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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４月１７日（木曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ３時５５分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．第３次議会改革について 

２．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．その他について 

                                         

○出席委員（１０名） 

委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 及 川   保 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

 委  員 氏 家 裕 治 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

委員外議員 前 田 博 之 君      委員外議員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○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） おはようございます。ご苦労さまでございます。会議が始まる前に

ですね、及川代表のほうから 15 分ほど遅れるということの連絡が入っておりますので、申し述

べさせていただきます。 

 それでは、ただいまから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） それでは、各会派に持ち帰っていただきました、第３次議会改革に

つきましてですね、議会改革における議会運営委員会の審議経過ということで、わかりやすく

今までの審議経過をまとめたものをそれぞれ各会派に持ち帰っていただいて、これを参考に再

度いろいろまとめていただくという作業をやっていただいていると思いますので、それぞれの

各会派からですね、挙手で結構でございますのでざっと３の１の１から、この項目に沿ってど

のように協議されたのかということを一つ一つやっていきたいというふうに思います。 

それでは、まず、３の１の１ですね。議決事件の追加。これは各会派持ち帰り再協議という

ことになっておりまして、検討項目が４つほど出ております。これにつきまして、それぞれの

各会派から発表していただければと思います。どうぞ、挙手にて。どこからでも結構です。 

日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。うちは、基本構想に基づく基本計画、これは私のほう

で言ったものですから、姉妹都市の盟約・まちの宣言、当然、この３つについてはオーケー。

そして、２番目のですね、長期計画の関係ですけれども、原則５年以上の計画と。３年の計画

は議決事項にするとものすごい量になりますから、５年以上のもので、一応、議運で確認しな

がらね、本当に必要があるか、長期だから全部やるというのではなくて、５年以上のもので議

運で確認しながら、というふうにしたいと思うのだけど。ただ、議決事項ですから条例化され

ますので、そういうふうにはいかないと思うから、原則５年以上ということであります。考え

方としては、そういうことを根本にしながら考えているということです。 

○委員長（山本浩平君） ほか。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブは、大渕副委員長と同じで、私どもも５年以上にしては、

ということで考え決まっております。以上です。あとほかはこのとおりと。 

○委員長（山本浩平君） ほか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党。会派持ち帰りという形の中だったのですけども、うちの副議

長のほうはまだ退院してきたばかりでなかなか会うことができなくて・・・。前から、これは

話し合っていた部分でありますので、１番、それから、２番、３番、４番、これはそのまま議

決事件としての追加事項に上げていくべきだろうという話で。２番目のまちの長期計画、これ

は今、皆さん言われたとおり、大きな長期計画、５年以上だとか、10 年、そういった計画をも
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ったものについては議決事件の追加で上げていこうではないかという話は、これは前から話を

していた部分であったものですから、それはそのとおりだと思っております。 

○委員長（山本浩平君） 以上ですね。それでは、清風クラブさん。 

○委員（西田祐子君） ここの件につきましては、特に深い議論は出ませんでした。こういう

ことをもし、議決するのであれば、別にそれは構わないのではないかということです。 

○委員長（山本浩平君） 了承ということですね。新風でございますけれども、まず、１番目

ですね。これは基本計画となっておりますけど、やはり基本構想に基づく総合計画については、

議決事件として追加すべきではないかという考えです。それと２番目、町の長期計画、種類、

計画年数に関しましては、年数まで実はちょっと協議しなかったのですけども、各マスタープ

ランにつきましては、議決事件として取り扱うべきだということでございます。３、４も問題

なく、これも追加に異議なしということでございます。 

 それでは、無会派のご意見をお尋ねしたいと思います。熊谷委員外議員、どうでしょうか。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 問題ないと思いますけども、全部。すべて議決事件にしていい

と思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。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、１、２、３は議決追加していいと思います。ただ、年数

についてですね、今、５年というお話がありましたけども、それが云々ではなくてですね、私

はまず、内容の精査が先に必要かなと思います。それで、原則的には３年ぐらいにして、そし

て、５年となればですね、ものによっては改選にまたがる可能性もありますので、若干、やっ

ぱりチェック機能も必要かなと思いまして、私は内容によっては３年を原則にしたほうがいい

かなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。おおむね、この１から４に関しましては、

各会派、また、無会派の方も賛同するということでまとまりました。内容については、これか

ら詰めていかなくてはならない部分もありますけども。ただいま、前田委員外議員のほうから

は、内容によっては５年ではなくて３年ということも必要ではないかというご意見も出された

ところでございます。おおむね、５年以上ということについて、公明党さんも新政クラブさん

も異議なしということで出ておりました。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけどね。ちょっと事務局に確認したいのだけれども、例

えば、議決事件にした場合ですね、条例上、これになりますよね。そうすると、例えば３年と

いうふうになったり、５年というふうになったりした場合ね、すべて議決事件として出てくる

と、条例案として出てくると、こういうふうになりませんか。僕も５年のもので言ったのだけ

どね、同じことを言ったのだけど、３年と同じことを言ったのだけど。議決事項とした場合、

全部、条例出てきても、これはいいよとなるのですか。 

○委員長（山本浩平君） 事務局。 

○事務局長（上坊寺博之君） 細かく、後で精査はいると思いますが、こういう場合が考えら
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れるかなと思うのですね、例えば条例上で３年以上という規定をしましてですね、３年以上、

ただし、別に項目を定めるという方法があるのではないのかなと。規則で定める。いずれにし

ても、規則も議決を取らなければだめだと思いますけど、条例上の規定は３年以上、ただし、

項目については規則で定めるという形で、規則できちんと項目だけをうたっておくと、そうい

う方法もあるかなという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 基本的にそういうことをきちんとしておかないと、議論が、この

後やってもかみ合っていかないと思うのですよ。それで、共通の認識にしたいのは何かという

と、規則で３年以上でも、例えば後期高齢者医療計画とか、白老町の保健計画とかは議決事項

にしますよと。しかし、男女共同参画社会の計画だとか、社会教育計画だとか、こういうもの

は３年だけれども、これは議決事項にしませんよということを規則で定めれば、３年以上でも

定めたものだけが議決事項になると、こういう理解でいいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、そういう例は少ないのですけどね。インターネッ

ト上で条例案を見ますとですね、そういうところもあるのですね。実際に条例では漠然と表現

をしておいて、規則で定めるような規定をしておいて、項目に１本ずつ。ですから、変わりま

すよね。変わりますと言ったらおかしいけど、必要性が出る場合と、出ない場合とが出ますか

ら、その都度追加しているのではないかなと思われるのです。ですから、法律に定められた計

画と任意で定める計画があるのですよ。今回の財政計画は任意ですよね。防災計画は法律上定

められている。ですから、そういう区分けの中で指定項目を規則で挙げてやっているところも

中には見受けられるということですね。ただ、５年がいいか、３年がいいかというのは、それ

はわかりませんけど、これは議会として変えられますからね。ただ、前提としては、やっぱり

執行権の問題ですから、やっぱり町とのきちんとした協議は、当然、合意というのですかね、

そういう部分はある程度取る必要があるのではないかなという気はします。 

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君） ほか、この３の１の１、議決事件の追加のことにつきまして、何か

ご意見、質問なり、何かある方はどうぞ。ございませんね。 

 それでは、次のほうにまいりたいと思います。３の１の２、政策研究会について。これも各

会派で協議をされたと思います。この件について、協議されたところ、どうぞ。新政クラブ、

近藤委員。 

○委員（近藤 守君） １番につきましてはね、要するに公的機関であるというふうにやると

いうことで会派では決めております。それから、設置の目的はね、これはあくまでも政策能力

の向上であるということであります。それと構成は、やはりこれは全員でやるべきであるとい

うことです。それから、特別委員会とのすみ分けにつきましてはね、特別委員会というのはや

はりイオルであるとか、港であるとか、目的があってやるものですから、それとはやっぱり分
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けて考えるべきであるというふうに決めました。 

○委員長（山本浩平君） ほか。日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 設置目的は今、新政クラブさんが言われたのと同じで、公的機関

として設置すると。それで、２、３はあれですけども、４、特別委員会とのすみ分け。これは

ね、やっぱり、はっきりさせなければだめだというふうに思っています。それで、例えば、今、

北海道が進めている道州制の問題や合併の問題やこういうものを具体的になる前に方針が出た

ら、こういうところできちんと研究するという部分と、条例提案なんかの場合の勉強会という

のがありますよね。やや近藤委員の言われたことと似ているのだけれども、もちろん条例を出

すのも具体的な目的なのだけども、そういう具体的に議論しなくてはだめな部分とすみ分けを

きちんとしてやれば特別委員会とはかぶらないのではないかということであります。ですから、

そういう部分で政策研究会を運用していくと、活用していくと。ただし、やっぱり公的機関と

しないとですね、これは権限の問題とかいろいろなことが出てきますので、うちの会派は公的

機関にしたほうがいいと、こういうことです。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうでしょうか。清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私どもの会派の、この前の議運のときにも申し上げ

たのですけども、やはり設置するときは公的機関ということで設置すべきだということでござ

います。今、出ていましたけども、前議会まで、この政策研究会という形で取り上げて進めて

きた合併調査研究会というのがございます。このことも前回の議運で申し上げましたけども、

非常にあいまいな形で、これは議員会という形で取り上げていたのですよね。こういうことで

はなくて、やはり、きちんと町にも提言できる、そして、また、議会全体としてもきちんとし

た目的を持って、そして、結論もしっかり出せるような形にするとすれば、やはり公的機関と

いう形でやっていくしかないなということでございます。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。氏家委員、公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。これも前回言ったとおりですね、設置の方法については、

まず、公的機関でやるべきだと。それから、設置の目的に関しては、今、及川委員も言われま

したけども、合併調査特別委員会、そういったものでやっていくとですね、やっぱりあいまい

なのですね。ですから、行政に対しての提言だとか、それから、皆さんからいろいろな意見を

もらいながら、それをどうまちに生かしていけるのかという部分は、やっぱりきちんと特別委

員会だとか、例えば全員協議会みたいなものとはちょっと分けてですね、しっかり考えていっ

たほうがいいという考え方です。４の特別委員会とのすみ分けという部分では、同じことにな

るのかもしれないけども、やはり大きな課題について取り組むという部分に関しては、多分、

目的は違うと思うのです。ですから、そういった面では、特別委員会というものと、やっぱり、

しっかり分けて考えたらいいのではないかなということでおります。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。新風なのですけれども、この政策研究会を

どうするかというところで非常に、４番の特別委員会とのすみ分けがどうなるかというところ
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で非常に協議がストップしてしまったのです、実は。ストップしてしまったというか、なかな

か本当に、それでは、どうすみ分けできるのかというところでですね、なかなか意見がまとま

らなかったのですね。それで、設置の方法に関しましては、皆さんと同じように公的機関が妥

当だろうと。構成に関しては全員とかではなくて、逆に特別委員会が、これから特別委員会が

全員になるのか、全員にならないのかというのは協議ですけれども、大きなテーマで特別委員

会を設置する時は全員協議会的な特別委員会になる可能性が多いので、この政策研究会は、す

み分けするという意味からすると会派から１名ずつでも選出した中でつくるのがいいのではな

いのかなという意見になりました。ただ、内容そのものに関しましては、今後の検討課題とし

て内容を十分精査していくと。なかなか特別委員会とのすみ分けの答えが出てこなかったとい

うのがうちの議論の結果であります。以上です。 

 それでは、無会派の熊谷委員外議員さん、いかがでしょうか。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 熊谷です。各会派の意見を聞きましたら、公的な機関でおつく

りになられるということでありますけれども、私はまだちょっと、公的というのは時期尚早か

なというふうに思っています。やはり政策研究会という冠ですから、何を政策として扱うのか

というところもやはり非常に難しい部分があるのかなというふうに思います。よって、私は、

これは改選前からこの議論はあったのですけれども、政策研究会というのは勉強会の一種だと

いう認識を持っていますので、従前、議員会で主催しているような、そういう形で進められた

ほうがいいのではないかなというふうに思っています。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） 原則はですね、政策研究会は必要だと思いますけども、今の段

階でやっぱり、公的にするか、任意にするかということがちょっと私も疑問に思っています。

それで、特別委員会とのすみ分けの関係で出てくるのですよね。これは、小さくしてしまうと

やっぱり屋上屋重ねたような部分になってくるという部分もありますし、この構成部分ですね、

今、会派の代表という言い方をされましたけども、それは別としてですね、やっぱり政策集団

である会派との兼ね合いがまた出てくるのですよね。非常に難しい部分があるし、今、及川委

員もお話していましたけども、私も当時そこに当事者としていませんでしたけど、合併調査研

究会もあってもね、あれは大きいですけど、それを小さくした考えにすると、前もお話しまし

たけど、行政側からの説明を受けたり、資料をもらったりして、それの議論なのですよね。や

っぱり、これをつくる以上は自立能力をどう自分たちが確実に担保できるかという本質的なも

のを踏まえていかないと、結果的に形骸化される可能性がありますので、私は必要度は認めま

すけども、もう少しこの部分を議論したほうがいいのかなと私は思っています。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。私どものほうから会派から選出という話は

したのですけれども、無会派の方もこの中には、政策研究会には当然参加してということの意

味合いでの会派から選出という意見でございます。 

 それぞれ、いろいろと各会派、または無会派の方から意見が出ましたけども、ここでまた意
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見をちょっと伺いたいと思いますが、皆様方から出た意見を参考にいかがでございましょうか。

なかなか特別委員会とのすみ分けをどうするかというところで非常に、具体的に詰めるとなる

と難しい部分もあるのかなと思いますけれども。清風クラブさん、どうぞ。 

○委員（及川 保君） 実はですね、私どもの会派の中でこの政策研究会について議論した中

で、もう一つ出たことがございましてね。白老町議会は会派制度で今、もって進めているわけ

ですけども、この会派というものを今後も引き続いて、こういう形で進めて行くとなれば、こ

の会派制度をやっぱり最大限活用するのであるならば、それぞれの会派が町民にきちんとした

説明なり、意見を聞くなり、何て言うかな、当然、自主的になるのでしょうけどもね、会派と

いうことになってしまうとね、自主的なこういった研究会というものを活用して活動できない

ものかなという意見が実は出ているのですよね。それで、すべきだなと、こういうこともね。

今後もこういう制度を活用していくとなれば、この部分で会派が活用できないものかというよ

うな意見も出ているのですけどね。 

○委員長（山本浩平君） お尋ねしますけども、当初、公的機関でやるべきという、清風クラ

ブさんもそれに賛成だというお話でしたよね。だから、それはそれで各会派での活動も充実さ

せてはどうかと、この政策研究会ということにおいてですね。というご意見があったと。大渕

副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは北海道新聞が栗山町の議会のことを報道した新聞がありま

したけれども、ここには総合計画の町側懸案に議会として全国で初めて対案を作成し、原案修

正を実現したと、こうあるわけですよ。ですから、もちろん、これだって、特別委員会でもで

きるかもしれませんけれども、対案を作成するということで言えば、特別委員会がなじむのか

どうかというのがちょっと私、そこまで研究していないのだけども、そういうことで言えばね、

まだ行われていないもの、さっき言った、合併だとかね、これは俎上に乗っていないわけです

から。それから、道州制。支庁再編もそうかもしれません。うちはあまり影響ないのかどうか

わからないけども。そういう俎上に乗っていないものの勉強する部分、これ、特別委員会とは

完全にすみ分けできると思うのですよね。 

 それから、項目を決めて勉強する。例えば、常任委員会として、各会派として条例提案をす

る時にどういうことに注意すればいいかということをみんなで、まず、勉強しましょうという

場合は、特別委員会にはなじまないですから、そういうことはできると思うのですよ。それで、

総合計画をそういうふうにするかどうかというのは、また、これは特別委員会のほうがいいと

かという議論にもなるかもしれませんけれども。そういうことで言えば、私は、そこのすみ分

けは考え方によっては全員合意ではできないことではないだろうと。ですから、特別委員会は

特別委員会として、やっぱりきちんと議論する部分が必要ですから、そことのすみ分けはきち

んとやるということと同時に、政策的な部分で提言する場合、この場合も特別委員会をつくっ

て、出た結論を特別委員会の意見として町に修正を求めるのか。もうちょっと緩い政策研究会、

公的な機関であっても政策研究会で意見を取りまとめて提言するのかというのは、町側の受け
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止め方もきっと違いがあるような気がするのです、その部分は。特別委員会だったら、絶対に、

必ずやれというふうになるけれどもね。だけど、政策研究会の場合は、そこを取り入れてほし

いというようなニュアンスでできるのではないのかなという。そこはもうちょっと研究が必要

だと思うのだけれども、そんなことも含めてね、この政策研究会を生かせればいいかなという

ふうに、うちの会派では考えてはいたのですけどね。 

○委員長（山本浩平君） 局長、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、いろいろと議論ありましたけど、この政策研究会というの

は自治基本条例の 21 条の３項でですね、「議会は政策研究会を設置します」ということになっ

ていますので、その辺を含めて議論していただきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕は、この政策研究会というのは、きちんとすみ分けをし

なければいけないということが、まず、前提にあると。それは皆さんの考え方のとおりだと思

うのです。それで、さっき前田委員外議員が言われたとおり、先回、例えば、合併調査研究会

も行政から資料をもらって、それについて皆さんと協議したということが、まず、なかったよ

うな気がするのです。まず、講師を呼んで、そういったものについて、いろいろな考え方を聞

く、そういったものの勉強会だったり。 

それから、座長であった吉田元議員がですね、行政に対して、白老町と登別、それから、苫

小牧、この合併シミュレーションについて、ちょっとつくってもらえないかと言ったところで

すね、やっぱりそれは難しいと。ですから、いまだにつくれないはずなのです。ただ、つくれ

ないということで吉田議員は登別まで行って、登別にはそういった資料はないのだろうかとい

うことまで探してですね、持って来て皆さんに多分お知らせしたのではないかなと思っている

のです。私のところにはその資料あります。そういったものを見ながらですね、行政に対して

こうあるべきではないかと。一つ言えば、都市計画税にしたって白老町は持っていないのにほ

かでは持っていて、そういった税収項目として取り上げてやっているだとかですね、そういっ

たことについてまでやっているのですよね。その時もやっぱり、これからの白老町の財政は厳

しくなるのだろうということで、自立していくためにはどうしたらいいのかという議論がそこ

で深まっていかなかったというのが一つあります。ただ、やっぱり一つの研究会というもので

終わってしまった。僕は、それは中途半端で終わってしまった一つのあれだなと思っています。

ですから、今回、もし、こういった政策研究会等が公的機関として、しっかりとした位置づけ

の中で行政に対してこうあるべきだと、財政面、または、税制面に関してもやっていけるよう

な、そういう立場にあるべき姿をちょっと思い浮かべながらですね、これからやって行ければ

なと私たちはそういうふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） いろいろご意見が出ているのですけどね、すみ分け方ということにな

るとね、私はそんなに難しいことはないのではないかというふうに思っているのです。今、言
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われているような合併問題調査研究というのは総務でも、産業厚生でも非常に難しいわけです

からね。だから、そういう部分では研究をしていくという意味合いにおいてはね、すみ分けに

ついては難しく考える必要はないかなと。逆にそういう部分では町に提言できる公的機関とな

ればね、非常に今後、議会にとっても非常に有効な手段かなというふうには思っているのです

けどね。 

○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） 今、局長が言った自治基本条例にあるからつくるとかというこ

とは置いておいて、もっと議論すべきだと思うのですけど。私はね、否定しているわけではな

いですから、もっとやっぱり、先ほど言ったように、議論を煮詰めないといけないと思うのだ

けど。今、聞いていると、政策研究会は勉強会というのですけども、原則論的なことはもう議

員としてね、どこまでの位置で資質を持って理解していなければいけないかという部分がある

のですよ。そして、今、話にありましたけど、予算の修正とか云々というのは委員会制度です

から、一人が、委員がいれば、いろいろできるわけですよ。あるいは今度、条例を改正する、

何かをするという時には二人いなければいけないわけですから、二人会派が出れば間違いなく

できるのですけど、そういう部分が会派とか議員に権能があるのですよ。それを踏まえた上で

政策研究会になるのかどうかということを議論していかないと。だから、私は政策研究会でや

るのであれば、会派の人方のものの考え方を抜きにして、そこで一つの考えができてですね、

そこで条例案の提案をするとか、政策提言を堂々と議場でやっていけるのかと、理事者と対峙

できるのかと。それぐらいの機能を持ったものにしていかなければ、僕は、ただ、政策研究会

を設置したけれども、思惑で結果的にできなかったというのではなくて、本来の議員としてけ

んけんがくがくやってですね、一つの目的の中で公的に位置づけしていくというのであれば、

そこまでやっぱり自分たちに意識持ってやっていかなければ、私が言ったように形骸化という

か、屋上屋重ねたような形で逆に特別委員会が、今回も設置しましたけど、その中でかなりの

機能を果たせるかどうかということが我々に問われていますからね、その辺がどうかなという

ことをもうちょっと議論深めて、本当に 16 人が納得した政策研究会でなければね、どうかなと

私は思うのですよね。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今ね、前田委員外議員が言われたことはやっぱり会派

できちんと議論すべき中身だと私は思います。会派はそのためにあってね、一般的に資質を上

げる、ここまでいったらと言うのですけど、ここまでというのはどこまでなのだと、何もない

のですよ。だから、やっぱりそれは会派できちんと議論して、会派の中で政策研究なり何なり

も含めてやっていかないと、これはいかないと私は思います。レベルがどこまで行けばいいの

かと言ったって、そのレベルというのはないのですよ。ここまでというものは何もないわけで

すから。具体的に言えば、やっぱり会派できちんとやりながら、その不十分な部分、共通認識

になれる部分、議会議員としてどうあるべきかという部分を政策研究会の中で高めていくとい
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うふうにしか、私はならないのではないのかなという考え方を持っていますけどね。 

○委員長（山本浩平君） 今の意見は先ほど清風クラブの及川委員から出たものと若干似てい

る内容にもなるかなと思います。なかなか、それぞれからいい議論が出たと思いますし、私ど

もの会派ですみ分けでちょっと、どのようにやるのか、なかなか意見がまとまらなかったので

すけど、皆様方の意見を拝聴して、いろいろとお互いできるのだなということもわかりました

ので、いい政策研究会を設置していければと思います。また、皆さんで議論を深めていきたい

というふうに思います。 

 それでは、次にまいりたいと思うのですけども、３の１の３ですね。専門的知見の活用。条

例の明記、活用のあり方ということでございますけど、この点について、いかがでしたでしょ

うか。清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 専門的知見の活用というのは、その時々で当然、意見を聞かなければ

いけないということにおいては、これはもう取り上げていくべきだということなのですけども。

ただ、議会が例えば、先ほど審議したような政策研究会のような形でね、公的な形に例えばな

ったとして、専門的知見を活用しようと言った時に、前の議運でも申し上げましたけども、費

用面も含めて本当にやっていけるのかどうかね。この辺がやっぱり課題ではないかというふう

に思うのですけども、これはそれ以上に踏み込んで議論はしていません。 

○委員長（山本浩平君） ほか。新政クラブ。 

○委員（近藤 守君） 私のほうもですね、今、おっしゃるように、例えば専門的知識の、言

うなれば、顧問みたいなものを常時おいてね、そして、意見を聞く。そういうことにすれば、

やっぱり費用の面であるとか、様々な問題があるということで、会派としてはもう少し時期を

みてやってはいかがかなというような結論に達しました。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 条例明記はやるべき、なるべく早く。活用のあり方は今後、研究

すべき。こういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 皆さんと同じですけども、条例の明記はするべきだろうと。それで、

活用のあり方については、やはり今後も皆さんとまだまだ深く議論しなければいけない部分だ

と思いますけども、やっぱり予算の問題があります。そういった部分をどういうふうにして、

これから、すべてではないでしょうけども、やっぱり必要なものというのは出てくると思うの

ですよ。そういったことについて、皆さんからまだまだ、いろいろな話を聞きながらですね、

これは進めて行くべきではないかなと思っております。ですから、専門的知見の活用について

は、そのとおり活用は必要だろうと。そして、条例の明記をしっかりして、あと、活用のあり

方については今後の一つの課題として、また話を煮詰めていかなければいけない部分だろうな

と思っています。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。新風なのですけれども、これに関しまして
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は必要性のある時に行うべきことであるということでありまして、条例の明記まで必要はない

という意見でまとまっております。 

 それでは、無会派の方々の意見も拝聴したいと思います。熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 熊谷です。このことについては、今後の、16 名に減員された白

老町議会の中で最も重要な部分になると考えておりますので、条例の制定は早急にすべきと。

それから、活用のあり方については、やはりケース・バイ・ケースであろうとは思いますけれ

ども、大いにそういう部分のところを活用すべきと、私はそのように考えます。 

○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） 私も条例明記すべきだと思います。条例にしておかなければ必

要な時に使えませんので、まず、条例に一にも早くすべきだと思います。あと、活用の方法は

その都度考えればいいと思います。そして、予算も出ていましたけども、予算は次に考える問

題であって、まず、条例化をし、対応していくべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。再度ちょっと皆様方に確認したいのですけ

ども、ただいま、条例明記につきましては新風クラブだけが、私どもだけが条例明記すること

は必要ないのではないかという意見でしたけども、確認をいたします。新政クラブさんと清風

クラブさん、この条例明記についてはいかがでしょうか。 

〔「すべき」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） すべきと。わかりました。そうであれば、私どももすべきというこ

とに変更したいと思います。条例の明記は全会一致ですべきと。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 条例上の明記ということなのですが、自治法上の規定にですね、

条例上に明記する、会議規則も含めてですが、具体的手続きを求めているものではないのです

よね。それで、何点か調査をさせてもらいまして、栗山町では専門的知見を使ったということ

なのですけど、栗山町は条例、会議規則上何ら明記していないと。自治法の規定により行った

ということです。 

それと、三重県の議会のほうにも電話させてもらいました。三重県の議会は、議会基本条例

の中に調査項目を取り上げる時に議決により専門的知見を活用できるという規定があるのみで

ございまして、それが条例明記と言っていいのかなと思います。それで手続き、要するに具体

的な手続き規定はないですかと、参考にほしいと言ったのですけど、三重県議会はまだ専門的

知見の活用の事例がないので具体的手続きをまだ定めていないということだったのですよ。で

すから、うちの場合も、今現在でも自治法上の規定ではやれるのですよ。ただ、具体的手続き、

どういう手続きを踏んでいくかというのは、まだ全然、私も見えないのですよね、正直言って

ですね。ですから、今の規定の中でもやれないことはないと。ただ、議決事項でどこかに盛る

か、その程度なのですね。盛らなくても、どこにも入れなくても、自治法上、優先法ですので、

それを使ってできないことはないということでございます。前回、18 年の６月でしたか、自治

法が変わって 11 月に施行された時には、専門的知見の部分については、当時の議会運営委員会
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の中では活用を図る時に改めて検討しようということで整理してあったものです。ですから、

ちょっと事例を探しているのですけど、なかなか出てこなくて、私どももどういうふうに具体

的に定めればいいのかなと、今、思案あぐねている段階です。何点か調査したところについて

は、そういうような状況であるということで議論をいただきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今の局長の参考意見を踏まえて、いかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 局長にちょっと聞きたいのだけど、議会議決をしなければ、専門

的知見は使えないという認識なのだけど、自治法上ではそういう規定ではないのですか。要す

るに、議会議決を経るだけで、あとは、今は条例だとか規則がなくても使えると。専門的知見

を使えますよという議会議決さえ経れば、専門的知見は自治法上は使えるというような解釈で

いいのですか。そこだけ。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 標準会議規則等があるのですが、今回の自治法の改正、専門的

知見の部分についてはね、同規則、要するに会議規則の改正は必要ないと考えられると。です

から、改正を行わなかったと。ただ、会議規則上に「専門的知見を活用する際の具体的手続き

を規定することは法律上禁止されていない。」と。「各団体の必要に応じて判断を願う。」という

ことで定めなかったということなのですね、標準規則はね。手続き上は議決を要するというこ

とになっているのですね。要するに、調査の事項に付随するものですから、法律の規定はそこ

まで明記していないのです。「普通公共団体の議会は議案の審査・調査のために必要な専門的学

識有識者等にさせることができる。」と。ただ、「議会は」と言っていますから、当然、議決が

いるのだろうと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ。 

○委員（及川 保君） おおよそ、概要で、今、局長の説明でわかったのですけどね。簡潔に

言えば、要はその都度、必要と認めた時に議会として議決すれば、その都度こういう活用はで

きるのだという認識でいいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 法律上の解釈はそのようでございます。 

 もう一点、参考にですけどね。三重県の議会の基本条例の中にそういう規定があって、調査

機関の設置という項目があるのですよ。その中で学識経験者を有する等の調査機関を設置する

ことができると規定していましてですね、必要な事項は議長が定めるということになっている

のですよ。ただ、この議長が定めるというのをほしいと言ったら、実際には今、事例がないの

でまだつくっていないと。定めた時にあげますと言っていましたけども。ただ、これは自治基

本条例上にそう規定しているから、多分つくるのだと思います。ただ、うちのほうは規定がな

くても、議決事項では設置できるのですけど、ただ、何でもかんでもいいのかなという気はし

ないでもないのですけど。 
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 栗山町は総合計画の修正で活用したのですね。神原勝教授を使って、素案検討委員会という

のを立ち上げた中で、要するに総合計画の素案検討委員会というのを立ち上げた中で、専門的

知見を使って修正をさせたと。修正をさせたではない、修正をするための、要するにアドバイ

スをいただいたと。ですから、報酬で金額を支払っていると。報酬の額は教えてくれませんで

したけど。多分、１日何万かだと思います。５万、６万ぐらいか、10 万までは払っていないと

思いますけど。３日、４日来てもらったということのようですね。ただ、基本的に専門的知見

は、「調査をさせる」です。「学識を有する者等にさせることができる。」なのですよ。ですから、

議決の取り方としては、調査事項の設定と、期間と、依頼する者。だから、それは法人であっ

ても、個人であっても構わないと。ですから、コンサルタントもありなのですよ。「審査・調査

の必要のため、専門的有識者に対して調査をさせることができる。」なのです。ですから、栗山

のやり方がはたして専門的知見の活用かといったら、ちょっと・・・。アドバイスだから、サ

ポーターなのですね。広く解せば、そうなのかなという気がしますけど。三重県も例がないそ

うです。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、ほかありませんか。なければ、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私はその議決というところに引っかかっていたのですよ。それ

で、議決という意味というか、大きくとらえれば、やっぱり条例を当然決めておくのかという

ことで、今、条例と言ったのだけど。今、言っている議決というのは、事案が出た時に必要で

あれば、その時に決めればいいということなのですか。その方法は、前は、先に決めておかな

ければ、その都度というのかな、利用する時に使えないよという解釈をしていたのですよね。

だから、その都度であれば、議決の方法は条例に、今、言った議長なのか、会議規則の中でそ

ういう条項だとかできるのかね、その辺の解釈でいいということですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは全国の町村議長会から発信している文章ですが、まず、

一つはね、法改正の趣旨・目的の中に、要するに「議会が」なのですよね、「議案の審査、また

は、当該事務の調査に必要な専門的事項にかかる調査を、学識経験者を有する第三者に行なわ

せることを法律上明記した。」ということなのです。それで、標準会議規則を直すための趣旨と

して、「専門的知見を活用するのは議決が必要になる。」と言っているのですよ。「議会が」とい

う規定からだったと思います。議員の派遣もそうです、議会が派遣承認をするということにな

っていますので、それで、議決がいるという解釈なのだろうと思います。その中で一律に規定

する必要はないと。要するに、会議規則上は一律規定するものはないということなのですね。

ですから、逆解説すると、法律上、会議規則に盛っても禁止されていることではないというこ

と。だから、そこに議決取って、どういうように取り扱いしますよという規定をしても構わな

いという全国議長会の判断なのですね。ただ、これは各町村でやり方は一律でないでしょうと

いう解釈なのです。ですから、その町村の必要性に応じて判断をしていただきたいということ

なのです。だから、栗山はそういう趣旨からいって、法をそのまま使ったと。特別に規定はし

ていないと。ただ、三重県は細かく規定するのではないかと思いますけど、それはまだつくっ
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ていないというだけのことです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） そうしたら、今の部分でいくと、仮に具体的に言うと、昨日、

特別委員会をつくったよと。それで、財政の関係で学者を呼んで、意見交換をする勉強するよ

といった時に、議長がそうしたら、一般の報告したみたく、「何々委員会ではこういう専門的知

見を云々だから、これについては運用することにしてよろしいですか。」「異議なし。」と言った

ら、それでいいという解釈になってくるのですか。その議決の範囲がちょっとわからないので

すよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に専門的知見の活用は、今言っている部分については多

分、該当はしないのではないかなと思います。「させることができる」ですから、一種の委託行

為というか、ある程度完成品がなければだめだという解釈ですから、今、前田委員外議員がお

っしゃっているように、学識経験者の意見をいただきたい、その話を聞いて処理の参考にした

いということであれば、委員会の中で学習するために参考人か、もしくは公的な学習会を起こ

すか、どちらかではないかなという気がしますが。公的な議員研修会を起こすか、参考人招致

で構わないのではないかなと。だから、専門的知見の解釈からいったら、ちょっと違うのでは

ないかなという気がするのですよ。 

○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）  ただ、今言ったように、地方分権で行政通知なんかも今、国

は出さないような形になっているから、それは地方自治体で、その議会、議会で解釈をちゃん

と整理すればいいのかなとは、私は思っていますけども。その辺やっぱり詰めるというか、議

論する必要はあるだろうね、扱い方によって。 

○委員長（山本浩平君） 今までの意見を参考にして、どうですか、皆さん。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 決まっていること以外のことはできるという解釈だということに

なっていますでしょう。ですから、逆に言えば、そのことをやれば、いくらでもできるという

ふうな解釈もできるでしょう。厳しくしなければいいわけだから。できるわけだから。だから、

法の解釈というのは、逆の解釈をすれば、いくらでもできるというふうな解釈もできるという

ことなのだよ。うちがやるわけだから、ほかがやるわけではないから。細かいものも明記され

ていなかったらできないとか何とかとは何も書いていないわけでしょう。そうしたら、地方自

治法に逸脱しない範囲でやろうとしたら、いくらでもできるということだというふうに僕は思

うけどね。だから、それはその時に、今、栗山がやったようにケース・バイ・ケースで、あん

まりね、参考意見を聞きたいためにというふうにしないで、結論が出るような中身で頼めば、

それは何ぼでも活用できるのではないかなと。細かく追求していってしまうと、逆に出口が狭

まるからね。広くしておいて、そして、法に逸脱しない範囲で活用できるというふうにしたほ

うが私はいいと思うのだよ。 

○委員長（山本浩平君） という方法で明記をするということですよね。局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） それであれば、やっぱり、会議規則がどんな形かわかりません

けど明記したほうがよろしいのではないかと。だから、法律で期待しているのはそういうこと

ではなくて、多分「調査させる」ということなのだと思います。これは、「月刊 地方自治」か

ら出している法の解釈なのですよね。「報告の方法は書面による」ということになっていますか

ら、やっぱり委託に近いものになるのですね。それで、さっき言ったように、「その上、必要が

あれば、学識経験者に参考人等として意見を述べさせる」ということを書いていますのでね、

やっぱり想定としては、専門的知見というのは、また違うのだろうなという気はします。それ

で、「複数の学識経験者に合意によって報告させることも可能だ」ということも書いていますの

でね、だから、一種の成果品を求めているということなのですよね。だから、栗山のはちょっ

と、使ったとなっていますけど、それは広い意味での専門的知見という活用ということではな

いのかなと。ですから、それは、会議規則上はある程度規定して議決をとるというような明記

をしておくのがよい気がしますけどね。 

○委員長（山本浩平君） いろいろと今、参考になる意見、局長からも説明ありましたけれど

も、おおむね、私ども議会運営上ですね、１つだけ反対だったものですから、明記に賛成もい

たしましたのでね。今、局長から説明があったような内容で会議規則という形の中できちんと

条例に明記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） それでは、その方法というか、原案はまた、事務局でちょっと検討

していただきたいと思います。 

 それでは、ここで休憩をとりたいと思います。暫時、休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５８分 

                                         

再開 午前１１時１０分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 それでは、調査項目の３の１の３、代表質問及び一般質問について、１から４までございま

す。検討項目ですね。どうぞ、挙手にてお願いいたします。新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） １番の検討項目は条例に明記すべきと。現在、試行をずっとやってい

ますのでね、もういいのではないかということです。それから、２番目は、代表質問は必要で

あるということです。それから、３番目、時間ですけども、一般質問につきましては質問 30

分ということと、代表質問につきましては、質問・答弁含めて 60 分と、会派で決めております。

それから、４番目の代表質問の一問一答方式ですけども、これはやっぱり一括質疑方式と。従

来どおりの方式ということです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうでしょうか。日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） １番目はいいですね。２番目、代表質問はやるべきと。持ち時間、

一般質問はそのまま。代表質問については最低１時間半以上、質疑・討論含めて。一括質疑方
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式と。代表質問は残し、時間だけ延長を図れれば図ると、こういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。まず、代表質問の賛否。これはやっぱり、今、意見のあっ

た会派の方々は、やはり会派制度は必要だということを前提に賛成という話になっていると思

います。私たちも前から言っているとおり、会派制度を用いなければ、今の議会運営は成り立

たないだろうという形の中から、会派を持つのであれば、代表質問はやっぱりすべきだという

結論です。それから、持ち時間の検討についてはですね、一般質問の持ち時間、これについて

はこれからやっぱり、まだ協議しなければいけない部分はあるのかなと思っています。長くす

るのではなくて、削るという部分での協議をするべきではないかなと思っています。それから、

代表質問については、ちょっと難しいのですけども、答弁を含めて１時間が妥当なのか。その

中でしっかりとした議論ができればいいのかという話をずっと私たちはするのですけども、内

容によってはですね、やっぱり延びる場合もあるのだと思うのですよね。ですから、その辺に

ついても、これからの一つの課題としてですね、会派として捉えております。それから、代表

質問の一問一答方式の導入について。これは今までのやり方でやっていくべきではないのかな

と思っております。 

○委員長（山本浩平君） 一問一答方式ではない一括ということですね。ほか。清風クラブさ

んですね。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。１番については、本格的に一問一答方式にすべきと、

乗り移りするべきという考えです。２番については、以前に会派制度を今後も実施していくと

いうことになればね、代表質問はしていかなければいけないだろうという考えですので、ここ

に不要と書いていますけども、不要ではなくて、もともと会派制度も、この 16 という議員定数

になった段階で会派制度はやっぱり今後議論していくべきだろうと。本当に必要なのかという

中での不要というか、必要ないだろうということであったのですけども、今後も引き続いてや

っていくとなればね、代表質問についてはやっていくしかないのではないかなということでご

ざいます。３番については、質問時間については、一般質問は 45 分。代表質問も非常に時間制

限された中での代表質問の状況になっているのですけども、この辺はもう少し検討すべきだな

と。時間については出しておりません。例えば、これが１時間半になるのだとか、２時間にな

るということであればね、非常にいいかなと。短くなるのであれば、非常にまずいのですけど

も。そういう形でございます。 

○委員長（山本浩平君） ４番は清風クラブさんから出ているから、このとおりということで

すよね。一問一答方式を導入すべきということですよね。ありがとうございます。 

新風なのですけれども、皆さんと同様、まず、１番目の一般質問の一問一答方式につきまして

は、試行期間がずいぶん長すぎたと、何も問題なく、もうとっくに本格実施していたのではな

いのと誤解している議員もいるぐらいの状況でありました。ですから、一日も早く本格実施す

べきということであります。代表質問につきましては、うちは仮に会派制だったとしてもです
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ね、いわゆる代表質問がきちんと会派の中で本当に議論をされて、イデオロギーも含めて一致

した中で代表質問という形でやられているところも当然あると思うのですけども、代表質問が

事実上一般質問化している状況を見ると、これは会派があったとしても、もう代表質問という

ことではなくて、全部一般質問にしてもいいのではないかというような私どもの意見でござい

ます。持ち時間につきましては、これは議員に与えられていることでございますので、何も短

くすることはなく 45 分を有効に使う人もいればですね、逆に内容を充実させて 30 分以内で終

わる方もいるわけですから、何も今の与えられている 45 分を短くする必要はないと。それより

も内容をですね、これから充実させていくために、これはこれから後に出てくる話ですけれど

も、定例会終了後に議運を開いて反省会をして、内容を充実させていくというほうに力を入れ

るべきだという意見でございます。そして、４番目の代表質問の一問一答方式については、私

どもも兼ねてから、改選前から議運の中で何度か主張させていただいたとおり、清風クラブの

意見に賛同いたします。 

 それでは、無会派の方に伺っていきたいと思います。熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） この一般質問の一問一答方式、約７年の試行になっております。

いろいろ議会運営委員会でも議論があるのですが、内容の精査、それから質問の時間、これに

ついてきちんと議論ができなくて今まできているということで、条例化するということについ

てはその辺をクリアしないとちょっと厳しいのかなというふうに思っています。それから、代

表質問については、やはり会派制度をとっているのですから、当然すべきと。それから、議員

の質問時間は前段申し上げたとおり、内容等々について 45 分というのは、私は長すぎるという

ふうに思っております。それから、代表質問の質問の仕方ですが、これはやっぱり三問一括が

ふさわしいであろうと。一問一答方式というのは政策論争ですから、なかなかそういう部分で

は厳しい部分があるのではないかなとそのように思っています。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） まず、１は記載のとおりでいいと思います。条例で明記すべき

だと思います。代表質問は、私はやっぱり会派がある以上は代表質問はすべきだと思います。

３の議員の質問の持ち時間については、これは政策論議の場であって、言論の府であるから、

与えられた時間は縮める必要ないと思います。私は新風クラブさんの考えと同じですので、あ

とは申し上げませんけども、逆に時間を延ばしてもいいぐらいだと思います。その中で収めれ

ばいいと思います。代表質問については、一問一答の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。いろいろと意見が分かれているところでご

ざいますけども、これら皆様方の意見を参考にして、ご意見なり、また、それぞれの会派に質

問でも結構でございますので、ご意見あれば、どうぞ。 

 それでは、私のほうから新政クラブさんにちょっとお尋ねしたいのですけども。一問一答方

式 30 分でいいというお話でございました。その理由というか、それをお尋ねしたいと思います。 

○委員（近藤 守君） 質問する方によっては時間を、時計見ながらいろいろやっている方も
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おられるし、同じような質問を繰り返すような場合もありますしね。そういうことからもっと、

人のことはあれなのですけども、自分も含めてですね、もっと内容を精査して質問すれば、時

間はもっと短くていいのではないかという考えで 30 分くらいがいいだろうという考えです。 

○委員長（山本浩平君） ほか、皆さん、どうでしょうか。それでは、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私は経験上からいけば、精査云々ではなくて、独自の論理を組

み立ててやっていて、その時間を使えるようにやっているのですよ。逆に答弁側の答弁に対し

ても私は言いたいこともあるのですけども、もっと簡潔に答弁されれば、それでかみ合えば、

それでいいかもわかりませんけども。やっぱり、政策議論をして、理事者の政策の考えを引き

出すということになると時間がかかるのですよ。論理的に組み立てていくと。それをですね、

時間を縮めてしまうと議論がかみ合わないし、消化不良になってしまう可能性があるのですよ

ね。やっぱり与えられた時間の中で逆に 30 分で終わる人は 30 分でいいし、15 分なら 15 分で

いいと思うのですよ。今、与えられている時間をあえてみずから放棄する必要はないと私は思

います。 

○委員長（山本浩平君） 今、たまたま時間のことで議論になりましたので、この点について、

ご意見をちょっと戦わせていただければと思います。熊谷委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 時間のことですが、与えられた時間だとか、権利だとかと言っ

ていますけども、あくまでも試行で 45 分と決めているわけで。今、新政クラブのほうから 30

分ぐらいが妥当ではないかと、これは意見ですから。それで、述べられた内容というのは僕も

至極そういうふうに思います。質疑を聞いていると、確かに前田委員外議員がおっしゃるよう

にね、きちんと組み立ててやっているという方もいらっしゃいますけれども、質問を反復され

る内容が非常に一問一答の場合は多いですから、もうちょっと集約すると 30 分ぐらいの中身で

きちんとできるのではないかなと私もそう思っています。これは私の意見です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、ほかのところにも、この件でちょっとお聞きしたいと思

います。清風クラブさん、ご意見どうでしょうか。持ち時間について。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。確かに試行という形の中で一般質問の 45 分という設

定をしているわけですけども。今、意見としてという話でした。ただ、今、せっかく持ち時間

が 45 分の中で、決められた中でやっていますけども、これをオーバーしてやるということは今

まで前例ありませんよね。なかったはずです。検証しないとわからないですけども。そこまで

やった事例はありますけども、その範疇の中で 30 分で終えた質問者もおりましたし、その範囲

の中でやっていたように、私は特に大きな障害となるようなことはなかったかなというふうに

は思っているのですけども、どうでしょうかね。私はそういう考えで、この 45 分というのは、

今の段階では妥当だなという思いでいるのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私は 45 分という時間は極めていい時間だなと思っています。なぜ

かというと、どなたかもおっしゃっていましたけれども、質問の精度を上げるというのは議員
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個々が努力をすることだと思うのですよね。ですから、これはやらなければだめです。ですか

ら、このことを含めて議会運営委員会の中で今後どういうふうな、精度を上げるために努力を

するかという提起もされております、一つは。もう一つは、我々議会の代表の議長がいるわけ

ですよ。議長がいるわけですから、例えば重複だとか、そういうものについては議長の裁量に

よってきちんと指導すればいいわけですよ。これはもう二重のことを聞いていますよと。それ

から、論旨不明ですよと。それから、これについてはもうちょっと簡潔に質問してくださいと

いうことで、私は議長裁量で十分できると思います。当然、45 分使う人もいれば、そうでない

人もたくさんいらっしゃって、平均では 30 分ぐらいだと。だから、30 分にするというのは、

これはちょっと違う議論だなと私は思います。ですから、45 分の人もいれば、15 分の人もいる

から、平均で 30 分なのだから、私はそういう形で言論の府の状況を守るというのは、やっぱり

そこ。時間があればいいということではないけれども、審議を尽くすということで言えば、我々

の努力、そして、自己反省、自己点検もきちんとし、議長の指導もきちんと発揮すれば、私は

十分ここはクリアできるというふうに考えています。ですから、45 分は守るべきと。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 今、時間のことなので。先ほど、僕、あいまいに一般質問の時間につ

いては短くするように、また、代表質問については１時間から、また場合によっては少し幅を

見る、そのぐらいの余裕があっていいような気がして、先ほどお話しましたけども。僕、これ

は確かに議員の質を高めることがやっぱり必要だと思います。それで、その中にですね、後か

らまた出てくるのでしょうけども反問権の問題がありますよね。僕はこの反問権をここで一つ

のルールの中で使っていくことで、例えば、この時間、45 分が妥当なのかとか、30 分が妥当な

のかとか、そういったものも見えてくるような気がするのですよ。ですから、もし、代表質問

を 45 分の試行としてやっていくのであればですね、反問権も試行期間を持って１回取り組んで

みるべきではないかなと僕は思うのですよね。そうした形の中でもう一回、この時間の論議と

いうのは後でするべきではないかなと思ってはいるのです。ですから、例えば反問権、一つの

ルールの中で反問権を使ったことによって、議会というのがもっと締まった形になってみたり

ですね、いろいろな問題も出てくるかもしれません。やってみなければわからないですよ、こ

のようなものね。でも、一つのルールの中で反問権を取り入れた時に、この持ち時間というの

が締まったものになるのか、どうなるのかというのがちょっと見えてくるような気がするので

す。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 反問権との関わりはどう考えて・・・。何か局長ありますか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 反問権は今でも使えるの。 

○委員（氏家裕治君） 使えるのですか。 

○委員長（山本浩平君） 実際、使えるのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 使っていないだけなのです。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 
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○委員（氏家裕治君） 使えるのですよね。使えるのだけども、結局ですね、今までの議会の、

例えば一般質問、代表質問の質問をずっと見ていますとね、使わないですよね。何て言うので

すか、行政が「先ほども答弁しましたが、」みたいな話の中で堂々巡りになってしまうのですね。

それで結局はですね、僕もそうなのですけども、これ以上話をしても、多分見解の相違という

形の中で終わってしまう話というかね、それを時間どんどん積み重ねていっても、例えば見解

の相違みたいな形の中では・・・。そうは言いませんよ、見解の相違ですね、みたいなことは

言わないけども、どうしてもそういうふうにとらえてしまうみたいな部分があるのでね。もう

少しその辺は、もし、そうであるのであれば、やはり行政からの議員に対しての本意みたいな

ものを問うみたいな部分もあってのいいのかなと思いますしね。やっぱり、そこまでの例えば、

何かを持って質問しているのであればですね、その思いがわからなければ、行政だって、いく

ら答えようと思っても多分答えられないはずですから。暫時、休憩しますではなくてですね、

しっかり反問権の中で本意だとか、いろいろなものを聞くというかね。それは決して、その人

をつぶすのではなくてですね、本意を聞き出すための反問権であれば、僕は構わないと思いま

すしね。その辺はやっぱり行政との調整が必要なのかなと思いますけども、やっぱり、その意

味での反問権の話を今、しました。 

○委員長（山本浩平君） それと時間と若干かかわりがあるのではないかというお話ですね。 

 私どもの意見としては、先ほど大渕副委員長が述べた意見と考え方としては全く一緒でござ

います。この質問時間の持ち時間につきましては、おおむね 45 分のままというところのほうが、

今のところ多い状況でございますので、これは試行の状況を続けていってですね、また今後の

課題ということになると思います。ここでまた、どちらがいいかということで最終的な決着と

いうことにもならないのかなというふうに思いますので、そのような押さえにしたいというふ

うに思います。 

 また１番目に戻りますけど、一般質問の一問一答方式の正式実施並びに条例の明記、これは

おおむね皆さん賛成ということでございますので、これは本格実施をし、条例明記するという

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） ありがとうございます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） １番の一問一答方式の正式実施と条例明記なのですけどね、条

例に具体的に明記はならないのですよ。会議規則の中で質問に対しての、質疑を同じように３

回の回数を適用しているのですね。準用しているのですよ。質問の回数の適用の規定を除くだ

けなのですね。というのは、今、質疑も一問一答にするということには決まっていませんので、

質疑回数は会議規則の 55 条、質疑というのは議案に対する疑義に関するものですから、これは

３回なのですよ、同一議題。条例提案されたら、そこに質問できるのは３回と。これは今の議

会の中でも、これも一問一答にするということにはなっておりませんので、この規定は残って

います。それで、63 条、ここは質問に対する準用なのですね。ですから、ここの「質問につい
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ては第 55 条の質問回数、質疑討論の終結を準用する」と、こうなっていますので、この「55

条」を削除するということになります。それで、一問一答方式で今、議論になっている時間の

明記ですとか、そういう部分については多分運営基準のほうで。これは変わるものですから、

条例で明記するものでございませんので、時間の配分については多分運営基準のほうで明記し

て運用するような形になろうと思います。ですから、運営基準に戻りますが、運営基準の 16

ページ。そこの 13、ここで試行されているわけです、14 年の２月 15 日。これがずっと来てい

るわけですね。だから、この中で質問３回は適用しないということになっていまして、45 分と

いう明記になっています。ですから、１番の項目が外れて条例のほうに戻るというだけだと。

そういう明記になりますので理解していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。何か質問あれば。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ２番目の代表質問に関しましては賛否両論ということでございます

が、清風クラブさんのほうから会派制が継続するのであれば、代表質問は必要だという意見で

ございました。ほかの会派もですね、私ども新風以外、代表質問はそのまま残すべきという意

見でございますので、私どもは今後の検討課題というふうに押さえておきたいというふうに、

そのように考えてみたいと思います。 

 それでは、最後の代表質問の一問一答方式。これは清風クラブさんと新風が賛成ということ

でございますが、よその会派は一問一答方式ではなくて、従来どおりの一括ということでござ

いますので、この点について議論をしていただきたいと思いますが。どうぞ、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前段でちょっと、含めて考えていただきたいのは、現在、代表

質問についてはナイター議会を２日組ませていただいています。現実には１時間以内でやって

いまして、これは例えば、今、議論ございます 90 分ですとか、例えば１時間 20 分とか、こう

なってきた場合にナイター議会も変えざるを得ないという。３日になるのか。ナイター議会自

体が、今の５会派でいくと多分２つずつぐらいになろうかなと思いますから３日になるのです

ね。そういう部分も含めて議論いただきたいと思います。例えば残った部分は、順番ですから、

平日やるようにするのかという部分もございますので、その辺も入れながら議論していただき

たいと思います。 

○委員長（山本浩平君） いかがでしょうか。日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれども。夜間議会をどうするかという議論にまでいっ

てしまうわけですけれど、現実的にはね。ただ、一般質問 45 分ですから、代表質問が１時間、

決まっていないのですよね、これはね。正式には何も決まっていない。ただ、暗黙の了解で１

時間でやっているだけの話なのですよ。だから、今回だって、１日、２日目、１時間半ずつや

ったって９時だから何も問題なかったのです。決まっているわけではないのですよ、１時間と。

だから、そういうことで言えば、やっぱり１時間 30 分ぐらい取れるような保障が必要ではない

かというのが我々の意見なのです。一般質問が 45 分ですから、それ以下ということはちょっと
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考えられないだろうと。もう一つやっぱり、一問一答というのは非常にやりやすいのですけれ

ども、質問はしやすいし、傍聴者も、町民の皆さんもわかりやすいのだけれども、やっぱり総

合的な政策議論、代表質問というのはね、それをしないとやっぱり代表質問の中身になかなか

なっていきづらい、いかないのではないですよ、いきづらい部分が私はあると思っています。

ですから、いろいろ問題はあるのですけれども、総合的な政策論議、要するに町政執行方針、

教育長の教育執行方針に対する大枠での議論ですから、私はやっぱり一問一答方式で攻めて突

っ込んでいくというのはやっぱり一般質問であり、総合的な議論、町がどういう考え方でこの

まちをつくっていくのかというようなことになるとですね、これは一問一答方式がはたしてな

じむかどうかというのは、私は疑問だということで代表質問は一括質疑方式のほうがいいので

はないかという、こういう提起をしたと。これは一問一答方式にすれば、より一般質問化され

ると思います。代表質問ではなくて、一般質問化されていくと。個々のことについて突っ込ん

でいきますからね。ですから、そこら辺、大枠で聞くということで言えば、やっぱり一括質疑

方式がベターなのかなということで、そういう提起をしたと、こういうことでございます。 

○委員長（山本浩平君） ほか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、大渕副委員長が言われたとおり、私もそのとおりだと思います。

ただ、時間のことなのですけども、暗黙の了解の中で今までずっと１時間以内という形の中で

進められてきたのはそのとおりなのかなと。それで、どうしてもですね、例えば 10 項目上げる

人もいれば、３項目で１時間を使う人もいるかもしれない。今回、自分は 10 項目ぐらい上げた

中で、１時間の中でやったのですけども、やはり、ちょっとあれは多かったなと、自分なりに

はやっぱり反省しているのです。でも、やはり政策的なまちの、例えば学校の統廃合について

の考え方だとか、それから、まちがこれから本当に財政の建て直しのために町長が今どういう

考え方を、これから具体的にどうやっていくのかとか、そういった考え方を聞くという部分で

は、それこそ本当に大まかな部分ですよね。そこに踏み入って、これはどうなのだという話で

はなくて、やっぱり白老町が今どう動こうとしているのかということを質問として聞くという

ことであれば、その時間が１時間がいいのか、１時間半がいいのかと言われれば、僕もちょっ

と難しいところがあるのだけれども。例えば、特にわかりづらい一括方式の質問の仕方ですか

らね、そうであれば、１時間ぐらいの中でまとめてですね、しっかり議論したほうがいいのか

なと私は思っているのです。これもうちの吉田議員とも、ちょっとまだ、この時間については

いろいろまだ話し合っている最中なものですからね、ここで公明党としての結論としてはとら

えてほしくないなと思うのですけども、まだまだ、これから議論が必要な部分があるかなと思

っております。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、いかがですか。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。皆さん今、意見を述べられたとおりだと思います。

代表質問ということから考えるとね、やはり政策を町長にただすということなわけですから、

中身を個別に聞くという一般質問の状況とは全然意味合いが違うというのは、これはもう十分
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わかった中でね。ただ、今、先ほどから出ている時間の制限された中で、制限されたというか、

おのずから制限せざるを得ない状況の中で今やっているわけですよ。そういうことからすると

ね、逆に例えば 45 分なら 45 分の中でやってもいいのではないかと。要するに一問一答方式の

中ですべきだと。今、会派制度を設けた中でのことですから、先ほどの、前の段階の会派制度

を設けて、これからもいくということになればね、本当に何とかならないものかね、時間の部

分についてね、皆さんと議論していきたいなというふうに思います。結局、５会派あるわけで

すね。もし、２日間の日程でやるとすると、３会派が１日の中で必ず無理が出てくる状況にあ

るわけですよね、今、現実に。そういう時間配分を考えながらの質問にどうしてもならざるを

得ないという状況にあるわけですから、この辺の解消がされればね、一問一答方式にこだわる

ということではございません。たまたま夜間議会でやっているということがこういう結果にな

っていると思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 新風なのですけども、単純により議論が深まる質問の方法をですね、

これは代表質問であっても行うべきだという考えであります。今まで一括方式でやっていても、

３回質問してしまえば、もうそれでおしまいということなものですから、町側の答弁も３回や

ればいいのだということではないのでしょうけれども、どうしても何か議論の深まりがちょっ

と薄いような気がしてならないのですね。それと、他の市議会等も拝見したことがあるのです

けども、代表質問を行っている時はそれぞれの会派の意見というのを相当長く述べられて、逆

に答弁のほうが短い。でも、白老町の場合はそれになじんでいないものですから。例えば長い

質問をすると、演説はだめですよみたいな、そういう風潮もあると思うのですけども。私は非

常に必要なことかなというふうに考えていますので、内容がそういったものに切り替えられる

のであれば、一括質疑でもいいのですけども、やはり今の一般質問の様子を見ると、これは代

表質問のやり方よりも一般質問の方がより議論が深まるのではないかと、このような意見でご

ざいます。新政クラブさん、もう一度どうですか。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブも会派がずっと続いていますので代表質問は必要であると。

これはあくまでも大枠で質問しなさいという先輩からのあれもありますし、それをずっと守っ

てきております。そうでありますから、代表質問はあくまでも一括質疑方式としてやって、そ

れで足りない部分は他の人が一般質問で出たところの細かいところを質問しなさいというのは

暗黙の了解になってきております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、わかりました。副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけどね。今、山本委員長が言われたことは、極めて大切

なことだと僕は思います。だから、例えば会派で議論をした意見、それから、それが例えば白

老町を出て国の問題や道の問題もあると。それが全部だめだというのではなくて、そういうも

のをベースに白老町ではこうだという質問をするわけですから、それはね、特に代表質問の場

合はそういうことが必要だと僕は思いますよ。質問項目上げたことだけ羅列的に言えばいいと

いうことではなくですよ。ただ、前段が長くて演説をずっとやっていて、聞いていることは本



 - 24 - 

当にそこしかなかったというのは、これはやっぱりまずい。この問題との関連があるのであれ

ば、僕はやっぱりね、そういう質を上げるということは、今、委員長が言われたようなことも

含めだと思うのですよ。だから、代表質問の質が上がるというのはやっぱり今、言ったような

ことで考えて代表質問をしないとね、個々の重箱の隅をつっつくようなことで代表質問をやる

というのは、やっぱり僕は違うと思うのですよ。やっている人がいるとか、いないとかではな

くて。そんなことではなくて、そういう形で僕はやるべきだと思うのですよ。だから、そうい

うことが条件であれば、今、新政クラブさんも言ったけど、僕はやっぱり一括質疑方式のほう

が、そこはなじむのではないかと。一問一答で細かいことをやっていく中に国の問題を入れた

ら、わけわからなくなってしまうと思うのです。そういうことで言えば、僕はすごく大切なこ

とだし、そういうことは保障されるべきだろうというふうに思いますけどね。 

○委員長（山本浩平君） 委員外議員の皆様方、どうですか。挙手にて。もし、あれば。前田

委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 聞いていますけども。そうだと思うのですけども。ただ、議論

の本質を求めていく、政策的に何を答弁として求めていくという部分が僕は本質だと思ってい

ます。ただ、今、聞いていると、時間的な、物理的な、代表質問の形式的な話をされています

けども、それも必要ですけども、やっぱり自分たちが何を、求めるものを引き出すのかと。そ

れは、町民にどう付託に答えるような答弁いただくとかという形からいくとですね、一括もい

いのですけども、私は聞いているとやっぱり２問、３問目がなんか見えなくなってしまうので

すよね。１問目で終わっているような形なのですよ。そうするとやっぱり、重箱の隅をつっつ

く云々というものではなくて、技術的なことも抜きにしてですね、本質論からいくと、そうい

うことを踏まえてですね、僕はやっぱり一問一答でですね、ある程度納得というか、整理され

る部分の答弁をいただくような形のほうが、議員としての使命とまでは言いませんけども、そ

こまでやっぱり求めていくべきではないかなと私は思います。それでやっぱり一問一答のほう

がいいのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員外議員、いかがでしょうか。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 議会は言論の府ですから、やっぱり議論を深める、それから、

質問の内容の精度も高める、答弁側の方の簡潔な答弁も求めるということも進めていかなくて

はいけないとは思います、今の状況の中では。ただ、代表質問に限っては、やはり政策という

か、大枠の政策議論ですから、やはり一問一答方式は、僕はなじまないと思います。だから、

代表質問は今までどおり、ちゃんと一括方式でやっぱり会派の考え方をね。先ほど山本委員長

が演説みたいになってしまうと言われると言いますけれども、やっぱり組み立て方だと思うの

ですよ。国、道のことをあまり、こう、こう、こうで、こうだということをずっと並べてしま

うとですね、そのことを聞いているのかというふうになってしまうのですよね。だから、こう

いう考え方で白老町の場合はこう、こうという組み立て方をすればですね、僕は演説にもなら

ないし、質問の論旨というのが出てくると思いますから、一問一答までする必要は、僕はない
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と思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私も今の熊谷委員外議員の意見に賛成なのですよ。それはね、同

時に国や道の動きが町政に反映しているということは明らかなのですよ。白老のまちのことだ

けをやったって、全然話になりませんよ。国の施策は国で法律決まったら町で実行しなければ

だめなのだもの。そのことを前提に聞くわけですよ。何ぼ白老町の中身を聞いたって。だから、

僕は政策的な議論をするということはやっぱり、今、熊谷委員外議員が言われたようにね、そ

ういうことだと思うし、委員長が言ったようにね、個々のことで聞くのではないのですよ、代

表質問というのは。ここの違いがはっきりわからないとね、全然僕は答弁の引き出し方も違う

し、中身も違うしね。これは政策議論をする部分ですからね、私はそういう形でいえば一括質

疑方式が極めて望ましいだろうし、私はそういう形で代表質問はやるべきだというふうに考え

ますよ。個々のことを引き出すのではないですからね。ですから、そこはそういう形で、私は

理解しております。代表質問というのはね。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございました。整理しますと、会派の数でいきますと３

対２という、今のところの状況でございます。代表質問は一括方式が３会派、一問一答が２会

派。そのうち一つの会派が時間的な制約の面も考えてのこともあるという意見でございますが、

時間的な制約の件で清風クラブさんからちょっと提議されましたけど、この件でほかの方で何

かご意見のある方。清風クラブの及川委員。 

○委員（及川 保君） 私が申し上げたことなのですけどもね。これは夜間議会といえども、

おおむね１時間という形で進められているのですけどね。あまり時間を制限するような形を取

らないで進めたほうがいいのではないですかと、私はそういう提言を申し上げたいのですけど

もいかがでしょうか。ですから、例えば９時とかね、そういうことになったって、やむを得な

いのではないかと。３人質問者がいる中での時間制限となると、非常にやっぱり苦しい、厳し

い代表質問になってしまうと思うのです。だから、そのあたりをもう少し幅を持たせてやって

いただくのはどうなのかということを提言したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） なるほど。この点について、ご意見のある方。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。いずれにしてもですね、やっぱり一つのルールは必要だと

思うのです。例えば 45 分だとか、例えば１時間 20 分だとか、１時間 30 分だとか。ある程度、

その中でもって議論しましょうということでね。確かにいろいろな政策の議論の場ですから、

時間の枠にはめるということがどうなのかということは問題でしょうけども、やはりすべて一

つのルールの中で動いていかないと、僕はやっぱり時間を何時まで使ってもいいのだというか

ね、何ぼでもやりましょうよみたいな話だったら・・・。１人しかいないのだったらいいけど

も、16 人というメンバーがいる中でね、例えば代表に立つ会派が５会派ですか、その中で、や

っぱり限られた時間の中でやるわけですから、やっぱり一つの一定のルールの中で。それが例

えば９時、10 時になっても構いません。ただ、やっぱり一つのルールの中でやっていかないと
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締まらなくなってくるのではないのかなと。それこそ、よく議運で言われる、しっかりとした

議論になっていかないのではないかなと僕は思っていますので、それについては、時間はこれ

からの議論の課題としてね、皆さんとやっぱり話し合っていかなければいけないだろうなと思

っています。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） さっき言ったから言わないつもりでいたのだけど。要するにね、

一般質問が 45 分で答弁 45 分としたら１時間半なのだよね。それが、代表質問１時間というの

は矛盾していないかと僕はそれだけ言いたいのですよ。それだけなのですよ。だから、清風ク

ラブさんが言っているね、及川委員が言っている、そのことです。だから、今、氏家委員が言

ったようにね、何も時間に関係なく、僕は夜間議会だから１時間、あれは暗黙の了解なのだよ、

あくまでも。だから僕は、及川委員だって際限なくと言っているわけではないのだから、１時

間半ぐらいはやっぱりないと、それぐらい許されないと。一般質問が１時間半で、代表質問が

１時間というのは、これは矛盾しているのではないかと、私は率直に思います。それだけです。

何も難しいことはない。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も皆さんの言っていることはわかるのです。だから、時間の一つの

ルール、例えば 45 分で決めてやるのであれば、代表質問も一括方式でやるわけですから、時間

も例えば１時間半なら１時間半、その中でやっぱりルール化してやるべきだろうと。その中に

は例えば、先ほども言ったとおり反問権の問題だとかいろいろなものがあってね、締まったも

のになっていければ、いくら決めたにしたって、もしかしたら短くなるかもしれない。その辺

はやっぱり一つのルールの中でやるべきだなと。ただ、それだけのことを言っているだけなの

です。 

○委員長（山本浩平君） これから、まだ十分検討しなければならないという課題がまだある

かなというふうに思いますので、この項目についてはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

休憩 午前１１時５６分 

                                         

再開 午後 ０時５８分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じまして、会議を再開いたします。 

 次に３の１の３、本会議後の議会運営の検討会議の件でございます。挙手にて発言をお願い

したいのですが。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。これは前回からもずっと一貫した話だと、うちの会派とし

ては思っていますので、ちょっとここで話をさせてもらいますけども。今までずっと代表質問、

一般質問の時間だとかいろいろなことにもすべて関連してくることなのかなと思いますけども、
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ぜひ、そういった部分の一つの材料としてですね、材料と言ったらあれかもしれませんけども、

一つの協議材料として、この本会議終了後の議会運営の中で、例えば代表質問のあり方、それ

から、一般質問の例えば、毎回いろいろなことを皆さんからも言われたり、事務局のほうから

もこういうふうに進めたほうが良かったのではないですかみたいな話もされるものですからね、

そういったことをやっぱり一歩一歩クリアしていけるような、そういう協議の場に、この議会

運営の検討会議というものが持っていかれればですね、すごく内容の濃いものになっていくの

ではないのかと私は思います。決して個人攻撃をするわけではなくてですね、あくまでも質疑

のあり方だとか、議員個々の資質を高めるためにもですね、この言葉でいいのかどうかわかり

ませんけども、そういう形の中でこの検討会議が進めていかれればいいのかなと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか。新政クラブ。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブは必要ないという意見です。 

○委員長（山本浩平君） できれば、もし、理由があれば述べていただければと思います。 

○委員（近藤 守君） いずれにしましてもね、これはやっぱり最終的には個人攻撃というよ

うな形になり得ますので、そういうことからすれば必要ないだろうと。出る問題は常々こうい

う会議の中でできるわけですから、その時に改めて集まってああだ、こうだ言うのはね、やは

りちょっとそぐわないのではないかということです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。実は私どもも、これを議会運営上の件でね、こうい

うまずい点があったなとかということが発生した時にはね、当然すべきことであって、これを

本会議ごとに検討会議を設けるということ自体がちょっと私はあまり・・・。定期的にやるよ

うな形を、これは多分考えているのでしょうけども、必要ないのかなというふうにとらえてお

ります。だから、議会運営上で何か問題が生じたとかね、そういうことであれば、きちんとし

た体制に向けて検討はすべきことだと思いますけども、定期的にやることかなというふうに会

派の中ではそういう話になっています。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私は、これはやるべきだという会派の意見です。それは反問権の

問題、それから、議会運営上の問題、それから、出ていますように、個々の議員の質問の中身

がどうだとかそんな議論をする気は全くありません。ただ、これから議会改革をしていく上で

やっぱり改革をどのような形で成功させていくかということでいえば、どこかで検証する場が

きちんと必要だろうということであります。それで、反問権だとか新しいものがどんどんこれ

から出てきますから、そういうことも使い方の問題、それから、改善していく問題、それから、

質問の精度を上げる問題、そういうことも含めてですね、やはり本会議定例会ごとに今回の議

会の中身がどうだったのか、議会運営上の問題点がなかったのかというようなことではね、議

論を深められればなというふうには思っています。 

○委員長（山本浩平君） 新風でございます。私どもは、節度のある本会議であるために反省
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会は必要であると考えております。時期につきましては、定例会の最終日の直近に当たる議会

運営委員会の中で、このテーマでやるというのが望ましいのではないかという意見でございま

す。それと、直接この内容とは関係ないかもしれませんけれども、意見として挙げられたのは、

最近の本会議において見られるケースとしてですね、各議員がそれぞれのルールに若干外れた

ような発言や態度、そういったケースがあると。それらもやはり議会のルールというものをき

っちり徹底していかなければならないのではないかと。また、それに基づいた議長の采配も望

むと。こういった意見が会派の会議では出されました。以上であります。 

 次に無会派の方のご意見も頂戴したいと思います。熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 熊谷です。福島町議会の事案の関係でこの内容が出てきたのか

なというふうに思っていますけれども、やらないよりはやったほうがいいだろうというふうに

は思いますけれども、やっぱりやり方についてはかなり慎重に検討するべき内容かなというふ

うに思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 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） やっぱり内容とか進行の仕方とかについて、多分、これからや

るとすれば議論が出ると思いますけども、そういう部分の中である程度必要かなと思います。

ただ、我々ばかりではなくて、失礼ですけど、議長の議事進行も含めてやっていかないとだめ

だし、これが逆に議論の活発化ではなくて、別な立場に立った変なほうの縛りになってしまう

可能性もありますので、そういうことのないように、議員がいかに議論を活性化できるような

形で運営していくかというような場の持ち方であれば私はいいですけども、あまりにもしゃく

し定規な形の中でやっていくのであれば、逆に今の議会の改革をやっている中で縛りをされる

可能性もなきにしもあらずですので、その辺は運用上の弾力性が非常に肝要かなと思います。 

○委員長（山本浩平君） それぞれ意見が出されましたけど、今までの議論を聞いた上でいか

がでしょうか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。この検討会議、私たちは議会の本会議終了後設けるべきだ

という意見ですけども。今、大渕副委員長も言われたとおり、今回、特に３の１の３の、この

流れから、また、反問権、その反問権についても先ほども言っているとおり、ルール上の中で

の反問権ですから、やっぱり白熱した議論の中でそこがやっぱり逸脱する場合だって絶対に中

には出てくると思います。議論が白熱すればするほどですね、そういった問題というのは出て

くるはずだと思っています。それをやっぱり議会の運営上の中でしっかりその辺を検証してで

すね、また、行政に対し、また、議員個々に対してもですね、例えば言うべきことは言ってい

かなければ、やはり僕はまだ若い人間ですし、議会の中で何があるかわからない、自分で、例

えば真っ白になってですね、それこそ、どういったことを口走るかわからないというね、やっ

ぱりそういう不安も抱えながら僕はあそこの議場に上がります。その中でやっぱり後になって

自分個人としては反省することもあるのですけども、やっぱり周りから、例えば同僚議員の同

会派の人間からね、議会運営の中でこういうことも出ていたよとか、こういうことをこれから



 - 29 - 

気をつけたほうがいいよとか、ここをもう少し勉強していったらいいのではないかとか、そう

いう話は議員になった時から言われていました。こういうことというのは、やっぱり一つひと

つ段階を踏んでいく中で自分の実になっていくのではないのかなと思うのですよ。ですから、

先ほども皆さん心配されている個人攻撃につながるのではないかとか、個人の問題だからと、

多分、その辺があるのかもしれませんけども、私たちとしてはやっぱりもうちょっと前向きに、

自分の資質というのはよくわからないのですけど、議員の資質みたいなものをしっかり高めて

いく上では必要な会議にしていってほしいという思いです。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。皆さんが言われていること、十分それはわかるので

すね。わかるのだけども、先ほどの意見の中にもあったように、会派をなぜ設けているかとい

うことですね。会派の中でそれは十分、私どもの会派では今回やっているのですけどもね。そ

ういう反省会なんかもやっています。だから、そういう部分できちんとした体制をつくりなさ

いということであればわかるのですけども、先ほどちらっと出ていた、議員の質問の内容も含

めてね、あり方も含めてということになってしまうとね、やっぱりちょっと違うのかなと。そ

のために私たちは正副議長がおりましてね、きちんとした指導体制を取れる状況になっている

はずですからね。それをわざわざ質問の状況も含めてやるということ自体がね、私はちょっと

疑問だなと。それともう一つ、議会の運営上でやるのであれば、全然問題ないなというふうに

は思うのですけどもね。そういう意見でございます。 

○委員長（山本浩平君） 私どもの意見なのですけれども、当初、新風の場合は新人３人で組

んだ会派でございます。途中からいろいろな状況の中でベテラン議員が一人入ることによって

４人。そして、選挙があって改選の後ですね、これまた新人議員が一人加わるというようなこ

とで。いわゆるベテラン議員のいない、我々も何期目ということになるかもしれませんけども、

超ベテラン議員のいない中でですね、はたして自分たちの質問なり、いろいろなことが、やっ

ていることがどうなのかなというところもあるもので、率直にですね、やはり意見交換できる

場がほしいなという気持ちも多分に私どもはございます。そういった指摘をすることで、必ず

しもそれが個人攻撃ということではなくて、内容そのものの指摘があれば、自分たちは今まで

気が付かなかったけれども、こういうことが議会のルール上正しいと思ったけどそうではなか

ったのだなとか、あるいは質問の仕方にしても、こういうような方向での言い回しや言い方が

あるだろうというようなですね、率直な意見交換というものはおのおのの議員の資質を高める

ためにも、また、本会議そのものの会議の質全体を高めるためには、やはり反省会というよう

な形の中で、反省会というか意見交換というような形を定例会の後にやはり、やるべきではな

いかという意見で、私どもは一致した意見でありました。 

副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。個々の議員さんがどうだとかね、そんな議論では、僕

はないと思っているのですよ。本当に議会の質を上げることと、例えば今、議長のお話が出ま



 - 30 - 

したけれども、もちろん議長はリーダーシップとって議会を運営するわけですから、そこでや

るのですけども、当然、議長が思っていても議場で言えないこともあれば、運営上で我々が注

文つけたいこともあれば、それは議場で議長に質問するわけにはいかないのですよね。議場で

は議長に質問するということはできませんので、そういうことでいえば、議長の思いもあるで

しょうし、我々の思いもあるし、議会全体の質を上げると。それから、一般質問の中身がどう

だというのではなくてやっぱり、ここはこういう質問の仕方はやっぱり違うのではないかと、

やっぱりこうあるべきだと、そういう議論は、私は率直にやったほうが、それは個人の問題と

かではなくて、議会全体の質を上げるということでいえば、私はそういうことはやれればやっ

たほうがいいのではないのかなというふうに思います。個々がだめだとか、いいとかではなく

てね、そういうことではなくて、例えば要望するというのがあれば、それは、僕は個々に言っ

ています、要望するというのは質問ではないよ、要望は要望だよという話、個々の議員さんに

も僕はしますけどね、それをみんなで話すというのは、何も僕は個人攻撃でも何でもないです

から、全体の質を上げるためには、そういう意味では必要だなと、あったほうがいいのではな

いのかなと。それぐらいの議論がやっぱり議会の中でされないとだめではないのかなというふ

うに思っています。 

○委員長（山本浩平君） ほか。清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 検討そのものはね、皆さん、多分悪いと言っていることではないと思

うのです。だから、その都度開ける、何か事案として出た時に必ずそれを開けるということに

しておけばね。結局、反省会になるのかな。多分、そういうことだと思うのですよ。 

○委員長（山本浩平君） それぞれの考え方は違うかもしれませんけどもね。 

○委員（及川 保君） それであれば、結局、さっきも出たような縛りが出てしまうようなね、

個々の議員に対しての縛りが、議員活動に対しての縛りが出てしまうのでは、私はおかしい状

況になっていくのではないかなというふうに、そういうことが心配されるものですから、全面

反対ということではないのですけどね、反対というか、やること自体は別に、逆にいいことだ

と思うのです。例えば、議会のルール上でいろいろと議論していくというのはいいことだと思

うのです。ただ、問題なのは、個々の議員活動に対して縛りを入れてしまう。指導だとかそう

いうことは十分、会派の中でもやっていけるわけでございますからね。そういうことを言って

いるのであって・・・。 

○委員長（山本浩平君） それぞれ若干意見の違いもありますけれども、次の議論に入ってよ

ろしいですか。また、戻ったりもするということでございますので、次のほうに入りたいと思

います。それでは、答弁書の事前配布について。公明党さん、どうですか。 

○委員（氏家裕治君） これは先回からも変わらない、うちとしての考え方なのですけども、

答弁書の事前配布、これの早いとか、遅いとかという時期はありました。僕はどうしても間に

合わないのであれば、当日配布でも構わないと思っているのです、私たちはね。できるのであ

れば、前日にでももらえれば、それはもっとより深い議論ができるのかなと、そう思っていま
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す。ただ、なくするという方向ではないということで、前日配布でもあった中でですね、確か

に何も通知もなくて議論していく中では、どうしても町長の答弁が早かったりですね、いろい

ろなことが自分の耳の中で聞き落としたりなんかすることがありますのでね。やっぱりないよ

りは、例えば答弁書がここにあればですね、それを目で追いながら、自分でチェックしながら、

大まかな部分での頭には再度確認できるという部分では、この答弁書は必要だろうなと思って

います。それで、もし、できるのであれば１日前、前日にでも配布していただければ、もっと

深い議論ができるのかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 新風なのですけれども、私どもはですね、この件については現状維

持でいいと。これ以上先にするというようなことになればですね、確かに議論が深まるという

こともあるかもしれませんけれども、いわゆる答弁側と質問側がお互い答弁調整のための範囲

を広げることがはたして、それが改革につながるかというと私はそうではないと。今の状況で

も十分対応できますし、逆に現在、反問権を使ってもいい状況ですけど、まだ町側は反問権を

使っている状況でもございません。ですから、議員にとってはプラスになるかもしれませんけ

れども、これ以上先に配布をいただくようなことはすべきではないという考え、現状維持とい

う考えでございます。 

 共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） ちょっとこれについては、私個人は現状維持でいいのですけど、

中に１日早く配布してほしいという人がいまして意見が割れております。それで、質問者以外

には配布する必要はないというのは一致しています。質問者以外の議員もと書いているけど、

質問者以外には配布する必要は全くないということですけど。どうなのですかね、ちょっとま

だよくわかりません。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ。 

○委員（近藤 守君） 私どもも現状でいいということです。そして、質問者以外には配布す

る必要ないということです。現状でいいというのはね、やはり最初に質問を出す時に若干答弁

調整するわけですよね。その中でやはり、お互いにわかるような気がするものですからね、こ

れは現状でもらえばいいということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。これは私どもから出たあれなのですけども、でき得

れば前日配布していただきたいと。当初のあれでは、もし、そういうことができないのであれ

ば、答弁はなしでいいというような話もしたのですけども、そんな極端なことではなくて、で

き得れば前日配布してもらえないものか。これは当然、町側との対応があるのでしょうけども。

そういうことでございます。今、ここに２の部分で以外の議員なども含めてとありますけど、

これはどこから出たか、うちとしては言っていない。 

○委員長（山本浩平君） 前回の議論の中で出たのです。 

○委員（及川 保君） なるほど。これは特に必要なしと思いましたということでございます。 
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○委員長（山本浩平君） それでは、無会派の方々にもお尋ねしてまいりたいと思います。熊

谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 熊谷です。答弁書の当日配布につきましては、理事者側と協議

をしてですね、理事者側の理解のもと、していただいている経緯、これがやっぱり一番大事か

なというふうに思います。ですから、前日配布ということは、やっぱりちょっと厳しいのかな

というふうに思いますし、質問者以外に配布というのも、これもやっぱりないのではないかと

いうふうに思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 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） 私はできれば前日配布してほしいと思います。なぜかと言うと

ですね、この経緯を見るとですね、過去にはある程度概要というか、大まかなね、達意は具体

的ですけども、そういう部分で質問通告をつくっているのですよ。そして、ずっと見てくると

ですね、かなり具体的にしてですね、答弁調整を１項目ごとにしているみたいになってしまっ

ているのですよ。そうすればですね、私はそこまで議会が譲歩という言葉が適切かどうかはわ

かりませんけど、そこまで議会がいい答弁をもらうための段階でやっていると思いますからね、

そうであれば、私はそういうものをもらって２問、３問目により中身の濃い質問をするために

はあってもいいのではないかと思います。そうでなければですね、やっぱりある程度、議員も

多少なり具体性は必要かもわかりませんけども、大まかに質問通告をして、議場で議論すれば

いいのですよ。元に戻れば。私はそういう考えです。ですから、ここまで細かくやるのであれ

ば、答弁だって前日ぐらいに配布してもいいのではないかなという考えです、私は。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。現状況で申しますと、約半分ずつというこ

とになっています。できることなら事前配布していただけないかというところと、現状維持で

いいというところ。無会派の方々も含めて約半々ぐらいになっているのが現状でございますけ

れども。これにつきましては、きょうの議論を踏まえて町側にもちょっと聞いてみるというの

はどんなものですか、局長。こういう議論が今、議会運営委員会でなされているけれども、い

かがなものかと。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 実態だけ申し上げます、運営上の実態だけですね。まず、議会

運営基準を見ていただきたいと思います。15 ページの７ですね。ここに開会日おおむね７日前

に通告を行うという規定がありまして、だいたいそれに、ぴったりではないですけど、多少前

後しますけど、このルールで一応、質問通告はある程度議長がお受けをいたしまして、基本的

に町側に通告書は配布しております。それは 16 ページの 16。議長は議員から通告のあった質

問は、あらかじめ当該執行機関に通知すると。この規定で今、通知をさせてもらっています。

今、現状としてはですね、議会事務局のほうに皆さん、議員さんにも配る町長の１問目の答弁

書は当日の朝に到着いたします。それで、その質問日から使っているということでございます。

これは町側の答弁調整の期日もございまして、今、特に副町長が１名ということで全部の答弁

調整が副町長のところにいくということでぎりぎりにならざるを得ないと。逆に言えば、もう
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ちょっと間を開けてほしいという要請も今、総務課長からはきている現状です。ですから、１

日目に質問される方は多分当日になるだろうと。ここの場面で議論いただきますけど、２日目、

３日目にあたる人に当然お配りすると思えば手元にあるわけですから、お配りすることができ

ます。ただ、これを取り入れた時の議論としてお聞きしているのは、それぞれの議員さんの平

等性から演台についた時に配布するというような形でお聞きしていますので、当日もらえる方

と、２日前にもらえる方、前の日にもらえる方というのは生じてきますので、その辺がいかが

なのか、どうなのかという議論は残ると思います。実態としてはそのような形になっておりま

す。一つだけお話しておきますが、前にも質問の通告書というのを、前の議会でしたかね、議

運でご説明しているとおり、具体的に書くということが求められているのですよ。これは、町

側に渡すということではなくて、議長の議事整理の関係上、具体的に書いていただくというこ

となのです。そういう部分で、まだ、前にお渡ししていない人にはお渡ししたいと思っていま

すけど、中身的には通告の趣旨というのはそのような形になっております。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩といたします。 

休憩 午後 １時２７分 

                                         

再開 午後 １時３２分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。質問ございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の質問でしたら、具体的に通告をするということですよね。そうし

ましたら、答弁調整は必要ないというふうに理解してよろしいですね。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩といたします。 

休憩 午後 １時３３分 

                                         

再開 午後 １時３５分 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたら、これは会議規則の中にも、運営基準の中にも何も書

いていないですよね、そういうことについては。だから、極端なことを言ってしまえば、その

ルールというのは、申し訳ないのですけど、新しく議員になられた方々がわからなかったら、

そのルールを適用するのもおかしいような気がするものですから。どうなのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、今、議長が言われましたように、それまでは答弁調整

という会議はなかったのですよ。ですから、質問通告を出したら、町側が必要に応じて個々の

議員との接触はあったかもしれませんけれども、それはなかったと。そういう中で、今、議長

が言われたように、こちらの議会の側から答弁書がほしいという意見が出たと、こういうこと

です。ですから、そのためには、第１問目の答弁書を渡すためには、きちんとした質問をいた

だいたほうが答弁書も書きやすいということになりまして、それで一定の時間帯に集まって、
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そして、質問の趣旨説明をするというふうになったわけです。ですから、今のようなお話にな

ると、逆に言うと、答弁書はいただけないと、こういうことになります、当然ね。我々は答弁

書いらないから、ということになりますので、そういう中身です。ただ、そのことを議会のル

ールとして、この上に書くかどうかというのは、またこれはちょっと別の問題だというふうに

思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、大渕副委員長の説明をいただきましたけど、私、議員になりまし

てからですね、答弁調整のルールはなかったとは言われていましても、現実的には私が質問出

した段階で具体的に書いているにもかかわらず、答弁をきちんと議会側から出したいので質問

の趣旨説明を事前にきちんとやってくれないと困りますと再三再四言われました。それで私は、

もう書いている内容はこれ以上ありませんので、これ以上説明のしようがないのですと何回も

言ったのですけども、結局、そうではないと、もっときちんと議会側のほうに役場の職員が来

ているのでちゃんと説明してもらわなければ困りますと言われまして。ですから、議会側から

答弁書をほしいから、こういうふうになりましたと言いますけども、現実的には答弁調整のル

ールはなかったと言いますけども、現実的には、私はあったと思っていたのですけど違うので

しょうか。大分私の勘違いでしょうか。それでは、その時お断りしてもよかったのでしょうか。 

○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。ここに書いてあるとおりなのですよ。「要旨であること

から、これを見れば答弁の大よその準備ができる内容を指しています。」と書いていますよね。

ですから、西田委員が出されたものが要旨なのだけれども、答弁の準備ができないというふう

に判断した場合は、それは具体的ではないという判断。どなたがされたかはわかりませんよ。

私なんか何も関係ありませんからね。だけど、そういうふうになっているというのは、「要旨で

あることから、これを見れば答弁の大よその準備ができる内容を指します。」となっていますか

ら、それが完全だったか、不完全だったか、それは私も内容を見ていませんから全くわかりま

せん。西田委員の質問を見ているわけではないからね。だけど、そういうことで質問の要旨が

わからなければ、そういうふうに出してくださいと言われる可能性はあると思います。ただ、

私が今言ったのは、答弁書をいただくという時にルールとして集まってね、それまで集まって

いなかったでしょう。 

○委員（西田祐子君） 集まっていました。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは、そうしたら答弁書もらってからでしょう。 

○委員（西田祐子君） いや、もらう前。 

○副委員長（大渕紀夫君） もらう前は集まっていませんよ。それは、それぞれが来ているだ

けであって、来なさいなんて集まっているものではないですよ。来なかったら来なくてもいい

のです、全然その時は。僕だって何度も来なかったことありますよ。それは、答弁書をもらう

段階になって、この時間帯に、例えば、議会運営委員会が終わった時点で来てくださいとか、
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広報広聴常任委員会が始まる前に来てくださいとか、そういうふうになったというのは答弁書

をいただく時からです。その前は任意のものだと思います。その決まりは何もありません。そ

れは事実です。だから、私が言っているのは、何も西田委員が言っているのが間違っていると

いうのではなくて、事実経過はそういうことだということが間違ってとられたら困るからね。

だから、事実経過はそういう経過の中で推移したというふうに私は理解していました。だから、

その時どうして西田委員の質問が聞かれたかというのは、それは私にはわからないのです。そ

れは私が見ているわけではないし、どこが必要としてそうやってやったかということはわかり

ません。ただ、ルールとしてはそういうルールの中で動いていて、集まって質問の中身をきち

んとするようになったのはその時点からです。答弁書をいただく時からです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

休憩 午後 １時４１分 

                                         

再開 午後 １時４５分 

○委員長（山本浩平君）  会議を再開いたします。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） この町側の答弁書をもらうということはですね、第２次議会改

革の項目の一つなのですよ。それで、これは議会側が町に要請をしたということなのです。そ

れは 16 年３月１日付で町側に要請して、16 年の第２回定例会から配布されているわけですよ。

配布の方法とかそういうのは別にして。その時の町の答弁書を質問議員にお渡ししますよとい

った時の、これは私が聞いている話ですからね、私はいませんでしたから、条件としてきちん

とした答弁ができるように、具体的に書いてあるのですけど、通告書を出された日の２時から

させてくださいということに、そういう町側の条件なのですよ。というのは、１時から議会運

営委員会がありまして、３時から議会広報の委員会がありますから、大多数がそこで集まるの

ですね。ですから、議会運営委員会が終わった後、調整させてもらうと、広報の前に調整させ

てもらうと、こういうような運用だったのですよ。両方に入っていない方はその時にそこに来

ていただくというものだったのです。ですから、これは議会側が町の第１問の答弁書をいただ

きたいと求めた時の町側の要請なのです。交換条件と言ったら変ですけど、そういうように私

は前の局長からお聞きしております。ですから、今言ったように、答弁調整をしないというこ

とであれば、町側も答弁書は出しませんということになると思います。だから、そこの議論ま

で戻ると思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私ですから、今、説明させていただきまして、当時そういうふうにな

ったということはわかりましたけども、新しい議会になりまして、それまでの 16 年３月１日に

町側に要請したという、また、そういうような内容でということを具体的に新しい議員さんた

ちにきちんと理解してもらっていないのではないですかと。 

○委員長（山本浩平君） それにつきましてはですね、今のような具体的な内容を忘れている
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各会派の方々もいらっしゃるかもしれませんけれども、本来であれば、それらはやはり全く新

人だけの会派ということではないわけですから、会派の代表なり、ベテランの方がやはり新人

議員に会派の中でそれを伝えるということで十分済む話だというふうに思います。及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。そういうこともあるのでしょうけどもね、実は私も、

この通告した後のその日の２時から調整をするというような細かなところまで記憶していない

のですね。議運の中に居らなかったことがあるのだけれども。だから、その後の細かいところ

をやっぱり、こういった質問が出ても何もまずいということではないと思うのです。感覚的に、

集まるのだなというのはわかりましたけどもね、後から。だから、そのあたりはもう少しきち

んと、当然、会派の中でやらなければいけないのだけども、そこの中には新しい、４年間居ら

なかった方もおりますしね。だから、そういう細かな部分まで、改革の内容を見ても載ってい

ない部分もありますのでね、その辺のことももう少し聞かせていただいたらよかったなという

ふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 質問について、それが悪い、いいとかということでは決してなくて

ですね。ですから、休憩をいたしまして、局長が調べて、過去を洗ってみてですね、こういう

経過で前局長から説明は受けていますというお話でございましたので、再度、その辺のところ

は認識、皆さんもされたかなというふうに思います。 

 それで、最初の議論に戻りますけれども、この事前配布につきましては、できることだった

ら１日ぐらい前にという意見と、現状維持で十分ではないかという意見ということで、だいた

い２つぐらいには分かれているということで、きょうのところはそのように押さえておいてく

ださい。 

 次に入りたいのですけども、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） それでは、３の２の１、倫理条例の改正。審査請求の拡大ですとか、

緩和。おおむね前回の議会運営委員会の中身で申しますと、ほぼ、これらについては賛成のと

ころが多かったように記憶しております。倫理条例の改正につきましては、全会一致で改革項

目とするということになっております。その中で１から４までありますけれども、お尋ねして

まいりたいと思います。清風クラブ。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。ここに全会一致になっていますけども、１について

は、議員の請求基準ですね。これについては４分の１以上と。それから、２番の住民請求につ

いては、数字でいうと 100 人くらいなのかなと。やはり、請求を出すということ自体が非常に

重いと。そうなれば、10 人以上とかね、15 人以上ということになってしまうとね、非常に簡単

に気に食わない議員が居ったら請求が頻繁に出てくるというようなことも考えられますのでね、

100 人以上が妥当だろうという会派の中での考え方でございます。３番、有識者の範囲。これ

についても、もし、必要とあれば、当然、活用すべきだというふうに会派では意見が出されま

した。４番ですけども、項目の追加。ここについては、あまり必要ないのではないかというこ
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とでございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、新政クラブさんいきますか。 

○委員（近藤 守君） １番、審査請求の議員の関係ですけども、一応５人以上ということで。

16 名おります、やっぱり２人、３人でもって、このことがやられたら、簡単に動いてしまいま

すので、やはり５人ぐらいが妥当であるということで５人にしております。それから、住民請

求ですけども、現在たしか 600 人ぐらいになるのではないかと思いますけども、やはり、これ

もかなり重いものでありますから 500 人以上ということで会派では決めております。それから、

有識者の範囲。専門的知見の中で町外者からという意見でありますけども、私どもは町内で十

分であろうと。よその内容もわからない町外の人に聞いてもわからないだろうと、あくまでも、

こういうことは町内で処理すべきであるということでございます。それから、４番目の項目の

追加ですけども、まさにこのとおり、これは必要であるということでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 確認なのですけど、今、出ているもの全部、必要だという考え方で

よろしいですか。 

○委員（近藤 守君） 必要です。 

○委員長（山本浩平君） はい。次に、それでは、共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） １番目、12 分の１。根拠は、議案提案権が 12 分の１ですから、

12 分の１以上。それから、２番目、これは根拠ありません、おおむね 50 人。50 人というのは

一定の範囲があるだろうと。厳しいというのはいかがなものかということで 50 人と。３番目、

有識者の範囲。これはこれでいいと思うのですけれども、町外から選ばなければだめだという

ことにはならないだろうと。町内の中だって専門的な方もいらっしゃるだろうしね、そういう

方でも構わないと。しかし、それでは町外者が絶対だめかといったら、事によっては町外者の

本当に専門的な人が必要かもしれませんので、そういう範囲でいいのではないかと。必ず町外

者を選ばなければだめだというふうにならないだろうと。４番目についてはですね、現在、検

討しているのですけども、あまり厳しくしすぎても。兼業の届出や団体役員の就任なんかとい

うのはもうちょっと議論が必要かなというふうに思っておりました。 

○委員長（山本浩平君） それでは、公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。これにつきましてはですね、本当に会派の中でもって議論

を固めてきたわけではないものですから。ただですね、この倫理条例の改正については積極的

に改正していかなければいけないだろうという、そういった意見の中で話し合った部分では、

議員請求、これは２人からでもそういった意見があれば認めるべきではないのかと。それから、

２の審査請求の緩和ということで、住民請求がありますけども、これもやはり、例えば 100 人

でも 50 人でも僕はいいと思うのですけども、公明党としての例えば 100 がいいか、50 がいい

かと、それは議論するのです。でも、この結論というか、数字に対しての結論はまだ出てきて

いません。例えば 200 とか 300 ではないのですよ。やっぱり 100 か 50 とかと、そういう数字で

何とか住民請求のほうの緩和をしていけないものかという話は出ております。それから、有識
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者の範囲。これは専門的知見を使うことであって、町内外問わずにその必要性に応じて、意見

と言いますかね、そういった知識を借りようということで話はでております。それから、倫理

項目の追加については、この辺についてはまだしっかりした議論は進めていませんでした。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 新風でございます。まず、１番目の項目は４分の１以上。２番目の項目に関しましては、い

ろいろとそれぞれちょっと首をひねったのですけれども、なかなか数字というのはまとまりま

せんで、各会派の出てきている数字を参考にさせていただきたいということでまとまりません

でした。３番目、有識者の範囲。これはですね、わざわざ町外から呼んでやるということも無

料というわけにはいかないだろうと。有料という形にやっぱりなるので、今の財政状況、いろ

いろなことを考えたら、そこまで必要あるかと。町内で十分ではないのかという意見がほとん

どでございます。それと、この倫理項目の追加でございますけども、議員の納税のことに関し

ましてはですね、おおむね、前回の、確か新政クラブさんから納税報告はすべしという話が前

回出ていたと思いますけど、これに関しては異論はないのですけども、そのほか、兼業の届出

ですとか、団体役員の就任届ですとか、そういったことを今の白老町の議会の現況、年齢構成

だとか、あるいはいろいろな、それこそ収入の話もありましたけれども、いろいろな観点から

考えた場合に、ここをあまり狭くすると、議会に挑戦しようとする若い人たちがこの時点で考

えてしまう人たちが増えるということで、逆に倫理の項目の追加は積極的には行うべきではな

いと、こういう考えでございます。現実、町内会長さんをやられている議員さんもいるわけで

すし、いろいろな団体の役員をやられている方たちもたくさんおります。そういう中でなかな

か、どうしても各町内会と申しますか、いろいろなところで引き受けていただける人も少ない

状況の中でですね、どうしてもそういったものは兼任せざるを得ないという部分もあると思う

のですね、実情として。ですから、そういったところにまでメスを入れるのはいかがなものか

ということであります。 

 それでは、熊谷委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 倫理条例の改正についてはやっぱりいろいろ資料いただいてい

ますけれども、よその自治体とよく照らし合わせてですね、うちのまちの規模に沿って数値を

はじき出すべきかなというふうに思います。４番目の倫理項目の追加についてもですね、やは

り時代の流れというのがあって、それに遡行した形で載せていくべきだというふうに思います。

それから、３番目の有識者の範囲、これもあまりこんなに特定することはないと思うのですね。

審査項目によっていろいろ変わると思いますので、やっぱり一番審査にそぐう人を有識者とし

て選ぶべきなので、町外者などということではなくて、やっぱり、それに合致した学識者、有

識者の対応でいいと思いますけれどもね。私はそう思いますけど。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。それでは、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 前田です。私は、１の審査請求の拡大については 12 分の１と。

これは大渕副委員長が言ったような見解です。そして、２の緩和については、なるべく私はハ
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ードルを下げるべきだと思いますので、はっきり言えないのですけどね、50 人前後ぐらいがい

いかなと思います。30 人から 60 人ぐらいが僕はいいと思います。３番目の町外者ね。これは

私が言ったのですけど、町外者と４条の２項で規定しているのですよ、町とね。ただ、私は今、

意見を聞いて、そうだと思います。やっぱりケース・バイ・ケースによってですね、対応する

ような形になってくるので、限定だけはしないほうがいいのかなということで私は言いました。

そして、４の倫理項目の追加についてはですね、政治倫理条例の第３条の３項にちょっとうた

っていますので、そういう兼ね合いからいくとですね、そういう部分についてはやっぱり団体

役員の就任届などはしておいたほうがいいのかなと、こう思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。いろいろ意見が出されましたけれども、こ

れをまた一つに今まとめるということはちょっと難しいと思いますので、特段、何かご意見が

ございましたら、どうぞ。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 倫理項目の追加で前回、納税ということが出ていたのですけど、

私のほうであとの２点を追加させてもらったのですよ。これはですね、倫理をかぶせるという

意味ではなくてですね、届けていただくというのは議員さんの身分保障にもなるのですよね。

というのは、兼業規定に該当しますと議員さんは失職になってしまうのですよ。ですから、届

出があって議会側でそれが合っているか、合っていないということをチェックするということ

は非常に必要なのです。たまたま、光市と土浦市で届出を求めているのですよ。これは今、現

状としては届けないのですね。それで、中には議員さんから、この団体に入ったら役員になっ

ていただきたいという要請を受けているけどどうでしょうねと質問が来る場合があるのですよ。

そうしたら、現実に該当する場合があるのですね。だから、それはなれませんよと。なってし

まうと失職なのですよ。だから、そういう部分からいうと、これは倫理をかぶせるという意味

合いではなくてね、そういうルールという形の中で私は盛り込んでおくほうがいいのかなとい

う気は事務局としてはしておりましたので、その辺も兼ねて議論いただきたい。 

○委員長（山本浩平君） この件について議論をしたいと思いますが、どうぞ大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。届出を出せと言ったらおかしいですけどね、確かに私

もそういうことがありました、思い出したところ。ですから、町から例えばたくさんの仕事を

もらっている団体、それから企業、そういうところで、あれは何ぼか以上いくとだめなのでし

ょう。失職になるとか何だとかとあるのですよ。思い出しました。それで、団体もやっぱりそ

うなのですね。だから、それはやっぱり届出を出すだけだよね。出すだけだったら出したほう

がいいと思うのだけど。それは、決めて出したほうがわかりやすくて、すごくいいかなと。だ

って、公表するとかではないのでしょう。違いますよね。そうであれば、出したほうがいいの

ではないかと思うのだよ。後でそれがわかって、議員失職しなければだめになったら逆に変な

ことになりますから、そのほうがいいのではないでしょうかね。足かせにならないのだったら。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 兼業の関係はですね、道のほうから言われているのは、多分議
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会でそういう事例が出てきた時に道に照会があるでしょうと。そうしたら、道で該当しますよ

と言った時に、例えば受け止め、これは議会の判断でするのですけど、ですから、疑いのある

ものについてはならないほうがいいと言われているのですね。多分、最終的には道に照会いく

でしょうと。いくでしょうと言ったら変ですけど。そうした時に該当しますよとお答えせざる

を得ない場合があると。その実態だそうです。補助金でもらっていても、委託料でもらってい

ても、その内容、実態だそうです。ですから、その実態が照会された時に、該当しますと言っ

た時に一番困るのは議員さんですという話です。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） ちょっと局長に聞きたいのだけどね。その辺わからないのだけど。

例えば、わからないでそこに就任していたという実績があった場合にね、後から指摘されたり

何だりして、それはもうその時パッと辞めてしまっても、やっぱり兼業していたという実績が

あれば失職の対象になるのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 兼業認定はですね、今やっているか、やっていないかではない

のですよ。過去にあっても失職の対象になるのです。それは任期内の４年の間で、例えばやっ

ていて、辞めても、やったという事実がここでわかって、それが措置請求された場合、失職に

なるのですね、任期中ですから。届出というより、やる前に届けてもらったほうが。議員の失

職の認定は議会ですので、選挙管理委員会ではないのですよ。例えば、そういう該当するとこ

ろに従事して当選すると、５日以内に辞めなければならないのですね。辞めないと当選無効な

のですよ。それも兼業の規定ですから。 

○委員長（山本浩平君） 私ちょっと質問なのですけどもね、局長にね。明確なルールという

のは、それは公職選挙法になるのですか。法律でいうと何になるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 地方自治法です。地方自治法の規定で兼業禁止規定とあるので

すよ。これは議員さんと理事者もありますし、理事者は認定は選挙管理委員会、議員は議会が

認定する。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） もう一つ。それは責任者でなければいいとかってあるでしょう。

例えば、会長だったらだめだけど理事はいいとか。体協なんかもそうだけど。体協の末端の部

分はいいのだよね。各単協の役員は確かいいのだよね。だけど、体育協会の会長はだめで理事

はいいとか。だから、そういうことも含めて書けばいいということですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、該当しそうなのは体協、観光協会はだめではないかと、私

は、推定ですけど思います。ただ、体協の傘下に入っている団体は、町が直接やっていないの

ですよね。体協から助成されているのですよ。ですから、直接的ではないから、これは許され

ている。例えば、水泳協会だとか、バスケット協会だとか、こういうところは体協の傘下です
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から、町直接ではないのです。これも許されています。ただ、体協というのは直接ですから、

だめなのですね。基本的に役割を分担する人、監査委員ですとか、理事だとか、理事長だとか、

そういうものはすべて該当してしまうのですよ。あと、もう一つはですね、そういう団体の役

員と個人という場合は違うのです。団体は継続的な取引、取引というか、そういう関係にあっ

た場合なのですよ。だから、個人の場合は１回でもやったらだめなのですよ。個人営業が町か

ら直接取引を受けたらだめなのですね。だから、その辺は注意しないとだめなのですよ。個人

の場合と、法人の場合と違う。 

○委員外委員（熊谷雅史君） 個人でやる場合というのは何ですか。 

○委員長（山本浩平君） 全くの個人でやっている場合。会社をつくらないで個人で。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町内会長も個人なのですね。何ぼ団体の長であっても。 

○委員（西田祐子君） 町内会長もだめなのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、だめだということではない。それがそういう関係にあっ

たらだめなのですよ。だから、請負と判断される行為。それが間接的に補助金でも委託料でも

だめだと。ただし、指定管理は外れているのです。指定管理はだめではくて、あれは除斥にな

っただけなのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩といたします。 

休憩 午後 ２時１２分 

                                         

再開 午後 ２時２３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。いろいろと、いろいろなこ

とがわかってきたと思うのですけども、これらを踏まえた上でですね、この件に関しましては、

また再度、各会派で研究をしていただきたいというふうに思います。 

 それでは、次に入りたいと思います。３の２の２、議員の出席状況の公表。これは全会一致

で改革項目とするということでございます。手法の検討。議会広報、町広報、インターネット

とかございますけども、議論されたところから伺っていきたいのですが、新政クラブさん、い

かがですか。 

○委員（近藤 守君） これは議会広報があるのでね、議会広報だけでいいのではないかとい

うのが我々の意見です。 

○委員長（山本浩平君） 共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 同じです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私どもも議会広報で周知すればいいのではないかと

いうことでございます。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 同じです。議会広報。 
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○委員長（山本浩平君） 新風なのですけども、年間単位が望ましいのではないかという意見

が出たのですね。毎回、毎回全部載せるとなったら、膨大な情報量というか、広報に載せるに

してもそうなるのかなということで、年間単位が望ましいのではないのかということと、あと、

議事録関係はインターネット等に出ているので、それでも実際はわかるのではないかという意

見が出ていました。 

 それでは、熊谷委員外議員、どうでしょうか。 

○委員外議員（熊谷雅史君） おおむね、出席状況の公表については問題はないと思いますけ

ども、手法はやっぱり町民が望む形を取ればいいと思います。だから、議会広報ではやってい

ますから、出ている部分には毎回出ますからね、それでもいいのではないかとは思いますけれ

ども、周知の仕方、町民が望む形で出て来れば、それに対応すればいいと思います。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） 私も議会広報。手間は多分議会広報に載せるということは同じ

ことですから、インターネットに載せても手間は同じだと思いますので、議会広報に載せるの

であれば、インターネットにも載せたほうがいいと思います。作業量は同じだと思いますから。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。おおむね皆さん、広報が望ましいというこ

とでございますけども。新政クラブ。 

○委員（近藤 守君） 出席状況を公表するのはいいのですけどね、例えば遅刻したり、常任

委員会も含むのかどうか、それだけちょっと確認してほしいなと言われたものですから、皆さ

んでちょっと検討してほしいのです。 

○委員長（山本浩平君） 各常任委員会等も含むのか、あるいは遅刻等、それらもどうするの

かと。検討されたところがもしあればどうぞ。清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） これは検討していません。遅刻だとか、そういう部分については検討

していません。ただ、私の考え方を申し上げると、そこまで載せるというか、大変な煩雑さが

出てくるなと。議会事務局に余裕があるようでございますから、もし、そういうことであれば、

載せても別に構わないかなとは思いますけども。ただ非常にそこまで求めるかなというふうに

は思います。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風もですね、まず、やれるところからという考え方でござ

いまして、そこまでは求めるのは早いのではないかというふうに考えています。 

共産党さん、どうでしょうか。今の件については。 

○副委員長（大渕紀夫君） 率直なところ、そこまではやっておりません。常任委員会は載せ

るという考え方ですよ。ただ、遅刻は・・・。何も議論していません、遅刻は。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。公的というか、議会含め、それから、各常任委員会、そう

いったものに関しては、一つの議会の出席状況としての公表をするべきだと。ただ、例えば全

員協議会だとか、いろいろなものありますよね。まだ、もろもろのもの。それはやっぱりすべ
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て、例えば一つのページの中で収めてしまおうと思うと、すごくやっぱり、先ほど言われたと

おり、大きな場所を必要とするというかね。そこまでやっても町民の理解を得られるというこ

とであればね、やってもいいのかもしれませんけども、今のところ、もし、やるとすれば、例

えば本会議、それから、各常任委員会、特別委員会、それぐらいでスタートしてはどうかなと

いう話になっています。 

○委員長（山本浩平君） ほか、何か、この点についてはございますか。なければ、おおむね、

大体この件については広報が望ましいという意見が出ております。手法はまた、いろいろと今

後、検討していかなければならないと思いますので、このぐらいにしておきたいと思います。 

 次に３の２の２、議案の賛否状況の公表。これは会派持ち帰りで再協議ということでござい

ますが、おおむね賛否の公表はすべしということでなっております。検討項目の中をお尋ねし

てまいりたいと思います。それでは、清風クラブさん、どうですか。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。これは逆に、私たちはすべしというふうに提案した

のですけども、前回の議運の中で非常に難しい部分も結構あるということが判明しました。３

番の議場内の電光表示板の導入、こういうことを提案申し上げたのですけども、これはもしや

るとすればね、どのぐらいの費用がかかるのか。これくらいは逆にうちとしては、やったほう

がいいのではないのかというような意見でまとまっております。費用面で非常に難しいなとい

うのは、どのぐらいかかるかはまだわからないのだけど、話も出てはいるのですけどもね。そ

ういうことでございます。 

○委員長（山本浩平君） ２番についてはどうですか。 

○委員（及川 保君） 要するに、これが必要だなと。きちんとやっぱり、それぞれ 16 名の議

員が居るわけですから、この辺の方法というのはやっぱり、何らかの方法を取るべきだという

考え方でございます。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですけれども、インターネットが全部網羅しているのではない

だろうかということで、１番に関しては、公表の手法の検討はインターネットが望ましいとい

うことです。２番目の賛否の表明方法の検討ですけども、これはもう既に現状維持でルールが

あるのではないのかなということで、これは後で事務局にちょっと尋ねようかなと思っていた

ことです。もう既に現状のルールがあるのではないかということで出ていました。それで、議

場内の電光表示板。これは先ほど、清風クラブさんから費用の関係、どのぐらいかというお話

がありましたけども、相当かかるということを想定して、そこまではちょっと今の状況では難

しいのでないのかなというのが私どもの意見でございました。それとですね、３番までしか載

っていませんけども、確か前回、賛成多数を明確にすべきではないかという、何対何というこ

とでですね、明確にすべきではないかという意見も出ていたのですよ、前回。それで私ども、

それを検討したのですけども、そういうことが可能であれば、16 人なわけですからね、賛成多

数というよりも賛成何人、反対何人ということが、議会のルール上、別に問題ないということ

であれば、それも一つではないかという意見が私どもは出ていました。以上です。 
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日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 公表の方法は議会広報。インターネットでは全町民にはいかない

であろうということで議会広報。賛否の明確化、これはもう当然で、起立採決も簡易採決と言

えばそうなのですけれども、簡易採決だとしても軽易なものについては起立採決でいいだろう

と。重要なものについては、無記名ではなくて記名。ここに書いている記名投票。無記名だっ

たら、重要なものではないものが出て、重要なものがわからないということになりますので記

名投票。そういうふうに変えてはいかがかと。そのほうが確認しやすいということで、そうい

う形でやってはいかがかと。ただ、今、聞いたばかりですけど、新風さんが言われた４番目、

可能かどうか、前に説明があったような気もしたのですけども、そういうことを最後に議長が

宣告できるのであれば、それは宣告したほうがいいと思います。何対何で、どうだというもの。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。公表の手法については、議会広報。それから、今、インタ

ーネットの時代ですから、そういったものを例えば入れていこうと思えば、そんなに難しい話

ではないでしょうから、議会広報・インターネットを通じた形の中で全町民に行き渡らせると。

それから、賛否の表明方法については、記名投票、それから、起立採決、これは大きな問題、

また、簡易な問題を分けた形の中でやっていければいいかなと思いますけども、いずれにして

も、これはルール化していかなければいけない問題だと思いますので、その辺は皆さん、まだ

これから検討する余地があるのかなと思います。あと、議場内の電光表示板については、ちょ

っとやっぱりこれは、今はまだ厳しいというか、相当の予算がここにかかることだと思います

ので。先ほど、清風クラブさんが言った、やっぱり何対何という部分は議長の判断の中でやっ

ていける、それもまた一つのルールをつくっていかなければいけないことなのかもしれません

けども、何対何という部分はインターネットで見ている人方にもわかりやすく、あれじゃない

かなと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） １番の公表の手法につきましては、議会広報。２番目、賛否の表明方

法ですけども、これはできれば起立採決と。そして、重要案件については記名投票。それから、

電光表示板ですけども、可能であればそうしてもらえればいいのかなと思っています。それか

ら、４番目に新しく出ていた人数、賛成反対、何対何というようなことができれば、それはい

いのかなということでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。４番目についての解答ですけども、今、言われた３

番の部分で非常に難しいということであれば、新風クラブさんのほうから出ていた、きちんと

した票数で宣言すると、議決するという形をとったほうがよろしいかなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、前田委員外議員。 
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○委員外議員（前田博之君） １、公表の手法についてはですね、議会広報・インターネット。

２の賛否の表明方法については、重要なものは記名投票、その他は起立採決。３の電光表示板

については、導入の方向で検討していただきたい。人数の明確についてはですね、後で局長か

ら話があると思うのですけど、私が言うこともないと思うのですけども、「挙手または起立によ

る表決」の中で、「その多少を認定して、可否の結果を議長が宣告する。」となっていますから、

ここに人数を言うとかは言っていませんから、この解釈でできるのかなと思うのですけども。

できないのですか、そうなのですか。もしそれであれば、この条項を改正して、人数を明確に

できるようにしたほうがいいかなと思います。 

○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） おおむね皆さんの意見では、議案の賛否については公表すべき

というふうに言われていますので、そのような方向になるのかなと思いますけども、私の考え

は前回も述べたとおりですね、議案の賛否の結果というのは議会の総意ですから、個々の議員

の可否というのはその過程上にあるものであって、それが結果だと僕は認めていませんので、

僕は載せる必要はないというのを意見として述べさせていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、今まで出た意見を踏まえまして、局長のほうから何かご

ざいましたら、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、採決の方法で簡易採決と言われているのはですね、手を

挙げることではなくて、議長が「異議ございませんか」と諮るものが簡易採決なのです。これ

は異議がないと想定された時に諮るのが簡易採決ですね。それで、異議があったら挙手採決に

変わります。起立でもいいのですけど。挙手と起立については、数を数える採決ではないので

すね。というのは、どっちが多いかというのを目視でとらえて判断するのが挙手・起立なので

すよ。ですから、先ほど前田委員外議員から言われた、可否の宣告をするというのは、目でと

らえて賛成多数、賛成少数、これが表明で、可です、否ですととるのがそうです。ですから、

数を最終的に数えるのは記名投票しかないのですね。ですから、数を数えるという部分でやる

のであれば、多分、そういう文言も設けなければだめかなという気がするのです。ただ、実態

として、うちぐらいの議会ですと数は数えられるのですね。ですから、８対７でも採決してい

るのですね、賛成多数で。原則にかえるとですね、８対７になりそうな場合は投票に持ち込ま

なければだめなのですよ、本当は。ただ、うちは何十人もいるわけではないですから、数はだ

いたい数えればわかるのでそういうふうにとっております。ですから、起立採決、挙手採決に

ついては、議長の採決権を及ばすというのはちょっと否定的なのですね。ただ、実態としては、

過去にはやっていたかなと思います。ですから、それは前にお配りした問答集の中でも、議会

の中できちんとルールをつくってと書いてありますから、これはこうあらなければならないと

いうものはどこにもないのですよね。ここの規定、要するに標準規則上の解釈なのですよ。で

すから、うちの議会として、こういうルールで、こういう採決をして、こうやるよというのが

あれば可能ではないのかなという判断をちょっとしておりますけど。まだ、もう少し調べなけ
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ればならないと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 皆様方から何か、特に質問、あるいは改めて意見がござましたら、

どうぞ。おおむね、１番の公表の手法については、議会広報というのが多かったというふうに

思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会広報の場合、定例会ごと、３カ月ごとには出ますけど、議

案件数というのは結構件数あるのですよね。だから、議会広報でどこまで表現できるかという

のは、なかなか大変かなと。１面、２面使って採決を表記するのがいいのかという問題は、多

分出てくるかなと。今、多いのはインターネット上で公表されているのが多いということです

ね。その辺の部分は、今後やるとなれば、広報のほうの委員会の課題になるのかなと思います。 

 もう一つは電光表示ですが、まだ確認していませんけど相当かかるかと。というのは、タイ

マー。今、タイマー２つついていますよね。正規のタイマーをつくると 400 万円かかるのです

よね。あの時には、そんなに金出すことはできないということで、バスケットのカウンターを

２つつけて、30 万で収めたのですけど。それから考えると相当かかるのかなという気はします。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） ただいま、局長の費用面でのはっきりした数字が、大よそとは言いな

がら、ちょっとかけ離れておりましてね、この３番について、取り下げをしていただきたいな

というふうに思います。そんなところまでかかるとは、実は想定しておりませんでした。 

○委員長（山本浩平君） 検討項目として挙げておくことはいいと思います。 

○委員（及川 保君） そうですね。もし、町の状況が非常に良くなった時点においては復活

させていただきたいなと。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） ちょっと一つ確認なのですけど。議案の賛否状況の公表ということ

で、おおむね公表すべきということだと思うのですがね、そうなると、賛成・反対、それで記

名投票なんかにすると白票というのがあるでしょう。そういうのも考えられるでしょう。そう

なってきたときの場合。それと、「賛成の方、挙手を願います。」と８名挙げた。それから、「反

対の方、挙手を願います。」と、こう全部確認していかないと公表はできないということになる

のか、その辺ちょっと。今までだと、賛成が多ければ賛成多数でね。だけど、挙げなかった方

は反対なのか、ほかに理由があるのか、その辺のことは許されるものか、許されないものかね、

その辺含めてどうなるのかなと。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会議規則の 13 ページを開いていただきたいと思います。13 ペ

ージに 84 条とございます。この中で「白票の取り扱い」という規定がございまして、「投票に

よる白票については否とみなす」なのですね。ですから、先ほど言ったように、挙手・起立は

数を問う採決ではないですから、ルールとして数を取るということであれば、起立しない、挙

手をしない人は否とみなすと。否定をしなければ、採決行使行えないのですよ。というのは、
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否か、棄権か、わからないのですね。ですから、ルールとしては、棄権の人は退場を求めると

いうことにしかならないかなという気がします。ですから、これも一定のルールで書き込む必

要が。今は数を押さえていませんので、多いか、少ないかで決めていますから、そういう問題

は起きませんから、数を限定するということになれば、挙手しない人、立たない人は否とみな

すということを明記しなければだめだということになると思います。 

○委員長（山本浩平君） あと、私のほうから。先ほど局長の説明の中で賛成多数を明確にす

るには記名投票になりますよという説明だったと思うのですね、ルールとしてはですね。そう

なると、議事進行、議事の運営を考えると非常に時間がかかるというか。一つ一つ、そういう

ことでやればですね。書くのもそうですし、開票するわけですよね。ものすごい手間がかかる

ということなので、そういうことであれば非常にこれはそこまでしてやる必要があるかという

ことにもなってくるかなというふうにはちょっと思いました。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私は、記名投票のみと言ったのは、今の現行のルールでいくと

記名投票しかないということなのですね。ですから、先ほど決めたように、起立採決でも数を

数えるということであれば、立たない人は否とみなすとか、そういう表現をルールとして組み

込んでいかなければならないということなのです。ですから、そちらでも数を数えるよという

ことですから、同じなのですよ。ただ、認定する方法、立つか、立たないかははっきりします

けど、議長の目だけではだめなのですね。ですから、厚真の例を申し上げましたのは、議長と

局長と、もう一人事務局と、それから、議運の委員長が認定するといって、会議の終わった後

につけ合わせをするということなのですよ。ですから、議運の委員長は最後尾の角に、一番角

に座っているということなのですね。だから、今で言えば、角の人に認定していただくか、う

ちでいけば、副議長にお願いをするのか、どれがいいかはわかりませんけど、そういうような

確定する手法も講じておかなければ、ルールとしては公平ではないのかな、見逃したりという

ことがありますので。ですから、投票にしなくても数を数えると。公表ですから、全部数える

のであればルールが必要だと。もう一つのルールとしては、公表する以上は会議録にも盛り込

むということ。賛成者、反対者を盛り込むという形。それが一番最終的な根拠になりますので。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） この賛否の件でね、厚真は会議録にも当然、前に資料もらいましたけ

ども、あれはそうですよね、会議録ですよね。あれはインターネットですね。それで、会議録

ということになるとね、誰が賛成したとか、反対したとかは載りませんよね、声で。 

○事務局長（上坊寺博之君） 載らないけど、確定して載せる。 

○委員（及川 保君） 会議録に載せるということは可能なのですね。大丈夫ということね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 大丈夫です。 

○委員（及川 保君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君） それでは、いろいろと意見が出されたと思います。時間の関係もあ

りまして、次にまいりたいと思います。 
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 ３の３、議員報酬及び議員定数。これは会派持ち帰り再協議ということでございます。ご覧

のとおりの内容になっております。再協議されたところでご意見のあるところ、どうぞ。清風

クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。ここについても、私どもの会派から提案させてもら

った部分なのですが、いろいろ通年との絡みも、通年とはまた別だよという部分があったので

すけどもね、どうしても会派の中では、この部分が出てきましてね、定数をまず削減してね、

報酬部分についてもきちんとした体制を整えておくべきだという考え方は、実は変わっており

ません。ということでございます。 

○委員長（山本浩平君） ほか。公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。公明党としては、定数削減の件については、これ以上削減

すべきではないという意見、これは変わりありません。それから、議員報酬については、今の

この現状の中で、確かに僕たちも理想は本当に若い人方が出てきてですね、20 代、30 代、40

代、本当にそういう方々に出てきていただいて議論することが一番大事なことなのかなと思っ

ています。ただ現状からいって、例えば議員報酬のことを議会で議論する云々という問題では

ないと思いますし。若い人方にも出てきていただけるような機会をつくるためにも、例えば夜

間議会をうまく利用したりですね、そういった議会のあり方みたいな部分をこの議会の中でも、

この間、清風クラブさんでしたか、日曜日にやったらいいのではないかとか、通常の夜５時か

ら２時間くらい、例えば議会運営委員会にしても、いろいろな常任委員会にしても、やれるも

のはそういうふうにしてやったらいいのではないかという意見が出ていましたけども、それが

一つの通年議会に対しての理解につながっていくようであれば、私はそれを反対するものでも

何ともありませんし、そういった形の中でしっかり議論できればと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。うちはこのとおりですね。定数削減は否定です。こ

れはやったばかりですからね。それから、報酬の引き上げにつきましてはね、これは現状から

言ってね、まことに無理な話で、しかも、それが議会でもって云々するということはとんでも

ない発想だと思っています。これはやはり時代や環境やね、そういうものがすごく大きく影響

するものであって、やはりこれは町民のほうからそのような声が出てきてからやるべきなのか

なというふうに思っておりますし、必ずしも若い人のために報酬を上げても、その人が当選す

るとは限らないわけですね、選挙というのは。そういうことですから、やはりこれは慎重にや

るべきだなというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。定数削減については、現状で結構です。報酬も今の段

階ではなかなか難しいということで今のままということであります。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですけど、共産党と全く同意見でございます。 

無会派の熊谷委員外議員。 
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○委員外議員（熊谷雅史君） 熊谷です。定数の削減に対しては私も現状のままで、議論を深

めた中で当分の間はこの定数でやらせていただきたいと。ただ、やっぱり町民のほうから要望

があればですね、検討せざるを得なくなるというところにあるのかなと。それから、定数削減

をしてですね、議会費総体の議論を議会の中でするという、話はできるとは思いますが、報酬

を上げるという話は、議会の議論としてはなじまないと。下げるとか、いろいろな議論では、

議会の議論としては俎上に乗るのでしょうけれども、上げるという話は、議会の議論には乗ら

ないと。それはやっぱり別な機関が検討されるものだと私はそのように思います。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） 私は、現状から見ればですね、今、お話ありましたけれども、

町民の声を聞いてから、そういう流れの中と言っていますけども、私は、聞く範囲ではもう現

状にそういう声も出てきていますし、やっぱり、きょう、あしたという意味ではないですけど

も、問題意識を私たちはやっぱり持っているべきだと思いますし、逆に定数削減してもいいの

だと言われないような活動も僕は必要かなと思います。ですけども、やっぱり現状から見ると

もう少し削減をしてもいいのかなとこう思います。それと、定数削減での報酬引き上げ。これ

は議会で引き上げるという意味ではなくて、前々回から私、議論していますけども、少数精鋭

でその分、通年議会にも絡んできますけども、常に議会に来て議会運営していくと、まちづく

りをしていくと、そういうことであればですね、それに見合う報酬をあげるべきではないかと

いうことで、私は。だから、ここで我々の報酬を上げるべきか、下げるべきかを決める云々と

いう意味ではなくて、一つの方向性、我々、議員としてどう考えるべきかということで言って

いますので、それだけ理解したほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） これに関しましては、今、お尋ねしたところ、前回と皆さん同じ見

解でございます。これに関しましては、引き続き協議を長期的に進めていくという以外にござ

いません。今すぐ、これを動かすというようなことにも、この数からいってそうはならないと

思いますので、引き続き検討していくということでやっていきたいと思います。 

 それでは、暫時、休憩といたします。 

休憩 午後 ２時５８分 

                                         

再開 午後 ３時１０分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。調査項目の４の１の１、通年議会の本格実

施について。議長の見解も皆さんお聞きになった上でございます。それで再度、会派で協議を

していただきたいということで持ち帰っていただきました。議長の見解も踏まえた上でそれぞ

れ皆様方で協議をしていただいたと思います。挙手にて発言を願いたいと思います。いかがで

すか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。うちは実施すべきだと、ただちに実施すべきだということ

で持ち帰っていますけども、これについては変わりございません。ただ、通年議会の中で例え
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ば年間に占める議会活動の割合が増えて、自分の仕事だとかいろいろな部分に支障をきたすと

いうことであれば、先ほど言ったとおり、夜の時間をうまく利用しながらでも、そういった理

解が得られるのであれば、そういった方向も必要かなと思っています。前回と変わりません。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 私の会派も前回どおり、即、実施すべきということで決まっておりま

す。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 私たちの党も通年議会を即、実施する方向で前と変わりありません。 

○委員長（山本浩平君） 新風でございますけれども、前回の会議の中で議長の並々ならぬ思

いも受けてまいりました。やはり、この６月で約１年間試行してきたわけですけれども、試行

した中で大きな問題点はなく、実質、通年議会を続けてきたわけでございます。もはや、これ

は早く本格実施すべきと。変わりません。 

 それでは、清風クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（及川 保君） 清風クラブでございます。先ほどらい、前回の議長のお話もありまし

たけども、やはりもう少し試行でやられてはいかがかという意見になっております。 

○委員長（山本浩平君） 無会派の前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 前田です。私も今まで議論していますけども、引き続きまだ試

行すべきだと思います。それと、前も話していますが、まだまだ、今回も議会改革やっていま

すけども、たくさんの具体的な項目が挙がっていますけども、もっともっと議会の権能を高め

るためにやることがありますので、そういうことからまず先かなと思います。それとですね、

きのう定例会ありましたけど、町民の方にですね、「きょう、何なの。」と、「定例会なの。」と

言ったら、まだわからないのですよ、理解してくれないのですよ、１回説明しないと。簡単に

「今日は臨時会だよ。」と言えば、「ああ、そうかい。」とわかるのですけども、まだ町民の方が

ですね、議会としては皆さん賛成して、機能的なことを理解していますからいいと思いますけ

ど、町民の方はまだなじんでいないのですよね。だから、もう少しですね、町民の人がすんな

り入れるような形の中で決めてもいいのかなと思いまして、私は引き続き試行ということです。 

○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） 私は前回も申し述べましたとおりですね、やっぱり専決処分の

事項がクリアしたということが大変大きなことでありますから、通年議会で一番障害になって

いるのはそこだと私は思っていましたので、これが解除されたということは通年議会、もうこ

れはすぐ、即時、実施すべきと。それから、町民の理解だとかという部分のところは、これか

ら周知徹底をしていけばいいことであって、その違いというのをやっぱり説明する責任も当然、

今回、改選後にできた広報広聴常任委員会の中でそれも説明しながらやるという方策も考えら

れるのかなと思いますので、通年議会は即時、実施すべきというふうに思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） この懸案につきましては非常に、今回の議運の中でもきょうで３回
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目でございますし、以前からも会派持ち帰りで協議をしておりますけれども、それぞれの見解

は同じであると。熊谷委員外議員が当初、試行でありましたけども、クリアされた部分があっ

たので、ただちに実施ということになりましたけれども。このままずっと平行線と申しますか、

膠着状態が続いた中で、まださらに試行をしていかなければならないのか、あるいは、全会一

致という形がやはり議会としては望ましいことでございますけれども、なかなか打開策が見出

せないのも今の実情でございます。この辺を踏まえて、何か皆様方でいい妙案がございました

ら、お聞かせ願いたいと思います。副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけどね。今、委員長からね、そういうご意見が出ました

ので一つ。採決ということになれば、委員外議員の皆さんはちょっと採決に加われないのです

けど、一つ一つご意見の中で話をしていくということになれば、前田委員外議員が言われた、

まだまだやることがあるので、そのことをやってから通年議会をやられたほうがいいというご

意見だったのですけど、まだまだやることがある、それは何を指しているのか、その点だけお

伺いしたいと思います。そういうことがね、通年議会は試行のほうがいいという理由になられ

ていると思うのだけれども、まだまだやることがたくさんあるというようなニュアンスの言葉

だと、ちょっと正確ではないかもしれないけども、それは何を指しているのですか。 

○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） 私はですね、ここに入っていますけども、委員会が政策過程の

積極的な関与、これも具体化されていませんし、やはり一般質問、議員の資質云々となってい

ますけど、そういう部分がもっと皆さんが、言論の府ですから、その辺がやっぱり皆が議場で

質問するとかですね、そういう部分。そして、委員会でもですね、やっぱり先ほどもお話しま

したけども、所管事務調査をして政策提言する、条例案を出せるとかですね、そこまで僕は。

継続していけばいいのだと言われれば、そうかもわかりませんけども、そういうことを早急に

できるような既存の部分の資質を高めていく必要があるのかなとこう思います。 

それと私は、前も言っていますけども、自分の考え方を言うのは大変失礼なのですけども、

通年議会、確かに議会改革で所管事務調査はすぐできますよと、僕はその部分のメリットしか

ないのかなと思っています。そして、そう言いながらですね、ここの最後にも載っていますけ

ども、議会運営委員会で委員外議員の発言をですね、会議規則で決まっていますから仕方ない

と思いますけども、会派に入っていないから、委員外議員制で委員長が許可がなければ発言で

きない、究極に言えば、採決にも加われない。私は採決に加われなくてもいいと思いますけど

も、本当にこういう議会改革を先進的にやっている中でですね、会派に入っていないから発言

をある程度規制するとかですね、そういうことをまず整理をしてですね、そして、通年議会に

入っていくというのなら私はわかりますけども、至急的というか、以前のものは守りつつです

ね、こういうものについては先にやりましょうと言うけども、本来からいけば、私はもっと改

革しなければいけない小さな部分もあると思うのですよ。そういうことをやっていないとはし

ませんけども、決断して一つずつ整理してくと。その中で通年議会が本当に必要であればと私



 - 52 - 

は思いますけども、今は通年議会のメリットといったら、所管事務調査がすぐできるしかない

と思っているのですよ。そうすれば、あえて通年議会をしなくてもですね、現状の定例会、臨

時会で十分に対応できるのではないかなとこう思っています。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） もちろんね、そういうご意見があるということは尊重しますけれ

ども。ただ、そのことがクリアできなければ通年議会ができないとなれば、多分できる状況に

はならないのではないかなと、今のお話を伺った範囲ではそういう理解になってしまうのです。

通年議会はやれないかなという理解になります、私自身はね。そうなると、試行だけでずっと

いって、試行でやりながら常任委員会の所管事務調査だけは自由にやるけれども、通年議会は

試行でしかやらないよと、こういうふうになりますよね、今のご意見ですと。全く通年議会の

試行をやらないで元に戻してしまうというご意見なのかな、臨時議会ということは。となると、

所管事務調査の取り上げた項目以外のことは緊急にはできなくなると。今まで随分、事実はた

くさんやってきました。私、産業厚生常任委員会にいますけれども、産業厚生常任委員会では

かなりの部分がこれで動いていますから、現実的に。所管事務調査で取り上げない中身のもの

で動いていますから。そういうことで言えば、試行ではいくのだけれども、本格実施はしない

と。しかし、クリアすることがなければ通年議会にはいけないよと。こういうような、私の今

言ったような認識だという・・・。個々の言われたことについては反論することあるのだけれ

ども、それは置いておいてね、そういう私の認識でいいのですか。今、前田委員外議員が言わ

れたことは、私が今言ったような認識でいいのですか。 

○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） ある程度ね。私はだから、通年議会をやって、今の部分ではね、

私の理解が浅いのかどうかわかりませんけども、所管事務調査を随時開ける部分のメリットし

か今のところ見えないのですよ。そうであれば、あえてそれだけしなくても、定例会ごとに所

管事務調査をやってもですね、僕はですよ、もっともっと中身の濃いものがやれればいいのか

なと思う。そして、今、大渕副委員長が言ったようにですね、その都度、所管事務をやってい

るのは認めるし、それなりにやっています。それはそれでいいのですけども、随時に、タイム

リーにはできないかもわからないけども、問題意識を持てば、定例会ごとの所管事務調査の中

でもっと中身の濃いものもできる可能性があるのではないかと。僕はその部分をやっていけば、

通年議会をやってタイムリーに所管事務調査を云々ということは認めますけども、そこまでい

かなくても今のところまだいいのではないかなと思います。だから、所管事務調査が中身がな

いとは言いません、私も入っていますから。ある程度そういう部分で権能や権限を使って、そ

こまで到達してから通年議会に入ってもいいのではないかなと思うのです、私は。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 通年議会に入った中で今言われたような権能を高めるほうが私は

すごくやりやすいしね、通年議会に入ったから別に所管事務調査をないがしろにするとかそん
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なことではないですよね。そうすれば、権能というのはいくらでも高められると思うのです、

その中で。だから、私が言っているのは、通年議会のメリットというのはそれだけだと、そう

かもしれません現段階では。しかし、通年議会は理事者側との合意によって広げていくことは、

私はいくらでもできると思います。それは通年議会になっているからできることなのですよね。

ですから、僕は無理矢理やるとかそんなことを言っているのではなくて、今言われた前田委員

外議員のご意見で言うと、通年議会では、それは試行も含めて、通年議会ではなく、旧の通年

議会ではないやり方にするというふうに聞こえるわけですけど、それでよろしいのですか。 

○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） よろしいですよ。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、通年議会は試行も含めて、現段階では早すぎると、こ

ういうことですね。わかりました、そこは。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど、試行を継続すべきという前田委員外委員から、いろいろと

理由が述べられましたけども、この内容について、さらに議論をしていきたいと思いますが何

かございませんでしょうか。 

それでは、私のほうからなのですけども。先ほど、前田委員外議員の発言の中で、委員外議

員の発言権の話がございましたけれども、これらもクリアしなければ、これだけではございま

せん、いろいろほかの、一般質問を全員がするとか、そのような話もございましたし、政策提

言できるような議会とか、そういうお話もございましたけども、この委員外議員の発言に関し

ましては、後からほかの項目、５の１というところで出てくるわけでございまして、これらも

クリアしなかったら通年議会に入れないのですよと。一つのことがクリアしなかったら通年議

会はだめですよと。こういうふうにどうしても聞こえてしまうのですけども、そういう議論で

あればですね、全然進んで行かないと思うのですよね。この部分がクリアされないから私は賛

成できないのだという話だと思うのですけども。この委員外議員の発言については全く違う項

目でやるわけですよ。出てきているわけです。その辺どうですか。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 個々に見れば別です。それは私も理解しています。ただ、通年

議会という今回の地方自治法の改正、こういう形の中で先進的なものを入れましょうと言って

いるのであれば、同じ議会改革の中で、私云々ではないですよ、そういう一つの議会のこうい

う場で少数意見も、発言をさせてもらっていますけども、ルール上発言できるような、自分た

ちで改正できるものですから、もっと広く議論できるような形にするようなものも改定をする

必要があるのではないのかと。そういうものを私は含めて議会改革の中で話をさせてもらって

いますよということです。だから、これをしないからこっちではなくて、通年議会については

さっき大渕副委員長が言ったような私の話ですから。だけど、それを絡めてですね、今、全体

の議会改革している中にこういう問題が、結果は別ですよ、今、初めて出てきたのですけども、

どうですかということを言っているのです。そして、過去の委員外議員の人方との話を聞いて

もですね、やっぱり今、議会改革していますから、将来のためにもそういうものを問題提起し
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ておきたいなと、こう思っていたのです。だから、絡めてはいないけど、ただ、議論の中でそ

ういうことを話してもらっている状態。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 進めるためにちょっと発言するのですけれども。議事進行のため

にね。例えば、委員外議員の議論というのはこの後されるわけですけれども、今の前田委員外

議員の発言からいきますとね、議会改革しているのだから、委員外委員も発言をきちんと認め

ると、そういうことが行われなければ通年議会も違うのではないかと。僕は、通年議会という

のは地方自治法も何も関係ないと思っています。これは議会みずからがそういうことが今の法

律の範囲内で最大限議会の権能を高めるためにやれる方法は何かという検討の中で通年議会と

いうのは、私は出てきたものだと思っています。これは法律改正でも何でもないと思っていま

す。そういう中でもちろん改革をしていくわけですから、今言われたことを含めて前回もお話

したように、委員外議員の皆さん方、確かに前の前のあたりは、発言は認めていなかったと思

います。それが発言を認め、改善をしてきたということはね、現実的に規則の中にあるものを

改善してきているのですよね。それがもっともっと改善されないから、それは通年議会にはな

れませんよと。それは議論の中で改善していける中身だと私は思っています。みんなの合意が

得られるかどうか、それだけの説得力ある、先ほどから前田委員外議員が言われているね、全

議員が質を上げるというふうに言われます。それはそういう説得力ある議論の中でそうなって

いくものだと私は思います。そうでないとですね、改革というのは進まないのですよ。こっち

がいかなかったら、こっちもいかないということではないのですよ、改革というものは。だか

ら、我々は今までのこれを見たらわかりますし、前田委員外議員がよく言われますから、私も

言わせていただきますけれども、前田委員外議員が議会事務局長の時からそういう改革という

のはずっとしてきたのですよ。その積み重ねが今まで来ているのですよ。それが、ここの部分

が改革として取り組まれなかったら、こっちはだめだよというのはね、私は改革というふうな

ことを考えたらちょっと違うのではないのかなというふうに思うのですけど、いかがですか。 

○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） 私はそれ否定しないよ。だから、一つのトータル的な議会改革

の中でそういう過去にあったような部分も含めて一緒にまな板に上がって、今、議論していま

すけれども、もう少し突っ込んだ部分がいいのではないかなということです。それで、通年議

会については、さっき言ったような形で、まだ、メリットを考えても現状のままの中でもっと、

私も含めて議員、委員会がもっともっとやることはあってくれば、あえて通年議会しなくても、

町民の理解を得たり、身近な議会になるのではないかなということを私は言っているのですよ。

ただ、ここに絡めたことに対してね、もし、誤解されれば話しますし。ただ、僕はトータル的

に、いまだにこういう、先進的な議会が委員外議員の発言をですね、原則論からいけばですよ、

大義論からいけば、ああいうことが規定されていることはちょっとどうかなということをトー

タル的に言っただけの話であって、これと絡めて、こっちがならなかったらどうだとは言いま
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せんよ。これは、私はいいのです。だけど、前の人の話も聞いたし、これからまた４年後に改

選になるかわかりませんが、入ってきた人が同じことにもしなった時にですね、やっぱり発言

が制約されなく、また、本来、会派というのは、何回も皆さんが議論していますけど、政策集

団ですから、それになじまない人は出てくるのです、絶対に。そういう時に、その人方の少数

意見をどうやって公の場で認めるかということです。委員長が変わることによって運用が変わ

っては困るのですよ。それは委員長の裁量でですね、それは私は評価しますけども。これはや

っぱり恒常的に後で整理をしておかないと。誰が委員長になってもルール的にやるということ

にしておかなければいけないのではないかと。そういうことを議会改革やっている時にある程

度これから出てきますけどね、僕はくっつけようとは思いませんよ。トータル的にそういう古

い慣習みたいなものを、通年みたく先に進んでいるものに、あわせて、今、議論はしています

けども、踏み込む必要があるのかなと思っているのです。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 言っていらっしゃることはよくわかりますよ。私はわかりますけ

れども、私が言っているのは何かと言ったら、そういう全体の議論の中で今、改革とやってい

るわけですよ。ですから、前田委員外議員が先ほど、こういうことがまだ遅いとあるというの

は、それは事実ですよ。全部改革されているわけではないですから。だけど、そういうことを

発言する場があるわけですから、私は発言していただいて、皆さんが納得すれば、そういうこ

とで変えていけることはもっともっと、今までよりもたくさん出る。例えばですよ、全議員が

一般質問をしたほうがいいというのであれば、そのためにどうするかという議論をすればいい

のですよ、ここで。誰も拒否はしないと思いますよ。質を上げるためにはどうすればいいのか

と、そういう提言をしていただければいいのです。それについて議論をすればいいわけですか

ら。その中で一番いい方法を、それぞれの分野で一番いい方法を考えて、そして、それを改革

として実行していくという立場に立つと。私たちはそういう立場に立つというのが今の議会改

革の、私の個々の議員の立場だと思いますよ。そうでなければ、こっちがいかなければ、こっ

ちはやりませんよというのなら改革にならないわけだから、先ほど前田委員外議員が認めたよ

うに。ですから、そうであれば、そういう問題を提起していただいて、それを議論しながら、

もっともっと改革すべきことがあるのなら提起していただいて、それを議論しながら通年議会

含めてやっていけば、私はいいと思いますよ。そういうふうな議論が、私は本当の改革だし、

個々の議員さんの意見を十分取り入れられることで。何がやっていないとか、ここが不十分だ

とかではなくて、不十分な部分を十分にするにはどうするかという議論をここで提起してもら

ってやると。具体的にやっていくと。私はそういう議論が議会の議論だと思っていますから。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外委議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私もそう思っていますよ。だから、発言させてもらっています

し。僕の言い方が逆に大渕副委員長に誤解を与えたのかどうか、私はトータル的な今の改革の

中の一つの項目を挙げて対比というか、比較してものを言っただけであって、通年議会につい
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てはさっき言ったような意味で今はまだ時期尚早ではないかという言い方ですから。そういう

ことだけです。ただ、全体のトータルの中で、前に進むものと、後から付いてきたものもある

よと。それもある程度一緒にまな板で議論する必要があるのではないかという話だけであって、

あくまで、これをやらなければ、こっち賛成しないという意味ではないですから。今、大渕副

委員長が言ったのはもっともだと思いますよ。私はそういうつもりで臨んでいますから。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうですかね。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先回と同じことの繰り返しになるかもしれませんけど。僕

は、例えば常任委員会、皆さんもいろいろな場面で今回の試行の中で、試行に取り組んで得た

ものというのはたくさんあったような気がするのです。ですから、僕は一つでも二つでも今ま

でと違ったことができるのであれば、確かに今、前田委員外議員が言われるように、まだまだ

手をつけなければならない議会改革というのはたくさんあるのと思うのだけど、でも、この通

年議会という一つの試行期間をとおして得たものも大きかったということは、僕たちはわかる

のです。ただ、今の試行期間の中でやったことは、確かに常任委員会の中での試行。そういっ

た部分での成果でしか、私たちはまだとらえていないのかもしれない。でも、これをしっかり

とした通年議会という枠にはめた時にですね、僕はまだまだ広がっていくような気がしてなら

ないのです。それで、その中でまた勉強ができるというか、その中で議論できるというかね。

ですから、同じことを何回も、僕も言っても仕方ないなと思うのですけども、一つでも二つで

もいいことが、こういうことが見える、こういうことが見えたというのであれば、これからま

だまだ白老町にとっては大きな行政の懸案事項というのはたくさん出てきます。それをタイム

リーに取り上げながら、やっぱり取り組んでいくということが大事なことではないのかなと、

私は思っている一人なものですから、会派の中でも一刻も早くこの通年議会、試行はもういい

と。試行は試行で今までやってきたと。まず、その枠に一回はまって、しっかり前向きに取り

組んでいきたいなと。その中でまだまだやらなければいけないことはたくさんあります。です

から、そういった面では、公明党としては一刻も早くそういった一つの形の中で進んでみたい

なという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 通年議会の、前回も私の意見を申し上げましたが、今、皆さんいろ

いろと議論していただいていますけども、私の考え方というのはですね、通年議会と今いろい

ろ議論されているのは両方並行して、議会改革というのはこれから未来永劫続いていきます。

先ほど来、出ているいろいろな問題ね、まだ結論出ていない、まだ行ったり来たりしている問

題も、これから通年議会をやろうとやらなかろうと続いていきます。無会派の問題でもね、会

派の問題でも。そういう中で通年議会をやることによって、その改革が遅れるようであれば困

るのですけども、今まで１年間試行してきてみて、やはり、どちらかというと、議会側の活動

が非常にしやすくなったと。議会主導である程度、物事できるようになってきたものですから。

やはり、そうであれば、通年議会は今までの年４回の定例議会の仕事と実際にはほとんど変わ
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らない形でいけますと。１年間やって弊害というのはあまり出てこなかったものですからね。

かえってメリットのほうが、少ないとはいえメリットも出てきたという中では、通年議会は試

行を何年も繰り返して試行でもないですから、やはり本格実施しても、今、我々が議会改革を

進めているのに足かせになるのだったら困るのですけども、逆に議会が主導でできるようにな

るのだから、それはやっぱり本格実施してですね。通年議会という形で１年間はやっていたわ

けですから。皆さんが、試行をやってこれがだめだったと。これがだめだったから、やっぱり

これを本格実施したらだめなのだということが皆さんで議論して、そういうことを思いついて、

だから、ちょっとまだ、もう少し様子見ようというのならわかるのですけども、大多数の方が

試行してもほとんどデメリットなく、メリットのほうが少なくてもあったという中では、僕は

本格実施してですね、そして、通年議会というものをやりながら、それでさらに今の活動、議

会改革をね、今いろいろ懸案になっている、この改革をこれからもどんどん進めていくのだと。

くどいようですけど、それが進めるのに、通年議会をやったから、それが足かせになってでき

ないというのだったら僕も通年議会に入るべきではないと思いますけども、そういう意味では

逆にいいほうに働くのではないかというぐあいに私は判断していますのでね、それはそれでも

う１年間試行してみて、それなりにいろいろ心配されたこともなく来ていますので、本格実施

したからといって、改まって問題点は出てこないだろうというぐあいに判断しているのです。

それで今、確かにやっぱりそれをやると、通年議会のものの考え方でね、通年議会だから毎日

議会に来て仕事しなければだめなのだという決め方ではない、どこまでもやはり休会は休会と

してきちんと取って、ただ閉会をなくして休会にしたという、そういう形なものですから、私

はそういう観点で１年間試行してきた中で、本格実施しても何ら今の議会活動には支障ないし、

メリットあるのだと。多少なりともメリットあるし、これからも議会の裁量で大分やっていけ

る部分が広がってくると思うのですよね。そういう面でやっぱり入るべきだなというぐあいに

思っているということで、そういうことだけちょっと理解してください。ただし、やはりこう

いうことは非常に大切なことですから、できれば皆さん、そういう思い、理解を一つにして入

っていただければ、より、ありがたいなというぐあいに。ぜひ、そういう形でね。いやいや、

これをやったから、こうしなければだめなのだという制約というのはあまりないというぐあい

に、僕はね、１年間試行してきて、そういうふうに感じているものですから。一応、私の考え

てとして、そういう思いだと。ぜひ、皆さんで議論していただきたいということです。 

○委員長（山本浩平君） 今、議長のお話もございましたけども、これらを踏まえていかがで

しょうか。西田委員、何か時間経過の中で考え方として、新しい考えだとか何かあれば。ござ

いませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 前回、持ち帰りさせていただきましたけども、やはり今、前田委員外

議員がちょっと話されていましたけど、なぜ、通年議会だけがこうやって先行して本格実施し

なければならないのだと。それであれば、一般質問、これを本格実施するほうが先であろうと。

なぜ、これだけを急ぐのか、その理由がよくわからないと。そういうことで、時期尚早であろ
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うということで、前回と何ら変わらない、そういうような意見になりました。 

○委員長（山本浩平君） なぜ、急ぐかという、今、ご意見がございましたけれども。確かに

改選後に新人の方も入られまして、いろいろ新たに会派も組まれて、そこでいろいろな意見調

整の中で慎重になってきたという会派もあるとは思いますけれども。議会の議論というのは非

常に継続性というのは、やはり私は大事だと思うのですよ。そういった中で、過去の今までの

議論を踏まえてみますと、１月１日スタートに向けて、ずっと議論を重ねてきた、そういう経

過があるわけです。その時は大渕委員長さんでしたけれども。そういう継続性の中で考えると、

１月１日スタートに向けてのそういう段階を経て、しかしながら、そういう状況の中で慎重な

意見も出てきて、それで再度何度も皆様方で、それでは何か問題点があるのかということも掘

り下げていただいて試行期間を延ばしたわけで、延ばしたというか、延びていったという状況

に実際あるわけでございます。この議論をずっと戦わせていってもですね、多分平行線で時間

だけが経過するということになるのですね。それでは、いつまで試行なのですかというふうに

お尋ねしても、多分、いつまでですよという明確な答えは出てこないと思うのですよ。今まで

の積み重ねた議論の経過から申しますとですね、何も支障がない状況の中で試行がまだ続くと

いうのは逆にですね、私は不自然な状況下にあるのかなというふうに思わざるを得ないところ

でありましてですね。非常にこの点で膠着しているというのは残念だなというふうな思いであ

るわけです。あと、４月に関しましてはですね、30 日ということで議運を開く予定でございま

すけれども、本当であれば、そろそろ本当にこの問題についてはですね、もう決着をつけたい

という気持ちでいるわけでございます。その辺も含めまして、何とか妥協点と申しますかね、

それに進むようなことができないのか。そのように思っております。率直にそういう気持ちで

ございます。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、委員長のほうから妥協点がないのかということなのですけども、

私の会派のほうから何か検討する内容について提案させていただいた場合は、次回 30 日、議会

運営委員会があるわけですけども、その時、受け入れていただいて、議論していただけるとい

うことで理解して、持ち帰って議論してきていいということでしょうか。いや、今、妥協点は

ないでしょうかとおっしゃったので、それでは、我々の会派がこういうところをクリアしてほ

しいと、そういうものを次の議運のときまでに持って来たときに、議運のところで議論をする

というふうに理解してよろしいのでしょうか。していただけると。それとも、私どもの会派、

清風クラブの会派で折れてくださいという意味なのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そういう案があれば、もっともっと早く出してもらえれば良かっ

たのです。そういうことの議論ですからね、今までの議論というのは。どうやったら一致でき

るかという議論なのだから、もし、協議する価値、中身があるのであれば、本来からだったら、

きょうでもその前でもどんどん出して。だから、僕はさっき前田委員外議員に言ったのは具体

的にどういうことですかと、何を提起して、どこをクリアしたらいくのですかとお尋ねしたの
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はそういうことなのですよ。そういう提起はこの間からも何度も何度もやってくださいと言っ

ているわけですよ。そういうことが議論されるということが改革ですから。改革の認識という

のは、僕はそういう認識だと思っていますよ。もちろんね、清風クラブさんから出されたこと

を全部丸のみしてやりますとかそんなことではないですよ。だけど、そういうことが議論され

ることが私は改革だと思うのですよ。だから、本来からいったら、この議論は始まった時に、

こういうことで私たちはこの問題を解決するにはこういうことが必要だということをどんどん

具体的に出してもらえたほうがうんといいのではないでしょうかね。私は本当にそう思います

よ。ただ、それは皆さんの意見ですから、それが全部できるかどうか、それは別の話ですけれ

ども、そういう議論を議会というのはするところだと思うのですよ。それでなかったら、議会

の意味が僕はないのではないかと思いますよ。今、会派で案があるのであれば、委員外議員の

方も同じだけど、具体的な案を出すなら、どんどん出していただければいいのですよ。具体的

にこうやればいいとか。何でそれが出ないのかということのほうが僕は不思議なのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 西田委員も先回から、僕はそれが一つの妥協案なのかなと思って聞い

ていたのがおかしかったのかもしれないけども。例えば、夜間の有効な時間を使ってやること

も一つのね、通年議会に向けて一つの改革事項なのかなと。僕はそういうふうにとらえていた

ので、そういったことも取り入れながらやることによってね、こういった通年議会の・・・。

僕は、それは清風クラブさんからの一つの提案だったのかなと受け止めていたので、前回もそ

の話はさせてもらっていますし、今回も多分、そういった形の中で何かまた、通年議会につい

ての考え方みたいなものが出てくるのかなと思っていますしね。今、西田委員が言われたとお

り、きょうこの場でまたどうのこうのではなくて、また今回、帰った時に委員さんのほうから

こういったことであれば、通年議会というのもやぶさかではないなという意見がもし、あれば

ですね、そういったものもまた聞かせていただきたい、僕はそういうふうに思っています。で

すから、そういったものが歩み寄るというのか、妥協するとか何とかではなくて、そうしたら、

それに向けてどうするのだという議論もできるのではないかと思いますのでね。ですから、今

ここで西田委員からそういう話が出たわけですから、今回はもう、ここはもうどうしようもな

いですよ。ここはどうしようもないけども、30 日に向かって、また、そういった進歩的なと言

ったら変ですけど、通年議会に向けた、こういったことをクリアできれば何とか前向きに取り

組んでいけるのでないかみたいなものが、もし、あれば出していただきたいなと僕は思います。 

○委員長（山本浩平君） ぜひ、そういう点がクリアできるような、お互いに議論してですね、

あれば、一つの目的、同じ方向に向かうということが最善だと思っておりますので、出してい

ただければなというふうに思います。 

 それと、局長のほうからでいいですか。過去の今までの経緯について、若干ちょっと触れた

いと思いまして、説明をさせていただきたいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） この通年議会の議論は急に出たものではなくてですね、皆さん



 - 60 - 

ご存知だと思いますけど、定数削減の議論から出たものなのですね。20 名を、定数を削減する

という方向性を決めて、結果、16 人になりましたけど、その中で４人落ちることによって、人

数落ちるカバーをどこでするかという議論だったのですよ。その中で出てきたのが通年議会で

あって、それと、委員会の複数所属、それと、今、活動しようとしている広報広聴の機能を充

実させる、それともう一つ、政策研究会です、この４つが出てきているのですね。ですから、

この前の議論と同じなのですよ。議員報酬及び議員定数を議論して、結果は前の議会ですけど、

それに踏み込む時に通年議会を試行しようと。６月から９月まで試行して、当然、改選期を迎

えますから、新たな１月から向かいましょうという、そういう流れであったわけですね。その

時に議員報酬についてはですね、議員定数から一回分離したのですよ。議会で議論するのは、

さっきも議論ありましたけど、それは違うのではないかということで報酬は外したわけですよ

ね。ですから、今、その前で議論した議員報酬と議員定数を踏まえた中で、この議論が出てき

たということでございます。ですから、前の議会に携わっていた方については、４落とした、

そこに向けた改革ではなくて、それを担保するという意味合いのものなのですね。ですから、

前に議論してきた方はそういう思いがあって、今、議論されるのかなとそういうふうに思いま

す。私からは以上です。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） お諮りしたいと思います。本日の議会運営委員会は、まだ途中では

ございますけども、いろいろとまだご予定のある方もいらっしゃると聞いておりますので、本

日はこのぐらいで閉会をいたしまして、再度、次回ですね、通年議会の本格実施のところから、

できる限り詰めてまいりたいというふうに思いますので、何とぞ一つ議論を深めていただくた

めの会派の会議をしていただきたいと思いますし、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げま

して、本日の議会運営委員会を閉会いたします。どうもお疲れさまでした。 

（午後 ３時５５分） 


