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平成２０年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２０年１１月７日（金曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ０時２１分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．第３次議会改革について 

２．議員報酬の独自削減について（削減期間Ｈ20.1.1～12.31） 

３．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．第３次議会改革について 

２．議員報酬の独自削減について（削減期間Ｈ20.1.1～12.31） 

３．その他について 

                                         

○出席委員（９名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

 委  員 及 川   保 君      委  員 近 藤   守 君 

 委  員 氏 家 裕 治 君      委員外議員 前 田 博 之 君 

 委員外議員 熊 谷 雅 史 君      委員外議員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

 委  員 西 田 祐 子 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

主   幹   森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） 定刻となりました。きょうの出欠の状況ですけども、西田委員から

は欠席の連絡がございました。土屋委員からは特に連絡はございません。オブザーバーの副議

長ですけども、バイオマス関係の視察でごあいさつに今、行っておりますので、途中から入る

ということでございます。 

 それと、鈴木宏征議員の奥様が 10 時５分ぐらいに来られて、皆様にごあいさつしたいという

ことでございますので、一度、中断になると思いますけども、よろしくお願いをいたします。 

ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の調査事項でございます。「第３次議会改革について」と、「議

員報酬の独自削減について」でございます。おおむね、きょうはですね、途中であっても午前

中で終了したいというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、局長からお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２番目の議員報酬からということでございますが、これについ

てはですね、今、別紙つけていますとおり、それぞれ 10％、12％、15％削減しております。こ

れについてはですね、一応、附則で１年ごとに設定してございまして、12 月 31 日で削減が一

応切れます。継続するのかどうかも含めてですね、再議論をお願いしたいと思っております。

一応、削減するということであれば、12 月議会で条例提案をいたしないと１月からは削減にな

りませんので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） どのように取り扱ったらよろしいでしょうか。一度、会派に持ち帰

って協議をしていただくということも一つでございますし、この場で意見を参考までに伺って

おきたいなとも思うのですけども、この点についてどうぞ。どなたでも結構でございます。氏

家委員。 

○委員（氏家裕治君） 削減したときの趣旨から考えても、今回だけで終わるというわけでは

ないでしょうから、私は、12 月からですから、この１年間もまた、同じく継続してやるべきだ

というふうにして考えていますけども。 

○委員長（山本浩平君） ほか。共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私も継続して削減すべきと。けれども、できれば、会

派で一度、協議をしたほうがいいのではないかと思いますので、そのように取り計らっていた

だきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブもですね、削減することには異議はないのですけど、やは

り一度、会派に持ち帰って、削減の内容をきちんと討議したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 
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○委員（及川 保君） 清風クラブです。私どもの会派も、今、現状行っているこの削減には

異論はないと思いますので、やはり皆さんがおっしゃったように、一度、会派できちんと議論

したほうがいいだろうというふうに考えております。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。私どもも協議をさせていただきたいなとい

う考えを持っております。 

 それでは無会派のお二方に伺ってみたいと思います。前田委員外議員、いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私も削減については賛成ですし、今、会派云々となっています

ので、それを踏まえて、その時点でまた、前回と同様、私の意見を述べさせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 削減については問題ないと思います。あとは率の問題、これが

会派でどういうふうに上がってくるか、それに対して組み立てていけばいいかなというふうに

思います。 

○委員長（山本浩平君） おおむね、会派に持ち帰ってですね、再度、協議をすると。基本的

には賛成だということで、会派に持ち帰りということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは１番目の「第３次議会改革について」でございます。条例

規則の体系化についての続きということになると思いますけども、局長から、もし、説明があ

ればどうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） ４本の改正案を示させてもらっていますが、会議条例、会議規

則については、一通り終わったのかなと思っています。きょうは、委員会条例から入っていた

だいたらよろしいかなと思います。私のほうで進めさせてもらっていいですか。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、私のほうで説明を兼ねまして、進めさせていただき

ます。まず、委員会条例のほうを見ていただきたいと思います。まずですね、委員会条例でご

ざいますが、旧条例の中には、章立てになってございましたが、余り長い条文ではないもので

すから、章立てをまず廃止したと。 

○委員長（山本浩平君） それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時０８分 

                                         

再開 午前１０時２１分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 局長、続きをお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず今回、委員会条例も会議条例、会議規則と同様にですね、

基本的事項を委員会条例に残して、運営上のものについては、規則に移行するということから、

今回、章立てになっているものを廃止したいという、まず一点でございます。 

 それと、第１条と第４条までについては、『委員会の設置規定』でございますので、これはそ
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のまま条例に残します。 

 それで、第５条ですが、新たに追加するという考えをしてございます。これはですね、「会議

規則により、資格審査の要求、懲罰動議が成立したときは、それぞれ特別委員会を設置しなけ

ればならない」と。これは設置規定なのですね。ですから、これについては、もう、この時点

で設置するということの規定をつけ加えたいという部分でございます。まず、ここまでで議論

をお願いしたいと。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの件で、皆様方いかがでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいですか。大きな異論がないということで、次にいきた

いと思います。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） 第５条を第６条に置きかえたいと思います。 

 それと、委員長、副委員長の規定を第７条に行います。 

 それと、第７条については、これは委員会規則のほうに移行したいという考え方でございま

す。 

 それと、『委員長の議事整理権』、『秩序保持権』。これについては、そのままですね。７条が

削除になりましたので、８条でそのまま残すという部分でございます。 

 それと、第９条、第 10 条については、委員会規則へ移行したいと。『委員長の職務代理』、『委

員長、委員の辞任』、これを規則に持っていくというものでございます。 

 それと、第２章の中で、２章は削除です、『招集』、『定足数』、『表決』、『委員長及び委員の除

斥』については、条例に残して、それぞれ条を変えるというものでございます。 

 それと、新たに 13 条を追加でございまして、これは、先に第３次議会改革の中でも決めてご

ざいますが、『自由討議の原則』をここにつけ加えたいと。「自由討議の原則 第 13 条 委員会

は、審査又は調査をするときは、委員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない」と。

これを新たに追加いたします。 

 それと、『会議の公開原則、秘密会』。これについては、条例をそのまま残します。 

 それと、『傍聴の取り扱い』。これについては、委員会規則へ移行をいたしたいと。 

 それと、17 条『出席説明の要求』。これについては、基本的事項ですので、15 条として残し

ます。 

『秩序保持に関する措置』。これについては、委員会規則のほうに移行したいと思っておりま

す。 

 それと、『第３章 公聴会』については、章を廃止いたします。それに伴いまして、会議規則

から移行してきた部分でございます。これは、従来、会議規則の委員会という規定に盛り込ま

れていたものでございまして、『連合審査会』、『分科会又は小委員会』の規定を、委員会運営で

ございますので、ここに移動するという部分でございます。 

 それと、『移動委員会』の規定を新たに設ける。これは、第３次の中でもルール化をするとい
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うことで、第３次議会改革の検討のときにご協議いただいたものでございます。第 18 条として、

「委員会は、次の各号に該当する審査又は調査を行おうとするときは、町内全域又は関係する

地域において委員会を開くことができる」という規定でございます。１番として、「国・北海道

又は町の新たな制度に関するもので、町民の多くの者に影響がある審査又は調査」。２号といた

しまして、『特定の地域課題を包括している審査又は調査』。３号として、『地域から要望された

請願・陳情に関する審査』。４号として、『委員会が必要と認める審査又は調査』。この内容につ

いては、先に一たん、ご協議いただいているものでございます。 

 それと、『公聴会の手続』を『公聴会』に直して、そのまま残します。 

 それと、20 条の『意見を述べようとする者の申出』、『公述人の決定』、それと、「公述人の発

言』、『委員と公述人の質疑』、『代理人又は文書による意見の陳述』。これは、運営上の問題です

ので、規則に移行したいという考えです。 

 『参考人』。章を廃止しまして、『参考人』を残します。24 条の２を 20 条に変えます。３号

につきましては、準用規定で運営上の問題ですので、これは、新しい委員会規則へゆだねたい

と思います。 

 第５章の『記録』でございます。『記録』、これについては、委員会規則の中で盛りたいとい

う考え方でございます。 

 それと、『補足』。章を廃止しまして、『委任項目』、これについては、規則にゆだねると。従

来は、「会議規則の定めるところによる」となっていましたけど、「委員会規則の定めるところ

による」ということにしたいと。 

 全体的には、以上です。基本的な事項だけ条例に残すという部分でございます。 

○委員長（山本浩平君） 特に問題はないと思うのですが、何かご質問なり、ご意見ございま

したらどうぞ。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。それでは、次に入りたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次は、規則。新たな制定でございます。これについては、前に

もご説明しましたとおり、横須賀市の体系を一応参考にさせていただいていますが、新たに入

ってくるものがたくさんありますので、これはご協議いただきたいと思います。というのはで

すね、委員会については、運営上のルールというのが、従来の会議規則の委員会の規定しかな

かったのですね。それで、採決の方法ですとか、発言の方法というのは、委員会には適用され

ていませんので、おおむね、ほとんどフリーなのですよね。ただ、今回は、規則を定めるとい

うことでありますから、これがルールになりますので、その辺も踏まえて、ご議論いただきた

いと思います。 

 まず、これについては、章立てでいきたいと思っております。第１章として、『総則』としま

してですね、まず一つは、『参集』です。これの規定は、従来は持っておりませんでした。委員
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長が招集するということにはなっていましたけど、こういう規定はございません。「常任委員、

議会運営委員及び特別委員会は、招集の当日会議定刻前に委員会室に参集し、その旨を委員長

に通知しなければならない」と。その旨を通知するということは、札を返すということなので

すね。札を返すことにかえていますので、議会運営基準で。本来であれば、文書通知しなけれ

ばならないのですよ。本会議についても、議長に通知しなければならないと。ただ、記名札を

返すことによって、それをかえるということになっているので、必ずこれをしなければならな

いと。これをしないで入ってくるということは欠席扱いなのですね。これを新たに設けると。

委員会の規定にも設けるということです。 

 第２条として、『欠席、遅刻又は早退の届出』。これは、本会議に準じて、同じような形で定

めるというものでございます。会議規則もこの規定はあったかなと思います。 

 それと、『議長への通知』。委員会を開く場合は、議長に通知しなければならないということ

が、従来の会議規則に載ってございまして、これを会議規則から第３条で移行してくると。左

のほう書いているのを見たらわかると思いますけど、丸印が会議規則に載っていたものです。

四角で表現しているものが委員会条例に従来載っていたものでございます。 

 第４条として、『会議中の委員会の禁止』。本会議中は開くことができないと。これが会議規

則から来たものです。 

 『委員長及び副委員長がともにいないときの互選』。これが委員会条例の第７条に規定されて

いるものでございます。 

 それと、『委員長の職務代理』。これは委員会条例の第９条に規定があったものでございます。 

 「委員長、副委員長及び委員の辞任」。これも委員会条例の第 10 条にあった部分でございま

す。 

 新たに追加したものとしては、『定足数に関する措置』というものを本会議と同様に載せてお

ります。「委員会は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、

散会を宣告することができる」と、「委員長は、委員会の会議中、定足数を欠くに至るおそれが

あると認めるときは、委員の退席を制止し又は委員会室外の委員に出席を求めることができる」

ということで、定足数の関係を委員会にも盛り込んだということでございます。 

 それと、『傍聴の取り扱い』については、委員会条例に規定していたものでございます。これ

を委員会規則のほうに移行するとしたものでございます。 

 まず、第１章まで。追加したものもございますので、ここでちょっと１回締めさせてもらっ

て、ご協議をいただきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 第１章が『総則』ですね。『総則』について、皆様方のご意見をたま

わりたいと存じます。質問、ご意見のございます方はどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員会の出席の確認なのですけどね。もう少し今後、これは私はいい

ことだというふうには思うのですが、全委員にやっぱり徹底するような措置が必要かなと。私

も含めてね、札を返さないとかということが実はままあるのですよ。それは、余り厳密に考え

ていなかった部分があったのではないかなと。私は、全議員の中で私含めてそういう思いがあ
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るものだから。こういうことになると、非常に重要な出席の確認の措置ということになるとね、

これは全議員がきちんと確認徹底させる必要があるというふうに思うのですが、いかがですか。 

○委員長（山本浩平君） この総則、規則については、これで構わないということですよね。

それで、各会派、あるいは無会派の方も含めて、そのことを徹底するということでの押さえで

よろしいでしょうか。そのために何かするとかということですか。いかがですか、皆さん。氏

家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、及川委員の言われるとおり、これは、やはり一回会派の中でしっ

かり徹底することで守られるべきことだと思いますので、しっかり会派の中で。きょう、私も

ちょっと返していませんけど。皆さんの会派の中でも周知徹底することでね、守られることで

はないかなと思いますので。 

○委員長（山本浩平君） 来たときに返して、帰るときには必ずまた返すということですよね。

両方やらなければ意味ないですよね。及川委員。 

○委員（及川 保君） そのとおりなのですよ。今までは、本人が来ている、どこにでもね、

ここに今、控え室も含めて来ているということが、俺は来ているのだという、そういう思いで

おられる方もたくさんおられると思うのです、私も含めて。だから、それはやっぱり違うよと。

この委員会に本人が来ているということは、札がきちんと出席の確認になるのだよということ

をね、今後やっぱり徹底させる必要があるなというふうに思ったものですからね。今、氏家委

員が言われたとおりだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） そんなことは当然のことでね、ここでごちゃごちゃ言うことではない

と思います。当たり前のことなのですよ。それができないというのは、失格だと、そういうこ

とだと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 各会派で徹底するという以外にないですよね。例えば、それをひっ

くり返さなかったから罰金だとか、倫理条例にどうだというところまではいかないですよね。

ですから、徹底すると。及川委員。 

○委員（及川 保君） 厳しく、今、やっていますよね。それで、やっぱり連絡がないとか、

そういうこともまた、携帯も含めてね、やっぱり起こるわけですよ。そこをやっぱりきちんと

しなければ、なかなか徹底、徹底と言ったってね、何らかの方法をやっぱりきちんと取って対

応すべきではないかなというふうに私は思うのですよね。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。人間だから、どうしてもうっかりしてしまってね、連

絡しなかったとか、あるいは、うっかり委員会が開かれていることも何かの都合で忘れていた

とかという場合もなきにしもあらずなのですけれども、本当にそういうことのないように努め

るという以外にないのかなというふうに思います。 

 それでは、この内容についてはよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 追加の８条について、いかがでしょうか。「定足数に関する措置」と
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いうところですね。よろしいですか。 

 それでは、次、第２章に入りたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第２章は、『審査及び調査』の項目です。新たに追加してござい

ます。まず、『議題の宣告』。こういうのは、委員会は従来なかったのですけど、「委員長は、会

議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する」。 

 それと、『一括議題』の規定です。「委員長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件

を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いな

いで会議に諮って決定する」。 

 12 条は『資料要求』です。「委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のための資料、記録

の提出を求めるときは、会議に諮って決定するものとし、議長を経てしなければならない」と。

これも従来やっていることだと思います。ただ、表現したということで理解していただきたい。 

 13 条は、会議規則から移行したものでございます。『委員の議案修正』。「委員は、修正案を

発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない」。これは既に

会議規則にある規定です。 

 『先決動議の表決順序』。「委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議

が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用

いないで会議に諮って決める」と。 

 『動議の撤回』です。これは、本会議もございます。「動議の提出者は、会議の議題となった

動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を得なければならない」委員会の承認がなけれ

ば、撤回できないという規定です。 

 あと、16 条から 22 条の規定については、会議規則に盛られている部分を移行したものでご

ざいます。これは、委員会の規定で、前は 73 条の２項がございましたが、これは、常任委員会、

議会運営委員会と区別をしないで、委員会という規定を設けたものでございますから、２項は

いらないということになります。まず一つは、『証人出頭又は記録提出の要求』、『所管事務等の

調査』、18 条『委員の派遣』、19 条『閉会中の継続審査』、21 条『少数意見の留保』、22 条『委

員会報告書』、これを移行したものでございます。 

 第２章までお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） 第２章の『審査及び調査』に関しましてでございますけれども、半

分ぐらいは会議規則から移行しているものでございますけども、特に線を引いているものにつ

いては、会議規則から移行しているものではございませんので、何か皆様方、質問、ご意見ご

ざいましたらどうぞ。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） この『閉会中の継続審査』というものね。これは、閉会中、今、通

年議会をやっている中で、閉会中というのはやっぱり、12 月から１月までの間のことを決めて

おくということですね。そうすると、その前に、終わるときに、閉会中に継続してやるという、

やる、やらないは別としてね、それはやっぱり決めておくというような、そういう形になるの

かな、現実には。 



 9 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 通年議会であっても、必ず１回分断するのですよね。ですから、

12 月以前の所管事務を取り入れたものが12 月までに終わらなくて、１月以降にずれるときは、

この規定がなかったら自然消滅してしまうのですね。調査終了してしまうので、これは必ず持

っておかなければならないのですよ。別に通年とかそういう部分ではなくて、こういう部分も

あり得るということなのです。 

○委員長（山本浩平君） ほかございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、第３章お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第３章は『発言』の規定でございます。まず 23 条、『発言の許

可』というものを本会議と同様に表現をいたしました。「委員及び説明員の発言は、すべて委員

長の許可を得た後にしなければならない」と。自由発言はできませんと。委員長が自由に許し

た場合は別だと思いますが。 

 それと、24 条、25 条の『委員の発言』、『委員外議員の発言』については、従来の会議規則を

そのままに移行してございます。 

 新たに 26 条、27 条、これについて追加をするものでございまして、これも本会議と同様な

趣旨でございまして、『発言内容の制限』です。「発言は、すべて簡明にするものとし、議題外

にわたり、又はその範囲を超えてはならない」、「委員長は発言が前項の規定に反すると認める

ときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる」と。 

 『説明員からの質問等』、27 条。「委員長は、説明のための出席者から、委員に対して質問及

び意見の申し出があったときは、これを許可することができる」、いわゆる反問でございます。 

 それと、28 条『質疑及び討論の終結』。「委員長は、質疑及び討論が終結したときは、その終

結を宣告する」、２項「前項の終結を宣告した後において、委員は、質疑及び討論の発言を求め

ることはできない」。 

 『表決時の発言制限』、29 条、「委員は、表決の宣言後は、発言を求めることができない。た

だし、表決の方法についての発言は、この限りではない」と。 

 『発言の取り消し又は訂正』、第 30 条、「発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消

し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に

限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない」。ほぼ、会議規則に本会議と同じような

規定を簡潔に表現したものです。 

 ここまでお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） それでは、第３章の『発言』に関しまして、皆さんのご質問、ご意

見を賜りたいと思います。どうぞ。委員外議員の発言等もこの中には規定がございます。そう

いったことも含めていかがですか。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今、委員長から話があって、前回、私もここの委員外議員の発

言についてはお話しまして、それは方向性決まっていますから、あえて、ここで議論しようと
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は思いませんけど。ただ、道南の福島町なんかは、あそこ、白老もならって議会改革やってい

ますけど、あそこはこの条項を廃止しているのですよね。そういうふうに進んでいる議会もあ

るということは認識してほしいと思います。私の立場からすれば、やっぱり今後の会派の運営

についても、政策集団ですから、政策等の審査によっては、変な言い方かもわからないけど、

会派はなくなる可能性があると思うのですよ。そうすると、委員外議員がふえてきた場合に、

そういう意見がここでですね、今、関連によっては、発言認められていますけどもね。だけど

も、自由に発言できるということが制約される可能性ありますので、そういう部分からいけば、

私は委員外議員として、この条項を、よその町村議会も削除している所ありますから、自由な

発言を求めるためには、できれば削除してほしいなと、こういうことを意見しておきます。 

○委員長（山本浩平君） ほか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私どもの会派も実は、委員外議員の意見というのは、やっぱり委員会

の中での発言という、委員外議員となれば、この議会運営委員会しか、今はないのですけども

ね。非常に大きいものもあるなということから、清風クラブとしては、この部分についても改

革すべきだよという話は、前のときもさせていただいているのですけども。今後もそういう形

の発言が私のほうから出ると思いますのでご理解をいただきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、前田委員外議員、清風クラブさんからそのようなご意見がござ

いましたけど、参考までにほかの会派の方々もこの辺について、確認の意味で意見をせっかく

ですから伺っておきたいなと思います。どうですか。公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 福島町というのは、会派は持っているのですか。ないのですよね。で

すから、今ね、前田委員外議員の言われるとおり、今後、白老町の例えば議会がどういった方

向性になっていくかということはわからないですけどもね、ただ、白老町の議会運営上、会派

制度がある以上はね、今回のこういった規定は、必要だろうと私は思います。皆さんの言われ

ているとおりですね、今後こういった会派制度がなくなった場合について考えればね、こうい

った条項はもう必要なくなるだろうという話の中で押さえておきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新風も全く同意見でございます。新政クラブ。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブも全く、現在、会派がある以上これでよろしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけどね。私、前にも言いましたけれども、やっぱり全体

の矛盾を解決していかないとだめだと思っているのですよ。発言は、僕は、原則としては、自

由に認めるべきだというのは、以前から何度も何度も言っていましたし、前の議運をやらせて

いただいたときも私はそういうふうに考えていました。それはもう当然です。議会は、言論の

府ですから、当たり前のことなのだと思うのですよね。ただ、いつも言いますようにね、無会

派の方が広報広聴常任委員会の小委員会に出席できて発言ができると。議会運営委員会に来て

も発言ができるとなると、それでは、広報広聴常任委員会の小委員会に属さない人、これは、

それでは、委員外議員で広報広聴常任委員会小委員会に行って、自由に発言してもいいのかと

いう議論になってしまうわけですよ。わかりますか、言っている意味。そういう矛盾がね、実
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際にあるわけです。そこのところを解決しないでね、僕は、そこのところをきちんと理論的に

ちゃんと解決した上でやっていかないと、無会派の方が一番いろいろな場で発言できるという

ことになります。それは、前田議員がおっしゃるように、会派の弊害だという部分もあると思

うのですよ、実際に。それでは、会派制度なくして、全員が委員外議員で議会運営委員会を全

員でやるのかということになりますでしょう。やっぱり議会の秩序、運営の上でそういう矛盾

をやっぱり白老の議会でもっと本当は議論して、解決できる手だてを考えるべきだと僕は思う

のですよ。そういうことを抜きにして考えてしまうと、やっぱり矛盾が出てくるだろうと。だ

から、そこは我々の知恵でね、解決できる方法があるのであれば、やっぱり私は、解決するべ

きだと。ただ、今の状況でいえば、委員外議員の方が一番多くの場で発言できるということが、

矛盾として起きないかどうかということだけなのですよ、私が言っているのは。だから、私が

広報広聴常任委員会に行って、それでは、自由に発言していいのかということになってしまう

でしょう。やっぱり、そういう矛盾をきちんと整理しましょうと。その上で、私は、発言して

いただけるものは発言したほうがいいのではないかと。余り極論で言っていくと、何でもかん

でも全員でやらなければだめだということの議論になってしまうからね。やっぱり議会のあり

方、今までの議会の歴史含めて、私は、もっと研究、検討すべきではないかという意見なので

すよ。だめだとか、いいとかというのではなくて、そういうことの矛盾を、やっぱり解決をみ

んなでしたほうがいいのではないかと。積極的な意味でね。私はそういうふうに考えています。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員外議員、この点についていかがでしょうか。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 副委員長の言ったことが本旨ではないのですか。やはり我が町

議会は、会派制度をとっている以上、やはり委員外議員の発言の内容というのは、今まで積み

重ねられたルールで僕は十分だと思いますけれども。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私、今、会派の話もしましたけど、今、大渕副委員長からあり

ました、委員会の委員外議員の発言もありました。これは、福島町はですね、その部分は解決

しているのです。だから、福島町は、各常任委員会で所属する委員会以外の議員も会議等に積

極的に参加、発言することにより、委員の活動の充実や強化を図りますよということで、今、

大渕副委員長が言った部分については、福島町は、そういうことで発言できるよということで、

会派云々ではなくて、委員外議員でもそういう中で大いに発言しましょうということを主眼に

しているのですよ。私の場合の言っているのは、議運では会派で制約されますけれども、ほか

の委員会は制約ないです、委員ですから。ただ、私が産厚のほうに行っているときに、この条

項が適用されるのですよ。そういうことで、今、大渕副委員長が言ったように、それでは、広

報広聴に行ったときに、こういうものを撤廃すると発言できますよということなのです。そう

いうことをなくしませんかということの趣旨ですから。だから、あくまでも会派が、私が入っ

ていないから、会派云々だからという言い方ではなくて、会派は付随していることの話であっ

て、本来的にいけば、そういう委員会で大いに発言できる議員も少なからず、委員会もそうい

う 19 年の自治法改正でですね、委員会でも議案の提案もできるようになってきていますから、
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そういう中で自由に発言できるようにしましょうということですから。そこだけ理解してくだ

さい。だから、それを踏まえて会派で議論していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そのことは、私は、理解しているつもりなのです。ですから、今

は会派制度でそういうふうにしていますから、そういう足かせがあると。例えば福島町は、会

派制がないから、そこで矛盾が起きないわけですよ。同時に、それでは、本会議と、それぞれ

の常任委員会の違いがどこに出てくるのかということになってしまうのですよ。そうしたら、

常任委員会ではなくて、全部、本会議でやればいいわけです、逆に言うとね。それで、常任委

員会というのは、やっぱりそこでその議員が専門的に議論をきちんと積み重ねると、そこへた

またま委員ではない人が来て、その人は言いたいことだけ言って帰ってもいいし、出席はして

もしなくてもいいわけですよ。そういう矛盾が出てくると思うのです、僕はね。このことは関

心あるから行こうと。そして、私は、産業厚生常任委員だけど、民生常任委員会へ行って、こ

れだけ言ってくるぞと、行って、言ったと。しかし、その次の会議から出ないと。全部出るな

らいいですよ。そういう矛盾が起きてくると僕は思うのです。だから、そういう秩序を含めて、

議員は言論の府だから発言するということが、言われるとおり、私は、本質だと思うのだけど、

そういう秩序が守られる仕組みを、僕が言っているのは、例えば会派がなくなって取ってしま

った場合、福島町はどういうふうな運営しているか、僕はわかりませんけれども、そういうこ

とが可能になってしまうのですよね。それで、本会議と常任委員会の差、特別委員会の差。特

別委員会もいらなくなると。そういうふうになっていくのですよ、全部。だから、そういうと

ころの矛盾、さっき僕が言った、議会の本旨が損なわれないような形にしないと出ると思うの

ですよ。重要な問題が起きたら行って発言するけど、重要な問題ではないときは欠席するとい

うようなことが起きてくるでしょう、現実的に。そういう矛盾を、それでは、どうやって解決

するのかというあたりが議論されて、解決する手だてがあれば、僕はいいと思うのだけど、や

っぱりそこら辺まで深く議論をしておく必要があるような気が私はするのだけどね。そういう

意味で僕も言っていますから、そこは前田委員外議員も誤解されないで。僕は、そういう意味

での秩序は必要だという考え方を示しているということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私もきょう、あしたというのではなくて、これから、やっぱり

そういう議論の活発化していくことが必要だと思うし、きのう、Ｂ班で議員懇談会に行ったと

きに、その中で、委員会もテレビ放映、インターネット放映してくれという話がありましたよ

ね。そういう部分からいけば、やっぱり特にその人も委員会活動が活発なのが町民も見たいの

だよと言っていますから、将来的にそういうことになれば、今、大渕副委員長の言った部分の

ルール化というのがやっぱり必要になってくると思いますし、私もそういうものも含めて、も

う少し議会が活性化している、委員会活動を見てほしいなと思えば、そういう部分を整理して

いって、やっぱりある程度の枠の中で発言を認めていく必要があるのではないかと、そういう

趣旨で発言していますので、先ほど言ったように、その部分についてもやっぱり会派で議論し
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てほしいなと、こう思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この件につきましては、いろいろとご意見出ましたし、

前田委員外議員、あるいは清風クラブさんが考え方をお持ちになっているというわけでござい

ますので、今後の第３次議会改革の検討課題として押さえておきたいと思います。この文章の

内容については、この押さえでよろしいということで確認したいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ほかに何かございませんか。なければ、『表決』のほうに入ります。

第４章、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 『表決』の規定は、委員会にはありませんでした。今回、あわ

せて規定をしておきたいと思っております。第４章です。 

 『表決問題の宣告』、第 31 条、「委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を

委員会に宣告する」。これは、付託議案しかほとんどないだろうと思っています。前の部分もほ

とんど付託議案だと思ってください。 

 それと、『挙手による表決』、「委員長は表決をとろうとするときは、問題を可とする委員を挙

手させ、その多少を認定して可否の結果を宣告する。ただし、委員長は、必要があると認める

ときは、ほかに定める方法によることができる」ということで、要するに、委員会においては、

挙手を原則とするということでございます。 

 『簡易表決』、第 33 条「委員長は、問題についての異議の有無を会議に諮ることができる。

委員長は、異議がないと認めるときは、可決を宣告する」と。２項、「委員長は、前項の宣告に

対して、出席委員から異議があるときは、挙手の方法で表決をとらなければならない」と。 

 『表決の順序』、「委員長は、同一の議題について、委員から複数の修正案が提出されたとき

は、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、

表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する」、

２項、「修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を諮る」。これは、ほぼ、先ほど

言いましたように、付託、表決を諮るものしかないという考え方、所管事務には通用しないと

いうことでございます。 

 ここまでで一回切りたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 第４章の『表決』について、皆さん、どうぞ。質疑がございますれ

ば、どうぞ。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私、ちょっと勉強してこなかったので、局長に伺いたいのだけ

ども。ここで、表決で、「挙手」となっていますけど、今、付託案件等々で重要な案件になって

くると思いますけど、ここで「挙手だけ」という表現していますけど、これは、投票とか、そ

ういう案件によっては、意思表示が出てくると思うけども、「挙手」とやってしまうと、これ以

外の方法がないのだけども、ここではやっぱり、それしかないという解釈でいいですか。等と

かという、その委員会によって、採決の手法を選択できるような余地を残しておかなくていい

のかどうかなと思うのですけども。 
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○委員長（山本浩平君） 局長、いかがですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 従来はですね、互選の場合は、異議があれば、投票にしなけれ

ばならないのですね。そういう規定は、委員会にはなかったのですけど、投票によるべきだと

いう書き方をしています。ただ、今回からは、賛否の表明という部分をはっきりさせるという

ことでございますから、当然、投票でも記名投票が最優先されると。ただ、規則の決め方によ

っては、その議会で決めるものだと言われていますけど。多分、賛否の表明をするということ

がありますので、必要があれば、無記名投票ぐらいは記入しておかなければならないかなと。

無記名を選択するという権利もあるのですよね。記名投票、多分いらないと思います。皆さん、

賛否表明すると言っていますから、表決挙手でわかりますよね。委員会の人は、これだけの人

数ですから、誰が挙げて、誰が挙げないというのは、一発ですぐわかると思いますが。今、前

田委員外議員が言われた部分でいえば、本会議の無記名の部分を残すのがいいのかなという、

事務局としては、そういう流れがあったものですから、必要がないかなという流れできていま

したけど、もし、あるとすれば、その部分。会議規則の８章。従来の８章ですから、７章に変

わりましたので、66 ページ、「記名、無記名」と。この部分の「無記名投票」だけ残すと。た

だですね、そこの部分も今、直そうと思っています。というのは、そこは従来の規定なのです

ね。というのは、今、議会運営委員会の課題として、いただいていますのでね。賛否の表明を

簡便にできる方法を考えろと。従来であれば、全部、記名投票でないと賛否表明できないので

すね。そうしたら、すべて記名投票でやるというけど、会議時間がすごく膨大にかかるという

ことですね。今ちょっと、道の議長会とも含めてですね、この間、ゼミナールでちょっと出し

てみたのですよね。そうしたら、基本的にそこの議会が決めればいいという、おおむね、そう

いう回答をもらったのですけど。だから、そこも一部変えたいなと思っています。というのは、

起立採決を原則にして、可否の数を確定すると。そして、賛成者、反対者を議長が宣告すると。

全部が全部いいかはわかりませんが、そういうふうに直したいと。それと、記名投票を削除し

て、無記名投票だけ残すという、今ちょっと事務局では考えています。ですから、委員会も逆

に言うと、これについて追加するのであれば、無記名投票だけ残しておいてもいいかなという

気はしないでもないですね。というのは、議員の権利として、動議によってね、無記名も選択

する余地を残しておかないとだめですから、全部、すべてが公開でいいかどうかという部分が

ありますから。例えば、重要な人事案件は無記名にしなければならないという場合も当然ある

でしょうし、その人の、立つ人の、守るということからも必要なのかなという気はしますけど。 

○委員長（山本浩平君） この点について、皆さんの活発なご議論をいただきたいと思います。

いかがですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。当然、我々の第３次議会改革の中の『議員の倫理』の

「議員活動の公表」の中にそういう、今、局長が言ったことが入っているのですよ。ですから、

我々、やるということになっているわけです。ですから、そうなると、委員会条例の中でも賛

成者の名前を委員長が言うか、不賛成者の名前を言うか、その上で数を確認して、それをきち

んと議事録に残すと。本会議も同じですけども。その行為をしないと、公表するというときに
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ならないですよね。今だったら、どちらが多いかの数だけやればいいわけですから。ですから、

名前まで明らかにきちんとするということですから、今後は。したらどうかということで、こ

れが出ているわけですからね、改革の中に。ですから、当然、今、局長が言ったように、無記

名投票は、委員会でも私は残しておくべきだと。無記名投票という部分だけはね。あとは、委

員会だから、ある意味で簡易採決で挙手ではっきりわかりますと、本会議と違うから。そこで

確認をすることは、委員長はできますから、そこはそこでいいと思うのだけど。そういう場合

ではない人事案件が委員会に出るかどうかはちょっとわからないけど、やっぱり守らなければ

だめなことって、絶対、僕はあるような気がするのですよ。だから、無記名投票を委員会の中

でも残すということは、私は必要だというふうに考えます。だから、できれば、ここでもうち

ょっと議論して、入れられるものならね、この次でも、その次でもいいから、議会規則も委員

会規則も両方ともそういう部分、合意に達すれば、入れたほうがいいような気がするのだよね。

そういうことはきちんと早くやったほうがいいと思うけど、僕は。無記名投票はちゃんと入れ

てだよ、入れた上で、委員会もね。本会議は入っているからいいのだけど。こう思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会議規則も、今の委員会規則も、それに対応した部分ではない

のですよ。従来の表決を公表するような部分にはなっていません。先に審議してもらっても、

今も。ですから、いずれ、当然、第３次の議会改革にも項目ありますので、ここは再度直そう

という考え方は、事務局ではありますので。それまでちょっとお時間いただければね。そちら

の部分と、こちらの部分と合わせて。最終確認は、道の議長会の勢? 局長にちょっと相談に乗

ってもらって進もうかなと思っています。ゼミナールの中ではですね、今、記名投票でなくて

も、起立採決で議長が数を確定して、賛否を宣告してね、反対者、賛成者の名前を宣告しても

構わないのではないかという。そこの議会、議会の決め方だという押さえはしていますので、

最終的には、道の議長会に確認してもらって定めたほうがいいかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。そういう意味で言えば、例えば、賛否は全部、記名投

票でやる、これはやっぱり現実的ではないですよ。やっぱり、立起採決なら、立起採決できち

んと確認して、それでオーケーというふうにしていかないと。全部そうしたら、いちいちやる

と。例えば、道路の路線決定ね。それは簡易採決で反対いなかったらいいのだけど、反対いる

のは、全部記名投票でやらなければだめだって、そんなことはやっていられないと思うよ。だ

から、そんなことはね、みんなが確認できるね、定数 16 なのだから、定数 16 のものが確認で

きれば、僕はいいと思うから、余り、そういう縛られたことではない形で考えてもらえないと、

このこと自体が実現しなくなってしまうと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 随分、話が大きくなってきたのですけどもね。この部分についても、私

たちの清風クラブから、実は出されている経緯がございましてね。きちんと採決にあたっては、

今、副委員長がおっしゃられたように、実現不可能なものに一生懸命やるのではなくて、少し
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でも簡素に、そして、なおかつ、そういった議事録にもきちんと残るようなものを整備すべき

だという考え方なものですからね、ぜひ、議論をして、いい方向に向かって解決していただけ

ればありがたいなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） この２番目の「挙手の方法で」ということで書いていますけども、

これはいいですか。 

○委員（及川 保君） ただ、前田委員外議員から、今、無記名投票は残す方法はないかと。

盛り込めないのかという話がありましたのでね。それも私は、異論ありません。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員いかがですか。この件については。 

○委員（近藤 守君） 異議ありません。ただね、きのうの懇談会ではね、町民の方から先ほ

ど言われた記名投票ですか、誰がこの案件に対して反対したか、賛成したかを知りたいから、

そういうことはできないのかという意見はありました。その辺もね、これからは考えていかな

ければならないなと思いました。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、出ていた、そういった無記名、または記名、これからやっぱりね、

残さなければならないことについてはね、皆さんの意見をお伺いした中では、やっぱり残すべ

きだろうなと。そういった選択肢はやっぱり、ないとは限りませんのでね、そういったものは

やっぱり残した形の中で進めていいだろうなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新風も今、氏家委員の言われたことと同じ考えでございます。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時１２分 

                                         

再開 午前１１時３０分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を開会いたします。 

 それでは、局長、今までのこの議論を聞いて何か。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第４章の『表決』につきましてはですね、本会議の部分もあり

まして、「賛否の公表」という部分が目標としてありますのでね、これについては、もう一回見

直しを当然したいと思っています。これは、なる前にそのまま書いていますので、賛否採るよ

うな方法になっていませんので、それは検討したいと。改めて出したいと思っていますので、

よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） 第５章、入ってよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第５章としまして、『公聴会及び参考人』という規定を設けたい

と思っています。それは、35 条から委員会条例にあった部分を移行するものでございます。 

次のページに入りまして、「準用規定」。「準用規定」も、これは、移行部分ですが、条文が変

わっていますので、条文を整理したという部分でございます。 
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 あわせて、第６章もいきます。第６章も『請願及び陳情の処理』という部分を章立てにしま

して、委員会条例から移行するものでございます。 

 次、いっていいですか。７章『秘密会』、これについては、新たに設けた章でございます。『秘

密会』の規定は、委員会条例の中で原則公開で、秘密会ができると、特別多数でできるという

規定を設けていますので、それを受けて、この規定をつくりました。 

 一つは、「指定者以外の退場」。第 43 条「委員長は、白老町議会委員会条例第 13 条の規定に

より秘密会を開くときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外へ退去させ

なければならない」。 

 「秘密の保持」。第 44 条「秘密会の議事の記録は、公表しない」、２項「秘密会の議事は、何

人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない」と。これは、懲罰規定に該当しますの

で、こういう規定を入れました。 

 まず、ここまでお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） それでは、第５章から第７章の『秘密会』までですね。質疑を賜り

たいと思います。どうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。この『秘密会』の 43 条の部分、「傍聴人及び委員長の

指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない」と。これだと、「傍聴人及び

委員長の指定する者以外の者」だから、傍聴人はいてもいいということですか。違うでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） 「傍聴人及び」ですから。 

○副委員長（大渕紀夫君） 及びか。傍聴人はだめだよという意味ですか。「傍聴人及び委員長

の指定する者以外の者」、いいのか・・・。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 傍聴人と、ここに入る可能性のある者は、報道もそうですし、

説明員も入りますから、そういう意味です。委員もそうですし。委員の以外といったら、説明

員も出なければならないですし。例えば、説明員と委員以外の者は出てくださいということに

なれば、報道も出なければならないと。秘密会ですから、報道は残す必要はないでしょうし。

そういう意味です。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 僕もちょっと勘違いしてこれを見ていたのだけど、わかりました。「委

員長の指定する者以外」ですから、ここで言えば、委員外議員というのはいいわけですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 委員外議員も出る可能性はあると思います。多分、秘密会を開

くときは、その前に協議をするはずですから、どこまで残すかという協議はすると思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 委員長が指定した者だけが残ると。はい、わかりました。 

○委員長（山本浩平君） ほか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 秘密会というのは、報道関係者はどうなるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 報道は当然、出てもらわなければ、秘密会になりません。 

○委員長（山本浩平君） 秘密会にならなくなりますよね。例えば、会派代表者会議とかも秘
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密会というふうになるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会派代表者会議は、委員会ではないですから、この委員会条例

には規定されないのです。任意の・・・。 

○委員長（山本浩平君） それは関係ないのですね、全然。任意のあれだ。ほか。よろしいで

すか。それでは、第７章までは。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 第８章からお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第８章『規律』でございます。45 条を追加いたしました。これ

も本会議に準じたような規定でございまして、「携帯品等」と。第 45 条「委員会室に入る者は、

携帯品により会議を妨げ、又は会議中に不必要な発言をし、騒ぎ、その他議事の妨害となる言

動をしてはならない」と。 

 それと、46 条については、委員会条例から移行したものでございます。一部、会議規則では

なくて、「委員会条例又はこの規則に反し」というということで直します。 

 第９章『懲罰』、懲罰の部分は、本会議に準じてつくってございます。「代理弁明」です。47

条「議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の委員会で一身上の弁明をする場合において、

委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる」と。これは、

本会議にもありますけど、委員会で弁明する場合です。例えば、先ほど言った、懲罰委員会の

設置の場合が該当するのではないかと思っております。本会議のところでもあるのですね。「議

会の同意を得たときにかわって弁明させることができる」と。それで、懲罰事犯、本会議にも

上がりますので、それも委員会でもできる規定にしたものでございます。前は、本会議と委員

会、及びでつながっていたのですよね。これを分けたことによって、こちらのほうに及びの部

分を移行したという部分でございます。 

 次のページの「出席停止期間中出席したときの措置」。第 48 条「出席を停止された議員がそ

の期間内に議会の委員会に出席したときは、委員長は、直ちに退去を命じなければならない」

と。これも議会、委員会という、及びでくくっていたものを委員会規定に分けたものです。 

 第 10 章『会議録』です。「会議の記録」ということで、前は要点筆記で規定されてございま

す。ただし、平成 12 年の情報公開条例から全文筆記になってございますので、この規定に直し

たということです。本会議と同様な規定に直させていただきました。 

 「会議の記録」、第 49 条「委員長は、職員に次の事項を記録した会議の会議録を作成させ、

署名し、又は記名押印しなければならない」と。（１）から（８）では、本会議に準じるもので

す。２項「前項の記録は議長が保管する」。 

 「会議の記録の配布と公開」、第 50 条、これも本会議と同様の規定です。「前条の会議の記録

は、議員及び関係者等に配布するなど、広く一般に公開する」と。これは、従来は委員会記録

の公開は規定されておりませんでしたが、これは既に行っておりますので、これを規定したと。 

 第 11 章『補則』、「その他の事項」、第 51 条「この規則に定めるもののほか、会議の運営に関

し必要な事項は議長が定める」と。 
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 「附則」、施行した日からということになっています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、第９章、第 10 章について、質疑を賜りたいと思います。

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私から聞くのは、ちょっと何なのですけども。第９章の『懲罰』

の中で「代理弁明」。この中でですね、47 条の下段ですけども、「委員会の同意を得たとき、他

の議員をしてかわって弁明させる」という、「議員をしてかわった」という文言の定義、どうい

うときにかわれるのかということを、整理をしておかないと、運用の仕方によってはですね、

本人が、言葉悪いですけども、出て来ない場合もあると思うのですよ。そういう場合の文言の

整理をしておかないと、その時点になったときに、非常に委員会の中で議論してもですね、解

釈が異なってくるのかなと思うのですけども。これは、ここにはこないのですけども、一つの、

これを作成する段階においてですね、一つ、定義の整理をしておく必要があるのかなと思うけ

ど、いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分ですね、これは従来、先ほども言いましたけど、会議規則

にあるのですね。会議規則の 13 章の懲罰で、従来の規定は、「会議並びに委員会で代理弁明さ

せる」と。次の出席停止の部分も、「会議又は委員会において、直ちに退去を命じなければなら

ない」という規定を分解したものなのですね。ですから、会議規則の逐条解説ありますので、

そこである程度書かれているのではないかなと。私は、一回も懲罰違反ないものですから、見

ていませんけど。多分、解釈上は書かれていると思います。それで、もしか、今後、整理が必

要であればですね、議会運営基準の中にも懲罰って確か、章がなかったかな。ないね。どこか

に規定をしておくか。１章立てをして、その部分はこうだよという規定を、議会運営基準に載

せておくというほうがよろしいのかなと思っています。ただ、今、前田委員外議員が言われた

ような、こういう場合になったらこうだよというのは、申しわけございませんけど、まだちょ

っと調べてはおりません。多分、規則で規定するよりは、もうちょっと緩やかに、運営基準で

こうあるべきという定め方のほうがいいのではないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） そういう形で、私も規則云々ではなく、そういう解釈をどこか

の形で整理しておくことが必要かと思います。それで、今、局長も言ったように、別な中でそ

ういう解説等があれば、次回の委員会で出してもらって、それを整理したらいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。そういう押さえで。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 私もなのですけど。これはちょっと基本的な日本語の言い回しなの

ですけど、「他の議員をしてかわって」というのは、他の議員が変わってと、そういう意味です

よね。意味としては。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。 

○委員長（山本浩平君） そうですよね。それで、「他の議員をしてかわって」という、この表
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現、別におかしくないわけですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、会議規則にそのまま。委員会と会議を分けただけなの

ですよ。もう終わっていますけどね、10 ページの 93 条「代理弁明」、もしくは、96 条の「出席

期間中の取り扱い」。本会議と委員会を分けますので、本会議に委員会が入っているのはおかし

いということで、規則に移行したものなのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、委員長がおっしゃったことは、非常に日本語としてわかりにくい

のではないかと。正確なのかと。私も実は、「他の議員をして」という、このくだりがどうもわ

かりにくいなと。今現在の日本の・・・。戦前生まれの方だとかね、多分こういう言い回しを

しているはずなのです。「他の議員にかわって弁明させる」で、別に何も・・・。それで確認さ

れたと思うのです、委員長は。私も実は、ここ、引っ掛かっていたのですけどもね。細かいこ

とですけども、わかりやすく、誰が見ても、「ああ、なるほど」と、こういうふうにならないと

ね、今どき古い・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 「他の議員にかわって」ではないのですよ。「本人にかわって他

の議員が代理弁明する」ということなのです。 

○委員（及川 保君） その個人の議員にかわってでしょう。 

○委員長（山本浩平君） だから、「他の議員が」でいいということですよね。それは、おかし

い表現ではないでしょう。「他の議員がかわって」。「をして」というのを、「が」にすると。 

○委員（及川 保君） 「をして」というのは、何を意味するかですよね。 

○委員長（山本浩平君） 僕も読み返して、読み返して、どういう意味なのかなと思ったけど、

そういうことなのだなと自分なりに解釈、「他の議員が」ということなのだろうと。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 「が」では、ちょっとおかしくないですか。おかしいのですよ、

絶対。 

○委員（及川 保君） なぜ、おかしいのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 誰でもできるということになりますから。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、今のこの件について。 

○委員外議員（前田博之君） これは非常にですね、言葉の使い方よって変わってしまうので

すよ。そして、案件が案件ですから、だから、ここの「して」というものについては、法律用

語自体もちょっと調べてもらってですね、理解していったほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分、「して」というのはですね、「本人がこの人をして」とい

う意味だと思いますよ。ですから、「他の議員が」だったら、誰でもできるのですよ。本人の同

意でなくても、誰でもできるのです。「他の議員をして」というと、「本人がその人を指定して」

という部分なのですよ。「委員会の同意をもって、させることができる」と。委員会の同意がな

いと、他の議員が弁明することはできないという意味。だから、「が」とか、「他の議員に」だ

と、ちょっと意味が違ってくるのだと思いますね。本会議に規定から動かしているのです。 
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○委員長（山本浩平君） わかりました。私は納得いたしました。及川委員もよろしいですか。

ほか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、きょうのこの第３次議会改革について、条例規則の体系

化については、ちょうどきりがいいのでこのぐらいにしたいと思いますが、次、局長、どれか

らいきますかね。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう終わったのです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、もういいのですね、これに関しては。 

 それでは、その他。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほど言いました、『表決』の部分ですね、「賛否の公開」のた

めの表決が修正しなければならないということと、それと、それに伴って、今、会議規則をず

っと直してきましたけど、運営基準も直さなければならないものが出てくるのですよ。表現の

問題。前にも議論していますとおり、例えば、反問の細かい規定ですね。そういう部分を運営

基準に委ねなければなりませんので、それはまた議論していただくと。本会議における自由討

議の仕方、質問に対する反問の仕方、これは議会運営基準で定めたほうがよろしいかなと。 

 それともう一つは、本会議規則に一問一答方式を設定できるようにしているのですが、時間

の規定ですとか、一問一答方式によるというのを、議会運営基準で直すと。そういう部分にな

ると思いますので、それは、次回、おいおいと出していきたいなと思っていますのでよろしく

お願いします。 

○委員長（山本浩平君） 今の点、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、その他に入ってよろしいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） その他、私のほうでは持っておりません。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） きょうは、議会改革の関係なのですが、皆さん、既に新聞報道等で

報道された内容なのですけど、白老の「白老町行政機構改革」の概要という形で新聞に出まし

たけども、23 日にですね、正副議長に一応こういう形で機構体系を考えているということでお

話がありました。それで、一応、内容的には、新聞等でやっていますけども、行政の機構改革

を行うということでございます。それでですね、一応、12 月にこの案を提案したいということ

で、組合のほうにも説明、そして、議会のほうには、中旬までにまとめということで、全員協

議会で説明させていただきたいということで、これから、内部でこの機構をまとめていくと、

合意を取っていくというかね、組合とも説明してやっていきたいということで、お話がありま

した。それで、その内容等については、組合等とも含めて確認しだい、皆さんに全員協議会で

報告したいということで言っていますけども。特にこの中で、議会のほうのかかわりも、今度、

監査室を議会のほうで一緒にということで、そういう内容になっております。そのかわり、人

員等については、まだ全然はっきりしていないと。わかりやすく言えば、部制を今度、ひきた
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いという中で、局長も部長職という中で、監査も含めて、監査と議会事務局と両方やって、局

長は部長職という形で対応していきたいと考えているということでご報告がありました。ちな

みですね、資料が、皆さんお持ちのいろいろな情報で、それをやっているところありますか。 

〔「ないです」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 内容的にはですね、正面の１面だけちょっと読ませていただきます

ので。「今回の行政機構改革は、行政運営体制検討会議（課長会議）でまとめた指針に基づいて、

新財政改革プログラムを推進し、より一層の町民生活の向上に努める効率的で効果的な行政運

営の実現をめざすため行政運営体制改革の一環として実施します。行政機構の改革にあたって

は、①町民に効率的で質の高い行政サービスを一層迅速で柔軟に提供できるようにするために、

事業部制度導入し、各部に予算・組織・人事等の権限を委譲し、責任の明確化を図った上で、

各部が経営力を発揮した行政運営にあたること。②新財政改革プログラムを確実に推進し、将

来にむけた適正な政策形成と実行力を高める行政運営にあたること。③将来の人員減に備えた

人材育成と職員能力を高める行政運営にあたること。などに視点をおきながら、組織の連携・

横断機能の充実、政策決定・業務推進のスピードアップ、政策・経営機能の充実などを目指し

ます。」ということでございます。それから、「平成 21 年度の５年後に職員数は、278 名から 243

名に 35 名が定年をむかえ、現在の課長職 23 名のうち約半数の 12 名が退職となります。そのた

め、この５年間でさらなる行政の効率化と人材育成を進めていくことが急務となります。平成

22 年度からは定員管理計画を見直して、行政運営の安定・継続性を保つため、大量退職の年度

以前から人材を確保し対応していく必要もあります。今回の行政機構改革は、それらを見据え

た部および課の編成とし、職員みんなが地域・町民のための行政運営に意欲と能力の発揮が期

待できる組織づくりを検討したものです。」ということで、概要としては、部を設置するという

ことで、①総務部、②経営企画部、③生活福祉部、④産業経済部、⑤環境建設部、それから、

⑥部相当部署として、教育委員会、議会事務局、消防、町立病院、会計管理者ということで、

ちょうど５部と、それから、部に相当する部署が５つということで、全部で 10 というような形

で概要はなっておりますが、これもまだ内部での、皆さんに説明するまで、まだ内部できちん

としていないと。固まりしだい、議会には報告するということで。特にその辺については、こ

こでどうのこうのということはないと思うのですが、特に議会事務局の関係で監査室が、例え

ば、議会事務局監査委員室ということで、議会事務局と監査委員室を統合して新設するという

ことで、議会と監査の業務の効率化に重点を置いた、こういう形にしたいということでござい

ますので、これは、今までとちょっと違いましてね、監査室がなるということで考えていると

いうことなものですから、これは皆さんに特に報告しておいて、その後、どうのこうのすると

いうことには、ちょっとね。議会として、私として、こちらのほうにね、どういう意見を言う

か。こうやると言ったら、これ絶対だめというかどうか、その辺の議論も含めて皆さんに一応

お知らせして・・・。確かにこれだけなので、人員が今度どういう配置になるかというのは、

全然まだ今のところ示されておりませんのでね。 

 それでですね、あとは、ほかの内容については、私も完全にあれしていないから、皆さん説
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明受けた上でいろいろと。これは、部の設置条例かなんかで変わってくるのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に部の設置というのはまだ提案されていませんのでね。

今、職員からも意見募っている最中ですから。これは今、議会としてどうのこうのという部分

は出てこないと思います。ただ、一番重要なのは、今言ったように、事務局の職員が、議会事

務局と監査委員を併任されるということなのですね。それは、議会として重要なことですから、

それは内部で議論して、それがいいか悪いかという議論もあるでしょうし、それをきちんと町

側に言わなければ、実行される前提でつくっていますから。私ども議会事務局の身分としては、

議長から発令しますけど、併任発令ですから、監査室の発令を受けるということは、議会関係

なくなってしまうのですよね。そこは意見を言っておかないとだめですよということなのです

よ。ですから、そこは議会内部できちんとね。やむを得ないなとなるのかどうなのか、ちょっ

とわかりませんけど、そこは、後でこんなはずではなかったと言っても遅いと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） まず、議長に町長からお話があったということですよね。２点ほどお

聞きしたいのですけども、議長に。 

 この議会事務局と監査室の併任というのですか、これは随分前からあったようには伺ってい

るのです。ただ、監査委員の独立性というか、そういうことと、今、局長が部長職になって、

議会と監査委員を見るというね、この状況が本当に今後、この議会がどういう状況になってい

くのかというのが見えませんので、そのあたりがまず一点と。 

 あと、新聞報道によると、議会の本会議の中での説明員としては、部長職があたるようなニ

ュアンスで実は載っておりました。このあたりの部分もね、非常に心配だなというのがありま

すのでね、この辺が理解できるような、納得できるようなことがお話されたのか、されていな

いのか、その部分を含めて。 

 そしてもう一つは、今、局長のほうからあったように、議会の中できちんと町に対してこう

だと言えるような体制に持っていっていただきたいなという思いがあるものですから、議長の

お考えをお聞きしたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 前段のほうはですね、この管内の町議会でもほとんど別に設けてい

るという所はないのですね。全部、議会事務局が監査の業務もやっているのですね。そういう

形になっているのです。ただ、やっぱり人口の規模が違うし、白老町はどちらかというと一般

的な監査委員のあれからいくと、やっぱり別にあるのが望ましいというような形はあるでしょ

うけども、やっぱり自治体の大小によっては、市あたりは完全にあるでしょうけども、大体、

町ではね、別にあるという所は少なくて、大体、議会事務局が持っているという中ですから。

特に、人員がずっと減ってきているから、それについては、やっぱり本来、このくらいの規模

であれば、ほしいのだけども、やっぱりそう提案されれば、むげに絶対だめということには、

私個人としてはね、なかなか厳しいところがあるなという認識はあるのです。だから、人員だ

けは、今の事務局体制、非常に人員も減っていますからね、少なくても、どんな形でもやっぱ
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りそれは、確保してもらわなければ困るなと。私のね、聞いた瞬間に思ったあれがあります。 

 それと一つは、議会が最大の監査、監査というのは、監査委員と議会が唯一のチェックする

機関ですから、ある意味では監査機能を持っているというぐあいに一般的に言われていますね。

それが一緒になることについては、今のこの状況では、経過は難しいのかなと私個人的にあり

ますけど。その辺を皆さんでちょっと議論して、考えていただきたいなと。部になる中では、

それも言っていました。要するに、今度、議会のほうも部長が出て答弁すると。それだけ責任

もすべて持たせる中でやるから、できれば部長職が出て、やっぱり議員と議論をする相手が出

席するのはそういう形にしていきたいというけども、それしか出るとか、出ないとかというこ

とはちょっとわかりませんけどね。やっぱり、その人達が責任持って答弁なり、話していくと

いう形は、実際にそういうぐあいに言っていました。それについて、どうのこうのというのは、

私はコメントしませんでしたけど、そんなような意向は持っているように説明を聞きました。 

○委員長（山本浩平君） 私のほうからなのですけども。まず、基本的な確認なのですけどね。

この機構改革全般に対して、議会がまず、口を出せるのか、出せないのか。出せないのですよ

ね、基本的には。機構改革全体については。その確認。監査の議会とかかわる部分は別にして

でもいいですよ。それでは、この監査の部分にだけは首突っ込めますよということになるのか、

ならないのかも含めて、基本的にどうなのかというのをちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 特に、これをやるということで局長どうですか。 

○委員長（山本浩平君） 議決とかではないですよね。 

○議長（堀部登志雄君） 部の設置だから、議決は議決。 

○委員長（山本浩平君） ということは、全体のことも言えるのですね。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私も今、確認しようと思ったのですけど、部の設置なり、課が

変わってくれば、当然、条例で、本会議で議論できますから、それに対して、議員が個々のい

ろいろな状況判断の上で態度を表明するという、そういう機会があると思います。それはそれ

でね、今、議長言ったように、全員協議会で説明を受けたことに対してね、それぞれ議員が、

今の白老町役場の人員等云々からそれぞれ判断して、今言ったように議論はできるはずです。 

 ただ、その前にですね。今、及川委員も話しましたけど、やっぱり議会と監査が一緒になる

ことに対してどうだということをね、やっぱり今、一番大前提ですよ。そして、やっぱり専門

的にいうと、併任になるということはね、非常に権限がね、議会と監査の権限と局長がどうな

るか。議長の立場だって非常に気になってくるのですよ、逆に。指揮官であるのですから。 

 それと、深い話はしませんけども、大渕副委員長は監査委員もやっているけども、今、うち

が、国の示す４指標がね、クリアできているけども、ものによっては、他会計についても厳し

いところがあるのだから、そうすると、外部監査を入れてですね、より一層監査しなければい

けないという部分があるのですよ。そうすると、非常に監査の重要性が上がってくると。そう

いう中にあって、私、前に言ったけども、局長何かがですね、あるいは、任命権者の議長がで

すよ、本当は独立機関なのです、別々に。それを併任してやったときに、非常にチェック機能

が薄れたり、議論するときにどうかということになってくるはずなのです。そのことを議長は
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やっぱり十分に局長と議論してですね、判断してほしいと思いますよ。多分、町長からそうい

う相談を受けているのであれば。 

○委員長（山本浩平君） それとですね、監査委員のお仕事、今、熊谷さんですよね、確かね。

監査役のお仕事の内容というのが、監査委員やられた議員の方はわかっていると、忙しいか、

忙しくないかも含めてですよ、その辺がよくわからないので、我々、議論するベースになるも

のというのがないものですから、例えば、監査委員の経験のある方からもですね、議員同士で

話をするときの土台としてね、参考までに意見は、きょうとは言いませんけども、お聞きした

上で、いわゆる判断の材料の一つにもしたいなというふうにも思うのですよね。その辺がわか

らない中で、感覚的に、先ほど前田委員外議員が言われたような内容だけで、これは独立すべ

きなのだという判断をしていいかどうかもちょっとよく、その辺もよくわからないものですか

ら。仕事の内容的にできるものなのかどうなのかも含めてね、なかなかジャッジするための材

料というのが、私にはちょっと少ないのですよね。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私、監査書記やっていたのですよ。そういうことを踏まえて、

ここで長々言う必要はありませんから、そういうことで、今言ったような、局長が言ったポイ

ントと、私がさっき簡潔に言った部分、議長は考えてくださいということです。皆さんが理解

するということでいえば、今、山本委員長が言ったとおりだと思います。皆さん、やっぱり理

解した上でね、どういう組織があるべきかということもやっぱり必要だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私が先ほど議長にお聞きしたこともそうなのですが、例えば予算委員

会にしろ、決算審査委員会にしろね、やっぱり議会と監査室のね、現状の独立性がきちんと保

たれているから、いろいろなやりとりができるわけですよ。例えば、代表監査委員とのやりと

りでもね。それが、一体のものとしてなったときに、どういうふうに・・・。十分、他の町村

はね、そういう形でやられているのは、議長の説明もあったので、そういう形でやっているの

だということになると、できるのだなとは思うのがね。感覚的に本当にそういうことで独立性

がきちんと保たれるのかという、非常に心配が私は持っているのですが。副委員長、現時点で

監査委員入っていますけども、その点は大丈夫でしょうかね。監査委員の立場で。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 現実的に見たときには、やっているのですよ、ほかの町村は。段々、

そうなってきている。道の議長会の事務局も、監査委員も持っているのですよ。勢? さんが全

道の監査委員協議会の事務局長ですから。道の町村の監査委員協議会を兼務しているわけです。

それは、支庁の山本さんも同じと。山本さんも監査委員の集まりにも来るのですよ。だから、

現実的にはそうなっていると。 

 それと、建前と本音から言えばね、監査委員室と議会が一緒の仕事をするというのは、それ

は、本来からいったら、あり得ないという表現が正しいかどうか、ないほうが絶対望ましいの

は、100％はっきりしているのではないですか。併任しないほうが。当然そうですよ。ただ、実

態としてそうなって、そうせざるを得ない町村、例えば白老のように減っても 230 人いるとこ
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ろと、職員が 100 人以下のところで、それをやめろといったら、できなくなるというのも事実

だよね。そこら辺をどういうふうに考えるかと。頑張れば、頑張れないことのない中身だと僕

は思いますよ。当然、そこが全然違う機関ですからね、全く。そこが一緒にやるというのは、

僕はおかしいと思う。思うけど、実態として見たとき、どうかとなるとね、それは、また、道

も、支庁も、ほかの町村もかなりそういう状況だということは事実だからね。そこら辺をどう

いうふうに考えるかというあたりだと思うのだけどね。併任になって、仕事が一致することに

よって、プラスになる部分って、何かあるかと言ったらね、もちろん、こちらがちょっとあれ

だから、こちら手伝うとかって。ただ、今の状況でいえば、議会も監査委員室も仕事はふえて

も減ることはないのです、はっきり言って。職員の人だよ。監査委員室だって、絶対含みます

からね。それは、なぜかというと、うちの場合、３つはもう間違いなく特別会計でだめなわけ

だから、そこはもう外部監査入ってくるわけですからね。外部監査入ってきて、そこで計画つ

くらなければだめなのだから。きのう、その勉強会で僕は札幌行って来たのだけども。だから、

そういうことを考えたら、いかがなものかなとは思うけどね。 

○委員長（山本浩平君） ほかの方で参考までに意見があればどうぞ。今の時点で。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の時点でみんなの意見を聞くのも・・・。今、僕もね、初めてそう

いう話を議長から聞いて、それに対して、今、意見求められても何とも言いようがないのだよ

ね。だから、一応、今、内容はわかりました。内容はわかったのでね、ちょっと一回、皆さん

で議論する場をつくったほうがいいのではないですか。そしてね、ここでいくら、そんな議論

したって、結局まだわからないでしょう、はっきり言って。 

○委員長（山本浩平君） ただ、町の説明を受けてからでは遅いわけですよね。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 全体の機構改革は別として、監査部分のやるということについてね、

私、それが絶対いいとか、悪いとか、そこまでね、やっぱり今、言われたように、みんなで何

となくやっているのだから、できるのだろうなと、それでいいのだろうなというような形はあ

るのだけども、それを今、ここで言われて、それは手を挙げて、議長のあれでいいよという形

にはちょっとならないものでね。皆さんにやっぱり、この部分だけは考えて・・・。議長、こ

ういうぐあいに申し入れてやるべきだと、そのくらいの申し入れで、申し入れることはきちん

と言っていかなかったら、ただ、相わかりましたという形ではちょっとまずいだろうというこ

とで、今、皆さんにね、そういった意見、今言われたような意見を聞いて、これについては、

固まる前に申し入れようというような形のね、やっぱりそれがほしいのですよ、私としてね。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 白老町の場合は、ほかの町村に比べるとね、議会改革だとか、それか

ら、通年議会、こういった部分でね、年間占める議会活動の量というのは莫大なのですよね。

膨大なのですよね。そういったことを考えたら、今のね、併任するという関係がどうなのかと

いうことは、やはり一つの議論のあれだと思うのですよ。ほかができているからどうだとか、

それでは、ほかの議会は通年でやっているのかとかね、議会改革をここまでやっているのかと

いう話になればね、やっぱり、そういう話が一つのベースになると思うのだよね。だから、そ
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ういったこともちゃんと議論した上でね、併任の部分についてはね、議長もしっかり、僕は言

ってもらわなければいけない部分だと思うのですよ。ほかとは違うのだよと。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） その部分をやっぱり皆さんでね。今すぐここで結論ではなく、そう

いう意見を聞かせていただいて、なる、ならないは別として、やっぱりきちんとこちら側も、

これについて議会としてはこう考えるというようなことはね、こうすべきだ、こう考えるとい

うことは、やっぱり申し入れる部分があるよというのであれば、それはそれでやっぱり皆さん

の意見を拝聴したいですよ。そのために、きょうね、皆さんにお願いしている部分ありますか

ら、この辺はまた、きょう、ここで結論ではなくてね、ちょっとほかの議員の方にも会派の中

で議論していただいてね、こういう提案を受けているというぐあいに押さえて話してください。 

○委員長（山本浩平君） それでは、各会派、あるいは無会派の方もですね、精査をしていた

だいて、その上でまた議論を皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願い

を申し上げます。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も今、会派の中でも当然、議論したいなと思っていますので。どの

ぐらいをめどに。それをお聞きしたかったのです。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） スケジュール的には、当然、12 月の議会ですから、頭にはもう

案ができていないとだめですから。多分、４日までだったかな。各課の意見を今、出している

最中です。ですから、中過ぎぐらいまでにはまとめるはずですから、多分、月末には案は確定

していると思います。 

 それと、事務局の立場でちょっといいですか。この問題はですね、５年前から議論があるの

ですね。議会事務局の職員が１名減になって、嘱託になった時点から、もう議論が始まってま

してですね。特に財政改革プログラムで 50 何人が辞めたり、今後 30 何人が辞めていくという

ことなのですね。今後、今の部署でいっても、２人から３人、部署、部署で減らされる。その

中に議会の部署も一つのカウントに入っているのですよね。だから、職員としては、流れとし

てはね、事務局だけそういう流れにはないだろうという意識をしています。ただ、そういう流

れになったときには、併任という流れになったときには、まず、人数だけは確保してほしいと。

職員は当然、減るのですから、職員の頭数は減ってもいいけど、特定嘱託になるかね、嘱託に

なるかわかりませんけど、頭数だけは確保してほしいというのは申し出ております。 

 なおかつ、今、監査委員室なのですね、職級配置しているのです。ですから、もしか、併任

するのであれば、監査室事務局を置いてほしいと。それで、議会事務局の職員がすべて併任を

受けると。そして、場合によっては、監査室に重点を置かなければならない場合もありますし、

議会事務局、向こうを空にしてでも議会やらなければならないときもあるのではないかと。で

すから、特定の職員を併任するという形ではなくて、事務局設置で事務局ごと併任してほしい

という意見は、事務局としては出しています。それでないと、個人に負担かかりますから、そ

れぞれのリスクを分散させるためには同じメンバーを、同じ併任にしてもらうという案を出し
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ています。ですから、それは、事務局としてね、職員として出している部分になりますから、

あと、議員さんの立場で考えて出していただければありがたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、局長の考え方もお聞きしてわかったのですけども、例えば議会が、

こういう通年をやっていますから、いかなる事態も対応しなければいけないですよね。即、対

応しなければいけないという部分からすると、局長という立場のね、部長ですけども、何かの

会議に、当然あり得ますよね。監査という仕事のいろいろな出張だとか、あり得るのです、こ

れから。そうなると、議会のときに局長、大事な部分の主となる局長がおられないとなるとね。

その部分で多分、事務局長を置いてもらえればという、局長の今のお話があったと思うのだけ

ども。１つ目の疑問がそこでわくわけですよ。結構、そういう監査委員に携わるね、そこの幹

部の動きというのは大きいはずだと私はとらえているのですけどもね。そこで議会がおろそか

になるような状況だけは、絶対ないような組織づくりをしていただきたいなと、個人的ですけ

ども、今、私はそういう思いでいます。 

○委員長（山本浩平君） どうしますか。先ほど、タイムスケジュール的にそんなにないとい

う話ですけども。日程的にどうしますか。いつまで、各会派なり、無会派の方に検討をいただ

いて、次、いつ持ちますか。13 日、議運がありますけれども、そのときのテーマの一つにしま

すか、再度。よろしいですか。13 日の議運、10 時からございますので。13 日、ちょっと私、

都合があって欠席なのですけど、大渕副委員長が進行していただいて、うちの本間議員は出席

しますのでよろしくお願いしたいと思います。ほか、何か、その他ございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 昼をかかってしまいました。申しわけございません。以上を持ちま

して、本日の議会運営委員会を閉会といたします。ご苦労さまでした。 

（閉会 午後 ０時２１分）  


