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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２４日（火曜日） 

開  会     午前  １０時００分 

閉  会     午後   ０時０２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議会機能の強化について） 

 ○ 常任委員会のあり方及び委員会の複数所属 

 ○ 通年議会の実施 

 ○ 議会報告会、議会懇談会等のあり方 

 ○ 政策研究会のあり方 

２. その他 

            

○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 長           上坊寺 博 之 君 

 主   幹           森   隆 治 君 
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○ 開会の宣告 

○委員長（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。 

次に本日の日程について事務局から説明をいたします。 

［聴取不能］ 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブ、加藤でございます。今、委員長から常任委員会の複数所属の

話がありましたけれども、通年議会も含めてちょっと意見を述べたいと思うのですが、いかがでし

ょうか。関連あるものですから。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、ちょっとお待ちください。 

 そうであればですね、１番目と２番目を並行議論するということでよろしゅうございますか。そ

れであれば、もう新聞報道がされており、各議員の皆様のところに新聞報道の内容が行っておりま

すけれども、先日、議会運営委員会の後に町長と議長、私、議会運営委員会の委員長、副委員長、

この３名で町長とお会いいたしました。その中身について、最初に議長から報告をいただき、その

後、両方一括審議というふうにしたいと思いますがよろしゅうございますか。 

 新聞報道に書かれているとおりでございますけれども、議長、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ただ今、委員長の方からお話がありましたけども、先日、議会運営委員

会の後、私と議会運営委員長、副委員長、たまたま副議長はＪＡの総会がありまして、議会として

厚真の方に出張していただきましたので、副議長は行っておりませんでしたが３人でお話しいたし

ました。 

私の方から町長の方に通年議会の件についてお話しましたところ、町長の方につきましてはです

ね、いいだろうと、そういう理解は示していただきました。詳細については、その時、通年議会は

こういうものですよというようなお話をした中で了解をしていただいたということで。その後、若

干、懇談したのですが、たまたま私もちょっと林野火災予消防対策関係で席を外したのですけども、

情報交換は通じたようですけども。通年議会については、町長は、やるということについては理解

を示していただいたという具合に報告したいと思います。新聞記事等で皆さん、もうすでにこのよ

うな形で報道されていますのでね、そういうことで一つご理解していただきたいなと思います。 

何か、委員長、副委員長の方で補足があれば、話していただければいいと思いますけども。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、議長から町長へのお話し合いの件については報告されたとおり

でございます。そのことを十分に念頭に置きながら、加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤でございます。町清クラブでの考え方を申し上げたいと

思います。 
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先の委員会でも通年議会の導入については結構だということで、私どもの会派としても反対はい

たしません。また、今、議長から話があったように、町理事者が一定の理解を示されたということ

は大変ありがたいことだと思います。 

ただ、通年議会の導入についてですね、過日の委員会では６月の議会に条例改正を出して、もし、

条件が整えば９月の議会からとこういうような話があったかと思うのですが、私どもの会派では時

期がまだ早いということでございます。ということは、新議会から導入すべきではないかというこ

とです。 

なぜならですね、通年議会と議会の中身の改革、これから議論されるでしょうけれども常任委員

会等の諸々の改革が一体であると。一体での通年議会の導入であるとするならばですね、常任委員

会のあり方、また、今後、新規に導入されるであろう広報・広聴常任委員会等が十分にまだ議論さ

れておりませんし、今後の議会改革を万全にしてから、同時に条例改正が必要だと思うのでもう少

し時間をかけてそごのないように十分審議をすべきだという考え方からであります。 

通年議会だけを、例えば９月の議会から採用するとすればですね、新聞の切り抜きもありますが、

北海学園大学の神原教授が指摘されております、「形を整えたにすぎない。変わるかどうかは議会の

中身の改革に関わっている。」とこういうコメントが実は道新に載っています。ということは、通年

議会は入れても、問題はその中身だと思うのです。通年議会を成功させるためには議会の内部に魂

を入れると言いますか、もう少し十分な活動のあれができてから通年議会を同時にやる方がいいだ

ろうと。そのためにはまだ現在の段階では議論が不足ではないかと。特に私どもの会派では、新た

に設けられるであろう広報・広聴委員会。名称は別ですが、広報・広聴常任委員会の中身ですね、

仕事というのは非常に重要な部署である。比較するのはどうかと思いますけれども、議会運営委員

会と同様な重要なポストであるなと。ヨコ割りの調査になりますからね。タテ割りというのは今ま

で長年、我々やってきていますから、そういう点ではある程度慣れておりますが、ヨコ割りの広報・

広聴という部分は非常に重要視されなければならないと。その辺りのことがもう少し十分に審議さ

れていないのではないかと、こういうことで通年議会の導入については、我々の任期中に十分もう

少し検討すべきであるというふうな結論でございます。 

 それから、常任委員会のあり方については、基本的には事務局の原案に賛成でございます。ただ、

広報・広聴常任委員会のもとに二分化会というものがあります。それから、小委員会もあります。

この辺りが一応、案では小委員会は８名ということになっておりますが、その辺りの関わりと言い

ますか、そういうものについても、これからまだ十分議論して行かなければならないのではないの

かなというふうに思います。しかも、広報・広聴常任委員会というのは、所管事務というものを持

ちません。所管事務を単独では持たないから、結局、自分たちで案を作り、実行に移すという段階

でですね、いろいろな問題が出てくる危険性があります。議会だよりだけは問題なく今までどおり

でやれるのですが、広聴の方になりますと非常に幅が広いということで、非常に重要なポストにな

るだろうと。白老の議会がいいも、悪いも、ここで判断されるのではないのかなというようなこと

で十分議論をし、検討すべきではないかというふうに私どもの会派では考えました。 

 それから、常任委員会の任期も２年ということで現在決まっておりますが、常任委員会のメニュ
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ーが非常に多くなる可能性がありますので、２年間ではちょっと無理だろうということで専門性も

深めると、こういう意味から行くと４年というふうに延長した方が、元に戻した方がいいのではな

いかという考え方でございます。 

 それから、これはちょっと蛇足になるかもしれませんが、今回の統一地方選挙、白老町では行な

われませんが、新聞・テレビ等を見ていますと、議員の選挙というものについて、十分みんな関心

は持っている。注目はしている。しかしながら、議会が何をしているのかということがよくわから

ないというのが、白老の人ではありませんけれども、一般論としてですね、そういうことがよくコ

メントされております。市長だとか、町長だとか、知事だとかというのは一人ですから案外、行動

的にはわかりやすいのだけれども、議員さんと言うと、何をやっているのだと、年金の問題だとか、

政務調査費だとか悪いことばかり。白老はやっていませんから構わないのですが、一般論としてそ

ういう話が出ております。その上にですね、本当かどうか、私はわかりませんけれども、報道によ

ると、全国の 127 人の議員さんが４月まで任期があるにも関わらず３月で辞めたと。それは何で辞

めたのだとなると、年金が下がるからなのだと、こういうことが出てですね、非常に評判を悪くし

ております。それが今回のですね、投票率が今までうちで一番悪かったと、こういう原因に繋がっ

ているのではないかというような評論が出ております。白老町ではそういうことは現在のところあ

りませんから、人ごとのように見ていますけれども、町民はやっぱりそういうふうには見ていない

のですね。現実は、そういうことは白老町ではありませんけれども、一般論としてそういう目で我々

を見るという傾向がこれから強くなるとするならばですね、議員は何をやっているのかということ

を十分知らしめる必要が、前回も私、申し上げたように、行動する議会・議員でなければならない。

今回の改革をてこにですね、そういう面を十分に検討する必要があるということになれば、より慎

重に審議をしてもらって、新議会からそういうふうに持っていくようにした方がいいというのが私

どもの会派の考え方です。長くなりましたけれども、以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） どうぞ、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 新風、吉田でございます。通年議会は、原則的には事務局案を了承し

たいという見解でございます。加藤委員から発言ありましたが、導入時期については私どももやは

り改選期を一つの区切りとしてスタートすべきではないかと。準備期間が半年ありますが、この期

間帯に完全に整備した中で進むべきではないかという考えが現状でございます。 

 それから、委員会の内容でございますが、これも現在、広報含めた３常任委員会案が出ておりま

すが、これについても原則、これでよろしいと考えております。人員についても８名、これも考え

方としては了承してよろしいのではないかという考えでございます。所属については複数所属も原

則、考え方としてはよろしいのではないかという考えでございます。常任委員会の委員の任期の件

でございますが、２年から４年に移行することについては、過去の経緯も先般、説明ございました

けれども、やはり今回、４年にすることについてはよろしいという考えでございます。ただ、この

中で正副委員長の任期については２年任期にした方がどうかと。これを提案したいと思います。 

 次に先般、特別委員会の夜間会議の件が話題になりましたけれども、この件については私ども認

識といたしまして、夜間議会の捉え方の中で、要するに日中の委員会活動にある程度支障があるの
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ではないかというような配慮があってのご意見と伺っておりましたので、私どもといたしましては、

該当する者もおりますけれども、夜間議会については、むしろ逆に夜の仕事に関連する方が業務多

忙だという見解もございます関係で、夜間議会については一応、考え方としては賛成できないとい

う見解になっております。 

 次に、広聴・広報の関係で分科会の関係でございますけれども、これは会議規則70 条で定めてい

るとおり、分科会、小委員会の構成については了承されておる関係で、慎重に運ぶ必要はあると思

いますけれども基本的にはよろしいのではないかという考えでございます。 

 一つ付帯意見といたしまして、広報・広聴の関係でございますけれども、現在の広報活動、すな

わち議会だよりの編集、運営の方法でございますけれども、これについては、現在は定例会の報告

を主体に運営されているという内容でございますが、これをもう少し角度を変えて、委員会の調査

活動、議会の議決内容、条例制定の趣旨の内容、それから、他市町村からの視察の具体的な内容、

議会改革の取り組みについて、もう少し町民の視点に立った詳細な報告があってしかるべきではな

いかという考えでございます。だいたい主体的には以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブ、熊谷です。うちの方は、基本的には示された案で、事務局案

で進んで行くことが望ましいでしょうということであります。 

 それで、先般の会議の中で私が留意している部分というのは、２年交代、それから、４年交代と

いうところだったのですが。うちは基本的には２年でいいのではないかということなのですよ。そ

れでも、同じ委員会に所属するということは可能ですから、１議員が４年、同じ常任委員会に所属

するということも当然出てくるわけですから。先ほど、新風の方からも正副委員長の改選という話

もありましたのでね、その辺をちょっと許容範囲にするなら２年で常任委員会の各議員の選択権を

与えた方が僕はいいのではないかというふうにうちの会派はそういう考え方であります。ただ、４

年の常任委員会のあり方も否定はしていません。ただ、やっぱり仕組み的にそういうふうに、仕切

りなおしと言ったら悪いのですけれども、内容的にそういう部分のところでやられた方がいいので

はないかという意見になりました。 

 それから、タテ割り、ヨコ割りの中の例の広報・広聴でありますが、やはり小委員会という組織

立てで議運の反対側という考え方で小委員会の構成という考え方が一番いいのではないかと。あと

は分科会ですね。要するに常任委員会に付随する分科会については当然、設置をしなくてはいけな

いだろうと。そこで主査、副主査という対応の中で広聴の方はそういう部分のところで進めて、所

管事務も含めてですね、出て行く時はこの分科会が中心になって広聴・広報の正副委員長と打ち合

わせしながら進めることが一番スケジュール的だとか、内容的にはスムーズに行くのではないかと

いう考え方であります。 

 通年議会の話も一緒ということでありますので。うちの会派は従前から申し上げているとおりで

すね、議会改革の一環で取り組むべきであろうと。定数が変わるという根拠が通年議会であるとい

うことについては、まだ、そういう状況ではないだろうと。それから、先ほど町清クラブさん、新

風さんもおっしゃっていますけれども、９月試行というのは、やはりまだ熟していないのではない
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だろうかということも理解もできますし。ただ、議会改革の中で取り組むということであれば、ち

ょっと用意スタートということではないと思うのですけど、いろいろなケースの考え方と言うので

すか、それはずっと進んで行くと思うのですよ。それで、改選期になって、新しい議会の構成する

議員さんが通年議会を選択するかしないかというのは僕、不透明だと思うのですよ。それはやっぱ

り合議ですから。その時にもし、いや、通年議会は必要ないのではないかということになり得る可

能性も一つ残るのかなと思いますので、あまりコンクリートする必要はないのではないかなという

のがうちの会派の意見であります。ただ、通年議会に対しては、否定はしていません。非常に今ま

で勉強してきた中で、いろいろな緊急性の場合だとか、公務だとか、いろいろな部分ですごくメリ

ットがあると。ただ、やはり、今回の新聞記事もいただきましたけど、ある程度町側の理解を得な

いと進んで行かないと思いますので。ただ、飴谷町長がある程度考え方を受け入れる姿勢を持たれ

たということは、非常に評価する部分に値するのかなと。ただ、そうなると我々にやはり課せられ

た課題、それから、いろいろなものを精査して行かなくてはいけないというふうに、我々はそうい

う議論をしています。以上です。まだ、途中ですね、だからね。結論的にはイエス、ノーという段

階ではないということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 公明党ですが。まず、常任委員会の名称等に関しては、名称はこのとおり

でいいのではないかということなのですが、総務文教常任委員会に生活環境課が入っているという

ことで担当課の内容等を見た時に、産業厚生の方にどっちかと言うと繋がらないかだろうかとちょ

っと。生活環境課は町内関係とウタリ関係も入っていますし、そういった内容的なこと、それから、

ごみのクリーンエネルギーの関係の方といくと、どっちかと言うと産建と関わることが多くないか

なというその辺の議論で。これは各会派の意見がどうかということもちょっと伺いながら、その辺

どうなのだろうという疑問点を持ちながら。ただ、事務局で示された委員会名、それから、８名と

いう体制はいいのではないかということです。 

 それから、もう一つ。２年か、４年かということなのですが、私たちの会派は２年ということで

いいのではないだろうかと。深めていくためには４年ということがありますけれども、それは個々

の選択で、熊谷委員と同じなのですが、またもう一回２年続けてやるということは可能なわけです

から、個々の考えで、やっぱりもっとこれを深めたいということであれば、継続してやればいいこ

とですので２年でいいのではないだろうかということです。 

 それから、広報・広聴委員会に関しては、この間の議論で、15 名全員でやるということなら賛成

です。それから、分科会を持つということも、常任委員会の外へ出て行くということに関しては、

こういった体制が必要だろうということは一致しました。ただ、議会運営委員会の所属しない委員

が小委員会にということで、常任委員会をいくつ持つかということが明確になっていないですよね。

３つになる人もいるわけですよね。その辺で不公平感とか、いろいろなあれが出てくるのではない

かと、この間議論していましたけれども。この次の改選になった時に会派がどういう体制になるか、

ちょっと全然わからないことですよね。ですから、基本的な部分だけある程度決めておく必要があ

るのではないだろうか。それから、常任委員会を２つ持つということが基本でないだろうかという
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ことで、今の現議員の中では基本的な線を決めて、それが新体制になった時にそぐうのかどうなの

か、一致するのかどうなのか、それが適しているかどうかということをまた新たな議員さん方でや

って行かなければならないことではないだろうかということで、ある程度私たちは16 人定数という

ことで、委員会の活性化を図るという意味での委員会構成は作りました。複数の委員会もいいとい

うことになりましたので、そういう基本的なことは決めておいて、あとは新体制になった時にきち

んと、それをどうするかということの体制を決めていかないと。今、議運に入った他の会派がと言

ったけれども、じゃあ無会派はもしかしたら、いないかもしれないし、無会派がすごく多くなるか

もしれないわけですから、そういう中でちょっとね、はっきり今、結論を出せることではないので

はないだろうかということになっています。 

 それから、通年議会の実施に関しましては、前に９月というお話がありましたけれども、９月ま

でには半年間まだあります。そういった中でやはり、いろいろな新聞報道にもありましたし、また、

議論の中でもまだまだきちんと皆さんが理解するという、そして、本当に通年議会をやったことで

評価される、町民にも本当にわかりやすくなったという、そういう体制づくりが本当にきちんと出

来上がった時点で実施するということで期間については、うちの方ではただ準備をきちんと整えた

時点で実施ができるようであれば実施すべきではないかということであります。 

 それから、広報に関してはまだ具体的には、私たちは、話し合いはしておりません。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、共産党の意見を述べたいと思うのですけれども。形としては、

タテ割りの２常任委員会、ヨコ割りの２常任委員会、これについてはこういう考え方でいいという

ことであります。 

 もう一つは、議会運営委員会と仮称・広報常任委員会の小委員会ですけれども、やはりこれは、

今までの表現の中で議会運営委員会の裏側というふうな表現を私もしてきましたけれども、決して

そうではないだろうと。私は違うと思うのですね。それは、改選が行なわれた時に選ぶ選び方です

から、私は議会運営委員会に言えば、会長さんが絶対入らなければいけないとか、そんなことでは

ございません。幹事長の方々が入ってきてやっているところもあります。要するに議会運営委員会

の中で決まったことがきちんと会派に正式に伝わり、それが会派としての運営がされるという状況

になればいいわけでございます。もちろん会派の代表になって来る、議会運営委員会のメンバーの

方がその会派の意見をきちんと述べればいいわけですから、それ以上のものではないのですね。で

すから、私は何か議会運営委員会が上で、小委員会が下だみたいな、そんなことでは全然なくて、

それは選び方の問題ですから。それは、この次、改選された方々がきちんと選べば、私は、運営は

できるであろうと。ですから、基本的にはここで議会運営委員会とタテ割りの常任委員会と広報の

小委員会をダブることは避けた方がいいだろうと。要するにタテ割りの常任委員会が一つ、ヨコ割

りの常任委員会で広報の小委員会以外のところに入るのは、これはしょうがありませんから、全員

入るわけですからね。ですから、議会運営委員会のメンバーと小委員会のメンバーはダブらないと

いう考え方で議会運営をきちんと行なうと。私は、議会に選ばれてくるという人はそれぐらいの能

力がある人が選ばれて来なければおかしいわけですから。ただ、町清クラブさんから出た、加藤委

員から出たことについては十分考慮してやらないと、これは動くか、動かないかということでえら
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い大きな違いが出るということはもう明らかです。ですから、ここが失敗しちゃうとですね、議会

全体が動かなくなってしまうという可能性もございます。ですから、議運の裏ではなくて対等にき

ちんと、それなり能力が皆さんあるわけですから、そういう形で選ぶというふうにするべきであろ

うというふうに考えております。 

 それから、２年交代についてなのですけども、そもそも２年交代ということ自体がですね、私は

当初からちょっと疑問を持っていたわけです。それで、本来、これは議会で決められることなので

すけども、私はやっぱり４年間やるべきであろうと。きちんとそういう議会の基礎を学ぶ点からも

ですね、私はともすると、今まではですよ、これからは違います、今までは役職の問題でそういう

ことが行なわれたという経緯もございますので、私は４年、今、正副議長が４年でございますので、

私は常任委員会も４年でいいのではないかというふうに考えています。この点についてはね。 

 それと、通年議会の関係ですけれども、私は議会の定数が減る時に通年議会をやることによって、

減った定数分の議会活動をきちんとカバーできるような体制を作るべきだという主張をしてきまし

た。ですから、その一環として私は通年議会というのはあるものだと、そういうふうな認識をして

おりますし、今までもそういう議論が積み上げられてきたというふうに考えております。ただ、実

施する時期というのは当然、正式には改選の後ですよ。その前にもし、例えばですよ、私が今、案、

持っているのは、６月から試行なら試行で３ヶ月間やってみると。９月からやると言ったって、お

かしなことになりますよね。11 月まででしょ。ですから、６月から９月まで試行期間でやってみる

というのはね、私は極めて面白い考えだなと思っています。逆に言えば、そこで問題点が出たら、

新しい議会の中できちんと直せると。ですから、９月から11 月まではやらないのですよ。やらない

というふうにした方がいいです、１ヶ月間しかないのですから。ですから、私はやるのであれば試

行期間としてね、今、一般質問を一括質疑方式と、一問一答方式になっていますけど、これも試行

期間なのですよ、まだ現段階では。もう、みんな一問一答が当たり前になっていますけど、実際は

試行期間ですよね。まだ、これは正式に決まっていませんから。ですから、そういうことで言えば、

私は６月議会から９月議会までやってみるのも一つの考え方であろうと。その中で問題点が出たな

らば、町がおおむね了解しているということであれば、問題点が出たならば、それはきちんとその

問題点、メリット、デメリットを出して、今日、出ていますけど一定限度ね、町との事務レベル協

議の時に使ったものが出ていますけれども、そういうものが明確にして、新しい議会にきちんと引

き継いで行くというのが今、我々の残されたあと数ヶ月間の使命でもあるのではないかというふう

にうちの会派は考えております。通年議会についてはそのような考え方でおりました。以上でござ

います。 

 各会派からご意見出ましたけども、各会派に対する意見、それから、ここはちょっとおかしいの

ではないかとか、ここはどうなるのだろうとか、今日の資料の中に、各新聞報道以外に通年議会の

実施要綱と利点、欠点というのも出ておりますので、それも十分参照しながらですね、この組織の

関係と通年議会についてのご議論をもうちょっと皆さんで意見を述べ合うということが必要かと思

いますので、それぞれご意見どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤ですが。今、いろいろ各会派の話を伺って、なるほどな
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という考え方もあるのですが。非常に私、名称は別にして、広報・広聴常任委員会というのはヨコ

割りの常任委員会として非常に通年議会以上に他の議会から注目されるポストであると。いろいろ

私なりに考えれば考えるほど、そういうふうにならざるを得ないのですね。非常に難しい調整にな

ろうと思うので、失敗はやっぱり許されません。十分に検討に値することだろうと思うのです。そ

れで、ここにまだ出てこなかったけれど、政策研究会という問題もあるのですよ。政策研究会とい

うものを例えば設けるとすれば、どこにポストにするかと。議会運営委員会にするのか、広報・広

聴にするのか、また新たに別なポストを作るのか、そういうことも視野に入れて、今のところ、そ

ういう話は出ていませんけれども、後で出るのでしょうけれども、この政策研究会のあり方という

項目は出ていますが、これも考えれば考えるほど、やはり、そういう問題が出てくるものですから

ね。 

それで、急いでやるのはいかがなものかなという、実は心配があるのです。神原先生じゃないけ

ど、形はやれるよと、いいことだよということは認めていながら、問題は中身だよと言われている

わけですよ。だから、通年議会というのは形式なものですから、会期を一つにするだけの問題にで

すから、あとは、中身は自由にやれるという、問題が中身なのですよね。ですから、それが例えば

６月なり、９月なりに実施したとしても、通年議会としてのメリットを常任委員会が動かせるかと

いうことになると、私はまだそこまで行っていないのではないのかなという気がするものですから、

通年議会と常任委員会との改革とはドッキングして一緒にスタートした方が。そのためには条例改

正も当然、必要なのですよ。ですから、両方とも兼ね合わせた条例改正をして新年度からやると。

先ほど、どなたでしたか、新しい議員さんが出た場合はさっぱりわからないだろうとは言うけれど

も、やはり条例は作らなければ新年度からスタートできませんからね。ですから、やっぱり現議会

で条例は作らなければ駄目です。そうしなければ、新たな議会からは出発できませんから。新たな

議会でまた検討するなんて言ったら、また延びますからね。ですから、それはそれで新人議員がそ

れに従ってもらうと。我々が今まで新人議員の時もそういうふうに従ってきているわけですから、

そういうふうにして行かなければ、新たな議員さんを選んでからまた検討するという考え方では先

に進みませんよ。ですから、それは考え方を改めてもらなければならないのではないのかなと思う

のですけれども、その辺り、非常に今後、大きな課題があるものですから、その辺りを十分、今後

も時間をかけて議論をしていただかなければならないテーマだろうと思うのですけれども。今、ざ

っくばらんに聞いて、そんなふうに感じたのですけれども、いかがでございますかね。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、基本的なことを出されましたから、その基本的な部分についてね、

やっぱり考え方をちょっと、意思を統一できるものについては統一していくというふうにした方が

いいと思いますので、基本的な形では通年議会をやるということについては、基本的に大きな部分

で言えば、だいたい、この形で合意できるのかなという部分もございますのでね。細かなことはあ

りますよ、２年、４年とか、いろいろなことありますけど、それは議論の中でつめて行けばいいこ

とです。ただ、今、加藤委員言われたのは基本的な部分での議論をもう少しちょっと意見出してい

ただきたいと思います。 

吉田正利副委員長。 
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○副委員長（吉田正利君） 今、加藤委員がおっしゃったような、選挙後における再協議という見

解からすると、大枠、通年議会の実施をお互いに協議を今まで時間をかけてやってきたわけです。

そういうようなことで、再度その時点になってから新議員を含めた中で諮問していくということに

なりますと、やはり今、話したように、またスタートラインから協議するのと同じような体系にな

るのではないかと。やっぱり大枠は現行体制の中で決定して、そして、新体制になった時点で、あ

る程度の運営上の問題は引っ掛かるかもしれませんけれども、やはり進めるべきは新体制からきち

んと進めるという方法が私もベターではないかと思うのでございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今の考えでは６月の定例会で議員定数に関して、それから、ある程度の委

員会のあり方等について、議運の委員長から報告しますよね。そういった中で、今、議論している

ところ、どこまでそれを報告すべきなのか。それが私ちょっとまだ、どこまでやるのかなとちょっ

と思っていたのです。６月にもし、やるということであれば、どこまでやるのかなと。まず、議員

の委員会の数。それから、２つなら２つとかと決めてしまうのかどうなのか。そういったところま

で細かく報告をするのか。それとも、ある程度大まかなことの、こういう方向性で行きますという

ふうになるのか。私はさっき加藤委員がおっしゃったように、もちろん11 月で改選になるわけです

から、それ以降というのは新しい議員もいますけど、それまでやってきた議員も、そして、その中

でね、新体制でまた全然、もしかしたら通年議会もどうなるかわからないということになれば、今、

何も議論する必要はなくなってしまうのかなと私もそうは思ったのです。だから、やっぱりある程

度の基本的なことはきちんと捉えて、きちんと議会で報告をして、それをやっぱり継続してもらう。

不都合なことだけはやっぱりその中で話し合ってもらう。もちろん継続して議員になる方もいらっ

しゃるわけですから、そういう説明はできると思うのですね。だから、そういった中では、不都合

な部分はそれぞれ会派の数だとか、そういうことでのやりくりはできるのではないかなというふう

に思いますので。まず、６月でどこまできちんと報告をするのか。報告するために結論を出さなけ

ればならないものは何と何と何なのかということをね、もうちょっと明確にしないと。もちろん、

ずっと議論することなのですけど、ずっと議論しなければならないことと、６月に１回報告するた

めの、報告のための結論はどれとどれを出すのかということをもうちょっと明確にしていただきた

いなというふうにちょっと思ったのですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） その件につきましてはね、これから議論して、一致できる部分について、

条例提案できるものについては、私は条例提案をしたいと思っています。当然です。ただ、最低限

度、議員の定数と常任委員会のあり方というか形、これはですね、私は６月には出したいと思って

います。もちろん、一番最初に読み上げた、ああいう条例の改正を含めて出したいと。この間、合

意をもらった、秘密会ではなくて始めに確認しなくてもいいって、そういうものを含めて改正でき

る部分について、議会の公開ね、そういうことについては出せる範囲で、６月までに議論が煮詰ま

ったものについて、私は出したいと基本的にはそんな考え方です。ですから、加藤委員からござい

ましたように、例えば議会報告会と議会懇談会のあり方というのは３つ目にありますけれども、こ

れは広報・広聴の常任委員会が決まればですね、ここに任せるしかないのです。ここでやるわけに
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いかないのだから。そうでしょ。だから、それはそれでいいのですよ、もう、やるということの合

意ができればいいのです。それから、政策研究会のあり方は今、言われたとおりなのです。ただ、

今のような考え方もあれば、わたしは今、考えているのは、例えば特別委員会を作って、その項目、

項目ごとに特別委員会を起こしてね、そして、政策研究会の中で専門的にその勉強をするというこ

とだって形としてはできますから。そこは集中してやると、３ヶ月なり、６ヶ月なり。というよう

なことも考えられるでしょ。ですから、そこら辺は議論しながら進めて行く。一致できないことに

ついてはそこまで持ち込むけど、やるということについては一致されているのだからいいわけです

よ。ですから、広報・広聴なんかにどこまで持たせるのかというような議論を皆さんで今うんとさ

れて、煮詰まって行けばですね、そこまで行けるのかなという考え方も私自身は持っています。で

すから、そんなことでちょっと６月議会の条例提案は考えて行きたいというふうに思っています。 

 それでは、45 分になりましたので55 分まで 10 分間、暫時、休憩といたします。それぞれの方々、

休憩の中でいろいろ考えていただいて、また、ご意見をお寄せいただければとこういうふうに思い

ます。暫時、休憩といたします。 

休  憩   午前 １０時４５分 

                                           

再  開   午前 １０時５７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。 

 今まで議論されて参りましたけれども、もう少し深めたいと思いますので、各委員の皆様方それ

ぞれご意見ございましたら、どうぞ。 

 もう一つ。委員外議員の２名の議員の皆さんにも発言の許可をいたしたいと思いますので、もし、

今までの議論の中でこういうことだというご意見がございましたら、委員外議員の方も発言を許し

たいと思います。委員外議員、西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 今まで通年議会ということをこうやって話し合ってきたのですけれ

ども、前回の時、私、欠席だったのですけれども、これは通年議会を実施するという意思確認はも

う取れている話なのでしょうか。それとも、まだ、６月定例会までに提案すると言っていますけれ

ども、その段階まではまだ、これをやめるという選択もあるというふうに考えていいのでしょうか。

その辺だけちょっと整理できていないものですから、教えていただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、結論はまだ出ておりません。議論中であります。当然、報道にもあ

りますようにね、皆さん方のご意見をきちんと聞いた上で最終的な結論は出すと。しかし、現段階

では各会派のご意見を聞いてもわかりますように、おおむね、この形で進めることに異議はないと

いうような認識はしております。しかし、これをいつ、いつからきちんとやると、それから、６月

議会の中でこのことが必ずやらなければいけないとか、できないとかということになりませんので。

ですから、そういうことで言えばですね、現段階としてはやる方向で検討しているということであ

ります。もちろん、そうでない会派や、そうなでない委員の方々がいらっしゃったら、それはそれ

で意見を述べていただくということは構わないと思いますし、どんどん、どんどん、そういう議論

を今、していただきたいのです。私はこういう理由で反対なら反対とか、賛成なら賛成とかという
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議論をして行かなければ、これは議会で決めることですから、後で私はそうでなかったなんていう

ことにはなりませんのでね。ですから、そこら辺はそういう形で議論をして行きたいと。おおむね

各会派の意見では、おおむね実施することに問題はないのではないかという認識は、私はしており

ます。委員外議員、西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） ここで先ほどいただきました、利点、欠点のところでのデメリット

のところなのですけれども、対応職員の増員などというふうに最後のところで書かれているのです

けども、確か前回の時には今いる職員でできる範囲でやりたいというふうな意見があったと思った

のですけれども、これはどういうことを想定されて書かれているのでしょうか。その辺、教えてい

ただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） この件につきましてはですね、そういう可能性がないとは言えないと。

これは２番目もそうですし、１番目もそうですけれども、こういうことが絶対起こるとか、そうい

うことではないのです。そういうことが想定されるのですよ。というのは、例えばですよ、今、我々

が最もやりたいと思っている常任委員会が開けると、所管事務調査の議決が開けるということにな

れば、今までよりも常任委員会の回数が増えるということは予想できますよね。そうですよね。そ

うすれば当然、対応職員は増員になるということになりますよね。そのことが議会活性化に繋がる

のかどうかということで、活性化に繋がれば、私たちはいいというふうに判断しますから、そうい

うふうになるということであります。ですから、これはあくまでも想定でございまして、絶対にな

るとか、お金がすごくかかるとか、そういうことではなくて、そういうことが考えられますよとい

う書き方でございますので、その点はご理解を願いたいと思います。 

 他の方、どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 通年議会の日時の、実施するか、しないかの問題。今、大きく分かれてい

るのは、新議会からやるという方法と、それから、６月に提案したら６月からするわけにいきませ

んね、９月からということになってしまうのですよ。ですから、９月からやると言ったら、一月か、

二月くらいしかないわけですから。６月に条例改正を提案するということになれば、９月からやる

ということになると思うので、それは物理的にはできるのでしょうけれども、６月まで煮詰めるに

はちょっと無理があるのではないのかなと、実は休憩中にも考えたのですが、その辺りはいかがで

ございますか。６月に提案して、６月からやるというわけにいきませんでしょう。６月に条例改正

を提案して、実施するのは９月からということになるのではないですか。そうでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） たぶん、私のことだと思うのだけど、私が述べたのはこういうことです。

要するに条例提案は６月でも９月でもいいわけですよ。ただ、試行期間、要するに試みの期間とし

て６月にやってみてはいかがですかと、こういうことなのです。ですから、条例を変えるとか、変

えないとかではなくて、試行期間、試みの期間としてできないものかという提案なのです。それだ

けですから。何も大意はありません。それが、そんなもの試行期間やってもしょうがないよという

皆さんのご意見だったら、それはそれで、そのとおりですねと、こういうことです。ただ、やれる

ものであれば、そうやってやれば、問題点も見えるでしょうし、試行期間だから、これは駄目だか

らやめようとなるかもしれないし、それはわかりませんけれども。そういうことで要するに、会期
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の決定を３日間ではなくて９月までにすると、８月31 日までにするというだけのことですから。そ

れは条例改正も何もなくて、会期を延ばすだけですから。そういうことを試行期間としてやってみ

たらいかがですかって、僕はそういうふうに言ったのです。会期を延ばすということであれば、常

任委員会は開けますからね。議長に許可もらえば。そういうことを私は言っているのですよ。だか

ら、条例改正も何もない。ただ、会期を３日間と決めるのを、８月 31 日までに決めるというだけの

ことです。だって、僕は、９月からやるのは意味ないと。10 月末の選挙ですから、それは全然意味

ないから、そんなのやる必要はないというふうに思っています。そういうことです。 

加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 条例を改正しないで６月の議会から会期を例えば10 月の末までというふう

に決めれば・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長、ちょっと説明してください。 

○事務局長（上坊寺博之君） それはできないのですよ。というのは、今、定例会の招集日は４回

と決められていますから、９月にも招集されますから、会期を10 月まで持つということはできない

のです。ですから、９月に招集されるまでに、１回、定例会を閉めなければならないということで

す。ですから、８月31 日ということ。９月の上旬でもいいのですよ。たぶん、９月の中旬すぎに招

集されますから。だから、10 月までは無理ですということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 簡単なことなのです。あまり余計なことを考えないで、会期から会期ま

でだから、その前までちょっと会期を延ばしてみるかという話ですから。それだけです。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ちょっと確認したいのだけども。その時には、例えば６月に招集された議

会は会期を８月いっぱいにしますと言った場合に、常任委員会の活動は必ず議会の議決を得なけれ

ばなりませんね、今までは。ところが臨時に、今度、常任委員会でこういうことを議論したくなっ

たという問題が出た場合には、まだ議会の議決を取っていませんから動けないわけですよね。会期

だけは例えば延びたところで・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 会期中だから、議長の許可を得ればできるのです。 

○委員（加藤正恭君） 会期中だから、議長の承諾さえ得ればいいわけか。議会の議決は必要ない

わけ。 

○委員長（大渕紀夫君） 必要ないですね。会期中ですから。通年議会になったら、そういうこと

になるということです。そこだけだから、違っているの。我々が今、考えているのは。 

山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私もちょっと確認だけさせていただきたいのですけども。仮に試行でそう

いうふうに６月からやるとした場合ですね、仮に特別委員会をどうしても開かなくてはならないよ

うなイオルの問題、港湾の問題、それぞれ何かテーマがどうしても出てきて、どうしても開きたい

とそうなった時は、通年議会の今のテーマから言うと特別委員会はないわけですから、開けるのか、

開けないのかということがまず１点。 

 もう１点は、試行期間における公務災害の適用はどうなるのか。この２点について、確認させて

いただきたい。 
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○委員長（大渕紀夫君） 特別委員会は自由にいつでも開けます。今までどおり、何ぼ開いても。 

 公務災害につきましてはね、例えば広報・広聴みたいな形ではございませんので、常任委員会と

して動く分については全部公務災害になりますけども、今までと違うことでは公務災害はたぶん出

ないと思います。今までと同じです。その間にね、例えば議会報告会を緊急にやろうとやった場合、

それは公務災害にならないということですよ。今度、広報を決めればなりますけど、その時はなら

ないということですね。そういうことです。 

 それはね、やるか、やらないかというのは、また、ありますけども、基本的な部分でご議論ござ

いましたら、どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 例えば、通年議会を試行錯誤で試行期間として実施すると、６月議会から

するという場合にはおそらく新聞なんかには大きく出ると思いますよ。何もＰＲする必要はないの

ですけども、出ます。その場合に他の自治体から、どういうことでやっているのですかと、こうい

うことになった場合にはどういう説明ができるのですか。ただ、期間を延ばしただけですよと。何

も今までどおりと変わりませんよと。それから、常任委員会も議長の承諾さえ得れば、いつでもで

きるようになりますというだけのことであってね、公務災害は今までどおり、まだ条例改正してい

ないから今までどおりですよと。そうしたら、何も変わらないじゃないのということになると思う

のでね。ですから、通年議会を採用する代わりには、きちんとした常任委員会の改革も含めた、ド

ッキングしたもので出発した方が形としては、形ばかりこだわるわけではないけれども、その方が

きちんとしたものになるのではないのかなと。対外的にもきちんと説明もできるし、町民にも説明

できるのではないのかなという気がしてならないのですがね。試行期間だからいいのだ、ではです

ね、ちょっと大きな問題ですから、それでいいのかなと。今、試行錯誤中ですということで、しか

も、ものによっては通年議会もパーになるかもしれないということまで考えた場合にですね、そう

であってはならないと私は思っているのだけど、通年議会を含めて議会改革をやるのだということ

で出発したことなのですから、それは是が非でも成就させたいものだなという気が強いものですか

ら、そこでいろいろ考えてから、また改めて通年議会も考えるのですよという考え方ではなくて、

通年議会に進むのだと、そのための条件整備を今、やっていますと、それで新議会から採用します

というふうなすっきりした形にした方が一番いいのではないかなという気がするのですけれども、

その辺り、どんなものですかね。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 加藤委員がおっしゃっている意味はもう、そのとおりだと思います。ただ、

先般から僕が言っているとおりですね、あまりコンクリートしてしまうと、来られる方も期待をさ

れて来られるということも懸念されているとは思うのですけれども、だから、うちもきちんとした

理論武装なり、形の武装をしなさいという話だと思うのですけど、これはやっぱり１回ですね、委

員長の提案どおりですね、簡単なのですよという言い方をしていますけど、僕は簡単ではないと思

っていますから。いろいろな問題が出てくると。ですから、僕は先般から言っているとおり、改選

された、新しい新議会が、この通年議会を取り入れてくることを望ましいと僕は思っていますよ。

だけど、こういう形だぞと、これでやれよというのは、ちょっとやはり、まだ不足かなというふう
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に思うのですよ。だから６月に、今、提案あったようにですね、会期を１回延ばしてもらって、ど

んな症状と言ったら悪いですけど、どんなことが想定されるのか。だから、やっぱり我々も意識を

持ってですね。所管事務調査をやっぱり項目決めますけれども、所管事務に関わることと一把に大

括りすればですね、新たな問題が正副委員長の中で、この問題はちょっとやっぱり取り上げて議会

の所管にしないと駄目だなというのを精査してやるということも、その中で検討しなくてはいけな

いかなと思うのですよ。そうすると、いろいろな形が見えてくるなと。ですから、１回やられて、

例えば、その間に視察だとか、問い合わせがあった時はですね、やはり議運の委員長始め、事務局

長にきちんと対応してもらうということで、我々がそこまであまり心配する必要はないのかなと思

うのですけども、どうでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 僕が心配するのはね、通年議会そのものを駄目だと言っているのではない

のですよ。ですけれども、通年議会を採用するからには、中身が十分な体制を持って通年議会に臨

むのですよという姿勢を見せるのが、私は通年議会のあり方だと思うから。それがまだ整わないう

ちに通年議会だけという形だけを採用して、あとは後からついて行くのだよということではね。試

行錯誤という、確かに流し運転も必要なこともわかるのだけれども、はたして、そういうふうにし

た方がいいのかね。中身もまだ十分整わないうちに通年議会だけという形を取った方がいいのか。

その辺りはちょっとまだ議論する余地があるような気がしてならないのだけれどもね。あと、もう

半年で終わりなのですよ、任期も。ですから、試行錯誤するのにあわくってやることもないと思う。

どっちみち、中身の問題が議論されなければ、通年議会というものが発揮できないのだとすれば、

中身を十分検討してから一緒にやった方が私はいいというふうに思うのだけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） もっともだと思うのですけれども。従前、やっぱり懸念されている町側の

対応はどうなのだろうということで、ある程度の一定の進展が見られましたよね。当然、町側もど

ういうふうなスタイルになるかというのは、想定はされている部分のところと実際の部分というの

は、掌握はまだしていないと思うのですよ。そうなれば、今、加藤委員がおっしゃったように、我々

の立場の中もやっぱりきちんとそれなりのものを持って、神原先生が言っているようにですね、形

は出来たよと、中身は無いよということでは駄目なのではないかということだと思うのですけども、

だから、それをやっぱり積み上げて行く、そういう作業なのだよと。それで、通年議会を我々がイ

メージと言うか、今まで一生懸命精査してきた、勉強してきたこと、それで、こういう条例改正だ

とか、こういう問題が出てくる、こういうものも出てくるというのはある程度もうインプットされ

ているわけですから、あとは形ですよね。それは会派別に違いますけれども。やはり、16 名にする

ために、この通年議会が必要だという会派もありますし。私たちは通年議会を否定しているわけで

はないですけども、それが理由にはならないと。これはそもそも、そういう形が望ましいのだった

ら、やっぱり改革の中でも進めるべきだという考え方なものですからね。ですから、議会改革の一

環とすれば、その期限と言うのですか、改選期に通年議会をやっていただくということを我々がコ

ンクリートすることが本当にいいのだろうかということからですね、議会改革の一つの取り組みで
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ずっと進めて行った方がいいのではないかなと、そういう考え方も中にはあるのですよ。ですから、

やはり１回は一問一答のように試行と言うのですか、ある程度のルールを決めて試行して。一問一

答はまだ条例改正して、ああいうふうにするよとはなっていませんから。そういうふうに通年議会

の取り組みもなり得る可能性も僕はないわけではないなと思いますのでね。やっぱり粗々のところ

は検証という形でやられた方が僕はいいと思うのですけども、どうでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） どうですか。谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 先ほど熊谷委員から話がありましたけども、要するにそういうような対応を

する時に委員長か、今言った事務局長がそういうような対応をすればいいのではないかと、そうい

う話が出ましたよね。これだけではやはり私は不足ではないかと思います。というのは、やはり少

なくても、議員の委員であるからには、部屋に入ってきた時にはそれに対応できるだけの知識とい

うよりも、いろいろな物事が決まっていなかったらまずいのではないかと、私はそういうふうに考

えますのでもっともっと、いろいろな議論をしながら、ある程度の線をきちんと決めておいて、そ

ういうことが必要ではないかなと私は感じます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと蛇足ですけどね。広報・広聴は、広報・広聴で議論されていき

ますから、このことが決まらなければ通年議会できるとか、できないとか全く関係ないことです。

ですから、そこは誤解なさらないようにした方がいいと思います。広報・広聴のことというのは、

加藤委員がさっきから言われているように、もっともっと幅広くて、やろうと思ったらいくらでも

ありますから、その中でたった一つ通年議会、広報・広聴が常任委員会として認められれば、さっ

き言った公務災害は常任委員会として認められればオーケーですからね。通年議会関係ありません

から。全然関係ないですよ。だから、広報・広聴のことと通年議会を切り離して考えられた方がい

いと思います。広報・広聴の場合は、広報・広聴常任委員会というのは、この中できちんと認めら

れて、こういう範囲でやりますよということが認められて条例化されれば、その時点から広報・広

聴の活動については全て公務災害になりますからね。こういう中身でございますから、６月からや

ることについて言えば、加藤委員が言われた、例えば他の市町村が非常に興味を持つだろうと。そ

れは持つと思います。これだけありますから。傍聴にも来られるかもしれません。しかし、やる中

身というのは定例会と同じでございまして、３日間なら３日間やったら終わりで、あとは、ここの

部分で言えば、常任委員会が新たに開けるかどうかという、このことだけの違いしか今の中では出

ませんから。８月31 日までは。そういうことで試行したらいかがですかと言っているだけでござい

ますから、あまり難しく考えられない方が。そのことでいいかどうかという議論をしていただいた

方がわかりやすくていいのではないかと思うのです。 

山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 今までの議論を聞いた上で私としての意見を述べさせていただきたいので

すけども。６月にまずは議会に定数と常任委員会の数や基本的な内容ぐらいは上程すると。そして、

６月にもう通年議会を試行もすると。そして、正式な開始は改選後から開始すると。こういう形が

望ましいかなというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の方、どうですか。加藤委員、どうぞ。 
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○委員（加藤正恭君） 通年議会という形だけは出発しますよということですね。それについては、

中身は何も変わらないのですよと、そのとおりなのです。公務災害も何も今までどおりでございま

すよと。ただ、変わるのは、議会の議決がなくても常任委員会が議長の承諾さえ得ればできるので

すよと。ですから、そういう事柄が発生するか、しないかはわかりません。今後の問題ですからね。

だから、８月までの間にそれが発生するか、しないか分からないけれども、一応、通年議会という

形だけは採用しようじゃないかということなのだけれども、僕はそういうふうに形だけを出発させ

て、中身が十分まだ伴わないうちにね、形だけ出発するという、それだけではね、ちょっと何かお

かしいと思うのだよね。試行錯誤と言うけども、何も無かったら今までと何も変わらないわけだな。

だから、そういう状態が考えられるとすれば、もう少し中身も十分踏まえて通年議会と議会内部の

常任委員会改革が一体だということになれば、条例改正が当然、伴ってきますからね。常任委員会、

それから、通年議会もおそらくいろいろな面で条例改正があるから、一緒に出発した方がいいので

はないですかと。それまでの間に十分、通年議会というものを頭に入れながら、常任委員会も考え

ると。条例整備もして行くと。そういう議論をしていって、新議会から採用すると。通年議会は何

も問題ないわけです。問題なのは、中身の問題が新議会でどのように運用され、活用されていくか

ということが一番重要なことであってね、通年議会が一番大事なことではなくなってくるわけです

ね。僕はそう思うのだけれども。だから、無理して通年議会は早く採用するということではなくて、

問題は、私は中身をがっちりと、コンクリートという言葉は私、好きではないけれども、コンクリ

ートされないで出発するよりも、ある程度コンクリートされてから出発した方がいいのではないだ

ろうかと思います。通年議会と共に。その辺りはどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私の意見としてはですね、要は開始する時期ですね、これは先ほど私が述

べた意見なのですけども、改選するまでは逆に言えば、期間がまだ半年くらいあるわけですから、

その間に試行期間も含めてやった中でですね、いろいろなことを、細かいところを、例えば直すべ

きところがあれば正して行くような形の中でやった方がよりいいものが私は出来ていくような気が

するのが１点とですね。 

 また、試行期間中に、先ほど加藤委員さんから言われましたけれども、マスコミの報道で流れた

と。他の自治体、町村の議員からいろいろ話が来たり、オファーが来る。それはですね、試行期間

中だから、まだ何もありませんよという、ありませんよというのは変かもしれませんけれども、12

月の開始までの間に煮詰めている段階ですからという話をすることで、別に何も中身が伴っていな

いから恥ずかしいだとか、そんなことには、僕は全然ならないのではないかなというふうに思うの

で試行した方がいいのではないのかなと思ったのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） しからばね、逆に僕が聞きたいのは、通年議会をやりながら、議会の常任

委員会改革というものを考えなければならないのかと。今のままだって、考えられないわけではな

いわけですよ。通年議会というのは、私、いいと思っていますから。やるべきだと思っています。

進めるべきだと思っているから、それはそれでいいのだけれども。通年議会だけ先にぼんとやって、
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あとの改革は通年議会の中で考えればいいのだということよりも、通年議会を出すからには、時期

もきちんとするからには、それまでの間に十分熟慮、検討して常任委員会の活動というものも踏ま

えてドッキングして一緒に出発した方がいろいろな面でいいのではないですかというふうに私は思

うということなのですよね。だから、通年議会はいいのですよ。やっても構わないのですけれども、

通年議会をやらなければ議会改革はできないのですかと、僕は逆に聞きたいのですよ。今のままだ

ってできますからね。できるでしょう、今のままだってね。ですから、通年議会というのは形式的

な問題なのですよ。形としたら形式だけなのですよ。問題は、私、中身の問題の方が大事なものだ

から、そちらの方を重視するのであれば、それと同時に通年議会と一緒にやった方がいいと思うと

いうことなのですけどね。それだけのことなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） どちらも一長一短があるのかなと、ちょっと今、悩みながら聞いていまし

た。私は試行期間だから、そんなに内容は変わらないのだと。私すごく常任委員会がね、責任が重

いなと思って聞いていたのです。やっぱり試行期間であるから一生懸命やってみて、それがどうか

という問題点を洗い出さなければならない。同じような形で黙って見ていてね、３ヶ月たって９月

になったらまた普通に戻ってね、解散が近いからってただ形だけ通年議会ですよと持ったことがど

うなのかと。だから、持った中で各常任委員会が、本当にその中で、この試行期間で自分たちがじ

ゃあ今やっている中で、常任委員会で何か問題がないのだろうかとか、これはやっぱり、こういう

機会だから、こういうふうに取り組んでみてどうだったのだろうかということを積極的にやらない

と何の意味もないと思うのです。何も変わらないのではなくて、変えなければならないのだと思う

のです。通年議会をやった、試行的であってもやったことによって、こういうことができたと。そ

れにはこういう問題点が出たと。やらなかったら問題点は出てこないのですから。ただ３ヶ月、同

じような形でやってみましょうということでは駄目だと思う。もちろん、そんなことはないと思う

のですけどね。だから、すごくそういうことではやるのであれば、がっちり各常任委員会も腹くく

って、よし、この３ヶ月間でいろいろなことをやってみようと。そして、それでどうだったという

ことを、問題点を洗い出そうという、そういう決意がないと。簡単にやっぱり、何も内容は変わら

ないのですよと、ただ、所管を持たなくてもいつでもできるのですよとか、委員会協議会も持たな

いで常任委員会としてできるとか、そういったことのメリットをどう私たちが生かしてね、その３

ヶ月間でそれをやれるかどうかというものが、ちょっと私も今、腹が決まらないと言うかね、何か

おかしいのですけど。だから、本当にその３ヶ月で試行錯誤した何か問題点を出せるような動きを

やれるかなという、そういう不安を持ちながら。だから、どうしようかな、どうなのだろうという

ふうに、今ちょっと悩んでいる状況です。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） ちょっとお尋ねしたいのですけども。この前、議運の委員長とか議長とか

皆さんで理事者にお会いになった時に、非公式な話しかもしれませんが、試行期間のことについて

は、そんな考え方も議会としては、少しはあるのだけどみたいなことで町側に打診はされましたで

しょうか。というのは、町側のやっぱり対応というのも、今の吉田和子委員さんのお話を聞いてい
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ると関係してくるのかなというふうにも少し思ったものですから。 

○委員長（大渕紀夫君） それはしていませんね。全くしていません。 

議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 議長というより、議員としてなのですけど。今、お話出ていますように、

通年議会をやるということについてはですね、やはり議会改革にメリットあるということで、町側

もある意味では大変な部分もあるだろうけども、より議会の方が大変じゃないかという具合に感じ

ているところもあると思うのですよ。だから、やることについては別にやぶさかでないと、協力的

な形なのですけども。やはり私は、先ほど委員長が提案されているように、試行という形で会期を

延長して、その中で本当に、今、区切られている会期なものだから常任委員会活動が非常に不便だ

と、だから、長くして年がら年中議会にすれば、活動が非常にやりやすいのですよというのは試行

期間中にきちんと、先ほど吉田和子委員が言われたような形で、やはり本当に常任委員会として通

年にしたら非常にメリットあったというようなことを見せない限りですね、通年議会をやったって

前と変わらないのだったら、通年議会することないのではないかというような形になりますのでね。

だけども、試行しないでですね、いきなり条例だけ改正してやるということは、僕は危険だと思う

のです。だから、やはり一般質問の一問一答方式がこれだけ何年もやっていても、まだ試行ですよ

ね。だから、この通年議会もそれに向かって、例えば今、試行でできる会期延長した中で、いろい

ろと常任委員会の方が皆さん努力して今まで以上に常任委員会活動をやらなければ駄目ですからね。

今までみたいに決めた項目だけ、閉会中にやっていればいいということではないですから。いろい

ろな問題、やはり、ここにメリットとして書いてあるね、これらをやっぱりね、ああ、なるほど、

通年議会になるとこれだけメリットあるのだというものをきちんと実証してからでないと僕は入れ

ないと思うのです。だから、やはり委員長が先ほど言ったように６月から８月やって、それだけで

はまだメリットもあまり出てこないというのであれば、何回でもそういう形でやってみて、それで

本当にメリットあるなら、それなら年１回にしようというような形で、これは６月に決めるとか９

月に決めるとかね、それから、新しい任期になってすぐ決めるかという問題では、僕は絶対そうす

べきだということではないと思うのです。だけど、やっぱりそれに向かって検証しながらやってい

って初めて、よし、これなら絶対行けると。町の方にも協力いただけるということで入っていくと

いうような形にしないとですね、先ほど加藤委員が言われたように、やったけども、ただ年１回に

しただけで内容は何も変わらないで、前の新聞記事とほとんど同じではないかと。ただ１回にした

だけかというような形になるので、その辺はやっぱりきちんと試行で確認して、皆さんも、これな

ら我々もやって行けるというようなことを見せていかないと。通年議会をやっても今までと変わら

ない活動だと困りますからね。やっぱり、より町民に見える形で、議会も一生懸命よくやっている

というような形で、やっぱり見えるような形で議員も努力してもらわないと大変じゃないかなとい

う具合に思うのです。だから、やっぱり試行はできるだけやっていって、メリットがあるような活

動をやっぱり我々議員がしていかなければ駄目ではないかなという感じ、そういう具合に思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議長が今、言われたようにね、そのとおりだと私も思う。ただね、常任委
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員会の活動を活発化するという吉田和子委員の心配もね、そのとおりなのですよ。ただ、今、６ヵ

月後に選挙があるわけですよね。そうすると、そんなことやっているかと言ったらね、おそらくけ

つに火がついてですね、常任委員会活動なんて。あとまだ１年もあると言うなら、もう少しのんび

り考えてもいいですよ。８月頃になったら、みんな、けつに火がつきだすのですから、出る方は。

そうした時に常任委員会が云々だなんてね、そんなこと一生懸命考えている暇なんか、正直なとこ

ろありますかと言うのです。なかなか現実の問題としてならないと思うのですよ。ですから、あま

り時間もないのにね、あわくって常任委員会活動を活発化するって。それは当然のことなのです。

任期までやるべきなのだけれども、はたして、そこまで頭が行くかどうかね。非常に私は危惧しま

すね。そこは今、気が付いたことなのだけど。あとから気が付いたことで最初から思っていたわけ

ではないのだけども。８月、９月になったらもう選挙戦に入りますからね。常任委員会活動とか、

議会活動なんていうのはおそらくね、そうであってはならないことは十分わかっていますけれども、

現実はなかなかそうはならないのではないのかなということ考えると、総合的に考えるとあわくっ

て８月までの期間というふうに切らないで、じっくりとその間、これを検討した方がいいのではな

いですかというふうに私は思うのだけど、どうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 大変、貴重な意見だと思います。でも、やはり我々はそういう立場の人間

ですから、こういうことを進めてきてね、机上のものはもうある程度詰まっていると思うのですよ。

あとはやっぱり実施だと思うのですよ。どんな検証が出てくるのであろうと。僕が想定しているの

は、常任委員会の活発かも当然、何かの題材を捉えて、これはなったらどうなるだろうということ

をしなくてはいけないと思います。それは各常任委員会に、強制ではないですけども、そういう取

り組みをしてみてくれということも必要だと思います。それに、町側としてはですね、臨時会、こ

れは要するに、もし、取り組むとしたらですね、本会議ですから再開ということになりますよね。

それによって町側の対応もある程度、こうなるのだなというのも理解できると思うのですよ。それ

から、やっぱり協議会ですね。協議会が無くなる。だから、それが本当にいいのかどうかというの

も、やっぱり検証できるのかなと。僕はある程度協議会というのも必要な部分あるのかなというふ

うに思っているのですよ。だけど、会期中ですから、やはり議案説明になりますよね、予算が伴う

のであれば。そうでなければ、あと行政報告か、要するに報告ですよね。そういう位置づけになる

と思うのですよ。だから、いろいろなことの想定が出てきますので、じゃあこれで、先ほど議長も

言いましたけど、町側もこれでできる、我々もこれでできる、そして、その中でよく見える議会に

なりうるだろうというのが、やっぱりやらないと、やって行かないとある程度見えて来ないと思う

のですよ。僕はそういうことなのですね。ただ、そのことが、山本委員も言っていましたけれども、

そういうことで改選された議員さんにはこういう姿であるべきではないかということでやっていた

だくというスタイル、これも一つの方法だと思うのですが、僕はやっぱり、しつこいようですけど、

議会改革の中でずっと進めて行った中で改選されて、１年でもいいと思うのですよ、また、試行が

続いても。これでできるよということの明確、加藤委員が言っているきちんとしたものが積みあが

って、白老町議会は通年議会になるのですということはそこでできると思うのですよね。だから、
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その形の、コンクリートという言い方を僕はしていますけども、するよというところの持つ、我々

議会が持つ積み上げはやっぱり試行も含めてやらなければならないので。確かに時期的にお尻の方

になると、我々の立場的なこともいろいろ煩雑になってくると思うのですけども、やっぱりこれを

しておかないと、ちょっとやっぱり 16 という定数の、大渕委員長の方は 16 という定数の中の議会

活動の一つの精査だとか、密度を上げるためにはこれが必要だと言っているわけですから、僕はそ

れがあるから16 だとは言っていないですけどもね。そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 定数を16 にしたということでチェック機能、それから、議会の活動がよく

町民に見えないとか、いろいろな反省点を踏まえて通年議会という一つの委員会の活性化を図ろう

ということで、それをやっていた時に仕事を持っている方だとか、議員の中でもこれから若い人が

出てくる中でできるのだろうかと。いろいろな問題点も、いろいろ皆さんで話し合いましたよね。

そういうことを踏まえてでも、各会派の意見はだいたい通年議会はやるべきだろうと。ということ

は、そういう厳しさをきちんと自覚してやっていくということだというふうに、みんな腹を決めて

の答えだったと思うのですよ。そうであれば、私さっきちょっと、すごくその辺が不安だと言った

のですけど、やっぱりやってみるべきかなと私も思ったのです。やって、自分たちが実際にやった

ことで委員会が忙しくなった、もしかしたら、もうちょっと回数が増えたとか、そういったことで

夜間の委員会を開かなくていいのかどうなのか。土日に持たなくていいのかどうなのか。職員に対

する影響はどれぐらいあるのかとか、そういったことを具体的に私たちが実際にやった中で、そう

したら、さっき忙しくなると、それはもう、そういうことを踏まえての議員だと思いますので、そ

ういう中でやってみて、そして、そういうことでやっぱりさっき言った問題点、それから、やっぱ

り夜の委員会もたまには必要ではないかとか、そのためには職員はどういう形になるのかとか、そ

ういった具体的なものをもっともっと確認し合って、そして、いいものを生み出していくという、

そういう方法にしたらいいのではないかと私はちょっと思ってきたのです。さっきはすごく不安だ

と言いましたけど、委員会というのは７、８人いますので、その中で議論をして、本当に何が今、

必要か、今ちょっと問題点ないだろうかということで掘り下げて行くぐらいの、そういったものが

ないとこれから通年議会をやって委員会の活性化を図ると言ったって、そういう意識の改革がない

と何をやったって同じ委員会の形で行ってしまうかもしれないわけですよ。それを変えるための通

年議会ですから、思考であろうと何であろうと、委員会のみんながそういう自覚を持ってやってみ

ると、そして、問題点を探るのだというぐらいの、改選後の議員の方たちにもそれを継承していく

ためには、やっぱりそういう問題点をこっち側が持ったものをきちんと説得できるものを持つとい

うのも私は必要なのかというふうにちょっと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 委員長、提案したいのだけど。この通年議会を６月からするか、しないか。

我々の会派は一応、新議会からという結論を出しているものですから、もう一度ですね、会派会議

を開いて、その問題については検討させていただきたいと思うのです。それで、僕はもう少し常任

委員会の中身の方へね、できうれば入っていただければと思うのですけれどもね。通年議会の採用
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については、この次までに結論出すようにしたいと思いますので、時間をいただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。６月にもし試行したらどうなるかというイメージ図がご

ざいますので、それは配布をしていただきたいと思います。今日、配布をした通年議会の利点、欠

点、実施要綱等々含めて一緒にそれを見ていただければ、一定限度の理解が深まると思いますので、

そのようにして見ていただきたいと思います。この件につきましては、次回の議会運営委員会、も

ちろん６月議会ですので十分間に合いますので、試行するかどうかというのは、そのイメージ図を

見ながらですね、一つ各会派でご議論を願えればというふうに思います。通年議会の試行について

はそのような形で次回に結論を持ち越す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） それでは、そのようにさせていただきます。次の議会運営委員会ではこ

の点についての議論ともう一つ、今、出ている広報・広聴常任委員会含めたですね、常任委員会の

あり方ですね、ここをもう少し詰めて条例化すると。例えばですね、この図で行きますと、条例上、

６月に必要な部分は何かと言うと、常任委員会、厚生、総務、広報・広聴を作るとしたら、この常

任委員会を作りますと。小委員会と２分科会につきましては、別にしても構わないということなの

です。そこら辺についての、どれぐらいまで条例上必要なのかというようなことについて、局長か

らちょっとご説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の部分ですね。条例に盛らなければならない部分はですね、前に

配った部分ありますよね、あり方。この１ページのタテ割り、ヨコ割りで、ここは表現しませんけ

ど、これを表記しなければならないですが、これを改正しなければならない。先ほど言いましたよ

うに、生活環境課がどっちにあるべきかというような議論もしていただきたいと思います。ですか

ら、これの表示だけですので、当然、小委員会、分科会の表記は、条例上は出てきません。条例上

で必要があれば小委員会、分科会を設けることができるという規定ですから、広報・広聴の常任委

員会 15 名で新たに全員構成ですから、組織された段階で小委員会、分科会の構成をその委員会の中

で決めるということになりますので、条例上は１ページ目のタテ割り、ヨコ割りを除いた部分を表

記しなければならないということになります。それで、ちょっと表現変わりますけど、広報常任委

員会のアのところですね。編集、発行に関する事項と書いていますけど、これは広報誌だけではな

いものですから、議会広報の実施に関する事項に、たぶん直さなければならないかなと思っていま

す。これはあくまでも議会広報誌を想定して書いていますので、議会報告会も議会広報の一環です

ので、そういうよう表現になろうかなと思います。以上です。 

○委員（大渕紀夫君） 理解できましたか。１ページ目の①の総務文教常任委員会、②の産業厚生

常任委員会、数と所管の中身、それから、①の広報・広聴常任委員会15 名、所管事項がア、イ、ウ

とありますけれども、このことのみが条例上は必要だということでございますので、ここでの一致

が勝ち取れれば条例上は、６月はこれで行くと。今、委員各位から出ている常任委員会の内容ね。

例えば、小委員会の問題や分科会の問題や、所管は大括りですから、この中身をどう充実させるか

というような、この辺りはですね、このことでの議論がまとまれば、その後の中で議論をしていっ

ても間に合うということでございます。理解できますね。ですから、そこで一致ができれば条例は
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出せるということです。定数 16 の部分と議会公開の部分と、公開というのはさっき言った秘密会の

関係ですよ、常任委員会の構成については出せるということですので、①番、②番はいいですよね。

今の常任委員会の構成がこれでいいかどうかということと、先ほど吉田和子委員から出た生活環境

課の所管のタテ割りの部分の所管がこれでいいかどうかと、ここら辺あたりを中心にご議論願えれ

ばというふうに思います。 

 お諮りをいたします。一応、次回の議会運営委員会は９日ということで考えております。その次

が 16 でございます。必要があればですよ。その後、21 日に議会運営委員会がありまして、24 日が

臨時議会と。21 日、これは 24 日の臨時議会のための議会運営委員会がございます。あくまでも案

です。一応、予定としては24 日としては臨時議会が開かれる予定でございます。そのための議運が

21 日です。ですから、今、私が述べたいのは、９日と 16 日、この２回開いて、今の部分のつめを

行なうと。一つは通年議会を６月に試行するかどうか。もう一つは常任委員会の構成がこれでいい

かどうかということと、内容についての深め。当然、３番目の議会報告会、議会懇談会については

広報・広聴にお任せをしますので、政策研究会のあり方、この部分まで議論が９日、16 日で深めた

いと、こう考えておりますので各会派で会派会議を開いていただいて、特に６月試行の部分と、常

任委員会の構成についての議論をし、意思統一をしていただきたいとこういうふうに思いますけど

いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

○議長（堀部登志雄君） 常任委員会の任期の関係は。 

○委員長（大渕紀夫君） そうですね、常任委員会の任期のことも含めてね。今日、議論されたこ

と全部含めてでございますのでよろしくお願いします。この件につきましては、次回９日の議会運

営委員会で行なうということで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、その他が１本ございますので、その他についての議論をして、

あとは９日の議会運営委員会を待ちたいというふうに思います。 

 通年議会、６月試行スケジュールイメージ図というのがございます。ちょっと出してください。

議会事務局から若干の説明をいたします。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） だいたい見てもらえばわかるのですが、ちょっと訂正をお願いしま

す。９月の通年議会の試行と書いてあるところですが、先ほど言いましたように８月下旬に再開す

るのですが、この点々無くなりますので、そこで１回閉めなければ駄目です。これはずっと続くイ

メージで作っていましたので、申し訳ございません。９月の定例会は再開ではなくて、ここは開会

になります。 

 上の段はですね、本来の今までやっているイメージのスケジュール案になります。９月について

は中で決算審査特別委員会組んで、報告という形になりますから、このような形になります。それ

で、どういうふうに試行するかと言いますと、だいたい形上は同じなのですよ。ただ、一つ違うの

は、６月定例会を最終日に閉めないで休会に入ります。休会に入るということは期日を示して休会

に入るのですよ。だから、延々と休会でなくて、何月何日の何日間休会ということだから一定のと

ころで開かなければならないのですね、１回。ですから、何もなしに開くわけにいかないものです
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から、通常、定例会の最終日に議会関係の部分をしていますよね。議会の報告ですとか、意見書の

採択ですとか、それを逆に言ったら前に持ってくると。８月の末に持って来ざるをたぶん得ないだ

ろうと。９月の定例会の最終日の議会報告は無くなるという形にしないと、期間を示して開く理由

がなくなってしまうのですよ。わかりますよね。休会して、開かなければならないですから、１回、

８月の末に。開いても案件がないことになりますので、そこで何か案件作らなければならないので

すよ。だから、従来、９月の最終日に議会関係の議決をしている部分を、そこで案件持たなければ

ならないと。町側は出てきませんから、そういうことになります。９月の定例会の最終日の議会関

係は無くなると。だから、委員会報告をそこまでにまとめなければならないということなのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 簡単に言えば、委員会報告や意見書案はここで先にやってしまうという

ことです。それだけです。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、再開の時に町側は出てもらう必要がないですと。議会関係

だけですから。だから、定例会の部分では町側の部分だけしかしないということになります。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、再開して、閉めてしまうから、今度９月また開会になると。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうでないと、開く案件がないものですからね、そうせざるを得な

いのですよ。だから、そこは町側が入ってもらわなくて結構ですよと。今、言ったのは試行の間で

すから。ですから、従来、意見書ですとか、議員さんから条例案とか提案があった場合は定例会の

会期２日前だったのですけど、もっと早くなるということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 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、その他の案件に入ります。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 仙台の方からですね、ざっくばらんにして、青葉まつりにご招待をいた

だいたのです。過去には何名か行っております。だけど、ここ１年か、２年くらいは行っていなか

ったのですが、今回も来たということで予算的には１名分しか取っていないというのですけども。

この件についてですね、どうするか、皆さんにちょっとお諮りして意見を聞きたいなと思っている

のですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） 今までの派遣経過について、お願いします。 

○議長（堀部登志雄君） 派遣経過につきましてはですね、向こうから20 周年の時ですかね、ここ

でセレモニーがあった時に向こうからたくさん来られて、議員も来られていたのですが、その中で

たまたま次の年から、こちらも招待を受けていますね。青葉まつりに２名くらいずつ参加したので

すけど。ただ、それ以後、一方的に行くばかりだったのですよね。そういうようなことですから、

こちらもちょっと、向こうにもご迷惑かけるという感じもあったものですから、３回まで行ったけ

ど、去年は行くばかりだからということでやめたのです。行かなかった経緯があるのですけど。た

またま去年が、向こうの議会運営委員会と広報の委員会がここに視察に来られたのですよ。それな

りに昼食や何か対応した経緯があるものですからね。向こうも来ていただいたので、こちらから行

くのについても、ざっくばらんに行ってもいいのかなという感じは受けたのです。受けたのですけ

ども、そういうことがあって、たまたま病院の視察の時にも仙台まで行ってですね、向こうの正副
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議長さんに対応していただいたという経過があるのです。その中で今回、来たものですからね。向

こうからも来て、ただ一方的に向こうに呼ばれて行くというような感覚があったものですから、私

もね。そんなに毎年、それじゃあ気の毒だから行けないなという感じで受けて、去年は行かなかっ

たと。たまたま去年は向こうから10 何人も、１回に７、８人ずつ、ここに来て、我々、対応した経

緯があるのです。 

○委員（加藤正恭君） それは招待ではなくて視察で来たのでしょう。ですから、それとは全然違

う。性質が違う。接待したのは、来たから接待したのであってね。招待して来たのと、それはちょ

っと違う。 

○議長（堀部登志雄君） そういう意味ではね、議会と議会の、ちょっと格の違う議会ですけども、

こういう交流があるという形ではいいのかなという感じは受けたのですけどね。 

○委員（加藤正恭君） うちでは、港まつりとか牛肉まつりには招待状とか何かは一切イベントに

は出していないのですか。議会としては、仙台に対して。 

○議長（堀部登志雄君） 出していないです。 

○委員（加藤正恭君） 森田村はどういう形で来ているのですか。あれは招待しているのですか。 

○議長（堀部登志雄君） していないです。実行委員会として出しているでしょうけどね。 

○委員（加藤正恭君） その辺り、きちんとしないとまずいな。招待したり、招待しなかったりと

いうのは失礼だもの。向こうは定期的に出しているから来るのだろうけども。 

○委員長（大渕紀夫君） そういう経過があるようです。いずれにしても、今、加藤委員が言われ

たようなことでね、今後、若干の整理は必要かなというふうには思いますけれども、とりあえず今

回、私もちょっとあれでしたが、議員の派遣承認にあたっては議員の承認案で議会運営委員会に諮

って決めると、こうなっているのですよ。それで今、諮られているわけなのですけれども。今回に

つきましては、５月 19、20 日だそうでございます。予算は１人分しかないそうでございますけども、

今までは２名行っていたそうです。ですから、ここら辺をどうするかということをちょっとご議論、

もし、ご意見ある方、参考意見になるかもしれませんけど、あれば、どうぞ。委員外議員、根本議

員、どうぞ。 

○委員外議員（根本道明君） もう一つ姉妹提携結んでいるところあるよな。仙台でさ。向こうは

２人来るのだよな。その中で白老だけ１人というのも。 

○委員長（大渕紀夫君） それはね、ここで議論して、例えば２人行くべきだと決めれば、それは

それでいいことですから、それはできますのでね。ただ、行くのがいいのかどうかって、私もよく

わからないのです、はっきり言えば。わからないのだけど、一応、事前に諮って決める。突発の場

合は議長が決められるのは構わない。後で議会にちゃんと報告ありますから、いいのですけど、今

回の場合は若干時間があるから。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） きちんと姉妹都市を結んでいるわけですからね、つがる市と仙台市と白老

町は結んでいるわけです。だから、お互いにやるのでしょうけど、何かきちんとしたものを作らな

ければね。向こうからは招待状来る、こっちからは行ったり行かなかったりと、そういうのもまた

失礼な話ですね。姉妹都市結んでいるのは厳然たる事実ですからね。それから、予算があるとか、
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ないとかの次元ではなくて、やっぱり、その辺りはきちんとすべきではないですかね。どうでしょ

う。ただ、行ったり行かなかったりというのはね、これは失礼だと思いますよ、お互いに。うちは

全然、招待していないとすればね、その辺りも姉妹都市を結んでいるからにはきちんと返礼をする

というのは常識だと僕は思うけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、わかりました。この件につきましては、正副議長に一任するとい

うことでいかがですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） あとで、こういうことは駄目だとか言わないでくださいよ。いいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） この件の処置につきましては、正副議長にお任せをして決めていただく

というふうにしたいと思います。ここでね、その議論をしたってしょうがありません。ただ、加藤

委員が言われたようにね、一定のルールが必要かもしれないという認識はできましたので、この次

からはそういうふうにいたしましょう。よろしゅうございますね。 

 他、何かございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 無ければ、よろしゅうございますね。 

                                          

     ○閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、以上で議会運営委員会を閉会いたします。 

 次回の運営委員会は５月９日。先ほどの案件で行ないますのでよろしくお願いいたします。以上

でございます。 

 

（閉会 午後０時０２分） 

 


