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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７月２０日（金曜日）  

  開会 午後 １時２８分 

  閉会 午後 ２時２５分 

  

○調査事項 

 特別委員会の設置について（白老町の財政健全化に関する調査） 

  

 ○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           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           玉 井 昭 一 君 

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 



 2 

 

◎開会の宣言 

○委員長（大渕紀夫君） 若干、時間が早いようですけど、全員揃いましたので、ただ今から

議会運営委員会を開会いたします。なお、事前にお話ししておきますけれども、議案が配布は

されておりますけれども、今日はこの議案の説明は受けませんので、担当者が今日いらっしゃ

らないということもありまして受けません。従来どおり、ご案内のとおり 24 日の９時半から議

会運営委員会をやり、そのときに説明を受けるというふうにいたしたいと思いますので、了解

願いたいと思います。 

 それでは、さっそく調査事項に入りたいと思いますけれども、特別委員会の設置について、

財政健全化に関する調査の特別委員会の設置について、今日は結論を出すということにいたし

たいと思います。時期的な問題もございますので、結論を出すというふうにいたしたいと思い

ます。各会派のご意見を再度賜り、どうするかということを決定していきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、各会派のご意見をお願いいたしま

す。町清クラブ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブとしては、何回も申し上げているように、議会内に特別委

員会を作るという方針には変りありません。それで前回の議運で、いろいろ会派同士で意見が

割れているというようなことで、議運の委員長、副委員長、議長と３人でそれをどうするかと

いうことで、休憩をとって結論を一応出してもらいました。その結論というのは、特別委員会

を作りたいと。それから、委員長、副委員長は総務文教の委員長、副委員長だと、こういうこ

とで、私は帰りましてから、委員長である及川議員に連絡をいたしまして、議会運営委員会と

して、こういう経過を一通り話ししまして、こういうことなったということだけは伝えておき

ました。それについて、私にいろいろなことを言われましたけども、私個人としてはそうでは

なくて、議会運営委員会でこういう方向に決まったのだと。決まったというか、そういう話し

合いをするようにということになったものだから、それをお伝えするだけだと、こういうこと

で、いろんな意見について、私、別に私見を述べるわけにもいきませんので、そういうことだ

けをお伝えしたと、こういう経過でございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 続いてどうぞ。新風、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 私共の会派としては、基本的には先回結論を出したように、常任

委員長の見解が賛同の方向であれば、最終的には特別委員会の設置については、賛成するとい

う方向を持っております。ただし、特別委員会の設置については、いろいろと今まで協議した

経過から判断いたしますと、時間的な問題、町民感情、対外的な議会内部への見方の問題、町

当局者の捉え方等考慮すると、今回の結論に持っていくことが打倒ではないかという考えでご

ざいます。次に、もし特別委員会が設置することに固まった場合は、要するに時間的な問題も

ありますから、対抗する課題の関係を十分考慮して、取扱いの課題を絞って協議していくべき

ではないかと。それから、大局的な課題については、時間の関係で問題あると思うので、十分

協議いただきたいという結論でございます。以上でございます。 
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○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブは、特別委員会の設置については必要がないという結論に

なりました。前回から申しているとおり、常任委員会にての精査で十分であろうという結論に

なりました。それから、前回議論の題材としていただいた項目については、議論をさせていた

だきましたけれども、先ほど新風の吉田代表の方からも出ていますけれども、やはり特別委員

会を設置したときの進め方に非常に時間が無いということと、それから何を示すのだと、まと

めるのだという所がちょっと見えないなと、なかなか難しい問題だろうと。常任委員会におい

ては、町側の説明を聞いて、それに対しての質疑というスタイルで進むということもあって、

それで重要なことであれば委員外議員で参集していただくだとか、協議会的な開催が可能であ

ろうと。そうであれば、議会として何も対応していないというスタイルにはならないのではな

いかというのが、大まかな意見でありました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 前に述べておりますように、意見としては変りません。ただ、話し合

いの中で出たのは、ここまで延び延びになってきて、時間がないという中で、本当は 13 日に結

論を出すはずだったはずなのにということで、もう一人の方も意見を言っておりましたけども、

やはり時間的に追われているという感覚をしっかり持って、きちっと私たちが全員で対応する

べきではないかということです。時間がないから何もできないのではなくて、そのある時間で

何ができるのかをしっかり模索して、ある程度の結果が出せるような方向性をきちっと示して

いくべきではないかと。やっていく中で必ず、ただやらないで何があるのだろうかとか、問題

点を挙げるのではなくて、やっていってきちっと一つ一つ方向性を示すべきでなないかという

ことです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） うちの会派は再度、相当議論をしました。中身はこの間と同じです。

やっぱり、常任委員会で取り組むのと、特別委員会で取り組む違いを明確にすべきだろうと。

これは明らかに違うと。同じことではないと。それから、熊谷委員から出たことに反論するこ

とでは全然ないのです、うちの所で出た話で。委員外議員でやるというのは、常任委員長の許

可なのです。こっちがやらせてくれとか、やらせてくれるなとかという中身の問題ではないの

です。それは、常任委員長の采配でやることです。ですから、重要だから拡大の常任委員会に

してくださいとかいう、そういう性格のものではないだろうと。それであれば当然出す結論が

議会として出すと。総務文教常任委員会が議会として出すということと、特別委員会が出すと

いうことは自ずとこれは違うということになりはしないかと、同じことではないだろう。あと

は本当に自治基本条例の精神からいっても、今議会が動かなければ、議会の真価が問われるだ

ろうというようなことでの議論でありました。今までの中で、どなたかご意見ありましたらど

うぞ。無ければ、委員外議員の２名の議員の皆さんに、今までの状況を踏まえた上で、どうい

うふうに考えていらっしゃるか委員長として発言の許可を求めます。玉井委員外議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 私も早く設置をして、より早くこれに取り組んで、究明できる

ことは１つでもいいから、例えば 10 分の１でも、20 分の 1 でもいいから、早く進めていきた
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いと、こんなふうに思っています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員外議員ありますか。あれば許可をいたします、どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 私も早めに特別委員会を設置していただきたかったと思ってお

ります。これだけ時間がかかってしまって、反対にもっと時間が無くなってしまったというの

は、非常に残念に思っております。それともう 1 つ、委員外議員という立場ではありますけれ

ども、やはり常任委員会ということになると、委員会外議員扱いされますので、やはりその辺

は、議員は平等の立場で特別委員会をやってほしいという気持ちが強かったので、早めに賛成

をしたわけです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ひと通りの方にご意見を伺いましたけれども、このことについてご

意見があればどうぞ。吉田正利副委員長、どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 及川委員長との話し合いをもうちょっと詳しくお話しいただけな

いでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 詳しくと言っても、ご存知のように前回の議会運営委員会で意見が割

れたということで、ご存知のように休憩をとって委員長、副委員長さん、議運の。それから副

議長欠席しておられたので議長と３人で、いろいろ別室で議論されたという結果を、休憩を閉

じて皆さんに発表になったと。そのことを踏まえて、私共の会派は、姿勢は決まっているもの

ですから、それで及川委員長にお会いして、こういう経過でありましたと、経過もいろいろ話

しして、最終的には総務文教常任委員長である及川議員、山本副委員長という方々で特別委員

会を構成してはと、こういう案になりましたと。それについて、いろいろ私にもクレームが付

きましたけれども、それについて私がああだこうだと、私見を述べるわけにはいかないもので

すから、一応こういう経過になりましたということだけを報告をして、別に本人がわかった、

わからないということではなくて、そういうことで別れたと、こういうことでございます。そ

れ以上のことは、何もありません。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方。山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 今の加藤委員さんにお話しの点で、これはその会議に出られた方に確

認ということになると思うのですけれども、私は違ったニュアンスでお聞きしたのです。仮に

特別委員会が設置した場合は、今までのほかの特別委員会等の慣例からいって、総務文教常任

委員会の委員長、副委員長がそれを努めて委員長、副委員長になるということであって、その

三者会談、議運の委員長さん、副委員長さん、議長そして局長、その会談の中では、必ずしも

そこで特別委員会を設置するという方向性での形ではなくて、仮になった場合はそういうこと

になるだろうということということでの確認であって、採決するかしないかということを主に

話し合ったように伺っていたのですけど、それで間違えなかったでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、間違いありません。そういうことです。ほか。ご意見はもう

いいですか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） 前回、私お話ししましたように、採決をすべきかどうかということ

を採決して、それで採決した方が良いということであれば、採決をするというような取り運び

にいたしますか。それとも、作るか作らないかで採決をするというふうにしますか。ここは、

皆さんのご意見も伺いたいと思います。私が勝手に決めるのは構わないけれども、そうもいか

ないでしょうから、採決するかしないか、局長とちょっとあれしましたけれども、合議体です

から、一致することができなければ、当然最後はどちらかに決着をつけるということになれば、

採決をせざるを得ないと、こういうふうになりますので、前回私は採決をするための採決をし

たらどうかというようなことも言いましたけど、そのまま特別委員会を作るか作らないかで採

決をした方がよろしいですか。どうです。採決は議運のメンバー意外は採決に議長も含めて加

われませんので、その方のご意見を伺いたいと思います。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私共の先ほどの会派の代表のニュアンスとしては、４人で集まってそ

のあと会議をしました。時間切れで、みっともない形で、半分ぐらいに分かれてしまって、そ

して作る作らないとかなるよりは、常任委員会でやるにしても、特別委員会でやるにしても方

向性は一緒なので、できれば大方賛同みたいな形の方が、形としては良いのかなということで、

私共の会派としては先ほども申し上げたように、作るという内容が非常に難しいという認識は

持っているものの、最終的にはこれは賛同せざるを得ないのではないかというような認識でご

ざいますので、できることなら採決で例えば二分するような形は取らない方がよろしいかなと

いうふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私も今、山本委員さんと全く同感でございます。というのは、最終的

には、見ていた場合には、二つに割れるというのははっきりしているのですよ。ですから、そ

ういうことでは、最終的にできることなら、やはり合意というか、歩み寄りの方向に持ってい

くというのが、私はその方が良いのではないだろうかと、そういうふうに感じます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 当然、私もそういうふうに思っております。そこは合議制が尊重さ

れるべき所ですから、そう思っているのですけども、一つは今両者の方言われたように、時間

的な問題もありますので、これ以上は、私はもう引っ張る気はありません。今日、作る作らな

いはどちらかに決めなくてはいけないと思っています。そのことについては、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） お諮りをいたします。前回、私が採決をするかどうかを決めるとい

うふうに申しましたけれども、それは行なわないで、特別委員会を設置するか否かで採決をし

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） 良いですね。それでは、白老町の財政健全化に関する調査を目的と

する特別委員会の設置について、委員外議員の方は除いて、委員の方のみ採決をいたしたいと

思います。特別委員会設置に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 
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○委員長（大渕紀夫君） 賛成多数で、特別委員会の設置を決定いたします。ただ今、議会運

営委員会で特別委員会の設置が決定いたしましたけれども、名称及び構成。これにつきまして、

お諮りをいたしたいと思います。特別委員会の名称をいかがいたしましょうか。白老町財政健

全化に関する調査特別委員会。のを取ります、ここから。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、特別委員会の名称は白老町財政健全化に関する調査特別

委員会といたします。続きまして構成。構成について、何かご意見がございます方どうぞ。加

藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 考え方としては、全員か、人数は別にして、何人かという、二種類の

考え方しかないと思うので、全員にするのか、それとも何人かにするのか、それの議論だと思

うのですけど。全員にするということになりますと、非常におそらく今まで言われているよう

に、期日が短いということから、できれば３日か４日おきぐらいにやらなければいけないよう

な事態もあるのではないのかなという気がするのですけども、そのあたり全員にして病院のよ

うな小委員会を作るか、何かそういう方法を講ずるか、そのあたりの議論をしたらいかがかと

思いますが、どうでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、構成の問題について、加藤委員からご提案ございましたけれど

も、当然おっしゃられるとおり全員で行なうか、それとも各会派から按分で出すか、それとも

全員で行い、中に小委員会を作るか、こういう案があると思いますけれども、それぞれの皆さ

ん方のご意見をお聞かせ願いたいと思います。吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今までの討議経過から判断すると、重要しかも短期間で処理しな

ければいけないという課題もございます。その意味からすると、私やっぱり第一段階全員で対

処するのが正当だと思います、以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 重要性、それから期間、皆さんの知恵を寄せ集めて、どういったこと

をやっていくべきなのかということをするためにも、全員がしっかり勉強して、全員が参加し

ていくという形が、私は良いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかの委員の方どうですか。谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私たちの会派も全員でやった方が良いのではないかということでござ

います。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ熊谷委員、ご意見ございましたらどうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） やっぱり合議体ですから、議決されたことについては従うことになる

と思いますけど、私たちのクラブについては、設置ということになりますと、全員で取り組む

ということになろうかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 私の所も全員でやる方が良いと思いますので、構成は全員と、これ

は全部そうですから、全員で構成する特別委員会にいたしたいと、よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） 議長は委員会に全て出席し、意見を述べることができます。しかし、

特別委員にはならないということですので、議長を除く 19 名の特別委員会を構成したいという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、正副委員長は先例により、総

務文教の正副委員長が、こういう場合、今までは所管の正副がなってまいりましたけれども、

この件につきまして。山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） もし仮に、先例、慣例ではない考え方ができるのであれば、それじゃ

ない方向でも考えていただければいいかなというふうに思っております。これなぜならばと申

し上げますと、この件につきまして、正副委員長の及川委員長と私も何度か電話ですとか、一

度お会いしたことがありますけれども、連絡を取り合いました。やはり、何を一番特別委員会

になることに心配しているかというと、本当に期間が少ない。もう解散になってしまうという

ことが一つ。それと、町からのいわゆる骨子が、具体的なことが提出されるまでの間に、非常

に期間がないというよりも、間に合わないというお話しを常々、行革の担当の部署から私はお

聞きしていたものですから、本当に特別委員会をやるときに、どういう形でまとめるのか、ど

ういった形で答えを出すのか、それがもう本当に尻切れトンボに終わってしまう形で、特別委

員会を作ったとしても、議会としてこういうことで動いていますよという町民へのアピールで

しか終わらないような形での特別委員会になってしまうのではないかなという懸念が非常にあ

ったものですから、ここは町の出方と言ったら語弊がありますけども様子を見ながら、それで

いろいろ委員会で提言していった方がベターではないかという考えの中から、実は反対をして

きた経緯があるのですよ。そういった中で、どうやって、どういう特別委員会にしていくのか

なということが非常に今でも私自身、正直申し上げまして不安でございます。何日か前も担当

課の方に実は出向いて、仮に特別委員会設置になった場合に、果たしてどういった内容で、ど

ういったものになるのだろうかというようなことで、そこに相談するのは、本当はおかしいの

かもしれないけれども、これはやはり相手があってのことですので、議会だけが突っ走って何

かを提案したりするということでは、私はないと思っていますから、そういった中で考えると

非常に、どうやってこの特別委員会をまとめていくか、これについて私は非常に今でもなかな

か答えが出ていない状況でございます。これは、及川委員長も同じでございます。連絡を取っ

ていますので。もしも、そういったことで名案がある方がいらっしゃるのであれば、この慣例

に従わずに委員長、副委員長は別立てで決めていただければなというふうに、私個人的には考

えております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員が言われているのは、何もおかしな所はありません。それ

で、先例で今まで常任委員長やられていたということに対して、ここに総務文教常任委員長が

いらっしゃらないのですよね。そこがちょっと難しいなという気がすごくしているのです、僕

は。その先例を破るというのは、山本委員は今言われたからよく理解できたのだけれども、総

務文教常任委員長いらっしゃれば、そのままで良いと思うのですけども、いない中でこれちょ

っと困りますね。いかがいたしましょうか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この特別委員会を作った場合には、形にするということは前回の議運
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の中で、三者でまとめられたふうに私は聞いているのだけども。 

○委員長（大渕紀夫君） そのときは、作った場合は、先例ではそうなりますという話しです

から、そういうふうにするとか何だとか決めていることではございません。 

○委員（加藤正恭君） わかるけれども、わざわざそういう話しをして決めたということは、

重要な意味があると思うのですよ。ですから、そのとおりやったらいかがですか。委員長、副

委員長二人でやるわけではないのだから、みんなでやるわけなのだから、何も責任を感じると

か、自信が無いとかあるとか、そんなことをここで議論するのではなくて、決められたらみん

なで協力しますから、そういうふうに持っていくようにせざるを得ないのではないのですか。

ポストの問題ではないと思うのだけれども。やるかやれないかではなくて、やらなくては駄目

なのだから、やってみて結果が出なかったら、そのときはそのときで考えなければならない。

やりもしないで、ここでああだと今から心配する必要が無いと思う。やっぱり、特別委員会を

開いて、みんなの意見を聞いて進めていくというか形に持っていかなければならないと思うの

ですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） ポストの問題だとか何とかではなくて、私は率直なまでの意見を述べ

させいただいたまででございまして、ですから基本的にはどうやってまとめていくのかという

ことに関して、私は常任委員会と特別委員会とは、明確な違いを先ほど委員長さんもおっしゃ

いましたけど、違いはやっぱり出さなければならないと思うのですね。そのうえで、果たして

どういったものになっていくのかなということに関して、全貌が私としてはイメージが全然わ

かないので、できることなら他の方にお願いできませんかと、こういう話しをしているまでの

話しでございます。それが、ルール上駄目ですよと、皆さんの総意ではありませんということ

であれば、これはやむを得ないなと思っています。ですけども、そういうふうな思いであれば、

かえって他の人にやらせた方が良いのではないかという意見も出るかもしれませんので、そう

いうことであれば、そのような方向に持って行っていただければ大変ありがたいなと、こうい

うお話しでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほども大渕委員長言ったように、ここに総務文教常任委員長がいれ

ば、早く結論が出るのだろうけども、山本委員の言わんとするのは、ちょっと解せないのだけ

ども、あなたは副委員長だからそういうような意見をするのだろうけれども、他の議員だった

らそういう発言はしないと思うのですよ。総務文教常任委員会で、所管事務調査で今取り組ん

でいるのだから、だからそれを進めていこうという、別の形で特別委員会を進めていこうとい

うのに、何の違和感も持つ必要、私はないと思う。そうではないですか。僕はそう思うのだけ

ど。延長線上でより高度のものを目指そうとする考え方になるのであれば、当然のことではな

いのですか、僕はそう思うのだけども。そういうふうに持って行ってほしいと思うのです。み

んなで支えるから。委員長、副委員長の責任とか云々ではなくて、先のことを考えない、みん

なで立ち上げようという気持ちになっているのだから。だから、それを集約して、どういう方
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向に進めていこうといくかということをやっていけば良いのではないのですか。先のこと今か

ら何も１回も開いていないで心配ばかりしていたって、先に進まないと思う。だから、先例で

そういうふうにしているのだから、僕は良いと思うけど。お互いにみんなで知恵を出し合って、

どういうふうに持って行こう、こういうふうに持って行こうという議論をすべきでないのかと

思う。それは、特別委員会開いてみなければ、そういう議論はできないと思う。ただ期限が決

められているから、できるかできないかわかりませんよ。だけど、一生懸命やろうという姿勢

で今特別委員会を作ったのだから、それに向かって進まなければならないと思うのですよ。そ

ういう状態だと思う。期限が来たら駄目になるかもしれません。それは、わかりませんけれど

も、やるだけやりましょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 議運の委員長から慣例としてはこうですけど、どう取扱いますかとい

う形での提案でございましたので、あくまでも率直な気持ちとして、一特別委員として参加さ

せていただくようなことが可能であれば、そのようにさせていただけませんかというお願いで

ありまして、必ずしも私は引き受けませんよという、こういう話しを言っているわけではござ

いません。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ、あくまでも先例は先例です。先例としてあることは現前とし

た事実でございます。そのことに対して、変えるだけの、違うよというふうにするだけの理論

的なものがちゃんとあれば、それはそれで僕は、決まっていることではないですから、それは

一番良い方法を考えれば良いと思っていますから。ただ、先例としてはそうなっていますから、

そのことを無視してやってしまうと、委員長さんが先例こうなっていたのに、どうしてとなっ

たときに、それは理論的に何も説明できなくなりますから、そこの所は１つあるなという気は

しているのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） あくまでも先例ですから、変えて構わないと思いますけど、一

つ変えるということは、ここだけではなくて、全ての考え方をまたリセットしなければならな

いということになりますから、その辺を含めて協議した方が良いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、いろいろ話しありましたけども、山本委員の言うことも良くわ

かりますけども、この際特別委員会を作るということでございますので、全員ですので、財政

問題が主でございますから、ここは総務の方に一つやっていただくように、できればお願いし

たいなというふうに思いますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、議長からのお話もございました。山本委員、若干ご意見ご

ざいますけれども、先例どおり総務文教常任委員会の正副委員長で特別委員会の正副をやって

いただくというようなことでいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。それ以外、構成上の問題でございますか。

ちょっと私、今、山本委員のご発言もございましたので、正副は決まりましたよね。指名する



 10 

わけにはいきませんので、各会派から１名出していただいて、それ以外５名。小委員会を、私

できたときには提案しようと思っていたのです、ずっと。各会派から１名、各会派から選んで

いただいて、小委員会を作ってはいかがかというふうに。こういうふうになっていませんから、

私言わなかった。これはずっと前から考えていたのです。先例で正副がなられると、そうする

と、本当に議会挙げてやるということになれば、中に小委員会という、一定の道筋をちゃんと

決めて、今日何かありませんかという議論ではちょっと、全体でやる場合ははなはだ大変だと

思うのですよ。ですから、正副意外に各会派から１名の方が出ていただいて、小委員会を作る

と。こういう案は、私は前から持っていたのですけど。全然話しにならないというなら、それ

はそれで結構出ございます。ただ、私は時間との勝負ですから、そういう何かの手立てを、１

回１回全員集まるということにはいきません。そうすれば、小委員会で例えば６時からやると

か、７時からやるとかいうこともできますよね。そんなような形を考えてはいかがかなって、

私自身は非常にそう思っていたのですよ。これは、思い付きでは決してございませんけれども、

今日初めて言いましたから、もし意見あればどうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私も先ほどちょっと構成のときに全員でやって、ただ全員だけではな

かなか動きが悪いだろうと。それで、小委員会的なものを考えたらどうだと、ちょっと言った

のですが、今両脇に会派の二人いるものですから、どうだと言ったら、小委員会を設けること

については賛成をするということで、私共の会派はそうしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今まで民生の場合は、自治条例の場合は選抜でやったのですね、各

会派からの。病院のときは民生が横滑りしたのですけど、そうではなくて山本委員先ほどから

言われていることもございますので、各会派から１人ずつ出た方が、それで７人で構成しては

いかがかというのが、私の案なのですけども。そうすると、違った形が出てくると思いますの

で。こういう案は、どうですか。吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今、委員長から一つ提案ありました。やはり、機動性を持たせる

という意味からすると、目的的に時間もありませんし、全体並びに小委員会を構成しながら進

めるのが、正当だと思いますので、やはりこの段階今の時点で、小委員会の構成をできる一つ

の目的を持った方がよろしいかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 本当のこの問題大きなだけに、時間がないとうことと大きな包括的な

問題もありまして、やっぱり各会派から出ることで、持ち帰ってまたそのことを全体の委員会

まできちっと持ってこないとならないと思うのです。総務文教常任委員会にもしそのまま移行

しますと、いない所もありますので、内容がよく伝わらないで全体の委員会出てしまうという

ことになると、きちっとした議論ができないのではないかと私は思うのです。そういうことか

ら言うと、小委員会か何か方法を考えなければならないと思っていましたので、そういう方法

であれば、もし会派へ持ち帰って、会派でまた勉強して持ち寄るということもできますので、

そういった意味ではその方が良いというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ熊谷委員、何かご意見ございませんか。まず、小委員会
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を作るということ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） 皆さん大体これは一致しているように思いますので、小委員会は作

ると。構成につきましては、今、吉田和子委員のお話しもございましたけれども、正副は先ほ

ど議長の提案もございましたように、総務文教でやっていただくということで、構成につきま

しては、あと５会派から１名ずつの７名で構成するという形の小委員会というのは、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） よろしゅうございますか。それでは、小委員会を設置し、小委員会

の正副については、特別委員会の正副委員長を充てると、それ以外各会派から１名ずつの委員、

７名で構成するということで、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、そのようにいたしたいと思います。それでは、24 日の追

加議案審議の本会議の中で特別委員会の設置を行い、すぐ特別委員会を開き、正副委員長を決

め、小委員会を作るということを決めるという運び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、そのような運びで進めたいと思います。局長、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 流れとしては 24 日の本会議、第４号になりますけど、特別委

員会の設置だけになりますので、委員長を互選して閉会します。その後、小委員会を立ち上げ

るのであれば、改めて委員会を開かなければ駄目だと。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、局長から説明ありましたように、第１回目の特別委員会は正副

委員長選出のみだそうでございますので、終了後全員ですから、そのまま特別委員会を開き、

その中で小委員会を設置するという方向でいきたいと思います。24 日まで各会派から代表とし

て出る１名の決定をしておいていただきたいと思います。24 日の朝、議会運営委員会を９時半

から開きますので、それまでに各会派の小委員会の構成を行なう委員の名簿を出していただき

たいと思います。ほか、特別委員会の設置について、何かご意見ございますか。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番目の特別委員会の設置については、以上で終わりま

す。２番目、その他について。別に文書が行っております。局長、説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、第３回定例会の日程案というのをお配りさせてもらって

ございます。９月議会ですが、従来ですと９月の７、８、９、このぐらいに告示されまして、

一応 22 日ぐらいまで決算審査含めまして会期を組んでいる所でございますが、町側の要請もご

ざいまして、実は 10 月末選挙であるということも含めまして、１週間定例会を上げたいと、早

めに終わらせたいということでございまして、今の流れでいきますと、８月27 日に一般質問締

め切りを行いまして、８月 31 日召集告示行為をして、９月４日から一般質問に入ると。一般質
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問は４、５と通常は二日でございますが、予備を６日、一日取って３日ぐらいで上げると。そ

れから、決算審査の事前調査がありますので、休会に入りまして、９月 11、12、13 で決算審査

特別審査を終わらせてしまうと。まだ、議案件数が確定してございませんが、９月分の議会関

係は 8 月の末でやる第２回定例会に繰り上げしますので、町の関係しかございませんので、早

く終われば 13 日に終えると。特別審査が延びても９月 14 日で終えたいと、こういう町側の案

でございます。それに伴いまして、第２回の定例会、通年議会の試行のために８月 31 日まで休

会としてございます。これを繰り上げて召集して閉めなければならないということでございま

す。24 日に一応セッティングしております。これ、良いかどうかありますけど。そうなりまし

たら、各常任委員会の委員会報告のまとめを、一週間ずれますので、少し早めにやっていただ

くということと、それから通常で出てきます意見書案、それも早めにお作りいただくと。当然

９月議会の関係無いですから、そこでやりませんと、通常９月でやっている意見書案は出せな

くなりますので、それまでに出していただくということになりますので、お盆明けには出して

いただかないと間に合わないかなと思いますので、そういう流れになっておりますので、ご連

絡をしておきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、第３回定例会の日程等についてご説明がございましたけれ

ども、これについて質問のある方はどうぞ。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 意見書案もお盆過ぎに日程ある程度きちっとと言ったらおかしいです

けど、24 日の定例会に委員会まとめと委員会報告と意見書もこの日にやるということですよね。

ですから、ちょっと前もって意見書をいつまで出してくださいと、日付で言っていただいた方

がありがたいのですが。 

○事務局長（上坊寺博之君） 従来でしたら５日前ですから、17 日ぐらいには出してもらいた

いなと思っていますけれども。ですから、委員会報告はお盆前くらいになると思いますけど。

通常 10 日くらい前ですよね。そういう目安でお願いしたいなと思っています。総務の部分は特

別委員会の設置ということで総務の報告はなくなりますので、民生と産業建設のみだと思いま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ８月 31 日までの通年議会は 24 日で閉会になる。そうすると、25 日か

ら９月２日までは、これは完全に閉会になるのですね。そういう考え方になりますね、３日ま

で。４日から新たな議会で 139 日間になるわけですか、ここに書いているように。 

○事務局長（上坊寺博之君） ９日間です。14 日まで行けば 10 日間ですけど。 

○委員（加藤正恭君） ９月の任期までというふうにはならないのか。議会の閉会と同時に閉

まるということになるのか。あと閉会になると。 

○事務局長（上坊寺博之君） やってできないことないですけども、皆さんが望まないのでは

ないのかなという気がしますけど。 

○委員（加藤正恭君） そういうのが、本来のやり方ではないのか、任期までにやると。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、そのときに閉めなければ、集まらなければならない、１
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回。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩します。 

休憩 午後 ２時２１分 

  

再開 午後 ２時２４分 

○委員長（大渕紀夫君） 第３回定例会の日程案について、ほかにご質疑ある方どうぞ。ござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 第２回議会定例会の閉める閉会日は 24 日ということにいたしたい

と思いますけれども、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、８月 24 日までは第２回定例会本会議を開きますので、

ご承知おき願いたいと思います。ほかございませんね。それでは、議会運営委員会を以上で閉

会をいたしたいと思います。次回は 24 日９時半から議会運営委員会が開かれますから、ご参集

願いたいと思います。ご苦労様でございました。 

（午後 ２時２５分） 


