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平成１９年白老町議会運営委員会会議録 
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開  会     午前  １０時００分    

閉  会     午前  １１時４５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議会機能の強化について） 
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○ 開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今より議会運営委員会を開会いたします。 

                                           

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

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

おいて傍聴を許可いたします。 

次に本日の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の調査事項であります

が、議員定数削減に伴う議会機能の強化についてということでございまして、先般の議会運営委員

会で通年議会の試行について、持ち帰り協議となっておりましたので、今日、ご審議いただくこと

になります。 

 それと、定数削減に伴いまして、もう一点、協議が整っておりません、政策研究会のあり方につ

いてもご議論いただく予定でございます。以上であります。 

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

減に伴う議会機能の強化についての中での通年議会の試行についてということで前回に引き続き、

各会派持ち帰りということになっておりますので、各会派のご意見を賜りたいと思います。 

町清クラブ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブ、加藤でございます。いろいろな意見が前回出ました。 

まず、通年議会の試行についてです。町清クラブの考え方を申し上げたいと思います。私どもの

町清クラブは前回の議運で申し上げましたが、通年議会の導入と、それから、現在、検討されてい

る３常任委員会の活動内容は一体化して検討されるべきだという考え方には変わりありません。し

かも、新たな３常任委員会は未だ稼動しているわけでもありませんし、11 月からの新議会から導入

されるとなれば、通年議会の６月からの導入は時期尚早であるというふうに考えております。しか

しながら、私ども会派は、通年議会の採用については全面的に賛同示しておりますので、準備期間

として試験的に実施したいという他の会派からの意見について、全く理解できないというわけでは

ありませんので、私ども会派もいろいろと検討した結果、通年議会を試行期間の中でよりよい通年

議会にするためには、11 月からの新議会がスムーズに運営されるように鋭意努力するということに

ついては同意することにいたしました。通年議会についての考えは以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ありがとうございます。今、町清クラブから態度が表明されましたけれ

ども、他の会派でこの通年議会に対して、他の会派の方々はほとんど賛成ということなのですけれ

ども、ご意見がもし、議会機能等々の中でご意見、また、違った意見があったり、こういうことを

聞いておきたいというようなことがありましたら、どうぞ、お出し願いたいと思います。 

吉田正利副委員長。 
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○副委員長（吉田正利君） 新風の考え方でございますけれども、基本的には試行スケジュールに

沿って、この期間試行することには賛成いたします。新議員の集った 11 月以降の問題については、

基本的にはこの通年議会を試行した中で、やはり、それをもとにして新議会で実施することについ

て、次の段階で推進するという中での問題点があれば、そこで協議してよろしいのではないかとい

うことで基本的には通年議会の試行をすべきだという見解でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、ございますか。ありませんか。 

それでは、通年議会の試行については事務局から案が示されておりますけれども、おおむね、こ

のようなことで６月から試行するということで決定をいたしたいと思いますが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、そのようにいたしたいと思います。 

 なお、この運営につきましては、随時、議会運営委員会の中で確認なり、また、こういうことが

必要だと、必要なことが出れば、随時、議会運営委員会にお諮りをしながら、間違いのないように

進めたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたしと思います。 

 そうなりますと、前回、町側にお話をしており、おおむね了解を得ておりますけれども、試行期

間につきましてはね、まだお話をしておりません。ただ、事務レベルでは若干のお話をされている

ようですけれども。町長にはその旨、お話をしておりませんので、正副議長、または正副議運の委

員長で町長にお話をするということをなるべく早くいたしたいというふうに思っております。もち

ろん、この結果が、試行が駄目だというふうにはならないとは思いますけれども、ここはやっぱり

確認を取らなくてはいけませんので、その後に行なうというふうにいたしたいと思います。公式に

申し込んで試行をやるということになります。今日ちょっと、いらっしゃるかどうかわからないけ

ど、なるべく早くですね、その旨、伝えて町側にも理解を得るというふうにいたしたいと思います。 

暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １０時０６分 

                                           

再  開   午前 １０時１６分 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて、会議を再開いたしたいと思います。 

通年議会の試行については以上のような点で町長に申し入れをきちんと行ない、６月から試行す

る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、そのようにいたしたいと思います。 

 次に政策研究会のあり方についてということであります。このことについて、各会派のご意見ご

ざいましたら、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。政策研究会のあり方についても完全ではありま

せんが、ある程度、私どもの会派の中で議論をしてもらいました。いろいろ課題がありますが、一
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応、課題としても提案してみたいなというふうに思います。政策研究会の設置の目的というのは、

今まで言われているように通年議会の導入によってですね、議会独自の判断で本会議などを開くこ

とが可能となると。それによって、議会の裁量権が拡大されて、議会独自の政策論議が活性化され

て行くのではないかというふうに考えるものでございます。しかしながら、現在はまだ入り口の段

階であってですね、政策研究会の組織とか、研究の内容だとか、研究結果をどのように反映してい

くかと、こういうような問題についてはまだこれから検討される課題なのだろうと思うのです。 

 私どもの会派としては、どういう組織のところで政策研究会が検討されるかということで、４と

おりが考えられるのではないかと。一つは、各常任委員会。各常任委員会と言っても二つしかあり

ませんから、二つの常任委員会。それから、２番目は広報・広聴常任委員会。これは全員か、小委

員会か、二つありますが、広報・広聴常任委員会で検討すると。それから、三つ目は議員会。合併

検討委員会ですか、ああいうようなもので小委員会を作っておりますが、そういうものも議員会で

検討してもいいのではないかと。それから、四つ目は、他に別組織を構成したらどうかと。という

ことは、特別委員会ですね。政策研究の特別委員会をつくると。こういう４種類が考えられるので

はないかと思いますが、私どもの会派としては２番目の広報・広聴常任委員会か、もう一つは特別

委員会をつくってやったらどうかと。決めてはおりませんが、その方が一番ベターではないのかな

とこういうふうに考えております。 

 それから、政策研究会のいろいろな論議がされると思うのですが、町理事者が提案されるものも

あるでしょうし、例えば案件、条例などがありますでしょうし、それから、もう一つは我々、議員

が提案するもの、また、会派が提案するものと。そういう２種類のテーマが考えられるのですが、

その他にはちょっと考えられないのですが、政策論についてはそういう２種類の問題があろうかな

と思います。 

 それから、三つ目ですが、前回、三重県議会の資料が配布されておりましたが、ここで旅費の実

費支給がされるというようなことで経費増が考えられるかと。活発になればなるほど、そういうも

のの増が考えられると。これは、三重県議会でもそのようなことが記載されております。今のとこ

ろ、うちの会派ではこの程度でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の会派、どうぞ。 

吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 現在、私どもが自主的に政策研究会のあり方で合併研なんかを具体的

に進めておりますけれども、実質的に町の執行部と議会との論点が合わないという面がございます。

そういったことからして、例えば、今、合併研をやっておりますけれども、これについては、やは

り時期的な論点からするとかみ合わないという面がありますので、これらの面については、やはり、

その都度、政策論点を議会全体で見出して、執行部が進めている論点とか、あるいは、これからど

うしても将来に向かって議会が進めなければならない論点を精査して、実態に合わせて政策的な論

争をすべきではないかという考えでございます。これについては、いろいろとやってきております

けれども、とにかくどうしても執行部との論争がかみ合わないという面が非常に問題点として残る

のではないかなと。一つは、かみ合わなくてもいいわけですけれども、将来に向かって議会が当然
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これを論点として立ち上げて行くという方向性を納得してやっていればいいのですけれども、今、

言ったような問題点について些少の惹起が生じているなという考え方が出ております。私どもは、

やはり政策論争は時勢にあった、執行部との堅実な論争が常に新鮮な意味で出来ているという課題

を見つけて、そして、進めるべきであろうという考えに立っておりまして、具体的にそれをどのよ

うに進めるかというところまでは行っておりませんが、今のところはその程度でございます。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブとしてはですね、この間ずっと議運の中で定数削減に伴ういろ

いろな角度から絞り込みの中で政策研究会も立ち上げるべきだろうというところにつきましては、

必要であろうというフォームで持ってはいます。要するに形ですね。 

 それで内容的に、今、町清クラブさんからも新風さんからもいろいろ議論があったところですが、

基本的にはやはり改選された新構成委員が進めて行くことであるということが前提であるわけです

から、あまりコンクリートした形でこうあるべきだということはきついのかなというのがうちのク

ラブの考え方です。ただ、やはり今まで進めている議員会中心の、新風さんの方からも出ましたけ

れども、内容は別としてですね、テーマに沿って研究、勉強をしているということは必要だろうと。

ただ、それから一つステップアップしてですね、条例化や論争をするということについては、やは

り改選されて新構成の人たちが中心となって進めるべきであろうと。ただ、我々からやはり助言的

なことを言えばですね、やはり議員の資質を上げるためには、そういう組織は立ち上げて進めるべ

きですよというぐらいでとどめるべきかなというところであります。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私たちの方でもちょっと話し合いをしましたけれども、政策研究会という、

政策を勉強するという点で、その他にも、これはやっぱり議員の資質向上、それから、きちんとし

た議論ができる、討論ができるという形の議員の資質を向上させるためのものではないかというふ

うに考えています。 

 それで、一つはやっぱり、いろいろな手法が取られるだろうと。だから、これを広報・広聴でや

るだとか、それから、会派でやるだとか、委員会とかといういろいろな例が出てくると思うのです

よ、題材によって。ですから、テーマによってどこでやるのかということが出てくるのではないか

なというふうに考えています。例を挙げれば、栗山に前に視察へ行った時に、出前で議会報告会を

やる時に、予算が決定した後にやるということで予算の勉強を徹底して、誰でもが同じようにきち

んとした答えができるように勉強会をかなりしましたという話を伺ってきました。そういうふうに

題材によって、課題によって、それから、目的によって、手法というのは変わってくるのかなとい

うふうに考えています。一応そういうところで、それをどういうふうにやるかというのはやっぱり

課題ごと、何か同じことを繰り返すようですけど。だから、これでこうだというような一つのもの

が出せなかったということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところですけれども、一つはですね、やはりテーマをきちんと決め

て特別委員会でやるべきだろうという意見が圧倒的であります。それで、これはもう議会議員にな
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ったら、ずっと研さんを含めた各自の努力、勉強というのはやらなくてはいけないわけですけれど

も、共通してどうしても最低限必要な部分というのはございますので、そういうところをやる場合

はやっぱりテーマをきちんと決めて、特別委員会をつくって、そこで徹底的にやると。やっぱり常

任委員会でやる場合もあるでしょう。例えば、条例提案なんかを常任委員会としてやる場合は常任

委員会で勉強しなくてはいけないと、こうなるかもしれませんけれども、一般的に議員が条例を出

せるのだというところまでの勉強はこの特別委員会でもできるのではないかと。何に注意して、ど

ういうことを視点に持ってやれば条例提案ができるのかと。例えば、予算を伴うものは地方議会は

できないわけですけれども、そういうことから含めてですね、我々の政策能力を上げるということ

で言えば特別委員会だろうと。 

 もう一つはですね、議会議員として、これはなかなか難しいかもしれませんけど、相互批判がで

きるような勉強会ができないものかと。資質を上げるためです。相手をやっつけるとかそんなこと

ではなくて、やっぱり、あなたの一般質問のここがまずかったよ、ここが良かったよということ。

また、議員活動とはこうあるべきではないのですかというようなことが、もし、話し合えればいい

なと。どこまでやっているかはわかりませんけれども、福島町議会は議会運営委員会でそれぞれ個々

の一般質問に対する評価を議論しているそうです。今度、見えられるようですから、ぜひ、その中

身については資料もいただきたいと思っているのですけれども。もちろん、個々の議員さんが一般

質問されるわけですから、他の人にとやかく言われるものではないと言ってしまえばそこまでです

けれども、しかし、議会全体のレベルを上げる、議員として最低限必要なそういうことをきちんと

理解していく、こういうことがもし、可能であれば、それはやっぱり会派になってしまうのかもし

れませんけれども、できればいいなと思っております。私たちはそこら辺のところが中心に二つの

点、特別委員会で政策研究をきちんと行なうということと、議会活動の勉強会ができればいいかな

と、この二つを中心にやったらいかがかと、こういう結論でありました。 

 それでね、今後の進め方はどういうふうにしたらいいでしょうかね。新政クラブさんから出たよ

うに、新しく選出されるところに大まかにはお任せをすべきだとかという意見もございましたけれ

ども、そこら辺でちょっとご議論ありましたら、どうぞ。 

加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 私も今、新政クラブさんがコンクリートすべきではないと、こういうよう

な話で。今度、新しく選ばれた新議会の議員さんで検討したらどうだと。こういう案にはですね、

ちょっと私は承服しかねるのですよ。やはり今の議会で過去、現在を見た場合に、やはりある程度

のルールはつくらなければ出すね。それに従ってもらって、新しい議会でやっていただかなければ

ね、いつまでたってもね、新議員さんでやるとなったら。どのくらい新人議員が来るか、来ないか

は全然定かではありませんけれどもね。それから検討するのではまずいのでね。完全にこうすべき

だというふうなコンクリートはいかがかと思うけれども、方向性だけはきちんとしなければ、その

時になってから検討するでは、また１年なり２年なり後の話になってしまう可能性もあるのでね。

これは、私はいかがかなと思うのだよね。どこまでコンクリートするか、しないかの議論はあると

思うのだけれども、その辺りはもう少しきちんとここで、現在の議会で私はある程度決めておくべ
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きだというふうに思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員、すみません、ちょっといいですか。発言はいいです。町長、

今しか時間が無いのだそうですよ。それでね、休憩して、10 分か 15 分間ぐらいちょっと行って、

お話しを先にした方がいいのではないかと。どうですか。いいですか。そんなに時間かからないと

思いますので、正副議長と正副議運の委員長でちょっと 10 分か 15 分程度行かせていただいて、そ

の結論もお話できれば、なお、いいかなと思いますので。 

それでは、暫時、休憩といたします。 

休  憩   午前 １０時３２分 

                                           

再  開   午前 １１時１０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。 

 ただ今、町長の方に通年議会の試行について、申し入れを行ないましたので、結果について、議

長から報告をお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ただ今、正副議長と正副議運の委員長で町長にお会いして、試行につい

ての了解をいただいてきましたので、まず、ご報告いたします。特に、その情報交換ということで

は多少ありましたが、試行について、逆に町長の方から通年議会について何か問題あるのですかと

いう、試行までというような、そのようなあれもありましたけども。まず、とりあえず、私どもと

しては試行してみてですね、お互いに問題はないという具合には理解するのですけども、両方で勝

手がちょっと今までと違ったというようなものがお互いにあればですね、その辺は遠慮なく町の方

にも言っていただきたいと。我々も実際に会期延長という形の中でですね、通年議会と変わらない

というようなことで試行して行きたいということでお話したところ、了解されましたのでご報告い

たします。出席された方、補足があれば補足していただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） その過程の中でですね、理事者側の答弁、このことについて非常にきち

んとできない部分もあると。これは議会側のことを指しているのではないかと私は思いますけれど

も、十分、お互いに質問、答弁についてはよく精査をして、そして、同じことを２度言ったり、回

りくどい表現をしたり、また、論旨が不明確というようなこと、これは、町長は答弁という立場で

言っていらっしゃいました。答弁がそういう状況だから、我々も十分気をつけたいというようなお

話をされていましたけれども、その意味を十分、一つおくみ取りを願いたいというふうに思います。

それは、言えば、町側だけが改めればいいというものではなくて、私自身も自分の質問を含めてで

すね、やはり、きちんと精度を上げていくと、質問の精度を上げていくと。枕が非常に長いとか、

それから、結論がなかなか出ないとか、何を質問しているかわからないとか、答弁がそうだという

表現でしたけれども、その点は町長も言っておりましたので、我々も十分襟を正して、そこは取り

組むと、質問の精度を上げるということで努力をしたいと。 

 もう一つ出ていたのは、一般質問と代表質問の差がなかなか見えづらいのではないでしょうかと

いうふうに、そういうコメントもございました。いいとか、悪いとかではございません。どこに差

があるのですかというようなこともございましたので、それは、我々の側が一般質問と代表質問の
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違いをどこで認識して、どういうふうに考えているかということにもなりますので、そういう点も

含めて我々の側も十分ね。言われたのは、くどいようですけど、答弁をそういうふうにしたいとい

うこと。行ってらっしゃった方に聞けばわかりますけども、何度も言っていたのは、我々に言って

いるのではなくて、そういうふうに言っていましたけれども、そこは我々が反省すべき点だなとい

うふうに私は受け止めて帰って参りましたので、蛇足ですけども一応付け加えておきたいというふ

うに思います。 

他、副議長、副委員長、何かございましたら、どうぞ。 

吉田副委員長、どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 町長の発言の中で、最近、報道の方法としてインターネットが非常に

多く使われているということで、一般町民から、今、委員長が話された内容について、よく耳にさ

れるというような話もありましたので。私は以上でございます。 

○委員（加藤正恭君） どういう意味ですか。 

○副委員長（吉田正利君） 町民がインターネットを通じて議会等の報告を聴守していると。それ

について、要するに役場内部の答弁が非常に聞き取りにくいとか、発言が遠回りしているというよ

うな内容の話がよくありますということでございます。 

○委員（加藤正恭君） お互いでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） 先ほどから何度も言っていますように、町長が言っているのは答弁と言

っているのです。だけど、それは今、加藤委員が言われたことだと思います。それは勝手に思って

いるのですよ、僕は。誤解のないようにお願いいたします。他、今回のことについて、何か聞きた

いことありますか。試行は６月から決定ということでございます。 

加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 私がさっき質問した中でね、専決処分の問題を聞かなかったのだけど、専

決処分の問題が出てくるかもしれないのですけどね、それもいちいち本会議を開かなければ駄目だ

とすればね、しょっちゅう本会議をやるということはね、５分か10 分で終わる、１議題に対してや

るということになるとあれで。その辺りも試行期間の中である程度整理して行かなければならない

テーマではないかなという気はするのですけどね。開会中だからいつでもいいのだけれども、わざ

わざ招集してね、５分か10 分で終わると、異議なしと、それでまた帰ってしまうというのははたし

て効率的なものかどうかということも。その度に旅費も必要になってくるわけですから。その辺り

も今回の試行の中での検討課題ではないかなというふうに思うのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） たぶん、議長の判断になると思うのですけれどもね。例えば、交通事故

なんかもございますよね、職員の。これは専決処分でやるわけですけれども、100 万以下ですか。

こういうものについてはね、例えば、専決処分であっても開かなくてはいけないということにはな

らないと思います。ただ、例えば、税制改正のように国民、町民全体に影響を及ぼすもの、これが

非常に新聞等々で批判されているのですね、専決処分でやるのはおかしいと。ですから、そういう

場合はやっぱり、いつでも開けるという意味で言えば、そういう重要なものについてはやれる可能

性が出ますので、そういうことの運用になって行くのではないのかなと。これは議長の判断ですけ
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れども、そういうふうになっていくのではないのかなというふうに。専決処分だからと言って、５

万の交通事故を１回、１回絶対に本会議にかけなければ駄目だと、そういうことにはならないよう

な気がするのですけどもね。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、たまたま委員長から税率の問題とか何かが。あれは国会との絡みがあ

るのですよね。それで、国会が例えばまだ決まっていないのにね、こっちの方で議論するというの

もいかがなものかと思うので。それが年度末のぎりぎりになった場合にね、４月１日から施行する

ということになれば、国会が閉会して、すぐ本会議を開いて、うちでやるかと言ったらね、そうし

なければ４月１日から間に合わないわけでしょう。そういうようなこともあって、過去は前もって、

こういうふうに変わるようですと。それで、専決処分させていただきますよということは前もって

我々、知らせているから、そのとおりになってきているのでね。そういう問題については、専決処

分はやむを得ないのではないのかなという。ケースバイケースだと思うのだけども。その辺り、臨

機応変にやるより仕方ないと思うのですよね。わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。通年議会の試行につい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） それでは、６月から通年議会の試行は町側の理解も得ましたので行なう

ということを決定いたしたいと思います。 

 それでは、引き続き、政策研究会のあり方について。先ほど加藤委員の議論を途中で切りまして、

申し訳ありませんでした。もし、必要であれば、続行をお願いいたします。 

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど質問中、休憩になってしまったのですが、新政クラブについては先

ほど申し上げたので、この辺りについて、ちょっと疑問に思うものですからご答弁いただきたいと

いうこと。 

 それから、共産党さんからですね、相互批判の話が出ました。非常に理想ではあるのですけれど

も、大勢の前で何々議員のこういう発言があった、こういう発言があったということをざっくばら

んに議論するのは非常に好ましいとは思う。それは理想なのですよ。ですけれども、今現在20 人の

議員の前で何々議員さんのこういうところがああだ、こうだということよりも、できうれば、初期

段階として会派の中で反省会を開くとか、誰々さんのあれがこうだったとか、ああだったとかとい

うことくらいでとどめておかなければですね、これを全員でどこかの会でああだこうだというのは

ちょっとまだ、そこまで期は熟していないのではないのかなと思うものですから。その辺りはどの

ようにお考えになっているか。その２点、伺いたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） この取り組みについての説明をした中身で、ちょっとやっぱり言葉足らず

の部分があったのかなということで、ご質問だというふうに理解をしているのですけれども。うち

のクラブとしては、やはり改選された後に構成される議員さんが取り組む問題であるということが

主なわけですよ。ただ、言っているとおり、こういうスタイルのフォーム、要するに形は必要でし

ょうと。それで、今までやっていたのは議員会でやっていた研究会的なこともそれに付随して、要
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するにステップアップして行く組織になるのかなというふうに考えてはいるのですよ。それで、町

清クラブさんから言われている四つの方式だとかというのは、方法論だとか、具体論としては考え

られるということで、我々もそうなのかなという部分では議論はしているのです。ただ、それをこ

こでやれとか、あそこでやれというのはちょっと厳しいのではないかと。それをコンクリートする

のはちょっと厳しいのではないかと。だから、こういう方向性で取り組んだらどうですかという形

で行けば、我々のクラブとしては納得できるのかなと。ただ、根底としてはやっぱり議会改革の一

環で、もう、これはやっぱりやらざるを得ないテーマだと思うのですよ。そういう見地から行けば、

今回、定数 16 という中身の一つのアイテムとしてきっちりコンクリートする必要はないのではない

かと、そういうことなのです。でも、必要だということは認知しております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 私の方は言われるとおりです。ただ、そういうことを目指さなければ、

議員の資質を上げるということは、もちろん、今、加藤委員が言われたように会派で徹底的にやれ

るところはやった方がいいと思いますし、議員同士の資質が上がるような取り組みがどこかでされ

なければいけないだろうというふうには思っているということです。 

加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 新政クラブの熊谷委員の意見なのだけれども。通年議会の導入、それから、

３常任委員会はもう決定していますね、それも導入されると。そういうことによってですね、条例

改正をおそらくしなければならない、形はね。それで、11 月の新議会から、それはもう採用される

わけです。それをもうほとんど決めて行かなければならないだろうというふうに私は取っている。

中身まで今ここでですね、これから始まる11 月からの議会のことまで拘束する必要はないにしても、

どこどこで検討するかとか、こういうふうになるよとかというのは、もう条例化しなければ出発し

ませんからね。ですから、そういうことを言うのであれば、新しい議会でそういうものを考えれば

いいようなふうに私は取ったものだから、それではちょっとおかしいのではないのかなと思ったの

だけど、今の答弁でだいたい理解はできましたから結構です。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 

山本委員。 

○委員（山本浩平君） 政策研究会のあり方につきましては、それぞれの会派からいろいろご意見

が出ておりました。私もこの政策研究会というのは、やはり資質向上のためには必要なものだとい

うふうには認識しておるわけでございますけれども、これから、通年議会ということで新しくタテ

割りの常任委員会、ヨコ割りの常任委員会も設置されて、今まで民生で行なっていた部分がタテ割

りの方に入っていくということで非常に内容もいろいろ大変になってくるのではないのかなという

ふうに実際、思うのです。そういった意味で私はですね、各常任委員会が動き出してからいろいろ

と検討を重ねて、そして、特別委員会的なものが必要であれば、そういう中でやって行くとかです

ね。そのような方法を取るべきであって、始まる前から政策研究会をこういうものにして、こうし

ようとかというものを今、決めることに関しましては時期尚早であると、このように感じておりま

すのでそういう意見を述べさせていただきました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。委員外議員の２名の方、もし、発言があれば、発言を認めたいと思
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いますけれども、この政策研究会について、ご意見ございますか。 

 なぜ、政策研究会が取り上げられているかと言うと、自治条例の中に出ているのですね。町議会

等の能力向上ということで第21 条の３項に「議会はまちづくりに関する政策を調査・研究するため、

必要に応じて政策研究会等を設置します」となっているのです。だから、「設置します」ですから、

作るということなのですね。もっと言えば、条例ですから作らなければならないと、こういう解釈

になると思います。どんな形になるかは別です。解説の中でこういうふうに言っているのですよ。

「議会の政策研究活動を活発化し、政策提案などを増やすため、政策研究会等を設置できることを

定めています。政策研究会等は法定の委員会以外に調査・研究の必要がある場合に任意に設置する

こととし、現状では例えば議員会が主催する合併研究会等を想定しています」というふうに書いて

いるのですけど、これはただ、幅広く考えれば特別委員会で考えても別に問題はないと、こういう

ことになると思いますので、これはちょっと、これ以上議論してもなかなかちょっと、新しい形の

中でやることですのでね。自治条例で決まっていることですから、これは必ずやるということを確

認して、それ以上の議論というのはちょっとね、形つくるというわけにはいかないと思いますので、

その程度でとどめたいと思うのですけどいかがでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） つくるということについてはいいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、政策研究会については今後の中で検討しながら、よりよいも

のをつくるということにいたしたいと思います。それでは、政策研究会につきましては、自治条例

に基づいてつくるということの確認をし、形態等々につきましてはいろいろ今、ご意見出ましたけ

れども、会派で十分検討しながら新たな議会の選出の中で検討して行くというふうにいたしたいと

思います。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番目の通年議会の試行の問題と政策研究会については終わ

りまして、その他について、局長から。 

○事務局長（上坊寺博之君） １番目で総体的にいいでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今後、議会運営委員会が開かれるとすれば、たぶん21 日の臨時会の

議会運営委員会だろうと思います。今回、時間をかけて議論していただいた部分の、定数削減にか

かる部分については条例提案をしなければならない部分が何点かございます。 

 まず、一つは定数の削減の条例を上げなければならないです。これは、16 と決まっていますから

数を変えるだけです。 

 それと、もう一つは委員会の複数就任と、それから、構成の変更。それと、議会報告会ですね。

これは、委員会条例の中で委員会を決めますので、その中の広報・広聴委員会に議会報告会は今後

委ねて議論が入ってくるだろうと思いますので、これもクリアするということがございます。 

 それで、定数の削減のところで、１月の臨時会で検討しますと。６月まで項目を検討しますとい
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う形を報告しています。それで、今回、条例改正にあたって議案説明の中にこれこれ、これを目指

しますというものを書かなければ駄目なのですよね。一応、検討しますと言っていますから。今、

三つクリアしましたのでね、政策研究会も設置しますで、明記すると。 

 それと、もう一つは通年議会の書き方なのですが、試行は決まったのですが、試行しますで、い

いのかどうなのか、その部分をちょっと検討して素案をこの次くらいに提案したいと思いますので、

その辺だけちょっと確認して。また、案の時に議論していただきますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと案を作っていただいて、その中で議論したいと。委員会報告を

するか、議案説明の中でやるかということが、議案説明の中で今回については全部行なってしまう

と。委員会報告しないで議案説明の中でそのことを全部行なうというふうにした方が簡潔ですし、

いいと思いますので、そのように取り扱いたいと思いますけども、よろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 今回から地方自治法が変わりましてね、委員会提案できますよね。です

から、議会運営委員会の提案にするか、今までのように議会全体の議員提案にするか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 僕は委員会でいいのではと。 

○委員（加藤正恭君） 議員提案の方がいいよな。各会派で・・・。 

○委員（熊谷雅史君） 委員外議員のお二人も入って議論しているのですから、やっぱり議員提案

でいいのではないですか。みんなが、現職の皆さんが・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、皆さんのほとんどの意見が議員提案ということですので、議

員提案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６月の議会で報告をいたしたいというふうに思い

ます。 

 では、その他。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと連絡事項ですが、すでに皆さんのところに、ポケットのと

ころに通知されていると思いますが、６月２、３日、2007 白老牛肉まつりの開催案内が来ています

が、担当課から連絡を受けているのは、昨年とちょっと変わりまして、開会式は行なうのですが、

開会式後の懇親会は今年度から中止させていただきたいという旨が来ていますので、一応、ご連絡

申し上げたいと思います。それで、向こうの方がですね、議員さんでチケットが必要であれば、こ

れは有料ですけど、ある程度確保したいという話はしていましたのでご連絡申し上げたいと思いま

す。 

○委員（加藤正恭君） ご来賓の方はどうするのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町内一切やりませんということです。 

○委員（加藤正恭君） 支庁だとか、道庁とか来られた場合に何もしないで、そのままセレモニー

終わってさよならでいいのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 情報で聞いているのは、町外から来られる方はそれぞれの担当がそ

れぞれ対応するということだそうです。開発が来たら、開発の担当。 
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○委員（山本浩平君） 港湾はやると言っていましたよ。具体的なあれは聞いていませんでしたけ

ど、課長は呼ぶという話をされていましたよ。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっとすみません。挙手して話をするようなものではございませんけ

れども。 

どうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 前回ちょっと時間の関係もありましてね、うちの会派の中から、ぜひ、議

運の中で通年議会にあたって提案して、皆さんの会派の意見を聞いていただきたいという提案があ

りまして、うちの会派の中でもそうだなということになりましたので述べさせていただきたいので

すけども。 

 定例会の質問。今、一般質問と代表質問の質問のやり方は違いますよね。代表質問も３答式みた

いな形ではなくて、もう一般質問と同じような、ああいうやり方の方が、意見がそれぞれ行政側も、

我々、各会派の代表者側も、代表質問をした者も、いろいろ議論がかみ合ってくるのではないかと

いうことで、一般質問と同じような方法をとった方がいいのではないかと、こういう意見が会派の

中で出まして。我々も会派の中で、そうだなということになりまして、では、議運の中で提案して

みるというお話をいたしましたので、今日ちょっと提案させていただいたのですけども。会派の中

でちょっと話し合っていただきたいなと、それぞれ。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、山本委員から出されたことはもっともでございますし、それ以前に

代表質問と一般質問の区別をどうするかというところから始まりましてね。実はこれ、今、試行期

間なのですよ、一問一答方式というのはね。それで、当然、今、自治条例ができましたので、これ

をちょっと整理しないといけなくなりますので、ちょうどいい機会ですので、通年議会は通年議会

でやりますけども、質問の仕方は質問の形式と言うか、形状を含めて全体をいずれにしても揉まな

ければいけないという状況がありますので、その中で一緒にきちんと揉ませてもらうと。今の質問

形態でいいのかどうかということを含めて全部ですよ、各会派でご議論願えればというふうに思い

ますのでよろしくお願いいたします。その中に包括してよろしいですね、山本委員ね。そういう形

で質問については当然、自治条例の中でやりますので、正式なものに一問一答がなって行くと思い

ますので、そこら辺で一つ、各会派でご議論願いたいというふうに思います。 

他。 

委員外議員、根本議員。 

○委員外議員（根本道明君） そこのポストの中に入っていたのですけど、皆さん承知していると

思いますけれども、広域医療の北海道でやる医療の組織づくりなのですけどね。それについて、こ

の白老町から誰か、やはり選出していくべきではないかなと。できる、できないはあれですけれど

もね。やはり、それは議運かどこかの組織の中で話をして、この次の21 日までに誰か立候補する人

がいれば、そのように取扱って、全員でバックアップするというふうな方法をとった方が、町とし

ては一番大きな議会ですから、やはり、その辺のイニシアチブをとった方がいいのではないかなと

思うのですけどもいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、根本議員からご提案ありましたけれども。 
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加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私もよく選出方法はわからないのだけど。議長会の方で何か一つの案とい

うものがあるのではないのかなと。それを通り越してね、各自治体で立候補制をとるのか。そうい

う方法が決まらないうちに議論してもかみ合わないのではないかと思うのですけどもね。胆振の議

長会というのがあるのでしょう。それから、全道の議長会がある。そういう中でいろいろ議論され

て、定員は町村の場合８名とかって定員が決まっているとすればね、そのレベルでの議論であって

ね。各自治体から希望者が出て、例えば全道で 30 人出て来たと。その場合に今度、選挙だとかって

なってしまうということになるとどういうふうになるのかね。上部の方の議長会の方のあれも、こ

れから、そういう議論はされる機会あるのですか、その問題についての。どうなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 明日ですね、管内の議長会がありますので、その時にこの件は話題に出

ると思いますが、実際には立候補制度をとっていますのでね、誰でも立候補できると。推薦人が一

定の人数に達すれば、出られるようにはなっているものですからね。ただ、そうなってくると、全

道的な問題ですから、あちこちから出てくると全道の議会で全部、選挙してやるというような形、

建前上は立候補制になっていますけど、実際には議長会あたりで全道を網羅した中で８名なら８名

の人を推薦してくるのではないかなという具合には思います。それはまだ、明日行かないとちょっ

とわからないのですけどね。そのような仕組みになっていますけども。 

○委員（加藤正恭君） ただ、そういう意見もあるということだけは議長会で申し上げて。そうい

うふうになるのかどうかは別にしても。そういう問題もあるね。 

○委員外議員（根本道明君） 文書を見たら、誰か彼かが選らばれて行かなければならないわけな

のだから、そういう面では白老町の中で立候補する人がいれば、自薦、他薦含めてそういう方が・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 事務局。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から若干。まだ十分、理解しているわけではないですけど。

一応、後期高齢者の連合の議員の関係なのですよね。これは市と町村が入っていますから、市長、

町村長、それと市議会、町村議会から、それぞれ８名ずつ選出されるのですよ。基本的には団体推

薦と個人推薦。個人推薦というのは立候補ですよね。この二つの形式がありまして、それぞれの４

団体、要するに市長会、町村町会、議長会、そこから８名ずつは間違いなく団体推薦来るわけです

よ。だから、一応枠は埋まるのですよね。ですから、個人推薦があった場合、選挙になるというこ

とです。全道町村議会で選挙するのですよ。これは５月いっぱいでしたかね、締め切って。６月の

定例会の各議会の中で定数がオーバーすれば選挙になります。要するに個人推薦が１人、２人いれ

ば、９人、10 人で選挙になるということです。ですから、今、2,000 人ぐらい町村議員さんいます

けど、2,000 人の投票で８人が決まるということなのです。それで結果、それぞれの市町村で投票

したものが全道で集計されて当選者が決まるということですから、基本的に団体推薦は全部の枠が

推薦されますけど、個人推薦があった場合は投票になると。ですから、個人推薦は決して駄目だと

いう書き方はしていませんので、それは可能だと思います。個人推薦の場合は24 名の議員の推薦が

いると。80 分の１ですからね、要するに議員数の 80 分の１の推薦がいるという内容です。一応、
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概要はだいたい、おおむね、そういうような仕組みだそうです。 

○委員（加藤正恭君） 議長会の結果を踏まえてやるようにしたらいい。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そう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） 他。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

                                         

    ○閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） 無ければ、以上で議会運営委員会を終了したいと思います。 

ご苦労様でございます。 

（閉会 午前１１時４５分） 

 

 


