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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 ５月 ９日（水） 

  開 会   午前１０時００分 

  閉 会   午後 ０時１５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） 

 

○会議に付した事件 

 調査事項  

議長の諮問に関する事項について 

（議員定数の削減に伴う議会機能の強化について） 

 

○出席委員（１１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  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。 

なお、傍聴者の方、記者の方々、議員の皆様、携帯電話をお持ちの方はなるべくこの会場には持ち込ま

ないという規定になっておりますので、できればそのようにお願いをいたします。 

 

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

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。ご苦労様です。議会運営委員会、今日の調査事項で

すが、前回に引き続きまして議員定数の削減に伴いまして議会機能の強化ということで、４点ほど会派持

ち帰りになってございますので、それのご意見をいただくということになってございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。なお山本委員につきましては、所用がございまして若干遅れるという連

絡が入っております。11 時過ぎるかとも思いますけれども、そのような連絡が入っておりますのでご承知

おき願いたいと思います。 

それでは、早速調査事項に入りたいと思います。前回の中で、常任委員会の任期を、現在２年ですけれ

ども、これを４年にしてはどうかというご意見もございまして、会派持ち帰りとなってございます。この

件が１点であります。 

それから、常任委員会の組織内容につきましては、大方の会派でこのタテ・ヨコ割の常任委員会が、タ

テ割の常任委員会が二つ、ヨコ割の常任委員会と考えられるものが二つということで、常任委員会・議会

運営委員会ですね。大方良いのではないかということですけれども、そこの確認、同時に産業・総務とい

うタテ割の常任委員会につきましては、これはもちろんダブらないで、個々が所属すると。 

ヨコ割の常任委員会の議会運営委員会と仮称広報広聴常任委員会の小委員会の部分です。小委員会の部

分を重なっても良いかどうかということでの議論がございました。この点についての各会派のご意見を賜

り、できれば、今日この体制については、全員の合意が得られれば合意を得たいというふうに１点目考え

ています。 

２点目、通年議会の関係で試行をどうするかということが議論になっております。試行イメージにも出

ておりますけれども、この件についての議論をいただきたい。 

３点目の議会報告会、議会懇談会等のあり方というのは、１点目の広報広聴常任委員会が認められた場

合は、実施の方向でここに委ねるということにいたしたいと。 

政策研究会のあり方、これにつきましては若干の議論しかまだ行っておりません。特別委員会の関係

等々含めて、どんな形でやるかということ、若干の議論されていますけれども、ここでの議論が各会派で

お話しされていると思いますので、その点について今日は議論をしていただきたいと。こういうふうに思

いますので、それぞれの会派のご意見を賜りたいと思います。 

最初に、議会事務局のほうから順不同になっておりますけれども、資料が出ておりますので説明を願い

たいと思います。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうからご説明申し上げたいと思います。大きな紙とは別に報道の記

事が２点載ってございます。１点目は室民の記事でございますので、これは議会営委員会の経過を踏まえ

て書かれているものですので見ていただきたいと思います。 

 もう１点目の資料です。これは毎日新聞に掲載されたものが、インターネット上のニュースで掲載され

ているものでございます。三重県議会が、私どもと同じような通年議会の検討に入ったという記事でござ

います。最大会派の「新政みえ」が提案したものでございまして、旅費規程の廃止も含めて検討に入ると

いうことでありますので、検討としては実現味が帯びてくるのかなということで、参考にご配付したいと

思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは、最初に常任委員会のあり方及び委員会の複数所属の関係です

けれども、任期の２年、４年の問題を含めて各会派のご意見を伺いたいと思います。 

最初に一回り各会派のご意見をお願いします。どうぞ。  

指名いたしますか、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。順序が、１と２が逆になるかもしれませんが、先に通

年議会、これを前回の会議では、６月～９月からでも採用してみてはどうかと。こういう考え方について

でございますが、これは通年議会の採用と、現在検討されている３常任委員会は一体であるという考え方

を、前回私どもの会派では、議運で申し上げたわけでございます。 

従って、通年議会だけを早急に導入し、常任委員会の中身ですね、議会の中身についてはこれからだと

いう方法は、私どもの会派としては取りたくないと。こういう考え方でございます。 

それと、３常任委員会、とくに今回新たに設置される仮称広報広聴常任委員会という、横断的な新たな

性格をもった常任委員会の設置は、通年議会の導入と共におそらく注目されるだろうというふうに、私ど

もは思っております。従って、議員活動・議員の資質など、いろんな面で議員の負担は相当増えるという

ことが予想されるわけです。 

それで、今まで以上に町民の議会評価というものは、相当厳しい目にさらされるということは、考えら

れるわけで、形だけを先行して、その内容が十分にまだ検討されないうちに導入するという考え方につい

ては、反対をしたいと思います。もう少し時間をかけて慎重に審議して、改選後の新議会から採用すべき

であるというふうに私ども会派では考えております。 

 それから、１番目の常任委員会のあり方でございますが、前回の議運で議論されましたが、議運と広報

広聴の常任委員会の小委員会とは裏腹であるというような考え方が出たかと思いますが、これはすなわち、

議運の委員と小委員会の委員は重複しないという考え方だろうと思いますけれども、この広報広聴という

ヨコ割委員会の導入は、今回の議会改革の中でも私どもは非常に重要なポイントのなるのではないかと、

そのように考えております。 

 おそらく、白老町議会の評価というものは、この小委員会のあらゆる活動・行動にかかってくるのでは

ないかというふうに思います。言い過ぎかもしれませんが、一つの議会の心臓部にあたるのではないのか

なというふうに考えます。 

 私どもの会派では、この小委員会のメンバーの選定には、相当重要視して考えなければならないとする

ならば、重複する方がいてもやむを得ないのではないかというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、２年４年について。 

○委員（加藤正恭君） ２年４年は、前回も申し上げたように４年でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、次の会派。はい、新風。吉田正利副委員長。 
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○副委員長（吉田正利君） 新風の考え方を申し上げます。 

まず、通年議会の流れ方なのですが、基本的に今まで協議した経過を踏まえて、通年の開会に関連する

基本の方針は、今から方針をきちんと決定すべきだろうと。 

それから、11 月以降の新議員が選出された時点で、運営についてはやはりその段階で検討すべきものだ

と思いますので、通年のスタートについては６月議会で正規に決定すべきものとの判断にたっております。 

常任委員会の２年から４年については、４年制を支持いたします。ここで、先般私、常任委員会の正・

副委員長の任期について、２年という発言をいたしましたけれども、いろいろ内部で協議の結果、これは

現状４年で良いのではないかという内容になりましたので報告をしておきます。常任委員会の組織体制で

ございますが、タテ・ヨコ、２・２の流れについては、現状の 16 名体制ということからしていった場合

には、これはこの流れでよろしいのではないかという考えに至っております。 

それから、産業・総務がダブって所属するという、そのような考え方については一部、これはやむを得

ない。状況によってはダブって所属することも、これはやむを得ないのでではないかと。16 名体制となっ

たときには、そのような流れが出てくるという可能性がありますので、そのようなところでよろしいので

はないかと思っています。 

小委員会の委員が重なることについては、これもよろしいのではないかと思います。大体そのような結

果になっておりますのでご報告しておきます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。はい、新政クラブ熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブです。うちの会派は、通年議会については町清クラブさんの考え方が

示されましたけれども、大体似たようなものなのですけれども、新風さんも６月議会には、基本的には正

式決定して実施すべきだというふうにおっしゃっていますけれども、うちは６月は試行的に、条例改正を

必要としない範囲でされたらどうかという結論になりました。 

町清クラブさんが言いましたとおり、うちの会派は前から言っていますが、やはり通年議会の取り組み

というのは議会改革の一環で取り組むことであって、定数 16 人にするためにこれがあるのだということ

ではないと。やはり改選される方がきちんと運営というか、考えていくべきではないかなと。 

ただ、その前段として、こういう取り組みをして、こういう問題点だとかこういうメリットがあったよ

というのを示しておくべきかなという考え方で試行的にやられたらどうかということが主眼であります。 

それから、常任委員会のことにつきましては、おおむね事務局の提案通りで良いのではないかと。それ

からタテ割、ヨコ割の重複の部分ですね。特にヨコ割の部分だとは思いますけれども、やはり町清クラブ

さんからも出たように、かなり広報広聴については、注目される常任委員会になるだろうということで、

その辺につきましても、やはり改選後の議員さんが中心となられるわけですけれども、その辺のところで、

人的なアクションと言うのがあるのではということで、それについてはあまりコンクリートしないで、方

向性は出してあげても、許容範囲を少し広げてやったほうが良いのではないかという考え方であります。 

両方の会派からは出ていませんでしたけれども、事務局のほうで説明というか、提案がありました例の

タテ割のほうですけれども、二つの常任委員会にわかれて、生活環境課、それにつきましては産業厚生の

ほうへ回されたらいいのではないかという意見になりました。  

それから常任委員会の、各委員の任期につきましてですが、実はうちの会派は２年が妥当だろうと。そ  

れで先般、議会時報というのが配られたのですけれども、町村議会の現状ということで資料が載っており

ます。これで常任員会の任期につきましては、1,028 の常任委員会設置の町村で、４年が304、２年が654、

１年が 63、その他が７というふうになっています。統計的に見ても、やはり２年の常任委員会の任期が多
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いということでありますので、できれば、皆さんの意見が揃うのであれば２年にして欲しいという意見で

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） 通年議会に関しては、前回のときに意見を述べましたように、やるのであれば試

行的にやるにしても、きちんとした課題を見つけてきちんとつないでいけるような形で、実施する以上は

その委員会のあり方、委員会の活性化というのが、私は通年議会の大きな課題であると思っていますので、

しっかりその取り組みを試行的にやれる状況にできれば、それをやっていくのが良いのではないかという

ふうに考えております。 

それから、常任委員会の２常任委員会はこれで結構ですが、うちらのほうから出ました生活環境課はや

っぱり総務文教にはそぐわないのではないかということで、前回はうちの会派しか出ていませんでしたの

で、皆さんの考えをまた聞きながら、もしそれがそぐうのであれば、私は産業厚生常任委員会のほうに入

るのではないのかなというふうに考えております。 

任期については、前に私たち２年というようなお話をしたのですが、大体の会派は４年が良いのではな

いかということで、そのことについて２人で議論をしたのですが、今後の議会活動の中で、通年議会をや

っていく中で定例会というのはすごく大きな課題でもありますけれども、この常任委員会がどういった活

動をしていくのかということが、すごく注目されてくるだろうと。そういった中で活性化を図っていくた

めには、４年間それぞれの議員が自分が立候補をする時に、きちんと自分の考えをもって出ているわけで

すから、４年間本当にしっかりと自分の所管をした課の委員会をしっかりと見極めるためには、４年とい

う期間は必要だろうというふうに考えましたので、一応４年ということで考えを決めました。 

それから、広報広聴常任委員会に対してなのですが、先ほど町清クラブさんからも出ておりましたけれ

ども、私たちも委員をみんなで分けようということではなくて、やっぱり委員会のありよう、重要性、課

題、そういったものにきちんと取り組んでいける人を適材適所にきちんと配置すべきではないかと考えま

した。 

そういうことからいくと、ダブることが出てくる。もしかしたら、個人の負担も差が出てくるかもしれ

ないけれども、やはり委員会を活性化して、本当に議会改革が可能になっていく。委員会の活発化によっ

て、町民に本当に議会のあり方を知っていただくという重要な位置を占めている委員会ですので、このこ

とはダブったらだめだとか、そういうことではなくて適任者をきちんと選ぶべきではないかというふうに

考えております。そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、共産。私のところですけれども。 

通年議会については皆さん、ご意見が出ていましたけれども、私たちは６月試行をすべきと。あくまで

も試行です。当然１年間できないわけですから、試行でやってみる必要があるだろうと。そのことによっ

て、次の 11 月以降、そのことをよく見て精査しながら議会活動をやるべきではないかということで、通

年議会については試行をしていくべきであろうというふうに結論をつけました。 

それから常任委員会については、体制についてはこのままで、こういう形が望ましいと。ただ、ちょっ

とここだけうちの会派は違うのですけれども、やはり、議会運営委員会と広報広聴の小委員会は、重複す

べきではないという考えであります。 

それは、町民から選ばれる議会、その中で当然、得手不得手等々はあるとは思いますけれども、少なく

とも議会議員として当選した人が、そういうことができないとか、こちらのほうが力があって云々と言う

ことは、そういうことでの判断ではなくて、誰でも良いという意味ではないですよ。だけど私はそういう
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要素がある方が議員になってくるというふうに思うわけですよ。ですから、そこで質を上げるとか何とか

ではなくて、やっぱりそういうことに耐えられる。そういう形が必要だろうというふうに思います。当然

重要なポストにはなるとは思いますけれども、私は議会運営委員会と小委員会というのは、ここに属さな

い人と属す人が出ると。両方に属す人と、全く属さない人が出る。タテ割の常任委員会だけということに

はならないのではないのかと。定数が７と８でやりますと、これダブらせるということは、どなたかが両

方の常任委員会に入れないということになるでしょ。そういうふうにはならないではないかという判断で

ございます。 

ですから、定数を増やせば別ですけれども、定数がこのままですと、議長を抜いて 15 ですから、当然

７と８の議会運営委員会と小委員会にダブって出る方がいたら、その会派なりどこかからは１人はヨコ割

の常任委員会に出られないということになりますよ。そういうことは僕は考えられない。議会議員という

のはそれだけのことをこなせる人がなってくるべきだし、そういうふうに私は思います。ただ、当然リー

ドする人が、かなり大変というか、適材適所というか、そういうことは必要であろうと思います。それは

１番最初の会派代表者会議でやればいいだけのことですから、だからダブらないということです。 

今、皆さんが言われたことはダブるということですから、ダブったらそうなりますので、そういうふう

には私は考えないということであります。 

それから、任期については４年。これは従来いろいろありますけれども、私は一貫して４年がいいので

はないかと。２年になった経過もちょっとございまして、私は４年が妥当だろうというふうに、私たちは

考えております。以上であります。はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ４年の任期のことについて、意見を述べさせていただきたいのですけれども、改

選後、当然会派制度というのは残られるということを前提に言わさせていただくのですが、やはり今度は

２常任委員会、それからヨコ割が２ということで、今の議論の中で、るるそういう１個人議員の配置とい

うか、所属というのが、おぼろげに見えてくる部分があるのですが、やはり所属する会派によって人数が

多いと、やはりそこで調整が出るわけですよね。 

そうすると、皆さんがおっしゃるように４年間、チェック機能を増すために、それを訴えて出てきてい

るのだから、その部分で精査して、チェック機能も議員の資質も向上しなさいということはわかるのです

が、やはり自分でこれに取り組みたいという所管のある常任委員会に、もし所属できないということが、

改選された議員さんに出てくる可能性も出てくるだろうと。そうなれば２年間は我慢ということではない

ですけれども、そこでもやはり議員活動として精査をしていただくのですが、やはり自分が取り組みたい

いろんな部分のところの所管のところにもしいけなかったときは、４年任期、要するにちょっとナーバス

になるといったら悪いですけれども、個人議員さんについてはそのよう辺のとことでストレスがたまって

くるのではないかと。そうなれば、２年サイクルで反対のほうへ回れるということが担保されるのであれ

ばいいのかなというのが、うちの会派の主たる意見なのですよ。 

ただ、４年でやるときに、皆さんの合意でそれでいいというのならいいのかもしれないけれど、そうい

うことも考えられるので、この辺のところは皆さんと議論をして欲しいなというところなものですから、

いかがなものでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今の意見含めてどうぞ。蛇足ですけれども、４年から２年になった経過

の中で、今熊谷委員が言われたことが、主たる理由であります。裏にはもう一つ理由がありましたけれど

も、主たる理由は今熊谷員が言われたそのものです。 

ですから、幅広く議会全体を知りたいという、特に新しい議員さんはそういう要求があるだろうという
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ことで、４年から２年になったということは事実です。さっき資料を示されましたように、そういう考え

方は十分正当な理由だし、私もそういうふうには十分考えることはできます。理由もそういう理由であり

ます。熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 言葉足らずだったですけれども、皆さん４年とおっしゃっていますから。２年で

変わるよといっても、それを続けるということも可能ですよね。変わるということも可能ですけれども、

そのまま続けるということも可能ですよね。 

その辺を考えると、４年と切らないで２年にしていただいていたほうが、改選された方 16 名でどう言

う取り組みをするのかということも、我々今机上での議論ですから、実際になるとかなり大変だと思うの

です。ボリュームも。それから常任委員会に係る精査度というのですかね。そうなるとやはり、そういう

意味では、４年というのはちょっときついのかなと。最初からコンクリートされると、そういうのもあり

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今の熊谷委員の意見、いろいろ伺っておったのですが、今までの三つの常任委員

会であれば、一種の慣れみたいなものがあるから２年、２年でも良いかもしれない。しかし、横断的に仮

称ですが広報広聴というヨコの常任委員会というのを、いろいろ自分なりに考えてみると、留任は妨げな

いとは言っても、２年の任期だということになれば、「もう間もなく俺の任期は終わる。」ということにな

ると、十分落ち着いて取り組めない面も、僕は出てくると思うのですよ。必ずしも、会派の関係で自分は

やりたいと思っても、動かされる可能性も「代われ」ということも言われるかもしれないし。 

 そういうことを考えた場合に、じっくりとこの問題については、４年は、私は必要だと思う。特に初め

てなものだから。ある程度、先輩がレールを敷いていくと、今度は惰性と言ったらおかしいけれど、ある

程度の形ができれば、それにのっとって、それにプラスマイナスするような考え方で進めていけば良いの

で、初めてこの11 月から始める場合の新議会での小委員会というのは、非常に大事なポストでもあるし、

初めて取り組むわけですから、考え方によってはアイデアでやるようなポストなのですよ。もちろんルー

ルはありますから、ルールからはみ出すわけにはいかないにしても、その中でいろんな議員のアイデアで

もって、｢あれもやろう。これもやろう。｣ということを考えれば、できないことではないポストなもので

すから、そのためにも私は４年という任期はどうしても必要じゃないかなと。 

 今までの３常任委員会だったら、もうタテ割りで慣れているから、今度は別なポストということも多小

はいいのだけれども、ヨコの小委員会の場合は、私はそうはいかないなと。このあたりもう少し議論をし

ていかなければならないと。 

 そういうことから、通年議会というものを、形だけを導入するということには、ちょっと疑問をもって

いるのですよ。それで、新聞にも出ているように、北海学園大学の蒲原先生が、「形はできたよ。問題は

中身だよ。」ということを、これは一種のやゆだと思うのです。果たして白老町さんできるのだろうかと。

通年議会は形は良いよ。整っているのだから良いでしょう。しかし問題は中身だよということを言われて

いるのです。評価されるのはこの中身だと私は思うから、そう簡単に通年議会を、いくつかの会派の方で

は６月から、９月からという話をしていますが、中身も伴わないで通年議会だけをやってしまうというと

は、私は非常におかしいのではないのかなと。今までの議論を総括しても、そういう内容を伴った考え方

でやるべきだと。 

 先ほど、吉田副委員長らも言われたように、果たして常任委員会は、今のままですからね。この小委員

会というのはないわけですし、ですから今のままの 20 人での常任委員会で、通年議会という形だけ入れ
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ても、まだ中身が伴わないうちに、９月議会を過ぎてしまったら、もう委員会どころではないですよ。選

挙が始まるのではないですか、皆さん。 

 だからそういうことを考えた場合、じっくりと議論できるかどうかということを十分踏まえた上で、通

年議会の採用も慎重になるべきだというのが、我々の会派の考え方であると、こういうことなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 今の２年から４年の年規制については、熊谷委員から意見が出されましたけ

れども、私もやはり現状の常任委員の数と、現状の議員だけを考えた場合は、２年で十分やっていけると

思うのでございますけれども、予想される次期の 16 名体制になったときの、減少を考えたときに、やは

り一つ一つの問題をとらえて２年で交代するというのは、やはりスピード感からいくと良いのかも知れま

せんけれども、審議内容からすると非常に問題があるなと思うのです。やはりそういうふうな意味からし

て、この 11 月以降の新議員の流れも考えてみたときに、やはり４年制でじっくりと取り組んでいくとい

うことが、私は現実的には妥当ではないのかという気がします。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 今、任期の話からそういう話しに発展しているのですけれども、加藤委員との話

の中の通年議会の考え方というのは、うちの会派もやはり慎重にきすべきだろうと。 

 それから改選された方々が取り組む問題だと。ただ、今回我々がまとめたところと言うのは、それにし

てもデメリット、メリットと言うのは机上で事務局からも示されているけれども、やはりどういう状況に

想定されるのだろうと。理事者側もそうだと思うのですよ。やったはいいけれど議会はどういう対応をす

るのだろうと。当然我々も対応したとき、理事者側はどう出てくるのだろうということは、これはやっぱ

り案件にもよりますけれども、事件にもよりますけれども、やはりそれもやっぱり今の常任委員会、３常

任委員会の中で、やはりそれを取り組むことも議会改革なのかなという考え方なのですよ。 

 それから、任期の話しに戻させていただきますけれども、実は私は 10 月で８年６ヶ月議員生活をする

ことになるのですが、実は３常任委員会のうちいっていない常任委員会があるのです。これはやっぱり会

派の絡みなのですね。こういうことが発生するのです。ですから４年になってしまって、会派の調整の中

で、もしうまくいったとしたら、それはベターですけれども、いかないとなると、やはり大変になる。議

員さんの活動のアピールというのかな。「僕はこの部分を非常に精査して頑張りたい」ということを訴え

ていて、それに就けなかったということだって、ケース的には考えられてくるのかなと。 

 そうなれば、自治基本条例で制定されている議会の、あの中身もうまくかみ合わなくなってくる部分が

出てくるのかなと。そういうのがうちの会派では議論として出たので、やはり４年というのはちょっとき

ついのかなと。２年ということで議論にはならないのかねという話だったのですけれども、皆さんのお話

を聞くとやっぱり、議員としての精査のところはそういう意味で出てきているのだから、与えられた常任

委員会の中で精査して頑張れてと、こういう考え方だということで会派の皆さんにお話ししても良いと言

うことですね。確認ですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今までは３常任委員会ありましたよね。２常任委員会になるわけです。担当所管

の範囲が広まるわけですよね。今、議会改革の中で話していますけれども、委員会の体制の重要さという

ものが、重さというのがこれから発揮していかなければいけない部分もたくさんあるということもありま

すし、委員会として政策提言をしていくということもありますよね。そうなってくると、浅く広くやるこ

とがいいことなのか、しっかり広がった所管、幅が広がったわけですから、その中で４年しっかり取り組
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んで、委員会としての活動を活性化させていくために４年間力を注ぎ込んで政策提言なりなんなり深めて

いってできるような、そういう常任委員会にしていくということを考えていった時には、私はやっぱり４

年という期間は必要だろうなと考えるのですね。 

 だから議員として、新人議員の方が議員になったときに、全体を早く浅く広く知りたいというのは、そ

れは個々の研さんの中でもできることだと思うのですね。委員会を持つということは、委員会の中で深め

てもっともっと深い議論、本当に町の方向性も示していけるようなそういった方向性のことまで話し合え

るという、そういう委員会に私はしていくべきと思いますので、そういったことを考えるとじっくりでき

るという意味では、もちろん２年で、もう１回２年を継続してできるのですけれども、体制・中身は変わ

ってしまうのです。人員も代わってしまうのですよね。そうするとまた新たなことが出てくるわけですよ。

新しい人が入ってくることで。そういったことを考えると、今の議会のいろんな仕組みの複雑化だとか、

いろんなことを考えてくると、深くきちんとできる委員会の体制を、私は必要だというふうに考えました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、谷口委員。 

○委員（谷口 勉君） 私はですね、民生を２年やりまして、その後今いる総務のほうへ移りました。こ

の結果から言いますと、浅く広くという意味では非常にいいかなと。そういう考え私持っていたのです。

ですけれど、実際の活動をするような動きを出していく場合には、やはり知識不足というところがかなり

あるように思います。 

ですから、今言った、継続的に２年やって、また２年やるという。そういうふうな形はもちろん取れま

すけれども、やはり私の経験から言いますと、２年間民生をやったのですけれども、やはり表面的なこと

だけしかとらえることができなかった。民生の中でもいろいろ広い部分がありました。それで、結局はこ

の期間というのは非常に勉強しなければならないのがかなりあったのです。だから、それを十分に体得で

きるまでにはいかなかったと。その上で、今いった総務のほうへ入ってきたのですけれども、いろいろな

面で広く知れたのは非常に必要なことかと思いますけれども、やはり深く、町民に対したときにそれだけ

の知識がなかったら、やはり対応できないかなと。私はそう思いましたので、結局は２年よりも４年のほ

うがベターだろうと。そういうことに。私の意見でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他どうですか。今、出ましたように、例えば今度地方自治法が改正にな

りまして、委員会としても確か条例提案できますよね。そうなると条例提案を議会がするとなったら、先

ほどから皆さん言っていますように、よほど深い議論にならないと、条例提案というところまではいきま

せん。ですから本当に議会が条例を提案できるだけの能力と資質を持つということでいえば、やはりそれ

だけの期間が必要ではないかというふうに、私も実は思います。 

 熊谷委員が言われていることは十分に理解できるのだけれども、やはり今の状況でいけば４年がいいの

ではないのかなというのは、そういう条例提案の関係なんかから見ても、やはり２年間ですと、今、谷内

委員が言われていましたようにそこまで深まっていきません。現実的には。 

 メンバーが入れかわってしまうと、同じものをやったとしてもまた１からなのですよ。ですから、私は

４年がいいという根拠はそういうところを根拠での４年がいいと言っているということなのです。 

 はい、熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） しつこいようですけれども、確かに皆さんおっしゃるように深く内容を詰めてい

くということは、これは僕も必要だと思います。それが４年なのか２年なのかという議論だと思うのです

が、また１からやり直しをしなければならないと今委員長がおっしゃったことに対して、ちょっと意見を

申したいのですけれども、やはり議会と言うのは個々の議員の意見をいろいろ出し合って、議論をしての
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合議制の、要するに合議体ですよね。 

 そうなると、４年間同じメンバーと言ったら悪いですけれども、同じ構成員でやられることに、その視

点しかないわけですよ。２年経ったときに、別の視点の人たちが入ってきたときに、また視点が変わると

いうメリットもあるということを、この辺はどう考えられますか。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。私は、視点が変わるということは非常に大切だということは、３

常任委員会にしたほうがいいといったときも申し延べたとおりであります。 

 ただ、本当に条例提案ができるだけの中身の議論をするには、私の経験では２年間でははっきり言って

無理だと思います。視点が変わることによって、そういうふうに深まるというふうには考えられません。

物の見方の角度が変わるだけですから、深まりと角度とは違いますので、私はメンバーがかわることによ

って条例提案ができるようになるとは考えられないのですよ。 

 やっぱりそこは、議論の深まりだと思うのです。要するにレベルが高い低いはないですけれども、そう

いう高い議論になっていかないと条例提案までは、私はやっぱりもっていけないのではないのかなという

ふうに、経験上そう思います。一定限度までいってしまうと、そこで２年間というのは終わりですからね。

メンバーが代わると積み上げになっていきませんから。そういう意味です。 

○委員（熊谷雅史君） 私はそうは思わないですけれどもね。これだけ、よその町村議会の中では、白老

町議会というのはかなり、個々の議員さん、常任委員会の積み上げの部分というところは蓄積されている

わけですよ。その上に立っていろいろ議論を深めたり、理事者側の提案を拝借するというそういうチェッ

ク体制ですから、だからそれが４年あるから条例提案できるまでの精査になるという、その意見は僕は納

得できない。 

○委員長（大渕紀夫君） 現実的に見たら、どこの議会も条例提案をできないわけ、北海道の議会の中で

どこも条例提案している議会というのはほとんどないのですよね。白老で言えば、多分ここにいらっしゃ

る加藤議員が条例提案をされた。私が知っているのは、白老では加藤議員がされたたった１度の条例提案

だけです。議員が行った条例提案。もちろん法務関係の担当がいないですからね、市議会なんかは法務担

当の議会事務局職員というのがいますから出せますけれども、条例提案するというのはやはりそれだけの

ものがないと多分難しいと思いますし、この近所でも議会が条例提案したというのは、自分たちの関係以

外のことではないと思うのですよ。 

 ですから、そういうことで言えば、私はやっぱりそこら辺が如実に物語っているのではないのかなとい

うふうに考えているのですけれどもね。どうぞ熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 逆に、今の議論を進めていって、４年にする根拠というのはそれだけ内容を深め

て、できるかどうかはわからないけれども、条例提案ができるくらいまで精査をする。そういうことで４

年なんだよと。ドンと上げてしまって、改選される 16 人の方が、それを受けついでなるということにな

ると、かなり負担ではないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） それは出せないときもあるけれど、一つの根拠で。 

○委員（熊谷雅史君） それは一つの議論の中身としては良いけれども、それを御旗にするのは、僕はち

ょっと違うなと思うのです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 一長一短あるのです。２年でいい、だめだという。それはそれでいいと思うのだ

けれども、やはり議論を深めるということになると４年が、任期中はそのほうが良いような気がする。大

勢もそうだから。お宅の会派だけだから、なんぼ議論をしたって２年４年で空回りするだけの話しで、一
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長一短あるのですよ。２年でいいところもあるし、４年でもいいところもあるわけだから。 

だから、それは大勢として４年が多ければ４年にすれば良いでしょう。 

○委員（熊谷雅史君） あまり頑張っていっているわけではないのですよ。わかりますよ。うちの会派は

２年で検討していただけないだろうかと。４年になるならなってもいいのですと。だけどいろんな部分が

改選されたあとの話しですから、あまり負担にならないような考え方でまとめていただけませんかという

のが本位ですので。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、熊谷委員が言われましたが、議長という立場ですけれども私も同じ会派で

すから。ただ、２年というのは、私も過去からずっときて４年という時代も過ぎてきましたけれども、往々

にして４年間となりますと、一番最初に決めたときがすべてですから、皆さんがそういう認識であればい

いのですけれども、昔は「新人は総務に行きなさい」とか、そういう形だったのです。 

 そうすると一番最初に入るときは、ものすごいお互いの気持ちの中での、辺りとの葛藤があるわけです

よ。そうすると先輩の方々がいて、私は産建なら産建と言ってしまったら、他の人がそこに入る余地がな

いわけですよ。そうなってくると、４年間それでコンクリートしてしまって、１期それで終わりですから。

いわゆる出てこられた方は、いろんな方の付託を受けていろんなことをしていきたいと思って入ってきて

いるのに、｢あなたはここです｣と言われてしまうと、１期４年間そこで固まってしまうものですから、一

番最初の時に皆さん共通認識で、やはり与えられたところはすべて行くのですから、形できちんと納得す

ればいいのですけれども、その辺がうまくいかないと、お互い片一方のほうだけ多くなって、片一方は少

ないと。誰かこちらからそちらへ行ってもらわなければ困るというなかで、会派構成ですから会派でその

ような調整をするときに、いろいろと問題が起きるのではないかなと。お互い考えるのではないかと思っ

て２年間ですと前後特に今回二つですから、こっちの常任委員会をやったら、こっちの常任委員会を２年

できると言うような単純なそういうところもあるのですけれども、そういう形でいければいいのかなと。 

 いろんな資質とか勉強の問題がありますけれども、これ先ほど委員長が言われましたので、特に議員に

出られる方は、それなりにきちんとした資質を持った方ですから、２年間それなりの委員会で一生懸命に

やれば十分その内容は深めて議論できるという具合に思って２年間と。ただし、皆さんのご意向で、十分

その辺は皆さんの意見も聞いて同調するようにと言う形で決めてありますので、そういうことで理解して

いだければなという具合に思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、この２年４年についてはもっとありますか。 

参考のために無会派の２名の委員の方、もしご意見があれば発言を許します。はい、委員外議員西田議

員。 

○委員外議員（西田祐子君） 今ほどの２年と４年の話を聞いていまして、私は無会派なものですから、

一番最初に議長のほうから総務に行きなさい。新人はそのほうがいいよと言われた口なのですけれども、

その後も、２回目の改選のときも、希望していたところと違って、変えて欲しいなという議員さんがいた

ので変えまして、別に私がなりたいなと思った委員会にはやはり入れませんでした。これはやはり会派構

成をしている上では、当然の結果だなと私は思っております。会派の中で自分がやりたい委員会に入りた

いから、会派に所属してお互い協力しあっているわけですから、もし自分がどうしても入りたい委員会が

あるのであれば、やはりそういう会派で自分の意思を尊重できるようなそういうような活動をするのが会

派であるのではないのかなと思っております。 

 どこの委員会に入っても仕方がないなというのでしたら、私のように無会派でされても同じなのかなと
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思っていますので、会派というのは本来そうあるべきだと、私は思ってみておりましたので、４年でよろ

しいのではないかと思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、一つだけ確認をして聞いていきたいと思うのですけれども、組織のイメ

ージと言いますか、組織の名前は別にいたしまして、生活環境課は産業厚生常任委員会の中に入れるとい

うことを含めて、形としては常任委員会は産業厚生常任委員会・総務文教常任委員会、名前は別にいたし

まして二つのタテ割の常任委員会、ヨコ割は議会運営委員会と広報広聴常任委員会、特に小委員会との関

係で、この次重複の問題について議論いたしますけれども、形としてはこのような形で組織をするという

ことについては全員がそれでいいというふうに私は受け取ったのですけれども、そこ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） よろしゅうございますね。そこは確認をいたします。これで決定をいたします

ので運営の仕方については２年４年含めて、もうちょっと議論を深めるといいようにしたいと思いますけ

れども、形としては決めてよろしいですね。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 実は、条例改正しなければなりません。それで、今、議論になっていると

ころの小委員会、分科会は条例上出てきませんので、この人数と３常任委員会の構成で条例改正するとい

うことで確認させていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。議会運営委員会及び常任委員会三つと言うことで、

トータル四つの委員会ということで。特別委員会はこれにプラスになりますけれども、形としてはこうい

う形でよろしゅうございますね。そこだけは確認をいたします。決定でいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、11 時５分まで暫時休憩といたします。 

 

休  憩 （午前１０時５３分） 

 

再  開 （午前１１時０５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。私のほうで取り違えている部

分もあるかもしれませんけれども、一応議長を除いていますけれども、議会運営委員会７名、小委員会８

名と言うことで、ここでの重複の問題ですけれども、ここら辺のところをもう少し議論をしたほうがいい

のでないかと。私が先ほど言ったことが、ちょっと違っているようにとっていらっしゃるところもあるか

もしれません。 

私が言ったのは、重複をすると所属できない方が出ないかと。小委員会と議会運営委員会ですよ。広報

広聴常任委員会と議会運営員会にはどちらかには全員必ず入りますから、入るのですけれども。小委員会

と議会運営委員会を重複させると、小委員会と議会運営委員会に全く入れない人が出てくるというふうに

考えられませんかと言うことなのですけれども、その点を含めてご議論願いたいと思います。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 人数のことは計算してみないとわからないのだけれど、常任委員会、タテ割が二

つと、ヨコ割が一つで三つですね。それが常任委員会ですね。 

 常任委員会とそれから議会運営委員会というのが、これ違うと思うのですよね。従って、議会運営委員

会のメンバーがヨコ割である小委員会のほうに重複すると言うことは、私は差し支えないと思うのですよ。
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全部ではなくてですよ。議運のメンバーが全部小委員会になるとこういう意味ではなくて、そのうちの何

人かは重複しても差し支えないというふうに私は考えておりますし、私の会派でもそういう意見で固まっ

ております。そういうことです。 

 ただ、そうした場合に、７人と８人との１名の数字の問題があるから、そのあたりはどうなるのかなと

言うのは、深くは検討はしていませんけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 今加藤委員が言われたことについての議論をお願いします。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 加藤委員が言っているとおりだと思いますよ。やはり会派制度ということもあり

ますし、当然、議会運営委員会の性質そのものが議長の諮問機関でありますから、それもやりますし、議

会全体の運営もやりますから、やっぱり会派が中心となって構成される組織ですよね。そうなれば会派内

の中で、やはり調整する場合に、例えば広報広聴の小委員会に所属しない方も出る可能性はあると思いま

す。 

 ただ、言われているとおり、ルールとしてやはりそういう形で、きちんと役割をしたほうがいいという

考え方もあろうかと思いますけれども、新たにつくる今回の広報広聴については、議会改革の見地からも

かなり重要な組織体になると思うのですよ。そうなれば、先ほど議論がありました２年交代ではないわけ

ですから、４年であればなおさらそういうところが出てくるのではないかなと、そのように思います。以

上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議会運営委員会のメンバーが７名と、これ条例では決められていますね。それで、

16 名にすると、こういうことが考えられないかと思うのですよ。２人ずつの会派が８つできる可能性もあ

るのですよ。考え方によってはですよ。そうすると、各会派から１人ずつとなると８名になっちゃうので

すよ。ですから７名を８名以内とかなんか、そのあたり臨機応変に考えても、小委員会との関係もあるか

ら、そのあたり７名でなければだめなのだよと言うことではないと思うのだけれども。そのあたりどうい

うふうに解釈すればいいのか、それちょっとわからないので。極端なことを言えば、16 名を２人ずつの会

派ができれば８人の代表になってしまう。そうすると８人ということになってしまうし、そういうことは

物理的にあり得ないのかもしれないけれども、考えられないことではないですね。 

 ですから、７名でなければだめだと言った場合に、八つの会派できた場合にどうなるのかなと言うこと

もあるわけなのですよ。そのあたりはどう、議運の７名というのを改正する可能性だって考えてもいいの

ではないかと思うのだけれども、そのあたりどうぞ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 可能性はないとは言えないと思います。ただ、今までも20 名ですから10

名出る可能性もあるわけですから、その中で７名でされてきたと言うことではないかという気がするので

すけれども。ただ、人数的には、案としては一切書いていませんし、そこまでの資料も入れていますから。  

だから、定数は条例で決めるわけですから、皆さんの議論でお決めになって構わないのではないかなと。

ただ、定数減になりますからね。議運をそれだけ多くの人数で構成することが必要なのかどうなのかとい

う部分があります。 

 例えば、今二つずつの改正になったとき、どこかの会派は議長候補があるわけですから、そういう部分

で調整されるかということも考えられますし、８名にすることも制度上は問題はございません。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員ありますか、はい、どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） これはね、常任委員会三つ四つというときの議論で、人の数があったと思うので
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すよ。おおむね７名から８名の委員会構成が、委員会の状態としてはベターでしょうと。その時は地公法

の改正で、１人の議員が一つの常任委員会ではなくて複数加盟できるという議論もあったのですね。あの

ときね。 

 その絡みから言うと、先ほど、この議論している中身になっちゃうと思うのですよ。やはり議会運営委

員会というのは７名くらいの規模が、僕は適切だと思うのですよ。７名より減らして５名だとは、そんな

レベルで議論できるのかな。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私が言わんとするのは、会派を代表するということになるから、会派の数が五つ

であれば５人でもいいかもしれないし、六つであれば６人でもいいかもしれないし、８人ということも考

えられるから、八つということも考えられるから、そういう幅というものを持たせなければならないので

はないのと。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そうすると、例えば２人ずつの会派が八つできたとして、議長が出たら、１人は。 

○委員（熊谷雅史君） 会派は２人以上ですから、１人になると会派を抜けるわけですから。抜けていな

くても、組織的にはそうだけれども、ルール的には抜けるわけですから。わかります。 

○委員（加藤正恭君） いやいや、抜けていないですよ。そういうことを考えると、今の続きだけれど、

２人で構成されて、１人は議長だから、あなたは無会派となるわけではないでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員、ですからね、そういう場合は議長は出られるわけですから、２人で

すから、お一人は議会運営委員会をご遠慮願いますと。残った７人で議会運営委員会を構成して、議長は

出られるわけですから、それはそれで決着はつくのですよ。 

○委員（加藤正恭君） いや、それではまずいのではないのか。なぜかと言ったら、例えば、今２人で構

成しているとして、そしたらあなたは出られなくなってしまうのだよ。 

○委員長（大渕紀夫君） そう。議長が出るからね。 

○委員（加藤正恭君） そうしたら新政クラブは議運に出せないということになってしまうでしょ。議長

が出るのだからいいのではないかということになれば。  

○委員長（大渕紀夫君） だから、それは話し合いでそういうこともできるし、条例を改正して８人にも

できるということです。それで理解していただければいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） もう一つだけ、議会運営委員会と常任委員会が別だということは私も理解をし

ております。ただ、そういう中で 16 名の議員という数からいうと、さっきの熊谷委員の話しではないで

すけれども、重複が絶対だめだと僕は言っているのではないのですよ。 

 ただ、望ましいのはやはり小委員会に８名、議運に７名で。それは規制されるものではないですけれど

も、やっぱりそこに全議員が属して、活動するのが私は最もいいと思います。 

 その中でやっぱり、きちんとリーダーシップを取れる議員がその中に入って、会派構成されるわけです

から、会派の中で十分議論をされて、そういうような形で個々の議員が力をつけていけると言うのは、や

っぱりこの場で、議会運営委員会も小委員会にも入らないという方が出るというのは、重複すると出ます

よね。僕はそういうのはやっぱりまずいのではないかというのは、そういうことも根拠にまずいのではな

いかと言っているのですよ。力をつけていくという意味でいえば。もちろん、タテ割りの常任委員会には

入れるわけですから、広報広聴常任委員会の８名以外の部分には入っているのですよ。十分理解していま

す。 
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 だけど、一番両方の方が強調している、ここが重要だからダブって入るという、重複するという意見と。

重要なのだから力をつけるためには全議員がそこに入って力をつけていかなければだめだという意見と

になると思うのです。 

 私は、その力をつけていく部分にすべきだろうという意見をもっているということだけです。はい、加

藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 大渕委員長の言うようなことはわかるのですよ。理想としては、そうあるべきな

のです。ところが得手不得手というのは各議員さんにあるのですよ。ですからそういう問題を活発化する

ために、その小委員会という活動が重要視されるとすれば、ある意味においては、私は議運以上の仕事を

せざるを得ない小委員会だろうと思っているから、だからといって議運はないがしろにしてもいいという

意味ではなくてですよ。そういう意味ではないのだけれども、やはり適材適所という面もあると思うので、

そのあたりはある程度臨機応変に考えるべきではないのかなと。 

 議運の全部が小委員会と、こういう意味ではなくて、そのうちの２人なり３人なりが小委員会に重複す

ると。僕はこういうのはあってもいいと思うのですよ。それが活性化につながるのであればいいことでは

ないですか。僕はそう思うのだけれども。そのあたりは運用方法を考えれば良いのではないのかなという

気がするのだけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） この広報広聴の組織の中身の中に、やはり常任委員会に付随する広聴の部分です

ね。この部分で、やはりまた主査を置くということですから、そういう部分では出て行くところの絡み、

それから広報に関わる部分を、この主査・副主査も関われるという部分の内容にしておけば、まだ中身が

濃くなるのではないかと思うのですけれどもね。だから、確かに委員長がおっしゃるように、その議運と

反対の方々が小委員会の構成してやっていただく。それで、きちんと活動していただくという考え方。そ

れから全体を盛り上げて、それをサポートしながらやっていくという考え方になれば、この主査・副主査

の役割も考えてもらっていけば良いことですから、問題はないのではないですか。重複する、しないとい

う問題はケースバイケースでかなり出てくると思います。 

 コンクリートしてしまうと、かなりいびつになってしまうかと思いますので。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私も、広報広聴には 15 人の議員全員が入っているということを前提においてお

話するのですが、議運ときちんとわけて、それだけの力をそれぞれ持っているだろうと、また力をつけら

れるということなのですが、議運は無会派の方も入っていますよね。これから次の選挙でどういうふうに

なるかわかりませんけれども、当然、議運は会派がほとんど出ますから、そうすると小委員会のほうに、

会派からか入れないところが出てきますよね。反対に考えると。人数からいくと。そういったこともあり

ますので、きちんと決めなければいけないのかな。 

 両方ダブらないようにすると決めて良いのか、さっき言ったように余裕を持たせて、広報広聴のありよ

うをきちんと理解してリードしていける人たちをきちんと精査して選ぶと。だから、ダブることは妨げな

いというような一言が入っても良いのではないか。できれば、会派をそれぞれ新しく組んだときには、ダ

ブらないようになるべくわけて、それぞれ得意の分野でやっていこうということは話し合いをしてもらい

ながら、ただ、どうしてもこの人がここにいたほうが、いろんな面で良いだろうというのが会派で出てき

たときに、たまたま議運とダブってしまったと、そういったときには認めるといったらおかしいけれど、

そういう幅を持たせないと、委員会はできたけれども、絶対進められないということではないですけれど
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も、皆さんが議員として立候補してやろうとしているわけですから、｢あなた力ない。｣とか、そんなこと

私たちが判断できるわけではないのですが、やっぱり本当にこの広報広聴の、私たち今考えても、難しい

な、大変だなというのは前提にあるのです。 

だから、そうであればやっぱり、そういうふうに妨げないという一言が入っていたほうが、私は幅を持

った人選というのかな、そういうことができるのではないかと考えているのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） お断りしておきますけれども、条例事項ではないですから。条例の対応は

常任委員会までで、広報広聴常任委員会ができたときに、広報広聴常任委員会の必要があって設ける組織

ですから。だから委員会の中で選任して決めることなのですよ。ですから、どこの規定にも入ってこない

のです。多分委員長が心配しているのは、どこの明文もないから、改選期になってすぐ選ぶわけですから、

そのときに混乱しないようにという議論だと思います。その辺を含めてもらえばいいのかなと。 

 ただ、何もなしで、｢はい、改選しました。｣｢はい、指名しましょう。どうします。｣といったときに一

番困るのは、何も決まっていないからそのときに混乱するのではないかなという気がするだけなのですよ

ね。申し合わせ事項としては決めることは構わない訳です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは、大体今の意見出ました。それで、どうしますか。 

一つは、任期４年。これが大方のご意見でございます。それで、なるべく多数決ではなく、合意のもと

に決めていきたいというふうに思いますので、熊谷委員の会派の方皆さんに、今の全体の雰囲気をお話し

して、４年ということで理解していただけそうですか。  

○委員（熊谷雅史君） 全権委任されていますので、そういう方向になりうる可能性もありますと。ただ、

2 年ということだけ議論していただきたいということですので、いっぱい議論させていただきましたので、

その旨お伝えしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、任期については４年ということで決めたいと思いますけれども、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、任期は４年といたします。 

次に、議会運営委員会と小委員会につきましては、私だけのようですので、ここにつきましても、今熊

谷員が言われましたように、極力重複は避けたほうがいいと思いますけれども、そういう趣旨は皆さん組

み取っていただいていますから、決め方の問題だといいますので、先ほど組織的に決めていただいたこと

については、それはそれで終わりですからいいのですよ。 

今のことについては、そういうことで理解をしたということで、重複は最小限ですけれども、それは妨

げないということで決めると言っても、これはどこかに書かれるものでもございませんから、そういう形

でいく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） 議事録とりますので、そういう形で進めるということで、常任委員会のあり方

及び委員会の複数所属について、はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今の話の中で、広報広聴の小委員会というのがありますね。これの内容的なも

のをきちんと皆さんに理解してもらえる共通に認識にたっているか、その辺もきちんとしておかないと。 

○委員長（大渕紀夫君） 今議長からありましたように、広報広聴常任委員会につきましては、小委員会

を設けると。ここが従来の広報特別委員会の役割及び各広聴関係、二つの分科会、仮称ですけれども総務
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文教常任委員会と、産業厚生常任委員会のメンバーが二つの分科会に所属することになります。ここでの、

広聴活動についての仕切り及び今議題になっております議会報告会、議会懇談会等のあり方を含めて、こ

の小委員会が所掌するという認識で一致できますか。 

なお、広報広聴常任委員会の正副委員長は、小委員会の正副委員長を兼ねると書いていますよね。そう

いうご認識で一致できますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 議長よろしゅうございますね。そういう形で組織的には決めたいというふうに

思います。生活環境課については、産業厚生常任委員会仮称に入れるということになりました。 

 議会運営委員会は良いのですけれども、常任委員会の部分の名称です。各常任委員会の名称、これはど

ういたしますか。はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 事務局の提案通りで良いと思います。問題はないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ですから、広報広聴常任委員会というのもそういう名前ですね。他の方。 

〔「意義なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 良いですか。議運のメンバーの方、谷内委員よろしいですか。 

○委員（谷内 勉君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員良いですか。 

○委員（吉田和子君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、名前についても常任委員会の名称は、産業厚生常任委員会、総務文

教常任委員会、広報広聴常任委員会といたしたいと思います。議会運営委員会は決まっていますからよろ

しいですね。 

 常任委員会のあり方及び委員会の複数所属については、以上で決定をしたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

〔「意義なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、｢意義ない｣ということで、このような形で決定をいたします。 

 次に、通年議会の試行について、先ほどから言っていますようにあくまでも試しです。試行を６月議会

でやってはいかがかと言うことでございますので、その点についてこのイメージ図に基づいて、局長から

若干の説明を願いたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回もお示ししておりますので、そんなに大きな変更はございません。一

番上の段が、本来の定例会のスケジュールとしてのイメージです。今回の６月議会は６月19 日から 21 日

までということで決まっています。一応３日前に町長の告示行為が行われると。３日を終わりまして従来

は閉会になりまして、９月までにはそれぞれの常任委員会は、議決を取った事項のみ所管事務を行うとい

うことで行っております。９月につきましては改めて、町長が招集告示をするという流れが今までのイメ

ージだと思います。 

 試行した場合ですが、形式的には大きくは変わらないです。ただ、９月 21 日の最終日に従来は閉会、

閉じていたものを散会にしてしまうということで休会宣言をしてしまいます。ここに、仮ですが８月 31

日まで休会ということであれば70 日間休会を持つと。８月 31 日に再開をいたしまして、ここに審議案件

がなければ困りますので、議会関係の部分、従来９月で委員会報告、意見書報告をしていました分を、前

倒しにして８月 31 日に再開したときに議会関係を行う。ですから、町の説明員はここに出てくる必要は

ございません。ここで、１回通常の、今の制度上でやるものですから閉会をせざるを得ないと。９月に改
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めて町長が招集告示をするということになります。 

 大きく違うのは、常任委員会の所管事務調査が変わってきます。従来、議決による所管事務を決めてお

りましたが、議決が不用になります。ただ、手続上は、議長に報告するのはいずれも同じですから、最終

日に議決をとらないで、町側に示すという行為だけになります。 

 協議会は、必要に応じて常任委員会として開催することができる。全員の説明であれば、担当する所管

を開いて、委員外議員でお呼びして全員で聞くこともできますし、そういう形で公的な会議になるという

ことが可能です。 

 それと、臨機応変に突発的に重要案件が生じれば、必要に応じて議長に追加で届け出て開くことが可能

になりますということで、試行ですから無理くりとってやるということではなくて、そういう臨機応変な

部分を考えてとればいのかなと思っております。 

 当然８月 31 日、仮にですが、再開するということになりましたら、委員会のまとめが従来より早めに

なります。８月中にまとめて 20 日前後につくっていただかないと報告はできません。 

 それともう一つ、議会側の提案の議会案件、例えば意見書、これないですけれども陳情の審査報告、付

託議案の報告、それと議員提案、委員会提案による条例の議案。これが随時受理できますので、休会中で

ありますので随時受理できます。ですから、いつ提案されても構いません。ただ、８月 31 日の一つの区

切りがありますので、議案提出の最終が締め切り目安というのが立てなければならないかなと思います。 

 ですから、この試行でやる場合、普通であればこれ１年間になるのですが、３ヶ月のスパンで区切って

どのような動きをできるのか試すようなものです。 

 ただ、仕組み的には閉会中も休会中も、なんら変わるものではありません。所管事務が臨機応変に取れ

る。あとは臨時会の関係ですね。臨時会も追加議案として議長が招集をかけるようになります。従来は町

長が招集権を持っていましたけれども、通年議会にすると議長が招集をするというような形になろうかと

思います。 

 多分、専決事項が減るのではないかなという予測がされます。私からはイメージ的なことを示したとお

りです。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今事務局から、例えば６月試行した場合はこういうふうなことになります

ということであります。それぞれご意見ございましたらどうぞ。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） この中で、今、通年議会になると、臨時議会がこれに入ってくると。例えば、

この例の場合でも、試行の場合でも、この期間に臨時議会が入ってくれば、これでいったような対応をす

るということで、そういう考えでいいのですね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 試行なのですが、臨時会にはなりません。第２回の定例会の中の審議事項

という形になります。追加議案になります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ご意見ございます方どうぞ。先ほど一回りの意見の中では、通年議会そ

のものを実施することについては意義がないということになりました。全会派でございます。ただ、６月

試行でやってみるかどうかということについては、ご意見がわかれているという部分もございますので、

ぜひご議論を願いたいというふうに思います。どうですか。 

 私は、この間に専決があるかどうかわかりませんし、臨時会があるかどうかわからないのですけれども、

そういうものがあって、やってみれば、これはあくまでも試行であって、本物ではないけれども、少なく

ても一度体験をするということは、価値のあることかなというふうには、今のイメージの説明を含めて聞
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いた段階ではそういうふうに思いました。 

 非常に無責任な言い方をしますと、今までと著しく変わるとか、「こうあらねばならない」とか、そう

いうことで私は、実は受け止めてはいません。常任委員会が何かあった場合、突発的に開けるというメリ

ットがございます。そういうことが起こるかどうかわかりませんけれども。所管事務調査の取り方ですか

ら、わかりませんけれども、そういう範囲の認識でやるというのは、加藤委員からみると不見識になるか

もしれませんけれども、私はその程度の認識で実行してみるというのは、おかしくはないのではないのか

なと僕は思っております。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 不見識という言葉は使いませんけれども、形だけを整えて、そしてそれが議会改

革の一端ですよと、果たしていえるのかどうかを私は心配すると、こういうことでございまして、問題は

先ほども申し上げたように、蒲原先生が、「形は良いよ。」と、臨機応変にやれるから非常によいのだけれ

ども、問題は中身ですよということは私は、白老果たして中身までやれるのかという議論のほうが、非常

に私は大事だと思う。中身に充実までいかないにしろ、ある程度活発な活動が通年議会につながるのだと

いう形であらわれるが一番理想だと思うのですよ。 

 そういうふうな批判を受けないためにも、もう少し中身のことについてはある程度決まってきています

けれども、小委員会の問題などはまだまだ議論する。やることは決まったとしても、検討しなければなら

ない部分が多々あると思うので、そういうことも含め考えると、しかも６月から８月までと。９月から10

月一杯くらいまでですか。それは良いとしてもね。そういうことで形だけで対外的に通年議会を採用しま

したと。試行であってもおそらくそういう報道に、私はなるのではないかと思うのですよ。 

 ですから、そういう批判を受けることで耐えられるのかどうか、ただ、試行だから良いのだというだけ

で、軽く実施するのは間違いないのですから、それでいいのかなという心配を持っているということでご

ざいまして、決して不見識だなどという批判をする気はさらさらございません。どうぞそういうことで。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が思っているのは、このことによって何が大きく変わるかということだけな

のです。加藤委員が言われましたように、小委員会というのは別な形で評価か、それとも批判かを受ける

ことになると思います。これは通年議会と全く別にそういう形になると思っております。 

 もちろん改革ですから、改革全体が一緒に進んでいくというのは一番望ましいのですけれども、それは

小委員会は試行するということは現段階としては難しいです。体制上。 

 しかし、通年議会というのは、試行できる可能性があるわけです。もしこの期間に何かが起こって、ど

うしても議会が突発的に動かなければいけないというふうになったときに、それは私は蒲原さんのことだ

けを言うのではないですけれども、それは評価の対象になる。形式だけをつくると蒲原教授はおっしゃい

ましたけれども、私は形式がなかったら実行は絶対できないと思っています。 

 ですから、問題はこれをどう活かしきるかということですから、私はあくまでも試行期間という割り切

り方で、中身が変わるとかということではなくて、試行期間で実施をするというのは、私は間違っていな

いのではないのかなという考え方で、加藤委員がおっしゃられたことに対しては、僕はそういうふうに思

っているのですよね。 

ですから、小委員会というのは小委員会として別な評価がされるのではないかというふうに思っていま

すから。はい、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 加藤委員にちょっとお聞きしたいのですけれども、形だけ整えて中身がないとい

うのは問題があるだろうという。私それを聞いていろいろ考えていたのですけれども。 

 というのは、委員会は全部、特に常任委員会は今のところ三つですけれども、広報広聴という部分も同
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じようにきちんと全部形が整って、その上からスタートしたほうが良いという意味なのですか。私は議員

定数が減ったことでのチェック機能を高めるための方法として通年議会、それから委員会のあり方として

は別だと考えていたのですよ。私の頭の中では。 

 だから、その通年議会をやることでのメリットは何かといったら委員会の活性化になるだろうと。さっ

き言ったように専決処分もなくなるだろうと。そういうようなことがあると。 

 通年議会をやる部分では、小委員会とかそういうのは、私は別なのではないかと考えたのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それに対してお答えできるかどうか、自信はないけれども、常任委員会の活動、

臨時会とか協議会があるかないか、これは別ですけれども、常任委員会の活動というのが、議会改革の大

きな目的だと思うのですよ。それが通年議会に派生していくと。いちいち議会で議決しないようなテーマ

についても、議長の了解さえ得れば常任委員会を開けると。いろんな問題が出た場合にね。 

それまで我々、今のところまだ熟していないと思うのです。急遽、こういうふうになったからといって。

ですから、そのあたりもまだ勉強するとするならば、ヨコの広報広聴のほうは、アイデアみたいなもので

どんどん進んでいけば、いろんな面でやれるのだけれども、二つの常任委員会というのは所管事務調査が

決まっていますから、突発的に発生するかと言ったらそんなに簡単に、役場サイドでこういう問題がある

から委員会協議会を開いてくださいというような要求があったときに、改めて委員会を開くということは

多々あったけれども、うちらのほうから常任委員会でこういうことをやろうというような発議ができるか

どうかというと、私はそこまでまだ常任委員会は熟していないと思うのですよ。 

熟していないし、今までの例からいってもないのですよ。しゃにむに常任委員会の所管事務調査を決め

て、そして議会で承認を得て、それを休会中にするという問題があるので、常任委員会がこの通年議会と

は全然くっついていないと思うのです。 

そのあたりは、そんなふうになるのではないのかなと予想されるものだから。だから形だけ入れても、

別に問題はないと思いますよ。 

試行だから、やっても良いとは言うけれども、内容も伴わないで形だけが進むのはいかがなものかなと

いう心配を私は持っていると、こういうことだけですね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） これ新規に、改選になった後にやるとしても、同じことだと思うのです。やって

いないわけですから今まで。今までの議員さん、新しい議員さんはもちろん形がわからないです。今まで

の議員さんも常任委員会にもし所属しても、そういうものにはなれていないわけですよ。だから本当にど

うやるかというのは試行錯誤すると思うのです。それが早くなるだけだと私は思っていたのです。 

 だから、反対に考えると、自分が委員長をやっていてこの３ヶ月の間に何ができるのかなと。そういう

ことを思うから「どうなるのだろ」とすごく、不安はあるのですけれどもだからこそやってみて、常任委

員会が本当に活性化になっていくのだろうかどうなのだろうかということが、この３ヶ月の間で出てくる

のかどうか。出せるのかというのをやってみるというのは、私は今まで４年間委員会をそれぞれ皆さんが

やってきて、その中でこういう利便性があるよといったときに、その活用できるものをいかに活用しよう

とみんなが考えるかという、そういう期間であるというふうにとらえたら、私は良いのではないのかなと

思ったのですよ。 

通年議会だから試行するのではなくて、委員会もそれに伴って、その３ヶ月の間に今まで委員会協議会

も、やっぱり議会の間に１回くらいはあったと思うのですよ。それが普通に委員会としてできるとか。意
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見を述べたこともちゃんと記録が残せるようになるとか、そういったことが委員会協議会だとどうしても

さらっと終わってしまうというところがありましたけれども、きちんした議論ができて残るといったこと

も考えてみると、私はそういうことはないかもしれないけれども、もしかしたらそういうことが出てきた

ときにはそういう対応ができると。委員会も今までやってきている人たちがいるわけですから、今地域で

こういう問題が出てきているけれどもどうなのだろうということで、これ委員会で取り上げてやれるので

はないか。やったほうが良いのではないかということが、もしかしてできるというものがあったら、前提

にあったらやれるのではないかなと思うのですよ。 

所管で、ちゃんと議決されなければできないと、今までそういうものがあったから、この次の議運まで

待って所管で取り上げることも何点かありましたね。そういったことができるという体制ができたわけで

すから、その中でもしかしたらそれも取り組める。３常任委員会のうち一つしかないかもしれないけれど

も、取り組んでそれがどうだったかということが、次への提言になっていくのではないのかなというよう

な気がするのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 反論するという意味ではないのだけれども、今までの旧態依然とした常任委員会

の活動で満足していたのではだめだというのが今の議会改革の一環だと私は思うのですよ。ですから、も

う少し常任委員会のあり方というものについても議論して、頭を変えていかなければならないのではない

のかなと。一つの決まったテーマだけを所管事務調査でやってあとは報告書を書いて出すと。 

それだけではなくて、委員の中から何か、別に議決を採る必要はないわけですから、臨時応変にいろん

な問題に｢委員長こういうふうにやったらどうだ｣というような、そういう体質改善も我々、その試行期間

の中に、通年議会の試行期間という意味ではなくて、10 月までの間にそういうふうな議会、委員会改革と

いうものを考えていかなくてはならないと。そういうことを議運で議論をしていったらどうかと。 

まだそこまで深くいっていませんから。今までの常任委員会のありかたでいいのかどうか。そのあたり

もう少し考えたらどうかと思うのだけれども、そのあたりなのだよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 深くいっていないという意味がよくわからないのですけれども。私、常任委員会

のあり方がそういうふうに変わるといったら、前向きに見ると委員会のあり方は別に変わらないと思うの

ですよ。 

 委員会のあり方というか、委員会は。これから新しく二つの常任委員会になっても、常任委員会は同じ

だと思うのですよ。ただ、そういうふうに可能性として所管を議決を得なくても、そういうことができる

という前提ができたということでの委員会で、加藤委員がおっしゃったように｢やろうじゃないか｣と言っ

たら「できる｣という。それを試行的にやることに。 

○委員（加藤正恭君） 今までの状態ではそういうことがないでしょ。 

○委員（吉田和子君） 今まではそういうことが決まっていなかったのです。そういうことができなかっ

たのです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、挙手をしてお願いいたします。どうぞ、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 良いです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そういうことで、もう少し常任委員会のあり方についての検討といいますか議論

を深めてみたいなという気がするのですよ。新体制になってからでもすぐ常任委員会として取り組むとい
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うこと、我々の頭も切り替えなければだめなところあると思うので。 

 議会の期日でなくてもやれるわけですから、それが通年議会の良いところでもあると思うから、それが

関連してくるわけですよ。そのあたりなのだよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今の点なのですけれども、私は常任委員会の内容のあり方については、議運で論

議していけば良いことであって、それはそれで並行してこの通年議会の試行をすることと、それを並行し

て議運でお話ししていくということに関して、何の違和感もなく、同時に進んでいってもよろしいのでは

ないのかなというふうに考えます。 

 それと、改選後にもし通年議会を始めるとすれば、やはり試行する期間というのは、その時期くらいか

らやらないとなかなかないですよね。いきなりプレーボールということで、いきなり打席に入るという形

になると思うのですよ。私はこの試行期間の間に、直球ばかりではなく変化球、いろいろな玉が来ること

に対して、若干なれるためにもこの試行期間でいろいろ、失敗というかこういうことに関してはこう変え

ていこうとか、そのためにも私はこの試行期間というのは、やはり必要ではないのかなと。このように考

えるのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど私ども会派の考え方を、一番最初に述べたのですよ。その時あなたおられ

なかったから、我々の考え方を途中からお聞きになって、この議論だけに狭まっての議論ではないという

ことね。 

ということは、通年議会と議会改革の中身というのは一体であるということなのですよ。バラバラじゃ

だめだということですよ。新聞にもさっきも出ていたけれども、蒲原先生が「形は良いね。問題は議会の

中身だよ」ということを、私はあのコメントは一種の揶揄だと認識しているのです。｢果たして白老町さ

んできますか｣と。そこまでいくだろうかと。通年議会という形は整っているけれども中身ですよと言わ

れているのです。その中身もまだ十分ではないにも関わらず、通年議会という形だけで出発して果たして

良いのですかというのが、我々会派の考え方だったのです。 

それを一番先に申し上げてこの議論が出発しているのですよ。だから、通年は通年でやっても良いよと。

片方は片方でやりなさいということでは、本当の意味での改革にはならないのではないですかと。こうい

うことを申し上げたのですけれども、その点についてはどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほど申し上げた話と一緒になるかもしれませんけれども、ですから、それは議

運の中で、別にもんでいけば良いことであって、通年議会の全体のフォームに関しては試行してみること

において、何も違和感もないし、特に大きな問題は、それによって生じるとは感じないのです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 通年議会の形式は、そのまま出発することについては、何も問題はないと思いま

す。しかし、通年議会という考え方の根本には、何回も言うように、議会改革の中の活動の表れが通年議

会になるのだということになれば、片方だけやって片方はこれから考えますでは、いかがなものですかと。

やはりきちんとした体制で、パーフェクトとまではなかなかいかないでしょう。突然プレーボールが始ま

ってからでは難しいにしても、多小は試行錯誤の事態もあると思うのだけれども、形だけはやっても、問

題はそれについていかないものがあるにも関わらず、出発だけしていって良いのですかなと。僕らはそう

思っているとこういうことなのですよ。同じことになっちゃう。 
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○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） それであれば、通年議会の開始時期というのは、町清クラブさんではどのように

考えていますか。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 新規。改選の時期。それまでに条例とか、打ち合わせ事項とか、申し合わせ事項

を整備して、そして望みたいと。それまでの間議論をしようというのが我々の考え方。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） そうなれば、いずれにせよ、新規ということであればそんなに時間はないですよ

ね。９月で終わりとそういうことですよね。 

 であれば余計、この６月くらいから施行してみるということに関して、僕は逆にやったほうが良いのか

なと。そして、中身については何度も申し上げていますけれども、議運の中ですとか、それぞれの会派の

中で詰めていけば良いのではないのかな。何も並行することに関しておかしくないと思うのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 他どうですか。はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 当初、うちの会派の考え方、示したとおり通年議会、この試行ということでは、

やはりやられたほうが良いのではないか、加藤委員がおっしゃるように中身も一緒に伴ってということは

ベターだと思うのですよ。ところがやっぱり、今までこの議運の中でいろんなことの議論を重ねてきまし

たよね。それで、先ほど吉田委員がいった中身というのは、事例のアイテムをチョイスしていっていたと

思うのですよ。そういう方向が望ましいと。そういうことが、あることが通年議会の本当の意味合いだよ

ということは、我々も勉強してきたわけですよね。今回、この試行をやることによって、出るかでないか

わからないですよ。もし出たとしたなら、かなりいいサンプルになると思うのですよ。それにまず期待し

たいなと。 

 それからもう１点は、先ほど山本委員がおっしゃったフォームの関係ですよね。例えば議長が、今回の

招集は町長ですけれども、議長が開会を言って会期のお諮りをしますよね。そうしますと法務上こういう

ふうになると、そしたら臨時会というのがないのですよ。要するに再開な訳ですよね。それがどういう状

態になるかというのも、言葉が変わって来ることは変わらないのですけれども、我々としてはどういう心

境になったり、どういう対応になるのだろうということも、経験もできますし、新たに通年議会を正式化

にやるときの一つの引継ぎというのか、それも可能だと思うので、そういう考えで進むのだよということ

だけご理解していただいて、やらせていただきたいなということであります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 通年議会ということは、よいことだということは我々もわかっているし、やるべ

きだということで問題はないのだけれども、果たして通年議会の良いところを、この常任委員会がそうい

う体制で、十分に通年議会というものを生かせるような常任委員会であるかということなのですよ。現在

の段階では、まだないでしょ。だからそのあたりもう少し議論をして、通年議会の中で常任委員会の活動

をどうするかという議論を、まだ十分していないと思うのですよ。だから、それをしていて、通年議会と

ドッキングしてやるように持っていったほうが良いのではないのかというのが僕の考え方。通年議会が嫌

だというのではなくて、いいことなのですよ。あと、時期の問題だけれども、時期の問題ではちょっと食

い違うだけの話しでね。 

 常任委員会というもの活動が、今までどおりの常任委員会であってはならないと思うものだから、特に

今度ヨコの広報広聴という独特のものが、変わったものが入ってくるから、本当に生きるためには、ヨコ
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の広報広聴が活発化することが、連鎖反応みたいになって他の常任委員会の活発化にもつながるような。 

 それがないうちに、ただ今の三つの常任委員会だけで試行であっても入れるのはいかがなものかなと。

ただ、形式だけはよいでしょう。流れていくでしょう。ですけれども、何も中身が変わらないのではない

のかなと思うものだから。それだけなの。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 言っていることはわかります。非常にわかるのですが、今の常任委員会でその対

応ができないだろうということは、ちょっと違うと思います。こういうことを今進めるのだよということ

を決めるわけですから、70 日間の会期ということでシミュレーションされていますけれども、70 日間我々

それで取り組むわけですよ。 

 そういうアイテムが出てくればいいなと、僕も期待論をしていますけれども、やろうという意識が僕は

大切だと思うのですよ。それが、今加藤委員がおっしゃったように広報広聴の改選後に新しくつくる常任

委員会、これが起爆剤となって、議会改革も含めて通年議会の、白老の通年議会の形というのが見えてく

ると思うのですよ。だからそのためには、やっぱり今回試行したほうが、僕はベターだと思う。 

 懸念されている部分はわかります。だけど、今の常任委員会のスタイルではだめだということも、これ

はみんな理解すると思います。だから、変わると思いますから。ぜひともさせていただきたいというふう

に思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほどから、加藤委員がずっと気にしていらっしゃる。「確かに議会は臨機応変

に活動できるようになるが、形を整えたに過ぎない。変わるかどうかは、議会の中身の改革にかかってい

る。」というふうに言われているのですが、私どういうふうに理解して良いのか、ちょっと今、これを見

ていて思ったのですが、通年議会というのは、もちろん形が変わることなのですよ。その形が変わること

に、白老町議会がこういうふうに変わっていこうという形を整えたわけですよ。 

 その後に、「変わるかどうかは、議会の中身の改革にかかっている。」ということだから、白老町議会は

議会改革はやっているのですよ。そして、定数が減った場合のチェック機能を高めるために委員会活動は

どうあるべきかということで、広報広聴常任委員会もつくったわけですよ。ただ、その中で、常任委員会

として形を整えて、できることができたわけですよ。さっきから何回も言っていますけれども、議長に報

告するだけでできるという、そういった形が整ったわけですから。 

 広報広聴はできないですけれども、広報広聴常任委員会は、これからの議会改革の中ではもちろん一番

大事な部分なんです。町民に対しての意見ですから、それはすごくわかるのですが、通年議会は何が良い

かといったら、常任委員会が常にできるということですよ。そういう形を整えたわけですから。今までは

なかったわけですから、なかったのを、どこもやっていないのに、変わるかどうかわからないなどといわ

れるのは、私はちょっと反発感じるのですけれど。私は反発を感じるのです。やってみて、私たちが委員

会をやって、こういうことがすごかったといえるようなものをつくるということだと思うのですよ。反対

に。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員ね。それは、今までできないのだから、やらなかったというだけです

よ。やれる体制だったらやったかもしれません。今までできないわけですから、それをやろうというわけ

ですから。それを前倒しでやろうと。このことを蒲原教授が批判するのだったらどうぞ批判をしてくださ

い。 

 いくらでも白老町議会受けて立ちますよ。私はそう思う。 
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○委員（加藤正恭君） 議運でこういう議論はしているけれども、他のここに出ていない議員さんが、そ

ういう認識を持ってもらうには相当時間がかかるのだろうと。ならない。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） うちは前回は、導入時期というのは改選後の議員さんが決めるべきだと。中身は

賛成なのですよ。だけどそのやり方については、運営だとか基本的な考え方ではなくて、使うのは新しい

改選される方なのだから、その辺あるので、今の段階ではずうっと｢イエス｣｢ノー｣は言えないよという立

場だったのです。 

 ところが今回会派に持ち帰って、｢６月に試行するという話が出たのだ｣と。｢どう思う｣という話しをし

たら、｢それは、条例を変える、変えないということは議論が必要だから。｣だけど今まで説明をしてきて

いるわけですよ。中身的にはそんなに変わらないよと。だけどこういうメリット、こうでデメリットがあ

るということも示されたよと。どうだろうといったら、｢試行して、改選した方に判断を委ねる材料、こ

れをつくることも必要だよ。やるということで、我々の今取り組んでいる議会改革にもつながるよ｣と。

こういう意見なんですよ。 

 うちはこの通年議会いついては、議会改革の一環で取り組んでくれという考え方ですから、会派の考え

方は。私もそうですし。だけどこういうふうに皆さんの議論を聞いてきて、これはこういう形で進めるの

だなという認識を前回持ったのですよ。だから、今こういうふうに｢やってみただどうですか｣と強く言っ

ているんですよね。そういうことなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、議論されているというのは、そういう二つの意見があるから議論ができる

のです。議論はうんとしたほうがいいのです。それが議会ですから。ただ、私は一番最初軽い言い方をし

て申し訳なかったのですけれども、私はそういう中身がどこで変わるのか、形をつくったから中身が変わ

るのか、それとも私は実践だと思うのです。一度やることだと思うのですよ。ですから、私は蒲原教授と

いうのは単なる評論家ですよ、彼の意見なんか僕は全く気にする必要ないと思っています。中身というの

は我々がつくるものですから。だから私は、これは施行して 70 日か 75 日になるかわかりませんけれども

やってみると。これは非常に価値があるものだろうな。もし、新しい議会でこれをやらないとなるかもし

れません。それはわかりませんよ。 

だけど、私はこのことは、白老の議会にとっては非常に大きな一つの投げかけ、インパクトになるので

はないのかなと思っています。それは中身が伴わないということではない。本当にそう思っています。そ

のことによって議員の皆さんの意識が変わると、周りの目も、蒲原教授のような見方もありますけれども、

少なくても他の議会が、新聞報道されたことによって大きく注目しているということも事実です。 

ですから、やっぱりそれに答えるだけの議会を、活動を、我々は改革と同時にしていかなくてはならな

いと。こういうことになっていくだろうなというふうに思うのです。 

だから、加藤委員が心配されるように、やらなければ何もやらないで、今までとずうっと同じようにい

くかもしれませんよ。臨時議会もない。専決処分もない。そしたら、今までと同じようにいくかもしれま

せん。しかし、そうでないかもしれませんから。ですから、協議会もないかもしれませんからね。 

だけど、僕はそのことがないからやるやらないを決めるものではないと思っているのですよ。はい、吉

田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 「形を整えたに過ぎない」ではないのですよ。形を整えるまで、ここまですごい

議論をしてきたのですよ。そんな簡単にいわれてほしくないのですよね。その議論を聞いて本当にくだら

ない議論であったといわれるのならそれはしようがないですけれども、ここまで至るまでの中身を何も知
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らないで、どれだけ苦労をして議論をしてきたか。どれだけみんなが勉強をしたか。それを知らないで、

「過ぎない」なんてことは言われて欲しくないし、そんな３ヶ月で変わるかといったら、先ほど委員長が

言われたように変わらないかもしれない。 

 だけど、制度ができたことでやれることがあるわけですよ。そうしたら、それをおおいに活用すべきだ

と私は思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 僕の言わんとすることは、形というのは、今度三つの常任委員会をつくろうとし

ているでしょ。何回も言うようにタテ二つとヨコ一つ。その体制もまだ整っていないにも関わらず、それ

の延長が通年議会だと僕は思うものだから、それも、常任委員会も一つの形をつくったのですよ。つくっ

たけれども実行は新しい議会からになりますし、その点通年議会だけは先にやっちゃうと。形も十分とと

もっていないのではないのかと。こういうあたりの議論が少ないのではないのかと。こういうのが僕の考

え方なのだけれども。何もそういう意味でやっているから、それが一緒になって通年議会というのが僕は

理想ではないのかなと思うものだから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 最もだと思います。ただ、一つの考え方として、今言った。僕もその認識を持ち

ましたけれども、広報広聴、これは基本自治条例にも、議会の役割を果たす大きな常任委員会になると思

うのですよ。その常任委員会の活動、内容。そういうものもやはり試行、要するに６月からやってみた中

で、見えてくる部分というのがいろんな部分であると思うのですよ。 

 今我々机上の中で、議会報告会・懇談会をどうしようかと言うのは、これからまた中身を詰めていくよ

うな中身になりますよね。だけど、この通年議会をやることによって、町民の反応も出てくる可能性もあ

ると思うのですよ。｢ああそうなのか｣｢聞きたいな｣とか。｢こういう話を出前トークしてくれ｣という話も

出るかもしれません。そうなる時に、一つの新しく改選された、新しい白老町議会の、新しく新設した常

任委員会の活動の指針も出ると思うのですよ。 

 それから、二つの常任委員会で本当にいいのかという議論も、今決めましたけれども、そういう部分で

は、常任委員会のあり方も、先ほど山本委員も言いましたけれども、並行して話をしていけるという材料

になってくるのではないのかなと思うのですよ。ですから、ご心配というか、考え方は僕は否定はしませ

んけれども、やることが今いる議員 20 名の意識も、議会改革につながるだろうし、我々が今までずっと

先輩方を含めて積み上げてきた白老町議会の議会改革。これを進める上ではやっぱり通年議会の試行運用

はするべきだなというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、時間が 12 時 10 分になりました。委員外議員、西田祐子議員、発言を認

めます。 

○委員外議員（西田祐子君） 今、加藤委員の意見を聞いていて、私もごもっともだなと思う部分がたく

さんあります。ただ、白老町議会で自治基本条例をつくりまして、そこの中で議会の役割ということを、

随分議会の中から、一生懸命議論をしてきたのではないかと思うのです。その中で、議会の中から反対に、

今の形を変えたいという思いが議員の中に多くなってきた中で、通年議会というものがまた出てきて、ま

た広報広聴常任委員会というものも出てきた。だから、今までの形ではやっていかれないから中身を変え

たいから形を変えるのだというふうにまで、私は盛り上がってきたのだと思うのです。ですから、この蒲

原教授がおっしゃっているのは、私たち白老町議会がそういう思いで、形を変えなければ中身も変えられ

ないのだというところまで来ていることをおわかりになっていっているのかどうかというのを私はちょ
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っと温度差があるのではないのかなと思っているのです。ですから、今６月議会にぜひ試行したいという

思いは、とりあえず形を１回変えてみよう。 

それでもしデメリットがあるのなら、もっとよりよくしたいという思いが強いのではないのかなと、私

は感じております。ですから、加藤委員がおっしゃっているような中身では、これからどんどん議運の中

で議論していただけければありがたいなと思っています。ただ、その中で議員の皆さん、私もそうなので

すけれども、一番感じていることはデメリットはどんなものがあるのだろうか。よい方向に走るばかりで

はなくて、悪い部分をきちんと精査したいという思いが、６月試行という考え方に多いのではないのかと

思っております。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、お諮りをいたします。12 時 10 分になりました。 

次 21 日、議会運営委員会がございます。24 日臨時議会がございますので、21 日に議会運営委員会を設

定しておりますけれども、16 日の議会運営委員会を今の通年議会の試行の問題と政策研究会ですね。この

点に絞って行いたいと思いますけれどもいかがでしょうか。16 日です。16 日議会運営委員会の予備日で、

この間言っておきましたけれども、今日結論出なければ、今日 1 番目結論全部出ましたから。今は通年議

会の試行をどうするかということと政策研究会をどうするかということが残っているのですよ。そのこと

についての議論を16 日 10 時から行ってはいかがかと思うのですけれどもどうですか。良いですか。それ

では各会派に戻って、通年議会の試行については再度お話を願って、この日に結論を出すと。 

政策研究会についてはどのような考え方でいくかということを議論していただくと。一番目については、

この中身で決定いたしましたので、このことを伝えていただくということで各会派に戻って、そのことを

やって 16 日に再度議会運営委員会を行いたいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、本日の議会運営委員会を以上で閉会をいたしたいと思います。 

ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午後  ０時１５分） 


