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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３０日（水曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ３時５６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 

（１）町長に委任した専決処分の議会報告について  

（２）議員への通知方法について  

（３）その他について  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．第３次議会改革について  

２．その他について 

（１）町長に委任した専決処分の議会報告について  

（２）議員への通知方法について  

（３）その他について  

                                         

○出席委員（８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 

                                         

○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 

書   記   小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  連休前の大変皆さんご多用なところ、そして月末ということでお忙

しいところお集まりいただきましたけれども、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君）  それでは、早速第３次議会改革についてでございますけれども、前

回の４月 17 日に行われた議会運営委員会のときは、議会改革における議会運営委員会の審議経

過という、この表をちょっとご覧なっていただきたいのですけれども、通年議会の本格実施と

いうところで審議が途中経過でございます。この内容につきましては、いろいろとまた深く議

論をしてまいりたいと思いますので、この通年議会本格実施というのを一番最後に回しまして、

次のページの４の１の２自由討議・質疑の反問。ここから５の１の議長・副議長の会派の離脱

という最後のところまで、まずそれぞれ会派で協議されたことを伺って、詰めてまいりたいと

思います。そして、最後に通年議会につきまして、再度議論を深めてまいりたいと、このよう

に考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  

それでは、４の１の２、自由討議・質疑の反問。自由討議に関しましては、全会派一致とい

うことでございます。反問権、これも全会派一致しております。反問権について慎重なのは、

無会派の両委員外議員、このお二人が反問権に関しては一応慎重ということでございますけれ

ども、全会派一致ということでございます。この４の１の２について、説明いただきます。局

長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは、私のほうからご説明申し上げます。前々回の時、自

由討議、質疑の反問については、事務局から検討するための案を提供するということで、前回

提出させていただきました。事務局で考えたのは次のとおりでございますので、これに沿って

お話したいと思います。これはもう既にやっている市町村が相当ございまして、その部分も参

考にさせていただきながらつくったものでございます。  

まず、本会議における自由討議ですが、一つとしては自由討議の目的です。この３点程度考

えてはどうかということでございます。一つは提案されている議案の内容の共通理解を深める

必要があるときに自由討議を行うと。もう一つは、各議員が提案されている議案に対する賛否

を開陳し合い、表決の際の参考にする。要するに、討論の細かなものという認識でございます。

３点目は、提案されている議案が真に住民サービスの向上になるかどうかを判断し、場合によ

っては議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分果たすときに

開くということでございます。これは、町民の効果も上がっております、超過課税も含めまし

て、重要なものについては、議会としての合意形成を努めるというものと、もう一つは合意形

成の過程を町民にわかってもらうと。要するに、説明責任を議場の中で果たすために、自由討

論を行うというこの３つを大きくくくって目的とするということにしております。  

自由討議はどういうときに行うかということでございますが、自由討議は質疑を終結後、一
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応町側の提案説明の終わった後、動議として行うということです。議員からの動議と議長発議

によって自由討議を行うということでございます。これは当然議会運営ですから、議会運営委

員会の中で議案提案のときに十分議論して、今までですと議長発議になろうかという気がして

ございます。３番目のどういう方法でやるかということですが、自由討議は発言時間や回数に

制限を加えないと、これを原則にしますということです。要するに自由な討議でございますの

で、それぞれ出された考え方に議員が反論したり、意見を言ったりということを繰り返すこと

によって合意形成が諮られていく、違いが明らかになっていくということだろうと思います。

ただし、必要と認めたときには会議時間ですとか回数に制限を加えると、これはただし書きで

すので、こういう場合は想定されますので、これは設けるということでございます。自由討議

は原則として公開して行うということを原則にしたいと。ただし、秘密会においてはこの限り

ではない。秘密会の規程は本会議の秘密会の条項が適用されますので、特別多数になります。

５番目、基本的には説明員を退場していただくと。町側の提案であれば、説明者がいることに

よって、議員の自由な発言を阻害する恐れがあるので、説明者は退席していただくと、これを

原則にしたい。ただし例外もあり得る、残ってもらうこともあり得るということでございます。

おおむね、このような形で自由討議を行ってはどうかということでございます。ですから、案

件によっては自由討議もいたしますが、多くの場合は必要ないと言ったら変でしょうけど、多

くの場合はそんなに自由討議の必要性はないのかなと思っております。  

もう一つ、委員会の関係ですが、委員会は会議規則に規制されません。委員会の発言の方法

については、自由に発言するということになっていますので、基本としては、委員会は委員会

の審査又は調査をするときは、委員相互間の自由討議を中心に運営をしなければならないとい

う規定でよろしいのかなと思います。ですから、委員会本来は説明員から聞いてどうのこうの

という場合も当然ございますけれども、議員の合意形成が主だろうと思いますので、原則の規

定、自由討議を中心に運営するという規定を設けておけばよろしいのではないかと思いまして、

この資料１を提案させていただきました。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  資料２も続けて説明してください。 

○事務局長（上坊寺博之君）  資料２でございます。資料２は自治基本条例の中で、説明者に

対する意見の申し入れ、質問ができるという規定をしましたので、一応反問という形で規定し

てはどうかということでございます。一つは明確化。議員の一般質問もしくは緊急質問におい

て、政策提言について、論点・争点を明確にするため説明のための議場出席者は質問に対して

逆質問をすることができるという規定です。ですから、ここの中で検討していただきたいのは、

一般質問・緊急質問に限ってございますので、議案提案、条例提案には質問ができませんので、

それも許すのかどうかということです。議案等に対して議員からの考え方が述べられたときに、

それに対しても質問を許すかどうかということでございます。大体は質問に限定しているよう

です。ただ、政策提言ということからいけば、こればかりではないだろうと思います。第２項

の規定については、これを許しておりますので、この規定を設けただけでございます。議長は

説明のため、議場出席者から質問に対する反問の申し出、これを許可する。現在も自治基本条
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例の中で定められておりますので、２だけは申し合わせとして決めておりますので、そういう

ことだろうと思います。３は方法でございます。反問の仕方でございますが、反問の申し出は

質問者の質問が終わり、説明のための議場出席者が質問に対する回答を始める前に、反問しま

すと挙手をし、議長に発言を求め、許可を受けてから行うものとするという規定にしておりま

す。質問者は、反問に対して誠実に答弁しなければならない。５番目でございますが、反問は

いくつまで許すのかということでございまして、提案としては１回。一つの質問項目に対して

原則１回。ただし、議長が認めた場合は３回まで。これも発言の回数からいったら３回くらい

なのかなというとこでございます。これは、反問の主旨が正対しない場合、議論の進行を阻害

する妨げるおそれがあるときは、議長は積極的に取り消し、発言を禁止しなさいということで、

あくまでも議論の活発化というとこを主眼に置いているということでございます。資料２は以

上であります。 

○委員長（山本浩平君）  ただいま局長のほうから、この４の１の２の自由討議・反問につき

ましての検討するための案を出していただきたいということで、案の資料１、２の説明が終わ

りました。この検討するための案につきまして何か、まず質問等がございましたらどうぞ。 

なければ私の方から何点か質問します。まず自由討議の５の説明のための議場出席者は退席

するものとするとありますけれども、先ほどの説明では議員の自由な発言が阻害されるおそれ

があるということでございますけども、やはりこの内容については説明する者も、次の反問権

にも関係してくると思いますので、これは退席しなくてもいいように思えるのですけれども、

ほかのところの事例はどのようになっているのかということが１点。それともう一つの、反問

権のところのこれも５番目ですけれども、原則１回しかできないものとするは、これは何か意

味合いがあるのか、その辺も含めてお願いしたいと思います。  

○事務局長（上坊寺博之君）  これ、参考にしたのは本吉町なのですが、宮城県の本吉町とい

うところなのですけど、そこも説明者は退席してございます。基本的には、私も退席したほう

がよろしいのかなと思います。というのは、提案者に対しての自由な発言をするわけですから、

批判な部分の意見も出てくるでしょうし、いろんな考え方が出てくると思いますので、それは

議員同士の議論なので、それは退席してもらったほうが活発に議論ができるのではないかなと

私は思います。町側に対して言えるものではないです、これは。ただし、町側が退席したとし

ても、それぞれの席に戻って、多分見ていないことは絶対あり得ないので、職員としては見て

いないということはあり得ないと思っていますので、それは全然問題はないだろうと。ただ議

会側として必要に残ってもらって、自由討議を見てもらった、場合によっては質問もあるとい

うものであれば、それは議会運営委員会の中で決めて、ただし書きの規定を使ったらよろしい

のかなと。基本は退席されるのが、私はベターではないかと思っています。 

それから、１回とか３回とは、それは全然ございません。なかなかこうやってルールを決め

ているところというのは少ないのです、前にも説明しましたけど。これも本吉町の部分を利用

させてもらっているのですが、本吉町も原則１回という決め方です。１回がなぜ１回なのかと

いうことがありますけど、むやみに許すということになれば、一般質問ということにはなかな
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かならない。要するに、町側と議会の討論の場みたいになってしまいますので、一般質問であ

るから、ある程度この許容範囲の中で回数を決められたらどうかなという気がしています。そ

れで、必要があれば議長は３回まで許すということで、議員の質問の３回ということで決めて

いますけど、議長が許せば４回、５回とやる場合もございますので、それは議長にゆだねてい

いのではないかなという気がしました。ですから、原則１回で３回までという規定です。根拠

は別にございません。  

○委員長（山本浩平君） ほか、皆さんのほうから何か。及川委員。 

○委員（及川 保君） 反問権に関する件について、会派の中で議論されたのですけども、議

会の例えば一般質問とか代表質問になると、当然事前に現状は通告して一答目の答弁まで今い

ただいているという状況ですよね。それが例えば、町長のほうから反問という形で出されると

なると、これは本当に一般質問のとおりに３回許可するのかと。事前にわかって、精査されて

議員側としても答弁できるのであればいいのだけども、非常に調査しなければわからない部分

がいろいろ出てくるはずなのです。それが、一般質問どおりやってしまうと、非常に厳しい状

況になるなと。これはもう少し検討する余地があるのではないかということで、会派の中で話

し合われたのですけど。だから、やるとすれば１回でどうだろうというぐらいの話し合いだっ

たのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 反問権そのものに対して反対ということではないですか。  

○委員（及川 保君） 慎重にすべきではないかという、現状ではもう少しきちっと、議論し

たほうがいいかなという話になったのです。この辺のことが議論になったものですから。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今のご意見も十分わかるのです。ただ一つは、自治基本条例で条

例制定してしまっていますから、そこら辺の問題が一つあるということです。もう一つ、反問

ということの認識がどうも違う。それぞれ、僕も含めて、それぞれ違うのではないのかなと。

反問ということの認識がどうも一致していない。何でもかんでも町側が聞くというふうな認識

なのか、それとも議員の一般質問もしくは緊急質問政策提言について論点、争点が明確でない

ものに対する反問。要するに、質問に対する答弁が、質問の趣旨が明確でないから、そこを明

確にするため聞くということだと僕は思っているのです。そこで議論をしてしまったら、質問

でも何でもなくなって、そこで議論だとか討論になってしまうから、そうではないのではない

かと。うんと簡単に言えば、聞いている意味がわからないから、あんたの聞いている意味わか

らないよ、ここどうなのですかと聞くのが、原則反問というのは、そういうことではないのか

なという認識なのです。そうなれば、今の及川委員の言い方とは違ってくるのではないのかな

という気がちょっとした。わからないです、本人の意思だから。だから僕はそういうふうに思

ったものだから、反問の意味、共通認識に立ってやらないと、ちょっと違ったような方向にな

っていくかなという気がしたのだけど、どんなものでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  今、提起されたことについてどうですか。 

○委員（及川 保君） 今、副委員長の言われた部分については、きちっと精査した中での議
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論ではなかったなというふうに感じております。ですから、当初から私どもの会派もやっても

いいでしょうという考え方でありましたから、ただ今回いろいろ会派で議論した中では、そう

いうこともありましたけども、質問する理事者側の範囲なんかもどの程度の状況になってくる

のか、この辺のことも実は議論されたのですけども、今、副委員長の言われたことについて考

えると、これはそんなに問題視することはないのかなというふうに考えています。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  例えばで言いますと、こういうことで、こういう根拠で、こう

ではないのかと質問したときに、町側は説明された数値だとか、そういう根拠どこから持って

きたのですかと聞くのが反問だと思うのです。例えばそういう政策提言したときに、ではどの

ような考え方でおっしゃっているのですかと聞くのも当然あると思う。例えば、何々を振興す

べきだという話をしたときに、ではどのようなものをお持ちなのですかという聞き方もあるか

もしれない。ですから、一番最後に議長が正対しないものは止めなければいけないですから、

そういう部分だろうと思うのです。当然やり込み合戦で何でもないですから、政策議論をする

ための質問ですから、そういう部分で理解したらよろしいのかなという気がするのですけども。 

○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。質問者は一般質問の場合、質問することが主体なので

す。だから、質問したことに対して相手が理解できないことを聞くという、理解という意味で

中身全部ではなくて、言っている意味がわからないという意味。そういうときに反問権だと、

それ以上拡大したらそれは違うと思う。拡大してしまったら、町側と我々が議論するというこ

とで、こっちは質問する立場、初めから。そこのところは、ばちっとベースに置いて、その上

での反問権でなかったら、向こうはそのことを専門に勉強している方々と我々が全部広くやる

わけですから、教育委員会から。それは、そんなことで違うことで聞かれたって関係ない話。

ただ、こっちの論旨が不明だと。向こうは我々が言っていることが何を聞いていることかわか

らないというとき聞かれるのは、これはやっぱりいい答弁もらうためには必要ではないかと、

僕はそういう認識なのです。そういうことでいいのかどうかということなのだけど、反問権と

はそういうことではないかと思うのだけど。  

○委員長（山本浩平君）  反問権の中身について、公明党さんいかがですか。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕も今、大渕副委員長の言われているとおりだと思います。

町側には通告しての質問になりますから、一答目の質問に対してはしっかりした答弁をもらえ

ると。例えば二答目、三答目で、町側にしてもその後どういった質問になってくるのかなとい

うのは、多分わからない。ある程度、通告した内容の中で質問をしてくるだろうなとわかりな

がらも、ただ意外な質問が出てきたときに、それはどういう意味で聞いているのでしょうかと

いう、もし町側として理解ができないことに関しては、やっぱりそれを質問される。今までそ

ういうことがなかったような気がするのです。何とか町側が相手の質問を理解しようしようと

しながら、何かちぐはぐな回答になったり、ちぐはぐな質疑応答になったりするような気がす

るので。ですから一答目の通告どおりのそういった内容どおりの質問であれば、しっかりかみ
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合ったような質疑ができるのかもしれませんけども、やはりそのときに応じてちょっとそこか

ら逸脱するというか、そういう形の中で、なかなかその意味がわからない、理解できないとい

うことに対しては行政側からのそれについてのどういった形の中での質問ですかという反問権

というのは必要なのだろうなと。僕も反問権というのはそういったことで使うことであって、

そこで討論する場ではないと思っていますから、そういった形の中での反問権ということで理

解しています。 

○委員長（山本浩平君）  新政クラブ、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私の会派も反問権はすぐやるべきだと賛成なのですけども、皆さんの

おっしゃっているとおり、まさにこれをやる側によって議会の精度が上がるのかなというふう

に思っています。やはり、質問することがいい加減なことだったら、これは大変なことだと思

いますから、そこは精査してきちっとしたものを質問すると。そうすれば反問権なんかなしで

討論は終わるというように考えていますので、これは今言ったような中身でいいのかなという

ふうに思っています。  

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけども、私もまさにこの資料２の１に書いているとお

り、政策提言等について、論点・争点を明確にするため説明のための議場出席者は質疑に対し

て逆質問をすることができる。まさにこの内容のとおりではないかと思っております。そして、

論点や争点を明確にして議論をより深めていくためのものというふうに考えております。ただ

先ほど、清風さんの及川委員がおっしゃった、何でもかんでも許してしまうと、これは本当に

お互いに質問するほうも、議会側も町側もエキサイトしてしまうと、争点が逆にそっちのけで

論争みたくなってしまいますので、いずれにしても自由討議にしても、この反問権にしても、

議長のジャッジと申しますか、これが非常に重要というかキーポイントになってくるのかなと

いうふうにも思います。今、自由討議よりも反問権のほう、先に議題になりましたので、この

反問権の内容についてはいかがですか、事務局側から提案されましたこの内容について、おお

むねこの内容でよろしいのか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） これはこれでいいのですけれども、反問しますということで聞かれま

すよね。そうなったとき、こちらのほうが説明するというか、自分が政策提言とかその内容に

ついて、詳しく説明しようとしたときに、時間はどうなるのでしょうか。自分の持ち時間の中

でやるということでしょうか。それとも、その時間外でやるということでしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  その点については、ルールを決めないと思うのですけども、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  それについては考えてございませんでした。ですから、含める

のか、止めるのかというのは、この場面で議論していただければよろしいのかなと思います。  

○委員長（山本浩平君） 今、西田委員から提言された意見についてはいかがでしょうか。質

問者の時間内にするのか、持ち時間の中に組み入れてしまうのか。それとも、そうではない方

法がよろしいのか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） これはやっぱり本人の質問の中ですから、持ち時間の中に含まれるべ

きではないかと私は思いますけど。  
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○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も、近藤委員言われていますけれども、要は先ほど来、そういう状

況の中での反問ということになれば、要は説明責任というか、最初の質問の責任が議会側にあ

るとすれば、これはやっぱり質問の 45 分の範疇の中でやるしかないのか。これが違うというこ

とであれば、また別ですけど。要するにわからないということですよね、質問の内容が。そう

なれば、こっちの責任ですよね。議会の責任ですよね。どうですか、皆さん。  

○委員長（山本浩平君）  私は、論旨不明のことだけとは限らないと思うのです。例えば、中

学校の統廃合問題で議論をしたときに、教育委員会側は子供の将来の教育を考えたり、部活動

ができるできないことを考えると、これはどうしても地域性はあってもやりとおすべきだと。

質問者側は、議員側はそれぞれの地域を抱えて来られている方々がたくさんいらっしゃいます

ので、どうしても主張すると。言っていることはわかるけれどもそうではなく、ではこのこと

はどうするのだというような話も出てくると思うのです。ですから必ずしも、どっちがいいか

と言ったら結論はわからないですけども、議員側の質問に想定外のことも反問されることもあ

りますよね。そうなってくると、時間の配分はどっちにしたらいいのかというのは、ちょっと

難しいところかなと思うのですけど。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） でも今、委員長言われたような案件で反問権を使おうとしたら、それ

は議論、時間いくらあっても足りないです。それは、そこに反問権を使うということはおかし

い話なのです。一般質問の時間の中でやらなくてはいけないと思います。それ以上やったって、

いつになったら結論出るのですか。出ないですよ。相手は教育の観点から考える。相手は地域

住民の観点から考える。接点がありません。そういったものでの議論というのは、そこで反問

権というのを許しては意味がない。あくまで反問権というのは、本当にその質問の趣旨がわか

らないということで聞く。その主旨がどういう趣旨なのかということを聞く。  

○事務局長（上坊寺博之君）  論点、争点明確にする、そればかりではないと思います。  

○委員（氏家裕治君） そこに反問権を使うということになると、時間というのは。  

○事務局長（上坊寺博之君）  １回しか認めていませんから。  

○委員（氏家裕治君） でも議長が認める部分では３回までということになりますよね。  

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩といたします。ちょっと、自由な討議にしたいと思います

ので。 

休憩 午前１０時３３分  

                                         

再開 午前１０時４８分  

○委員長（山本浩平君）  再開いたします。今、休憩中に皆さんいろいろご意見参考になった

と思うのです。西田委員から出された件なのですけども、質問者の時間内でやるのかどうなの

かということで、先ほどの休憩中の議論の中ですと、その質問者の持ち時間でやってもさほど

大きな影響はないのではないかという皆さんの大体ご意見かなと。近藤委員からもそのような

意見が出されておりました。それは、そういうことで押さえてよろしいですか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  ほかに、この資料２に対して何かあればどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、基本的にこの内容に沿った形の中で、いずれにしても、この

自由討議にしても、この反問権にしても、今一般質問も試行でやっている中で、いきなり試行

ではなくて、本格的にということにもなかなかならないと思うのです。やはり、やるとしても、

試行というような形になるのかなと。どうですか、その辺も含めて。いきなりやるという形で

大丈夫ですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 自由討議の部分についていえば、まだ我々習熟していないから、

いろいろなことあると思うのだけど、自由討議も反問権も自治条例でうたっているわけですか

ら、私は、これは条例は皆さん賛成して可決されているのですよね。皆さん、反対しているわ

けではないのですよ。皆さん全員賛成ですから、そういうことでいえば、不十分なところがあ

れば直す必要がありますけど、本当にすぐやるということが私は原則だと思います。ただ、自

由討議については、どういうふうにやるかというあたりが議論されていないと、動議なり議長

の采配で自由討議ありますよと言ったときに、傍聴者たくさん来ていらっしゃる、マスコミが

入っている中で、意見が全然出なかったというような状況になると、議会の質というのは何な

のかと言われますよね。言われるからやるという意味ではないです。だけど、これはきっちり

意思統一しておかないと、自由討議が不活発だということはまずいなと思いますので、そこの

ところだけ深められれば深めたほうがいいかなという気はするけど。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 自由討議も反問権も自治基本条例の中でやるということでうたわれて

いることだから、これはやらなければいけないことなのです。実際やっているのですよ。ただ、

その中でも縛りの中でルールを決めるかということで、ここで議論をしなければならないこと

でしょう。だから、僕は実際もうやっていると思いますけど。やっていると思っているのだけ

れど、果たして自由討議という部分でどういう認識の中で進めていかなければならないのか。

そういったものをここで議論しなければならないのではないのかなと、僕はそういうふうに思

っていますから。ですから、実際自由討議というのも、町民に対してはあまり理解されていな

い部分もあるのかもしれないけれども、実際議会の中で自由討議がされている場面や何かも傍

聴に来た人が見たときに、すごく賛否を問う中での討論をやって議題を決めているのだなとい

うことを、目の当たりにすると見方も変わってくると思うのです。だから、その辺のルール化

というか、言い方がおかしいのかもしれないけれども、どうやって進めていくのかということ

も、この議運の中で議論は必要なのだろうと思います。  

○委員長（山本浩平君）  今、公明党、共産党さんから基本自治条例でも既に可決されている

内容なので、本格的に６月からもやっていくべきだというご意見でございます。内容について

どうですか、この自由討議の内容について何か。副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 今、氏家委員言われたように、委員会ではかなりやられていると
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思うのです。今やっているのも自由討議ですから、ある意味。賛否を明らかにした上で自分た

ちの考えを明らかにしているわけですから、そういうことが言えると思うのだけれど、本会議

でやっているというのはうちの議会はないのです。だから、動議だとか議長の判断でやるとい

うこと。だから、まさか道路の認定廃止で自由討議やるかと言ったらならないわけでしょう。

やっぱり重要というか、複雑な重要な、そういう議案についての自由討議だと思うのだけど、

そのときにここの２番目に書いている議案に対する賛否を開陳し合い、表決の際の参考にする

ということは、自分は賛成なら賛成で、こういうことだから賛成なのだよということを述べ合

うわけで、こういうことだから反対なのだと。だから、周りのふらふらした人がいたら、そう

いう人が自分の考え方になるようにやる。自由討議ってやるわけでしょう。そういうことには

本会議ではほとんど慣れていないから、「自由討議です、何かありませんか」「ありません」で

は、これはちょっと、それはそれで仕方がないのだけど、そこら辺が何というかどういうふう

に進めるかというあたりを意思統一しておかなくてもいいのかなと思うのです。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  私のイメージとしては、ここに議長と書いていますけど、基本

的には誰かが発言しなければならないのですよね。ただ、従来も規定は議長とすべてはなって

いると思いますけど、基本的には議会運営委員会でもむのです。議長発議するのです。動議は  

あるかもしれません。ですから、やっぱりどういう進め方でいくかというのは、議会運営委員

会でしょうし、根本的なのは会派の代表者が集まっているのですから、会派だろうと思うので

す。だから、それのどういう条例を場合によっては選択して住民に説明責任としてわかるよう

にするか。なおかつ、合意形成をしていかなければならないというような判断を議会運営委員

会でしなければならない。 

○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。ということは、議長発議なのだけど動議出る場合は動

議で出た場合でいいと、それはわからないわけだから、ここの中で意思統一しなければわから

ない。議会運営委員会で、一番わかりやすい例で言えば、皆さん大体いるからだけど、歳入の

問題ありましたよね。否決した、ああいう議案が出たらやっぱりここで議論して自由討議をや

りますかと。議長発議してくださいという、こういうイメージですか、今、局長が言ったのは。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  そういう形でよろしいと思います。ですから、会派へ持ち帰っ

て、会派は自由討議に対して準備をする。ここで準備をするという形。やみくもに自由討議に

はならないと思います。ですから、場合によっては委員会付託させて、委員会で自由討議当然

やるという場合もあるでしょうし、本会議で必要であれば、この議案については委員会に付託

するほどでもないけど、ちょっと皆さんで町民にとっては重要だから。それこそ議会とは説明

責任ですから、手を上げて採決、公表するような方法になっていくと思いますけど、それだけ

が説明責任ではないですから。考え方でどういうような態度を示したのかというのは、住民に

対しても説明責任ですから、その場でもあるということなのです。これは町民にとっては合意
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形成になっていかないと困るというものであれば、反対の方が一部分あったとしても合意形成

を図れるように努力をするという意味もあるのかなと。そのための自由討議だと思うのです。

ですから、一番見やすいのは、多分病院の特別委員会のときに全員だったではないですか。あ

のときに最終的に委員会まとめをするときに、皆さんそれぞれ意見を出し合いましたよね。僕

は公的でないとだめだという人もいたし、なくせという人もいたし、その中でああいう報告書

ができたのですから。そういうようなイメージしてもらえば、それを本会議場の議案を採択す

る場でやるということですから。次、討論入ってきますけど、多分討論は自由討議やるからに

はないと思いますから、それをもって採決すればいいのではないかと。それが自由討議だと思

います。一番大きいのは議員同士議論して修練するか、修練しなくても個々の考え方をきちっ

と町民に示すということだと思います。ただ賛成、反対としたとき、賛成にしたか反対にした

かというのは結果的にはわかりますけど、どういう思いで賛成したかというのは出てこないで

すから。ですから、議運で精査して、訓練のためにやってみようかという場合もあるでしょう。

多分、自由討議も反問も何回も経験して修練していかないと、なかなか上手くいかないかなと

思います。ただ、事務局としては自治基本条例に定めていますので、これは制度化しなくては

いけないと思っています。ですから、この部分が事務局提案の部分は、これでいいということ

になれば、会議規則なり委員会条例にこれをするという文言を組み込んで、要するに条項項目

を持って、こういうものを例えば運営基準の中にこういうルールだよと盛り込むという作業が

必要ではないかと思っています。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  議長どうぞ。  

○議長（堀部登志雄君） 今、自由討議の局長から話あったのですけど、この討論との区別が。

討論があるときとないとき、ないときのほうが多いのだけど、討論と自由討議、その辺の区分

けをきちっと。討論がものすごく活発であれば、自由討議もさらに活発になるのだけど、今討

論がほとんどない中で、自由討論といっても、よほどあれしないと自由討議の場を設けないと。

私単純に考えていたのだけど、「質疑ございませんか」「質疑なしと認めます」、「討論ございま

せんか」「討論なしと認めます」とやっているわけですよね。その間に「質疑なしと認めます」、

「自由討議ございませんか」と、そういうことになるのかなと思って。例えば議題によっては、

この議題は自由討議を入れよう、この議題は入れないようにしようとか、この議運の場で決め

てもらってやるのか、それとも最初からひな形に自由討議というのは討論と同じように、討論

の上に入れておくものなのかと。そうではないのだね。その辺で自由討議と討議とのこの辺の

区分けをきちっと確認しておかなければまずいのかなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  自由討論と討議とはどこが違うかということは、討論は一人１

回までしかできない、反対を表明したら終わりです。自由討議というのは、私はこういう思い

で反対なのだけどという、こういう思いで賛成という者に対して、そこが違うのではないかと

何回も言えるわけです。それは修練していくためですから、何回も議論しなかったら、これは

修練しないです。そのためのものですから、まるっきり違う物の考え方をしたほうがいいので
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はないかと。討論は一人１回で、意思を表明するだけですから。ただ先ほども言ったように、

討論がなぜ重要かということは、反対、賛成がなぜ反対したか、なぜ賛成したかという、それ

は町民に説明責任と言えるために討論が必要だと言われていますから、それもそれとしては必

要なのです。ただ、自由討論というのは、お互いの考え方を理解しながら修練するか、修練し

なくてもきちっと説明責任を果たせるかということなのです。ですから、多分自由討議をした

場合は、討論はあり得ないと思います。一つは並列的に置くものではなくて、先ほども言った

ように重要案件だから、討論というよりも自由討議をやってはっきりさせるということ。です

から、議長発議ですからみんなに諮って、自由討議をするかしないか諮ってやるかやらないか

やらなければだめなものですから、自動的に質疑、討論と流れて行くものではないと。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の事務局長の話をまとめると、例えば議運で１回議題についてもみ

ますね。もんだときに、これとこの案件については重要課題だから、何とか自由討議で皆さん

と１回議場で討議しましょうという話になったときには、議長がそれを頭に入れておきながら、

その問題が終わったときに、この問題については重要課題として取り上げて、皆さん討議して

くださいという話の中で進めていく問題なのですね。まず、その確認。僕は一つのリベートも

あれだと思うのです。これは、賛成、反対に立ったときに、傍聴に来ている人方も本当にどっ

ちなのだろうと迷っている中で、そういったことについての理解を深めていくためにも必要な

ことだと思うのです。特にこれは、何年か前からも小学校あたりでもリベートの時間を設けて

賛成、反対の立場に立ちながらやっているのですよ、こういうことというのは。だから、そう

いったことを僕たちも勉強をしながらなぜ反対なのか、なぜ賛成なのかという、本当に根拠を

明確にしながら自分の立場を訴えていくという場所というのは必要だと思いますので。僕は流

れ的なものでいくと、今言われた議長が議運の中での押さえ方によって、この案件とこの案件

と決めたときに会派に持ち帰るのか、個々のあれになるかわかりませんけど、会派の中へ僕は

持ち帰るべきだと思いますけど。持ち帰ってそれについて、なぜ賛成なのか、なぜ反対なのか

ということを、しっかりその中で話し合えるような準備をして議会に望むということが最低限

ルール化しておかないと、さあやりましょうという話になっても多分できないでしょうから、

そこまでのルール化はここで、議運の中でしっかり決めておくべきだなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  多分議長の裁量というのがたくさんあるのですけど、議長発議

でやれるもの。だけど、今の白老町の議会は会派制をとって議会運営委員会で議論というか、

運営を協議していますので、議長が単独で諮って決めるということはほとんどないだろうと思

います。議運の中で何をやるかやらないかというのは、決定した上を持って議長の権限として  

発議していますから、それは多分議会運営委員会の中でこれはやるということを決めるのだと

思います。ですから、雰囲気、イメージだけ持って議長が望むのではなくて、議会運営委員会

で決まったものを議長が発議するということになる。委員会付託にしても討論省略にしても、

すべて議運で決定してから議長が発議しますので、そういう部分だろうと。ただ、表現として
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はこういうふうにならざるを得ないのだろうと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私のほうから。２番目の質疑終了後、動議があったとき又は議長が

必要と認めたとき会に諮って自由討議を行うと。これ例えば、理事者側と質問者側の質疑がさ

れたけども、どうも両者のやり取りに対して根本的に納得がいかないという議員さんがいたと

きに、この質疑が終わったときに動議といって、これは議運に諮る間もなく本会議の中でそう

いったケースがあったときは、どのように対処してすることなのでしょうか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  皆さん、多分今までの議会の運営の仕方というのは、質疑と質

問と、割とそんなに厳格に区分けしてこなかったのですね。だから、質疑と質問とまるっきり

違うということだけは理解していただきたいのです。ですから、議案を提案されたときは質疑

なのです、質問ではございませんので。質疑というのは、疑義がある者が町側に聞くのであっ

て、質問ではないのです。ですから、会議規則上は質疑に対して、自分の意見を挟んではいけ

ないと書いてあるのです。会議規則上書いてありますので。議案に対していい悪いということ

は言ってはだめなのです、本来は。ただ、白老の町議会は長い間それを含めて認めてきていま

すから、それはそれとし動いているのだと思うのですけど。ただ、三重県でも会期を長くして

自由討議を入れたときに、あそこでもきちっと明確にしているのは、質疑と質問をきちっと分

けるという考え方をしているのです。というのは、議会は議決機関ですから、町の提案された

ことにいいか悪いかと質問するようなものではないのです。議会がいいか悪いかというのは判

断するものですから、それは議員同士、自由な討議しなさいということはそういうことなので

す。町側に対して、それはおかしいのではないかとか、いいのではないかということは、議員

さんが本来すべきことではなくて、提案されたものをわからないことは聞いて、あとは着々と

採決に望むというのが議決のあり方なのです。ですから、質問と質疑をきちっと区分けしなけ

ればならないというのは、三重県でもそう出されているのだろうと思います。町側の将来に渡

っての政策ですとか、今の現状課題を議員の政策をもって問うのは一般質問、代表質問しかな

いということ。そこでいいか悪いか、将来に渡ってどうなのかという聞くものであって、議案

に対してはあり得ないのです、通常は。ただうちの議会は、それは今までも過去何十年もそう

かもしれないですけれども、それは許してきているから、それはそれでいいのかなと思ってい

ますけど、ただ自由討議とこういうものが入ってきたときにやっぱりその辺が微妙にずれてく

るのです。今言ったように、町側と議論がかみ合わないからやるのではなくて、町側には質疑

なのです。それを理解した上で議員同士決めていくということ。ですから、自由討議は今どこ

でも重要だと言われてきているのはそういうとこだと思います。それを今そういうふうに戻れ

というのも難しいですよね。ですから、それは私も言っておりませんけど、参考にまで見てい

ただきたいのです。54 条見てください、９ページです。会議規則ですから、発言内容の制限と

いうのがございまして、その中の第３項に規定されているのです。議員は質疑にあたっては自

己の意見を述べることができないと。というのは、議員が自己の意見を述べるのは討論なので

す。討論までに賛否を表明しているということになるので、質疑で言ってはだめだということ

なのです。ですから、うちの議会は討論が少ないというのは、そういうことなのかなという気
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がします。自分の立場を表明するのは討論しかないということなのです。ちょっとそういうふ

うに言ったら難しくなるので、これはあまり言わないことにしているのですけど、今までは。

ですから、質疑と討論と一般質問を混同してしまうとルールとしておかしくなるということ。

ただ、それを今戻せというのは難しいですよね。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただ、今、局長の言ったような形の議会運営に僕は徐々に一遍に

できないけれども、改めていくべきだと思うのです。やっぱり議会ですから、先ほど氏家委員

も言ったように、小学校と同じくはならないけれども、小学校だってどこかに遠足に行こうか

と言ったら、ちゃんとこういう理由でここに行きたい、こういう理由でここに行きたいという

ちゃんと議論をして採決して決めますよね。そういうことが議会としてできないとしたら、僕

も同じですから、みんなで努力をして、やっぱり質疑と自由討議と討論はきちっと区別をする。

同時に質問は質問で、自分の考え方を述べるときは質問だよというふうに、いつも認識をする

と。やっぱり、そういう訓練をみんなでしながら、会派でそういう議論きちっとして、そうい

う精度の高い議会にしていかないといけないと思う。ただ、だからと言って、あんただめよと

いう、そういう意味ではない、僕が言っているのは。それが議会のルールだとしたら、そうい

う議論ができる議会に高めていかなければいけないと思う。そういう努力をみんなでする以外

に、あしたから討論だけど質疑だぞとか、質疑だからやったらだめだとか、そういうことをや

るという意味ではない、僕が言っているのは。そういう精度を高める努力をみんなでしようと

いうようなことでの意思統一しか、現段階での自由討議の部分についてはならないのではない

か。ただ、一定限度、局長の説明では見えてきたから、なるほど自由討議とはそういうとこで

やればいいのだというのは見えてきたから、僕はそういうことを積み重ねていけばいいのでは

ないかというふうに思いますけど。こればっかりというわけにはいかないから、そんなところ

でいいのではと私は思いますけど。  

○委員長（山本浩平君） どうですか、自由討議につきましては。一定のルールを設けた中で、

議運等でも協議して、会派の中でも協議をしながら一つ一つ進めていく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）  及川委員、何かあれば、この自由討議について。 

○委員（及川 保君） 及川です。みんなの言うこと、全くそのとおりだと思います。だから

こそ基本条例にうたっているということになれば、試行でやっていく過程で失敗も出てくるだ

ろうし、これはこうなのかということが出てくるだろうし。そういうことであれば試行で実施

していくべきではないだろうかというふうに考えます。  

○委員長（山本浩平君）  先ほど、大方の意見では試行ではなくて、いわゆる基本条例にもう

定められていて、全員一致で可決して行われているので、内容についてはこれから思考錯誤が

あるでしょうけれども、試行ということではなくても本格的に自由討議に関しても、反問権に

関してもやっていくべきではないのかというのが大方の意見なのですよ。大渕副委員長。  
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○副委員長（大渕紀夫君） 誤解していたら困るから、僕の認識で言えば、条例通っているわ

けだから、これはやると決まったことだから、それはそれで盛られますよね。ただ、細則につ

いては運営基準か何かで。条例上は決まっているわけだから。だから、会議規則に盛られると。

しかし、運営基準で細則について今、及川委員言われたように、例えば何か違ったことが起こ

ったら、それはいくらでも変えられるわけですよ。この場で変えられるわけです、運営基準で

すから。ですから、それは自治条例が通っている中での試行というのはちょっとおかしいかな

と思います。そうではなくて、条例なら条例にうたう、運営基準なら運営基準に細則を設ける、

それはいくらでも変えられますよと。変えられるということは、ここ違ったという意見がどこ

からか出れば変えているわけですから。そういうような認識になるのではないかと思うのだけ

ど、どうですか。  

○委員長（山本浩平君）  この点についてどうですか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。言われたことはわかるのだけども、要はもう基本条例にう

たわれているわけだから、過程でこれはもう本格実施すべきと。進めていく過程で改善してい

こうと、こういうことですか。議会の中だけのあれですから、議会運営の中で白老町議会を高

めていくという部分でのことですから、私はいいと思います、本格実施で。 

○委員長（山本浩平君）  私も先ほど試行でどうですかみたいな話をしたのは、自治基本条例

のこと、ちょっと想定していなかったものですから、勘違いしてそのような話を一番最初にさ

せていただいたのですけども、自治基本条例ではっきりうたわれている以上、逆にやらなかっ

たらそれこそ説明がつかないと申しますか、なぜやらないのという話になりますので、やはり

内容は思考錯誤をしながらでもやっていこうということについては問題ないというふうに思い

ます。 

○委員（及川 保君） 実は元々実施すべきという考え方だったのです。しかし、先の会派の

会議の中では、いろいろ議論した中で慎重にもう少し議論してはどうかということになったも

のですから、冒頭この話をしたのですけども。今この状況が非常に皆さんとだんだんかみ合っ

てきたということになれば。特に慎重という部分については取り下げまして、本格実施でよろ

しいでしょう。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  自由討議の件なのですけども、例えば議題があったときに、議運に

諮って自由討議をやろうかという形なのですけど、自由討議の本会議の５番目に書いてありま

す、「自由討議が置かれる場合は説明のための議場出席者は退席するものとする」と。ただし云々

と書いているのですよね。そういう中で退席するということで、議員だけ残ってやるというと

ころにしばらくの間、何となく違和感があるような感じがするもので、議員だけで自由討議を

するときは理事者側が全部退席しますよと、原則そうなってしまっているのだけど、そういう

意味で書いていますけども、この辺議長が必要と認めたときはそこへ同席してもらうという中

で、議案の中でこれが出てくると自由討議のときには出てください、次の議案のときにはまた

入ってくださいとなるから、その辺は臨機応変に考えたほうがよろしいかもしれませんね。こ
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れは今後のやるときの話なのだけども。やはり委員会みたいになってしまって、説明が誰もい

なくなると、なかなか。今までの流れでくると何となくその辺の違和感というのは持つようだ

から。 

○委員長（山本浩平君）  この点については、先ほど議長が来られる前に、私もちょっと違和

感があったものですから局長に説明を求めた内容だったのですよ。局長のほうからは、あくま

でもこれは議員同士の自由討議だから、かえって町側の説明者はいないほうが遠慮もなく、そ

のほうが活発に議論ができるのではないかというお話ではありましたけど。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど議長がいなかったときに説明を受けているのですよね。あくま

で町側の提案を理解した上で始める今回の自由討議ですから、それを前提に考えてやらないと

自由討議って成り立たないと僕は思っています。ですから先ほど言われたとおり、町側の提案

を理解した上で、わかった上で賛否を問う自由討議になりますから、そこに町側の理事者達が

いなくても十分それは成り立つし、逆にいないほうが僕たちはやりやすいよう気がするのです。 

○委員長（山本浩平君）  この点、何かありますか。それでは、皆さん随分活発な議論いただ

きました。では、暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時２２分  

                                         

再開 午前１１時３４分  

○委員長（山本浩平君） 自由討議と反問権につきましては、これくらいの押さえでいいかな

というふうに思います。結構、活発に議論をされて、大体イメージ的なものも沸いてきたと思

いますので、この程度にして次に進みたいと思います。及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。質疑に対する反問についてです。５番目にある原則１回し

かできないものとするが、ただし議長が必要と認めたときは最高３回まで許す場合もあると。

この３回も当然入れていこうということですか。それで進めようということですか。  

○委員長（山本浩平君） 先ほど、この件については皆さんにいかがですかとお諮りしたので、

いいですよ、もう１度。ご意見があればどうぞ、逆に、こうしたらいいのではないかというご

意見があればどうぞ。最高でも３回までという意味合いだと思うのですけれども。及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。必要に応じてということなのですけども、先ほど副委員長

からも悪用ということはあまり考えられないかもしれないけども、この辺のことが常にされる

ということになれば、非常に質問時間がありますし、先ほどは 45 分の中でということで大体ま

とまっていますよね。こうなってくると、非常に障害が出てくる可能性があるものですから、

確認しておきたかったのです。逆にきちっと１回ということにして、議長の判断にゆだねるの

ではなく、１回として、もし不都合があれば変えていくというふうにしたらいかがでしょうか。  

○委員長（山本浩平君） 反問権の内容について今、清風クラブの及川委員から提案がござい

ました。この点についていかがですか。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） その３回という部分ですよね。最高３回まで許す場合もあるという、

もし規程もあるとすれば、議長が必要に応じて認めるだとか、ただ議長判断にゆだねるみたい
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な部分で押さえておいたほうが僕もいいような気はするのです。３回という、どうしてもこの

回数を入れてしまうと、先ほどの議論を蒸し返しになるかもしれませんけども、それが一人歩

きしてしまう部分もあるかもしれないので、私はそのような気がします。  

○委員長（山本浩平君）  議長、いかがですか、この点については。議長。 

○議長（堀部登志雄君）  一つの質問項目に対して原則１回しかできないものとするという形

で原則ですから、ただしそれでお互いの言っていることが全く見えないということであれば話

は別だけども、３回になると３回までどんどん入れてしまうということもあり得るから。それ

にさっき局長言った件をもう１回ちょっと説明してもらいたい。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  本吉町は３回になっているのです。ですから、極端に言うと、

これを取ってしまうと。ただし、議長が必要と認めた場合は許す場合もあると、こういうふう

に直しておけばあるかもしれないし、ないかもしれないというふうに。極端に言ったら３回ま

で許す場合もあるということだったら、３回までできるという裏返しをする、とらえる場合も

ございますので、それであればそういうふうにしておくかということです。３回もあり得るか

もしれませんけれど。  

○委員長（山本浩平君）  でも、逆にこれを見ると、最高３回まで必要と認めた場合、最高３

回まで許す場合があるということですよね。逆に最高何回とか入れないと必要と認めた場合は

４回でも５回でもという可能性はないとも限らないから、これは逆に抑えるための最高３回ま

でという表現に本吉町はされているのではないかと思うのですけど。どうですか。及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。いろんな考え方があると思うのですけども、議長がその部

分での采配をきちっとすれば、数を３回というふうに入れなくてもよろしいのではないかなと

いうふうに私は考えるのですが。委員長言われていることもわかるのです。最高３回と言って

いますから、それ以上は絶対できませんよということはわかるのですけど、それは常識的なこ

と考えたら、逆に先ほども申し上げたように、悪用するような感じになってしまうと、それが

要するに質問の時間をどんどん縮めてしまうような形になっていくとなれば、非常にまずいの

ではないかというような見方なのです。  

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さんはどうですか、この件については。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。この５番目の場合、ただし議長が必要と認めた場合と

入っているのであれば、私はどちらでも構いません。いずれにしても原則１回なのだけれども、

議長が必要と認める場合はできるという意味でしょう、これは。ですから、どちらでも構わな

いと思いますけど。ただ、議長というのは、議会の議長ですから、それは、判断は議員の立場

で判断するわけですから、私はそういうことで常識な範囲でやれるだろうと。３回決めるもよ

し、決めなくてもただし書き規定があれば、僕は同じだと思います。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、皆様にお諮りいたします。ただし、議長が必要と認めた

場合は許可する場合もあるというような内容でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君）  ３回というのを外して。ではそのように決めたいと思います。よろ

しくお願いいたします。ほか、ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では次のほうに移りたいと思います。それでは４の２の１、委員会

の政策形成過程の積極的関与。これに関しましては、全会一致で改革項目とするということで

ございます。そして、今後において積極的に実施するためのルール化が必要ではということで、

これは町側とのすり合わせをした上でルールをつくる必要があるのではないかというようなご

意見が前回は出ておりました。さらに深くこの件について会派で討議されたところ、どうぞ。

どちらからでも結構ですが。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私たちは、これはあくまで関与していく段階での町側との

協議。それがあって初めて行われることだと思いますので、それ以上のルール化ということで

は話し合ってはおりません。  

○委員長（山本浩平君）  ほか、どうですか。日本共産党さんいかがですか。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。当然、このことは議会の非常に重要な部分ですから、

より積極的にすべきだということはありますけども、形をつくるというのはなかなか大変かな

というふうに感じています。今の状況をより発展させると。例えば常任委員会に付託するだと

か、いろんなことありますけれども、そういうことは臨機応変に議運なら議運に議論してやっ

ていくということ。実質的に見た場合は不十分なところもありますけれども、ほかの町村の状

況を見ますと、やっぱりかなり政策形成過程に議会が関与している部分が多いことは事実です

よね。ですから、これをもっともっと重要な政策については関与できるような形を研究してい

くというような形で、この場合はこうというふうな形というのはなかなかつくれないと思いま

すので、そういう形で私はいいのではないかというふうに、うちの会派ではなっております。  

○委員長（山本浩平君）  新政さん、いかがでしょうか。何か新たなものがあれば。  

○委員（近藤 守君） 特にありません。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさん、いかがですか。及川委員。  

○委員（及川 保君） 清風です。うちの会派もこの件については、特に積極的に実施してい

くという意味においてはそういう立場なのですけども、今までもそういうことが言われながら、

現実にはそうなってこなかったということがありますから、それなりに基本的にできるだけ早

く、このルール化というのはきちっと進めたほうがいいかなと。その程度のことで、こうしよ

うというとこまで煮詰まっていません。  

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけども、私どもも具体的にどうかというところまでは

なかなか意見は出なかったのですけども、ただ今まで協働のまちづくりということで、住民参

加でいろいろな協議会などつくられて、議会が途中で関与しない状況の中で内容がほぼ上がっ

てきて、それがいいかどうかをジャッジするときに初めて議会に上がってきたというようなケ

ースというのが今まで多かったと思うのですね。それに対して、やはりうちの会派としては、

もっと最初の段階で議会が参画できるようなことをもっと積極的にやるべきではないかという
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ような意見は出ておりました。これにつきましては、今なかなかここで具体的にどう決めると

いうことはなかなか難しいと思いますので、全会一致の改革項目ということでございますので、

今後煮詰めていくということでよろしいでしょうか。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 私から１点、課題として上げておきたいと思いますけど。この

委員会の政策過程の積極的関与というのは、第１次議会改革で自主項目として取り上げたもの

なのです。多くは各種の計画づくりにあたって、計画素案ができる前に議会が委員会として調

査にかかわって進めてきたというのが多くありました。今度、議決事項に各種５年以上の計画

を上げるということになれば、この辺の絡みがなかなかちょっと、議決事項になりますので、

最終案上がってきますから、すみ分けがどうなのかなという部分があるのかなと、私自身もこ

れ書いていた中ではありましたので、今後議決事項にした場合どういうふうにかかわっていけ

るのかということであれば、従来のようにはかかわっていけるのかどうなのか。事前審査にな

ってしまうという部分もございますので、この辺は課題として上がってくるのかなという気が

いたしました。前回のやつでは、多くは５年以上の部分については、計画、議決事項にしたら

いいのではないかと、必要に応じて議会が決めていくということにしたのですが、その辺との

絡みが多分出てくるのかなという感じがいたしました。ですから、政策形成過程でなくて、議

決事項にした場合は、付託案件として審議していくことになるだろうという気がしまして、こ

の辺の取り扱いがどうなのか、従来よりか逆にやりづらくなるのかなというような思いもした

ものですから、その辺の議論も最終的には煮詰めなければだめかなということが感じましたの

で、お伝えしておきたいなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  今の点で何か特に、ここで今協議できることであればしたいのです

けれども、なかなか課題ということになると思うのです。副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。もうちょっと具体的に会派で議論をしてきちっと具体

的に提起すると。例えばルール化が必要であれば、どういうルールをつくればいいのかという

議論までしないと、なかなか大変だと思うのですよ。それと今言われた、計画を議決事項にし

た場合どうなるかと。当然、議決事項ですから賛否は問われるわけです。質疑も行われるわけ

です。だけど、それ以前からかかわるということになると、どういう形になるのかなというあ

たりが見えないということになりますよね。ですから、議決事項にするのはいいのだけど、し

なかったらまたおかしなことになるから、そういうところを会派でもうちょっともまないと。

今のまな板に上げる上げ方ではちょっと議論は深まらないのではないかというふうに思います

ので、具体的に会派、議会としてこういうことを政策形成過程への議会として積極的に関与す

るには、こういうことが必要なのだと、具体的な提起をして議論をしないとだめではないかと

いうふうに思います。  

○委員長（山本浩平君）  今、副委員長のほうから、会派からそれぞれ具体的提起を出すべき

だと。そうしないとなかなか議論が進まないだろうということでございます。確かにそのとお

りだと思います。この点について、再度もっと具体的に検討いただくということでよろしいで

すか。及川委員。  
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○委員（及川 保君） そういうことで進めたほうがいいと思うのだけども、それぞれの会派

へ持ち帰ってこのやり方をまとめてきたとして、各会派の中からあらゆることが多分出てきま

すよね。そのルールにのっとってこうするああする、当然議論されてくるとは思うのだけど、

これ難しいと、こういう形になってくると、せっかく時間かけて議論しても非常に難しい状況

になるのではないかという、何か大ざっぱでもいいからたたき台のような、こういうことにこ

うなりますぐらいのたたき台があれば非常にやりやすいかなと、議論しやすいかなというふう

に思うのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  事務局からということですね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  政策形成過程ですから、政策案としてなる前に議会がかかわる

ということです。従来は第１次の改革から取り上げていたものですから、今としては案外要す

るに明文化にはなっていないですけど、町と議会の関係という暗黙のルールになっているわけ

ですよ。というのは、各種の計画をつくるときに、計画素案の段階から議会の意見を聞きたい

というようなことが過去にはあって、その中の過程を説明して意見をもらって、また戻って行

って、提案をつくったという部分もございます。そういうのが多分、私がちょっと心配したの

は、議決事項に掲げたときにはどうなるのかなという部分があって、議決にとるのも確かに重

要なことなのですけど、そうなったときの部分と従来のやり方がいいのか、そのルールという

のがなかなか難しいのです。これは町側の関係もありますし委員会なのです。委員会が課題を

先に見つけて、それを事前に取り上げて、議会の意見を言っていくか言っていかないかという

ことですから、それはルールというよりも委員会の運営の仕方も仕方だろうなという気がしま

すけど。それを果たして明文にするのがいいのかどうなのか。そのために休会にして取り上げ

やすくしようというような流れですから。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。局長が言われていることは十分わかるのです。ただ、今ま

ではこれを言われながら、掲げながらやってきたにもかかわらず、なかなかそういう状況に至

らないことを踏まえると、これはやっぱりきちっと議論を。何が原因でできないのか議論すべ

きであろうし、また要するに先取りするという意味合いにおいては、各常任委員会が所管事務

調査としてテーマを設定してやってきたにもかかわらず、なかなか現実問題として、ほとんど

議会の意思もなく決定されてきた計画なんかもあるわけですよね、たくさん。そういうことか

らすると、いくら先取り先取りと言っても、委員会に求めても、例えばまだ素案ができていま

せんよと、考え方がまとまっていませんよと。例えば例に上げると、後期の総合計画の問題あ

りますね。この件についてだって、まだできていませんと言われたら、取り上げようにも何も

できないわけですよ。本当に現実問題として非常に難しいことがたくさんあると思うのです。

これは大事なことだけどもなかなかできないという、そのあたりに課題があるのかなというふ

うに思うのです。であるならば、局長から冒頭提案があったような、まちの計画に年数を決め

て議決案件にしようという取り決めをするとなれば、それもまたそのことに関して問題が出て

きてしまうわけですよね、課題が。意思としては、とにかく早めに議会としてはとらえて、計
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画されているのであれば、されるであろうということを察知して議論できればいい状況をつく

ればいいのですけども、なかなかそうならないところにジレンマがある。これはどういうふう

に考えたらいいのだろうか。それを各会派に持って議論するといっても、なかなか解決しない

ですよ、委員長。いかがでしょうか、徹底的に議論すべきだと思いますけど、ここで。 

○委員長（山本浩平君）  私どもの、この部分と実は３の１の１ですね、議決事項の追加の中

で、これは皆さんのほうからも出たと思うのですけども、基本計画。前回だったと思うのです

けど、５年以上の計画については、議運で協議しながら積極的に関与していくべきだというこ

とは皆さん大体一致しましたよね。議決事項について。そういったこととの係わり合いも出て

くるのかと考えてはいたのですけど。委員会がどういった形の中で関与していくかということ

もそうなのですけども。  

○事務局長（上坊寺博之君） 具体的に示さなかったらだめだと思うのですよ、ルールの中で。

例えば具体例をとって、こういうものとこういうものは委員会で取り上げるのだということを

決めるのはいいかどうかというのは、これは問題あるかもしれないけど、委員会の自主性です

から、そういうものを明示しておくべきなのか。今までは及川委員言われたように、実際には

取り上げているのですよね、事前に。最近は町側から言ってきますから、逆に言ったら町側の

アプローチから始まっているというのが多いですけど、昔は議会側から提示して取り上げて、

実際やったというのも、何ぼもありますよね。ですから、さっきも言った難しいというのは、

委員会の独自性もありますし、どこかで決めてこれをしなさいということになるのかどうなの

か。例えば最低限、こういうような政策を組み立てられるときは、２つの委員会しかないです

けど、取り上げようということにしておくのか、それがルール化なのだろうと思いますけど。

あと特に、先ほどの反問権だとかああいうようなのは、ルール化につくるというのはちょっと

難しいのかなという気はしますけど。項目として、こういうものは政策的形成過程にかかわり

ましょうという、それを増やしていくのか、ということしかないのかなと気はしますけど。だ

から、そのときにさっき議決事項にするという案件にどうやってかかわっていくかというのは、

これは議論いると思います。多分議会として議決事項にすれと言うわけですから、議会でいい

かどうかということを決定するわけだから、その間の中で町側がアプローチしてくるかどうか

というのは、またこれはわからないですし、いずれにしても議会に提示されますので。付託に

て議論するということは十分あると思いますけど、ただそれは案が出てきているということで

すから、委員会で修正かければかけられないことはないと思いますけど。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 局長の言われていること十分わかるのだけど、コンクリート化されて

上がってきた案件、結局はそういうようになってしまうわけですよ。それを今、このことにつ

ながっているのです。要は、政策形成過程から議会として議論してこようという考え方で、今

この話が出ているのです。そういうことからすると、なぜそれを厳密に委員会の中でやってき

ているのだけど、それがなかなか上手くいかない。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 



 22 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、議論している内容というのを自分で理解していないの

かもしれないけども。例えば、５年以上の計画性のあるものについては、議決事項として取り

上げるのだということでルール化するのだと。明記すると、何かに。そうしたときに、政策過

程においても議会が関与するというものも入れておくと、例えば何かの計画を取り上げたとき

に、多方面にわたる計画もあれば、何課にわたっての計画もあるかもしれない。そういうもの

もすべて含めて１回まず議会のほうに上げてもらうと、こういった計画があるというものにつ

いては。その中で、各常任委員会の担当になるのか、それはどんな委員会の担当になるか、そ

れはまた別にして、そこに議会として何人か張り付くと言ったらおかしいかもしれないけれど

も、そういった形の中で、議会が分担してでも何でもいいから、そこに入っていくという形の

中というのはできないのでしょうか。僕もわからないです、実際自分たちもやってきて、こん

なことやったことないからわからないのだけども。一つの明文化した中においては、そこに議

会が入っていなかったら、これはもう議決事項としては取り上げないのだという形の中で。 

○委員長（山本浩平君） 局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  それは、私のほうから説明するのがいいかどうかわかりません

けど、多分町側で持っている検討委員会ですとか、諮問機関なのです。それは、従来から議会

改革始まったときに、そういう委員会の委員と兼ねることは逆にやめようということになって

いるのです。そこにかかわって議論するということは、それを認めるということになるのです、

議会が派遣して議論させて、例えば下水道審議会に議員が３名派遣して、そこの中で議論する

ということは、決まったことは皆が目的を認めたということになり兼ねはしないかということ

で、それは、議会は議会の場で議論しようということでやめたのです。今、４つしかないので

す。法令で決まっているものしか認めない。そういう経過がまず一つあるということです。で

すから、先ほど私が言いましたように、計画案を議決するということになったら、政策形成過

程に関与できるのですよ、実際にはできると思います。委員会先取りして、それは議論するこ

とですから。ただそうなったときに、議決事項というのは追認で、追認しかあり得ないのです。

議会は入って議論して進めてきているものだから、議会の議案として出したときには、それは

追認しかないから、基本的には事前審議という部分と、どうクリアさせるかという部分ですね。

ですから、難しい部分ですね。 

○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。例えば今、財政問題で素案が出ていますよね。それは

特別委員会でこれから議会としてたたくわけだけれど。これは皆さんの認識は、政策過程への

関与だという認識ですか。それとも、そうではないという認識ですか。なぜかと言うと、例え

ば素案が出て町がつくるときたたき台からすべて議会がかかわり合わなければ、政策形成過程

に関与しいていないという意味なのか。僕はコンクリートされているというのは、議案が上が

った段階がコンクリートされていると考えます。だから、今回の素案が出て、素案をつくると

きに議会がかかわる、一定限度かかわった部分もあるけれども、部分的には。政策形成過程に

関与するというのは、中身をどこまで言っていらっしゃるのかということが、よく理解できな
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い。私は素案が出た段階で議会でもんで、それが修正かけられる範囲であれば、私は政策形成

過程に関与しているという考えを持っています。そうでないということであれば、また違った

議論になる。だから、私さっき言ったように、白老町はかなりの部分で政策形成過程に関与し

ているという理解を私はしているというのは、完全ではないですよ、かなりの部分は関与して

いると思っています。ですから、素案が出た段階で、それはもうコンクリートされたという認

識だったら、これは全然関与していないということになりますから。そういうことになる。だ

から、そういうところの認識がどうなのかという問題なのです。そこのところ議論しないと、

いくらやってもかみ合わないと思います。だから、どこから関与するべきなのかという問題で

す。財政健全化改革つくるから、一番最初から議会入ってやるかということなのか、それとも

案ができた段階でやるということなのか。それはそうなれば、案ができたら常任委員会にかか

らないのは当たり前のことなのです。それではだめですということにあれば、その前からかか

わるということであれば、また違った考え方にならないとだめだと思うのですよ。そこの整理

をきちっとしないと、この議論はいつまで経ったって進んではいかないのではないかなと。私

は具体的な例で言うのが一番いいから言うのだけど、この財政健全化の問題の素案が出たとい

うことについていえば、その時点で政策形成過程には私は参加していると。病院の問題でいえ

ば、町長が方針を出したと、そのことに対して議論をすると。これ、町長が方針を出す段階ま

でに議論に参加してやるのか、それが議会として修正かかって、議案として出る前に修正がか

かれば、私は政策形成過程に関与しているという考え方ですから、僕の考えは。だから、私は

そういうふうに言うのです。そこら辺のところを明らかにしないとだめではないかなと思いま

すけど。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕もそのとおりだと思うのです。ですから、素案ができて

きて、今回の財革の特別委員会等々で多分いろんな議論されて、これから新たなその中で修正

できるもの、できないものが出てくると思いますけども、その中でしっかり議論することが、

多分この政策過程にかかわっていくことなのだろうなと思うのですよ。掘り下げていってしま

うと、多分いろんなものが先ほど局長が言われたように弊害になって、どこまで実際やってい

くのだとなってしまうと思うので、ですから、そういったいろんな素案が出てくる、まるっき

り決まったもの最初から出てくるわけではないですから、まずは素案が出てくるわけですから、

その中でしっかり議論をできるものしていく。また修正案が出せるものについては、修正案と

して出して、そしてしっかり政策過程にかかわっていくということが、僕は必要なのではない

のかなと。ですから、今回の病院だってそうですよね。今、いろいろな委員会の中で、しっか

りそれを取り上げて、今後どうしていくのかと。前回出している議会としての方針や何かもあ

るかもしれないですけども、でもそれもひっくるめて、今後の町の病院のあり方ななんかもし

っかり議論していかなければならない部分も出てくるでしょう。でもそれはあくまでも町長の

方針が出てこなければ議論されないということもありますから、ですからそういったことに関

して、一つの素案に対して議会がかかわっていくということが、やっぱり大事なことなのだろ
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うなと。そこからでかかわっていけるのだということで考えられれば、一つの方向性が決まっ

てくるのだろうし、議会としての取り組み方も変わってくるのだろうなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  うちの考え方も今、氏家委員や大渕委員のおっしゃったような内容

と同じ考え方でございます。清風さん、何かありますか。今の件について。 

○委員（及川 保君） 皆さんが言われているとおりだと思うのですけども、議会のルールの

中でいろいろ審議するのですけども、今回の財政の問題も引き合いに出されましたけども、全

員で特別委員をつくってやるのだという形になったのですけども、こういう議論が素案として

まちから出てきたものについて、修正も含めて考えた中で進めるのだと。この議会全体がそう

いう考え方でいくのであれば、非常に今言われているような政策形成過程の責任参加という部

分においては、クリアできるのではないかというふうに考えますけど。ただ、もう修正も何も

きかないというような素案というのは、今までもいろいろな計画というのはあったのですけど、

なかなか反映されにくいという部分が議会の要望に対しても、なかなか厳しい部分もあったも

のですから、先ほど来の話になっているのですけども。そのことであれば、逆に議決事件の追

加という部分の町の長期計画の決め方もこれから審議するのですけども、その辺の絡みでやっ

ていけるのかなと。現実に今までもやってきているのかなというようには考えますけど。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  今、副委員長が言われたことも合わせて、私が先にご提示した

のは、今財政改革プログラムでいえば、議決事項ではないのです。議決事項にしたら議決事項

になるのです。長期計画ですから。そうなったときに、今は案ですから議論はできるのですよ。

議会としても修正案をこういうふうにあるべきではないかという意見は当然言っていく。これ

が、大渕副委員長が言っている政策形成過程だと思います。議会が最終的に決めるのは、超過

税率の議案ですとか、例えば国保税率、使用料、手数料の改正案なのです。それが、最終議決

案なのです。ただ、私が当初、一番最初に申し上げましたのは、長期計画も議決事項にすると、

案ではなくなるのですよ。議案になって上がってきたという、同じことなのですよ。だから、

政策形成過程にかかわるということは、どういう形でかかわるかということをご提示申し上げ

たのです。例えばつくる前からかかわったとしたら、計画案というのは議案ですから、かかわ

ったら認めなければならないのですよ。追認ですよね。だから、そういうふうになりますよと

申し上げたので。ですから、私も振り返ると、前の規定とここの規定とははっきりすみ分けを

しておかないと、後からおかしくなるのではないかなと思ったところなのです。副委員長、具

体的に申し上げましたから、私もそういう懸念で最初申し上げたということです。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 議案にした場合は、例えば所管事務調査で事前に取り上げるとい

うことは、何もおかしいことではないと思っています。ですから、それは所管事務調査で取り

上げて、成案になって議案に出されるときは当然議会議決が必要だから、ただ議会議決が必要

だということは議会が認めなかったらだめだということだから。例えば、基本構想は議決事項

だけど、基本計画は構想ではないと。そしたら、町民もかかわって決められたとすれば、議会
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はそれを否決することだってできるのです、力として。議会はそれだけ権威があるものだとい

う意味です。そういうことはほとんどあり得ないと思うのだけど、やれる権限があるというこ

とでいえば、議会の権限というのは、例えば町民が決めたから結果としてはやらないかもしれ

ないけども、できる権限を持っているのです。ここがやっぱり議会と町民との違いなわけです

から、そこを明確にして所管事務調査で取り上げれば、それは十分取り上げられる中身だと思

うのです、所管事務調査そのものの中身でいえば。ですから、所管事務調査できちっと議論し

た中身をここで反映するかといったら議員の考え方ですから、僕はそれでできるのではないか

なとは思っています。議決事項にした場合でもです。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  今、副委員長が言われた、そうなると政策形成過程での積極的関与

という形に、そういう場合はならないですか。議案として上がったら、そういうことですね。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私が言ったのは、議決事項に上がった場合は、これはもう当然議

会が議論したわけだから、正式に。ただ、政策形成過程に関与するというのは、所管事務調査

で取り上げて議論をして、それが町側が反映する可能性はありますよね、事前だったら。議決

事項で議案に上がってしまったらだめです。それは、もちろんだめですよ。議案に上がってし

まったら、それはもう賛否しかないわけですから、いいか悪いかの理由しかないわけだから。

それに上がる前の所管事務調査できちっと取り上げれば、それは議決事項でここまでとわかっ

ていれば、議決事項に上がる前に取り上げて議論をして、それが町に反映されれば政策形成過

程で反映したって、僕はなると思っているのですけど違いますか。僕はそう思っています。だ

から、政策形成過程に関与するというのは、担当の常任委員長がそこで周りよく見て、きちっ

と取り上げて議論ができるような状況をつくればできるのではないのかなと思うのだけど、そ

うはなりませんか。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  それと、事前審査との絡み、その辺のすみ分けをどう感じるのか、

我々一般的にみて事前審査になるか、変更させる可能性があるのだから、これは政策形成過程

だというぐあいに判断するか、その辺のお互い議論をきちっとしておかないと、そんなことや

っているけど、それは事前審査になるのではないかと、外部というか、一般的にみてそうなら

ないような形をやっぱり。その辺が議決事項になったときは難しいということですね、局長が

さっきから言っているのは。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そこはかなり微妙なところがあると思いますね。だから、所管事

務調査で取り上げるときに、議案として出る前だったら、成案になって提案しない前であれば、

例えば議決事項であっても所管事務調査でやれるということであれば、僕は構わないと思うの

だけど、それが事前審査になるのか、議案になってからだったら当然事前審査になる。町が議

案出すよということになったら、そうなると思うのだけど。そこは議案と議案の前の事前審査
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の定義ってありますか。  

○委員長（山本浩平君） 局長、どうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的には、町側が議会へ議案を上げようとしているものに対

して、議会がかかわってくるものは、基本的には事前審査になるのではないかということ。 

○副委員長（大渕紀夫君） ということは、計画はきちっと決まっているから、全部事前審査。  

○事務局長（上坊寺博之君） ただしそれが、議会が第１次改革のように求めているものか求

めていないものか理解してやるかやらないか。ですから、先ほど言われているのは、追認にな

るということは、そういうことを言っている。ですから、副委員長が言っているように、所管

の委員会だから全部の議会になったときは違うという理論も成り立つのかもしれませんけど、

正式な委員会の機関で、正式に意見を申し上げて、正式に委員会報告をするわけです。そした

ら、それを逆に言ったら否定を議会ができるかどうかという部分がございますよね。ですから

戻れば、先ほど氏家委員が言われたように、各種審議会、検討委員会に議員が入らないという

規程まで戻るのではないかという気はするのです。だから、その辺をきちっと皆さんが理解し

て、うちと議会としては事前審査と言われようが、実を取って委員会の意思を入れていくのだ

ということを、きちっと含んで持つということが必要なのだろうと。ですから、長期計画を議

決にすると政策形成過程に関与するということは、事前審査にかかわる可能性はあるし、追認

でしかないでしょうかと言ったのはそのこと。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は、議決事件の追加のこの部分での、先ほど申し上げたここにもあ

る町の長期計画年数は、逆に会派の中で議論した結果、年数に区切って決めてしまうのはどう

なのだということになって、この計画の内容によってその都度議論して決めたらどうだという

ような会派の考え方になったのです、この間。そんなこともあって、本当にばしっと５年なら

５年のものに限ってどうのこうのとか、３年とかいろいろ意見あったのですけども、本当にこ

の年数で決めていいのだろうかというような話がされたのです。ただ、局長からそういうよう

な話があったものだから、いまそのような話させてもらったのだけど。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  議決事項については、条例で規定しなければならないという規

定がありまして、多分年数入れないと規定したことにはならないと思います。それぞれの個別

の計画を条例上に加えていくという方法しかないのではないかという気はします。だから、こ

この部分は表現しないで、その都度その都度追加していくということになります。逆に参考例

として、本吉町の場合は、５年以上と決めて、議会が指定したものは除くということになって

いるのです。別な規則で項目を列記しているのです。そこまで規定して、別の部分でまた列記

するというのは二度手間かなという気はします。一括定めるときに、各種の計画で決めてしま

えば済むことかなと。その都度、追加して補修していけばいいかなという気はしますけど。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、この委員会の政策形成過程への積極的関与については、

どこの会派も関与する必要はないという考えはないと思うのです。関与すべきだという考え方



 27 

だと思いますので、さらに事務局のほうも精査をしていただいて、各会派も再度いろいろと事

務局と連絡を取りながら、わからないことは聞きながら、会派の中で再度もんでいただきたい

のです。きょう、結論は出ないと思います。ということで、もう間もなく食事が届くと思いま

すけど、さらに先に進みたいと思います。次に４の２の１、移動常任委員会に関しましては、

これは熊谷委員外議員だけが反対ということで問題はありません。ただ、この具体的な案件を

出してくださいということだったものですから、事務局から説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  移動常任委員会の第１次議会改革で示されて取り組んできた項

目でございまして、基本的にここの委員会室でやっている会議を各地域に移すだけです。です

から、広報広聴の委員会とは別物と考えて、混同して考えている方もいらっしゃるようですか

ら、別物だという考え方をしてください。議会の、要するに審議している過程を見ていただく

ものということです。従来は任意規定で積極的にしましょうということにはなっておりました

が、なかなか進まないということで、ルール化が必要ではないかということで、事務局から一

応提案させてもらいますけど、これを委員会条例の中に組み込んでしまう、移動委員会という

ことで組み込んでしまったほうが、一応ルールとしてなりますのでいいのではないかと。条文

は規定していませんけど、読ませてもらいますと、委員会は次の各号に該当する審査又は調査

を行おうとするときは、町内全域又は関係する地域において委員会を開かなければならないと、

こういう規定にしてはどうかということです。一つは、国又は町の新たな制度に関するもので、

町民の多くの者に影響がある審査又は調査、これは外に出ると。一つは特定に地域課題を包括

している調査又は審査、これについても出ると。例えば今、バイオマスのやつやっていますけ

ど、例えば萩野、北吉原の地域に出て行ってやるということも一つの方法でしょうし、もう一

つは地域から出た請願、陳情に関する審査。これは従来から移動としてやりましょうと決まっ

ているものです。あと、委員会が必要と認める審査、調査。これは、地域で開かなければなら

ないという規定をルール化にしておけば、議会構成が変わってもこれをやるのですよと、外へ

出て行ってやるのですよということになろうかなと思います。一応、事務局としては、これを

提案させていただきました。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブとしては、これは積極的にすべきと。今、局長のほうから

こういう形で条例化したいという、規定化したいということですけども、全くそのとおりだと

思いまして、積極的に推進すべきという考えに至っております。 

○委員長（山本浩平君）  この資料３の内容についてはいかがですか。  

○委員（及川 保君） よろしいです。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 新政クラブも資料３のこれでいいのですけども、ここまでやるのであ

れば開催日数なども、年何回というものさらに決めてもいいのではないかと。ある程度、時期

も決めておけば、このときはこれがあるなということが町民もわかるような、そこまでやって

いいのかなという気はしています。以上です。 
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○委員長（山本浩平君）  公明さん、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） この内容については、このとおりだなと思います。ただ１点だけ、①

のまちの新たな制度に関するものというのはわかります。国の新たな制度に関するもので町民

の多くの者に影響があるものというのは、実際どういったことについて常任委員会審査をやっ

ていくのか、具体的なものがあれば、ちょっとお聞きしたい。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  過去の例を出しますと、介護保険が導入されたときは、地域で

やったのです。委員会をここで担当課から制度状況をどういうふうになるのだとお聞きすると

きには、外に出てやりました。ですから今回も後期高齢者のときは、本当は出るべきではなか

ったのかと私は思いますけど、そういうような事例です。多分医療制度ですとか、かなり動い

ていますよね。国民にかなり影響があるので、そういうような取り組みを所管事務としてとっ

たときは外に出る。お年寄りが身近で聞きやすい場所へ出て行って、委員会として理解を深め

てもらう、また傍聴に来てもらうという方法がいいのではないかと。北海道も入れればよろし

いのかなという気はするのですれけど、道が単独で地域にかかわるものはあまり見かけたこと

がないので規定はしませんでした。いるのかいらないのか、私のところでは判断がつきません。  

○委員（氏家裕治君） 全般的にはこのとおりでよろしいと思います。  

○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。これは、このとおりでいいです。ただ、新政クラブさ

ん言ったように、回数定めるのがいいかどうかというのは、議論があるところなのだけど、私

は例えば最低１年間に１回はやるとか、そういうことは本当に決めなかったらやらないという

のも変なのだけど、私はそういうふうにした方がというふうには、新政クラブさんの意見には

賛成であります。だから、最低１回くらいは移動常任委員会やらないとまずいですよね。皆さ

んの頭の中にそれがあればいいかもしれないけども、私は新政クラブさんの意見に賛成です。  

○委員長（山本浩平君）  新風ですけれども、私、先ほど氏家委員から質問出たことにちょっ

と同じことで引っかかったことで、国の制度の関するものですよね。例えば今、本当に日本中

を揺るがし兼ねない問題がありますよね、後期高齢者医療制度あるいはガソリン税、政局がら

みのような状況になっている段階で、これをなかなか理解を求めてもらう立場で議会が行くと

いっても、これは難しい。皆さんから非常に厳しいご意見や厳しい状況をお聞きするだけのよ

うな形になると思うので、その辺は今後どのようなテーマでやっていくかというのが、検討し

ていく必要があるのかなと思いますけれども、回数に関しましてはやはり積極的に最低１回２

回は必要かなというふうに思います。どうですか、回数、時期に関しまして。先ほど新政クラ

ブさんから出ましたけれども。どのような考え方で。及川委員。 

○委員（及川 保君） 回数について、そこまで考えていなかったのですけども、非常に怠慢

な常任委員会があったとすれば、やらない可能性もあるかなと。そうであれば１回以上という

ふうに決めたほうがいいのかなというふうには・・・。そんな常任委員会あったら困るのだけ

ど、決めたほうがいいかなと。 
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○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  冒頭でも言ったように、この規定は条例に盛り込むべきだと思

っているのです。ですから、そこに回数を明記するというよりは、逆に運営基準の中に回数を

持っていくということでなければ、ちょっと条例としては体裁があまりよくないのかなと。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 現実的に見たら、ここ何年間は移動常任委員会少なかったのです

よね、事実。だから、運営基準でもどこでも結構ですので、どこでも結構だと言ったらいい加

減でいいという意味ではないですよ、条例で盛り込めないものだったら運営基準でも結構です

から、言われたように最低１回以上は開くというようなことは入れられるものであれば、僕は

入れていただきたいなと思っております。 

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 今回、総務文教が５月に出かけますね。あれは、もちろんこれに入っ

ているわけですよね。  

○委員長（山本浩平君）  １回以上という形でどうですか、皆さん。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 広報広聴常任委員会も積極的に町民の前に出ることは増えてきます

よね。ですから、こちらのほうで今検討している移動常任委員会は最低１回というようなこと

で認識してよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  清風さん。 

○委員（及川 保君） それと、先ほど来出ておりました氏家委員から出ていた、国の関係で

すよね。これ、本当に入れなくてはまずいものですか。町民に直接かかわる案件については、

移動常任委員会の中ではきちっと町民の意見を聞くなり対応するということでできないのか。

国というのを必ず入れなければならないものかとか、そこをお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それは、決め方だと思います。私も今、及川委員の意見に賛成です。

議長。 

○議長（堀部登志雄君） これは考え方の問題だと思うのだけど、例えば前にやった介護保険

や何かもやっぱり住民の方に周知する、これは当然国から決まってから行政がやる、これら  

の説明会でも。よりやっぱり議会としても、町民の方に理解をしてもらう、委員会の場を通じ

て町民の方に知ってもらうという面でやる。そういっては行政のやることだから知らないと。

考え方として、議会も介護保険も決まってやるわけだから、町民の方がどうなのか、今回の後

期高齢者みたいな、あれもどうかわからないのだけども、議会も移動常任委員会で議論するこ

とによって、傍聴者方が見てこの保険とはこういうことか、ああいうことかと自分いいとか悪

いとか判断する、それを議論している場だから。今これはどうなるのだ、こういう人はどうな

るのだと理事者の方に聞くわけですから、そういう面では議会としてＰＲ、いい悪いは別とし

て決まってくるのだから、ＰＲ含めてやるのは、非常に議会としては行政と一緒になってやる
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という面では、非常に町民の方から評価を受けるなと。だから、そういう大きい介護保険、後

期高齢者、医療費もどんどん改正されて、その件についてちょっと所管事務調査なり何なりす

るときに、制度の内容知ってもらう上では非常に必要。だけど、そこまで必要はどうなのかな

と、こういう見解があればだけど。  

○委員長（山本浩平君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） 議長のおっしゃっていることは、私は何も、率先してやるべきだとい

うふうに思うのだけど、ここに今、国又は町の新たな制度に関するものでという文言が、絶対

これを入れなければならにものかだめなのかなと。町民の多くの者に影響がある審査又は調査

というだけで事足りることではないのかなというふうには思うのだけど、いかがですかという

ことだったのです。議長のおっしゃることは全然、どうのこうのということでは、十分理解し

ているものですから、必ず国のという文言を入れなければいけないのかどうか、これだけをお

聞きしたかったのです。  

○委員長（山本浩平君）  これはあくまでも事務局からの案ですから、あとは皆さんの考え方

だと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 提案の趣旨ですけど、なぜ入れたかというと、具体化させたの

です。というのは、前回も移動常任委員会というのはするという、議会改革の中で取り決めに

なっていまして、さっき副委員長が言われたように、第１次より第２次のほうが少なかったと

いうのも現実なのです。であれば、具体的に示さないとルールですから、漠然としてしまう、

やってもやらなくてもいいということになってしまう。そういうことで、あえて入れたのです。

これは、委員長言われたように、批判するとか批判しないとかいうことではなくて、新しい制

度ですから、より理解してもらわなくてはだめなのです、町民の方に。そのときに、議会とし

てはこういう不安がないのかということで議論するわけですよ。議会が不安がないという。 

○委員（及川 保君） そうではなくて、それは別にいい、それはやるべきなのだけど、ここ

に入れなければだめなものかという。 

○事務局長（上坊寺博之君）  提案の理由としては具体的に示したという。そうでないとルー

ルにならないという。ですから、私としては皆さんからもっと細かく出てくるほうが好ましい

のではないかなと思っていますけど。だから、これに当たったらやるのだよということでなけ

れば、やらないのではないかなという気はします。だから、上も開かなければならないにした

のも、そういうことなのです。開くことができるでも構わないのですよ。普通の規則ですと、

開くことができる、なのです。あえて開かなければならないとしたのは、やるのだという意思

のあらわれなのですよね。 

○委員長（山本浩平君）  新政クラブ。  

○委員（近藤 守君） １番の国又は町とあるのですけど、やはり国があれば道は必要ではな

いかと思うのですよね。道の何かが出てきたときに、これに入っていないから道はやらなくて

もいいのかということにはならないと思うのです。国が入っているのであれば、道というのだ

け一ついれていただければいいなと思うのです。  
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○委員長（山本浩平君）  確かに近藤委員おっしゃるように、結構各胆振支庁の認可業務って

たくさんありますよね。ですからそれで議論にならないことはないと思います。これは、そう

いうことで、議長のほうからも話がありましたとおり入れておく。道も含めておくということ

でよろしいですか。それでは、昼食の用意ができましたので、暫時休憩といたします。 

休憩 午後 ０時４１分  

                                         

再開 午後 １時３３分  

○委員長（山本浩平君）  それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。次に４の２の１で

ございます。委員会の夜間開催の件でございます。これに関しましては、反対というところが、

私どもだけになっておりますので、私どものところから再度検討した結果を話したいと思いま

す。私どもも、必ずしもやるべきではないということではなく、少し歩み寄るべきところは歩

み寄ろうということで、新政さんから出されているように、ケース・バイ・ケースよっては夜

間議会も開催するということに関しては、必ずしも反対はしないと。ただし積極的に昼間、い

くらでも開かれるのに、無理に夜間開催を行うことはいかがなものかという考え方は変わらな

いところでございます。ケース・バイ・ケースでは夜間開催も必要に応じては、それはやって

も構わないという話をいたしました。その後、皆さんどうですか、この夜間開催。及川委員。  

○委員（及川 保君） この４の２の１の委員会の夜間開催の件ですけども、今、委員長がお

っしゃられたのは筋でありまして、ケース・バイ・ケースという、そういうことになるのでは

ないですか。だって、常に夜間委員会でやりましょうということではないはずですよね。何か

事情があったときに夜間委員会でもいいのではないですかということでしょうから、必ず夜間

委員会をしなさいということではないはずなのですけどもいかがですか。ケース・バイ・ケー

スということで。  

○委員長（山本浩平君）  提案されたのは共産党さんでございますので、多分意味合いは違う

のかと思いますけども、おそらく提案された。この件についてどうですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは、要するに若い人たちは出られないとか、勤めている人は

大変だということですから、必要があれば夜間開いて、そういう人たちが出られるようにして

あげましょうというだけのことなのです。夜間委員会が開けないからだめだとか、開かなけれ

ばいけなとかいうのではなくて、そういう条件があるのであれば、それはそういう人たちがな

るべく出られる時間、いい方法を考えて、皆さん負担にならない、例えば夕方のほうが昼間よ

りも負担が少なくて、仕事ができますよというのであれば、それはそれで私たちは夜開くのは

何もやぶさかではないし、我々は出席するのは構いませんよと。そういう自分達でみずからで

きる改善はしていって、多くの若い人たちが議会に出られるような条件整備を少しでもしてあ

げたほうがいいのではないかと、こういうことですから。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。それでは、この件についてはよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  次にまいりたいと思います。委員会の自由討議、これに関しては先
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ほどの自由討議のところでも踏み込んでやっておりましたので、よろしいですね。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的に先ほども議論いただきましたとおり、既に委員会では

やられているのですよね。ですから、こういう原則だけつくっておいたらどうかと思いました。

それで、議会事務局の提案としては、自由討議で運営をするという規定を原則に盛り込むとい

う案でございます。 

○委員長（山本浩平君）  委員会は委員会の審査又は調査をするときは、委員会相互間の自由

討議を中心としなければならない。どうですか。よろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  原則として条例の中に組み込むということで押さえてよろしいです

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは次です。５の１、会派制の必要性に関しまして。この問題

は清風クラブさんから出されたという問題でございますが、当初不要というようなことなのか

なと認識していたのですけれども、そうではなくて、議会運営の今後の構成のあり方、議会運

営の人数も含めて、そういったことでのいろいろと問題提起として提案したのだという説明で

ございました。 

私ども、中間ということになっております。正直、今 16 人になった中で、本当に会派が必要

なのかどうなのか、検討しておくことが必要なのではないかという意見として出されたもので

すから、こういった意見も出されたということで、前回状況だけお話しするつもりで出させて

いただいたのですけれども、再度私どものほうで深く検討、協議をいたしましたけれども、や

はり現段階においては各会派の調整をもって、議会運営を行っていくことがベースになってい

るものを今、急に変えるという必要もないという意見になりました。また栗山等は、会派制は

とっていないと。その中でどうやっているかというと、毎回全員協議会みたいのを議運の後開

くような、そういうことをやっているようなのですけども、そういったことも一つの方法かも

しれませんけども、各会派で十分協議をすれば、そういったこともいらないということで、私

どもも現段階においては必要ということになりました。清風さん、もし何かあれば。及川委員。  

○委員（及川 保君） これは以前からも申し上げているのですけども、とにかく今いろんな

町議会が議会改革を進めている中で、会派制度を本当に十分機能を果たしているのかという、

非常に疑問があった中で、この本当の必要性があるかということで疑問を呈したものだったわ

けです。この会派制度が議会当初の人事案件だけに利用されている節が見られたという部分か

らすると、非常に問題だと。本来のあるべき議会を活性化するということからすると、この会

派制度があるならば、せっかくあるならば十分な会派制度を活用した町議会であるべきだとい

うことが発端だったわけであります。ですから、今後どういうかたちで会派制度を、今 16 名と

いう数が減った中での議会運営をしていく中で、先ほど委員長も、私どもが申し上げた議会運

営委員の数も含めて、これからきちっとした議論をしていくべきではないかと、会派制度を含

めて。この辺のことさえきちっとしていかれるのであれば、今、現時点では会派制にしていっ



 33 

ていいのではないかという考えであります。  

○委員長（山本浩平君） 今、新風あるいは清風クラブさんからお話がございましたけれども、

他の会派の方いかがですか、今の議論を聞いた上で何かあれば。公明党さん。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。確かに僕も今、清風クラブさんの言われた、今までの会派

というものが一つの人事案件のたたき台になっているような、そういった趣旨というのは私も

ずっと議員になってから思っていた部分ですけども、今回の人事案件を見ても、少数会派から

副議長が出たり、そういった面では今までの議会の考え方というか、変わってきているのでは

ないかなと、僕はそういうふうに思っています。町民に対しても、今までとは違うと言い方も

できる体制になりつつあるというか、一つの今期からに議会会派の考え方というのは、少しず

つ変わってきているのではないかという、私はそういう考え方をしているものですから、これ

からも人事案件云々は一つの会派、一つのたたき台にはなるのかもしれないけれども、その中

でしっかり議論したときに、適材適所の形の中での人事というのがとり行われていくとすれば、

今までどおりの会派制の中で議会運営をしっかりやっていくことが大事なのかなと、私はそう

いうふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私のところも今、公明党さんの言うことと全く同じで、逆にこれが、

本当に全く会派が無くなってばらばらになった時点では、大変な泥試合と言ったらおかしいで

すけど、いろいろなことが起こるのではないかと、こんなふうに思っております。ただ、人事

案件だけではなくて、確かに力がなくてもそれなりの会派としての考えを持って政策にあたる

ということであれば、やはり会派制度は必要であると思うし、これからも今の考え方でいいの

かなとは思っています。  

○委員長（山本浩平君） 共産党さん、いかかですか。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。我々は元から会派は必要だという考え方ですから、政

策的にきちっと議論できる会派をつくって、より高い議会活動を目指すということで、会派は

絶対必要だという考えです。  

○委員長（山本浩平君）  皆さんから意見を拝聴いたしましたけれども、今後会派そのものの

制度のあり方については、やはり清風さんから若干の疑問も提言されましたし、私どものほう

からもこのままの会派制度ではいかがなものかというような、やはり意見も若干あったのは事

実でございますので、制度を高めていく、こういった努力は必要だと思いますので、それに向

けて努力をしていくということで押さえておきたいのですが、いかがでしょうか。議運の関係

の話もちょっと、私のほうからもありまして、前回も出ていましたので、これに関しましては、

議運のちょうど裏側になる広報広聴常任委員会との兼ね合いもありますので、今すぐどうのこ

うのというのはなかなか難しいことかもしれませんけれども、この点について何かあればどう

ぞ、ご意見拝聴したいと思いますので。及川委員。  

○委員（及川 保君） このことについても例えば議会運営委員会、会派の数による割り当て

によって議会運営委員会が今成り立っているわけですね。今、委員長が言われたように、反面、
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施行されました小委員会、広報広聴小委員会。こちらのほうとの兼ね合いの問題も出てきてい

るという中での議論なのですけども、私はこういう先進的な取り組みをかなり以前から小委員

会は行ってきているわけですけども。であるならば、この議会運営委員会の機能も十分に白老

町議会として、機能を果たしていくのであれば、あまり制約に縛られない。ルールは考えてい

くしかないと思うのですけども。例えば私どもが提起した、委員外議員の皆さんの意見、オブ

ザーバーですよね。オブザーバーの方々を必ず委員外議員としての立場に置いていると今、現

状ですよね、議会運営委員会としては。これは、やはり先進的な取り組みをするというのであ

れば、委員としてそれぞれ町民の付託を受けて出て来られているわけですから、やっぱり正規

な委員として取り扱うべきではないのかなと考えるのですけども、このあたりはいかかでしょ

うか。 

○委員長（山本浩平君）  この点については、次の項目でやりますので、すぐ次に移りますの

で、このところで話し合いをしたいと思います。この会派については、おおむね皆さん現状維

持するという考え方には相違ないと思います。今後、いわゆる会派制度の制度を高めるという

ことに関しましては努力するというようなことでよろしいのではないかと思うのですけども、

もっと具体的に踏み込む何かがあれば出していただければと思いますが。こんなところでどう

ですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ただ、今、委員長言われた広報広聴とのかかわり方についての委員さ

んの皆さんの意見を伺っているわけですから、それについての何かちゃんとしたものをもって

閉めないと、次に進まないのではないですか。 

○委員長（山本浩平君）  その点について、議論をしたいと思います。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） その件については、次の議会運営委員会での委員外議員の発言と

いうことと一緒にやられたほうが非常にわかりやすいのではないかと思うので、会派の必要性

の部分については、それで結論が出たならよろしいのではないでしょうか。そこでやらないと

ちょっとおかしなことになると思いますので。５の１の議会運営委員会での委員外議員の発言

というこの中で今のことをやられたほうがいいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  それでよろしいですか、皆さん。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは、次の項目に移ります。同じ５の１の項目ですけど、議会

運営委員会での委員外議員の発言。会派持ち帰り再協議ということでございますので、再度及

川委員より、先ほどのお話ですけれどもどうぞ。及川委員。  

○委員（及川 保君） 先ほども申し上げましたけども、大変な議会改革を進めてきているこ

の白老町議会であります。であるならば、たまたま今、広報広聴委員会という３つの常任委員

会の位置づけがきちっとされた中でのことで理解はするのですけども、やはり議員として町民

から付託を受けた、当然身分でありますよね。であるならば、委員外議員というのに本当にこ

だわっていいのかと。もう少しやっぱりきちっとした対応をすべきではないのかというような

考え方で、先ほどのお話をしたわけであります。通年議会というところまで議論、今されてい
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るわけですから。であるならば、委員外議員という前提にして委員会構成されていますけども、

これを大きく改善する必要があるのではないかという考え方であります。  

○委員長（山本浩平君）  お尋ねをします。いわゆる正式な委員に認めて、会派に入っていな

い方も委員として認めて、採決にも加われることとすべしということですか。及川委員。  

○委員（及川 保君） そうではありません。実は当然、採決には委員外議員という形ですか

ら、当然広報広聴の委員にもなっているわけですから、採決には加われないということで、意

見としてきちっとした意見が言える状況にしたらどうかということなのであります。  

○委員長（山本浩平君）  発言権を認めるということですね。西田委員。  

○委員（西田祐子君） これは私も４年半、委員外議員の立場でいさせていただいたのですけ

ども、前回の議会運営委員会の中でも、やはり委員長が委員外議員ということで、発言を許可

していただきましたけども、そのときに議会運営委員の委員さんの中から公式な場ではないの

ですけども、委員長がこのように心配りをしてくださって、特別な配慮の元に発言できるのだ

から、あなたも心して発言してください、そういう言われ方をしたのです。私は、やはりそれ

はちょっと違うのではないかと。確かに心配りをしてくださる委員長がいればいいけども、も

しそうではない委員長がいたらどうなるのかなということが、ちょっと長い間疑問だったもの

ですから、今回議会改革をする中で、委員外議員であっても発言できる、どの方が委員長であ

っても、そういうものがもし明示できるものであったらありがたいかなという、そういう考え

方で私どもの会派では、そういうふうな意見が出たのですけども、そういうことです。ですか

ら、一般の委員さんたちと同じような意見をがんがん言えるよりは、きちっと委員外議員であ

っても発言をできる、そういうようなものがどこかにあればいいなという形です。  

○委員長（山本浩平君）  この点についてどうぞ。ほかの委員の皆様方。公明党、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。この件に関しては前回、今回においても委員長の許可の中

で委員外議員さんの意見を聞いていますよね。またこれが、委員長が変わることによってそれ

は認めませんという話になると、またちょっとそれもおかしい話になるのかなと僕は思うので

す。それは、何かの規定にうたわれていれば、当然そういうことしないでしょうけども、何も

ない以上これが認められているのであれば、僕は今の形がいいのだろうなと。これが議会運営

基準上できないことになっていれば、当然していないですよね。僕はそういうように思ってい

るのです。  

○委員長（山本浩平君）  委員長が必要と認めたときは、意見を求めることができるというこ

とですよ。  

○委員（氏家裕治君） なっているのですね。では、それが理解の仕方であいまいな形で、委

員長がそれを認めないという部分であれば、これからの委員外議員さんの発言もできないとい

う形になるのであれば、僕は逆に運営上の基準の文言を修正しておくべきではないのかなと。

あるときはこうやった、あるときはこうしたみたいな形は、それはまずいのではないのかなと

思うのですよね。  

○委員長（山本浩平君）  局長。 



 36 

○事務局長（上坊寺博之君）  委員外議員、多分、混同されていると思うのですが、基本的な

委員外議員というのは、議会運営委員会ばかりではなくて、ほかの委員会でもあり得るのです。

必要が委員会として認めた場合は、特定の委員さんは委員外議員さんとして来ていただいて、

説明を求めたり、意見を述べていただく機会が委員会として持てるのです。それは、審査の都

合上、例えばその方がよく理解をしている議員さんがいて、委員会で必要であればお呼びして

意見を聞くということが、これは本来の委員外議員の性格でありますから、まずこれが一つな

のです。委員外議員に説明を認めていないのは、議会運営委員会ですから。わかりますよね。

議会運営委員会というのは、委員外議員としていますけど、基本的に構成は会派割としている

のです。ですから、会派割以外の方は委員になれないのは当然ですよね。ただ無会派の方は、

一人ですから当然議会運営上の議論は知り得ないですから、そこで委員外議員として出席を認

めているのです。情報を聞くような機会を認めているわけです。副議長と一人会派、それは委

員外議員として常時出席することを認めているのです。ですから、その辺は区別して考えない

と、委員外議員の規定がごちゃごちゃになってしまう。ですから、根本的なルールに基づく委

員外議員と、議会運営委員会で認めている委員外議員は違うということ。わかりますか。です

から、その部分を区別して考えたほうがわかりやすいのかなと。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 私どもが言っているのは、運営基準から十分承知のことを実は申し上

げているのです。私も実は過去４年間委員外議員として議会運営委員会に参加しておりました。

そういう中で、運営基準にもうたわれていますように、運営委員長が特別に許可したときに発

言ができるわけですよ。そういうことが文言でうたわれているものですから、何かいかにも特

別に許可を与えないと発言はできないわけですよね。これははっきりうたわれていますから。

ところが一方では、例えば副議長という立場で出られている委員外議員もおられるわけです。

ところが、そういう方々は、挙手して発言を十分されているわけですよ。こういうものすごく

不公平なやり方ではなくて、何らかのきちっとした対応を先進的議会運営をこれからしようと

しているわけですけども、もう少し何か改善できるものはないのかと、してあげられることは

ないのかと。いかにも、先ほど西田委員も言っていましたけども、何かありがたく思えと、出

席されている皆さんが委員外議員に対して、特別の配慮で質問を許可しているのだと、ありが

たく思えのような考え方をされたら非常に、私もそのような雰囲気で見られるのです。何とな

く遠慮をしながら出席しているなと。前田議員何かはあまり遠慮していない雰囲気に見えるの

ですけども、もう少し何か自由に発言できるような状況にしてあげたらどうだということを、

実は言っているのです。そういう非常に難しい部分というのはわかるのですけども。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 議会運営上、僕は会派制をもってやっているということを、まず前提

に置いて考えなければいけないことなのです。ありがたく思えとか何とか、それは個々の言わ

れた言われないの話になりますから、それは置いておいて、ただ必要に応じて発言を認めてい

て、今まで別に僕は違和感無いのです。ただ、本来の議会運営という一つの考え方を持てば、
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当然会派をもって望むというのは、それは一つの会派制の必要性からも前段の今の議論やって

いた部分でもそうですけども、会派制をもって議会を運営していくのだという考え方の中では、 

皆さん賛成していたと思うのです。議会運営の中での発言権というのは、会派の中での議論を

しなければいけない。その中で会派を持たない人方の意見も、当然今までというか、今期とい

いますか、きょういませんけど、前田議員にしても熊谷議員にしても、いろんなこと言います

よね。僕はそれで何の差し支えがあるのかなと思うのです。ただ、委員会の意見としての取り

上げはしませんけども、一つの意見としては十分言われているのではないかなと思うのです。

今まではどうだったかは別にして。ですから、そういったものが今までどおりできる状況であ

れば、今回のこういった運営の仕方で十分対応しきれるのではないかと思うけども、それが何

かの制約を運営上の基準の中に設けなければできないというのであれば、僕は設けるべきだと

思うし。何か、今回やっていることは違反だとか、委員長の采配が、例えばこれは本来はやっ

てはいけないことをやっているのだよということであれば、それは違うだろうと思うけれども。

今までどおりのやり方で問題がないのであれば、委員外議員としての意見・・・。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今のことで質問したいのですけども、よろしいでしょうか。今まで委

員長の許可をいただいて発言をしていたのですけども、委員外議員の方々は。それは運営基準

のどこにあって、委員長の許可で発言できたのでしょうか。というのは、私もずっと見ていた

のですけども、よくわからなかったのです。副議長は、ここでは会議に出席し、説明又は意見

を述べることはできるが、採決には加われないと書いているのですけど、委員外議員の当該議

員の出席はできるが発言は原則として認めず、採決に加われないと書いてあるのです。そうな

っているので、委員長の特別の許可をもってと前に言われたと言いましたけれども、その特別

の許可というのはどこに書いていて、その許可で発言をしているのか、私はよくわからなかっ

た部分があったのですけど、それはどこにあたるのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  書いているとおりで、原則認めないのです。今の規定であった

ら原則求めていないのです。というのは、大渕委員の前の議運の委員長さんは認めていなかっ

たはずです、多分発言を。ただ、大渕委員長のときに多分皆さんに諮って、原則ですから、発

言をさせてもいいですかという形でスタートしたのではないかと。ただ原則、本当はできない

のです、この規定でいけば。だから、おっしゃっていることは、間違いはないのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 会議規則の 11 ページ。委員外議員の発言で 68 条というのがある

のですよね。この 68 条で委員会は審査又は調査中に事件について必要があると認めたときは委

員でない議員に対し、その出席を求めて、説明又は意見を聞くことができると書いているので

す。意見を聞くことができると書いています。２番目委員会か委員ではない議員から発言の申

し出があったときは、その拒否を決めると、こうなっています。ですから、委員会に諮って委

員外議員の方が必要に応じて発言をしていただくのは構いませんかというように諮れば、これ
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は聞くことができるというふうになっているわけです。ですから、これに基づいて私が委員長

のときは委員外議員の方に発言をしていただくということをしたのだというふうに、私はそう

いう記憶をしております。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も当初、大渕副委員長が委員長さんだったときに、やはりここに基

準を設けまして、ここに印入っていますけども、こういうことで委員外議員からの発言も許可

したいと思いますけれども、いかかでしょうかという形で確か議会運営委員会の場で皆さんに

お諮りして、そして発言できるようになった経過があったと思うのです。そういうふうにしな

ければだめなのか、それともそれでなかったら、こちらのほうの運営基準のほうをちょっと発

言は原則として認めずというところは、むしろ外してしまったほうがすっきりするのかなと思

いながらいたのですけれど、その辺はいかがなのでしょう。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  会議規則のほうは、皆さんで議決するから基本的な決まりなの

です。ただ、運営基準というのは、皆さんの合意で決めていくルールだから、関係から言えば、

会議規則のほうが規定上は正しいのですけど、関係から言うとこっちが一般的なルールなので

す。だから、特別議運だとかにかかわらない委員会も委員外議員なのです。総務であろうが、

産業厚生であろうが、特別委員会であるという一般的な規定なのです。だから、議会運営委員

会の取り決めとして、こういうふうに決めていれば、こっちが特別法の関係があって、基本的

にはこっちが優先されなければならないのです、個別に決めているから。ですから、今言われ

ているように、大渕副委員長の解釈で当時やられていたのかもしれませんけど、基本的にはこ

の原則を解釈上やって、やったとしか判断できないです。それが言われているように、発言を

ある程度許そうということになれば、やっぱりこれを変えなければだめなのです。ここの部分

を変えなければならない。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここで僕が一番大切だなと思うのは、今言われていることは自由

討議含めて非常に大切なことなのです。ですから、私は原則論としては、会議では発言を認め

るという立場にずっと立っていました。  

もう一つは、やはり議会ですから、この後いろんな問題が起こらないというふうにしなくて

はいけないと思うのですよ。それは何もこれに縛られるという意味ではないです。そうではな

くて、私は今誤解して聞いていただきたくないのだけど、要するに広報広聴小委員会というの

がありますよね。全員常任委員なのです。しかし、その中に小委員会を設けているわけですよ。

そうすると、その小委員会のメンバーというのが議会運営委員会でない方々がなっているわけ

ですよね。そういう形になっているのですよ。これは決め方ですから、どう決めるか、これか

らまだ私は皆さんと勉強しながら議論すべきだと思うのだけれども、そこには入っているわけ

ですよ。では、ここにいる議会運営委員会のメンバーが小委員会に行って、意見自由に言わせ

てくださいというふうになりますよね。ここの議会運営委員会のメンバーでない方々、要する
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に会派に入っていらっしゃらない方々は、全部小委員会に入るわけですよ。小委員会で議論し

ていますよね。会派に入っている者が正式な委員です。そうすると、会派に入っている我々が、

小委員会に行って自由に発言ができますかということを言っているのです。同じ条件でしょう、

それは。そういう矛盾が起きているのですよ。 

逆に言えば、会派を壊していくことになるということなのです、今の議論は。どうしてかと

いうと、会派に入らなかったら、両方の委員会に行って、自由に発言ができるけど、会派に入

っている人が自由に発言できないと、逆に自由に発言できないということが起こるのです。そ

うですよね。だって、無会派の方々は両方の委員会に出て、自由に発言ができるわけですから。

広報広聴小委員会と議会運営委員会に。しかし、議会運営委員会の皆様方、今のメンバーの皆

様方は、小委員会に行って自由に発言ができますか。できませんよね、それは。必要に応じて

呼ばれて、小委員会の小委員長かわかりませんけども呼ばれて、そこでぜひ発言してください

と言われない限り発言できないわけです、小委員会では。一人会派になった方は、両方に出て

どんどん発言できるけれども、一人会派でない方、会派を構成している人たちは、片一方の委

員会でしか発言できないのですよ。そういう矛盾をどうやって解決するかということは、私は

これから必ず公平の原則からいったら出てきますよ、これは。いいとか悪いとか、発言を封じ

るとか封じないとか、そういうけちなことを僕は言っているのではないです。議会って、やっ

ぱりそういうきちっとしたルールをつくるのであれば、そういうルールをつくっていかなくて

はいけないのではないのかなと思うのです。小会派の方々が一番発言できて、大きな会派の方々

ができないということ自体が矛盾とは思いませんかということなのです、私が言っているのは。 

そうであれば私も小会派になって、一人会派になって、議会運営委員会にオブザーバーで来

て、自由に発言をして、小委員会へ行って自由に発言して、採決に加わるということができる

わけですから。私が会派を離脱すれば。皆さん、会派離脱したら会派がなくなるわけです。全

員でやらなくてはだめになりますよね。議会運営委員会もそうなってしまうでしょう。理論的

に言うとそうなってしまうのですよ。だから、そこのところの矛盾は、やっぱり私は解決をち

ゃんとしておかないと後で、今は例えば今回はあと３年何カ月間認めたにしても、この後問題

が起きてきませんかという定義だけは、私はしておきたいし、この間から言っているのはその

ことを言っているのです。だから、だめだとか言っているのではないですよ、違いますよ。そ

この整理はこの中できちっとすべきではないかと。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 皆さんのおっしゃっていることは十分承知の上で、実はこういう提起

をしているわけです。今、委員外議員、委員外議員とおっしゃっていますけども、例えば私の

今、総務文教常任委員会でありますと、先般全員による委員会を開かせていただきました。そ

のときに委員長の判断で、当然出席していただくという、皆さん一人一人に 16 名に案内差し上

げていますよね。その参加の元でこの議題は大変重要だと、それであれば委員外議員の皆さん

からも十分な意見を出していただきたいと、こういう思いで委員会を開催させていただいてい

ます。やり方によっては今、副委員長の言われたとおりに全くそのとおりだと思います。これ
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は十分承知して、実は提起させていただいているのですけども、であるならば、そういう扱い

方も十分できるのではないかと、こういうことで今回の５の１の問題については提起させてい

ただいたわけであります。十分そのことについては承知しております。問題があるということ

についても、十分承知しているのですけども、何らかの方法はないものかということで、提起

させていただいたわけであります。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 意見言われるのは、私はいくら言われても構わないと思います。

ただ、私はそういう矛盾を議論しないで、きちっとしないでやると、今やることはいいかもし

れませんけども、この後、我々が議員でなくなったときに、なぜこんなことになっているのか

と。では、みんな一人会派でやればいいのではないかとならないですかと、そういう矛盾を議

会みずからがつくっていいのかということなのです。 

議会というのは、ルールがあってやっていることですから、全部縛るなんてこと言っている

わけではないです。だけど、そこの矛盾はちゃんと議論して、どうするかということを解決し

ないと、では、一人会派がいいから、今決めたばかりの会派の必要性があるという中で、会派

壊していくことになるでしょう、明らかに。なりますよね、だって一人会派になれば全部両方

出られるわけだから。そういう方が出てくる可能性がありますよね、十分。両方意見言えるの

だから、どんどん会派離脱していくよと、そういうことになったら困りますから、私はそこの

整理を先にすべきではないのかということなのです。そういう議論をちゃんとして、そしてそ

れで一致する部分はきちっとつくっていかないと、私はやっぱり議会として見たときに、違っ

た形の議会になっていってしまうのではないかなという、懸念がすごくするのですよ。ですか

らそこは、意見は言われるのは構わないのだけど、そこの矛盾をどう考えるのか、どう解決す

るのかということがなくて、置いておく問題なのかどうかというあたり、やっぱりきちっと議

論していただきたいなと私は思います、そこは。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） そのとおりなのです。ただ、この今、白老町議会は 16 名の中で、会派

制度で進めておりますね。万が一、ここでたまたま先般、一議員が無会派の、会派から離れま

して、今二人体制になりました。これが例えば４人出たとか、５人この中で会派のない方々が

出たとなると、どんな運営の仕方をするのだろうと。こういう率直な疑問も、実はあるわけで

す。そういうようなことからすると、本当に、例えば３人、４人と出たときに、そのときに考

えればいいやということなのか、どういうふうに運営していったらいいのだろうかと疑問を持

ちませんか、皆さん、その辺が。自分たちは絶対固定した会派だから、それは絶対しませんよ

という、そんなことでいいのかなと。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そうなったら、この会議規則どおりにやるだけです。会議規則ど

おりにやれば何も問題は起きません。議会運営委員会を会派から選出の方々から決めて、委員

外議員の方は発言できないというふうになりますし、そういうふうにこのままやれば、何も問
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題はないのですよ。何も矛盾起こりませんよ。だから、会議規則はあるのです。だから、僕は

そういう会議規則があると、それは縛るものであってはならないのだけれども、実際あるわけ

で、そのとおりやれば何も問題なんて矛盾は起きない。だけど、それを広げてなるべく多くの

方の意見を聞きましょうということでやっているわけです我々は、事実そうです。ですから、

そういうことを考慮すれば矛盾が出てくるわけですよ。その矛盾を解決する手だてをちゃんと

考えた上で、私は要求したり議論したりしないとだめなのではないですかと言っているのです

よ。そういう意味ですよ。ですから、何も最後になったら私はだめだと思っています。委員外

議員発言もだめだと思っていますから。だけど、結果として５人なら５人無会派の人が出たら、

それはこの会議規則どおりにやるしかないですよ。そうすれば、何も矛盾は起きないで、議会

運営はいくらでもできるのです。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 古い議員さん、副委員長さんも当然ご存知だと思いますけども、昔は

10 人会派というのがございましたね。これも圧倒的に約半数の会派が出ているわけですね。当

然その会派から割り当てですから、10 人の中から 3 人とか 4 人とか出てくるわけですけども、

本当にその形でやむを得ないのか、その辺の議論も実は出てきたものだから、規則どおりにや

れば何もできないことはないのですけど、率直な疑問をずっと持っているものですから、問題

提起させていただいたのですけども。皆さんの大体考え方わかりましたので・・・。  

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけども、この件については、前の項目に関係してきま

すけども、会派制度いかがなものかという意見もうちの中で出たという話もしたと思うのです

けども、もし委員外議員と会派の皆様と入っている人たちと、全く同条件だとすれば、うちの

会派からは多分、それだった会派制度そのものは崩壊してしまうのではないかという意見にな

って、会派制度いらないなという話に発展していきます、私どもの会派は。ですから、そこま

で踏み込まなくても、今までのルールでは原則として発言は認めないことになっておりますけ

れども、前委員長からの流れで、そのような形で踏襲させていただいておりますので、私は何

も問題ないのかなというふうに思います。新政クラブさん、ご意見。今までご意見出ています

ので。 

○委員（近藤 守君） 私は、思い切って運営基準どおり、あくまでいろいろな問題が出るの

であれば、規則どおりにしてしまったほうがいいのかなというふうな感じでいます。やはり、

そうであれば、そういうこともなく、余計なあれをする必要はないというふうに思っています

ので、規則どおりにやったほうがいいのかなというように思っています。  

○委員長（山本浩平君）  そういうようなご意見もありました。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 運営上の原則論の解釈の仕方で、原則と書いている以上は、もう一つ

の考え方も当然許される部分だと思って、原則という言葉が書いてあると思うのです。できな

いのであれば、できないと書けばいいのですよ。ただ、原則できないということは、必要に応

じて意見を求められるということで受け取られる部分だってあるわけです。文言の解釈の仕方

で、その日その日の委員長の考え方の中で判断されればいいのではないかと、僕は思います。
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そこを完全に変えてしまう。もし、原則というものを外すのであれば、できるのかできないの

かということでもって決めるしかないと思いますし。でもそれをできるということにしてしま

うと、それこそ今言われたとおり、会派制度のあり方自体が変わってしまうのではないかと思

いますので、この原則論の解釈の仕方で、僕は押さえておいたほうがいいような気はします。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 十分、そういう疑問を持っていたものですから、提起されただけの話

でございまして、どうも状況を議論していっても、どうしても不都合が出てしまうわけですね。

であるならば、今までどおりの原則論で取り扱う方法しかないかなと。いずれにしても、会派

制が非常に疑問に思っていた部分があった中での提起でしたから、そういう部分では理解をい

たします。もう一つ、先ほど副委員長おっしゃっていましたように、前議会運営委員会がそう

いうふうに形にしているということではないです。私の議会運営委員長のときも当然そういう

形で進めておりましたということで、加えさせていただきます。 

○委員長（山本浩平君）  申し訳ありませんでした。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これ、解釈上なのですけど、議会運営委員会の法制化に伴う委

員外議員に関する調べというのがありまして、前の局長がつくったやつだと思いますけど、こ

の中で今運用していますよね、副議長、代理出席、一人会派と運用しているのですけど、特に

小会派、一人会派の議員については委員外議員になじまないとして出席を求めないよりも、委

員外議員としての弾力的な解釈には出席を求めた方が議会運営上にはプラスになるという書き

方なのです。ですから、発言という以前ではなく、議会運営上情報が伝わっているほうが好ま

しいという考え方なのです。発言のことを言っている意味ではないのです。ただその中で副議

長は、議長が事故あるときに代理を兼ねる部分ですから、発言を許しているということなので

す。そのために議運の中に入っているということなのです。ですから、これは法制化に伴うで

すから、３年ぐらいにつくったやつではないかという気はしますけど。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど、清風クラブさんからも今の議会運営委員会での議論の中で、

広報広聴委員会の小委員会と表裏一体となっている部分もあるということで、今ルールをここ

で大幅に変えるというのは、実際は難しいというようなことも認識していただいたということ

で、この件についてはこれまでにしたいと思いますけども、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、最後になりますけど。そして最後に通年議会のことを議

論したいと思います。議長副議長の会派離脱。この件に関しましても清風クラブさんからの提

案でございまして、前回協議いたしましたけれども、各ほかの会派の人たちは会派を離脱する

必要はないのではないかという意見でございました。改めて議論を各会派でされたと思います。

どうぞ。 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） うちの会派では、かなりクエスチョンマークなのです。ただ、会

派の人数が極めて少ないために、離脱した場合どうなるのかというのは、本当に困っているの

ですよ。原則論で言えば、会派を外れるというのは原則なのです。正副議長というのは、公平
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な立場に立つという意味で、それで会派から離脱するわけですから。それは当たり前のことな

のです。ただ、二人会派のところが副議長で一人外れてしまったら、会派構成にならないので

す。そういうことをどう考えればいいのかという、そこがちょっと本当に困っているのです。

だから、率直に言えばそういうことなのです。ですから、積極的に離脱に反対したとかではな

くて、運営上これ以上やり方があるのかというようなことなのです。そういうことで、離脱し

て一人会派になったらどうなるのだろうというふうな疑問になってしまうものだから。ちょっ

と何かおかしくなってしまうでしょう。議運も認めないということになりますよね、一人会派

だから。そういうふうになっていったら白老の議会どうなってしまうのかなというようなこと

で、ちょっと疑問符を打った中での、しょうがないかなというようなあたりなのです。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、副委員長言われたことは、会派の中でも十分議論いたしました。

正副議長というのは、16 名の正副議長であるわけです。そういうことからすると、当然中立公

平な議会運営をするというような意味合いからすると、十分このあたりの努力を惜しんではい

けないと。であるならば、声高のほうに傾いたり、数の仕方でいくという、議会運営について

非常に厳に慎むという方向で 16 名の議員が、少なくともこの議会運営に当たっては、同じ道を

進むという、きちっとした考え方で進むということからして、十分な役割を果たしていただき

たいと、こういうことであるならば、先ほど副委員長が言われたような、二人会派の中で例え

ば会派離脱すれば一人ではないかと、これは十分今回の会派の中で議論をいたしました。当然、

無会派という形になってしまうわけですから、このあたりのことは非常に厳しいなということ

からすると、私が先ほど申し上げた十分役割を果たせるということであるならば、このことに

ついてもこの限りでないということになっていくしかないなというのは、実は会派の中での議

論でございました。 

○委員長（山本浩平君）  議長、何かコメントがあればお願いしたいと思います。議長。  

○議長（堀部登志雄君）  今、いろいろお話ありました、議長、副議長というのは、あくまで

も中立公平だということで、私どももそういうつもりで今やっております。議長、副議長が独

断専行ですべて何でもやるということではなく、議会運営委員会初め、各常任委員会それぞれ

各議員のいろんな思いはそのままいい悪いということではないのです。そういうような思いで

やるのは、あくまでも中立公平には扱ってきているつもりです。ただ、それが全部言葉尻をと

らまえてお話しするわけではないですけども、今、及川委員から言われたように、何でも全部、

全員が一致しなければそれはやるべきではないという形がございましたけども、それが大原則

であります。やはり、それは議会の代表として中立的にやるためには皆さんが合意したもので

あるというぐあいには、それは大原則で思います。しかしながら皆さんの中で、民主主義の原

則の中でどうしてもどちらかに行かなければだめなときに、どちらか一方にまとまらないとい

うよなときは、それは皆さんの多数決の原則、皆さんの思いの原則に従ってそう進むべきだと

なれば、それは議長としてだめだということになる場合もあるし、ならない場合もあるのだな

というぐあいに、その辺は一つ理解していただきたいと思います。だけど、大原則は、今言わ
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れたように、公平中立で皆さんが全員一致して、こう進むべきだ、こうやるべきだということ

については、そのとおりやはり忠実にやっていきたいなというぐあいには、やるべきだし、や

っていきたいと思っております。だから、会派に入っていようが、入っていなかろうが、それ

はそういうつうもりでやっていますけども、そういうことです。離脱しなくてもいいのかなと

思いますけども。どうしてもしなければだめだというのであれば、皆さんがすべきだとなれば、

私はそれに従いますけども、私個人としては、自分が議長としてやっている中で、会派に入っ

ているから、すべて会派の言うとおり何でもやるという思いもありませんし、あくまでも中立

公平が第１番です。そういう思いです。  

○委員長（山本浩平君）  先ほど、清風さんからも考え方をいろいろ聞かせていただきました

ので、押さえとしてはこれぐらいでよろしいのかなと思います。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、最後でございますけども、その前に１点ございました。

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） きょう、資料４と５を新たに配らせていただきましたので、そ

れを見ていただきたいと思います。前回の協議の中で、戻りますけど政策研究会と専門的知見

の活用の関係で、基本的には皆さんおおむね必要性があるということでいいのではないかと。

政策研究会はほぼ公的な部分でと。専門的知見は条例明記が必要だろうと、おおむねそういう

ふうに受け止めました。それで、事務局からある程度原案を出せないかということでございま

したので、急遽こういうものぐらいにしかならないのかなということでつくってみました。こ

れは、条例体系の中に組み込むということで、もう押さえておりますけど、一つは調査機関の

設置ということで、ここに専門的知見を活用する規定をしたいと。議会は町政の課題に関する

審査又は調査のため必要があると認めるときは、議決により学識経験を有する者等で構成する

調査機関を設置することができる。２項目としては、議会は必要があると認めるときは、前項

の調査機関に議員を構成員に加えることができる。３項として、第１項の調査機関に関し、必

要な事項は議長が別に定めると。これは、条例体系には盛り込まないのですけども、別に定め

るという規定にしてはどうかということです。 

もう一つ、政策研究会は公的なものにしたほうがいいだろうということが大体おおむねの意

見でございましたので、こういう表現で規定してはどうかなと思っています。議会は町政の課

題に関する調査、研究のため必要があると認めるときは、目的を明らかにした上で議決により、

議員で構成する政策研究会を設置することができると。これであれば条例体系というか、議会

の法体系にきちっと明示できますので、やり方は別にしてもいつでも起こすことが可能なのか

なと思います。 

もう一つ、合わせて次の裏のページを見ていただきたいのですが、今、事務局で考えている

のは、議会の法律体系を変えて整備をしたいということです。左のほうが現行の体制で、右側

が今後目指そうとする法律体系なのですが、これは 2002 年９月に横須賀市でこのような体系に

議会の条例体系を変えているのです。ですから、ここで目立つのは会議条例ということなので



 45 

すが、これはその当時 2002 年のとき、今は議会の基本条例というのをどこでもつくるようにな

りましたけれど、ここの横須賀市の規定が議会の基本条例というか、そういうような体系では

ないかと言われているのです。うちは、自治基本条例は町の一体化していますので、こういう

体系に直して今、議会改革で進めようとしているものは、ルールとして体系の中に盛り込んで

いく、このようにしたほうがわかりやすいのではないかということです。  

それで一つは、今までの条例体系というのは、会議規則と委員会条例と傍聴規則があるだけ

でございまして、会議規則の中に委員会規定が混同して一部設けられているのですね。基本的

に会議規則の規定のものは、委員会の規定には該当しないのですよ。本会議の規定をしていま

すので、委員会の規定には該当しないと。委員会の一部規定だけが適用になるということなの

です。ですから、これを逆に言うと、委員会は委員会条例を持っていて、運用規則を持っては

いないのです。規則、要するに運営の規則上のものは持っていないということでございます。

ですからこれを改めまして、会議、要するに本会議に対応する条例体系と委員会に関連する条

例体系に改めていきたいということでございます。会議条例の中に何を盛り込むかというと、

議会の基本的事項はすべて会議条例の中に盛り込んでいこうということです。今、議員定数で

すとか、定例会の回数、町の専決処分については、別の条例で定めております。それを一つの

会議条例の中に組み込むということで、１から書いて６、その他の事項含めて７項目を会議規

則でもって、今の会議規則の中の委員会規定を委員会条例のほうに持って行って、委員会条例

では基本的な事項を定め、運営基準、運営事項は規則で規定してはどうかと。そうしますと、

本会議の規定と委員会の規定が割りとわかりやすくなるだろうと。その中に議会改革で、要す

るにルール化の規定を組み込んでいこうということで、ちょっと時間要しますけど、組み替え

ていきたいなという考え方で、ちょっと提案させてもらいたいと思います。 

この中で、会議条例で今言いましたような調査機関の設置ですとか、政策研究会の設置を明

示していくと。会議規則の中で、先ほど議論いただきました自由討議、反問の関係。それとま

だルール化されていませんけど、一問一答方式、試行でずっときていますから、質問席の規定

を規則の中でしていきたいということです。委員会条例の中には、先ほども議論していただい

たとおり、移動常任委員会の規定、自由討議による運営、原則、こういうものを委員会条例に

定めまして、細部規定は規則にゆだねると。先ほども言いましたように、会議規則に定めてい

る事項は委員会には該当しませんので、委員会でもある程度、会議規則にのっとったものは明

示していかなくてはいけないということでございます。こういうような形で議会の法体系を直

していきたいなと思っています。それとその下に議会運営基準という形で体系としていますが、

これは議会運営基準と載っていますが、従来は例規に載せていなかったのです。要するに議会

だけで通用するだけでございますので、これを体系的にきちっと整備して、例規に載せて、法

体系ですべて定めていくという形に直していきたいと。合わせてご説明いたしました。 

○委員長（山本浩平君）  これは持ち帰って、各会派で議論していただきたいと思いますけど

も、今の説明で何か質問。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 資料５の説明で、今後の目指すべき条例のほうなのですけども、ここ
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で委員会条例を会議条例というふうになっているのですけど、今までは会議条例というのはな

くて、会議規則だけになっていますよね。というのは、今までの会議条例というのは、何を基

準にして、この会議規則ができていたのか、これを一つお伺いしたいと思います。それと、会

議規則と会議条例をこうやって見たら、会議条例の上になっていますけれども、条例をつくる

ということになりましたら、これから先、議会として条例案を提案していくということになる

のでしょうか。その２点をお伺いさせてください。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  昔の体系ですけど、昔は先ほど言いましたように、会議規則と

委員会条例と傍聴規則しかないのです。これは長い間、全国町村議長会が示している準則にの

っとって、他の自治体も決めてきてあるのです。ですから、この準則上は会議規則条例しか持

っていないのですよ。というのは自治法の中で、法律で議会の会議規則を定めなさいという規

定がありまして、会議規則は議決も取っていますし、公告もしていますし、条例と同じような

体系なのです。ただ、新しい体系にしたとしても、どれをいじるにしても議会の事項ですから、

当然相対的に議決がいるだろうという解釈をしています。ただし、議会運営基準については、

この運用方法でございますので、これは議運で議決を取って議長が定めていくというような方

向になろうかと。いずれにしても、上の会議条例、会議規則、傍聴規則、委員会条例、委員会

規則を変更するときは、いずれにしても議会の議決事項ですから、どの事項を変えるにしても、

議決事項は必要だということになります。ただ名称上、会議条例、規則としているだけでござ

いまして、会議条例で基本的事項を定めて、運営規定を規則に定めるということでございます。

例えば委員会条例であれば、委員会の数ですとか、委員長の選出の方法ですとか、先ほど言っ

た移動委員会、連合審査会、分科会の請求、そういうものを盛り込んで、後の部分については

規則にゆだねると、規則のほうに規定するということになろうかなと。イメージとしてはその

ような形でございます。これは、この条例体系をつくるということは、準則を頼らないという

ことです、今後。全道議長会から示されてくるものと合致しませんので、使えなくなるという

ことですから、独自で決めていかないと。ただ変わったものは、一部分は部分部分で変えてい

くことは、法律に基づいて変えないといけないことは出てきますけど。今あるのは、すべて準

則なのです。準則ということは、僕らで言うと、国がこういうふうにつくりなさいと示してく

るのです。そのとおりにつくっているのです、自治体も。横須賀市も目指したところは、分権

時代に対応していく、準則を頼らない条例ということになります。ただ、今議会改革に伴って、

ルール化していくものを盛り込んでいけば、当然準則とは変わってくるのです。準則どおりで

はなくなっていくということなのです。  

○委員長（山本浩平君） ほか。何かお尋ねしたいことがあれば、ここで。 

〔「持ち帰りましょう」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） 持ち帰りにします。では、この内容については、検討いただきたい

と思います。それでは、通年議会の件につきまして、一定の方向性を本当は出したいというふ

うな気持ちでいるわけでございます。ことしの６月を迎えますと、約１年間の試行期間という
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ことでございます。試行した中で、大きな何か問題点というのはなかったようにも思います。

また、通年議会を行うにあたって、町側との専決処分の問題も、これは何度も議論した中で、

これもクリアされております。そういった中で、本格実施を６月に行うか、それともまだ試行

を続けていくかということでございますけれども、再度各会派で持ち帰って、いろいろと議論

深めていただいたと、このように思っておりますので、なるべくならきょうの４月 30 日の議運

の中で一定の方向性を出せればいいなというように考えております。どうぞ、ご意見を出して

いただければと思います。新政クラブ、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私どもは当初から即実行すべきということできておりますので、やれ

るのであれば６月から実行すべしというように思っております。             

○委員長（山本浩平君）  土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。私たちの会派も、今までこの１年間深く論議をしながら

進めてきた中で、やっぱり６月の議会からきちっと取り入れるべきだということは、意見は一

致しております。  

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。  

○委員（氏家裕治君） まず、通年議会については、今までどおり本格実施にしていくべきだ

と。６月の定例会をもって、本格実施に踏み切るべきと思っています。前にもいろんな議論の

中で、この通年議会によって、今まで以上に議会としての拘束がされて、報酬等の問題も出て

いましたけども、それは置いておいて、そのために拘束される時間の有効利用していくという

形の中での、先ほど出ていた夜間議会。夜間の時間を有効に使っていくべきであろうというこ

とが、一つの通年議会の部分に反映されるのであれば、本当にやぶさかでないと思いますし、

その辺が一つの歩み寄る１点なのかなと思いますし、ぜひそういったものが理解していただけ

れば、１日も早い通年議会の実施に踏み切っていただきたいと、そう思っています。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけれども、これも何度も議論をした中で、やはり大き

な問題はないので、これは公務災害等も適用されるという非常に町にとってのメリットは少な

い、ほとんどないということですけれども、議会とってのメリットは最大限あると思いますの

で、やはり６月に本格実施すべきという考えでございます。それで、清風さんから、前回、前々

回とご意見として出されていた中で、いわゆる議員の身分保障について、やはり通年議会とい

うことで町民から見ても 365 日拘束されることではないにしろ、そのような通年議会という名

前を使えば、そのように見られてもやぶさかでない状況にもなるし、また委員会等の所管事務

調査。これはいろいろな問題が起きたときは即座に対応することですから、確かに出動する機

会は多くなる。これは事実だと思います。私どもの会派も問題は別なのですけれども、議員の

身分保障と申しますか、白老町議会は本当によその議会から比べても登板する機会も多いです

し、ほかの市議会から比べても、それ以上の活動をしていると思います。これは、今の財政状

況ですとか、そういった総合的なことを考えると、今すぐはどうすることもできないかもしれ

ませんけれども、これはやはりある意味一体となって近い将来に向けては議会として、別の問

題として、これはやはり行動を起こしていかなければ若い人たちが挑戦する、そういう議会に
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なりませんので、私は議会の形骸化にもつながっていくと思いますので、ある意味では清風ク

ラブさんの出された問題提起に関しましてはそのとおりだなと、このように感じているわけで

ございます。ですから、通年議会の問題とは、また別な問題ですけども、これはこれで忘れる

ことなく、やはり議会改革の中で、やはり忘れずにやっていくべきではないのかなというふう

に考えております。以上です。清風クラブさん。  

○委員（及川 保君） 清風クラブは一貫してきょうまで、通年にあたっては試行で、今現在

実施しております試行で進めるべきだという意見を申し上げてまいりした。中身としては委員

長が申し上げられたような中身でございます。やっぱり大きな問題は、我々の務めは今、委員

長が申し上げたような、この４年間の白老町議会の委員会のあり方というのは、将来の町議会

のあり方をきちっと下地をつくっていくものだというふうに、基本的なものだと考えます。で

あるならば、このことについては、切れ間なく議論をしていくべきだろうと。しかし、通年と

いう乗り移った段階で、そういう形が本当に取れるだろうかと。この通年によって、本格実施

によって、町民の受ける考え方というのは、だいたい状況はわかるわけです。これは先ほど言

われたように 365 日、職員と同じような状況に多分なっていくだろうと。であるならば、その

説明を町民に我々がするという前提がありました、随分前の議運の中で。もしそういうことが

町民の中から出たのであれば、当然今までと同じですよと。考え方は何も変わっていないのだ

と、こういう説明をすればいいではないかと、こういう説明が実はなされているわけです。そ

れを、私たちはうのみにして本当にいいのかと。それだけでこの通年に乗り移っていいのかと。

きちっとしたものを、順序立てて説明できるようなものでなければ、町民は通年で常に議会が

開かれている状況なわけですから、おかしいのではないのとなり兼ねない状況をそのままにし

た中で、この通年にはやはり乗り移るべきではないという、本格実施に乗り移るべきではない

という考えでございます。 

○委員長（山本浩平君）  それにつきましては、通年議会と広報広聴常任委員会に設置という

のがあると思うのですけれども、これはあくまでも定数削減、20 名から 16 名に削減したとき

の条例が可決したときに、付帯要件の中にあったのです。通年議会というのと広報広聴常任委

員会をやることによって、チェック機能を低下させないと。より議会として、活発な活動を行

おうということがうたわれていたのも事実でありまして。そんな中で、私はそういった町民に

対する説明も、議員個人個人も行わなければならない機会も結構あると思いますけれども、広

報広聴常任委員会で、これは十分説明もできると思いますし、町民の前に出てそれもできると

思いますし、いわゆる広報等でも誤解を招かないような形でのお知らせはできるのではないの

かなと、このように思いますが、いかがでしょうか。及川委員。 

○委員（及川 保君） そういう方法で町民に周知し理解をしていただくということであれば、

方法としてはできるのでありますけども、今の通年という議会のあり方については、私どもは

悪いというふうには、実は思っていないのです。しかしながら、今のそれぞれの議員の身分等々

考えたときには十分な説明ができる、ただ今までと変わりませんよというような中身として周

知、広報はしたとしても、本当に理解は得られるかと疑問を持っているのです。それが払拭で
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きないわけです。それが払拭できるような形で、本当に説明を正副議長なり説明いただいたの

であればわかるのですけども、今まで何の正副議長含めてアプローチもないわけです。十分議

会運営の中で議論したということであれば、それはそれでいいのでしょうけれども、このあた

りが非常になかなか疑問が解けないという状況なのであります。であるならば、確かに広報広

聴常任委員会を設置しましたけれども、これは試行で何か問題があるのかという、逆に試行で

いったときに広報広聴というのは問題が出てくるのかなと。ここあたりは、説明はどうですか。

試行では無理だということになるのですか。  

○委員長（山本浩平君）  試行で無理とか無理でないとかいうのではなくて、要は試行を行っ

てから６月で丸々１年間ということですよね。この試行を行ってきて、大きな問題点はなかっ

たと思うのですよ。それで、もう本格実施すべきではないかというのがほかの会派の皆様方の

議論なのです。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。私も今申し上げましたように、この通年が問題があるとい

う、議会運営上問題があるとは一言も申し上げていません。ただ通年の試行にあたっても、進

めていく過程にあっても問題があったかということなのです。議会運営上は非常に問題なくこ

の１年間進めて参りました。ところが先ほど来申し上げている議員としても、将来の議会の議

員としての身分も含めた中で定数削減、報酬、これは以前に副委員長のほうから全く別問題だ

というお話もありましたけど、私はそういうふうにとらえていないものがありまして、この通

年議会を本格実施にあたっては、やっぱりその辺についてもきちっと決めておかないと、今こ

れから委員長は議論していかなければいけないとおっしゃっていますから、当然このことにつ

いても今後議論はしていくというふうにとらえましたけども、議会運営をしていく中での問題

としては、この通年には特に見当たらなかったと。ただ、ポーズと言ってしまえば語弊はある

のかもしれませんけども、何か白老町議会がイの一番にこの通年をやらなければいけないとい

う、そういった意味合いの中で一生懸命頑張っているふうにしか思えないものですから、その

ことが非常に疑問でありまして、試行でいかがかという考え方で話し合われてはおります。 

○委員長（山本浩平君）  ほかの方、どうでしょうか。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 私は今言われましたように、ポーズというか何というか、そうい

う議論もされましたけれども、実質、産業厚生常任委員会にいまして、実際にここにも産業厚

生常任委員会のメンバーがいらっしゃいましたけども、所管事務調査でやられていなかったも

のが、実際に取り上げてそこでやったと。僕は今までずっと一貫して、去年からそうですけど

も、通年議会を取り上げてからずっと一貫しているのは、そこが改善されるのですと。それ以

外のことはこれからもあるかもしれません。しかし現段階では、そこが改善されるのですと。

それがチェック機能を上げる最大の武器になるのですということを言ってまいりました。実際

に産業厚生常任委員会で所管事務調査に取り上げて視察に行った。行って帰ってきたら、なる

ほど違うと。こうやって自由に取り上げられるというのは、素晴らしいということだというふ

うに産業厚生常任委員のメンバーの方はほとんど言ってらっしゃいました。本当にこうやって

行ってみたらそうだったねという話がバスの中でも議論されました。僕はそれ以上のことを、
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定数が減る中で、チェック機能を上げるということで、仕事が増えるわけですから、それ以上

のことは、私は望んでいなかったのです。これからの改善の中でいろいろなことが出てくるで

しょう。それはそのときに議論すればいいと思うのですけども。私はこのことが通年議会の最

大のメリットだというふうにずっと言ってまいりましたし、同じ主張です。ですから、そうい

うことで言えば、そこのところが現実問題として産業厚生常任委員会で行った方々、そのこと

をわかっていらっしゃると思うのですよ。ですから私はぜひ、これはやるべきではないのかな

というふうに、うちの会派でまとまっているのはそういうことだけで、あとは何もないです。

そこが議論の出発点でもあり、事実そこから出発したというのは、どなたも皆さん認めていら

っしゃることですから。現実的に、常任委員会がそういう形でできるということですから、そ

こが最大のメリットだと思っていますから、そういうことで進めるべきだということでありま

す。それだけです。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、どうでしょうか。議長。 

○議長（堀部登志雄君）  前に議長はどう思っているという前段に、かなり前に委員の方から

質問されて、ぜひやるべきでないかと。一応個人としての考えということで、この間申し上げ

たところでございますが、特に通年議会１年間、少なくとも昨年１年間は通年議会についてい

ろいろと改選前含めて議論してきました。それで、昨年の６月から何か問題点がないかという

ことで、試行という形で１年間やってきた中で、特にデメリットというのはあまり見当たらな

かったなと。メリットとしては、先ほど副委員長から言われた問題もありますし、今回の財政

改革プログラム。途中で特別委員会を設置したい云々という話が出ても、やはり議会が主導的

に議会をすぐ再開して、特別委員会を設置したという形で、即対応の早さも通年議会を試行し

ているから、そういう形になってきたのだなと。何とか時間がない中にも全員で取り組むこと

ができると、こういうのも通年議会にしておくと非常にメリットあることだなと、これから何

が起きるかわかりませんけれども、そういう中からすると、試行どっちが先かということにな

りますけど、試行で何が問題あるという意見と、それではそれを本格実施して逆に何が問題あ

ると。試行試行でいくのがいいのか、試行で問題がなければ通年でそのままやっていけばいい

のではないかと。これはお互いそれぞれの考え方があろうかと思いますけど、私は別に今まで

１年間試行をやってきて、特に問題なく議会のほうが主導権を持って、ある程度諸問題に対応

できるというような形からいくと、通年でやっても何ら問題はないのではないかなという、そ

んなような思いです。できるだけ、こういうことですから、前にも申しましたように、できる

だけ全員一致でやっていただきたいなという思いと、それからここで果たして１年以上も試行

試行といくのが本当に現実的なのか。今までいろんな問題、議会改革でやっていますけども、

何とか試行で何年もやってきて、ここできちっと規則化しようという形で今回いろんなことで

進んでいますから、試行というのはあまり長くしないで、ある程度試行したらできるものなら

本格実施する、できないものは元へ戻すというような形も必要ではないのかなということで、

通年議会の試行については私自身も１年くらい試行したので、問題がなければ本格実施してい

くべきではないかなというぐあいに思っております。 
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それと、それに伴っていろんな身分や何かの問題。例えば議員定数の問題もありますけども、

これらは議会改革の中で、これと平行して取り組んでいくことには何ら通年議会が問題になる

わけではないでもないですし、議会改革は平行していろんな問題があれば、この問題を議論す

べきだというのであれば、それはそれで皆さんから提案してもらって、みんなで議論して、議

会としてこうあるべきだと、望ましいというものをやっぱりお互い相談して取り組んでいけば

いいことではないのかなというぐあいに、私は思っております。そういったことで、十分各会

派で議論をしていただいて、できるだけ一致した方向で進めるようにお話し合いを願いたいな

と、そういう思いです。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 何回も申し上げます。この通年というのは、私は制度上、これはこの

議会運営上また議会として役目を果たしていこうということであれば、絶対これはやった方が

いいというふうに、実はこれは毎回申し上げていることなのです。ただ私たちは一貫して申し

上げているのですけども、定数削減、これを今回４名減らしたからこれでいいよと、これで十

分だと、こういうことで進めて行くのであれば、これは絶対いかんと。そしてさらに、きちっ

とした専門職ぐらいの議員活動できるというような状況をつくり上げて、将来的にも新しい議

員さん、若い議員さん、そういう方々が出て来られるような下地をきちっと進めていくような

議論をこれからも続けていくということであるならば、通年議会の試行という話をずっとして

きたのですけれども、本格実施も、この辺のことをきちっと約束を果たしていけるということ

であるならば、通年やむなしという思いでおります。ただもう一度、ここがリミットですか、

委員長。 

○委員長（山本浩平君）  時間的なという意味ですね。  

○委員（及川 保君） ６月から本格実施というような、先ほど来から委員長のお話もありま

したけども。 

○委員長（山本浩平君）  私としては、先ほど議長からも全会派一致が望ましいというお話も

ございましたけれども、私も強行にここで採決をして望むべきものではないというふうには思

っております。しかしながら、例えば議員定数削減、これ議運の中では 20 から 16 にするとき

に、議運の中でも十分議論はしましたけども、決して全会派一致ではなかったわけです。賛成

多数によって 16 名ということで議決されました。そのようなことも過去の議会でも、必ずしも

議運ですべて全会派一致の中で決まったことではないと、動かせなかったかというと、そうで

はなかったわけでございます。これは、やはり民主主義の中で賛成多数であっても、これは進

めていかなければならないというのも、これは一つの民主主義のルールでもありますし、そう

いうジャッジもときにはこれは逆に今ここで議運の委員長をやらせていただいておりますので、

そういうことも必要だなというふうには思っております。しかし原則、何とか話し合いをして、

共通点を見出せることができれば、最後まで最大限の努力はしたいなというふうに考えており

ます。そういう中で、今、及川委員からそういうご意見が出ましたので、また話の過程の中で

議長、副議長からの何の説明もないようなお話もありました。議運の中で十分いろいろ議論は
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されているといっても、やはり何といっても議会改革の大きな問題でございますので、議長の

思いというのも今疑問に思っていらっしゃる会派に対して、その疑問を払拭するための努力と

申しますか、ご尽力をぜひやっていただきたいなと、これは議運の委員長からお願いしたいと、

このように思います。きょうここで採決をとって結論を出すというようなことは避けたいと思

っております。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。私が今、申し上げたように、きょうがタイムリミットかと

申し上げましたけども、小会派の代表として議運に出席しておりますので、次回の会議の中で

責任あるきちっとした対応をすべき努力をしてまいりたいなというふうに考えますので、よろ

しくお取り計らいのほどお願いいたします。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 局長、もし今言われている６月から実施するとしたら、一応会議

日程は決まっておりますよね。それから言うタイムリミットというのは、いつぐらいになりま

すか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ６月定例会から実施させるということであれば、まず定例会を

定める条例を改正しなければならないです。今４回になっていますので、１回に直さなければ

ならないということです。それと、ただし書きをつけなければならないです。解散が 11 月です

から、当然１月ではないですから、解散したときは２回と規定をつけなければならない。そう

なりますと、多分６月１日に施行させないとだめだと思います。ですから、５月 26 日の第１回

の閉めの定例会で議案提案しなければならないということが、タイムリミットだと思います。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。５月 26 日タイムリミットわかりました。議運で決定す

るのは、その 5 月 26 日に臨時会を開く前の議運で決定をしておかなければ間に合わないという

こと。もし６月とすれば間に合わないということになりますね。その議運で決定をしておけば、

逆に言うと５月 26 日の議会のための議運で決定すれば、間に合うという理解でいいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  事務局のほうとしては、可能性として出すという準備はしてお

けると思いますので、23 日 10 時から議運開きますよね。その会議でまとまれば、そこまでま

とまれば間に合うという判断をしております。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） くどくは申し上げませんけども、正副議長の努力はどういうふうな形

であらわされるかということもお聞きしておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  今、清風さんからもご意見が出されましたので、ぜひ正副議長のご

尽力をいただきたいというふうに思いますが。ざっくばらんに申し上げまして、ちょっと長く

なりますけど、改選前のお話をさせていただきたいのですけども、だからこうだよという 

ことで決してありません。改選前のお話なのですが、この通年議会に関しましては、私は当初、

通年議会という名前を聞いたときに大反対でございました。それは理由は先ほど及川委員がお

っしゃったようなことが一番懸念されたわけでございます。通年ということで縛られるような
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議会活動という中では、仕事を持ってやっている人間にとっては、大変これはどちらかの選択

をしなければならないのではないのかなということで悩んだ時期もありました。改選のときの

選挙に出るかどうか、そこまで自分も考えながら、会派で会議を開いて、私どもの新風はこの

件案については慎重でございました。また、新政クラブさんも慎重でございました。しかしな

がら、当初最大会派の町政クラブさんが非常に一番といっていいくらい積極的なお話をされて

おりました。そして、共産党さん、公明党さんも賛成と。また無会派の当時の２名の方も賛成

ということで、そういう中ではほぼ流れが決まったということで、逆に私は当時の会派の代表

であり、議運の副委員長の会派の代表の方に説得をされまして、これはいつまでも賛成しない

ということにはならないということで気持ちを切り替えていった、そういう経過がございます。

そういった中で、改選前に関しましては、1 月まで試行を続けて、1 月から本格実施に向けて行

こうという流れにはなったと思うのですけども、しかし改選によって新しい議員のメンバーの

方も当選いたしましたので、これは改めて議論するのは当たり前なことですし、いろいろな疑

問が出てきても、これは当然のことだと思いますので、こういった流れにはなっておりますけ

れども、何とか各委員の皆様方のご努力で意見を一致した中でこういったことを取り組んでま

いりたいというふうに思っておりますので、どうかその辺のところを皆様の中でぜひお考えに

なって、考慮していただきたいなというふうに思います。よろしいですか、このことについて

はもう、ほか何かございましたら。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは、次回なのですけども。ほかにその他で局長のほうからあ

りますので、どうぞお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから主にご連絡でございます。先般の議会で、町に専

決事項を委任いたしました７項目です。それの議論のときに、補正予算等の委任もございまし

たので、十分議論が尽くせるような方法でないと、というような意見があったかと思います。

それで、町側の方に要求していますのは、従来交通事故の損害賠償の委任については、議長あ

てに報告書が来て、議長が諸般の報告で皆さんに報告をしていたかと思います。今後において

は、すべて報告議案で上げていただくという形の中で処理したいと思っております。ですから、

その中で十分議論いただきたいと。ただし、委任事項ですから、最終的には報告済みという議

長が宣言して終わりますけど、議論は十分できるかなと思います。まずそれが１点目です。何

かあればご質問受けたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  今の件で何か質問ありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君）  ２点目ですが、議員への通知方法についてということでござい

まして、現在ファクスで各委員へ通知させていただいてございます。今、ファクス設置が 100％

になりましたので、何人かからですが、メールでいただきたいという要請も現実にございます。

ですから、過去にもファクスが 100％になったとしたら、事務局としてはメールのほうに置き

換えていきたいというお話もさせていただいておりますとおり、今後においては、ファクスが
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だめだということではないですけど、メールのほうを中心に拡大していくような方向性で考え

ていきたいなと思っております。今、パソコンの設置については、半分以上がお持ちのようで

ございますので、できるだけメールをできるような環境にしていきたいと思っております。場

合によっては、過去にもやったと思いますけど、議員の ＯＡ研修もさせてもらいながら、メー

ルできるようにしていきたいと。メールの送受信の仕方。過去にもやっているのですよね。要

望をつかみながらやっていきたいと思っています。できれば、今後においては、今お二人がそ

ういうふうにメールでいただきたいという要請が来ていますので、できればそれを増やしてい

きたいと。最終的にはメールで 100 というほうが、資料も迅速に届きますので。そのように今、

意向を検討したいなと思っていますので、その辺もご理解いただきたいと思います。２点目は

以上です。質問があれば。 

○委員長（山本浩平君）  事務の削減にもなるわけですね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  電話料の削減にもなります。 

○委員長（山本浩平君）  ほかのその他の３番は。及川委員。  

○委員（及川 保君） 熊谷議員の一件で、正副議長に一任をいたしました。これは２月。こ

れ実は、今会派会議の中で出てきた案件なのですけども、その後どういうふうになっているの

かという話も再三出ていますので、そういう中で正副議長に一任したとは言え、その後の事後

報告と言いますか、それも受けていないような。直後のやったよというのは受けました。受け

ましたけども、その経過を含めてその後何もない状況なので。また本人からもそういうことを

させますよと。町民に向けて説明もしなさいというような話もしたような、議長からの報告も

ありました。その後の状況がつかめていませんので、これからだらだらと１年過ぎた１年半過

ぎたということになっていくのかなということが、会派の中でも話されましたので、どういう

ふうになっているかお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  前に報告は一度議運の中でしていますよね。その報告以上でも以下

のことでも私はないと思うのです。現在もと言うか、それが議会としてどうかと、個人的な商

売上のことで、個人的にいろいろとご迷惑をかけたりしている方々は、もしかしたらいるかも

しれませんけども、議会の中で今現在において何か追跡調査的なことするようなことは、何も

ないと思いますし、特に議会側に対して議員としてこうだからどうですかというような話も、

今現在来ているわけでも多分ないと思います、聞いてもいませんけれども。ですから、特にこ

こで正式に議運の中で、議長の立場で今こうですよああですよというような、そういう話は特

におそらくないと思いますけれども。今、質問で出ておりますので。暫時休憩といたします。  

休憩 午後１５時２８分  

                                         

再開 午後１５時４９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。次回の議会運営委員会なの

ですけども、先ほど通年議会に関してのことでのタイムリミットは５月 26 日ですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ただ、全体の議会改革を６月議会に報告するということになれ
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ば、ある程度、一定前に報告するための案をつくって、議論してもらわなければならないので

す。まだ、細部決めていないのです。意見出しはしているけど、全体的にはおおむね良好とい

う形ではきていますけど、これで今度、小委員会のほうの議論と合体させなければならないと

いう部分があって、今言った基本的に条例だけ出すのは 23 日で、それ一本だけなら可能なので

すけど、全体の第３次のということには、当然もう６月に入ったら定例会動いてきますので、

ちょっと厳しいことは厳しいのです。ある一定の前に決めておかないと、報告というか、ある

程度つくってどこかの時点でまた議運に通さなければならないのです。ちょっと日付的にはき

ついかなと。このままおおむねいいということであれば、全部実施の方向でつくるのですけど、

まずは前段、意見出しだけでやるかどうかというのは決まっていないものもありますよね。だ

から、５月の中頃にやらないと、ちょっと難しいかなという。  

○委員長（山本浩平君） ５月の真ん中ぐらいの１回でどうですか。14、15、16 かこの辺のあ

たり。 

○事務局長（上坊寺博之君） 14、15、16、今のところだめなのです。12、13 しか今のところ

だめですね。７、８、９と委員会入っていて 14 委員会入っていて、16 委員会入って、15 日は

午前中であればいいのですけど。22、23 と委員会入っていますから、本当に空いているところ

ないです。 

○委員長（山本浩平君） 時間、ずらしてできるのだったら。例えば 14、15、16 の中で時間ず

らしてできるとしたらないですか。別に重なっていたって、午後でも午前でも。15 どうですか。

取れませんか。暫時休憩といたします。  

休憩 午後１５時５３分  

                                         

再開 午後１５時５５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。次回の議会運営委員会です

けれども、５月 15 日木曜日、４時からということでいかがでしょうか。 

〔「良いです」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君）  では、それまでに十分、各方面でいろいろと議論重ねていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。局長、ほか何かあれば。 

○事務局長（上坊寺博之君）  あとはないです。  

○委員長（山本浩平君）  皆様から、ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（山本浩平君） 長時間に渡りありがとうございました。以上を持ちまして、議会運

営委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。  

（午後 ３時５６分） 


