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○ 開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今から議会運営委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（大渕紀夫君） 最初に委員長から、各会派に再度、徹底していただきたいと思いますけ

れども、この頃、無断欠勤がちょっと目立ちますので、無断で会議を休むということは懲罰の対象

になります。議長からも当然、全議員に徹底していただきますけれども、議会運営委員会につきま

しては、特に議会運営委員会のメンバーについては忘れたとかそういうことがないように各会派で

徹底していただきたいと思います。本日、正式に出られないということで連絡があったのは山本浩

平委員、ただ一人でございますので、今後一つ十分・・・。出ていない人のことを言ってもしょう

がありませんから、そうではなくて、会派できちんと徹底していただきたいと思いますので、その

ことについてはよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、さっそく調査事項に入りたいと思います。本日の調査事項は第３次議会改革について

ということで非常に重要な中身を持っておりますので、それぞれ資料もございますので最初に運営

基準の改正について、事務局から若干の説明をお願いいたしたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 簡潔に説明したいと思います。議会運営基準の改正案という部分で

提示させていただいてございますが、今、白老町議会は運営に関する基準を設けて運用してござい

ます。その他に申し合わせ事項等を持ってございますが、この際、条例規則体系の中に申し合わせ

事項も組み込めるものについては組み込んだ方が、単なる申し合わせではなくて運営基準になりま

すのでよろしいかなということでつくらせていただきました。それで、ほとんどの申し合わせ事項

が運営基準の中に入れても問題はないだろうと私も思っておりますので、それぞれの条文体系に合

わせて組み込んでみましたので議論をしていただきたいと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） このことにつきましてはですね、各会派できちんと議論をしないと、こ

こで今、細かな説明を受けて議論をするという状況にはならないのではないかというふうに思いま

すので、次回 17 日に議会運営委員会を開きます。これはもう、ご案内が行っていると思いますので、

これは意見書の調整と議会改革の関係の議運ということになっておりますので、それまでに会派で

会派会議を開いていただき、今ある申し合わせを運営基準に盛り込むということで・・・。私ちょ

っと事前にこれを見たのですけども、年賀はがきの欠礼まで含めて入っておりますので、ぜひ、各

会派で検討していただいて持ち上げるというふうな運びにしたいと思いますけれども、いかがでし

ょうか。ちょっと、ここで議論するというわけにはいかないでしょう。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にはですね、このグリーンの中に運営基準というのがあって、

これは議会がつくって、守るべき事項なのですが、その他に申し合わせ事項等とございます、こっ

ちの横にね。この申し合わせ事項を運営基準の中に、要するに法律体系の中に組み込むということ

でございますので、単純に考えたらそういうことです。こっちをこっちに組み込ませると。 

○委員長（大渕紀夫君） そのことによって、一定の法的強制力、拘束力が持てます。ですから、
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自治基本条例で議会の関係のものが出来ておりますので、その体系に全て組み込んでいくという作

業でございますので、これは改革の中でも非常に大きな部分だと私は思っております。そういうこ

とで一つ、取り進めたいと思いますけ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、その部分はそういうことにいたします。 

 次に、２番目に一般質問の持ち時間の関係。資料があるので見てください、まず。事務局から何

か言うことございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 事務局からです。一応ですね、人口５千人以上の一問一答を採用し

ている議会です。総括質問しているところは除いています。一問一答をしている５千人以上の議会

全部調べてございます。制限区分、時間区分、回数区分と書いてございますが、併用しているとこ

ろもございます。それと、制限の内容としては、答弁と書いているところは、質と書いているのは

質問のみです。質・答と書いているのは質問と答弁を合わせての時間数でございます。それで判断

していただきたい。それと、下に書いている 86 と書いていますよね。一問一答やっているのが 86

あるということです。それで、時間制限しているのが62 あるということです。ただね、これは道の

実態調査の中から取っているものですから、全部、電話はかけていませんので確認はできません。

一応、５千人以上だけ調べております。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、一般質問での一問一答方式を採用している町村の質問時間のこ

とが出ております。これにつきましてはですね、前回もございましたように、うちの町で今は一問

一答及び持ち時間45 分も試行でやっておりますので、これが今度、運営基準の中に組み込まれると

いうことになっていきますので、この時間数、持ち時間をどういうふうにするかということを一度、

議論しておりますけれども、再度、各会派でこの資料をもとに検討していただきたいと思うのです

けれども、いかがでしょうか。ご意見ございましたら、どうぞ。 

吉田正利副委員長、どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） この資料について、ちょっと質問させていただきますが。この質問と

回答が、例えば、90 分の場合は半々で分かれているのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 質問・答弁というのは総枠で90 分ですから、通常では質問時間が若

干短くて、答弁時間が長いという部分でございまして、それも合わせてです。ですから、町側の答

弁が長ければ90 分使い果たしてしまうということです。ただ、調査した時にもちょっとお聞きした

のはですね、時間制限すると、答弁時間が簡潔になると。逆に言うと、今のような答えにはならな

いそうです。要するに、答弁も議員さんの質問時間区切りますとね、やっぱり長くすれば短くなり

ますので、やっぱり簡潔に答えるようになるのだそうです。そういうようなことをお話されていま

した。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利副委員長、よろしゅうございますか。 

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 回数というところに丸が付いているところでね、これは総括質問の選択制
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とこういうふうになっているのだけど、３回しかできないのか、回数というのはどういう意味なの

か。何回でもいいというのではないのでしょう。だから、結局３回だろうと思うのだけれども、そ

の辺りをちょっと。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 回数制限と時間制限と２つ併記しているのはですね、選択なのです

よ。一問一答でやったら、例えば、安平の場合ですと往復60 分ですよと。回数であれば時間制限は

ないですから総括質問３回ですよということです。うちの代表質問のような形式を取るか、一般質

問のような形式を取るか、これは議員さんの選択ですね。私は回数制限しますと、私は時間制限し

ますと。だから、一般質問でもまちまちになると思います、管理が。 

○委員（加藤正恭君） それで行くとね、例えば、安平とむかわを比較した場合に、選択性がある

から安平は１時間と、むかわが質問だけに 20 分というのね、これは選択制で一問一答になったら

20 分はとてもじゃないけど足りないような気もするのだけど。こういうのは不自由を感じていない

のかどうか、実態はどうなのか、その辺りが。聞いていないからわからないのだろうけども、その

辺りももう少し資料として、不自由を感じていないかどうか。いやいや、人の議会のことだから、

まねするという意味ではないのだけど、これで十分かどうかということも参考にしてですね、我々、

会派に持ち帰って議論してみたいなと思うのですけれども。この辺りはどうでしょうね。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私どもは事務局に聞くわけですから、議員さんに直接聞いているわ

けではないのでね、満足かどうかというのはわかりません。ただ、これは議会の中で決めることで

すから、自分らで20 分と決めているということは、それで満足しているということではないかなと

いう気はしますよね。まずければ変えるはずですから。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そういう意味ではなくて、事務局もいろいろ試行錯誤してやっているのだ

ろうけれども、実質的にこういう時間を設けて、どうかということを知りたいということなのです

よ。不自由を感じていないかどうかということなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が答弁するのも変ですけども、それは議員に聞かなければ、きっと議

会事務局では無理だと思います。なぜかと言うと、そういうことをいくら議会事務局に言っても、

決めるのは議会ですから、たぶん駄目だというふうになると思います。 

○委員（加藤正恭君） それはわかるの。議会で決めることはわかるのだけれどもね、実際に施行

して見ていて、そして、実態はどうかと。ああだ、こうだという議論が出ないのかどうかというこ

とを知りたいなと、こういうことなのですよ。だから、事務局あたりでもその辺りね、これではち

ょっと長いか、ちょっと短すぎるよとか、そういう不満というものが出ていないのかどうかという

ことをね。そういうあれがないのかどうかということ。やっているから、これでいいのだ、ではな

くてね、実態として。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、たぶん思うのは、これは20 分だったら要するに一問一答でやれ

ると。時間が短いと思うのは一括質疑方式でやれば無制限ですから。質問は３回しかできないけど。



 - 5 - 

ですから、どちらかを選んでやった方がいいのではないかということにしか、我々としては考えら

れないと。ですから、それ以外の選択肢がないわけですから、時間を長くやりたい人は３問だけれ

ども、そっちを取ってやれば何ぼでもできるわけですよね。３回しか聞けないけど。そういう理解

にしか、きっと、ならないのではないかと、私も実は思いますけれども。議会事務局に聞いても、

たぶん、それは正式には言わない。この議員さんがこうやって言っていたということはちょっと言

えないと思いますので、ちょっと難しいかなというふうに思いますので、加藤委員、そこは一つ、

お知り合いの議員さんにでも聞いていただけるのが一番いいかなと思います。事務的なことについ

ては議会事務局で聞くことはできると思いますけれども、今の中身についてはちょっと難しいかな

と思いますので。 

吉田正利副委員長、どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） もう一点お願いします。下から３番目の大樹町の１項目30 分という注

釈がついておりますが、これは質問が１項目に限定されているという解釈なのでございましょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 失礼しました。これはですね、ちょっと私の方で確認していません。

手分けして聞いたものですからね。これはたまたま久末君が聞いたのですけど、ちょっと、その辺

まで確認取っていませんでした。失礼しました。たぶん、そういう意味だと思います。１項目に制

限して 30 分以内ということだろうと思いますけど。大空町の場合みたく、新年度予算に限り時間を

長くしたりというような、いろいろな方法をやっているみたいですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） ただね、人口１万から２万の中で、日高町、清水町、芽室町は90 分なので

すよね。我々と同じ方法を講じながら１時間半ですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） これは質問、答弁込みです。だから、半分ずつにすれば、だいたいその

ような格好になります。 

○委員（加藤正恭君） そうか、ちょっと勘違いした。 

○事務局長（上坊寺博之君） 要するに、完全に時間で区切ってしまうのでしょうかね。 

○委員長（大渕紀夫君） ちなみに視察に来られた長崎県松浦市では70 分、質問と答弁で。そして、

発言の意思があったら、その時間はもう確保してしまって、全部終わっても終わらなくても、20 分

で終わっても休憩、ずっと。だから、傍聴者は、熊谷雅史議員が何時からやると言ったら、その時

間に来れば絶対に聞けるの。わかりますか、意味。これはなかなか合理的な方法だなと私も思うの

ですよ。それで、70 分なのです。70 分だから、35 分ですか。だけど、自分の支持している人だけ

聞きたいという場合は、その時間に行ったら絶対に聞ける。だから、どんなことがあっても、その

時間になったらやるということ。ずっと聞いている人は議員と同じようにずっと休み時間になりま

すね。だから、そういう非合理的な部分もあるのだけど。そういうふうにやっているところもござ

いました。 

○事務局長（上坊寺博之君） 補足でいいでしょうか。松浦市の場合ですね、時間が余ったら、関

連質問を許しているのだそうですよ。余った分で一人５分。関連質問ということで、たぶん会派で
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すから。会派の違う人の関連質問を許すということなのですよ、５分単位で。要するに時間を余し

たら関連質問を許すと。ですから、時間がそんな極端に余るということはないような話をちらっと

していましたよね。 

○委員長（大渕紀夫君） そういういろいろな考え方があってやっていますから、そういう考え方

があるのだよということは知っていた方がいいと思います。そういうことでございますので、一つ、

時間の問題については各会派で議論を再度していただいきましてね、これも同じように17 日の次回

の議会運営委員会に持ち上げていただきたいと思います。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、次、行きます。傍聴規則の改正です。案が出ておりますので、

見ていただきたいと思います。前回見たものと同じものです。これについては、各会派で一定の議

論がされていると思いますけれども、町議会傍聴規則というのがあって、あと、委員会の傍聴規則

もございます。これは議長の方で定めるものだと思いますけれども。局長、説明ありましたら、ど

うぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には同じでいいと思うのですよ。ただ、申し上げましたのは、

委員会の場合、委員長に法律で定めた議事整理権がないということで、やってはならない行為とい

うのはある程度明確にしなければならないものですから、第５条のところで４項目、項目列挙をし

てございます。それと、傍聴規則、委員会傍聴規則も含めましてですね、議長の権限ですので議決

を得ないということになります。委員会の傍聴規則につきましては、委員会条例で議長に権限を委

ねておりますので、いずれも本会議の議決は通りませんので、できれば会派の意思として議運の中

で議決されるのが一番いいのかなと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに、本会議での議決事項ではないですから、これを決める場合に

議会運営委員会できちんと議決をしましたよというものを残したいと、こういうことでございます。

それで、③、④両方いっぺんにやりますけど、委員会の傍聴規則の場合は議事整理権が委員長にご

ざいませんので、それで、駄目な行為についてはそこに書いているということでございます。第５

条を見ていただければ、町議会の傍聴規則と委員会の傍聴規則が違っていると思いますけれども、

そこの違いでございます。よろしゅうございますか。これは各会派に持ち帰る必要ございますか。

いいですよね。前回、ちゃんと議論していただきましたからね。 

○事務局長（上坊寺博之君） いいですか、一点。傍聴規則はですね、地方自治法の規定で議長が

別に定めるとなっているのです。ですから、議決事項ではございません。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、持ち帰る必要がないというご意見でございますので、「白老町

議会傍聴規則」については、議長の許可で定めるということになっておりますので、議決事項では

ございませんので、この「白老町議会傍聴規則」で今後の傍聴については取り扱うということにご

異議ありませんか。 

ご異議のない方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（大渕紀夫君） 全員で確認をされました。 
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 続きまして、同じように「白老町議会委員会傍聴規則」について、同趣旨で議決を行ないたいと

思います。このことについて、意見ございますか。そうしたら、「白老町議会の委員会傍聴規則」に

ついては、このとおり定めるということでご異議ありませんか。 

ご異議のない方は挙手を願います。 

［挙手全員］ 

○委員長（大渕紀夫君） 全員賛成。 

 それでは、９月１日からこの形で傍聴が許可されますので、今後は一切記載する必要もございま

せんし、一切必要なくなるということでございますので、各会派にその旨お伝えいただきたいと思

います。 

 続きまして、５番目。通年議会の試行に伴う課題の抽出について。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今回、６月 20 日から８月 31 日まで一応会期取りまして、通年議会

試行という形でやってございます。その中で、まだ、総務課と最終が終わっていませんので詰めて

はいませんが、課題になるだろうと思われるものを事務局レベルで作成してございます。 

 それで、１点目の専決処分につきましては、先の議会運営委員会の中で頭出しをさせていただき

たいという形で既に総務課と議論してございまして、総務課では７月末までに各課の要望をくみ取

っております。議会の中で、おおむね９月定例会までにある程度煮詰めていただいた方がいいのか

なと思っていました。それで、裏のページを見ていただきたいと思います。裏ページで地方自治法

第 180 条による専決処分。180 条というのは、議会が町に専決処分を委任するということで、もう

議会の手から離れるという部分です。その中で６点ほど出てきております。まだ、総務課長からで

すね、後で追加になるかもしれないという部分がございます。それと、実際に動いてみないとどう

いう部分が、はたして出てくるかわかりませんので、その中で追加事項があれば協議したいという

ことでした。 

 まず、１点目はですね、「会計年度末における町債の借入額の増減、新たな借り入れ、（一般公共

財源対策債及び国の補正予算に伴う増発債分に限る）及びそれに伴う歳入歳出予算の財源振替、事

業費の整理に関し補正をすること」ということに、まず、１点目はなっております。１点目はです

ね、現実に３月31 日付で通知が来るのですけど、現実には４月、５月に入るのですよね。ですから、

専決処分としては、やろうとしてもできないものです。 

 ２番目の、「会計年度末における地方交付税等の一般財源、寄付金及び基金繰入金、基金積立金、

歳出金の増減に関し、歳入歳出予算の補正をすること」ということになってございまして、一部、

繰入金の関係につきましては、年度後処理するのかな。３月31 日以降に整理をしなければならない

という部分がございます。他の部分は町側が来ていただいて聞かなければならないと思いますけど。 

 ３点目の「各会計の繰上充用に関すること」。これは５月末で赤字額が確定するわけですが、出納

閉鎖、締めるぎりぎりまで赤字額は確定しないと。現金送達されてきますので、たぶん３時、４時

とかという部分ですから、現実には難しいのかなと思っております。 

 それと４番目、「災害などの応急工事等の予算補正、突発的な事故等により、維持管理費・運営に

重大な支障をきたす施設修繕費等の予算補正に関すること」。ちょっと後段はわかりませんが、前段
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につきましては、現実に災害が起きますと重機借り上げ、原材料の調達をその場でしなければなら

ないということで、予算補正しているいとまがないというものでございます。 

 ５番目、「年度末における法令の改廃に伴う条例の改廃を行うこと」。たぶん、これは税条例、国

保税条例、従来ある、そういう部分を示唆しているのかなと思います。 

 それと６番目、「解散・欠員等の事由に基づく選挙費の補正に伴う歳入歳出予算の補正に関するこ

と」。欠員はわかりませんけど、解散はたぶん議会通らないと思いますので、通れないと思いますの

で、たぶん、これは専決処分でなかったらまずいかなと思います。いずれにしても、これは専決処

分というより 179 条でもできないことではないことではないという・・・。議会成立していません

ので。一応、６点示されていましてですね、まだ整理しているものがあるので一応頭出しというこ

とで追加提案があるかもしれません。以上であります。 

 それと、元に戻ります。２番目、本会議における説明員の出席ということで、これは前回の議運

の中でも揉ませていただいていまして、ある程度理解を得られたかなと思っております。というの

は、地方自治法 121 条の規定で出席義務、昨年度、自治法が改正になりまして、ここがくっ付いた

のですね。「議会の審議に必要な説明のため」と、これがくっ付いたのです。ですから、説明のため

必要がなければ、逆を取ると出なくてもいいという解釈だと思います。前回の議運の中でも確認い

ただいたのは、本会議の出席は説明のための必要最小限。議会のみの審議事項（意見書案・委員会

報告等）に入る場合は、暫時休憩をとって説明員は退席してもかまわないと。暫時休憩をその前に

とるということでございます。それと、本会議及び委員会における説明員の出席は必要最小限とし、

議員同士の討論を重要とすると。この議員同士の討論の仕方については、今後、３次の改革の中で

議論されていくものと思います。 

 ３点目の追加議案等の議案配布でございますが、従来の臨時会に相当する追加議案につきまして

は、審議する３日前に説明を受け、配布するということになろうかと思います。それで、従来の専

決処分に相当する追加議案につきましては、いとまがないということでございますので、たぶん審

議日の配布になるのかなと思っております。 

 それと４点目としては、今後の課題となりますけど、議員への通知連絡の迅速化。通年議会にな

りますと、その前段でも言っていますとおり、専決処分がなくなりますので、今、180 条の町側に

委任した以外のものは追加議案として提案されます。そうすると、連絡方法とある程度迅速化して

おかなければならないかなと思っております。携帯電話、これについて全員が所持することも検討

材料なのかなと。それと併せて、資料の送達を考えた時に、各議員におかれてインターネットの環

境整備を図ることも必要なのかなということで課題出しをさせていただいております。 

 一応、これ以外につきましては、通年議会が終わりましてから総務課ともう一度、再度詰めたい

と思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そのインターネットの環境整備とありますけれども、今はファックスを利

用していますよね。おそらく事務局長がおっしゃっているのは、メールの配信の中にエクセルなり

ワード等を、要するに添付ということだと思うのだけれども、操作できますか、みんな。周知でき
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ますか。ファックスの方がいいのではないですか。ファックスを常備してもらうということを、ま

ず、きちんとやってからの方がいいのではないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ファックスについては、今、19 議員、既に設置されておりますので、

ほぼ完成だと思います。これからについては、これは事務局ですからね、たぶん通年議会になって

きて、事前に資料が届かないということに当然なってくると思うのですよ。そうなった時にインタ

ーネットの環境がとれれば、資料は送り込みすることは可能です。当日、議場に議案を配布しても、

送り込んで見てもらうことは可能ですのでね。そういう環境も必要ではないかと。それで、従来か

らお話しているのはね、郵便物をファックスに切り替えたわけですよね、過去には。その時の議論

として、３種類も併用することは難しいのですよ。郵便を送って、ファックスを送って、何かをす

るということはなかなか難しいから、ファックスがもうある程度完備した時にはインターネットと

いう、その時の視点がありましたので。ですから、全員ができなくても、半数ができれば、その半

分はインターネットでも構わないのではないか、半数はファックスでも構わないだろうということ

で、今、事務局としてはちょっとイメージはしていますけどね。ただ、前にもしたとおり、そうい

う環境が整うのであればですね、町側の持っている資源を利用して、またＯＡの研修会をしてもら

って、できるようなことを積み上げて行く。過去に２、３回やっているのですよね、確かね。私が

前にいた時にも１回やっていますし、中村主幹に代わった時にもやっているはずなのですよ、全員

対象に。ＯＡの研修会。インターネットの配信の仕方とか、受理の仕方だとか、そういうものを。

実際にここに機械を持ち込んでやっているはずです。だから、そういうのも議員研修の中でしてい

かなければならないかなと思っています。一番後段はそういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、ご質問ある方いますか。私も非常にそう思います。使いこなせるか

どうかは別ですよ。メールだけ来るのだったら、何ぼでもプリントアウトもできるし、読むことも

できるわけだから、それを事前に読めるというのは極めて合理的ですよ。ここまで来る必要もない

わけですからね。ですから、同じものがプリントアウトすれば出てくるわけだから、そういうこと

で言えばですね、100％それオンリーにするかどうかは別にして、事前にそういうものが読めるとい

うのはやっぱり、これからの議会にとっては絶対必要だろうなというふうには思います。 

委員外議員、西田祐子議員。 

○委員外議員（西田祐子君） ここのところは議員への通知連絡の迅速化ということなのですけど

も、インターネット環境の整備を図るということであれば、例えば、代表質問とか一般質問とかあ

りますよね、そういう原稿を今まではここに持って来るか、ファックスですけども、反対にインタ

ーネットということも考えて、これの中に入っているというふうに理解してもよろしいでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは当然、逆方向もありうると思います。ただ、今、議会運営上

ではファックスしか許可していないのですよ。議会運営基準でね。ですから、今はインターネット

で持って来るのはルール外なのですよね。だから、そうなってくれば、そういう環境が、発信して

いるということは受信も当然可能になってくると。従来はファックスも駄目だったのですから。フ
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ァックスでいいことになって、ファックスを許可したのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） そこはもちろんね、一人、二人の方というわけにはいかないだろうけれ

ども、全体的な状況になっていくと思いますけどね、そうなればそうなっていくと思います。 

 １番から４番目までの通年議会試行に伴う課題の抽出についてということで、他のところでも結

構ですけれども、ございませんか。 

議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志男君） この３番、４番に入るのかな。議会のある日の追加議案はこうだけれど

も、その前の連絡というのは、今、決めている何日という・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まだ正式には決めておりませんけど、通年議会が終わって、正式な

通年議会に入るとすれば、議会はどういう形かはわかりません。決め事をつくらなければ駄目だと

思うのです。それは、今、事務局で考えているのは通年議会の要綱をつくろうかなと思っています。

それは、規定に入れてきちんとしたものですね。それの中では今の議会と同じような、変えないよ

うな形をしたいという考え方をしていまして、おおむね２週間前に通知を差し上げたいなと思って

います。ただし、３番目の下の段ですね、従来、専決処分でやっていたものもしなくなったと仮定

した場合、急に出てくるわけですね、追加議案が。そうなってきた時に、２日前、３日前というの

もあり得るのだろうと思うのです。そうなった時にですね、逆に言えば、４番の上の段、携帯電話

の所持ということが事務局としては求められるかなと思うのですよ。というのは、電話設置者の方

が居ていただければいいのですけど、いない場合は連絡つかないのですよね。そして、丸一日連絡

がつかなかったというのもありますしね。携帯であれば、切っていなかれば繋がるので、なるべく

そういうふうにしていただきたいなと。そして、今、職員で事務改善の提案をしようということで

やっているのですよね。その中で今、携帯電話にメール配信をしようかということを考えているの

ですよ。メールアドレスを持っていなければ別ですけど。メールアドレスに今日の議会は、例えば、

総務文教常任委員会開かれますとか、例えば、今日、どこどこの議会が視察に来ていますとか、そ

ういう議会情報を流して差し上げようかなというのは、今、提案としてあるのですけど。そうなっ

たら、やっぱり全員、携帯を持っていただかなかったら・・・。そうしたら、たぶん欠席される人

も少なくなるのではないかなという気はします。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志男君） その件について、そこの連絡系統はいいのだけれども、やはり現実の問

題としてね、議会最優先という形で 100％待機しているような形の人ばかりならいいのだけど、そ

うでないとやっぱり、今、臨時議会をやるのでも、１週間、２週間前でしょう。それを今度、通年

議会になって、補正やるのに３日前に３日後にやりますという形とかね、そういう具合になるので

はないかと。だから、そういうことは要綱できちんと決めて、やはり最低でも１週間、10 日前には

わかるようにしておかないと、今度、皆さん、自分らで自分の首絞めてしまうような形になるから

ね、その辺はそうしていかないとまずいと言うかね・・・。現実問題、先ほどもちょっと話あった

けどね、やはり、どんな用事でも議会が入ったら全部切ってしまうというような、そういう形の考
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えの人ばかりならいいけど、そうでない場合には非常に難しいなというふうに思いますのでね。そ

の辺は今後の問題ですけどね。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、メール書簡をすると言ったのはですね、通知しないということ

ではないですから。通知は極力２週間前に当然今までどおりさせていただく。そして、当日の朝に

もう一回メール配信するということですのでね。２重のチェックというか。それは一斉に 10 円でい

くので、20 人にファックス、電話かけるより効果がある。メール操作できなくても、見るのはそん

なに難しくないですから。１回でバーっと流れますので、10 円ぐらいでね。一斉配信ですから、パ

ッといくのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志男君） それで、専決処分に相当する、３の下段の方の場合、この上の方だった

らいいのだけど、これがいとまがないので今まで専決処分したと。今度は、通年議会はそれできな

いよと言えば、どうしてもパッと来るというのは覚悟していなければ駄目だということにも繋がら

ないですか。これを長く、２週間も前から、いつ専決するよなんていうことにはならないから、こ

れはやっぱり物理的に無理なところがあるのか。それにはやっぱり対応していかなければ駄目だと、

議員として。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、これの併用。なるべく、これでやるようにしたいと。 

○議長（堀部登志男君） 非常にこれは、こういう面からいくと、今でも、それが嫌だからやって

いないのだから、専決させているのだから。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、これを増やせばカバーできるのですよね。ただ、これを増や

すということは議決権の放棄になりますからね。それだけはちょっと注意しなかったら駄目だとい

うことなのです。どっちを比重にかけるかという部分。 

○委員長（大渕紀夫君） 全部を専決処分するなんていうことにはなりませんからね、それはもう

当然。そんなことをやったら議会いらなくなるわけですから。今までより悪くなるということだか

らね。いや、悪くなると言ったらおかしいけれども。悪くなるという表現ではないけどね。だから、

追加議案が出た時に、今、議長が言われたように、これはもう２週間前にきちんと連絡していただ

くと、どういう手段かは別にしてね。これはもう絶対必要ですよね。それが10 日になるのか、２週

間がいいのかということはまた別の話として。少なくても10 日以上の期間を持って連絡するという

ことですよ。ただ、専決処分に相当する追加議案の場合については、やっぱりこれは５日なら５日

でも、１年に２回や３回は受けなかったら通年議会にした意味がないのですよ、逆に言うと。だか

ら、そのカバーのためにこれをやるわけですから。これはうんと議論して、最小限か、最大限かは

わからないけど、ここはうんと議論して、やっぱり決めるべきだと思います。そうすることによっ

て逆に言うと効果も出るというふうに言えると思うのですよね。ですから、４番目と非常に繋がっ

ているのだけれども、ここのところが全部うまく機能すれば、今日のような状況にはならないし、

極めて合理的な、今までよりも合理的な議員活動になるのではないかと。そういうふうにしないと

ね、通年議会だけでやると、議長がいつもおっしゃっているように負担がすごく多くなるけれども、
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携帯電話とインターネットを最大限に利用すれば、それはかなり解決できる部分が出てくるのかな

というふうにも思えるのでね。事前に議案を見られるだとかということを含めて考えた時にね。 

○議長（堀部登志男君） 事前に議案を含める感じのものはわかるのだけど、今の時代、携帯電話

でも絶対連絡とれないということはちょっと考えられないのだけど。ただ、これはやっぱり心して

かからなければ駄目なのは、急に来たから出られないとか何とかって、やっぱり欠席者が多くなる

ということになると非常に逆効果になる部分もあるものでね。その辺をやっぱり皆さんで十分意識

して、年に２、３回しかないことだから、この招集がかかった時は絶対来るという形の認識を持て

ば十分対応できるのかなという感じがするのだよね。それをやらなかったら、通年議会をやったけ

ど、２、３日前に言ったもので、私、都合悪いから出られないからと言ったのでは、これはやっぱ

り意味ないのですね。そういうことですね。今後、その辺も十分申し合わせした中でやっぱり進め

るということでね。 

○委員長（大渕紀夫君） 法律的にはそうなっているとは言っても、国会だって欠席している人は

たくさんいますからね、はっきり言えば。ですから、原則論はそうですけれどもね、やっぱり、そ

うなると、例えば、どうしても万難を排してどこかへ出かけなければいけないという時は、必ず事

前に議会事務局になるべく早く連絡するとか、そういう処置をきちんととるということも一つの対

応策になりますのでね、そこら辺を含めて一つ考えていただきたいと思います。このこともちょっ

と各会派で議論をしていただければというふうに思いますので。うちの会派にも実際に携帯電話を

持っていらっしゃらない方がいらっしゃいますので検討したいというふうに思います。 

加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 今、ファックスがあるのでね、携帯電話を持つのはいいのですよ、持った

方がいいのだけれども、今朝、電話して、今日やるよということにはならないわけですからね。で

すから、ファックス入っていれば、今日入れておけば、明日は見ているわけですよ。物理的にそれ

はあまり極端だから。これからの決め方なのだろうけど、３日か、５日かがあれば、たいてい間に

合うのですよ、携帯でなくたって。ファックスさえ入れておけば、１日や２日吹っ飛ばすというこ

とは・・・。どこか海外でも入っていれば、本州方面でも親戚の不幸で留守ということになれば、

これは別ですけれども。そうでない限りは、必ず夜は家に帰ってくるわけだから、必ず見ると思う

のでね。３日、４日、５日にするかは今後の決め方だと思うのだけども。ファックスがあれば、ま

ず、携帯電話は。あった方がいいです、確かに。だけども・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 携帯の場合はね、そういう議会情報をメールで安く流せると。例えば会

派で考えた時に、今日、何か議会あったかな、私のところはないけどという時に見たら、今日は総

務文教常任委員会あるのだということがわかるとかね。 どこかの議会が来ているとか、そういうこ

とを常時、毎日入るかどうかわからないけど見られるというのは、やっぱりある意味ではすごくい

いことですから。それで何かがあるかということではないですけどね。見てみてね、今日 10 時から、

そういえば民生だったのだけど忘れていたよと、そういうこともあり得るのですよね。 

吉田和子委員、どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 通年議会になったら長期に自宅に居ないとか、そういった場合はやっぱり
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ある程度届けておかないと駄目なのですね、反対に今度。何日から何日まで居ませんとか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の体系上では７日離れる場合と書いてあるのですけど、今は１日

でも離れた場合いただいているのですよ。というのは、委員会が入ってきますのでね。離れている

時に委員会が入ってもやむを得ないのですけど、１日でも今は出してもらっているのです。今、出

してもらえるように少しずつなっていまして、２日、３日でも出していかれる方は実際にいらっし

ゃいます。 

○委員長（大渕紀夫君） ２日、３日なら出していますから、私はちゃんと言っていますよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、居なくてもね、委員会を組まざるを得ない時もあるのです

けど、知っていると、知らないとではやっぱり違うのですよね。いや、居ませんよとこう言える。 

○議長（堀部登志男君） その辺はやっぱりね、あまり居ない時に言ってきても、いやいや、この

日できないから、この日に延ばしてくれということぐらいは事務局にも頼めますからね。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、逆に言ったら、電話でも、ファックスでも流してもらった

ら私の方で届け出つくって出しているのです、議長の方に。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことでよろしくお願いします。 

 では、次にですね、この前、これを示しました。ごめんなさい。その他の協議をちょっと見てい

ませんでした。定数削減に伴う議席の撤去について。よろしくお願いします、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前に、２つ撤去して質問台をずらすということを案として挙げても

らいまして、正式にはまだ・・・。前に示させてもらって、まだ 100％ＯＫになっていないのです

けど、いくらぐらいかかるかということがございましてですね、それを出していますのでご連絡い

たしたいと思います。まず、２つの椅子を撤去して、質問席をずらした場合。これは約１万３千円

くらいかかります。あと、マイクの設置があるのです。あれは全部１本で繋がっているものですか

ら、２つ撤去することになれば切断して、コネクタを使って接続しなければならない。これが約５

万弱かかるのです。ですから、６万３千円ぐらい。厳密に言いますと６万２千円ぐらいですかね、

かかります。それを元に、そのままという案もございましたし、撤去しないという考え方もござい

ましたし、撤去した方がいいのではないかという考え方もありましたので議論いただきたいと思い

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 各会派のご意見はだいたい伺ったのですよね、前回ね。寒暖の差の対応

策ができれば撤去すべしというような意見だったように記憶しておるのですけれども、ご意見ござ

いましたら、どうぞ。 

吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） この件については前回も協議いたしましたが、６万３千円程度の費用

であれば、やはり正規に撤去して正立させた方が妥当かと思いますので、私の方はそのように考え

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところも全く同じでございまして、やるべし。新政クラブ、熊谷委

員、合意は得られますでしょうか。どうぞ。 
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○委員（熊谷雅史君） 合議体ですから賛成多数でいいと思いますけども。ただ、これは会派の意

見ではなく、私の私見ですけれども、今、財政の特別委員会まで設置してですね、議会はいったい

何ができるのだということを念頭において議論しているはずなのですよ。たかが６万と言いますけ

れども、やはり、これは皆さんからいただいた、いろいろな部分の浄財も入っているわけです。は

たして、格好の部分だとか、形の部分だけでそういうことをやっていいのかということは申し上げ

たい。だけど、皆さんがそうすべきだというのだったら反対はいたしません。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他。よろしゅうございますか。 

それでは、削減に伴う削除座席につきましては、３、４、15、16 を削除いたしまして、演壇を移

動いたします。そして、バランス良い配置をとって議場を改変するということでいきたいというふ

うに思います。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、そのようにいたしたいと思います。 

 次、平成 19 年度行政視察の実施についての協議。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 行政視察の件なのですが、毎年10 月の上旬にさせていただいている

ということで、ちょっと内々の協議なのですが、企画の方から来ましてですね、今回、10 月 28 日

に議員の選挙が行われると。当然、その前に後援会活動、告示が始まったら活動始まるわけですけ

ど。時期はいつ頃がよろしいですかという協議なのですよ。ただ、定例会が終わったら、皆さん本

格的に活動されるのではないですかというお話をしていまして、今、第一候補であがっているのは

９月下旬でもやらせてもらったらどうでしょうかと出ているのですね。第二候補は10 月上旬。初議

会後であれば、11 月中なのですけど、11 月中ともなれば、相当寒いということになって・・・。こ

れはまだ理事者の方には副町長の段階までしか行っていませんけど、場合によっては中止というこ

ともあるのでしょうけど。 

○委員（加藤正恭君） どこか、そういう場所ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今年はいっぱいあるのですよ。寿幸園の指定管理に始まっているし、

防災センター、ただ、登別でも見ますよとは言いましたけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 見るものはいくらでもあるのですよ、もちろん。だから、町で行政視察

でやろうということですから。 

○委員（加藤正恭君） １日だからね。２日も３日もかかるわけではないのだから。 

○委員長（大渕紀夫君） どうしたしますか。９月下旬要望でやっていただきますか。できれば、

早めにやってほしいと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会が終わりしだいということですね。 

○委員長（大渕紀夫君） そうしたら、平成19 年度の行政視察の実施については、定例会終了後に

なるべく早くやっていただくということで、実施は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。 

 では、その他について入ります。局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から情報提供なのですが、８月３日の毎日新聞・三重版に三

重県議会の通年議会の検討が出ております。もしかすると、白老町より早く本格実施に入るかもし

れません。７月 21 日に三重県の議会事務局の議事課長、副課長２人が私の方に来まして、白老の取

り組みを聞いて行ったばかりですね。ですから、10 日後ぐらいにプロジェクト会議を開かれて、12

月に条例案を出すということに一定の方向が決まったようです。 

○委員長（大渕紀夫君） 北海道白老町が６月からと書いていますよ。熊谷委員、どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 今、局長はこっちの方が早いのではないかという言い方をしていましたけ

ど、改選終わってすぐ、うちの方は通年議会についての取り組みにすぐ入るわけでしょう。そうい

うことをするために、今、試行だとかいろいろなことでやっているわけなのですよね。だから、そ

うはならないのではないですか。どうなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、まだ試行の段階で、新たな議会で採択するという話は一切決

まっていませんのでね、うちは。ただ、こっちはもうプロジェクト会議で12 月定例会で条例提案す

ると。 

○委員（熊谷雅史君） あっちが早くなるか、こっちが早くなるかはわからないという意味ですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。 

○委員長（大渕紀夫君） ですから、うちの改選が終わって、12 月の議会で条例案を出して、決め

て１月からやるということになれば・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） ほぼ同じぐらい。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことでございます。よろしゅうございますか。これ、情報とし

てね。ただ、三重版に白老町議会が６月から試行していると載ったというのだけど、たいしたもの

です。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、これはもう、うちでしゃべったこと、そのままですからね、

この下の方は。本当にここは、私が来た時にしゃべったことそのままなはずです。 

○委員（加藤正恭君） 三重版なら、全国版ではないのだ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全国版ではないです。ただ、三重は進んでいるのですよ。伊賀にし

ても、四日市にしても、自治条例も。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、その他、次。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次は、別に辞職勧告出たというのが提案ではないのですけど、厚真

町議会で・・・。意味だけちょっとお伝えしたいと思います。そこに二重線引いていますよね。「臨

時会の招集に対して、前副議長が欠席したと。それを受けて川村議長が本人に確認して、出席でき

る状況が明らかであるから、書状を議長名で作成して届けた。」ということ。これは法律の137 条の

規定を確保したものだということなのですね。というのは、欠席議員の懲罰ということで、本来、

懲罰につきましては、議員発議で特別委員会を設置して審議しなければならないのですよ。ただ、

この欠席議員の懲罰の場合は、議長権限で招集に応じないため、正当な理由がなく欠席したために、

なお、特に議長が書状を発しても来ない場合には、議長の発議で懲罰を提案できるのですね。これ
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を確保したという。たぶん、厚真はその部分を担保したのではないかなということで、ちょっと情

報としてお伝えしておきます。これをしなければ、簡単に懲罰できないのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） わかっていて、こういうふうにしたのですかね。 

○事務局長（上坊寺博之君） わかっていたのだと思います。たぶん、これは古川局長がご存知だ

から、あえて、やったのだと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、ちょっと聞きたいのだけど。懲罰を科することができるとい

う、このペナルティの記述はあるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 記事はないですよ。ただ、それはペナルティを科すか、科さないか

は議会の関係・・・。 

○委員（加藤正恭君） だからと言って、辞めさせるということにはならないわけでしょう。あと

は道義的な問題が残るだけのことであって同じなわけですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、懲罰を重ねていけば、除名というのも当然あり得ますからね。 

○委員（吉田和子君） 除名というのも権限あるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 除名という権限ありますよ。 

○委員（吉田和子君） 辞めさせることはできるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、それはその事由によるのではないでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） いや、これでもか、これでもかとやれば、やっぱりだんだん苦しくなると

辞めるかもしれないし、必ずしも辞めるとは限らないですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 除名の場合は救済処置があるのかな。そうなったら、行政訴訟にな

るでしょう、たぶん。懲罰を受けた者が司法救済の対象になるかについては最高裁、審議会の結論、

除名は特にそれに基づく・・・。一種の行政処分と介すべき、この場合は訴訟法に該当する。 

○委員長（大渕紀夫君） 欠席の場合はそういうこともございますので、十分、考慮をしてお願い

したいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 情報提供ということです。ただし、書状を発する前の、前の正当が

なくしても好ましくないということでご理解いただきたいです。 

○委員長（大渕紀夫君） それとですね、一応、議会運営委員会で、胆振管内の議長会の話をちょ

っと、勉強会、研修会。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと議長会の絡みになるのですけど、議長会の研修会が９日で

すね。10 月９日になると。その辺で研修参加できるか、できないかをね。 

○委員（加藤正恭君） どこでですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） むかわ町、四季の館です。議長がこの間、議長の会議で資料を持っ

て来まして、10 月９日なのです。もう３週間切ってしまうのですよね、投票日まで。だから、告示

は５日前ですよね。23 日ですから、告示の２週間前なのですよね。参加するということになったら、

バラバラ欠席あっても困りますので。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに、胆振の議員研修会ですから。毎年、泊まりでやっていた、あ
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れですからね。去年、壮瞥でやったやつですから。ですから、勝手に行けというわけにもちょっと

いかないでしょうし、だからと言ってね、白老から出たけど20 人中３人ですよと、これもちょっと

調子悪いかなと。 

○委員（加藤正恭君） 講師は。 

○事務局長（上坊寺博之君） 講師は日本銀行の支店長さん。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩します。 

休  憩   午後 ２時４３分 

                                           

再  開   午後 ２時４３分 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開します。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 10 月９日、13 時半から 15 時。往復かけたら、やっぱり午前からで

なければならないと思います。それで、日本銀行札幌支店長、上野正彦さんということで、演題は

まだ決まっていません。議長、何かお聞きになっていますか。略歴がですね、北海道大学経済部卒

業、すぐ日本銀行に入っておりますね。新潟支店長、考査局参事役、検査室検査役、静岡支店長を

経て札幌支店長ということだそうです。 

○委員長（大渕紀夫君） いかがいたしましょうか。 

［「欠席」と呼ぶ者あり］ 

○事務局長（上坊寺博之君） 事前に言っておかないと、やっぱり向こうも対応がありますし。１

回流してもらって17 日に確定しますか。まだ、早いですけど。10 月の話ですから。 

○委員（吉田和子君） それは町議会が欠席するとなったら、議長も行かなくていいのですか。議

長だけ行かなければ駄目でしょう。 

○議長（堀部登志男君） いや、そんなこともない。事情を話しすれば、それはわかる話ですから。

選挙で、ということは言ってきています。出る、出ないは言ってきていないけどね。それはそれで

よろしいのではないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） まだ時間ありますから、17 日まででも構わないのですけれども。会派で

ちょっと話してもらってね。雰囲気も含めて話してもらって、17 日に決定いたしましょうか。ちょ

っとだけど、なかなか９日というのは厳しいですね。それでは、胆振の議員研修会につきましては、

各会派でもう一度ちょっと検討してみてください。 

 皆さん方から何かございますか。議長。 

○議長（堀部登志男君） 最後なのですけど。先ほど、委員長の方からも言われましたけども、今、

通年議会試行ということで開議中なので非常に忙しくて皆さん大変でしょうけど、各小委員会とか、

委員会、かなり目白押しになって、選挙も控えてということで、非常に気持ち的にも皆さんかなり

穏やかでないなという具合に思いますけども、やっぱり決めたことですから、ぜひ、委員会等、大

変でしょうけどもね、必ず出るように一つ、各会派に戻って徹底していただきたいと思います。こ

れをきちんとできないとですね、通年議会に入ったって、僕は逆にそれだったら入るべきではない

と。まだまだ今より議会活動する日数が、まだまだと言うか、若干、必ず増えてきますからね。そ
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ういう面でやっぱり、その辺をきちんと考えてもらうように一つ、その辺は話題にするなり何なり

して、それぞれ話し合っていただきたいなと。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） これは重要な問題です。それでね、会派云々ではなくて、議長名で厳重に

そういうことのないように文書で全員に出してください。会派でどうのこうのという問題ではない

と思うのですよ。この間もちらっと雑談では言ったけれどもね。もちろん、会派でも徹底しますよ。

しますけれども、議長名でですね、懲罰の対象にもなるわけですからね、その辺りをきちんとした

ものを出してください。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今の意見についてはわかりました。出すか、出さないかということ

は、これからちょっと正副議長で協議してもらいます。もちろん、今の段階で必要かどうかという

こと含めてありますから。議長に考慮していただきます。今ここで出す、出さないということを決

めるというのではなくて、そういう意見があったということは十分承知していますから、議事録に

残りますので、議長はそこのところを含めて検討して、必要であれば、そういうものも考えてくだ

さい。ただ、やはりちょっと今日の会議については、そういうことで過半数をちょっと超えたとい

うことでございますので、もちろん、それぞれ都合はありますけれども、今、議長が言われました

ように、今後、十分注意して参加するということでいきたいと思います。各会派でも当然、話題に

もしていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。よろしゅうございますね。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ほとんど会派持ち帰りということでございましたので、資料の部数、

必要であれば、後でお渡ししたいと思います。それで、もし、議会の中を使うのであれば、その日

を教えていただければ、その日までに部数用意しておきますので。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、ありませんか。 

                                           

     ○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わります。 

次回は 17 日ですので、出席かた、よろしくお願いいたします。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午後２時４９分） 

 


