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平成２０年 議会運営委員会会議録 

 

平成２０年 ３月１１日（火曜日） 

   開 会  午後 ３時２５分 

   閉 会  午後 ４時３０分 

 

○議事日程  

－協議事項－  

１．地方自治法第 180 条による専決処分の委任について 

２．第１回定例会の休会（通年議会の試行）について 

３．その他について 

  

○会議に付した事件  

－協議事項－  

１．地方自治法第 180 条による専決処分の委任について 

２．第１回定例会の休会（通年議会の試行）について 

３．その他について 

 

○出席委員（１１名） 

  委 員 長 山 本 浩 平 君     副委員長 大 渕 紀 夫 君 

西 田 祐 子 君          及 川   保 君 

       近 藤   守 君          土 屋 かづよ 君 

       氏 家 裕 治 君     議  長 堀 部 登志雄 君 

  委員外議員 吉 田 和 子 君     委員外議員 前 田 博 之 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○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） それでは議会運営委員会を開会いたします。 

 本日の議題でございますが、いろいろと議論を、先だっても行いました、専決処分の委任の

中身について、今日は皆様方の知恵をですね、絞って、できるだけ結論を出してまいりたいと

思います。 

 また、定例会の休会の、通年議会につきましてもですね、今日いろいろ後で局長から説明が

あると思いますけれども、福島町というところがですね、非常に白老町の議会を手本にいたし

ましてですね、通年議会を行ったり、あるいは、これからですけどね、行いたいという意向で

あったり、あるいは私どもの広報広聴委員会、同じ名前で、それも白老を手本にして作るよう

でございます。 

 白老の場合、議論が先に先行しているのですけれども、どうも福島町の方が非常に、どんど

んどんどん今進んでいきそうな気配でございますので、その辺も含めましてですね、私どもも

できるだけ議論を重ねたうえで、せっかくここまで来ているわけですから、問題点を抽出して、

それがクリアになればですね、やはり二番手よりも一番手を、どうせだったらですね、やはり

行うのがいいのかなと、これ私個人的な見解になるのかもしれませんが、そういったことで今

日は、皆様の知恵を拝借しながらですね、議論を深めて何とか結論を出したいなというふうに

思っていますので、皆様方の忌憚のないご意見を伺ってまいりたいと存じます。 

  

    ◎調査事項 

○委員長(山本浩平君)  それでは、１番目の調査事項、第 180 条による専決処分の委任につ

いて、局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、前回提示しておりますので。 

○委員長(山本浩平君)  そうですか、はい。 

 では、前回ですね、皆様方に提示をしてですね、専決処分の事項の指定に関する条例という

ことで、前回の資料、皆さんそのままお持ちになっていますか。（１）から（８）の件なのです

けれども。 

確認をさせていただきたいと思います。（１）と（２）と（６）と（８）は、もうこれは問題

ないということで、前回の議運の中で確認を皆様方にしてございます。ですから、（３）・（４）・

（５）・（７）についてですね、先般は町側からもいろいろと説明をいただき、皆様方からも質

問を町側にしていただいた、そういう経緯がございます。この中で、歩み寄れる範囲があれば

ですね、一つひとつ決めていきたいというふうに思っております。 

 それで、各会派で議論をしていただいたというふうに思いますので、それぞれの会派の意見

また委員外議員の方のご意見をお尋ねしてまいりたいなというふうに思います。（３）・（４）・

（５）・（７）についてでございます。 
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 もう間もなく及川委員が来られると思いますので、清風クラブにつきましては、及川委員が

来られてからお尋ねしてまいりたいと思います。 

 それでは、日本共産党さんはいかがでしょうか。 

○副委員長(大渕紀夫君) 大渕です。一つ、（５）の「各会計の繰上充用に関すること」これ

はカット。入れないと。ちょっと、順不動です。（４）できるという状況があるのであれば、「及

び繰出金」をカット。「積立金の増減に関し」ということで、「繰出金」の部分だけカット。（３）

については、議論をしたけれども、「国の補正予算に伴う増発債分」を切るかどうかというのは、

まだよく理解ができません。はっきり言って。我々に、いずれにしてもこういうことが起きた

場合は、期間ではなくて、町の主導で専決処分をするのであれば、これは同じことですから、

やってもいいだろうという考えです。ただ、どれぐらい出るのかだとか、それから実際にこう

いうことが起こるのかどうかというのはよく分からないのですよ、この部分ね。ですから、ち

ょっとここは、きちっとした結論が出ていないということで、（１）・（２）・（６）・（７）・（８）

と、これはＯＫで（５）カットで、（４）がさっき言ったように直して、（３）はちょっとこの

ままと。 

 それでもう一つね、通年議会でも法的に、町は通年議会の中で専決処分ができるかどうかと

いう辺りなのですよ。どうも聞き及ぶところによると、そういうふうな認識もあるし、そうで

ない認識もあるというふうに聞いたのです。 

 それで、法律的に見たときに、通年議会ということがやられた場合に、町が専決処分をする

ことができるかどうかと。ここら辺がね、一つあるのではないかと。 

 通年議会をやっても町が専決処分できるというのなら全く問題ないのですよ。委任してもし

なくても。委任しなかったら町がやるわけでしょう。通年議会だって。そうですよね。だから

そこら辺がね、はっきり一つ、できればね、もちろん委任の事項を決めて、なるべく少なく決

めて、通年議会でも町が専決処分するならそれでいいというふうにすれば、町はするわけです

よ、今のまま。そこら辺がどんなものかという辺りがちょっと、分からないということであり

ます。以上。 

○委員長(山本浩平君) はい。今の件については何か答えはありますかね。今の件。疑問とな

った。 

 はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私からちょっと、今の法律上どうなのかという観点ですね。そ

の説明をしたいと思います。 

 まず、179 条と 180 条の違いというのはですね、180 条に規定されているのは、法に定めたも

のに合致した場合町ができるという規定なのですよね。その中に一つの項目として、いとまが

ないという項目があるのですよ。議会が開かれない、いろいろありますけど、４点ほどあるの

ですけど、それが 179 条法定委任の専決でございます。 

 あと、180 条は議会が委任するものですから、町の権限になるということなのですね。 
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 それで、解釈が２通りありましてですね、今、後からも説明しますけど、福島町も３月から

試行したいと。９月までの期間で試行したいということらしいのです。福島町の考え方は 180

条の委任は、真に認めなければならないものを認めたと。限定して認めたということだそうで

す。過去にはもうちょっと、委任項目が幅広くて、狭めたのだそうですよ。 

 それで、福島町の考え方は、休会中であってもそのいとまがないかあるかというのが、町の

客観的判断ですよと。だから、専決処分としてあり得ると判断しているのですね。179 条もあ

り得るよという判断です。ですから狭めているのですという解釈です。それがまず、福島町の

判断です。 

 それで、もう一つは白老町の法制担当の方に聞きますと、会期中で閉会中でありますから、

議会は召集されていると。召集するいとまがないという規定には当てはまらないと。ですから、

基本的にはあり得ないですよと。179 条はあり得ないですよという判断は、白老町の法務担当

はとっております。 

 ですから、そこそこの議会でね、判断すればいいのかというのはちょっと疑問なのですけど。

ただ、ものの本にもですね、例えば休会中に判決があり、直ちに控訴する場合、専決処分でで

きるかどうかという、こういう規定がありましてですね、その中で書いているのは、専決処分

は法 179 条に定める要件に該当するときに行うことができるものだから、会期中の場合は議会

の議決を得ることができるのですから、その処分はできませんという規定が書かれております。 

 ただですね、その控訴の事実というのはですね、審判の送達があった日から２週間以内に行

えばいいという規定があるのですよね。ですから、そういう解釈からいったらいとまがない、

余裕がないという判断はできないという判断ですね。 

 ただ、これは首長の方の私見だと思いますが、町が議会の議決を得る時間的余裕がないとい

う場合は、可能であれば時間的余裕がないと解釈してもいいのではないかという私見ですけど

ね。時間的余裕がないと考えられる場合は、可能なのではないかという解釈がされているよう

です。 

 ただ、ですから明確にこれをだめですよとかいいですよという判断になっていないのですよ

ね。 

 ただ、基本的には私も町の法制担当が判断するのが正しいのかなという。通年という概念で

行くと正しいのではないかと、会期中ですから。専決処分の規定は議会を召集するいとまがな

いですから、召集されていますのでね。告示行為ですとか、議員さんに周知する一定の期間を

とってやるというのが召集行為ですから、それには該当しないのかなという判断、ちょっとあ

いまいですけれど、そういうような判断がされているようです。 

○委員長(山本浩平君) 共産党さん、よろしいですか。質問はないですか。 

○副委員長(大渕紀夫君) はい。いいですよ。 

○委員長(山本浩平君) それでは、次は公明党さん。 

○委員(氏家裕治君) 氏家です。（１）・（２）・（６）・（８）はまず、それはいいとして、それ
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からこの（３）この文字の文言についてはちょっと、今共産党さんが言われたような形の中で、

疑問になることもあるのかもしれないけども、でも実際それが、前こちらで説明を受けたとお

り、例えば町側の利益に、利益と言うのかな、利益になるものとならないものという説明があ

りましたよね。その辺はちょっと、まだまだ深くこう、勉強しないと分からない部分なのかも

しれないけども、まずはその今までの通例の考え方の中では、そういったいくらかでも利益に

なるものであればそこでした方がいいという話がありましたのでね、これについてはそのまま

委任してもよろしいのではないのかなと思います。 

 ただ、その言葉の文言ですけどもね、それは後で協議してもらう、もしそういうふうに賛成

の方がいらっしゃれば、それに文言については考えてもらえればいいかなと思いますけども。 

 次に、（４）の「会計年度の年度末における地方交付税等の」という部分がありますけども、

これも例えば物質的に事実上可能であればですね、それも可能なのではないかなと。ただ、そ

れはできるできないの話がありますのでね、できるできないの話が出たときにはやっぱり柔軟

に対応していかなければいけない部分があるのではないかと思いますので、その辺をちょっと

文言の中に繰り入れてはどうかなと思います。 

 あとは、（７）についてはそのままで構わないです。 

○委員長(山本浩平君) はい。それでは新政クラブさん。 

○委員(近藤 守君) 近藤です。この条例に関しましてはもう、町の方でですね、この方法で

やりたいということでありますから、我々はそのことについて何もね、反対することはないの

で、これはこのままで通してもらいたいなと、こんなふうに思います。以上です。 

○委員長(山本浩平君) はい。私、新風なのですけれども、最後に清風クラブさんをお尋ねし

たいと思います。はい。 

 新風なのですけれども、先だっていろいろ説明を受けた中でいろいろ皆様方も質問もいろい

ろあった中で、（３）・（４）・（５）については、今まで行ってきたということを伺っております

ので、問題ないかなとは思いましたけど、やはり私どもも（５）の「繰上充用に関すること」

これに関しましては、５月 31 日で議会が開かれれば問題ないという答えでございましたので、

通年議会の中では十分これ、できるかなと。そういうことで、私どもも（５）はカットと。 

 そして（３）について、この「新たな借入れ」その「新たな」というのを誤解を招くような、

若干言葉になりそうなので、この部分をちょっと文言を変えてですね、何かふさわしい言葉に

すればいいかなというふうに思います。 

 （４）についても、この「繰出金」ですね、共産党さんと同じなのですけども、この部分だ

けカットすればいいのかなというふうに思います。 

 （７）についてはそのままで構わないという意見でございます。以上です。 

 それでは、清風クラブさん、お願いします。 

○委員(及川 保君) はい、清風クラブです。私どものところはもともと（３）・（４）・（５）

についてこれ非常に厳しいなという判断をしていたのですけども、今新風さんが言われたよう
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に、（５）についてはこれ、対応できるなという部分で、これについてはここに規定することは

ないだろうと、必要ないだろうという考え方です。 

（３）・（４）についてですね、非常に私の会派は厳しい見方をしておりましてね、今後その

議会がチェック機能を果たすという意味合いからもしてね、なし崩し的にこの規定して、ここ

にすることは本当にいいのかという意見が出ておりましてね、先般の議運の中でも議論であり

ましたこの（３）について、文言整理としてもこれ、どういう形にすればいいのか、これも議

論すればまたいいと思うのですけども、その辺の整理さえきちんとなされれば、やむを得ない

かなという考え方です。 

 （４）についてもこれ非常に厳しい、厳しいと言いますかね、本当にこの規定していいのか

と、指定していいのかということが、またなお判断できない状況でいます。まとまらない状況

です。 

 全体的にね、説明としてはもう先般の議運の中でも説明を受けたように、議会がここに規定

をしなくてもね、町としてはもうやらざるを得ないのだと、やるしかないのだということは十

分承知した中での会議でした。 

 （４）についてのきちんとした対応がなされれば、それと（３）の文言ですね。文言整理を

きちんとすべきだろうという考え方です。 

○委員長(山本浩平君) （７）についてはいかがですか。 

○委員(及川 保君) （７）については、これはもうやむを得ないだろうと。今までもこうい

う事例がね、毎年あるわけですから。 

○委員長(山本浩平君) はい。次に委員外議員の前田議員の意見をお伺いします。 

○委員外議員(前田博之君) 私の方から結論だけ言います。それと、前回もらった他の市町村

の専決処分の条項もよく見ましたのですけど、結構簡潔にしているのですよね。そういうもの

を踏まえて、まず（３）はですね、私も皆さんお話していましたまず「新たな借入れ」以下は

括弧分まで削ると。いらないと。 

 それと、（３）の頭の方ですね、「会計年度末における『すでに議決されている』町債の借入

額の増減」ということで、新規という部分についてはここでは議論されないということに限定

した方がいいのかなと、こう思います。 

 それと、（４）は皆さんと同じで、私も「繰出金」部分についてはカットすべきだと思います。

（５）については、すべて削除と。 

 （７）についてはですね、この「必然的な条例改正」というのが今後もしこれがいいよとい

うことになったときに、事務的に進めるときに担当者の解釈で非常に運用が変わってきますの

で、これがちょっと議論する必要があるのかなと、こう私は思います。そして、よそのを見た

ら、この「必然的な」というのではなくて、国の法令の部分の改正は認めるよという言い方を

しているところがあるのですよね。仮に、これどこでしたか、そういうふうに書いているとこ

ろがあるのですよ。だから、そういう言い方の方が私はある程度いいのかなと思うのですけど
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も。ただ、担当者の方でこの前議論したようにぎりぎりになったときにね、ちょっと事務的に

大変かなと思いますので、その辺は弾力的に考えたらと思っています。あと皆さん議論で。 

○委員長(山本浩平君) はい。皆様方からご意見を拝聴いたしました。 

 そうしたところですね、この（３）・（４）・（５）・（７）のうちで、（５）ですね。ほとんどの

方々がこの「各会計の繰上充用に関すること」これはクリアできるだろうと。カットしてよろ

しいのではないかという意見が大半を占めております。これについて、異論のある会派並びに

異論のある方がいらっしゃれば、どうぞ。もしなければ、この「繰上充用」の部分については

カットをするということで統一した見解にしたいのですが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) はい。それではですね、（３）・（４）・（７）について、議論を深めて

まいりたいと思うのですけども、実はですね、この前の議運の後ですね、再度と言うかこの前

の議運の後にですね、皆様方からいろいろ議論が出た、そのうえでですね、町側の担当の方も

ですね、いろいろ検討をなされた、時間もあったようでございます。その辺のところのですね、

見解も含めてちょっと局長の方からあればですね、お話をいただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 配っていいですか、修正案。 

○委員長(山本浩平君) そうですね。 

 何か、そうみたいです。皆さんと議論をしたうえでですね、こういったこともあったという。

まずご覧になっていただきたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ３時４８分 

 

                再開 午後 ３時５８分 

○委員長(山本浩平君) 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 それでは、この専決処分の指定について、先ほどお配りしていただいたものについて、若干

説明を願いたいと思います。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず一つは、大枠で前のものは条例になっていたと思いますが、

町の法制担当の方から、これは 180 条の委任のことなので、議決が正しいのではないかと。条

例で定めるものではないと。議会の議決によるものでしょうということで、これは指定議決の

方が好ましいということで、条例で制限的に示す者ものではないでしょうということで、それ

に従いました。 

 ですから、専決事項を指定する議決になります。そして、前の専決処分のものは廃止すると。

こういう規定に直したいと。まずこれが一つ。 

 あともう一つは、（３）のところですが、議論になっていましたとおり、「新たな借入れ」の

問題が一番ネックでございまして、ですからその前田議員が言われたように、「『議決済み』の
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町債の増減」ということに直した方がベターであろうかなと思います。 

 それで、町の方に聞いたときにはですね、事業振り替えで新たな起債を起こさなければなら

ない場合もあるのだそうです。まれですけど。だから、そうなったら借入れができなくなると

いう判断が、担当の方ではされていましたけど。例えばそういう見込みというのもぎりぎりに

も来る場合もあるのですけど、でき得るのであればね、３月の補正で見込みとして新たな起債

を起こしておいて、結果借入れがなかったら最後でゼロにするか、専決処分でゼロにするかと

いう方法はできるのではないかという投げかけをしましたら、当面どういう状況が出てくるか

分かりませんけど、それで当面は対応してみましょうというお話でした。 

 そういうことで、「新たな借入れ」以下は除きました。ですから、１本の名称に例えば一般公

共財源対策債というのは付いてくるかもしれません。それはそういうことです。 

 （４）もですね、（４）は書いていますけど、「繰出金」を外しただけです。要するに、一般

財源、地方交付税等の譲与税等の関係で確定した中で、繰入金を出し入れしなければならない、

不足額が出たり、繰入金が余ったりという場合が出てきますので、その場合の、それだけは認

めていただきたいと。 

 それで、繰出金の関係は赤字会計の補填で出すというのが今当面緊急に考えられるわけです

から、これについては今回の臨海部の土地造成のように見込みで繰出すような補正を３月にあ

げれば、結果繰出せない場合も出るかもしれませんけど、それはそれとして理由が立つのでは

ないかということで、これはクリアできるのではないかという投げかけで、これも当面やって

みましょうという話になっていました。 

 それと（５）は、次の議題にもありますように、３月の期間延長した場合、どうしても５月

末で１回切らないとならないのですよね。どうしても定例会開きますので、これは定例会のと

きに全件あげることができるので、これは削除しても構いませんと。 

 それと（６）条例改正。これの議論もありまして、一律これは前のものは認めているのです

が、今当面必要なものは過去含めても地方税法の改正が主なものなものですから、これに限定

してはどうかということでございました。 

 それで、新たに地方税法以外のものが生じる場合があればですね、またそのときにここの修

正を可決していただくということが必要になってくる場合がありますけど、当面は地方税法の

改正により、あと前田議員が言っていましたように、「必然的」ではなくて「当然必要な条例改

正」という形に直した方が、文言としては整理がするのではないかということで、これは財政

部門それと法制担当部門と行ってお話しをしてきて、これであれば当面試行という形の中でね、

やってみるという部分で、町側の方もある程度理解と言うか、もらったものでございます。こ

れを改めて議論していただきたいと思います。 

○委員長(山本浩平君) はい、ありがとうございます。 

 先日の議運終了後のですね、担当部署との議会事務局との打ち合わせの結果、このような形

で出てまいりました。 
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 今のまず説明の中で何か分からない点等がございましたら、質問がある方どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) はい。それでは、この新しい番号の（３）・（４）・（６）ですね旧（７）

なのですけども、（３）・（４）・（６）について、伺ってまいりたいと思います。 

 まず限定して（３）のことについて、日本共産党さん、いかがでしょうか。 

○副委員長(大渕紀夫君) 私はもう、今のこのままで結構です。全部オーケー。 

○委員長(山本浩平君) 全部オーケー。それではすみません、（３）と限定せずに（３）・（４）・

（６）のことでお尋ねしてまいりたいと思います。 

 清風クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員(及川 保君) 清風です。文言的に非常にすっきりと分かりやすく整理されました。う

ちもこれであれば、何とか皆さん理解できるかなというふうに思います。 

○委員長(山本浩平君) はい、ありがとうございます。 

 新政クラブさん。 

○委員(近藤 守君) 大変すっきりしてね、よく分かります。これでいいと思います。 

○委員長(山本浩平君) はい、公明党さん。 

○委員(氏家裕治君) はい、氏家です。このままでよろしいです。 

○委員長(山本浩平君) はい、新風も問題ないと思います。 

 委員外議員の前田議員はいかがでございましょうか。 

○委員外議員(前田博之君) はい。すべて結構です。 

○委員長(山本浩平君) はい、ありがとうございます。 

 はい、清風クラブさん。 

○委員(及川 保君) 清風です。大多数がこういう意見なのですけども、不都合とかね、そう

いうことが出てきたときに改めてきちっとまた議論するという形をとっていただきたいという

ふうに思います。 

○委員長(山本浩平君) はい、ありがとうございます。その辺は踏まえて、当然おかなければ

ならないことだと思いますので、町側の方には申し入れをしておくべきことかなというふうに

思います。 

 それでは、この件につきましては全会一致ということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) はい。それでは、続きまして通年議会の試行についてでございますが、

福島町の関係の資料が入っておりますので、これを含めて局長の方から説明を願いたいと思い

ます。２番目に入りました。通年議会の試行について。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、資料の方から説明させていただきます。 

 これ、たまたまインターネット上で福島町のホームページをのぞいたら出ていたものでござ

いまして、福島町、渡島管内の福島町です。北海道の福島町です。 
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 向こうも議会改革を進めていましてですね、３月 11 日から通年議会、あくまでも試行ですが、

取り組むそうです。内容は３月議会から９月議会まで半年間期間を延ばして実施するというこ

とだそうです。 

 別紙のとおり、実施要綱が付いてございまして、試行的に取り組むのですよということで、

試行期間に５点の改革項目を検証すると。その後、21 年の４月に向けて議会基本条例を作るよ

うですが、そこの中に盛り込みたいという内容です。 

 一つは通年議会を制度化するということと、もう一つは質疑の回数制限を撤廃すると。これ

は特に、うちと同じように予算決算３回なのですね。それを撤廃しようということみたいです。 

それと、説明員の反問制度を設けると。これは、福島町は制度を持っていませんから、うちは

自治基本条例の中で反問権と謳っていませんけど、定めております。  

それとあと、文書質問、国会で言う質問主意書。休会中、要するに通年議会をやるのであり

ますから、休会が長くなると。だから、その中で町に対する文書質問、一般質問と同じような

ものですね。質問主意書、国会でやっていると思います。鈴木宗男議員がよく使っているもの

ですね。これを制度化しましょうということらしいです。 

それと、傍聴人の討議への参加。特に常任委員会の傍聴人を、意見と言うのかな、必要なと

きに質疑を認めようということだそうです。 

 これを、５つを検証しようということで、３月議会に召集して９月までに期間を設けて、そ

の間３・６・９月の定例会で本格実施に向けられるかどうかを検証しようということでござい

ます。 

 白老町も通年議会を目指して去年の６月から試行を継続して実施してきてございますが、逆

に言えば福島の方が、うちの部分をほとんどまねたと言っていましたけど、そういうような方

向性に向かっているのかなと思います。 

 それともう一つはですね、会議規則の中で一般質問の回数、時間制限を廃止するということ

です。会議規則は変更しますと。 

 それと、委員外議員の出席、発言に関する制限を撤廃するそうでございます。 

 それともう一つは、委員会条例の中に広報広聴の常任委員会、うちと同じです。うちと同じ

ようにしたいということです。福島町についてはもう、議会懇談会、いろいろな形でやられて

いるのですよね。ですから、制度化するというだけです。きちっと位置付けをするということ

だそうです。 

 これを３月から目指してやっていくということだそうです。ですから、今北海道が結構進ん

でいましてですね、矢祭町の日当制もありましたけど、プロかアマかという議論もありました

けど、２局化されて通年に向かう議会と、必要最小限の議会をするのかという議論に分かれて

いくのかなという見方をしてございます。 

 それともう一つの資料ですが、最後のところです。会議の拘束の話が出てございましたので、

これ、あえて作らさせてもらいました。過去３年間の白老町議会の会議の日数と、議員の出席
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日数でございます。委員会に所属している、していない方もおりますので、出席日数にばらつ

きが当然あると思いますが、過去３年間で比較させてもらったものでございます。17・18・19

年度の実績を出してございます。 

 17 年度につきましてはですね、会議日数が延べで 119 日ございます。うち、本会議が斜線部

分の 23 日。委員会の開催が網掛けの 96 日になってございます。折れ線グラフになっているの

は議員の出席日数を個人別に出したものでございまして、個人の名称は出てございませんが、

最大、マックスで出席された方が 119 日のうち 91 日間です。平均すると 70 日。最小の方が 47

日ということでございます。これは多分、議会運営委員会に入っているか入っていないかで相

当 30 日ぐらい日数が違いますので、その影響があるのかなということが伺えるかなと思います。 

 そして 18 年度がですね、157 日と会議日数が飛躍的に延びています。これは多分、実基本条

例の特別委員会と、それから病院の特別委員会がだぶったわけですよね。両方とも小委員会を

設置して、小委員会の活動も実数の中に入ってきますので、こういうような日数になろうかな

と思います。ですから、本会議が 19 日に対して委員会が 138 日と、40 日ほど増えてございま

す。それで、この中でも議員さん、マックスが 111 日で、平均すると 90 日ございます。 

 19 年度は 156 日。ほぼ開催日数は横ばいでございます。本会議が 26 日、委員会が 130 日。

本会議が前年度より延びているのは、これ通年試行しておりますので、多分締めの日が最低そ

の分がオンされてきますので、増えてきているのかなと思います。 

 それで、マックスで 125 日、平均すると 93 日、最低で 66 日。矢祭町の日当制でやっても 300

万円ぐらいにはなっているということですね。 

 これも含めて、通年議会の議論に参考にしていただきたいと。多分 100 日超えている議会と

いうのは、町村では非常に多い議会ではないかなと思っています。 

 ですから、通年議会が開催されても、これが倍になるとかそういうことには多分ならないの

ではないかなという気はします。 

 これは、20 年度もグラフを重ねてですね、ずらしながらとっていきたいと思っていますけど、

こういうような非常に活発な議会であるということも、活動の成果として抑えられてもいいの

かなと思っております。これはちょっと参考にしていただきたいということでございます。 

○委員長(山本浩平君) はい。それでは、今の説明の中で質問をどうぞ。 

 西田委員、どうぞ。 

○委員(西田祐子君) ちょっと、今の説明の中で、全員協議会とか議員研修とかありますよね。

ほぼ全員が出るような。それはこの数字の中には入っているのでしょうか、入っていないので

しょうか。その辺、教えていただければ。 

○委員長(山本浩平君) はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それはですね、報酬の支給された委員会、委員外議員も含めま

してですから、その中に委員会協議会、全員協議会は当然含まれてございません。 

 それと、公務で出張された議員研修会、例えば東京の港湾大会、そういう部分についてはそ
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の日数には入っておりませんので、念のため申し上げておきます。あくまでも委員会の実数で

ございます。あくまでもそこに表現されているように、本会議と委員会の延べ日数でございま

す。協議会は入っておりません。 

○委員長(山本浩平君) はい、大渕副委員長。 

○副委員長(大渕紀夫君) 例えば、委員会で行っている視察は入っていますね、当然。港湾大

会とか、東京白老会だとかは入っていないけれども、委員会で行っている視察はもちろん入っ

ていますよね、当然ですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 入っていると思います。 

○委員長(山本浩平君) はい、及川委員。 

○委員(及川 保君) この、最低のね、例えば平成 17 年のこの 47 日、これどういう最低の日

数だったのだけどもね。どういうこれ、計算の仕方をしているのでしょう。 

○委員長(山本浩平君) はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） あくまでも個人ベースで出させてもらっていますので、欠席す

ると数値が下がってくるのですよね。開きがある。 

 そして、ちなみにですね、参考に申し上げますと 17 年度の議会運営委員会が 30 日あるので

すよ。そこに、議会運営委員会に入られない方と入られる方では 30 日違うということになるの

です。そういうことです。 

 それで、18 年度はちなみに 35 回議会運営委員会があるのですね。ですから、35 回違うので

す。19 年度は 29 回あるのです。ただ、19 年度は平均が上がっていっているのはですね、病院

と自治基本条例、それから財政の特別委員会が全員構成でやっていますよね。ですから、全員

構成ですから平均としては上がっていっているということです。 

 ですから、全員の委員会でなくなるともうちょっとばらつきが出てくるのではないかなと。 

 ただ今後、議会運営委員会と広報の小委員会というのは対極にしましたので、広報の小委員

会の活動が活発化してくれば、平均的に上がってくるだろうという見方をしています。両方だ

ぶっている人はもっと上がってくると思います。 

○委員長(山本浩平君) 他、皆さん質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) はい。なければ、会期の取り扱いについてですね。 

はい、局長、説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいですか。２番目の本題の会期の取り扱いなのですが、

多分通年議会の本格実施というのは３月議会で間に合っていませんので、これ延長してやって

いくということはできませんので、当然６月まで試行するかしないかという議論になると思い

ます。 

 試行するということになれば、会期延長を最終日に議長発議で諮らなければならないという

ことでございまして、前回の 12 月議会と同様で、考え方で行けば、３月 22 日から５月の末ま
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で。当然先ほど言いました、繰上充用の部分もございますので、30 日。31 日が土曜日になりま

すので、30 日まで 70 日間延長するという形になろうかなと思います。 

 ６月からずっと試行してきていますので、試行という形が最善なのかなという判断がされま

す。私からは以上です。 

○委員長(山本浩平君) はい。この点について皆さん、いかがでございますか。ご意見を伺い

たいと思いますが。 

 試行するかしないかの確認ということだけでございますので、これは試行するということで

皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) はい。では、この記載のとおりで試行を行いたいと思います。 

 それでですね、皆様方に今日まだ時間ちょっとございます、５時ぐらいを目安にしたいと思

うのですけども、試行をいつまでやってですね、本格実施をですね、どのように検討して行っ

たらいいのかということもですね、何度も皆様方とこういろいろ議論をしているわけですけれ

ども、先ほど専決処分の問題もクリアになりました。その辺の中でですね、今本格実施に向け

てのご意見をですね、再度皆様方にちょっとお諮りしたいなと思うのですけれども。 

 今までこう、議論した背景を踏まえて、ご意見があればどうぞ。 

 はい、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) 氏家です。多分皆さんのいろいろな意見がこれから聞かれるのでしょう

けども、前から一貫として公明党としてですね、通年議会についてはいつ実施しても構わない

と。本来であれば１月１日からでもという話で来ていますので、それ以上のですね、議論をこ

こでする何もないのですよ。 

 ですから、その後ですね、例えば会派の中で持ち帰って、こういった意見があったとかとい

う話がですね、あればここで聞くべきだと思いますし、なければですね、それ以上の話をここ

でする話ではないかなと思います。 

○委員長(山本浩平君) 今のご指摘のとおり、いろいろ会派の中で意見もこう分かれているわ

けでございまして、本格実施、１日も早くすべきではないかという考え方の会派と、試行をも

う少しいろいろとやってから、慌てることはないということで分かれているのですけども、そ

の後ですね、何か新たな考えと言うか、会派の中で話しが出たところがあれば、お尋ねしたい

と思いますが。いかがでしょうか。 

 清風さんの方でですね、その後何かこう、会派の中でですね、この通年議会の試行と申しま

すか、通年議会の本格実施について、何か討論されたことがあればと思いまして。 

はい、及川委員。 

○委員(及川 保君) はい、清風クラブです。実は、あの後は全然この通年については議論は

していません。 

○委員長(山本浩平君) なるほど。試行をまだ続けて、そのままですね。 
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○委員(及川 保君) という形で行くという形になっていましたから、はい。 

○委員長(山本浩平君) 委員外議員の前田議員はいかがでしょうか、この件につきましては。 

○委員外議員(前田博之君) 私も前回も試行ということで、まず１年間やってみようというこ

とを一つやっていますし、６月に議会改革の関係、議運とやるのと、広報の方でやるのと、項

目は違いますけども、その中で通年議会に絡めてちょっとですね、議論させていただきたい部

分はあるのですよ。それで、ある程度分かればですね、私はいいなと思っていますけど、ちょ

っと２、３点ですね、議論したいという部分があります。 

 また、いみじくも今日、議会事務局から資料が出ましたけど、福島町ではね、委員外議員の

出席、発言に関する制限を廃止するということで、表を見るとですね、しっかりと討議をする

ことができる議会ということを言っていればですね、そういう部分もやっぱり整理、整合性を

持って整理する必要があるのかなと、私自身は思いますので、議会改革の項目がたくさん各会

派から出ていますので、それに合わせてですね、若干議論をさせていただきたいと思います。 

○委員長(山本浩平君) 他に何か、皆さんご意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) なければですね、この本格実施に向けてはまだ様々な、若干議論を重

ねていきたいという会派、あるいは委員外議員の方もいらっしゃいますので、今日の会議の中

ではですね、いつぐらいを目安にして本格実施ということにはなかなか結論は出すのはちょっ

と難しいかなというところでございますので、なければこの２の議題につきましては、以上に

させていただきたいと思います。 

 それでは３番目、その他について。それではですね、お手元の資料について、専決処分の指

定についての資料があると思います。 

 局長、それでは説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） １番に戻っていただきますが、先ほど町と調整して文言を調整

した部分の専決処分については、おおむねいいだろうということをご了解いただいたところで

ございますが、一応通年試行も延長するということで、５月まで延長します。 

 この場合、３月 31 日に当然先ほど専決処分した事項が該当してくる事項がございますので、

21 日でこれを議決しないと、支障が出てくると言うのですかね。物理的に難しい専決処分があ

りますので、これを 21 日に提出させていただくということで、まず確認としてはよろしいかど

うかということですね。 

 それと、従来は委員会の提案はできませんでしたので、議員発議でございました。ただ、こ

こで全会一致ということで認められるのであれば、委員会提出でも構わないのかなと。今委員

会提出の案になっております。 

 それともう一つは議案説明、このような内容でちょっと整理させてもらったのですが、これ

でよろしいかどうかということです。これの指定の議案説明につきましてはですね、通年議会

の試行、今現在試行している最中でございまして、これをほぼ年間を通して会期中となること
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から、町長が議会を召集する、要するに従来で言う時間的余裕、いとまがないということが明

らかであるという事例がなくなるということなのですね。 

 それで、179 条による専決処分は限りなくできないと。先ほど法務担当が言ったようなこと

で、そのことから本当、今、真にやむないものについては認めようという内容でございます。

この内容で委員長が報告するような形になると思いますけど、この全般でいいかどうかという

部分の確認だけお願いしたいと思います。 

○委員長(山本浩平君) はい。お手元の資料についての確認をさせていただきたいと思います。

まず、３月の 21 日提出ということでのことで、会議案としてですね、提出するということでよ

ろしいかどうか。 

 また、この議案説明の内容もご覧いただいて、何か修正等があれば皆様方からご意見を伺い

たいと思います。いかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) 問題ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) はい。それでは 21 日に提出ということで、委員会提出ということで

させていただきます。 

  

◎閉会の宣告 

○委員長(山本浩平君) それでは大変お疲れのところありがとうございました。 

それでは、これで本日の議会運営委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

（午後 ４時３０分） 

 


