉井議員、若干遅れると。本委

員であります山本委員、若干遅れると。こういう連絡が入っておりますので、山本委員、玉井議員はもう

少し経ったら参ると思いますので会議を始めたいと思います。 

それでは、前回の議会運営委員会で配布をされ、一定の議論をし、各会派で議論をしていただくという

ふうになっております常任委員会のあり方をどうするかと。この点での各会派の意見がまとまっていると

思いますので、まず最初にその点から各会派から出していただき、それについての議論を進めたいという

ふうに思います。どこからでも結構です、どうぞ。 

はい、町清クラブ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブでございます。我々の会派としていろいろと議論をし、ある程度まと

めをいたしました。それで、考え方としては議会事務局が出された前回の案、タテ割常任委員会が２つ、

ヨコ割常任委員会が一つと。こういう基本的な考え方に賛成をいたしたいと思います。 

 それで、内容についてはいろいろと。問題なのはヨコ割の常任委員会。すなわち広報広聴常任委員会に

ついて、非常に重要なヨコ割ですから、重要な委員会であるなということで考えました。それで、案のと

おりタテ割の２つの常任委員会は８名、８名。それからヨコ割は議長を除くから15 名全員で構成すると。

こういうことで、非常によいのではないかと。 

 ただ、問題の広報広聴常任委員会のあり方、この中に今小委員会を作ると。16 人の方々が全員協議会を

しょっちゅう全員でやるということはなかなか大変なので、小委員会を作るという案には結構だと思いま

す。問題はこの小委員会ですが、小委員会というのは相当重要な立場にある。議会運営委員会と匹敵する

ような委員会になるのではなかろうかと思います。 

 それで、小委員会の選出については、これは議員さん 15 名のうち、やはり得手不得手というものがあ

ると思うので、この選考については相当重要な考え方をもって臨まなければならないだろうというふうに

考えます。小委員会の委員長が広報広聴常任委員会の委員長になると、当然小委員会の副委員長は常任委

員会の副委員長になるということになります。 

 所管を持つわけではなくて、産業厚生・総務文教、これらを網羅したものになるわけで広報は今までど

おりの仕事をするわけですが、広聴、この広聴が非常にやればやるほど、考えれば考えるほど難しい立場
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になるなというふうに考えます。たまたま今日、議員同士の討論がなぜ必要かというこのパンフレット、

法政大学の先生が書いた物を、ちょっと私見せてもらったのですが、書いてあるとおりでありまして、や

っぱり議決に対しての責任は議会が負うのだと。「有権者にとって議会に送り出されている代表がその責

任をどのように果たすのか。つまりその議決権をどのような考えのもとでこうしたのかを議会は有権者に

対して明らかにする責任がある。」というような文書がありますが、そのとおりでございまして、これを

いかにして我々町民に知らせるかと。それが一番我々の今地方議会に欠けている部分だろうと思います。 

 そういう面からいくと、この広報広聴常任委員会というのは非常に大事な委員会になるなというふうに

考えます。その程度で私どもの考え方を述べておきます。また後ほど改めてお話申し上げたいと思います。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の会派どうぞ。 

はい、新風。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。基本的には事務局案に原則賛成したいと思っております。

３常任委員会ということでございますので、総務・産建・広報という形になると思いますけれども、構成

は８名、広報については 15 名。これもよろしいのではないかと思いますが、広報については今加藤委員

が話したように、やはり分科会の構成について相当吟味する必要があるだろうということで、広報の広聴

に関する目的を明確に分析して、それに対応する分科会の委員構成にする検討を十分必要だろうという考

えを持っている次第でございます。 

それから、まず一つ広報を常任委員会に格上げするということになってきたときに、現時点で自治基本

条例の浸透と、理解をいかに町民に諮るか。これを徹底分析する必要があるのではないかと考えにたって

おります。それは、啓蒙並びに議会活動をいかに町民に分かりやすく、理解しやすく徹底していくか。こ

れは議会の大きな使命になると思いますので、根底については今後十分論議していきたいと思っておりま

す。 

その他、これ途中から出てきたのでございますが、国民保護法の計画に基づく白老町の国民保護計画が

町民に啓蒙されているということでございますが、現時点で内容は町会に 1 冊ずつ出ているということで、

末端にまで行き届いていないのではないかと。啓蒙されていないのではないかということでございますの

で、これらについても議会がもう少し、十分真剣に検討する必要がるだろうという考えを持っております。 

それからインターネットで公開されている内容については、十分公開されている内容、する内容につい

てチェック機能を十分果たす必要があるだろうという見解が出てまいりました。 

それから、議会のチェック機能ということでございますが、議会がご意見箱の設定についていろいろと

検討しておりますけれども、これらについて具体的に今後もう少し町民にわかりやすく、このご意見箱の

利用活用を図って、その結果を町民に公開していくという制度をもう少し積極的に進めるべきではないか

という考えを持っております。 

大体以上の見解でございますが、最後に現在議会中継しております内容について、以前にも議会改革の

中で協議されましたけれども、この議会中継の戒律的な現在の放映の制度を、もう少し回答者側にも行き

渡るような方法を考えていくべきでないかということで、これが議論の中心になりました。以上でござい

ますけれども、基本的には事務局案の議会常任委員会のあり方について、基本的には賛同したいという考

えでございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ他の会派。 

はい、新政クラブ熊谷委員。 
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○委員（熊谷雅史君） うちのクラブは、おおむね事務局から出された案に添って、大体肉付けをこれか

ら進めていただきたいという話しであります。ただ、当初からうちのほうは大くくりで２つと言っており

ましたので、大体そういう部分では包含されたのかなと。 

この広報広聴の常任員会の考え方が、先回、先々回から出てきたときに、議論したときには当初は議運

と一緒にという考え方で議論もしたのですけれども、やはり加藤委員のほうからも出ていましたけれども、

かなり重要な位置付けの常任委員会になるだろうと。改選して 16 人のメンバーの方々があまり力まない

ようなスタイルになればいいねと言うことは、議論の中で出ておりました。 

今日議論する通年議会だとか、議会報告会・政策集団については、またいろんな部分で項目的に言おう

とは思いますけれども、常任委員会のあり方については、これできちんと完全にコンクリートではなくて、

こういう肉付けでやっていくよというまとめ方をしてもらいたいなというのがうちの会派の意見であり

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、公明、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） うちの会派も具体的にこのように示されたということで、今までいろんな議論を

していたのですが、具体的に目に見えてくると、すきっと見えたということでこの方法が良いのではない

かということで、ただ常任委員会、今まで３常任委員会が２常任委員会になったということで、あくまで

も定数減の大きなその中での、私たちが絶対これは守らなければいけないと言ったのはチェック機能です

よね。そういった意味では通年議会と言うことを前提において、必要なときに必要な委員会を開けるとい

うことがありますので、すっかり目配りをしながら、決してチェック機能が低下したと言うことのない、

委員会というか担当所管が増えた分チェック機能が低下したということがないような目配り気配りをき

ちんとやってかなければならないのではないかということが一つです。 

 それから、広報広聴のほうなのですが、これはこういう形でないと委員会の出前だとかそういったこと

がやりにくいと言うことになると、この方法が一番良いのだろうというふうに話し合いました。この中で

先ほどから出ていますように、広報広聴、この委員会がこれから議会の中で占める割合と言うのはすごく

大きくて、議会がどう理解されるかと言うのはこの委員会にかかってくるのではないか。せっかく議会改

革をして定数を減らしてやっていくのをきちんと町民の方々に分かっていただける。それから議員の姿

勢・資質の向上を図ったことが目に見えるようにしていかなければいけないと言うことで、ひとつ今まで

は出前の委員会とか町民の意見を聞く場と言うのは、その時の必要性に応じてやっていましたけれども、

今後はやっぱり、常任委員会としてできたのであれば、年間のスケジュールとしてきちんと具体的に入れ

ていく方法をするということが大事ではないかなというふうに思います。 

 あと、進め方については今後皆さんと意見を交換しながら、一番良いものにしていければというふうに

思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、私のところですけれども、共産党のほうですけれども。うちも常任委員

会は３つと言うことで言っていたのですけれども、タテ割の方ですね。タテ割を３つにしてしまうと広報

広聴、全員の委員会と議会運営委員会を考えると、４つくらい入らなくてはいけないところが出てくるの

ですね。これはやっぱり合理的にやるということで言えば、チェック機能をどう落とさないかということ

との関係があるのだけれども、やっぱり常任委員会の３つはちょっと無理があるだろうと。ヨコ割と言う

考え方が今までなかった中での意見だったものですから、そうなっていたわけですけれども。結果として

みたら例え４つの常任委員会に加わると言うのは議会運営委員会を入れてですよ。やっぱりこれはちょっ

と異常ですよね。ですから、そうはならないだろうと言うことで、タテ割の常任委員会２つと。 
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ただここでチェック機能をどう落とさないかと言うことなのですよね。公明さんから出ましたように、

ある意味で通年議会がそれのとりでだというふうに私も思っていたのですが、いろいろお話を聞きますと、

例えばどうしても町が通年議会を受け入れなかった時に、いろいろ聞いたら所管に関わることということ

で所管事務調査を取っているところが全国的にはあるのですね。所管に関わることということで所管事務

調査をとるのですよ。そうすると全部できるのです。なるほどな、何でそのこと僕ら今まで考えなかった

のかな。所管にかかわることと言うことで所管事務調査の許可を、議会議決をもらえば、それは所管に関

わること全部できるのですよ。そうですよね。だけど我々今までそういうことを考えなかったでしょ。通

年議会がだめだとなったら、所管に関わること全部、所管事務調査で所管に関わることということで所管

事務調査を取ればできると言うことなのですよ。項目を一つ挙げて、その他所管に関わることと。 

なるほどと。もし通年議会がどうしてもだめでチェック機能が落ちるのであればそういう方法は一つあ

るかなというふうに思ったのです。そうなれば、逆にいえば通年議会が、例えば、分かりませんよ。町の

方がやれる方向になりそうですから、結構なのだけれども。だめだったらそういう手もありますからね。  

だからこれは２つでもやれるかなと。そういうやり方がいいかどうか分かりませんけれども、やってい

るところは確かにあるそうですので、それはできますから、そういうことを含めて考えると常任委員会は

２つでもチェック機能は十分果たせるかという結論になっていきました。 

もうひとつは、選出をどうするかと言う話しになりましたけれども、我々もいろいろありました。それ

にしても小委員会のメンバーと言うのは議会運営委員会との裏表にならないと、そこではダブれないでし

ょ。そこでダブったら３つになるからね。 

だから、やっぱり小委員会と議会運営委員会は表と裏にして、16 人のメンバーが８人ずつ。議運８人、

小委員会８人というふうにすべきだろうと。あとは会派の調整でうまくやっていただくしかないのではな

いのかと。そこら辺までは議論をした。 

もうひとつは６月までこれを決めなければだめなのですよね。６月定例会までには。ですから、やわら

かくいきたいところなのですけれども、一応形としては６月定例会までには決めると言うことでいえば、

基本的にはこのような形でいったらいかがかと。運用の仕方については考えられますので、そのような形

で進めたら良いと言うような意見であります。 

 各会派から意見が出ましたけれども、これについて少し議論をしたほうがいいと思いますので、自由に

意見を述べ合って良いものを作りたいと思いますのでよろしく願いします。 

はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） さっき申し上げたものに、ちょっと言葉足らずなところもあるのですが、議会運

営委員会は会派の代表でもって構成される。しかし、この広報広聴の小委員会というのは、議会をいかに

プロデュースするかと、演出するかという面に重点を置くならば、あまり会派云々と言う議論よりも、議

員さんの資質の問題もあるものだから、あまりそういうふうにも考えないで、全員がいいのですから問題

はないのだけれども、小委員会のメンバーはおそらく計画立案をしなければならないと思うのです。 

 そして、それを全体会議にかけて、正式な委員会といったらおかしいけれどその上にある委員会にかけ

て、皆さんの了解を得て実行に移すという形にはなると思う。先ほどもいった総務とか産建はいちいち他

の８人の了解を得なくても、委員長報告で議会で報告できるけれども、広報広聴はそういうわけにいかな

いわけですね。小委員会で計画立案したものを実行に移す段階には全員の了解を得なければならないとい

う手続をしなければならないと思うのですよ。それだけ他の２つの委員会とはちょっと違う性質を持って

いると思うので、そういうことを考えると人選も会派から出せばいいのだという感覚ではなくて、16 人の
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議員の中から選ぶというような、全員が委員であることは間違いないのだけれども、小委員会のメンバー

はそういうような特殊な選考の方法が必要ではないかなと。配慮をしなければならないのではないのかな

というふうに感じているのですけれども、その辺りは皆さんの意見はどういうものですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今のことに関してもう一つ矛盾が出るのです。玉井議員がいらっしゃいますけ

れども、無会派の方は委員外議員として議会運営員会に参加できるのですね。そうすると無会派の方は自

動的に小委員会の小委員のメンバーになるのですよ。無会派の方が増えるとそういうことが起きてくるの

です。例えば３人いると 16 人のうち３人無会派だと、議会運営委員会のメンバーは委員外議員で参加で

きるけれど、その人たちは議会運営委員会の正式なメンバーではないから、全部小委員会のメンバーにな

っちゃうのです。当然そういうことが起きてきますよね。 

ですから会派から選んで小委員会のメンバーも会派から選んでというわけにはきませんから、そういう

ふうになるのですよ。ですからそういうところの調整、会派構成全部お入りになれば、そういう矛盾は出

ません。全く出ないのですけれども、無会派の方がたくさん出てくると、そういう矛盾が出てくるのです

よ。それから会派の長でなければ議会運営委員会の委員になれないということではないのですけれども、

うちの場合大体そういうふうになっていますよね。 

仙台市なんかは、会派の長は一切議会運営委員会のメンバーにはいません。幹事長クラスが全員議会運

営委員会のメンバーになっているのですね。大きな議会ですからなおだと思いますけれども、若手の２期

３期目の連中が中心になって議会運営委員会を構成しているのですけれどもね。ですから人数が減ること

によってそういうことがかなり制約されてくるのですよ。 

ですから、いま加藤委員がおっしゃったことと同時にそういうことまで考えないと、例えば 16 人中４

人も無会派の方がいたとしたら、小員会の４人が無会派の方となるのです。そんなことが起こってくるこ

ともちょっと頭に入れておいたほうが良いかなということも含めて、議論を願いたいと思います。 

 はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ただ、無会派だろうとなんであろうと２つの委員会には所属しているわけですよ。  

○委員長（大渕紀夫君） そうです。 

○委員（加藤正恭君） そうですね。全員が広報広聴に入るわけですから、あと、別に残った２つに入る

からそれでいいのですけれど、小委員会のメンバーというのは、また改めてもうひとつの、３つ目までと

は言わないけれど、準３つ目になるような可能性もあるから。だから必ずしも無会派の人が小委員会に入

るとは限らないと思うのだけれど、選考の方法なのだけれども、そこまで今ここで考える必要なないのだ

ろうけれども、そういうことも頭においていなければまずいなという感じはするのだけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） いや、私が今言ったのは、僕らの会派の前提は、ヨコ割の常任委員会は広報広

聴の小委員会と議会運営委員会は裏表だと私言っていますよね。それは、議会運営委員会に８名選ばれた

ら、残った７名が小委員会のメンバーだという認識ですから、我々の意見は。 

 そういうふうに前提にちゃんと言っていますから。ですからダブって３つ入るというようなことをしな

いということで、タテ割１つ、ヨコ割１つという考え方ですから、はじめから。ですから、無会派の方は

そういうことの矛盾が起きてきて、結果的には３つ入るということになるのです。そうでなく会派を持っ

ている人たちが２つなのに、無会派の人が３つ入るということは矛盾ではないかということを私は言って

いるのです。前提としてヨコ割２つといっていますから。そうでないという方は別ですよ。私は裏表でと

いうことを言っていますから。意味分かりますでしょ。  

はい、熊谷委員どうぞ。 
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○委員（熊谷雅史君） そういう考え方というか、処理だというふうに言えばそうなのでしょうけれども、

加藤委員の意見も含めると、やはり小委員会の位置付けというのは重要ですよと。ですから、単純にこっ

ちへ行った。こっちへ行ったということには、なかなかなりづらい部分も、僕は今の段階ではそういうふ

うに思うのです。ですからそれはやっぱり協調性をとって、得て不得手といっていましたけれども、やっ

ぱり適材適所で、新しい 16 名の議会を任せられる議員さんには、その辺を配慮して構成していただきた

いと。そういう考え方になるのではないですかね。今からがちっとコンクリートにしてしまうと、なかな

かやっぱりやっていただいたほうが。 

○委員長（大渕紀夫君） そこら辺のところはもっと議論をしておいたほうが良いと思うのですよね。 

どうぞ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） だから、変な話、無会派の方々の、委員外議員として議会運営委員会に参加する

ということも含めて、どうなのだろうということも考えなくてはいけないということなのでしょうね。そ

れも変えていかなくてはいけないみたいなことが出てくるのでしょうね。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 無会派の方々は、議運には議決権はないけれども、参加して委員長の承諾を得て

意見を述べることはできるわけ、ですから議決権がないだけの違いであって、逆に無会派のほうが他の議

員さんよりは恵まれている面はそういう点ではあるのですよ。議決権はないかもしれないけれど、個人の

考え方として会派に関係なく自分の考えを述べられるという点では、もちろん委員長の許可を得なければ

だめだけれど無会派の人だって意見を述べられる。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員長が、必要と認めた場合は発言を許可できるのですよ。 

○委員（加藤正恭君） そうでしょ。だから、考え方によっては何も変わらないわけですよ。ただ採決を

採るとなると参加しませんよということだけのことであって、意見を述べることについては問題ないわけ

ですから。そういうあたりでいけばあまりコンクリートしなくてもいいような気もするのだけれど、考え

方とすれば。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 基本的に白老町は会派制をとっていますから、会派制の議運のあり方と言うのを

先ほどから言っているように、もう一度検討するべきだと思いますし、それから広報広聴小委員会、仮称

になりますけれども。やっぱり全体を見ていろんなものを計画していかなければならないと思うのです。

そうなったときには、常任委員会から代表で１人とか入るとか、議運からも１人くらい入るとか、全体を

委員会の動向を見てその中で計画の中に、こういう出前をやりたいとか、そういう情報が入る形のものを

小委員会として作っていかないと、こっちの委員会はたくさん入っているけれど、こっちの委員会は誰も

いなかったとかということになると、全体での、車で言ったらタイヤの意味だと。どういう方向に動かし

ていいかという、進め方の動いていく部分だと思うのですよ。だからどっちの方向へ行くかというのは、

広報広聴の委員長・副委員長がずっと方向性を見ているわけですから、そういったときには、そういうと

ころに意見をきちんと、各員会の情報もきちんと入る体制をきちんと作っていく。それを広報にも活かさ

なければならないですし、そういった意味での、先ほどから言っていますように、固定化してしまうので

はなく全体でどうあるべきなのか、全体でどういう人を選んでいかなければならないのかということを、

平らにしてそこから取り上げていくような形にしていくのがいいいと思うのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、大体各会派の方々の意見は、そういうことで進めようということで決まって、
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あと小委員会云々の細部の問題は、今後まだまだ時間もあるわけだから、それを検討するということで先

に進めたらいかがでございますか。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、今のことについてご意見あったら。ここのところは後で矛盾が出ますから、

考え方をきっちりしておかなければいけないと思うのですよ。ですから、今出たご意見というのは、吉田

委員から出たご意見というのは、例えばヨコ割で２つの常任委員会というか、小委員会と議会運営委員会

にダブって出る人が出ると。そうなったら、もし無会派の方がいらっしゃったら、そこの無会派の方が外

れるとか、そういうふうになっていきます。ですから、そういうかなり柔軟な考え方で、結果としては裏

表ではなくて、要するに小委員会と議会運営委員会が裏表ではないような形の選出をした方がいいだろう

と言うご意見になるのですよ。理論的にはそういうことですから。ですからそういうことも含めて、ご意

見があればそれは新しい議会での話だけれども、考え方としてそこはきちんとしておかない、曖昧にして

おくとだめだなとです、これは。 

 はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ある程度明確にしておかない、１人２つの委員会というのが、これも崩れてくる

可能性がある。もしかしたら３つの委員会を持つ人もいるかもしれないのですよ。そこら辺をどういうふ

うに柔軟にもてるのか、やっぱりあくまでも２つは基本にしようというふうになるのか、その辺ある程度

明確にしておかないと。それより先の議論がなってこないという形になると思うのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） それのことを言っているのです。僕が言っているのは。 

吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） いろんな意見が出ても、やっぱり１人２つにしようやといったら全部崩れちゃう

の。だからその辺だけはある程度明確にしておかないとだめだと思うのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 結論を出すということではないですからね。そうではなくて、今言われたよう

な討議を詰めておく必要がある。ですから、無会派の方がいらっしゃった場合と、いない場合も違うので

すよ。わからない話ですから。無会派の方が全くいなかったら、これは裏表にしてもなんでもないのです。

やり方によってはちゃんとなるのです。ただ、無会派の方がたくさんいらっしゃるとそれが崩れると言う

ことが考えられますね。 

議長ありますか、どうぞ議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の意見の中で、これから話していく中で、例えば無会派を議運のメンバーに

入れる、入れないというのは、今入れるようになっていますよね。この辺も改正も含めて考える。それと

広報広聴も、今までの経過ですと広聴は議会運営委員会が中心になってやっていましたよね。本当は今ま

での議会運営委員会の中の業務の一部と言うのですか、全部そういうようなものはどこまで広聴のほうへ

移管して移すか。その辺もある程度きちんと線引きしておいて、そしてやるほうが、現在の決まっている

規則や何かも、一部改正することまで含めて、例えば無会派との関係についてはそういう部分も。 

 今、傍聴もすべてできるわけですから、そういう面では無会派の方を全部議運に出席できるようにやっ

ておくのが良いのか悪いのか。議運はあくまでも議運のメンバーで、会派制度ですから無会派の方は議運

に出席しなくても良いように、ここに書いてあるのを改正するとか。そこまである意味で踏み込んできち

んと整理しておいたほうが、あとで曖昧になってと言うようなことにならないように、ここで議論をした

ほうが良いと思いますね。そうするとすっきりしてできるから。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議会運営委員会と、それから今度つくる各常任委員会というのを切り離すと言う
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考え方はいかがですか。兼ねてはまずいと言うのではなくて、議会運営委員会は議会運絵委員会で、これ

は会派を代表した方々の議会に対する、議長の諮問に関することをやるのが議会運営委員会であって、普

通の常任委員会とはちょっと違う性質だと僕は思うのだよね。 

ですから、議会運営委員会に入っている人は、例えばあと２つ入れば３つになってしまうわけですよ。

３つになったらまずいという考え方ではなくて、あくまでもこっちは２つですよと。議運は別ですと。こ

ういう感覚になれば、そういう心配はなくなるような気がするのだけれども、そのあたりはどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 基本的には加藤委員の言われるとおりだと私は思います。そういうふうに考え

るべきものだと思います。 

○委員（加藤正恭君） 僕もうそ思うのだけれども、ごっちゃにしてしまって、普通の常任委員会と同じ

ですよという感覚でいけば、一人の人が３つになってしまう可能性もあるわけです。現実にあるのです。

例えば私が小委員会に入れば３つになってしまう。ですから、そうではなくて議会運営委員会は議会運営

委員会、これはもう重要な仕事があるのですよ。ルール的に決められていますから。それはそれとして、

常任委員会は常任委員会としてという感覚でいけば、これは常任委員会は３つ目には入らないという感覚

で行けばいいのではないですか。 

 それも一つの委員会に入っているのだよというふうになれば、また違ってくるのだけれども、そういう

ふうに考えないほうが良いのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 正に、そうだと思います。従来どおりですから。従来どおりで今回出たのは、当

初言っていたとおり話を戻しますけれども、変わりないのですよ。だからダブられるということを避けよ

うとすれば、先ほど大渕委員長が言ったように議運のメンバーの反対の人たちが、広報広聴の小委員会の

構成メンバーになったほうが良いのではないかということですから。 

 だけどそれは、加藤委員がおっしゃっているとおり適材適所もあるし、吉田委員も言っていましたよう

に、やっぱり情報がなければ、ここはかなり厳しい部分だと思うのですよ。ですからなられた方々に、そ

れは委ねることになりますけれども、仕組みとしては議運は議運として外して、今まであった常任委員会

が３つそのままあるのだよと。各議員さんはそれ一つずつだよと。違いますか、言っている意味が。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今までの話の中で、タテ割とヨコ割という話しで、タテはそれぞれ１つずつ入

ると。ヨコも１つずつ入るというような形の今まで意見ですから、それを議運だけを別で広報も産建も総

務も、それもこれも常任委員会も３つ同じ性質でたてていくとごっちゃになったやつに、議運だけは別で

すよと。今の意見をそういう具合に聞いたのだけれども、あくまでもタテ割は２つの常任委員会がありま

すね。皆さんが先ほど話していたけれども。ヨコ割のほうの議運とそれに対してその裏にある広報広聴と。

これヨコ割ですから、ヨコ割に一つ、タテ割に１つという考えで今まで議論をしてきたので、議運だけこ

ちらに置いておいてあとの３つを一緒にしてしまって、そういう意味ではないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今でも、常任委員会の３つのメンバーに入っていますよね。その他に議運をやっ

ていれば２つ入っていることになるのです。現在も一議員は一委員会という考え方からいけばおかしいわ

けですよ。今まで、我々２つ入っていますよ。ではなくて、議運は議運で別な考え方を持った常任委員会

にしなければ、話が、今でも一議員は一委員会という今までの考え方があるとすればおかしいのではない。

常任委員会の人が、みんな産建なり、総務なりに入っているわけですから。ここのメンバーはみんな２つ
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入っているわけですよ。そうでしょう。今度やれば３つになるわけですから。 

 ですから、今度の改正で２つ以上に入る可能性があるわけですよね。考え方とすれば。そうでしょ。 

 だから、今議長がおっしゃるようなことであれば、僕らは議会運営委員会に入っているのだから、常任

委員会に入れなくなるわけですよ。それは特別委員会は別なのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 言っている中身は同じなのですけれど、要するにタテ割とヨコ割の考え方でい

くのか、従来の原則論の議会運営委員会は別で常任委員会は。その常任委員会はダブって入れますよと、

単純にそのことだけでいくのかという違いなのですよ。  

 今議長が言われているのは、今まで議論をしてきたのはタテ割の常任委員会とヨコ割の常任委員会を作

りますと。ヨコ割の常任委員会は広報広聴ですよと。議会運営委員会も常任委員会の扱いにするとヨコ割

ですよと言う考え方なのですよ。ですから、タテ割とヨコ割の委員会に一つずつ入るというのが原則です

よという議論が今までされてきましたよね。ですからそのことをおっしゃっているので、原則論でいえば

常任委員会と議会運営委員会は同じものではない。ですからダブって入れるのだよというふうにおっしゃ

る。これもまた今までそういうふうにやってきましたから事実なのです。 

 それが、２つの常任委員会にして、新たに常任委員会を一個作って、これはダブることが今度できるよ

うになったから、３つダブってもどうということはないわけですから、ですからそういう理論も成り立つ

よということをおっしゃっているわけですよね。ですから、そこはある意味では議論の出発点がちょっと

違うということだと思うのですけれども。 

はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） ともかく、今後の体制にて、一般的に 16 名という一つの人員枠の中で、今

後運営されると思いますが、今論議されている内容をいろいろと検討していくと、委員外議員の所属する

一つの立場を考えて論議されていると思います。私はやはり、今後 16 名の議員構成の中で委員外議員が

何人入るかというのは、これ未知数でございます。ですから私は、議運についてはやはり幅広く議員参加

してもらう意味からして、委員外議員は旧来どおり、議運のほうに参加してもらうということを原則に考

えたほうが正当ではないかと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今これを見たら、議会運営委員会というのは７人なのですよね。だから委員外議

員は議運の委員ではないのですよね。だから、別に委員外議員が小委員会のほうに、８人になるかもしれ

ないけれど、その半分の残った人が小委員会の委員をやらないと同じような委員会の数にならないという

ことにはないですよね。今ちょっと考えていたのですけれども。私が勘違いをして聞いているのかな。大

渕委員長が議運の委員を作ったら、それに入らない人たちが小委員会の委員になる可能性があると、無会

派の人がなる可能性がありますという話しをしましたよね。 

 だけど、議運のメンバーではないわけですから、議運のメンバーになった人が、もしかしたら小委員会

に入って、委員会が多くても問題はないですよね。反対の人が全員ならなければならないという規約もな

いわけですからね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 小委員会の考え方なのだけれども、16 人。議長を抜くと15 人全員が広報広聴委

員会のメンバーですから、だから別に無会派であろうと会派であろうと関係ないわけですよ。全員がなっ

ているわけ。ただ、いつも 15 人が集まって、ワーワー相談してもまとまらないから、中で小委員会を作

ろうというのが原案ですよね。それを普通の常任委員会に昇格させてあげようというだけのことですから、
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みんな委員であることは間違いないわけですよ。小委員のメンバーであっても、広報広聴の委員であるこ

とには間違いないわけだから。ただ、その中に委員長・副委員長を作るというだけの違いであって、小委

員会という名前が、僕は小委員会というのはあまり、何か下のように見えておかしいと思うから、常任委

員会に昇格させるということであって、無会派であろうと会派であろうと、みんな同じなのでしょ。違う

の。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 常任委員会から劣るとか、劣らないという考え方ではなくて、法律用語で

すから、小委員会は小委員会なのですよ。要するに委員会の中に、必要が応じて小委員会を作るのですか

ら、これが常任委員会に格上げするとかそういう問題ではないですから。 

 あくまでも、常任委員会は常任委員会ですから。 

○委員長（大渕紀夫君） だから常任委員会の正・副委員長が小委員会の正・副委員長を兼ねていますか

ら、呼ぶときは広報広聴小委員会の委員長であり、その前か後ろか分からないけれども、広報広聴常任委

員長なのですよ。全体の委員長ですから。ダブっていますから。 

はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう一つお話しさせていただきますと、私考えたのはさっき大渕委員長が

いったのと同じです。議会運営員会に入らないのは小委員会に入ると。これはなぜかというと、２人２委

員会に所属するという考え方からそういうふうな発想をしたのですが、この中に全員入るという部分です

よね。これは、全員で入る部分と小委員がやる部分と役割違いますから、ただ、中心的役割、本来の常任

委員会とみなすべきものは小委員会が担うのですよ。 

 だからそういう部分で、議運に入っていない人が入るという考え方をしたのですね。もう一つは分科会

もあるということを忘れてもらっては困るのですね。分科会というのは、例えば総務文教分科会だとか、

産業厚生分科会というのも作るのですよ。そこの活動もすごく重要性が出てくるのですよ。小委員会ばか

りではないのですよね。 

 だから、逆にいったら今議運に入っている人も小委員会にも入って良いのではないかと、こうやってい

くと、小委員会も入る、分科会にも入る、議運にも入る、他の委員会にも入る。ものすごく受け持つこと

になるのです。 

 多分、小委員会の役割も大きいですけれども、分科会の役割も僕は大きいと思います。というのは、今

まで総務だとか産建で団体のものをやっていたものを、今度強化していくわけですから、例えば休会中に

なろうとしたときに、多分複数の団体をとらなければならなくなってくるのですね。今までやったりやら

なかったりですけれども、ただ、分科会を設けるということはやるということですから。 

 多分、福祉の団体だとか産業の団体、教育の団体とやらなければならなくなるのです。そしたらものす

ごい幅が広くなります。 

 だから、小委員会に入っている人は当然分科会も入っていますから、ものすごい量になるのではないか

と思います。それにまた議運ももってということになったら、それを考えた中で議論されたほうが良いの

ではないかと思います。 

 分科会ないならないでいいのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、局長からの提案の中で、少し見えてくるかなと思うのですけれども、当初の

考え方は、適材適所できちんとやらなければいけないよということが小委員会のメンバー構成であるべき
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だと。僕もそれも重要だと思うのですよ。ただ、今言ったように考え方が、要するに議運に所属していな

い人たちが小委員会の構成メンバーになる。これは一つの形として残しておいて、やっぱり、全体は我々

全部入っているわけですから、それで分科会で、例えば総務のほうに入っている広報広聴の常任委員会の

人たちは、これに携わる広報活動だとか、そういう形になろうかなと。 

 小委員会の構成メンバーというのは、主に広報のほうを担当してもらうような形になるのかなと。それ

で、それでもまだ足りないよということであれば、分科会から編集委員というような形でチョイスすると

かという方法も取れるのかなと。 

 例えば、これあとから出てきますけれども、議会報告会だとか行きますでしょ。そういうときのコーデ

ィネーターは、やはり小委員会の８名になるのか７名になるのか分かりませんけれども、それで割振りし

ていただいて、コーディネイトをして、司会が自分があまり得意でないというのであれば、分科会のほう

へそれを一任するだとか方法はいろいろ取れると思うのですよね。そういう考え方でいいのかもしれない

ですね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう一点、お話ししたいと思いますけれども、小委員会８名と書いたのは、

そういう当初の１人２委員会という発想から８名と書いただけであって、規定上は８という数字はどこに

も出てこない数字ですから。というのは広報広聴常任委員会 15 名の中で何名にするか。分科会のあり方

はどうするか。分科会作るか作らないか、これからの議論なのです。ですから、これぶら下がっています

けれども、規定上は今どこにもないですから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） だけど、それはそうなのだけれども、当初、冒頭、無会派の方の扱いから始まっ

た時に、最初考えたときに、議運とダブる可能性があるのかなと思ったけれども、今の話を整理していく

と、要するに反対、要するにヨコ割も一つだよということになれば、議運に所属している人は小委員会に

は原則入らないということなのです。 

 分科会がありますから、これ全体のことですから、ものすごく重要な常任委員会ですから、提案あった

ときの話から、「それなら行けるね」という話にとってもこれは重要だと。 

○委員長（大渕紀夫君） はっきりしているのは、２分科会というのは常任委員会構成ですから。タテ割

の常任委員会構成が２分科会ですからね。ですから、そこは議運と小委員会をちゃんと見比べて、例えば

これで言う仮称ですけれども総務文教常任委員会から全員がなるなんていうふうにしてしまうとだめで

すから、なるべく４、４でちゃんと小委員会も構成できる議会運営委員会も構成できるというふうに組ん

でいかなければならないとなるのです。それは複雑ですけれどもね。 

だけど、それは十分できますし、だからそういうふうにしたときに無会派の人の矛盾が出るよと。そう

いう意味なのですよ。 

○委員（加藤正恭君） 総務と産業から４人ずつを出して小委員会を作る。 

○委員長（大渕紀夫君） そうそうそう。それと議運の反対側というのをちゃんと考えなくてはいけない。  

はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 議運の反対ということであれば、言ったように、分科会スタイルをもし取り入れ

るとするならば、議運に所属をあまりしていない方がその分科会に。 

 いやいや小委員会はそういうことですから、分科会についてはこっちに所属していてもかまわないとい

うことですよ。ですから、議論というか、まとまりはそこで仕組み作りをしていけば良いことで、その間
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に小委員会のメンバー構成だとかに無会派の方を配慮していくと。こういう形しかないと思うのですね。 

 例えば、単純に２人会派で８つであれば、これは均等で割れるわけですよね。だけど、４人の会派も出

れば３人の会派も出れば２人の会派と、こういうことも想定されますから。そして無会派の方も出られる

と。やっぱりそういう部分の割り振りしかないのかなとも思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 大体イメージとしては、今局長の説明を含めて大体分かりましたか。いいです

か大体。大体のイメージとしては分かりました。 

それでは暫時休憩をいたします。 

休  憩 （午前１０時５４分） 

 

再  開 （午前１１時０６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。 

前半戦の議論で一定限度各会派のご意見を伺いました。その結果、タテ割の常任委員会、便宜上そうい

うふうに言わせていただきますけれども、ここで書いている仮称の産業厚生常任委員会、総務文教常任委

員会のタテ割りは２つで行うと。３つというところはございませんので、ここは基本的な考え方としては

よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 所管については、またありますけれども、基本的にはそういう考え方。名称も

含めて考えていただきたいと思います。 

それから、広報広聴常任委員会は全員で作ると。これ、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） その中に、小委員会的なものまた２つの分科会的なものを作ると。これは「的

なもの」といいましたけれども、中身の問題で法律用語としては分科会・小委員会というふうになってい

ますから、名称はこのようになりますから。作るとすればそうなります。ですから、そこの確認をしたい

と思います。それは構いませんね。それで、その他に議会運営委員会を作ると。 

原則論として、タテ割・ヨコ割の考え方でいくと議会運営委員会と小委員会は表と裏というところなの

ですけれども、まだご意見若干ございますので、各会派で常任委員会の名称および広報広聴常任委員会の

運営の仕方、及び小委員会・分科会の持ち方。委員構成の問題。こういうことについての議論をしていた

だきたいと思います。 

ただし、２分科会は、分科会という名称を含めてですけれども、これはタテ割りの常任委員会が２つの

分科会になると。これはそういうふうになりますので、そうでないと機能しません。他の団体に行ったと

きに機能しませんので、ですからそういうふうにするというふうになりますので、この点を含んだ上で各

会派で議論をしていただきたいと。こういうふうに思いますけれども。よろしゅうございますか。 

はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 事務局から一点投げかけさせていただきたいと思いますけれども。今常任

委員会は２年任期で３つあたっときに交代しているのですけれども、今度は２つなのですね。２年任期で

交代すると全部関わることになると。 

 書かれているものによると、常任委員会の趣旨というのは部門の専門性をつけるということなのですよ

ね。果たして２年で交代が良いのかどうなのかということも議論していただきたいなと。 

 ３つあったときに、２つ交代すると持たないところもありますけれども、過去にはそういう部分で２年



 14

交代でずっと推移してきているのですけれども。書き物の中では、専門性をもつということが重要だと書

いてあるのです。付託された時にその専門性をもって議論できるような。果たして２年が妥当かどうかと

いうのもまた。これはちょっとした投げかけですから、それも一つ議論していただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 以前は４つの常任委員会があったものが３つになりまして、そしてその中でい

ろいろな分野を早く勉強したいという、その裏にはいろいろありましたけれども、表向きについていえば

そういうことを趣旨にして、２年交代ということが決まったのですよ。 

４年間同じ常任委員会をやると、３期やらないと３つですから、新しい問題にチャレンジできないと。

そういうこともございまして、２年交代だと２期やると全部廻っちゃいますから、そういうことが主たる

趣旨でそういうふうにしたのですけれども、しかし、今の状況で２つの常任委員会になるとそういうこと

が消えてきますね。ですから、１期４年になる。 

これは以前は４つ常任委員会があっても、全部４年ずつでしたから、あまりそういうふうにはならない

はずだったのですけれどもね。経過としてはそういうふうになっていました。ですから、今事務局からあ

りましたように、ここの見直しをどうするかということなんかも含めて、会派で議論をしていただいたほ

うがいいかなというふうに思いますので。 

はい、どうぞ議長。 

○議長（堀部登志雄君） 特にですね、大渕委員長、加藤委員とか私どもも４年のときがありました。そ

ういうことで専門性というのは極めて、一回そこの常任委員会をやったら、何期やっても絶対そこの常任

委員会でなければ絶対だめだという形でもあった経過もありまして、１期４年の間にできれば全部の常任

委員会を、できるだけ幅広く関わりたいという思いで２年で交代しようとなったのですね。 

 今回２つのタテ割の常任委員会であれば、やっぱり２年経って交代すると１期の間に、行政について全

般に関わり合いができるものだから、単純にそのほうがいいのかなと思ったのですが、やっぱりもう一面

の、本来ある専門性からいくとできるだけ同じところを長くやるということなのですけれども、その辺は

特に新しく、経験の浅い議員の方は４年という経験はないですからね。その辺も含めてでじっくり、どち

らのほうが議員としていいのかということも十分考えて、結論を出していったらいいのではないのかなと

いう具合に思いますけれども。両方これ一長一短、こっちがすべてでこっちが悪いよということではない

ですから。どっちでも採り方によって正しいとか、重要なことですのでその辺、会派で十分議論をしてい

ただきたいなという具合に思います。 

○委員長（大渕紀夫君） この件についてはよろしゅうございますね。それは検討すべき中身だと思いま

す。やっぱりですね、一般質問を含めて考えたときに、専門性をきちんと高めて深い質問をするというこ

とが、私は議員として今望まれているというふうに私は考えています。広く浅くやるよりも、やはり質問

がどれだけ鋭さがあり、理事者ときちんと議論できるかというところが今問われているところですから、

そういうことも十分考慮した上で、各会派でご議論願いたいと。率直に言って私はそういうふうに思って

おります。 

 今回の予算委員会の、特に特別会計の部分については、非常に私は議会としては考えなくてはいけない

のではないかと、率直に言ってそう思っております。そういうことも含めてぜひ考えていただきたいと。

私はそう思っておりますので、そういう視点で各会派でご議論願えればと。 

 それで、もう一つなのですけれども、この一面に出ている３つから２つにしますと所管が変わりますの

で、そこも含めて議論していただければと思います。これ議会事務局では、非常にバランスをとってくれ

て、今総務文教が極めて多くなってしまって、子ども課が向こうにいきましたので、極めえバランスが崩
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れているのですよ。総務文教の比重が極めて高くなっておりますので、そういうことも含めて検討された

ようですので、そこも含めてお願いしたいと思います。  

 常任委員会のあり方及び委員会の複数所属の関係につきましてはよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、各会派で再度この部分について深めた検討をお願いしたいと思いま

す。 

続いて通年議会の実施の件に入りたいと思いますけれども、ちょっと局長から経過だけ話してください。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２月に町側のほうの担当、三國谷副町長と白崎総務課長と、それからこち

らは議会運営委員会の正・副委員長に入ってもらいまして一回懇談をしています。それはもうすでに皆さ

んに報告済みです。そのあと町長のほうへ概要をお伝えしますということで過ぎてございまして、その後

３月定例会が入りました。 

 基本的に町長、良いのではないかということだったのですが。３月定例会の一件の件で、またごたごた

なっていまして、何回か三國谷副町長のところへ行って、町長の意向を確認していたのですけれども、一

応お話いただけたということで、これから昼過ぎたあとに、やるという方向性ではなくて、調査検討に入

りますよというような部分で議論したいということでございました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今局長からありましたように、議会側として議長が中心になりまして、

町長にきちんと申し入れを行うということで認識していただいて構いません。正式に町側に申し入れをす

ると。今までは、事務レベルの協議でしたから、今回正式に申し入れるということになります。 

 申し入れるという件については、いいですよね。はい、どうぞ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議長が町長と会うのではなくて、正副でしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、正副と議長とで行きます。 

○委員（加藤正恭君） それを確認したかったのです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 通年議会の件で、議運として正式に話をするということなので、なぜそれをす

るかという大きな理由付けというのですか。これを、今までと変わらないからやるのだというのではなく、

何のためにこれをやるのだということをきちんと、これを皆さんに確認しておかないと、通年議会は普通

の議会とたいして変わらないのだからと言うこと、その辺は皆さんで確認してあたったほうがいいと思い

ますね。なんとなく「よいことだ。よいことだ。」といってね。どうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それは議長、今の今まで通年議会について議論もしたし、講師も呼んでもお話し

を伺って勉強会もしています。だから議長も副議長も、それから議運の委員長も副委員長もそれはよく承

知しているのではないですか。それをここでまたいちいち確認して持っていくなんていうのではなくて、

ざっくばらんにお話し申し上げたらいいのではないですか。僕はそう思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 今まで議論してきた上澄みが、結果として一番大きいものは定数削減により議

会のチェック機能を増したいと言うことなのですよね。同時に、公務災害の関係含めて議会活動を充実さ

せると言うことでございます。そういうことを趣旨に我々今まで取り組んできたわけですけれども、当然、

今の体勢を変えるとか、そういうことではありません。できる範囲はたくさんありますけれども、そうい

うことではないということは確認されておりますので、そういうことを中心に町長のほうにお話をすると。

その中でもっともっと改善できるものは改善していくし、だめなものはだめで切り捨てていきますけれど
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も、そんな形で通年議会のお話をしていくと。我々の権限が極めて増すという部分もございますので、そ

こは現状をきちんとおさえて、現状を維持しながら、しかし議員の権限を上げるというふうな。そういう

ふうに言うかどうか別にいたしまして、そういうような形でお話をしていきたいというふうに思いますけ

れどもよろしゅうございますか。議長それでよろしゅうございますか。 

○議長（堀部登志雄君） ええ、良いですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） そのようなことで事務レベルとしてはお話していますので、町側も副町長から

町長のほうへお話がいっておりますので、そういう点についていえばいろんな疑問は出るかもしれません

けれども、それはそれで答えていくということで結構かなというふうに思っています。この件よろしゅう

ございますか。 

山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 先ほど、局長の説明の中で、町長が若干３月定例会の云々で、瞬間ブレーキとい

うのか分かりませんけれども、そういうのがあったという話しに聞こえたのですけれども。 

 訂正をして、本人も最中でわびをいれて削除もして、それで一応議会としてのけじめはつけたことであ

って、そのこととこの通年議会と一緒に町長が考えられるというのは、私はちょっとどうなのかなと。そ

のことが尾を引くのであれば、もっとそのことを徹底して議論をどこか違う場でするなりなんなりして、

きちんと気持ちを切り替えてもらわなければおかしいことになるのではないですか。何かちょっと気にな

ったのですよ。休憩にしていただいて結構なのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは暫時休憩をいたします。 

休  憩 （午前１１時２１分） 

 

再  開 （午前１１時３０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。 

通年議会につきましては、本日そういう形で申し入れを行うというふうにいたしたいと思います。その

結果につきましては、どうなるかは分かりません。 

 もう一つ、今日の話しの進め方にもよりますけれども、一つは例えば試行期間として、６月から９月ま

でそういうことができないことではない。なぜそういうことをいうかというと、改選がございますので、

１年間やるというのは、お互いになかなかやったことがないことですので大変でございます。 

 ６月頭から９月の定例会に入るまで、そういうふうなことができるのです。６月の議会で。約２ヶ月間

ですか。ですから、そういうことも含めて、今日の直接お話するのではなくて、話の行き方によってはそ

ういうとも試行できますと言うことですので、そのことも会派でお話をしていただいて、試行したほうが

いいということであれば、条件が整えばそういうことも考えられるのかなというふうにも考えております。 

 はい、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今日、町に正式に申し入れた中で、議会運営委員会としても６月には定数のこと

もきちんと出しますよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 報告します。 

○委員（吉田和子君） その時ある程度、委員会のことは出来上がっていないといけないのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

○委員（吉田和子君） そうなると、通年議会がきちんと決まらないと。ある程度、報告するものができ

あがらないわけですよね。ですから、答えはなるべく早く、それに間に合うようにいただけるようにしな
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いと、報告もできないのではないかと思いますので、それも具体的にきちんと申し入れていただきたいと

思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、分かりました。他。あとは会派で話してみてください。よろしゅうござ

いますね。それはちょっと今日やってみないと分かりません。 

 それから３番目の議会報告会、議会懇談会等のあり方について、これにつきましては広報広聴常任委員

会ができあがった段階で、ここが企画立案していくということになりますので、方向性としてはそういう

方向で行くという確認しかありません。よろしいですね。 

 それから政策研究会の関係です。これだけなのですよね、今も合併の研究会がございますけれども、こ

こをどう強化するかということがございます。任意の研究会にするのか、テーマを決めて特別委員会を起

こして、そこで特別委員会でやっていくだとか、いろんな手法があると思うのですが、ここはやっぱり俎

上に載せて議論をしていただきたいとこういうことなのですよ。 

深めをもうちょっと深まる、例えば、議員が議員提案で条例を出すにはどうすればいいかというふうな

ところまで深めるような政策研究会というか、議員研究会までいかなければ、勉強会の範囲ではちょっと

まずいのかなというふうにも考えておりますので、会派でこの点含めてご議論願えればというふうに思っ

ております。 

私の立場から言うと、やっぱり条例提案できると。また予算の組換え動議が出せるというようなことを

含めて、そこまで制度を高めなくてはだめかなというようなことも考えておりますので、その点含めて議

論をしていただければと思います。 

この点局長何かありますか。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） この度の自治法改正で、委員会に条例含めて議案の提案権ができたという

ことも含んでもらったらいいのではないかと。今まで、町長と議員しか提案権がなかったのですけれども、

委員会にも今度、提案権があるということで、当然、常任委員会・特別委員会で議論した中身が、大渕委

員長が言ったように条例案として出していけるようになったということでございますので、それも含めて

検討されたらよいかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） この点は、新たな議会からというふうにならざるを得ないのですけれども、そ

こで、細かなものを出すわけにはいきませんから、大まかな議論だけはしておいて、ベースになるような

ものはあったほうがいいかなということで、今、皆さんに投げかけしておりますけれども。そんなことで

会派で議論していただければというふうに思います。 

 １番目の部分についてはよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次、資料２はまだ出ておりません。前に一度出ていますね。私が前回

グリーンのつづりにとじ込めてくださいといったものです。 

資料１の部分が新たに出ましたので、解説は結構ですけれども、どういうふうに使うかを含めて、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 番号を振っておりませんけれども、白老町議会改革の取組み「開かれた議

会・信頼される議会」を目指して、という主題をつけていますが、これはいわゆる議会改革に取り組んだ

項目を年表にしたものです。一応、分かる範囲内で拾ってございます。例えば、平成 11 年の７月、夜間

議会の開催ということで、11 年の７月から夜間議会がスタートしています。その下、７月に議員の出前ト

ークの実施、今も年間単発的にやっておりますけれども、ここから取り入れたということでご理解をいた

だきたいなと思います。あと、12 年４月から委員会記録を全文筆記化、これ以降そういう形にしていると
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いうおさえ方をしていただきたいと思います。 

19 年まで、昨年の３月、議会運営委員会の議会運営に係る委員長報告を、冒頭に議事日程に載せたとい

うことも加えております。これが一番最後です。多分漏れてはいないのではないかと思いますけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） これ見ていただきますと、栗山だとか白馬だとか福島だとか、改革が進んでい

るという町村の例がたくさん出ていますけれども、少なくても我々は、それを上回るくらいの改革は行っ

ておりますので、その中身がついていくかどうかというのはもちろんございますけれども、一生懸命やっ

ているということは、皆さんこれを見ていただければわかると思いますので、町民の皆さんにこういうこ

とをやっていますということは、機会ある度にお話をしていただければというふうにも思います。 

 これはなかなかいい資料ですので、ぜひいろいろなところでご活用いただければというふうに思います。 

○委員（加藤正恭君） この中に、白老町と入ってもいいところがあるのではないの。なぜ入れないの。 

○委員長（大渕紀夫君） あります。あります。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、学者が書いているところに入っている部分ですので。 

○委員長（大渕紀夫君） これ非常に良いもので役に立ちますので、今後視察の対応などの時にも非常に

役に立つなと思って見せていただきました。 

 資料１につきまして、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） もう一つですね。この議論を今続けていきますし、広報広聴の小委員会ができ

る可能性もございます。それで前回私、ちょっと僭越でしたけれども提起をさせていただきまして、この

種の議会運営委員会を夜やってはいかがかと言うあたりは、いかがでしょうかね。お勤めの方やっぱりな

かなかこれから大変になってくると思うのですよ。 

 それで､今日なんかは全く議会事務局以外は、町の担当が入らないものです。こういうものにつきまし

ては､おおむね２時間の会議ですので、６時半から８時半とかという形で、夜間にやるということなんか

はどうでしょうかね。 

○委員（加藤正恭君） 検討課題にしてください。 

○委員長（大渕紀夫君） 各会派で意見を聞いたところはございますか。そういうところはぜひ言ってく

ださい。はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど休憩のときに話していたのですが、今後の委員会のあり方、それを全部今

話中ですけれども、かなり個人の負担が多くなると。ただし、欠席はやはり許されなくなるだろうと。い

ろんな改革をしながら委員会をやっているけれど、欠席が多いとなると、やっぱりそれは批判の的になっ

ていくだろうと。まして、どんどん町民に見える形にしていくとなれば、大変厳しくなると思いますので、

そういった面ではやはり報酬の面からいったら生活できるだけの報酬でないということも皆さん承知の

ことだと思いますので、やっぱり仕事を持ちながら議員活動もしなければならない立場の方もいらっしゃ

ると思います。そういった面を考えると、やはり委員会の持ち方は工夫を凝らしていかなければいけない

だろうと。そういう意味ではうちの会派では夜持つことも必要でしょうし、もしかした土・日ということ

にもなるのかもしれないし、そういった方法も考えながら、皆さんが両立できるような、今後新しく出て

くる方に対しても、そういう委員会構成になっても両立できる形のようなものを、なるべく配慮していく

べきではないかなというのは、うちの会派ではちょっと話し合いをしました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。参考までに山本委員、お仕事をされていますけれども夜というのはどうで

すか。どうですかというのは、夜仕事をしなければいけないという方も、さっき声がありましたけれども
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いらっしゃるかと思うのです。ときと場合によってはね。ただ、昼間より夜のほうが良いのかなという考

え方もございますので、同じ２時間でしたら、出張して帰ってきても６時半だったら間に合うだとか、そ

ういうことございますけれども、どうですか山本委員なんかは。 

○委員（山本浩平君） 仕事がらみの会合が、夜あるときもありますけれどもそれはその時その時で、ど

うしてもぶつかる場合もあります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 考え方なのですけれども、夜と昼とどっちが良いと言っても、一長一短なのです

よ。昼で都合が悪いから夜。夜がいいかと言ったら、必ずしも夜ではなくて、昼のほうが空いているほう

が、時間帯としてはあるのですよ。例えば午前中やれるとか、夕方からやるとか。その時間帯さえずらせ

ば、ある程度は。個人個人の意見を聞けば、みんなそれぞれ都合あるだろうけれども。夜といえば６時か

から８時くらいの２時間かそれくらいしかないわけです。日中であれば午前中とか、午後３時からでもい

いし、４時からでもいいし、そのあたりは自由にできると思うのですね。一長一短あると思うので、夜に

やらなければだめだという決めつけ方も、いかがなものかという気はするのですけれどもね。ケースバイ

ケースだとも思うのだけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員、何かありますか。あなたもお仕事されていますけれども。 

○委員（熊谷雅史君） 議会が優先ですから。その一言に尽きるのではないですか。だから、何かが出れ

ば調整をして、議会を優先すると。それしかないです。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、委員外議員の玉井議員、発言を許します。どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 一般的な話なのですけれども、今までは議会はやはり平日ですよね。民間

は、やはり議会関係が昼間なものだから、民間については夜やるとか土・日にやるとかというふうになっ

ているのですよ。会合はある程度は。だからその辺は、今はバランスが取れている。それを議会が土・日

に、夜にやるとなると、民間が今度あたふたしてしまうのですよ。今度けじめも何もつかなくなってくる

と思うのです。今まではそうであったのです。私は、それで丁度よくバランスが取れているような気がし

ていました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ、私が今提起しているのはどういうことかというと、サラリーマンの方が

出てくると。時間拘束されている方、この方が出てくるということになると、やはり一定限度、全部では

ないです。我々の都合によって夜できる部分については、町民の皆さんもそういうことが望ましいという

ふうの思っている方もいらっしゃいます。話を聞く範囲によると。あとは一般のサラリーマンの方、要す

るに時間拘束がきちんとされる方。熊谷委員が言われたことは原則です。原則中の原則です。私もそのと

おりだと思うのだけれども、そういうことも考慮した時に、間口を広めるという意味では、全部夜やると

いうのではなくて、例えば許すもの。役場の職員の人たちが入らなくてもいいような会議については、や

はり１ヶ月に１回なり２回なりは夜やるというのも、町民の皆さんに対しての感情や、サラリーマンの皆

さんに対する感情なんかも考えたときに広く出られるということで言えば、門戸を開くということになる

のかなということで提起をさせていただきましたので、十分各会派でご検討願えればというふうに思いま

すので、そういう考慮もしながら考えていただきたいと思います。 

他、各委員の皆さん方から何かございますか。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 今日ですね、この資料が、私は持っていますけれども、新聞ね。連結決算で 30

団体のうち白老が５位と。町民に非常に大きな反響があるのですよ。これを、どういう状態でこうなのか

という説明を、新聞だけではわからないわけですよ。今度小委員会ができれば、会報の他にこういうもの
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の説明をするようなこともしていかなければならないと。 

 白老の場合、やぱっり、港湾、病院、下水道という大きな借金を背負っているのですよ。なぜ、そうな

るかということの説明を。これだけでは分からない。下水道もやっていない、病院もない、港もないとこ

ろでは借金がないところが多いわけですから。それと同格に見られているのが、我々としては非常にギク

シャクしたものを持つのですが、ですから、こういうふうになって、ここに 48％というようなことを全部

書いていますけれども、まだ私は十分見ていませんけれども、こういう説明を町民にして、安心感を持っ

てもらう。安心感になるかどうかは知らないけれども、説明責任をしなければならない。それは急がなけ

ればならない問題だなという感じがしているのですけれども、皆さんどう感じますかね。 

 新聞記事これで終わりです。そのあとの説明何もなし。 

○委員長（大渕紀夫君） 歳出根拠が、どうしてその数字が出たかという資料ついていますよね。 

○委員（加藤正恭君） これ、後ろのほうについています。ですからこのあたりの説明も、町民に知らし

める必要があるのではないのかなと。室民と道新に載っています。しかも５位です。夕張どころではない

のではないのと言われていますので。 

○委員長（大渕紀夫君） はっきりしているのは、工業団地と臨海部土地造成で多大な借金があるのです

けれども、そこは財産があるということも事実でございますので、そのあたりを。それ根拠にしますと、

14 億円と６億円あたりですか。その分については、全部売っても赤になる部分ありますけれども、少なく

ても 10 億円くらいの担保物権があるのだけれども、そういうことは全く無視されるかどうかというのは

これからの国の基準の出し方によりますので、そこら辺なんかは、ぜひ話を聞いたほうがいいかもしれな

い。 

○委員（加藤正恭君） 報道の仕方にもよるのさ。 

○議長（堀部登志雄君） 先ほど委員長がチラッと言っていたけれども、予算等審議の中での、特別委員

会を含めて一般会計ばかりでなくあと 11 会計あるわけですから、その辺のどう会計処理をしているかと

いうことまでを、是非を問うような質問というのは過去にも今までなくて、実際に一般会計だけ見て、こ

ういう会計がこうなっているというのを、私本当に恥ずかしい話ですけれども、こういうのを含めて、連

結決算でやったこんなふうになってしまうよと言うことで、改めて「この会計なぜ、今までこんなになっ

ていたのか」ということを含めて考えると、我々議員に対する、議員の今後の考え方も、やはりかなり厳

しく問われているなという具合に、この報道を見て、実際はこうですから。やはりこの辺をきちんと、お

互い行政と議論をしてこういう赤字については徹底的に直すのだというようなことを含めて議論をして

いかないと、町民から「あなたたちはただ賛成していたのか」と。「その経過を説明せよ」といわれたと

きに、本当に厳しくなってくるなと改めて、それから加藤委員が言うように、これはきちんと納得するよ

うに説明せよと言っても、町民の方は「何でだろうと」。 

○委員（加藤正恭君） 納得すとるとかしないとかではなくて、やっぱり港がある、病院を持っている、

下水道をやっている。これは大きな借金ですよ。これは大きな借金なのだけれども、それを持っていない

ところと同格に比較されてはまずいということなのさ。問題は。 

○議長（堀部登志雄君） それはそうなのだけれども、実際にはそういうのがあって今まで行政運営して

きているわけですから、それはやっぱり町民に向かって・・・・。 

○委員（加藤正恭君） そういうことの説明がされていないから、そういうことの説明責任を我々しなけ

ればならないのではないかということを、今強く言うわけです。それだけのことです。 

○委員長（大渕紀夫君） ぜひ、そういう点では各会派で勉強するなり、町民の皆さんにきちんとお話で
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きるという状況を作っていくというのが、我々の務めですので、その点一つよろしく願いしたいと思いま

す。 

 その他、何かございますか。なければ事務局から何かある。 

夜間の会議につきましてはもうちょっと議論をして、やれる方向でぜひ考えたいと思っていますから、

その点よろしくお願いしたいと思います。 

はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 代表質問を、今、夜間にやっているのだけれども、年々夜間でやっても、夜間で

やっている効果が・・・、陰にはインターネットで見ているからいいのだという話もあるけれども、数値

が横ばいとか延びているのならいいのだけれども、年々やるたびに減ってしまって、何かやり甲斐がない

ような感じもするのだけれど、そういうところへ持ってきて、また夜間の委員会なりなんなり会合という

のは、いろいろ考えなければならないのではないのかと思うのだけれども、代表質問は、実態は夜やって

もかえって日中のほうが来るのではないの。そのような感じがするのだけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 代表質問につきましては、事実これは検討課題にしたいと思っています。ただ

夜間議会をやるという趣旨は、傍聴者を増やすということですよね。今回我々が委員会を夜間でやろうと

いうのは、議員の、我々の立場としてやろうということですので、そこは差がございますけれども、今加

藤委員からお話があった、夜間議会についての見直しについては、やはり考えながら、一番いいのはアク

セスすればいつでも議会の状況が、夜でも流れるようにビデオか何かで撮って流せるようになれば一番良

いのですけれども、今そういう状況ではございませんので、そういうことも含めて検討していきたいとい

うふうに思います。 

 他なければ終わりたいのですけれども、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、長時間にわたりご苦労様でございました。 

以上で議会運営委員会を終了いたします。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午前 １１時５４分） 


