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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９日（水曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ４時５１分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

 １．第３次議会改革について 

 ２．新財政改革プログラムの調査について  

 ３．その他  

                                         

○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．新財政改革プログラムの調査について  

 ３．その他  

                                         

○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      委員外議員 前 田 博 之 君 

委員外議員 熊 谷 雅 史 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 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  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）  初めに、局長のほうから連絡、お話がございます。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） きょう、資料を１部新しいのをつけさせていただいております。  

  それは、前回事前協議しました自治法第 96 条第２項の議決事件の追加の件でございますが、

議員必携にも書かれております。条例で議会の議決を要すると定められた事項ということです。

第 96 条の第１項に、制限列挙という形で限定されて 15 項目載せてございまして、16 項目目に

その他法律、条令で定めたものというのが、本来の議決事件になっているのです。 

  そのほかに第 96 条第２項で、議決事件を追加できるということにしているということでござ

いまして、このことは地方分権推進委員会の報告に基づいて、それぞれの強化を図るためにい

ろいろな規定を求めてございます。そこにも同じようなことが書いています。 

  それと、注意として下のほうに書いてあるのは、法律の主旨は制限列挙でございまして、議

会の機能強化のために第 96 条第２項で認めているのですが、そのアンダーラインを引いている

部分、「ただし、法令の明文によって、長等執行機関の専権としているもの又は事件の性質上、

当然執行機関に専属すると考えられるものについては、条例をもってしても議会の議決事件と

することはできない。」という判断なのです。 

  ですから過去においては、追加事件というのは少なかったというのは、その判断が難しいと

いう。要するに議決事項で定められた以外のものは執行権ですから、その部分でそういうよう

な解釈がされておりますので、これも含めて第 96 条第２項を審議するときには前提において会

派で議論いただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） この点につきまして何か、皆様方からの質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは、調査事項のほうに入りたいと思います。 

 前回は、その他の政策能力向上のところまでは一応終えて、それぞれ各会派に、細かいとこ

ろについては持ち帰って再度協議していただきたいというお話だったというふうに伺っており

ます。 

 本日は、それを精査する作業よりもさらに先のほうに進んで、最終的に再度また会派の皆様

方と打ち合わせをしていただいたうえで、細かいところはやっていきたいというふうに考えて

おりますので、本日のスタートは議員の倫理ですね。倫理条例の改正のところからご意見を伺

ってまいりたいというふうに思います。  

 この点について、どこの会派からでも結構です。できれば挙手で何か。日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私はここの部分で一番大切なのは、一つは審査請求の
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部分で、議員の請求。これがうちの議会は抜けております。ですから、議員の住民請求はでき

るのですけれども、議員が審査請求ができないという仕組みになっていますので、まず議員の

審査請求ができるように改正すべきだと。 

 もう一つは、住民請求の部分で、うちは今有権者の 30 分の１という、かなりきつい中身にな

っています。ほかのところは 10 人以上とか、それがいいかどうかはちょっと別ですけれども、

そうなっていますので、この有権者の住民請求の緩和。とりあえず私は最低この２つは、ぜひ

今回の改正の中では入れるべきであろうと。それは町民との関係を含めて、やっぱりこの点は

きちんとしておく必要があるというふうに考えています。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。ほか、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風です。私どもも今副委員長が言われたような、大体同じなのです。

会派の中で検討した中では、議員も請求できるという形にできないものかということと、30 分

の１を、かなり低い基準にきちっとやっぱりするべきではないのかという、会派の中での検討

がされました。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、いかがでしょうか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。うちの会派としては、話し合いがちょっとなかな

かできなかったものですから。 

 ただ、この倫理条例に関しては、前回からいろいろ話し合った中で、今まで皆さんが言われ

ているとおり、まず議員の請求権がまずないということが１点。 

 それから、住民請求に関しても有権者の 30 分の１というのが本当に、ちょっとこれは厳しい

と言うかね。やっぱりこれは、例えばその人数が何人がいいということは別にして、やはりそ

の人数的なもの、その規定をやっぱりここでしっかり、もう少し、何と言うのかな、やりやす

いように。やりやすいと言ったら変なのかな。例えば 10 人以上なら 10 人以上という形の中で、

認めていく形にしたほうがいいのではないのかなと私は思います。 

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 今皆さんがおっしゃったことプラス、例えば倫理基準値の一番最後、

10 番。要するに、税の完納、計画に基づく分納を誠実に守ることということです。この件に関

してやっぱり、１年に１回これは公開するべきであると。議員の。そのぐらいの厳しい条件を

つけてもいいのではないかというふうに言っています。 

○委員長（山本浩平君）  今の近藤委員から出た関係で、ちょっと局長のほうから説明がある

そうです。 

○事務局長（上坊寺博之君）  全国の、これは抜粋で優秀なところとか、そういう関係ではご

ざいません。持っていることろで特異なものを拾ってみて挙げたものなのですが、従来の考え

方、倫理条例ですから、倫理基準違反をした処置のところまでで納まっていたのですが、最近

の新しい倫理条例は、その他に議員の資質を問うものも挙げているのが多いのです。というの

は、今おっしゃったように、議員たるもの皆さんのお手本になるということで納税の状況報告

を求めたり、例えば兼業の報告を求めたり、兼業の禁止規定に該当すれば失職ですので。そう
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いう部分だとか、例えば主に下のほうなのですが、工事請負契約、議員もしくは議員の配偶者、

血族の方がその自治体から工事を請け負うときには自粛をするですとか、事態をすると定めて

いるところも現実に出てきているのです。もしくは、社会福祉法人の就任の自粛届出。これも

新たに出てきているということで、最近制定したような条例は特にそういう部分が多く見受け

られます。 

 今近藤委員が言ったのは、土浦市が倫理基準にその項目を設けていまして、１年に１回納付

状況を議長に報告するという基準になっております。 

 私からはそういうことで、この表の概括的なお話をしておきました。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  私どもは、この住民請求の緩和に関しましては、特に議論はなかっ

たのですけども、この議員の審査請求、これはやはりあったほうがいいのではないかと、こう

いう意見でまとまっております。以上です。 

 委員外議員の方にもお尋ねしたいと思います。何かあればどうぞ。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私も、同じことになりますけど、ここ、審査請求のところ。住

民請求の部分はもっと緩和すべきだと思うし、議員請求があってもいいと思います。 

 もう一つ、倫理審査の会の中で、有識者５人になっているのですよね。人数は別として、こ

の有識者が、規定を見ると、選挙権を有する町民となっているのです。ですから、仮に私がこ

ういうところにかかったとすれば、町民の有識者であれば、極端という言い方はおかしいです

ね、客観的にはっきりものを言えない場合もあると思うのです。いろいろと。仮に傍聴したり、

会議録がありますから。そうすると、ここの中でそれ以上は僕はちょっと勉強していないので

すけども、前も議論していますけども、専門的知見の活用ができるのかどうか。できれば別で

すけども、私は有識者の中に、町外でも学識経験者とかそういう人が入ったほうが僕は公平と

いう言い方は悪いのだけども、はっきりものを、核心を突いて言える人が入るべきだと思いま

す。町外の人が。そのほうがもっと、この審査会が、議論を高められるのではないかと、私は

こう思いますので、もし知見的な部分が使えないのであれば、この倫理審査の有識者の中を、

若干変えたほうがいいのかなと。こう私は思います。 

 それともう１点は、近藤委員もお話ありましたけども、局長からもお話ありましたけども、

税の完納計画に基づく分納で、これやっぱりいろいろと逆に誤解されて、町民の方がうわさを、

うわさというか、しゃべる人もいるのです。ちゃんと税金を払っていながら。だからやっぱり

そういうことはやっぱりはっきりしたほうがいいし、当然義務ですので、その辺やっぱり率先

して実行する必要がありますので、この辺もやっぱり近藤委員がお話されたような部分が必要

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。 

 ほか、皆さんどうですか。全体的に何かこう、この点言い忘れたとか、あるいは会派の中で

こういう意見も出ていたとか。あればどうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは多分、ここでそれだけやってもどうにもならないから、こ

れこの問題だけで多分詰めなければだめになると思うのです。ですから、今出たのはもう、ほ
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とんど一致している部分ですから、具体的に詰める段階でもう一度全体の見渡しというのかな、

だから、そういうことで小さいことで言えば、例えば基準違反をしたときに、どういう議会と

して決めごとでそれを何と言うのかな、処置をするのかというあたりは、これは僕は決めたほ

うがいいと思うのだけど、ここでその議論をするよりも、これ条例改正の議論をきちっとする

ときに、そういうものをもうちょっと細かいことを出して、現在の段階ではさっき言われた、

共通しているようなことをやるということでいいのではないかと思うのだけど。いかがですか。 

○委員長（山本浩平君）  今、大渕副委員長からちょっと提案があったのですけども、共通し

ている部分を認識していただいて、細かいことに関してはまた別のときにやるということです。

そういうことですよね。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、倫理条例の見直し、もう一回きちっとかけなければだ

めでしょう、全部。条例を洗って。それをやらないと全然変わっていかないから、そのときに

細かいところをずっとやって、基本的には今税の問題と、審査請求の問題、ここが今回改善の

最大の大きな部分だよと、確認されたからいいのかなと思う。  

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私からちょっとよろしいですか。事務局のほうとしましては、

今回６月まで改革項目をまとめるというお話をさせてもらっていまして、事前準備等いろいろ

なこういう情報を集めさせてもらっていますけど、ただ６月まで条例改正とかそういうものは

多分無理だと思います。１年かけてやるのかということになりますので、そういうときになっ

たら、また別途。やるという方向性か、どういう部分まではやるかやらないかという方向性だ

けは、報告しなければならないと思いますので、その辺がもし決まるのであればその辺の議論

までお願いしたいなと思いますけども。 

 例えばあと、別な組織、研究会にお任せするかとか、そういうところで研究会を立ち上げて

もよろしいのかなという気はしますけど。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、ほかに特にございませんか。なければ、倫理条例に関し

ましては改正の方向でいくということだけ確認させていただきたいのですが、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、先ほど出た２つの項目につきましては、各会派一致してお

りますので、これは決まりで行くということで確認をさせていただきたいと思います。 

 次に、２番目というふうになっていますけども、議員活動の公表。これにつきましてはいか

がでしたでしょうか。 

 では、１つずつちょっとやっていきたいと思います。この丸の書いております議員の出席状

況の公表について。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。うちの会派では、これはもう当然なことで、別に何も反対

することはないということで一致しています。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。同じなのですけど、この出席状況の公表をどうい
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う形の中でやっていくのかと。そのやり方についての話もちょっと出たものですから、これ今

回ではなくて前からの話で出ていたのですけども、これを例えば広報元気だとか議会広報の中

で、そういった形の中で公表していくことがいいのか。また、何かまた別な形の中でやってい

けばいいのか。その形のあり方についてはまだ、これからの議論に委ねる部分はあるかもしれ

ませんけども、まずそういった何らかの形の中で町民に知らせていくということがやっぱり必

要だろうということは、我々の会派の中でも出ていました。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。 

 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） うちもこれについては、実施するべきだということなのですけども、

今氏家委員が言われたようなことがやっぱり疑問として残りますね。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  共産党さん、いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 出席状況、これはもうやるべきだと思いますし、やっているとこ

ろもたくさんありますし。うちは委員会別には全部やっていますでしょう。パーセントで出し

ていますから、議会だよりに個人で出席状況を全部出すということです。 

○委員長（山本浩平君）  私ども新風も、これに関しましては問題なしと。やるべきだと。そ

の方法につきましては、そこまでまだ議論はしておりません。 

 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）  前田です。やるべきだと思います。 

○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） 後戻りする話ではないのですか。もうやっていることですから、

従前どおりでいいのではないですか。それ、個人名にするということ。それはいいのではない

ですか。全然問題ないのではないですか。 

○委員長（山本浩平君）  はい、分かりました。 

 この点、方法等につきましては、再度皆さん各会派持ち帰りで、ちょっとどういう方法があ

るかというのを検討していただきたいと思います。でも、全会派また委員外議員の皆さんも賛

成ということで議員個人の出席状況の公表を行うということで押さえておきたいと思います。 

 つづきまして、議員の議案賛否状況の公表について。これを伺っていきたいと思います。近

藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。これも、議場で賛成、反対をやっていながら、やっぱり広

報なんかにださないというのはおかしな話で、やはりこれも正々堂々と、出していいのではな

いかと。私どもの会派ではそう言っています。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 私も同じで、例えば議会やなんかでも少数意見を取り上げて、しっか

り議会としての、議会としてというか、いろいろな事件に対しての少数意見の取り上げ方とい

うのがしっかりやっているわけですから、やっぱりこれも町民の方々にわかってもらうために

は必要なことだろうと。私も思っていますし、これもやっぱりこの議会だよりやなんかを通じ
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て、その方法は別にしてもいろいろなものを通じて、やっぱり町民の方々にお知らせするべき

ではないかなと、そう思っております。 

○委員長（山本浩平君）  清風さん、いかがですか。 

○委員（及川 保君） 清風です。うちはこの件について今、これはぜひやるべきだなという

意見で統一されました。 

 もう一つは、この議事堂の中で議長が採決するときに、大ざっぱに見て例えば賛成多数、反

対多数とかいうことで判断しているみたいなのですけども、きちっと、そういう掲示されるも

のをつくったらどうだと。なにか大ざっぱにこう見て、５人が反対か賛成かという判断の中で

ね、賛成多数とかと判断するのですけども、そのあたりもきちっと整備すべきではないのかと

いう意見が出されております。ボタン式なのか、当然ボタン式だな。 

○委員長（山本浩平君）  ボタン式で。 

 共産党さん、いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 当然やるべきです。ただ、今お話がありましたように、それをや

るときにやっぱり、法律的な問題もいろいろあると思うのだけれども。最低今の状況で言えば

起立採決。重要なものについては投票というものをきちっと取り入れると。 

起立採決になれば、挙手採決は簡易採決ですけども、起立採決という形できちっとわかるよ

うな状況。そうすればこれ問題ないわけですから。挙手の場合は何か挙げているのか挙げてい

ないのか、居眠りしている人もいたりして、挙げなかったとかいろいろなことがあるのです。

今まで。ですからそうではなくて、きちっと採決はすべて起立採決にし、重要な案件について

は投票で行うと。投票で行った場合ちょっと、賛否がわからなくなりますけれども、そういう

記名採決にするとか何だとかという形になるかもしれませんけれども。そういう採決の方法を

きちっと取り入れた上で、きちっと公表するということが必要かなというふうに思っています。 

 それと、事務局にちょっとお願いしたいのだけれども、こういうことを公表しているのは全

国でどの程度あって、完璧に調べられなかったら構いません。やっているところがどんな形で

やっているか。当然議会の広報で、議会だよりみたいな議会広報でやっていらっしゃると思う

のだけれども、全国的、全道的な状況がもしわかればお知らせ願えれば非常にいいかなという

ふうに思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけれども、これにつきましては若干いろいろな意見が

ございました。議案の賛否状況の公表をすることについてはやぶさかではないのですけれども、

例えばこれからの白老町のいろいろな政治課題と申しますか、政策課題と申しますか、それを

考えると、新しく生まれてくるものも結構あるかもしれませんけれども、逆に財政を考えて廃

止するものがどんどんどんどん出てくると思うのですね。 

 そういった場合に、ただ単にそういったものに対して廃止に賛成だとか、反対だとかってい

うことで、個人の名前が出て、内容的なものが明確ではない状況の中で、例えば広報等に掲載

されるというのはいかがなものかというような意見も、会派の中では出ておりましたので、こ

れに関しては慎重に方法をやはり検討していくべきではないかというような意見でございます。
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決して反対ではないのですけれども。 

 委員外議員の皆様にもお尋ねしたいと思いますが。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私も賛成です。それで、今大渕委員も発言したように、やっぱ

り私たち議員活動ですから、明確にするべきだと思います。そして、ものによっては記名で投

票すると。そのぐらいのやっぱり責任は、僕は持つべきだと思います。 

 それと、今挙手して賛成多数とやっていますけど、これも私も事務局をやっていてこういう

言い方はおかしいのですけども、こういう話が出たからお話するのですけど、やっぱり賛成多

数のとき、賛成何人、反対何人と言ってほしいのですよ。これはできると思うのです。ただ賛

成多数と言っていますから、できないのかな。ですから、前に座っているとわからないのです。

そしてこれ、できるのであればまず、そういう今言った制度の中で、起立だとか記名以外に、

その簡易なものをやるときには、できないのかな、あれね。もしできればそういう形ではっき

りしていったほうがいいのかなと思います。 

 それと、今清風の方からボタン式とありましたけど、もし許されるものであれば確かに、も

う名前を書いて、全部。そして丸バツを書けるぐらいで、一目できるような形のほうがいいの

かなと、私もその場ではっきりするのがいいのかなと、こう思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  私は反対です。 

○委員長（山本浩平君）  反対。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  そもそも議会という講堂の中は、合議制でありますから、そこ

で採決されることは、結果として尊重されるべきであって、採決のその賛否を公表するという

のは、これはちょっと違うのではないかなと私は思います。 

 それから、わが議会の中で、徐々に制度が高まっていますけれども、本来ならば事案に対す

る賛否については討論をもう少しすべきと、私はそのように考えています。その討論の内容に

よって、やはりこの事案が、やはり町民含めて、この重い事案であるということであれば、公

表するかしないかという、その時点で判断すべきと。私はそのように考えます。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。 

 先ほどの前田委員外議員の質問に、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  大渕副委員長も含めて。今ちょっと資料をお配りしますので。 

 まず、大渕副委員長のほうから言われた全道、全国の状況はどのようになっているかという

ことなのですが、現実にいって押さえることはちょっと難しいかなと思います。ですから、ど

のような公表をされているか、ホームページなり、持っていないところもありますので、そう

やって調べていくしかないかなと思っています。 

 ただ、近間でももう既にやっているところがありまして、厚真町はもう公表しております。

インターネット上ですが、インターネット上と会議録に公表しているのかな。それで、栗山町

ももう既に別添をつけているとおり、ホームページ上ではもう既に公表してございます。既に

やっているところはいっぱいございまして、どのような方法かルールを決めてやっているとこ
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ろもありますし、決めないで申し合わせでやっているところもございます。 

 そして、一番前の表を見ていただきたいのですが、前田委員外議員がおっしゃられたのは、

起立、挙手採決も基本的には数を問う採決方法ではないのです。多いか少ないかを問う採決な

のです。ですから基本的に何対何という表現は基本的にはできないのです。ただ、うちの議会

は可否同数の場合は、挙手でも採決しているので、ルールとして定めればできないことはない

かもしれません。 

 それで、正式に誰が反対したか、誰が賛成したかというのを、賛成したか反対しているかを

問うのは、記名投票だけなのです。記名投票。自分の名前を書いて、賛成か反対かを書く投票

のみが記名投票です。ただ、簡易採決というのは「異議ありませんか」ですので、全員賛成な

のです。挙手とかそういうものは数を問うものでないものですから、基本的に下段にアンダー

線を引いているように、公表する場合、多くは起立採決でございますから、その確認方法等の

ルールを定めなさいということになっております。 

 厚真がやっているものですから、電話をかけて確認しましたら、厚真は文章にきちっと残し

ているものはございませんということでした。これからちょっと探してみたいと思っています

が、厚真は方法として、議場には事務局３人入るのだそうです。記録と補佐と、それから局長

が入っているものですから、議長と局長と職員１人と議会運営委員長が確認というか、とっさ

ですけど確認をして、終わってからすり合わせで誰が挙手していない、挙手していると確認の

うえ載せているということだそうです。 

 ここで一つの例に出している千代田区については、電光掲示板に掲示して、すぐさまホーム

ページに搭載されるということになっていますが、ただこういうシステムをとりますと、相当

な経費が私はかかるのではないかなと思っていますので、どういう方法がいいか、公表すると

いうことになれば、ある程度一定のルールは定めてはいかがなのかなという気はします。 

 それと、正式に言うと、これも今後改善していったほうがいいかなと思っているのですが、

今うちは起立しないで挙手採決に変えていますけど、起立、挙手採決は数を問うものではない

ものですから、接戦と言ったら変ですけども、可否が判断つきづらい部分については投票に変

えるというのが原則だそうです。無記名であっても投票に変えるというのが原則です。 

 ですから、事務局としては状況をつかみながら、これは８対７になるか、７対８になるかの

微妙なところは、投票採決すべきだということになっているのです。ですから、それも含めて

今後、ちょっとルールを決めて、やるのであればやっていかなければならないということだろ

うと思います。 

 基準を定めているかどうかについてはもう少し、ちょっとお時間をいただくような形になり

ますけど、いずれにしてもやるとすれば、ルール。先ほど言ったように、挙手採決をやめて起

立採決を進めるか。重要な案件は記名投票にするか。それも含めて、ルールを決めておく必要

があるのかなという気がいたします。 

 厚真を見ていただければ、無記名投票というのは結構あると思うのです。厚真、一番後ろの

ページですが、同意の１から５までの個人情報懇話審査会というのはこれ、無記名投票にして
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いるのですが、厚真は状況によって重要案件は投票にすりかえたり、常時投票をやっていると

いうことで、うちはもう一回も、選挙しかやったことがないのですけど。議案採決も投票をや

るということなのですよね。 

 だから、厚真は厳格に数を問うものでないので、接戦の場合と言ったらおかしいですけど、

接戦の場合は議長の採決権を行使させる状況になる可能性がある場合は、投票にするというこ

とみたいです。 

 私からは、ちょっと今参考にそれも資料として議論いただければと思います。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  大渕ですけど、これ人の議会のことを云々言うのではなくて、厚

真の場合ね、無記名投票にした場合は、例えばこれ議案、同意案第４号。賛成８の反対３にな

っていますよね。だけど、これ、出ないのですよね、名前ね。 

 ところが、裏を見ると、原案可決で全部賛成しているからいいのだけれども、これは挙手採

決か起立採決ですね。これは全部出るのですよね。これはちょっと、厚真さんがどうしてこう

やっているかよくわからないのだけど、その重要な案件を直接ね、無記名投票にしてしまうと、

誰が反対したか賛成したかわからなくなると。この場合はやっぱり記名投票にしないと、起立

採決したのは全部わかるのだけど、起立採決でない部分が、投票の部分がわからないというの

はちょっと、何か矛盾するような気がするのだけど。 

 だから、私はやっぱりそうであれば起立採決と記名投票というふうにしなければ、何かこう

意味が。重要な部分をね、重要な部分を投票にしているにも関わらず、その内容が町民に公表

されないっていうのは、やっぱりちょっと違うのかなという気がしますけどね。 

 それらは聞いてみました。 

○委員長（山本浩平君）  はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ご説明します。それはですね、多分これ一括議案ですから、全

部投票になっていると思いますけど、重要か重要でないかというような案件ではないのですよ。

議会内の雰囲気で可否同数になるというか、反対が複数あるっていうときに、議長の採決権を

及ぼすために、投票にさせるということなのですよね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  議長の判断で。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議長の判断か、宣告は議長ですから。投票しますって言うのは。

採決の方法を諮るのは議員さんではなくて議長ですから。当然、議運でもめる状況になってい

ればいいですけど、誰が反対で誰が賛成かという雰囲気をつかむのは多分事務局でされている

と思いますので、議長の即決でやられるのだろうと思います。 

 ですから反対ここで、途中で３対８になっていますよね。だから賛成者の雰囲気があるから

こういうふうにとる。それでないと、ここの中段にも書いてあるとおり、議員採決の数を問う、

名前を確認する行為ではないのですよ。だから、厳密に８対７っていうのは間違いなのですよ。

間違いなのですよね。ただ、うちは過去に採決権を及ぼしたことがあるかどうかわかりません

けど、うちはこれで採用していると思う。 
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 基本的にはこれは、いけないということになっているのですね。ですから、厚真は原則に立

って投票しているという。だから、公表するか公表しないかっていう判断の下で投票していな

いということなのですね。 

 ですから、うちはもうすべてそういうものもね、公表するのだということであれば記名投票

ですし、先ほど熊谷議員から合議制で、結果としての責任は持つけど、それは例えばね、その

過程はという部分であれば、無記名なのかな。起立にしたって、投票にしたって、反対は絶対

ないとは言えないのですよね。だから、こっちの○○○の方は黒が出てくる可能性もある。実

際に黒が出ているところもありますけど。 

 ですから、今大渕副委員長が言われたことは、その公表という観点からちょっと違う視点で

見ているということなのです。 

○委員長（山本浩平君）  関連して何かあれば。委員外議員の方含めてどうぞ。熊谷委員外議

員。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  確かに、改革の道筋としてはこの項目を取り上げて議論すべき

だとは思いますけれども、かなりこれは難しい問題だと思います。 

 今言ったとおりの中身というのは、非常に煩雑に出られると思います。それに、やはり議事

をつかさどる議長の判断が、非常に難しくなると思います。 

 ですから、先ほど来僕は言っていますけれども、事案の賛否の結果というのは合議制ですか

ら、議会として責任を持たなければならないのですよ。賛成多数、賛成少数であってもです。

だから、その間のプロセスを充実させるというのであれば、我々議場でもののふですから、言

論の自由があるわけですから。やっぱり討論できちっとその自分の主張なりをやはりすべきだ

と。その方にやっぱり傾注したほうが僕はいいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 僕は、ここはそういう場ですから話しますけど、私はやっぱり同

時に、これは合議制ですから、同時に議員個人は町民の皆さんから選ばれているのですよね。

ですから、その議員がどういう態度をとったかというのは、これ町民はきちっと見ているわけ

ですよ。 

 合議性ですから、当然賛成多数のほう、賛成が多い結論になるというのはこれもう、はっき

りしていることでございます。しかし、その多いか少ないか、町民がどう思っているかという

ことをその議員が、どう責任を負ったかということの責任は町民に対して議員は個々それぞれ

あるわけです。ですから、栗山さんや厚真さんが公表しているというのは、単にそういうこと

ではなくて、議員個人がどう責任を負うかという立場から見たときには、私はこれは、町民の

一つの目安にも十分なるだろうと。 

 もちろんおっしゃられるように、公表するしないに関わらず討論は大いにあるべきですし、

当然もうそれは、今よりももっともっとやるべきだというのは私大賛成ですけれども。公表と

いうのは私はそれは、そういう形で議員個々が責任を負うということで言えば、私は公表して

も全く問題もないし、そのことが議会各位に対してどうだということでもありませんので、私
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は公開すべきだろうと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） 近藤です。この公表することによって、まだまだ町民が、議会離れし

ているのは、やはり私の入れた人が、賛成か反対かということでもって、非常に興味を持って

議会を傾注するようになるのではないかと思うのですよね。  

 そういうちょっと、不謹慎かもしれないけど、そういうことからしても、やはりこういうこ

とがいいことだなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  どうぞ、ご意見のある方。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私はやっぱり基本的には、合議性の中で賛成、反対で、それは

その方向性が行きますけど、今話していたように、議員の責任、議員としてどうあるべきかと

いうことになれば、当然それは議場の中でも外でも、はっきり姿勢は示していかなければだめ

だと思います。 

 それと、議員が活動するときの自分の議員活動報告なんかをするときでも、はっきりやっぱ

りこの案件についてはこうだと言っていくと思うのです。その事前にやっぱり議会があるので

す。そのあたりをやっぱりはっきりするような姿勢を正すべきだと思います。 

 今後そして今、財政改革プログラムで町税の問題とか、下水道の値上げ、いろいろな問題が

出てくるときに、これはやっぱりはっきり姿勢を示さなければならない部分は出てくるのです。

そういう問題もあるので、議会としてやっぱり自分の責任、あるいは当然議場で議論するとき

は理論的な武装をして勉強してきますから、それにも勉強にも役立つと思いますし、そういう

形で、議場の外、中で関係なく、議員の責任として自分の態度を明確にする意味からもですね、

やっぱりはっきりするべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君）  いろいろとご意見が出たと思います。ここで今すぐまた決めるとい

うことではないというか、全体をまず通していきたいと思いますので、今までの議論を踏まえ

て、再度各会派で十分協議をしていただきたいなというふうに。 

 ありますか、意見。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の議案賛否の状況、当然各会派に持ち帰られて、話し合いをされて

くるのだと思うのですけども、ここの部分は非常に、これからの議会がどういう方向性を町民

の方々に示すのかということで、重要な部分だと思うのですよね。 

 ですから、先ほどちょっと大渕副委員長がおっしゃっていましたけども、起立採決とか記名

採決とか、いろいろ意見が出ていましたけど、もうちょっとその辺各会派で具体的に、どうあ

るべきなのか、そしてまた、これを取り入れるのか取り入れないのか、そこら辺までぜひ話し

合っていただければありがたいかなと、ちょっと思います。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。 

 今西田委員からご意見が出ましたけれども、本当に精査をして、細かいところまでよくお考

えになっていただいて。先ほど局長からも一定のルール化がどうしても必要だということでご

ざいますので、その辺も含めて。局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君）  ちょっと１点だけ説明を申し上げたいのですけど、先ほど、例

えば公表するとしたら公表の方法の部分、ルールづくりもあるのですけど、公表するというこ

とは例えば、議会広報に載せたとしても、公表する以上は会議録に入れなければならないとい

うことも理解して、会議録に記載しなければならないのです。というのは、公になりませんの

で、議会広報に載せることの根拠になりませんので。記名投票しか本来であれば賛否の表明は

あり得ないのですけど、それは議会の内部の取り決めとしてやるよと、こういう方法で確認し

て、こういうふうに公表するよということになれば、会議録に入れるということですので、そ

こも踏まえておいていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  今局長から説明があったことも踏まえて、各会派で十分協議してい

ただきたいと思います。おおむね賛成というところが多いですけれども、反対の議員さんもい

らっしゃいますし、慎重な会派もございます。賛否両論ということでございますので、十分協

議をしていただきたいと思います。 

 委員会を閉じて休憩に入りたいと思います。 

休 憩 午前１０時４９分 

                                         

          再 開 午前１１時００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。 

 続きまして３の３です。議員定数と議員報酬につきまして、お尋ねしてまいりたいと思いま

す。近藤委員、どうでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 先日議員定数改正したばかりだし、また報酬についても削減というの

ですか、していますよね。ですから、とりあえず現在はこの現状ということでいいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） まずこの議員定数に関してはもう、これがやっぱり限界だと僕は思っ

ています。これ以上の削減ということになると、例えば今のこの議員定数の中で、例えば町民

からいろいろな、何と言うのですかね。例えば町民の目から見て、今の議会がどうなのかとか、

いろいろな話がまた出てきたときに、多分またこの数字というのはまた議会で話し合わなけれ

ばならない部分も出てくるかもしれないけども、私たちとしては、この議員定数の 16 というの

はもう、本当にこれ以上削られたときに本当にどうやって今度運営していったらいいのかとい

うのがわからなくなってくるような状況も、議会改革はどんどんどんどん進んでいく、人数は

どんどんどんどん減っていくというのは、これはギャップの、余りにも逆行し過ぎているよう

な気がしてならないのです。ですから、議員定数に関してはもう、この 16 というのが必然的に、

一つのもう最低ラインだろうと私は思っています。 

 それから議員報酬に関しては、今通常の議員が 10％、またそれに伴って報酬削減しています

けども、これはやっぱり、これは今正常な状況ではないと僕は思っていますし、例えば矢祭町

なんかでもって、今これからも話がこれから出てくるかもしれませんけども、その日当制だと

か、そういった話もあるかもしれないけども、やはりその町村によって全然やり方も違えば、
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そういった形も違うと思うのですよね。 

 ですから、僕はあくまで今決められている、そういった報酬の中で、しっかり運営できるよ

うな状況をつくっていくことがやっぱりこれから必要になってくると思いますし、今の議員報

酬の削減、またこれはやっぱり、町職員や何かも全部含めての話になってくると思うので、そ

ういった形の中では、やっぱり正常な部分に１日も早く戻すべきではないのかなと、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。 

 清風クラブさん、いかかでしょうか。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。この議員定数というのは、私どもこれ報酬も絡めて、

やっぱり議員の身分というか、それからいろいろな資質だとかいろいろこう、これから改革も

今後どんどん進めていくと思うのですけども、その辺の絡みからすると議員定数はやっぱり、

かなり減らして、今の現状の半分だという会派の中でも意見はあるのですけども、いずれにし

ても減らした中でその報酬部分もきちっと上げる方向で考慮すべきだと。それが、中身につい

ては特に出ていませんけども、そういう考え方で会派の中ではまとまっています。減らすべき

だと。 

○委員長（山本浩平君） 現段階においては現状維持ということで、考え方でよろしいですか。 

○委員（及川 保君） 今の状況で、そうです。 

○委員長（山本浩平君）  やっぱり減らすということですか。 

○委員（及川 保君） そうです。減らすべきだということです。 

○委員長（山本浩平君）  なるほど。わかりました。日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。減らすべきではないと。議員報酬は現状ではしようが

ないだろうということです。 

○委員長（山本浩平君）  新風でございますけれども、先ほど新政クラブの近藤委員から出た

意見と一緒で、今やったばかりでございますので、当面はこの現状維持、やむを得ないのでは

ないかなというふうな考えなのですけども、将来においては、私先ほど清風クラブさんの出た

意見と同じ意見なのですけれども、議会の今後の活性化を考えた場合、あるいは本当に登板す

る機会は非常に他の議会より随分多いわけです。それで、改革もどんどんどんどん進めて、本

当によそに比べると十二分活動している議会かなというふうに思います。 

 それで、もし定数をこれから削減するという議論に、これから何年後かわかりませんがなっ

ていくのであれば、僕は議員の専業化、いわゆる少なくとも登別市や苫小牧市と匹敵するぐら

いの報酬をきちっと確保した中で、責任を持って議員活動を行なう。そういうようなスタイル

をやはり、将来的にはとっていくべきではないのかなというふうに、うちの会派はそのような

意見でございます。ただ、現状況においては現状維持と、こういうような考え方でございます。 

 委員外議員の皆様方にもお尋ねしていきたいと思います。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私の結論からいくと、議員の資質とか、いかに町民の中に議会

が入って、町民からかなり信頼されて活動しているよと、認識の上で。であれば現状でいいか
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もしれませんけど、私はもっともっとそういう部分では努力を要しますけども、それは定数が

多い少ないは別にして資質の問題ですから。私はある程度減らしていってもいいなと思います。 

 それで今清風、山本委員長がお話したように、減った分ですが、それで活動しますから、議

員報酬は減らすのではなくて、それ相当のものを考えてもいいのかなと思います。  

それで、前にも私は言っていますけども、結構身内の理論で議論しているのですよ。やっぱ

り第三者的な機関をやって、やっぱりその中で議論してもらったほうがいいのかなと思います。

そして、それに基づいて議会が議論すると。一つの方法としては、そこまで行くのかどうかわ

かりませんけど、議員の報酬も報酬等審議会で本来はやるべきなのです。先般の新聞を読んで

も、議会からどれだけの話、あるいは審議会から議会の部分についてどれだけの資料があって、

どういう議論をしてもらうような形で行ったのかわかりませんけど、新聞報道を見ると、現状

でいいのではないかという話が出ていますけど、やっぱりもっとそういう客観的な委員会みた

いなものの中で、現状、あるいは将来へ向かって議論してもらったほうがいいかなと思います。

その結論によっては減るか、現状かという議論になるのかなと、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。 

 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）  この問題につきましては、改革項目の中に決してやっぱり外れ

るものではないというふうには思っています。ただ、今議論する状況の中の考え方としてはそ

の、議員の資質だとか報酬の面だけがメインに出ているということが、非常に残念だなという

ふうに思っています。 

 議会の権能、それから住民に対するその議会の果たす役割、もう一回やっぱり見つめなおし

て、そこから議論すべきかなと。それで定数なり、町に対する議会の権能をきちっと保てる人

数で構成すべきだと、私はそういうふうに思っていますので。そういう議論を進めていただき

たいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  一通り皆様方各会派、また委員外議員の皆様方から意見をたまわり

ましたけれども、特に何かご意見のある方、どうぞ。 

 皆さん、それぞれ今、ご意見を述べられたと思います。それで、この問題につきましては、

今すぐその方向性を新たに出していくというようなのは非常に難しいのかなというふうにちょ

っと、考えますので、ご意見があれば議論は戦わせていただきたいのですけれども、ここで賛

否を取ったりするようなことでもございませんので。 

 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  前回の選挙で定数が削減されたということで、私その後の議会活動

において実際にこの 16 名の体制でやれるのかなという不安をずっと持ってきたわけです。それ

で、事実仕事の量も前回よりもやっぱり忙しくなったような気配があります。それで、定数が

この今の状況で行くしかないと思うのです。ただ、将来的に人口がどんどんどんどん減少する

中では、定数の削減もいたし方ないのかなということがあるのですけども、本来ならば、本当

に若い世代の人が入れるような、そういうような体制をつくっていくべきではないのかなとい
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うこと。それはやっぱり報酬も含めてそうなのですけれども、本当にこのままの状況で行って

いいのかなと、もっともっと若い人が自由にこう、議会に出てこられるような状況なり制度な

りをつくっていく必要性があるのではないのかなというのが、私の意見です。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、今土屋委員も言われたとおり、報酬は僕たちをベースにするの

ではなくて、こう若い人方が出てこられるような、僕はそのとおりだと思うのです。 

 それからその、定数に関しては、例えばいいです、減らした分で、例えば報酬を上げるだと

か、それからこういったことを話し合う場はここではなくて、やっぱり第三者的機関の、そう

いう報酬等審議会だとかそういった第三者機関でちゃんと話し合ってもらった中身を、議会の

中で議論するというのも、僕は筋だと思っているけども。 

 やっぱりこれ、減らすことによって、限られた議論しかそこでできなくなることが一番まず

いのではないのかなと、僕は思っているのです。ですからやっぱりこう、それが何人かという

のはわからないけども、例えばこれ以上減って、例えばこの内の半分、例えば８人だとか 10

人だとかになったときに、果たしてこの２万そこそこのこの人口の、そういったいろいろな意

見というのをこう吸い上げて、活発な議論がそこでできるのかということが、僕はやっぱり一

番それが問題ではないのかなと思うのだよね。 

 だから、確かにこれは慎重ないろいろな議論をしていかなければいけないことかもしれない

けども、そこは１点抜かしてしまうと、ただの役場と議会の、議員になって役場との調整役に

なってしまったり、そういう形になってしまうことがやっぱり一番おそれることだったり。 

 議員という一つの名誉職みたいな形の中で、報酬だけもらって、報酬だけというか、高い報

酬の中で、何かこう、何と言うのかな。名誉職で終わってしまうような形になってしまったら、

僕は違うなと思う一人であるというか、うちの会派としてはそういう考え方を持っています。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、いかがですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私たちの会派の中でもちょっと意見が出たのですけども、今白老町で

は通年議会を試行していまして、将来的には通年議会をしたいと。そうなってきたときに、議

員として非常に拘束される部分が多いと思うのです。 

 それで、当然通年議会をやっていく上で、やはり議会がどう対応していくのか。また、あら

ゆる問題に対して即時に対応していけるような体制をつくりたいということで、通年議会をや

っているわけなのですけども、そうなってくると、やはり今の人数で、今の報酬で、果たして

そういうものが責任を持って果たしていけるのだろうかと。 

 そうなってくると、やはり議員を削減して、報酬を高くして、一人一人の議員が、何と言う

のですか、通年議会に対応できる体制をとるべきではないのかと。その通年議会と議員報酬、

定数、やはり連動して考えていかないと、ちょっとその辺は無理なのではないだろうかという

考え方が出ていまして、私もそうではないかなと感じております。 

 ですから、やはり通年議会だけがこうやって先行していってしまって、果たして今の状況で

議員が本当にいいのか、大丈夫なのかという疑問がちょっと、残っています。 
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○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。実はこの、今西田委員が話されたこと、この通年のときに、

この部分で私今ほかにも意見を申し上げようと思っていたのですけども、要するに、通年とい

うのはやっぱりこの委員会の中でも私も何回か申し上げているのですけども、やはりその通年

をやることによって、その町民が当然私たちも即、町におけるその事件について、即対応でき

るシステムをつくろうと。これはもう当然、全くその部分についてはもう異論はないわけでし

て、そうであるならば、議員の身分もきちっとしておくべきだと。それが今までどおりだよと

いうような単純な申し合わせの中で、本当にやっていけるのかという、この通年議会の部分で

の会派の中のそういう意見なのです。 

 だから、そうであるならば、この定数も含めた中で、報酬も含めた中で、やっぱり議会とし

ての役割をきちっと果たしていくということになれば、この部分についてもやっぱり一緒に、

一体となって取り組んでいくべきだという考え方なのです。 

○委員長（山本浩平君）  この点について何かありますか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 多分、これ以上この議論をしても進まないと思うのだけど、僕は、全

然皆さんの意見にどうのこうのではないのだけど、この議員報酬と議員定数をこう、何かこう

一緒にこう考えてしまうと、減らして高い報酬をどうのこうのという話にどうしてもなってし

まうでしょう。僕は、違うと思うのだよ。どうしても、自分は違うと思うのです。 

 例えば、16 人なら 16 人でいいのだと僕は思う。そして、なおかつそういういろいろな意見

があるのであれば、それに向かって議会改革をやっていけばいいだけの話ではないのかなと、

僕は思うのです。 

 それで、減らさなければいけないその、減らした中で、何かこう専門的なことをやるのはい

いのだけど、実際それが可能なのかどうかということも、すごく不安材料として残るのだよね。

だから、もし本当にそういった時間を惜しんで、こういった議会改革もやっていく。そしてど

んどんどんどん議会の、例えば拘束される時間数もふえてくるということになれば、それはそ

れとして取り上げていくこと。定数は定数としてちゃんと持たないと、僕は何か違うのではな

いかなと思っているのです。 

だから、これから多分皆さん会派に持ち帰って、この通年議会も含めた形の中でまた話し合

うのでしょうけども、僕はやっぱり切り離して考えなければいけない部分なのかなと、僕はそ

ういうふうに思っているのです。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 全くそのとおりだと思います。現実には。しかし、本当の現実問題を

考えたときに、本当にその理想とする部分は、本当に通していけるのかと。今の町の現状を含

めた中で。では、理想は理想でそれを目指して行くべきだということと、本当にそれが可能か

と。全く意見としては、それはそのとおりだと思います。この２万人の住民の生活も含めて、

議会が責任を持って、議会として役割を果たしていくという、議員としての役割を果たしてい

くというということでは、全くそのとおりだと、私も思うのですけども、ただ、その理想と現
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実の状況を今どういうふうにとらえていくか、本当に課題だと思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただ、私は氏家委員が言ったことがそのとおりだと思うのです。

現実的に見て、我々が経験したのは何かと言ったら、22 人から 20 人に減らしたと。20 人から

16 人にしたと。報酬は何も上がっていないのです。これ、これから減らしたって報酬は上がる

なんて保障は何もないです。上げられないでしょう、10 年間は。いや、上げるとしたらそれは

上げられます。今、我々みずからがカットしているのです。そういう中で、では町民の理解を

得られる現実的な課題として見たときに、では 14 人にしたら２人分上げますということが、町

民は、今町民に税金をオンすると言っているわけです。それにも僕は非現実的だというふうに、

私は思います。ですから、私は通年議会も、これは、時代の中でこれだけ白老町に山積してい

る問題があるとしたら、私は通年議会か通年議会でない差がどこにあるのかということをきち

っと見極めればいいのです。 

ふえるふえるとおっしゃられますけど、６月からやったのです。今やっているのです。６月

から、去年の。どこがふえたかということが、具体的にちゃんと明らかにして、そしてその上

で通年議会をやったらこれだけふえるのだから、報酬をあげなければだめだ、定数を減らす、

ふやすと、そういう議論なら僕はわかるのですよ。 

 だけど、実際に事実やっているわけです、通年議会の試行というのは。ほとんど間を抜かな

いで。そこで、では何がふえたかと。ふえたことが、ではまずかったのかということを含めて、

そういう僕は議論を、具体的な議論をしていかないと。 

ですから、現実的に見てください。だって、北斗市ありますでしょう。合併したよね。今 24

万円だって、報酬が。市議の最低が 30 万円なのだって。24 万円から 30 万円に上げるときテレ

ビにたくさん出ていましたよね。町民はみんな反対ですよ。いまどき 30 万円もらえる議員がど

こにいるのだと。大野町と上磯が合併して。現実そうなのです。それで、24 万円から市議だっ

て 30 万円にすることですら、ほとんど今の状況では難しいと思いますよ、あそこの町では。 

 ですから、我々は本当に今議論されているようなことを実現していくためには、当然議員も

議員活動と、それと定数と、確かに関連していると言えば関連しているのだけど、私はそこが、

別々に考えた方が合理的だと思います。そうしたら何もできなくなっていきます。これで、今

の状況ででは 12 人にして４人分上げるのかと。そうしたらなぜ前回 16 人にして上がらないの

ですか。逆に下げているのです。だから、私はやっぱり、そこら辺を通年議会と議員報酬と定

数というのは、全く別の問題ではないです。関連はありますけれども、そういう考え方でいか

ないと、現実問題としてはもっとこう、現実化していかないのではないのかなという気が、す

ごくするのです。 

 だから、私芦別なのですが、きのうちょっと不幸があって帰ってきたのです。議会事務局に

いるのが私のいとこでいまして、議員と市長とみんな来ました。それで、そこで話になったら、

36 万円ですって。１万 8,000 人の人口で。芦別市は。35 万円か。だから、市は、30 万円以下

の市はないのですよ。歌志内だって 30 万円以上ですよ。人口 7,000 人しかいないのに。それは、
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やっぱり置かれている状況がそれぞれあってもそういう状況なのだという、そういう中で白老

町としてどう考えるかという考え方になっていかないと、僕はやっぱり難しいのではないのか

なという気はすごくしているのだよね。 

 これ私自身も下げるというのには賛成しましたけど。では今の議員活動で、去年 126 日公式

会議に出ているのだって。白老の議会で一番多い人。それで今の歳費で、ではいいか。僕だっ

ていいなんて全然思っていないですよ。だから、町民との関係で言ったらどうかということで、

それは判断を皆さんされているのだと思うのです。そうしたら、選挙の投票で恐ろしいとかそ

んなのではないですよ。役場の職員が 20％カットしていて、我々は全然カットしないでもらう

というわけにはいかないですよね、これは。 

 だから、そういうふうに現実問題として考えたときに、私は氏家委員が言われたような、や

っぱり視点というのが必要ではないのかなと、すごく、僕自身は思いますけどね。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私も今大渕副委員長の言ったことで全く同じ意見なのです。通年議会

と、以前のことを比べても何も変わっていないと思います。ただ、今やっているような議会改

革であるとか、財政再建の大きな問題があるので、これだけ忙しいのであって、このことに片

がつけば、ほとんど前と何も変わらないだろうと、私は思っています。 

 それで、あとは議員の定数の問題についても、やはりこれで、16 名でいいとは思わないけれ

ども、いろいろな人がいて、プロがいてアマがいて、やはりその出る母体も違いますし、考え

方も違うもので、やっぱりそういう中で切磋琢磨して町民のためにやるということが、一番の

問題であって、やはり議員報酬を上げてどうのこうのというのはまた論外のもので、それは別

に考えるべきだなと。このように思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） すみませんね。いや、ここで通年のことではないものですから。ただ、

議会全体として、白老町、これからの将来の議会も、きちっとやっぱり考えておくべきだと。

私はそこに尽きるのです。土屋委員も、今先ほどおっしゃっていましたけども、やっぱりその

若い人たちも含めた中で、いろいろな人、定年退職者の年金生活の方々が、すべてのこの町議

会の、ということになっていくとなると、私は非常にこれ、私も 10 年後、20 年後、もう本当

にこれ心配になるのです。それを下地をつくっておくというのもこれ、私たちの役目ではない

ですか。そう思いませんか。 

 それを単なる議会改革だよという、通年だよという、その部分だけ１点とらえて、当然これ

大事なことだと思います。これもやらなければいけないと思います。そのことも含めてやっぱ

りきちっと下地をつくらなければだめだと。ここを私、清風クラブとして委員長、新風さんの

意見も、将来にわたっての話もされていましたから、これ以上何も言いませんけども、やっぱ

りそのことが一番の問題なのです。年金生活の人たちがこれから白老町議会をつかさどってい

くのかということが、本当にいいのかということなのです。もう少しその辺も含めてやってほ

しいと思います。 
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○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 勘違いしないでほしいのです。そのとおりだと僕も思う。だから、さ

っき言った土屋委員の話も、僕はそのとおりだと思うのです。これから若い人方が出てきても、

しっかりとした議会活動ができるような、そういった環境をつくっていくが僕たちの役目なの

ですよ。 

 ただ、それと議員定数を一緒に考えてしまうと、議会としての無理がそこにかかってくるよ

うな気がしてならないのです。ですから、及川委員の言っていること、そのままだと僕は思っ

ています。ですから、本当に将来にわたって、本当に白老町の財政が安定してきた中で、そし

て町民の理解を得られるような形の中で、若い人方が出てこられるような環境づくりを僕たち

はやっぱりいろいろな場面場面で、やっぱり町民の方々に僕は言っています、今でも。そうし

ていかなければいけないということを言っています。ただ、今の現状からいって、例えば４年

後だとか８年後の話なのか、それは、これからやっぱりまだまだ議論しなければいけない部分

だと思っています。 

 ですから、勘違いをしないでください。決してそういう意味で言っているわけではないです

から。 

○委員長（山本浩平君）  副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。そうであれば、僕は、10 年後なら 10 年後、40 万円の

歳費にするにはどうすればいいかという議論をここですればいいのです。どこかがやるのでは

ないのです。誰かがやるのではないのです。もちろん第三者機関が入ってやるという機関もあ

ります。しかし、本当に 10 年後、20 年後、30 年後の町の将来を考えているのだったら、ここ

で、その議員を確保するためには、では何年後に 40 万円の歳費にするにはどうすればいいかと

いう提起があって、それについてここで議論をして、財政的にどうするかという議論もしてい

けばいいのですよ。それはどこかがやってくれるわけではなくて、ここでやるのです。そのこ

とが、議会で結論を出しても、例えば、報酬等審議会でだめだと言うかもしれません。それは

わからないです。だけど、僕は本当に議会がそうやって議会を、これからの白老の将来を考え

るのであれば、ここで具体的に物事を提起して、議論をしていかなければ、私はいくら上げて

くれ上げてくれと言ったって上がらないですよ。だって、今現実問題として 20％カットしてい

るのだもの。みんなの合意で。誰も反対しなかったのだから。そうでしょう。 

 だから、僕はやっぱり、議会の議論というのはそういう議論でなかったら、具体的にやって

いかないし、町民に提起できないと。町民がそのとき本当に納得してくれるかどうかよ、それ

からの理論構想を議会でしなければだめなのです。誰かがしてくれるわけではない、どこかの

第三者機関がやって、上げなさいと言ったら上がるのではなくて、議会としてどうするかとい

う議論をして、それを町民に投げかけて、町民の皆さんがやっぱりそのとおりだというように

なれば、40 万円だって僕は構わないと思いまよ。そういう議論を私は、議会でしていったほう

がいいのではないかなという気はすごくするのだけどね。ということです。 

○委員長（山本浩平君）  皆様方からいろいろ貴重なご意見、熱い討論が交わされたと思いま
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す。いろいろなご意見がございます。将来に向けて、また皆様方で十分検討してまいりたいと

いうふうに思います。 

 では次に、議会の運営、本会議の運営について。１番、通年議会の本格実施という項目のほ

うに入りたいと思います。まず、自治法 180 条の専決処分の委任については、これはいいです

ね。実施要綱の執行側協議、これについてご意見がある会派があれば、どうぞ。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 午前１１時３１分 

                                         

          再 開 午前１１時３７分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて、会議を再開いたします。  

 局長、若干説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今お配りしたのは、多分新たな議会になってからお配りしてい

るのと、ほぼ同じだと思います。新たにお配りしたのは、日にちが 12 月施行と１月施行と３月

施行という部分で検討していましたので、日付が入っているかもしれませんので、施行日ね、

それはご了承いただきたいと思います。 

 それ以前に配ったのはちょっと違うと思いますので、その以前に配ったのは投げていただい

たほうがいいかなと思います。今配ったのが最新だと思って投げてもらって、前のものは全部

処分したほうがいいかなと思います。 

 この実施要領につきましては、これは町側からの実施に踏み切る場合の要請もございまして、

ある程度の取り決めをしてスタートしましょうということです。要綱の内容としては、今の現

状のままでスタートするということですから、現状とそんなに大きく変更はしないような規定

になっているのです。 

 まず１条目の、前は１、２、３で記載しているのもありますけど、条文に直しています。第

１条については、これは開催等を召集する時期。それには任期満了の年と、過去にもありまし

たように、議会が解散した場合の想定を組み込みしてございます。一番最初に配ったのはこれ、

入っていないかもしれません。 

 会期については、町との取り決めで１月から 12 月、１月に召集してもらって、議会が会期を

12 月の末まで決めまして、議長が召集権を持って召集するというものでございます。 

 ２項目は、これは任期満了、解散があった場合の規定でございます。 

 それから、本会議ですが、本会議は１月から 12 月までの間に開かれるのはすべて定例会なの

です。ですから、その中の３月、６月、９月、12 月に一応再開するという、大原則だけは決め

ておくということなのです。これが従来で言う定例会に相当する部分。 

 それで、緊急に必要なものはその都度開くというのは、これは臨時会、それと専決処分があ

った場合という規定です。 

 それで、町と協議をして、２項目は決めるというのは、日程を従来からこのようなルール、

大まかなルールですけど、このように定例会の開催日、臨時会の開催日を協議していますので、
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これは文面に書いていますけど、従来と同じと。ですから、よほどでなければ緊急にお呼びす

ることはないという規定です。 

 ４条の呼称ですが、従来は第１回定例会、第２回定例会という規定ができましたが、そうい

う規定はできませんので、通常の月は平成 20 年白老町議会定例会、５月に開くのであれば５月

会議、第１回目５月会議、第２回目５月会議にするか。そういう呼び方になるだろうと。 

 ただし、解散のときは２回開かれますので、１回目の何月会議、２回目の何月会議という表

現になるだろうと思っています。 

 それと、代表質問、一般質問はこれから議論されますので、代表質問がなくなれば前段はな

くなります。一般質問は現状のままでやるということですから、３月、６月、９月、12 月に行

うのだよということでございます。 

 それから、一時不再議の関係は、会期が１年ですから、当然あり得る話ですので、これは事

情変更があったものとみなすという。これは従来の定例会ごとに、かけるのであれば事情変更

があったものとみなすという規定です。 

 所管事務調査については、従来と同じ考え方で書いております。ただし、緊急に必要がある

場合はこの限りではないということ。今でも緊急に取り上げて数回やっておりますので、その

規定を盛り込んでいるということであります。所管事務調査は議決はとりませんが、定例会に

相当する最終日に議場で配布しますという規定です。 

 多分もう一つ追加になると思いますが、会議録の関係、ここにもう一つ追加、多分しようか

なと思っているのですが、会議録は会期ごとに編さんするのですけど、会期ごとに編さんでき

ませんので、会議ごと、５月会議、８月会議ごとに編さんするという形に直さざるを得ないか

なと思っております。 

 こういうような要綱を定めて、一応町と取り決めをするということなのです。これは変更は

一応可能でございまして、変更する場合は町長と議会が誠意を持って協議すると。ですから、

町側のほうにお願いしているのも、通年議会は今の形式を変えないで１回はスタートしますよ

と言っておりますので、これを変えるということになれば、改めて協議して、合意をとった中

でやると。これは何回も申し上げていましたとおり、召集権というのは町側にございまして、

いくら１回でも召集する権利というのは町長にあるのです。というのは、通年議会、１月に召

集していただかなければ、効力が薄れるものでございますから、信頼関係を持ってやらなけれ

ばならないということなのです。 

 例えば、定例会を１回と定めても、町と議会が信頼関係をなくした場合に、町は 12 月でも１

回ですから召集すると。そうしたら１カ月しかないのですよね。そうしたらあと３月から９月

までの会議はどうするかといったら臨時会で対応できるのですよね。そうしたら会期がつなが

るということにはならないものですから、町と信頼関係を持ってやらなければならないという

ことでございます。 

 これは確定したものではございませんが、事務局として考えているのは最低このぐらいは盛

ると、できるのではないかと思っております。私からは以上です。 
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○委員長（山本浩平君）  今、局長のほうから実施要綱についての説明がございましたけれど

も、何か質問があればまず、承りたいと思いますが。 

 なければ何か内容について、ご意見ございますでしょうか。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  前田です。今の、するしないは別にして、これが出てきたから

ちょっと内容をお聞きしたいのですけど、本会議で、第３条でその都度本会議を再開するで、

臨時会みたいに対応すると言ったよね、今。局長のほうで。 

○事務局長（上坊寺博之君）  いいえ、臨時会ではないです。本会議です。 

○委員外議員（前田博之君）  本会議でね。それで、従前の例によるその緊急質問は、臨時会

でもほかでもできるのだけど、通年議会になったときに、その一般質問を弾力的な条項、僕は

だよ。やるとすれば入れるべきだと思うのですけど、その辺はどうなのだろうね。仮に臨時会

というのはなくなるわけでしょう。そうしたら緊急質問というのは、ここの中でどういう扱い

になるの。  

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  緊急質問については従来から認められている行為ですから、や

るかやらないかというのはその議員さんで、緊急性を本当に認めるのは議会で認めるのですか

ら、勝手にできることではないのだよね。それは、今でも認められている規定ですから、これ

は何も否定するものではないと思います。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。 

○委員外議員（前田博之君）  いいよ。ただ確認だけなのです。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 青いほうの会議規則の 62 条を見ていただければわかるのですが、

62 条の規定に一般質問とは別に規定されているのです、もう既に。質問が緊急を要するとき、

その他真にやむを得ないと認められた前条の規定に関わらず、議会の同意を得て質問をするこ

とができるのですよ。 

 だから、緊急の客観性というか、認識がなければだめなのですけど、議長は討論を持ち入れ

ないで諮らなければならない。あくまでも議会が認めるか認めないかなのです。 

 ですから、これは多分臨時会でも認められていると思いました、緊急質問については。です

から、今です、前はやっていませんから。定例会、臨時会問わずにできるという規定なのです。

ただし、その手続きは必要だということで、これは通年しようがしまいが、これは変えるもの

ではありませんのでね。これは生きてくるので、それは可能であるということです。 

○委員長（山本浩平君）  あと、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  町との協議が、これはまだですので、まず通年議会のその本格実施

というところについて、いろいろと前々回も協議はいたしましたけれども、さらに議論を深め

ていくべきだというふうに考えております。その後、それぞれ会派の中ではまた、再度いろい

ろと協議されたものと思いますので、本格実施に関しまして、ご意見を賜りたいと思います。 
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 ご意見、順番でもいいです。できれば挙手にてと思います。順番でいきますか。では、新政

クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。従来どおり、もうやっていいのではないかと。実施すべき

というふうに会派では決まっています。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） うちももう実施すべきではないのかなと。実施すべきということで意

見は統一されています。 

 これ、僕は最初通年議会というものに対しての認識というのは余りなかったのです。ただ、

前に本当に、そうですね、去年及川委員から、本当に必要なときに議会が主導的に、本当にこ

の最初の前段のこの３行に僕は集約されているのではないかなと思うのです。本当に必要なと

きに本会議を開いて、しっかりとした議論をしていかなればいけない、そういったことができ

るという話を、僕は及川委員から聞いたことがあったので、ああそういうものなのだと。今ま

でのやり方でいくと、やっぱりいろいろな手続き上難しいことも、この通年議会という形の中

では、しっかりと議論できるのだなということが、理解できた部分だったのです。 

 そういうことがこの、やっぱりこう、開催回数を年１回としてその会期を通年という形の中

で、本当に必要に応じて本会議を開いて、しっかりとした議論をしていくのだという考え方は、

やっぱりこの通年議会の一番の重点というかね、だと思っていますので、本当に今までもこう

ずっとやってきていますよね。やってきた中で、確かに一部今まで以上に忙しい部分はあるの

かもしれないけども、でもやってきた中身というのはすごく濃いものだと、僕は思っています。 

 ですから、本当にこれが１日も早く開催できることを要望したいなと、考えていただきたい

なと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  それでは清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風です。通年議会という、この持つ意味、非常にこの大きいものと

私は考えております。 

 先ほど来、議論がいろいろあった中での、やはりそのすべてをこう切り離してやっていくと

いうのは非常に無理があるかなというふうに考えておりまして、実は会派の中でもこれは時期

尚早という意見が出されております。これを本格実施、今試行で継続してやっていますけども、

もう少し継続するべきだと。試行でやるべきだという考え方でございます。会派の中では。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん、お願いします。 

○副委員長（大渕紀夫君） ６月からやってきたわけでして、その中での問題点がかなり出さ

れまして、その議論がされました。私はこれは早く実施すべきだろうという考え方です。 

 それで、議長にちょっとお尋ねしたいのですけれども、やっぱりこういう問題、確かにいろ

いろなことがあるのだけども、やっぱり議長がどういう考え方を持っていらっしゃるか、また

リーダーシップをどのようにとられるかということが、今議会でかなりこうもんできています

からね。それがこう、ずっと延びていますよね。ですから今、私はバックする部分があるので

あれば、やる必要はないと思っています。はっきりこういう点がバックするということがある
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のであれば、私はやるべきでないという考えです。 

 ただ、今の状況で言えば、実施要綱を見てもわかりますように、これ現状と変わる部分は常

任委員会が自由に開けるという部分なのですよね。ですから、そういうことでいえば、議会の

権能が高まるということ以外で、報酬の問題等々ということになってしまうと、これはちょっ

と僕は別の話ですからね。議会の権能を高めるということでいえば僕は、議会の権限が高まる

ということは、すごくいいことだし、チェック機能が高まることですから。このことを進める

というのは、私は議会人としては当然だと思っています。 

 ですから、そういう点で、議長がどうも、そこら辺をどう考えていらっしゃるか、またそこ

でリーダーシップをもっともっととられるような考え方がないのかどうか。そこら辺をお尋ね

したいなというふうに思っているのです。それは、これ以上延ばしてしまうと、もう１年たっ

てしまうのです。あとはもう、やるかやらないかしかならなくなってしまうのですよ、これ。

今の状況でいくと。これ、試行でずっといくというのはいつまで試行でいくのかということに

なってしまいますのでね。 

 ですから、１年間試行して、それがだめだということであればやっぱり、やめるというふう

にしかなっていかないでしょう。現実問題としてみれば。だって、議会で１年以上やって、そ

れがまだまだ試行だなんていうことにはならないですよ。どちらかの結論を出さなければだめ

になりますよ。 

 ですから、そういう点で、私は積極的に賛成してやるべきだという考え方なのだけれども、

そういう点で議長はどう考えていらっしゃるか、リーダーシップをとられるような考え方はな

いかどうか。そこら辺ちょっとお尋ねしたかったのです。 

○委員長（山本浩平君）  後で聞きます。まず一通り各会派の意見を伺っていきたいと思って

おりますので。 

 私ども新風は、変わることなく１日でも早く実施すべきという考えでございます。先ほど大

渕副委員長からのお話にもございましたけど、本当に６月でもう丸々１年になるわけですよね。

そして、試行している中で、何か大きな問題点、いわゆるこういうことが支障をきたしたです

とか、そういったことがあったかというと、僕は何もない、逆に議会としては、所管事務調査

がすぐに開ける、そういう委員会活動が活発化、実際に何件か案件があったと思うのですけど

も、やってきたわけです。そういったことを考えますと、町側が拒否しているのであれば非常

に難しいハードルですけども、町側は受け入れるという体制であるわけですから、これは議会

の全体の資質なり何なり、議会全体を向上させるためにも、１日も早く本格実施に踏み込むべ

きと。このように新風としては考えております。 

 では、委員外議員の皆様方にも意見をお尋ねしたいと思います。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私は、今皆さん議論していますけども、こう見てきて結果的に

所管事務調査の優先度における臨機応変の活動ぐらいしか、はっきり言って見えないのです。

あと本当に一般質問を多くするとか、もちろん話、別でいく議会の今まで言っている権能を高

めるとか活動するというのは、そうしたら全員が一般質問するとか、もっともっと別な権能を
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もっと高める必要が僕はあるのではないかなと思います。そういうことをちゃんとやってから、

住民が理解されてからでもいいのかなと思います。僕は何人かいますけど、通年議会をこうや

って説明しても、みんなわからないのですよね。説明がわからないのか、仕方が悪いのか、そ

れだけまだ浸透していないのかは別ですけども。 

 それと、皆さんいい、いいと言うのだけど、僕もそう思います。ただ、もっと、本当にやる

のであれば、先ほどの話に戻りますけども、皆さん仕事を持っている人、商売をやっている人、

やっぱりそういう人方が、その仕事を一生懸命日中やって、拘束されているのですから、その

分今度夜やるとか、日曜日にやるとかそういう具体的なものをちゃんと整理した後から私は通

年議会をやるのならいいのだけど、やっぱり委員会も多くなってくれば、それは拘束されるの

ですよ。そうするとやっぱり、商売をやっている人は大いに商売をやって事業を盛り立ててほ

しいと思いますし、私たちもやっぱり、たとえ定年者しかできないのだよという言い方は悪い

けども、確かにそうかもわからないけども、それはそれなりに仕事を持っている場合もありま

すから、だから、この部分については委員会でもこういう部分は夜やるとか、土曜日、日曜日

かけてやりましょうとか、そういうことがやっぱり僕、これからそれは導入してからの話にな

るかどうかわかりませんけど、そういうことをやっぱり整理されて僕はやるべきだと思います。 

 だから、皆さんが、私は採決に加われませんけども、そういう部分をもうちょっともっと具

体的に問題を提起して、我々がやっていく中でこういう問題がある、これを整理していこうと

いうことが、もっと議論されてもいいのかなと思う。ただ所管事務調査で、臨機応変に開ける

よと、これ確かにいいと思いますよ。だけどそれが、では何をやらなければいけないのかなと

いうことが、僕はあるのかなと思うのです。ちょっと消極的ですけど。そういうことです。 

○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）  私は従前から試行でやってくださいという話をしていましたの

ですけれども、前回の議会で議運にもお諮りをして、専決処分事項がきちっと確立されました。

このことはやっぱり、大きなやっぱり通年議会の一歩だと思うのです。  

先ほどから皆さん言っている、るるアイテム的なことはこれからいろいろ出てくると思うの

です。それはまた議運の中でお話すればいいと思いますけれども、やはり通年議会ということ

で進めた中身というのは、ここでやっぱりきちっとしたというふうに僕は判断していますので、

すぐ実施すべきというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、先ほどの副委員長からのお話でございますので、議長の

見解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君）  議長の見解ということなのですが、結論から申しますと、１年間試

行してきたという経過もありまして、私６月の時点で、１年やった時点でやるかやらないか、

この辺できちっとすべきだというぐあいに思っております。 

 それで、通年議会については、私は特に先ほどからいろいろ議論で意見が出ていますが、特

に大きな、これをやったことによって極端に議員の活動がふえたとか何とか、逆にそういうも

のがなかったということであれば、これからもそういう大きな問題がたくさん出れば、これは
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忙しくなるかもしれませんけど、通常であればそういうのが普通の定例会だけで本当はおさま

っていれば非常にこう、安定した町の形になるのかなというぐあいに思いますけれども。 

 通年議会をやって特に議員の活動の範囲はきちっと広がって、きちっとできるというメリッ

トがあってもデメリットというのは余り、私自身感じて見当たらなかったなというぐあいに思

っております。 

 それで、ただ私も今までちゅうちょしていた点は、先ほどどちらかで出ていましたけども、

通年議会とは何なのだと。町民の方が全然それをわからないというのが一つ。今までの議会と

通年議会になったらどうなのだ、それで通年議会になると全部拘束されるのだという認識を私

自身個人的にもありましたけども、あくまでも定例会のないときは休会という形で、閉会では

なく休会という形なのですけども、そういった面で議員としては休会だろうと閉会だろうとや

っぱり、議員になった以上はこれは会期中であろうと、やはりきちっとした形を、きちっとし

たというのが適当かどうかわかりませんけど、それなりの緊張感を持って、それなりの行動を

しなければならないというのはこれは別に通年議会だろうと一般の議会で定例会をやるのと関

係ないと思うのですよね。そういう面からすると、通年議会でそれではどう変わるのかと言っ

たら、今言った議会の活動範囲がきちっとできるということがふえてきただけの話で、私はや

っぱりこれは、せっかく皆さんここまでやろうということで１年間かけてやってきたことです

から、これは実施すべきだと、していただきたいなというぐあいに思っております。それも、

検討するのも６月までがタイムリミットというぐあいに思っております。 

 ただ、今までの議会運営上、議会運営委員会は全会一致で物事をずっと進めてきたという中

で、今現状一つの会派の方が心配されているという部分もありますけども、やはりこれは町民

に全部周知徹底して、町民が納得した上でこの問題を進めるとなると、これは永久的にできな

い話だなということで、やはり我々議員が、通年議会と今までの議会のああいう形式と、ここ

が違うのですということをきちっと町民にこれから議員みずからが、通年議会とは何なのです

かと言ったときに、いや、通年議会とはこういうことなのですということをやっぱり議員みず

からが町民に向かってこう、どんどんＰＲして理解してもらう、そういうのがやはり一番僕は

いいことだなと、やっていくべきことで、だけどもそれは皆さん了解してから通年議会に入る

というのであればこれは、僕は通年議会というのは永久的にできないのではないかなと思いま

すので、私はやっぱり通年議会を実施して、議長としては実施していただいて、それで通年議

会に対する疑問がある点については、議員みずからがほとんど今までと変わらない、ただ議会

議員の活動として通年議会にしたほうがより町民のためにやりやすくなるのです、議会として

やりやすくなるのですということをテーマにこれ、それを目標にこれ進めているわけですから。

やはりそれを大いにＰＲしていくべきだなと。そうすることによって、先ほど来出ている、議

員の定数の問題、報酬の問題も、そこまで議員が一生懸命やっているのなら、定数もこのくら

いいて、議員報酬も上げてやらなければだめだというような形に、逆にいいほうにこうつなが

っていくのではないかなというぐあいに思って、ぜひこれは私も議長という立場で、ずっとこ

れか関わり合ってきていますので、ぜひそういう形でやっていただきたいなと。 
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 それで、どうしても皆さんができないというのであれば、これはまた多くの方が、できない

というのであればこれはやむを得ない話ですけども、少なくても１年間やったので、この辺で

やっぱりきちっとやるという方向を出していただければなというぐあいに、議長としては思っ

ております。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 非常に今、多数という部分においては、通年を本格実施すべきだとい

う意見が大勢を占めております。さらに副委員長のほうからも、非常に強い意志が感じられま

した。もし、この試行で今後も続けていくということになれば、逆にやめたほうがいいと。な

ぜそういう考え方になってしまうかね。  

例えば、議会というのは今 16 名ですけども、16 名の議員がそれぞれの意見を戦わしながら、

そしてさらに町民の福祉向上のために、当然頑張っているわけですから、この 16 名の議員も当

然その一人一人がそういう思いで活動しているはずですね。そういう中で、今議長もお話にあ

ったように、副委員長が試行でやるならやめると、後退したほうがいいという強い意志表示が

あったわけですけども、私はそういうことではないと思います。 

 例えば試行、試行と言いますけども、試行でやりながら、今まで例えば一般質問の部分の一

括質疑を、一問一答にそれを多分 10 年近くかけたではないでしょうか。そういうことからする

と、試行でずっと今までやってきているのです。それで、この試行がでは、試行でいくのがな

ぜだめなのかも、非常に私も疑問に思うのですけども、試行でやるのなら何もやらないほうが

いいと、やめてしまえと、そういう考え方がちょっとわからないのですけどもね。試行で、例

えば今後、もう少しやってみようという気持ちにはなれないものか、それがちょっとお聞きし

たいなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 誤解してもらったら困るのです。私やめなさいなんて何も言って

いませんから。そんなことは言っていません、一つも。そういうふうにとられたらちょっと心

外ですけれども、私が言っているのは、これだけ議論した中身で進めようということでかなり

の長い期間をかけて議論してきているわけですよね。ですから、もちろん理解をしていただけ

ない方がいらっしゃるかもしれません、それは。議長も言われましたように、議会運営委員会

はなるべく、なるべくです。全会一致のほうがいいだろうと。しかし、そうでない場合もあり

ました、たくさん。あったのですけれども、なるべく私も全会一致のほうがいいというふうに

思っています。 

 それで、この問題は一般質問の一問一答形式とは私はちょっと違う側面があると思います。

もし、試行で３カ月おきにずっとこう年４回、試行、試行、試行、試行で年４回ずつ議決して

いくという形になりますよね。そうすると、必ず逆にふえるのです、会議が。要するに、１会

期が終わると月末に必ずそれを締める議会を開かなくてはいけなくなりますよね。ですから４

回は必ず必要になります。これはもう。ですから今、各常任委員会の報告、これはもう全部早

くしなくてはいけないと。意見書も早く出さなければいけないということになっていますよね、
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現実的に。ですから、常任委員会を締めるときに、今回もそうでしょう。５月 30 日ぐらいに閉

めないとだめでしょう。今までだったら何も、委員長さんは定例会まで委員会報告をつくれば

いいのだけど、そうではないですよね。そういうことが出てきているのですよ。 

 どうしてああやって、早くやって。あれ、議会の議案しかないから町の方が出席しないので

しょう。町の議案があれば、町の職員は全部出席するのですよ。それで、最後の議会というの

は５月 30 日という最後の締めの定例会を締める、今で言えば第１回定例会を締めるわけですよ

ね、５月に。そのときには、議会の議案しかないから町側が出席しないのです。町の議案があ

れば出席するわけです。 

 ですから、そういう矛盾が出てきていることは、私は事実だと思う。ですから、定例会は４

回ずつ試行をやっていけば、４回ずつ締めの定例会最後の締めをやる議会が必要になりますよ

ね。ですから、そういうことを私は長く続けていくということは、今の状況でいけばいかがな

ものかなと思っているのです。 

 ですから、この問題についていえば一般質問やそういう試行とはちょっと違って、現実的に

委員会報告、今度これ通年議会になれば委員会報告はそうなりませんから。６月なら６月議会

というのですか、それまでにまとめればいいということになりますよね。今までだったらもう、

常任委員会の所管事務調査を早くやめなければだめだという形になってしまいます、期間的に。

そういう矛盾が現実的に出ていて、皆さん方、委員長さんはもうかなり苦労したり、各会派の

長の方々は、意見書を出すのも早く出さなければだめだということで、今までと全然違った対

応になっているわけですよ。 

 ですから、そういうことを長く続けるのはいかがなものかなと。それであれば、もっとスム

ーズに、今よりもスムーズに議会運営できるようにしたほうがいいのではないかと、こういう

ことなのです。私が言いたかったのは。 

 だから、何もそんなのだったら、だめならやめてしまえとか、そんなことを僕は言っている

のではなくて、そうではなくて、そういう矛盾があるから、やっぱりなるべく円満にやるので

あれば試行でずっと延ばしていくと委員長さんがずっとそういうことになりますから。あと、

意見書を出すのもみんなそうなっていきますから。議会もふえるし。今までどおりだったら何

も、通年議会だったら５月 30 日の定例会はいらないわけでしょう。だから、そういうことにな

るから。そういう意味で私は言っているのですから、そこは一つ誤解しないように。そんな、

反対するならやめてしまえとか、そんなことは言う気は全然ありませんから。 

○委員長（山本浩平君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君）  それと、今副委員長が言ったからあれですけど、やはり私の立場と

しても考えていかなければだめだと思って反省しているのですけど、今までいろいろなことを

議会改革で試行してきました。そして今度、きちっとこれを今こうやってやってくれて、これ

きちっと規則なり条例化するなり、きちっとすべきだということで、今ようやくやってくれま

したけども、やっぱり本来であれば、やっぱり試行でもよかったことは半年でも３カ月でもや

った時点でね、いや、これはきちっと規則にもう盛り込んでやろうという形にするのが、やっ
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ぱり本来ね、それでないといつまでも試行、試行といってしまうと、なかなかやっぱりそうい

うぐあいに規則になっていないものですから、やっぱり大変な部分があるし、議会運営委員会

でもいろいろなかなか、まだまだこれもんでいなければだめだということがあるものですから。 

やっぱりこういう試行というのは極端に長くしていくのが今までちょっと異常だったなと。

これは私の不徳の致すところで、反省しているのですけども、やっぱりいいものはどんどん規

則条例化していくような形で取り入れて、改革を進めて行くと。それでないと、同じことを何

回もやっているような形ですから。そういった面からしても、やっぱり１年間、少なくても皆

さんでこう議論してこうやってきたわけですから、先ほどぜひ６月までにその結論をきちっと、

議長としては進める方向で出していただきたいと。これを、今だから言うわけではないですけ

ど、議運の委員長さんにもその辺は、６月まできちっとした結論をぜひ出していただきたいと

いうお願いはしようとは思っていたところなのですけども、そういう考えですので、一つぜひ

十分会派で再度、そこまで結論が出るような形で検討していただければなというぐあいに思っ

ています。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、暫時休憩をいたします。 

休 憩 午後 ０時１４分 

                                         

再 開 午後 １時１５分 

○委員長（山本浩平君）  それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

 休憩前に、いろいろと議長のご意見も拝聴いたしました。全体の第３次白老町議会改革につ

きましては５カ年計画の中で具体的にやっていこうということでございますけれども、この通

年議会の本格実施につきましては、先ほどの各委員の皆様方のご意見、そして議長のご意見等

を参考にいたしますと、やはり十分議論がこれ、必要だと思いますので、ここでやはりこの本

各実施について、先ほどの皆様方の意見を踏まえた上で、ぜひ討論していただきたいと、この

ように思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 どなたか、どうぞ。議論を深めていきたいなと考えています。また会派に持ち帰ると言って

もですね、いや、また会派に持ち帰ることになるのですよ。ただ、これはもう何度もそれを繰

り返し今までやってきていますので、先ほどの皆様方から出てきた意見を踏まえて、何かお尋

ねしたいこと等もあれば、この場において討論していきたいなと思っています。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ここに今及川委員もいないので、それ以上の話を進めていけるかどう

かわからないですけど、僕はやっぱり試行でやっている部分と、通年でこうやろうという部分

でこう、何か今中途半端な形の中で、どうしてもこう、何と言うのかな、それはそれでいいの

ではないのという話はそれでいいのだけども、でも何かこう中途半端な形でこう動いているの

ではないのかなと。 

議論は相当深まってきているのだろうなと思うのです。ただその、通年というその一つの何

というのか、感覚。その感覚のとらわれ方と言うか、とらえ方で多分いろいろな意見が出てく
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るのだろうなと思うのですけど。 

 ただ、この約１年間こう試行期間としてやってきた中で、僕自身もそんなに、何というのか、

それに対して町民からどう見られているとか、どうだとかああだとかという話ではなくて、実

際今までやってきた形の中で、ただ常任委員会にしても何にしても、ああ、こういうことが必

要だな、ああいうことが必要だなと思ったときに、時間をつくってそれに取り組んでこられた

っていうことは、すごく僕はいいことだと思います。 

 確かにその常任委員会だけの話ではなくて、今後いろいろな部分でこの通年議会が一つの議

員活動の中で、町民に対しての訴えていける一つの場所になっていけば、町民の理解もそこで

深まっていくのかなと僕は思いますし、それこそ、先ほど議長も言ったとおり、町民の理解を

得てやろうということであれば、これは多分できないのではないかなと僕は思うし。実際議会

の中でまずやってみようということで、まずやっていく形の中で理解を求めていくことがやっ

ぱり必要なのかなと僕は思っています。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  通年議会が採用されたからといって、その強制的な拘束力はないと

するものですよね。そして、例えば拘束されなくても議会人というのは公職に就いている立場

の人間なのですよね。その中で、やっぱりこの通年議会を活用したことで、今までと違った、

例えば常任委員会に出たときのその、今まで公務災害が適用されなかった部分、そういうもの

も含めて、やっぱり公人としての身分が補償されるという部分と、あとやっぱり、いつでもそ

の必要案件に応じて議会が開かれるということは、今の時代それはすごく必要ではないかと思

うのです。だから、本当にこの、まだほかの自治体でもやられていないことなのだけれども、

まずその通年議会を取り入れながら、その中で不備があった場合は常にやっぱり点検していく

というのが必要なのではないかなと、私は思うのですけれども。 

○委員長（山本浩平君）  ほかございませんか。 

 それでは私のほうから１点。私も及川代表がいれば及川代表にお尋ねしたいなと思っていた

のですけれども、午後からずっと所用ということでございますので、もしお答えできれば西田

委員さんからお答えいただきたいのですが、今までこう試行をしてきて、６月になれば約１年

になるわけでございまして、試行期間と実際の通年議会、試行ももう実際は行っているような

状況だと思うのですよ。その中で、何か具体的にその試行をしてみて、こういうところが無理

があったとか、こういうところがやはり支障があるのではないかというのを、具体的に何か感

じられるものが清風クラブさんの中でもしあるとすれば何があるのかというのを、もしあれば

お尋ねしたいなと思っていたのですが。その点について、もしお答えがあれば。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 試行期間中に何か無理があったのか、不都合な件があったのかという

お尋ねだと思うのですけども、それにつきましては細かいところまではまだ実際には把握して

おりません。ただ、個々の議員のばらばらの考え方の中で、例えば試行期間中にいかがなもの

かというのが、まずそれぞれ議員というのは、自分の職業を基本的に持っていて、また生活の

収入というものが基本的にあると。そこの中で議員報酬というものがいただけるわけなのです
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けども、その議員報酬だけで実際に食べていける議員というのは、実際はいないと。 

 それであるならば、議員としてきちっと生活の基本的なものが確保されているのだろうかと。

やはり試行期間中でありますけれども、やっぱり議員というのは身分の拘束というのは非常に

やはり、休会中と閉会中ではやっぱり随分違う部分がありまして、やっぱり事業をやっていた

り、やっぱり仕事をしていたりなんかしたときに、やはり随時対応できるというのはいいのだ

けども、反面では自分たちの生活がそれで成り立っていくのだろうかと。自分たちの生活が成

り立っていかない状況になってきたときに、果たして議員活動というのができない状態になっ

てきたりとか、また町民から批判を受けるような状態になったら、本末転倒ではないのかと。

やっぱりその辺が一つ問題がありますという意見がありました。 

やはり、生活があって初めて議員活動ができるのであって、それを一番最初議長も確か去年

のときにお話していたと思うのですけども、どうしても議会をやっていく中で、いつでもこう

やって集まって議会を開けるというのはいいことだよと。でも、現実的に皆さんそれで、仕事

を持っている議員さんたち、自分たちの生活は大丈夫なのですかと。自分たちで自分たちの首

を絞めるような状況になりませんかと。やはりその辺がクリアされないと、本格実施になった

ときに続けられるのか。先ほどもちょっと私言いましたけど、その辺が非常に疑問に感じるし、

そこの辺をきちっとしていかない限り、本格実施したとしても続かない、やはり定年退職者の

人ばかり、普通の主婦の人ばかりしか議会に出られないのであればおかしいのではないか。や

っぱり若い人たちがきちっと将来の白老町を 10 年後、20 年後を見据えて考えられる若い議員

を育てていくという役割のうえでも、その辺を分けて話をしようという考え方であれば、やは

りちょっとここでは本当は本格実施に入っていいのかもしれないけども、ちょっとそこでスト

ップして、一緒に考えよう、そういうふうな考え方がいかないのであれば、ちょっと本格実施

までなかなか踏み切るのは難しいかなと。そういう考え方です。 

 ですから、具体的に試行期間中にどういうことが具体的に無理があったのかと言ったら、本

当に細かいことしかないのですよね。例えば私が、東京の息子のところに遊びに行くと、行き

ますのでよろしくお願いしますと、１回ずつ議会に報告しなければいけないわけですよね。そ

れが、果たして何か、常に縛られているそういう形。今までは黙って行っていたのが、１回ず

つ報告もしなければいけないのだと。そういう状態も、結局議員としての身分というものに、

非常に責任を感じるわけですよね。だから、そこまでやっているのに議員としての身分という

ものは、ここの通年議会の中で保障されていないという部分が、一番問題であると。そういう

ふうに感じております。そういうような意見がありました。 

○委員長（山本浩平君）  この件に関しては。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 例えば、今例えば白老町を離れて、例えば東京へ行くだとか、例えば

大阪へ行くだとか、九州へ行くだとか。そういった場合はやっぱり議会の方へ届出は今までも

出していたのではないですか。別にこれ、通年議会になったからそうなったという問題ではな

いのですよね。今までも例えば、長期で東京に行く、２泊３日ぐらいでもって。３泊４日でも

いいですよ。行くとなったときには、やっぱり議会の方に届けを出す形は今までも同じだった
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のではないかなと思うのです。ですから、まずそれは一つ置いておいて、それが拘束されると

かしないとかという問題ではないと僕は思うので、それは置いておいて。 

 やっぱり今の、委員長が言っているのは、やっぱりこの今の試行期間中の中で、やっぱり今

までの議会活動の中身と何が変わったのかということがまず、そこがまず一番大きな問題だと

思うのです。通年議会の今試行期間としてやっていた中で。それでやっぱり、どうしてもやっ

ぱりこう、仕事に支障が出るのだとか、そういったことがもしあるとすれば、そういったもの

をやっぱり抽出と言ったら変だけど、問題点をどんどんどんどん挙げてもらって。そうしたら、

先ほど前田議員が言ったような形で夜やりましょうかとか、そういった形にもなってくるので

はないのかなと思うのだよね。その問題点がまず出てこないと、それから先に進んでいけない。

そういったものをクリアできるのであれば、もしかしたらいけるかもしれないではないですか。

いけるかもしれないと言ったら変ですけど。 

ですから、そういった今までの議会活動と、この通年議会の試行期間の中での、何の支障が

あったのかという問題点を、例えば今西田委員が聞いたとしてもわからないかもしれないです。

ただそれを会派に持ち帰って、それをしっかりまた議論する討論がまた必要なのかなと僕も思

うし、また僕たちも会派の中でずっと今まで何が、仕事の中で何の支障があったかとか。 

 そしてまた、僕たちが議員に出て行くときに、例えば、確かに自分の仕事が一番大事なこと

なのだけども、ただ、仕事が大事だけども、議員活動をしていく上では、やっぱり犠牲にしな

ければいけない、いや、仕事の中での犠牲というのは絶対出てきますよね。今までの中でも。

通年議会に入る入らないの以前にしても。それをやっぱりこう、自分の中で認識しながら、多

分議会の方に議員として出てきているのではないのかなと、僕は思うのです。 

 ですから、それも一つこう置いておいて、今までの議会活動と通年議会の試行期間の中、今

やってきたこの約１年間の中で、何がどう変わったのかな、どうなったのかなという問題点を

やっぱり抽出していかなければならないのではないのかなと、僕自身思っているのですよ。で

すから、それが出てきた中で、ではそれをクリアするために、それではこういうことをできる

か、こういうこともできるのではないかという話がこれからどんどんどんどん出てくるのでは

ないのかなと思うのだよね。僕が思うのはそういうことなのです。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今までこの議会改革の中で、やはり通年議会というのはずっと私も、

昨年からずっと議論させていただきまして、そこの中で参加させていただいて、聞かせていた

だいた中で、やはり今言ったように、夜間議会の開催だとか、日曜日、祭日に議会を開くだと

か、例えば議員報酬の問題とか、定数の問題とか、いろいろこうやって含まれてくるのですけ

ども、だけども現実的に今の今までと同じ形でもって議会を通年議会にするだけなのだからと

いう、そういう考え方だけで実際にやってきましたけど、それでは議会の中ででは何も変わら

ないで通年議会をやるのだったら、ただ名前が変わっただけだという判断であれば、別に何も

する必要はないのではないかという意見が一つありました。 

 もう１つは、やはり常に進化する議会であるというのであれば、常にそちらのほうの意見も、
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本格的にやっていくという考え方でなければ、通年議会を取り入れていった意味もないだろう

し、だから基本的にやはり会派の中で何度も何度もこの問題については、会派会議をやりまし

たけれども、やはり今までと何も変わらない、ただ名称だけが通年議会に変わるだけ。それだ

けであれば何の意味もないと。やっぱり具体的にこういうことをやっていきたい、ああいうこ

とをやっていきたい、そういうものがきちっと議会の中で進めて行くということであれば別だ

けれども、ただ名前だけが変わるのだったら、何の意味もないのではないかと。 

 やはりその辺が、やっぱりどうもクリアできないものですから、あくまでも通年議会本格的

実施、実施したのはいいけれども、本当にその後議論をちゃんとしていくのと。皆さんが、い

や、これでいいのだと言うだけだったら、何の意味もないのではないかなと。そういうような

意見でどうしても最後はそこでとまってしまうという感じになってしまって、そこから先の本

格実施という話にはなかなか行かないというのが現状です。 

○委員長（山本浩平君）  すみません、今のお話なのですけれども、現実的に、やはり委員会

が活性化というか、活発化にはなっていたと思うのです。この試行期間の中で。具体的に申し

上げると、大昭和の若干基準を超えた、日本製紙さんですか。煤煙問題のときもすぐ民生のほ

うで対応、安愚楽牧場さんのふん尿のことが懸念材料にあるとなったときには、すぐ産業厚生

常任委員会でいぶり牧場のほうに視察に行くとか。そういった形の中で、実際に大変心配が起

きるような問題に対してタイムリーに対応できた。これは非常に大きなことだと思うのですよ。 

 それとやはり、議員としてその公務災害も認められると。そういうメリットもあるというこ

とで、決して名称だけ変わるということではないと思うのです。その点について何かこう、会

派の中では意見は交わされたことはなかったのでしょうか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ですから、そういうことがこれから先もどんどんあるでしょうと。や

はり、そうなってきたときに、その議員の身分の補償は、公務災害だからいいけれども、では

実際的に急遽集まって委員会活動をやります、何やりますといったときに、やはり議員として

の生活の基盤は一体どうなっていくのだと。確かに議員として活動範囲が広がって、どんどん

議会が動く議会で、それはすばらしいのだけども、それに伴った身分の補償、生活の補償、そ

ういうものもきちっと並行して考えていかないのであれば、やはりちょっとそれはおかしいの

ではないかと。そういうことなのです。 

 だから、一生懸命議会が頑張るのはいいと。でも、頑張った分だけ、今の議員の人たちが頑

張るのはいいですよと。だけども、それに付いてくる若い人たちがいるのですか。そういうよ

うな若い議員の人たちを育てて、そして次の世代につなげていく、やっぱりそういうふうなも

のも一緒に並行して考えていかないと、やはりちょっと無理があるのではないかという考え方

です。一生懸命やるのはいい。でも、やって息切れしてしまったら意味がないのではないか。

だから、続けられるうちは続けていくというのは分かるのですけども、やっぱりそこにちょっ

と、どうしてもそこからいかれないと。その辺がどうしても。特に若い人たちに、やっぱり生

活の重荷を感じさせてしまうような議会であれば意味がないと。そして町民からもそれだけ頑

張っている議会だから、では報酬を上げようという話は、そう簡単には出てこないでしょうと。
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今の白老町の状況の中で。それであれば、では議会というのも弱体化していかないのと。反対

にそちらのほうの心配も出てきますと。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕、思うのだよね。例えば議会に、例えば議員として出てくる以上、

やっぱり、何といったらいいのかな。確かに自分たちの生活が一番です。自分たちがだめにな

ってしまえばどうしようもないことなのだけど。例えば今町で、タイムリーに例えばこれをや

っていかなければいけない、こういった問題を解決していかなければいけないというものを無

視してまで自分の生活に走るのだったら、議員をやっていく必要はないのではないかなと、僕

は思う。これちょっと極論になるかもしれないけども。 

 確かに今西田さんの言う、若い人方の出てくる場面をつくっていかないといけない、そのた

めには、この今の忙しさでは無理だよという、その思いは僕も十分わかるのです。先ほどから

もずっと議論されていることだから。ただ、それと、何というのかな、今解決していかなけれ

ばいけないと、今言ったその進出企業の問題もそうだし、例えば白老町に根ざしているその企

業のいろいろな問題。そういったものに対して、タイムリーにそれを解決していかなければい

けないというのは、議会として当然やらなければいけないことなのですよね。自分の生活が忙

しいから、仕事が忙しいからと言って、それではそれを置き去りにしてもいいという話ではな

いですよね。ただ、タイムリーに、もしそういったものがタイムリーに出てきたときには、ど

うしてもそれをこなしていかなければいけない。それは通年議会だろうが、通年議会でなかろ

うが。ただ、手法として通年議会のほうがやりやすいということは僕、ずっと感じているので

す。この何カ月間の間。手法として。だから、通年議会だとか、例えば今までの議会の中で何

が違うのかなと。丸っきり変わっていないとかではなくて、やっぱり手法が変わることによっ

て、ああ、これだけスムーズに物事が運ぶのだなというのはすごく実感しているのです。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） これは私の個人的な考え方、意見なのですけど、私は通年議会を最初

にお話を受けたときに、その内容につきまして非常に賛同した一人です。これ、通年議会はぜ

ひやっていくべきだと、正直言って思いました。それで、そういう中で実際に、これだけ機動

的に動ける議会なんていうのは、すばらしい議会だなと思う。だから、ぜひとも早急にやって

いくべきだという考え方でおりました。 

 ところが実際に議会の中で、通年議会実施に当たってのいろいろな議論をしていく中で、私

は機動的に先ほどから言っています機動的に動く議会はいいのだけど、では議員の報酬はどう

なっているのと。今回も、例えば１割カットしましたよね。正直言って、そういう中で何か、

機動的に動いて、では自分として、議員の一人として、資質の向上のために勉強したいな、あ

れしたいな、これしたいなと思ったとき、やはりかかるものはかかるのですよね。そういうも

のも、何も見直されないでこうやって置いてけぼりにされて機動的に動けと言われたときに、

何だかよくわからないけども、何か気分的に、気分的というよりもむしろ、自分はこうやって

何とか動けるけども、果たしてこれでいいのかなと。何か、議論が深まれば深まるほど、通年
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議会というのはやっぱりそういうものもきっちりクリアしていかないと、クリアするまでいか

ないけども、みんなで議論して、やはりそういう方向性に行くのであれば、必要な部分という

のをちゃんとやっていきたいな、してもらえるのかなと。 

 議会というのは最終的に、矢祭町のように日当制の議会になっていくのか、ボランティア的

な議会になっていくのか、それとも専業的な議会になっていくのか。今そちらのほう、どちら

かに行くのだろうなということは感じておりました。通年議会をやっていくということは、つ

まり議員の専業化のほうに行くのだろうなと。それであれば、そういうような形のものを基本

的に考えていくものだと私は理解したので、最初は賛成しました。ところが、実際にこうやっ

て議論していくと、形として、何というのですか、通年議会はいくかもしれないけども、中身

については矢祭町のボランティア的な日当議会のような、こういうような中身になっていって

いいのかなと。 

やはり、議会が通年議会を目指すのであれば、やっぱり専業的なそういうふう形のもののほ

うの基礎地というか、基本的なこともやっぱりきちっと同時に考えていってほしかったなと。

そちらのほうは別個に考えるべきだという考え方の中で、やはり意見が、申しわけないですけ

ども変わってまいりました。そういうふうな議会の議論の中であれば、あくまでもやはりボラ

ンティア的な矢祭町のような日当的な、そういうような議会であるのだったら、通年議会では

なくてそちらのほうの形を選ぶべきだろうと。そういうふうな形に、考え方も変わりました。 

○委員長（山本浩平君）  土屋委員、いいですよ。 

○委員（土屋かづよ君）  先ほど来ずっと報酬の話が出ているのですけど、本来この通年議会

を実施するという時点でもって、町長の専決処分のことが、この通年議会にするということで

始まったわけですよね。 

 それで、よく考えてほしいのですけど、歳費と報酬と違うのですよ。市とか道とか、国の議

員は歳費。それは政務調査費も入って生活をしていけるだけのものがもらえるのです。だけど、

今までの経過からいったらずっと町村議員というのは報酬。それで誰も、私もそうですけど、

議会に出るときに、手取り 15 万円ぐらいの報酬で生活なんかできると思っていません。やっぱ

り、そういうある程度、ある程度ボランティアの気持ちがなかったら、こういう町議の活動は

できないと思っているのですよ。 

 だから、将来的にはどういうふうに変わっていくかわからないけども、今その報酬云々とい

うよりも、やっぱり何でこの通年議会を行うのかということをきちっとやっていかないと、い

つまでも話が終わらないと思うのです。正直。だから、その基本に返って話をしたほうがいい

のではないかと思うのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私はそのご意見はごもっともだと思っております。ただし、報酬のこ

とを抜かして、議員というのは活動を制限されるものでもないし、何でもありませんけれども、

でも、私は建前で話していたら話は進まないと思っています。やはりすばらしい人材には議員

になってほしい。なってほしい人に議員になってほしい。なれる人が議員になるのではなくて、
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やはりその点を私は重視して、報酬ということに非常にこだわっております。 

 やはり、正直言いまして私の弟も議員をやっておりました。やはり、ところが最終的に議員

をやめろと、家族の中で反対しました。私も反対しました。最終的に報酬です。家族を持って

生活していくときに、そういうのは建前やそういうものでやっていかれない。現実的にはやっ

ぱり生活が第一です。そうなってきたときに、本当に議員として報酬がどうあるべきなのか。

私はたまたま今いただいている報酬で十分にさせていただける立場ですけれども、果たしてそ

れでいいのだろうか。その報酬の部分を本音と建前で分けて議論されるのであれば、やはり私

は通年議会に関しては、これ以上は進められない。我が会派としては進められない。正直言っ

て思っております。その点を十分本音で語っていただけるような議論がなされない限り、進ま

ないと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  先ほど、この本格実施の前に議員定数と報酬という項目の中でいろ

いろ議論いたしまして、これは検討課題ということになったわけでございまして、これと一緒

に議論しなければ、難しいというお話ですよね。となれば、なかなか前に、おそらくこれ進ん

でいかないというふうにちょっと感じております。 

 私は、実際に 20 人から 16 人になった段階において、議会みずからチェック機能の低下を防

ごうという、そういう考え方の中で広報広聴常任委員会というのを設けて、これはもう全会一

致で決まったことだと思うのです。そして、その小委員会に入る方と、議会運営委員会とは同

じ人間にはないような形で分担して、少しでもその登板回数を少しでも和らげる措置をとった

というふうに認識しておるのですけども。この通年議会になったから、その非常に忙しくなっ

たというよりは、むしろ議員みずから、議会みずからチェック機能を高めるためにどうしたら

いいかということで、２つの常任委員会等に所属するような形をみんなで決めて、行っていっ

たと思うのですよ。ですから、その辺に関しては、皆さん認識のもとで進んできているのかな

と。通年議会イコール登板回数がものすごくふえたとかということではない、そういう認識で

おります。もし認識の違いということであればまたあれなのですけども。副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。いずれにしても、歳費をここで議論して、いくらにす

るとかと議会で決めるものではないのですよ。はっきりしているのです、これ。ですから、議

員として白老町のためにどういう議論をするのかと。それが最良の策は何なのかと。議会議員

になるというのはそういうことを町民の皆さんに訴えて、皆さんなられたわけですよね。です

から、僕はその中で町民の声を最大限この議会の中で生かし、チェック機能を果たし、それで

もし矛盾があるのであれば、これは私も提起しました。夜間をやりましょうと。しかしそれは

皆さんが、仕事をされている方がそうではないと。 

 それで、若い人ということなのですけど、私も実は 28 歳から仕事を持ちながらやらせていた

だいております。これは、山本委員長や氏家委員も 40 歳から仕事を持ちながらやられていると。

もちろんそういう人たちだけしか出られないというのはまずいと思いますよ。どんな人でも出

られるというのが一番いいと思います。ただ、そのことが今の白老町の状況の中で、財政保障

ができるかできないかということを、ここの議会の場で議論する中身のものなのかと言えば、
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私はそういう考えから、これは切り離して考えるべきだよということを言っているのです。 

 だから、さっきそれで上磯の例も言いましたし、芦別の例も言ったのはそのために言ったの

です。上磯というか、北斗市だって実際上げられないでいるのです、まだ。現実的に見れば挙

げられないでいるのですよ。しかし、そういう中で我々は、今白老町が財政再生団体、再建団

体になるかという状況の中で、議会がどういう役割を果たすかということなのですよ。報酬が

少ないし、将来若い人たちが出られないから、では議論しないよというふうには、そんなこと

を思っている人は誰もいないと思うのです。そうなれば当然今、これからは、ほかの議会の回

数はものすごくふえると思うのです、きっと。多分ふえると思います。 

 ですから、そういう議会議員になるという意味はどういうことかということのほうが、先に

考えるべきであるし、ここで報酬のことは議論しても構わないけれども、ここで報酬を決めた

り、上げたりなんてできないですよね。カットするのも皆さん全会一致で、確か全会一致だっ

たと思うのだけど、今回は全会一致で決まって、全員が賛成されて、みずから 10％下げましょ

うというのはこれ、建前とかではないのですよ。本人が賛成しなかったら賛成しないというこ

となのだから。賛成してみんなで決まっているのですよ。 

 だから、そういう議会のルールに基づいて我々は議論しているわけだから、そこのところは

意見の違いはこれはもうあって当たり前なことだと私もそう思っていますから。ただ、ルール

をちゃんとこう守って議論していかないと、やっぱり違った方向になってしまうのかなという

ふうに思いますので、我々議員というのは何で議会に選挙をやって、町民の支持を得て出てき

ているのかということを考えないと、やっぱりきちっと考えておかないとだめではないのかな

というふうには、すごく今の議論の中で思いました。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の意見とか、ちょっとお伺いしまして、ちょっと勘違いされていた

ら困るなと思うのは、私は議員としてもう既に議会に来るというときに、自分の私生活という

ものをある程度犠牲にしてでも議員としての活動をしたい、そういう思いがあるから当然立候

補して、また議員活動をしているというのは、もうそれは基本です。もう、それがなければ議

員として、もう最初から人間としても資格がないと思っております。そこだけは勘違いしない

でいただきたいと思います。 

 ただ、そこの中で、果たしてこれでいいのかという疑問がどうしてもそこからぬぐい去れな

い。そこのところだけがどうしてもネックになっていて、先ほど及川代表も、最終的にはやは

り我が会派としてはこれは本格実施には容認できませんからということをきちっと伝えてくだ

さいと言われましたので、これ以上ちょっと討論しても無理かなと。もう一度持ち帰って、話

し合いをしてくるしかないかなと思っております。 

 また、ほかの会派の皆さんも、申しわけないのですけど今言ったように、議員報酬とこれと

は別個に話して考えるべきだという考え方は、もう既に我が会派と全然違うわけですから。う

ちの会派はそれも全部含めて考えましょうと。大きな枠組みを考えましょうということであっ

て、議員報酬をいくらにしなさいという議論をしてくださいというわけではなくて、議員報酬
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のことも考えましょうと。定数のことも考えましょうと。そういうことも全部含めて通年議会

というものをきちっと考えてほしいという考え方ですので、その辺は随分違ってくるのかなと

思っております。 

○委員長（山本浩平君）  いろいろ議論が出ましたけど、今西田委員からのお話のとおりです

ね、おそらくこれ以上議論しても、きょうの段階ではかみ合うところまでは到達できないとい

うふうに思います。しかしながら、議長の先ほどの思いもございます。何とか６月本格実施し

たいという、強い決意を述べられておりましたので。ただ、だらだらだらだら長くこのことを

あと２回ほど議会改革に関しましては会議を、第３次議会改革につきまして会議を開きますけ

れども、いずれの時点ではやはり結論を出さなければならないのかなというふうにも思います。 

 全会一致ということが本当に望ましいことではございますけれども、場合によっては、これ

は全会一致にならなくても、何らかの結論を出さざるを得ない時期が来るような気も、私委員

長として今そのように思っております。再度、きょうの議論を踏まえて各会派に持ち帰りまし

て、検討を重ねていただきたいと思います。 

 次に２番目、自由討議・質疑の反問について。これらのことについて、各会派の意見を頂戴

したいと存じます。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 自由討議は、これは自由にやっていいと思うのですけれども、質疑の

反問ということでちょっと、よく中を調べないとわからないのですけども。 

○委員長（山本浩平君）  これは執行側との、町側の反問権のことですね。 

○委員（近藤 守君） 反問権のことですか。現状では難しいのではないかというふうに。 

○委員長（山本浩平君）  反問権は難しい。何か説明ありますか、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 難しいではなく、自治基本条例でもうやるとなっているのです。 

○委員（近藤 守君） やるとなっているのですか。やるとなっているのならやるしかないで

すよ。やってください。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ここに書いてあるように、ルール化をどうやって決めるかとい

うことなのです。 

○委員長（山本浩平君）  すみません。私がちょっと、説明が不足しておりました。実施のル

ール化についてどのように行うかということでございました。すみません。 

 これについてありますか。ないですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 自由討議はそうですね、議員同士の中での活発な討議というのは本当

に必要なことだと思うし、多分今までもやられてきているのではないかなと僕は思っています。 

 ただこの反問権については、ちょっと僕の感覚の違いなのかもしれませんけども、例えば執

行側に対して、行政側に対しての一般質問、代表質問の、こちらからの質問する内容だとか、

いろいろなものをこう、お話しますよね。そして話したときに向こうから答弁書が返ってくる。

それで、そこまでのやり取りをするのであれば、当然そういったもっと深い議論に入っていく

というね、そういったことを考えながらやっぱり向こう側からのどういった主旨での質問なの

かだとか、そういったこともやっぱり言えるような、言えるようなそういった議会にしていく



 40 

べきではないのかと、僕はそういうふうに思っています。 

 例えばこちらからの、一方的なと言ったら変ですけど、一方的な質問の中で、向こうからの

答えだけを、何というのですか、聞くというよりも、向こうからどういった思いで、それでは

どうしたらいいと思うのかとかと、やっぱりその信念みたいなものがないと、やっぱりしっか

りとした議論になっていかないのではないかなと。私はそういうふうに思っていますし、うち

らの会派の中でも反問権をやって、多分議会がどうなるかわかりません。どうなるかわからな

いけども、栗山町で１回やっているのですか、これ。やって１回いろいろな話は聞いています

けども、ただそういった考え方の中で例えば、行政側に対してのその答弁書の提出だとかいろ

いろなものを求める以上は、そこまでやっぱり踏み込んだ形の中でやっていくべきではないの

かなという考え方ではいます。 

○委員長（山本浩平君）  次に清風さん、いかがでしょうか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） うちの会派は、自由討議・質疑の反問、これは大いにやるべきであっ

て、議会事務局のほうで何か提案があるのであれば、どのような形のルールがいいのかはちょ

っとお伺いしてみたいなということです。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 自由討議なのですけど、自由討議というのだけど、具体的にはな

かなか討議がこう議員だけでの討議が深まっていかないような気が、私はしています。率直に

議員同士の討議という意味です。 

 町に質問したり、質疑するということについてはいいのですけど、議員同士のやっぱり討議

がかなりやられないと、議会全体がこう活性化していかないというふうに私は思いますので、

その部分での、どういう形が望ましいのかというのは私にもよくわかりません。はっきり言っ

て。ただ、必要だし、本当にやりたいと思うのだけども、これはやっぱりご意見ございません

かと言ったらなかなかやっぱり、出ないというのが実態でございますから、事前勉強ももちろ

ん必要だし、そういうふうになっていくのですけど。そういう点で言えば、このルール化とい

うのはどういうふうにすれば意見が活発に出るのかというのはなかなか難しいなというふうに

感じています。 

 反問権の関係ですけど、これはもう今氏家委員が言われたとおりで、当然そういう形で我々

が答弁書をもらうという状況まで行っていて、町側が聞いていることがわからないのに、それ

に、多分あなたの言っていることはこういうことでしょうかぐらいのことを言って、答弁をも

らうなんてばかな話はないわけで。わからないことはわからないで、それはどういうことを聞

いているのですかと、率直に町側から聞いてもらうと。それからある意味では一定で少しぐら

いの、いやそれはこうこうこうではないですかとかぐらいのことは僕は発言されてしかるべき

ことだと。それでなかったら進んでいかないと思いますよ。こちら側だけが一方的に質問して、

答弁ちゃんとよこせと言うのは、ちょっと筋違いだと思っていますから。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君）  はい。新風でございますけれども、清風さんと同じ見解で大いにや

るべきだという見解でございます。しかしながら、このやり方については非常にこれ、うまく
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いっているところを研究しなければならないのかなというふうに思います。 

 それで、うまくいっているところと言っても多分数少ないですよね。それで、視察といって

も道内しか今、財政を考えると道外ということにならないと思うのですよ。議運で視察するに

しても。そのような方法も配慮しながら、どういう方法でやるかということを研究して、今す

ぐ実施ということはなかなかできないかもしれませんけども、だきるだけ早く実現すべきでは

ないかなという考え方で思っております。 

 それでは、委員外議員のお２人にもお尋ねしたいと思います。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  前田です。自由討議、本当に必要だと思いますけども、結構丁

重なのですよね。これはやっぱり結論から行くと、議員個々の問題もあるし、各委員会の質疑

というかな、内容もしかりだと思います。私１回ちょっと質問させていただきましたけどね。

それがどうとかこうとかではなくて、もっとやっぱりそうなっていくと、さっきの通年議会に

関わってくるのだけども、やっぱりかなり回数が多くて、ただ報告とか所管ではなくて、やっ

ぱりもっと逆に理事者側に、町側に言いにくいことでも言えるような、そういう部分の調査報

告になったり議論ができるようにまでいかないと、僕は自由討議がどうかなということで、そ

の辺のルール化が一つあると思います。 

 それと、質疑の反問。原則的に私もあるべきだと思います。僕も質問するときはそういうこ

とを考えて、ある程度やってきていますから。 

 ただ、答弁する側が一般質問、代表質問を出すときに聞き取り調査をしますけども、かなり

具体的に質問者に対して踏み込んだ答弁をしたいという言い方で、議員同士できっと聞き取り

をして答弁しているわけですよ。そして、また話も戻るけど、質問するときに答弁は来るけど

も、それは別にして、やっぱり答えるほうもある程度同じレベルでやらないと、これを逆に使

われる可能性があるのですよ。 

 そして、同じような答弁しか繰り返していなくて、逆にわからなくて反問権を使われてしま

いますから、議員の立場もそうですけれども、理事者側の立場に対しても、どうあるべきかと

いうことのルール化を入れてほしいなと、こう思います。 

 具体的なことについてはこれから、そういう部分が出てくると思いますので、そのとき議論

されればいいと思いますけども、やっぱり同じテーブル、同じ中で議論されないと、ちょっと

これいろいろな問題が出てくると思います。以上です。 

○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）  自由討議につきましては、今回の定数削減の意味の中でも、議

員の資質の向上、議会のチェック機能の向上という項目の中を包含すれば、当然あってしかる

べきというふうに考えます。 

 それから反問権については、相手方に渡す権限です。議会として、やっぱり慎重に考えるべ

きだと思います。２つあると思います。先ほど前田委員外議員がおっしゃるように、やはり理

事者側というか、我々議員に対する反問権を、やはり違った形で使われるという可能性がまず

１点。それから、反問権をみだりに使われるという、議員の質問の質の低さ。これが出てくる
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と思います。ですからこの反問権については、ルール化というよりももう少し一般質問、代表

質問のやり方の勉強をして、精度を高めてからこの反問権について議論したほうが、僕はいい

と思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  議長のご意見も伺いたいと思いますが、いかがですか、この件につ

いては。実際に議長がやられるわけですから。大変になるかなというところもありまして。率

直なご意見を。 

○議長（堀部登志雄君）  議長、委員長は反問権は場合によっては認めるという形で自治基本

条例のほうにこう出ていますので、そういう形の中で取り組んでいこうと、運営していこうと

いうぐあいに思っていますけども。 

 いい議論を交わすためには、ときにはそういう形があってもいいのではないのかなと。やは

り議員の方も、ただ何でもだめだ、いいのだ、こうしろ、ああしろではなく、やっぱりきちっ

と。例えば自分だったらこうするのだと。町でこうやって言っているけど、町長はこうやって

言っているけど、私としてはこういう方法があるのではないかというのは、こういうやっぱり

議論ができるような形、ただ向こうからは絶対質問されることはないから、こちらから何でも

いいから思ったことをばんばん言うと。それで何かそれが提案に変わる質問をそうやってされ

るけど、何かいい案をお持ちですかと、やっぱりそういうくらいの、こちらでも案を持ちなが

ら向こうの案に対して、私の案のほうがもっと優れていますよというようなことをやっぱり、

こう議論を交わすためにはやっぱりある程度そういう緊張感を持った、相手に質問されても、

いや、私は質問するからにはこういう代案をきちっと持っていますよというような形の、そう

いう意味での反問権ですから、お互いやっぱりこれをどこでどう使うかというのはそのときそ

のときの状況だと思いますけども。そのくらいの思いがあったほうがいい、質問するほうもあ

って、やってもらった方がいいのかなというぐあいに思いますのでね。 

これをやたらにと前田議員も言われていましたけど、何でもかんでも、そういうことがあっ

ては困るけども、やっぱりそういうのは必要ではないかなというぐあいには思っています。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。局長から。 

○事務局長（上坊寺博之君）  西田委員から事務局の案があれば提案してほしいという考え方

がありましたので、整理もしてみたいと思っていますけど、一つ自由討議。前にもこれ、示し

ましたよね。この入る前にこう入って、自由討議はどういう方法でやられているのが多いかと

いうことなのですが、質疑が終わった後に自由討議をやって、討論をやって、採決に入ると。

こういう仕組みなのですよ。今ここでは本会議のことを言っていますので、本会議の自由討議。

白老町では今一切やっていませんので、これをやろうとしているのですよね。 

 ですから、その自由討議をどこに入れるかと、採決過程の中に。まずこれ一つのルール化の

方法なのですよ。一般的にやられているのは、質疑が終わった後に自由討論をやって、討論と

いうのは反対、賛成ですから。やって、採決に入るというやり方が多いのかなと思っています。

その目的と申しますと、目的と言いますと、まず一つは先ほど言っているように合議体ですか

ら、合意形成を図るという部分と、重要案件、特に重要案件にやられているというのが多いの
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ですけど、合意形成を図るというのと、その提案されているものをお互いに話し合うことで理

解をするという部分がありますよね。 

 もう一つは、住民に対して賛否を明らかにするという効果があるのですよ。討論ですと、し

なかったら採決までどういう考え方で反対しているか、どういう考え方で賛成しているかわか

らないですから、住民に示すという方法です。要するに、賛否を開陳すると。こういう方法が

やられているところでは考えられているということです。 

 ですから、こういうものを文言にして、こういう場合自由討論しますよということをルール

化として運営基準でも設けたらいいのではないかなと思っています。そういうような内容です。

もしあれであれば、また改めて事務局案を出せというのであればお出ししたいと思っています。 

それが自由討論のやられている内容かなと、私のほうでは押さえています。 

 あと、質疑の反問のほうでいきますと、もう自治基本条例で定めていますから、これはもう

今現在も許しているのですよ。ただ、ないというだけで。ですから、早くルール化しなければ

ならないのですよ。そのルール化というのは、質問したときに何回まで許すのかという方法が

ありますよね。反問は１回で終わらせるのか、２回まで許すのか、３回まで許すのか。 

それで、その質問に相反するものでなければだめなはずなのですよ。もう質問とちょっとか

け離れた反問をすることというのはこれ、許されないはずですから、例えばこういう質問をし

たと。では、反問する場合、その質問されるのはどこの根拠から持ってこられたのですかとい

う場合もあるでしょうし、私はこう考えているのですけど、そんなに強く言われるのでしたら

いい考え方をお持ちですかという反問もあるかもしれません。ですから、質問に正対しないと

反問にならないということなのです。 

だから、そういうルールを早く決めなければならないということなのです。これも事務局で

どこかの先進地事例があって案を出せというのなら、ある程度見ていますので、出させてもら

うことは可能だと。ルール化ということはそういう意味合いの中で、事務局としてはそこに書

かせていただきましたので、大体、おおむねはそういうような流れになっていくのかなと思っ

ています。多分、自由討論をするのにしても、この案件についてはやっぱり自由討論しようと

いうことを議運の中でも決められていくのだろうと思いますし。当然議長発議ですけど、そう

いうルール化を早く決めたほうがよろしいかなと思います。 

自由討論は議会側がするかしないかですから。ただ、反問権はもう備わっている事件ですか

ら、いつ来ても今は無秩序に許すということになっているのです。先の議会で、条例執行のと

きにこの反問というか、質問者に対して質問できるという事項はもう定めていますから、これ

は議長は趣旨を聞かないで許すということに今なっていますので。そういうルールだけは、一

定のルールだけは決めたほうがいいかなと。そういう意味でそこに書いております。 

○委員長（山本浩平君）  皆様のご意見を伺っておりますと、おおむねこの件については賛成

ということでございますし、反問権は説明のとおり、自治基本条例でもう決まっているという

ことでございますので、一度事務局のほうから案を出していただいて、それを各会派で持ち帰

ってもんでいただくということでよろしいでしょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君）  確認なのだけど、自由討論というもの、これは今、本会議と言った

よね。本会議。それで、例えば委員会や何かでの自由討議。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それはまた下で出てきますので。 

○議長（堀部登志雄君）  本会議の自由討議、これ会派でやってもなかなか。今までやってい

ないことだから、なかなかこれ、討議と言っても皆さん十分理解できましたか、自由討議の関

係。質疑が終わった後に、その討論に入る前のあたりで、例えば自由討議をしますよと。これ

から自由討議に入りますということで、さぁ、どんどん意見を出してください、討議してくだ

さいという形で、その間に時間をとるのだね。そういう意味ですね。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  よろしいですか。改選前ですから、改選後に議員さんになられ

た方はまだ１回も経験していないと思います。それに近いものというのは、病院のときの最終

まとめのときに、いかにあるべきかと議会の中でやりましたよね。私は民営化するべきだとか、

私は廃止せよとかいろいろな議論を出しながら、病院の報告書をまとめた。あれに近いものだ

と私は思うのですけど。  

 あれは全員の特別委員会でしたから。ああいう形で討論に入るということが自由討議ではな

いかなと、私は今の段階では想定しているのですけど。間違えていたら。 

○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２２分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 それでは、事務局のほうから案を出していただきますので、出た段階で会派に持ち帰って協

議をしていただきたいと存じます。 

 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、この反問権の関係で、条例上は質問及び意見を述

べさせることができますと書いているのだよ。意見も述べられるのだよ。これ、会議に出席さ

せた説明員等ということは、あそこの会議に出ている方はどなたでも質問及び意見を述べさせ

ることができると書いているのだよ。だから意見だから、あなたの言っていることはわからな

いよと。何を言っているの、もう１回言ってとこう、いや、そういう言い方は違うけど、そう

いうふうに言えるという意味だからね。これ、意見も言えるということになっているのだから。 

 だから、これが本当に、もちろんこれ、やられると、やっぱりかなりな中身になりますから。

我々もきちっとそこら辺は押さえておかないとだめだと。ここの中身で言えば、質問をした趣

旨がわからないから聞けるという意味ではないから。意見を述べさせることができるとなって

いるから。だから、そこら辺はやっぱり、議会側としてはきっちり押さえておかないと、これ
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はもう条例上なっているわけだから。向こうはどんどんどんどんそれは来る可能性があります

から。課長さんでも。だからそれは、そういう認識を持っていないとだめだと思います。それ

は確認しておいたほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕もそれは自分の中で懸念する部分なのだけど。ただ質問要綱をこち

らからある程度話しますよね。その中で、やっぱりその段階で、しっかりとした、何というの

かな、質問要旨みたいなものがちゃんとしていないと、結局１問目の質問は返ってくるけど、

２問目、３問目はこちらの思いで今度話さないといけないことになりますよ。 

 ですから、そういったものが、もし例えば行政側からわけのわからないそういう反問権を使

われたときには、完全に議会のルールというのはそこで壊れてしまうような話になってしまう

のではないかと僕は思うのです。議会の質問、例えば、もう答弁もいらないと。そうしたら１

発目から本番で行くかという話にもなり兼ねない話になってしまうから。やっぱり一つのルー

ルの中で、やっぱりその辺は行政がそれは文章に書くべきなのかどうなのかというのは、条例

に指定しなければいけないものなのかというのはわからないけども、でもその辺はやっぱりこ

う、行政側との暗黙、暗黙と言ったらちょっと言葉が変なのだね、やっぱり。そういった形の

中で質問要綱も、あなたたちに一応話しをするのだから、その中でもってこちらの質問も考え

なければいけないでしょう、やっぱり。２問目、３問目は。 

 例えば反問権がないからって、あなたたちね、こんなことをやっていていいのかいみたいな

話で終わってしまったら、それこそとんでもない話になってしまうし。だから、質問の仕方も

私たちも考えなければいけないと。だから、そこのルール化さえ、ルール化とい言ったらいい

のか、何と言うのかわからないけど、しっかりすれば。極端な言い方になってしまうかもしれ

ないけど。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 意見を述べられるというふうになっているということを我々がき

ちっと認識していればいいということだと、僕は思いますけども。 

○委員長（山本浩平君）  今、大渕副委員長、氏家委員から出た件も十分加味して検討いただ

きたいと存じます。それで、事務局のほうから近々案を提出していただきます。 

 次にまいります。委員会の運営、委員会の活性化につきまして、一つ一つ尋ねてまいりたい

と思います。委員会の政策形成過程への積極的関与。これに関して。委員会の夜間開催に関し

ましてはまた後でちょっと、お尋ねしたいと思います。政策形成過程への積極的関与。これに

ついて何かご意見のある会派の方、どうぞ。なければまた当ててまいりたいと思うのですが。

ちょっと順番をたまに変えますか。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。政策形成過程への積極的関与で言えば、白老町の議会

として見れば、現段階としては結構政策的な関与をしているほうだというふうに思います。 

 ただ、これは決して今までのことでふえるわけではなくて、常任委員会が適時開けないよう

な状況になるというのは、私は一番だめだと思っています。政策形成過程への関与で言えば。
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具体的にはどういうことかと言うと、例えば産業厚生常任委員会の中で、向こうを見に行きま

した。ごみ燃料化。見に行きましたよね。あれは取り上げられていなかったものを見に行った

わけですけれども、知ってのとおり多くの議員が、もうほかの町村が来ているという状況の中

で白老の議員が見ていなかったというようなことがありました。現実的に。 

 ですから、政策形成過程への積極的関与という部分で一番私が思っているのは、これもちろ

ん委員会の活性化になっていますけど、常任委員会が適時所管事務調査で取り上げていなかっ

たものも取り上げられると。ここのところが私は一番大きいというふうに思っています。そう

すると、いつでも政策的な関与ができる。問題が起きたときにすぐ関与ができるということに

なりますので。私はそういうことが一番大きいものだろうというふうに思っておりました。思

っていたし、そうすべきだろうということであります。 

○委員長（山本浩平君）  ほか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の副委員長の話の中身というのは、それこそその通年議会の実施と

合わせての話になるのですよ。内容的には。それがないと、結局はこの政策過程での積極関与

というのはあり得ない、いや、あり得ないと言ってしまったらちょっと語弊があるのかもしれ

ないけど、積極的ですから、積極的なその政策過程への関与というのはできないと。僕はそう

いうふうにとらえているのです。 

 ですからこれは、例えば１の本会議の運営の中の通年議会の本格実施、これとやっぱり重な

る部分がどうしても出てくるのかなと思っていますので。私はそういう、今までの考え方の中

でいけば、これはやっぱり妥当な、その中で実施されるべきことなのだろうなと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、いかがですか。副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。もう一つ考えられるのは、政策研究会。ここがあると

思うのですよ。ただ、ここが取り上げた場合は権限が極めて弱いし、長期的にやらなくてはい

けない。それから、現段階としては何と言うのかなこう、ルール化というか、委員会そのもの

が公的に認められているという状況では、現段階では現瞬間ではないですから、そういうこと

で言えばその、常任委員会ほどの力がないというふうな、政策委員会というのはつくれるのだ

けども、僕はやっぱり常任委員会のほうが強いのではないかということもあってそういうふう

に言ったのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕もやっぱりその、確かに政策研究会という一つの会を、例えばその

特別委員会だとか全員でこう、協議するものとして、定めてつくるのもいいと思うのだけども、

余りにもだんだんこう複雑になってきてしまうと、広報広聴だとか、余りにも複雑化になって

しまうと、議員としてもやっぱり、確かにそういったレールの上に乗ってしまえばそのまま動

くのかもしれないけども。やっぱり単純化しながら、もっともっとこう何と言うのかな、動き

やすいものにしていくべきではないのかなと思うので、やっぱりそういう観点からも常任委員

会としてのそういった関与というのは僕は必要だと思っている一人なのです。この政策研究会

というのはまだ、これからまた議論されるのかもしれないけども。 
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○委員長（山本浩平君）  ほか、どうでしょうか。  

近藤委員さんはどうですか、このことにつきまして。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。いずれにしましてもこの文言のとおりで、積極的に関わり

を持っていきましょうということで、その事柄が出たときに、そういう形でいけばいいのかな

と。積極的にいくということです。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員はいかがですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 積極的関与ですから、これをルール化するという意味なのでしょうか。

積極的関与ということを書いているものですから、よろしいのではないですかという意見でま

とまってしまったのですけど。すみません。 

○委員長（山本浩平君）  私どもの新風も、これはもうやるべきだというだけであって、具体

的なところまで話し合っていません。問題なしということで終わってしまいました。 

 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ただ、それは今言われたとおりなのです。とおりなの

だけど、現実的に白老の場合はそういうことを今までの中で切り開いたのですよ。視察に来た

方々がみんな言うでしょう。コンクリートされたものを最後に賛成か反対かだけのその議論だ

と。それしか議会はやっていないと。うちはそうではないよと。議案に出たものを常任委員会

に付託してやっているものもあれば、いろいろなものがありますよと。 

 そういうこと、白老で今やっている政策的な関与というのはやっぱり、現段階ではちょっと

進んでいるのかなと僕は思っています。ですから、そういうものを拡大していけるようなそう

いう形。何か今は白老は普通になってしまっているけど、ほかの町村ではそうでないところが

たくさんありますから。だから、ちょっと白老は違うし、進んでいるのかなと。それをやっぱ

り進めるためのものだから、そこはぜひいろいろなこうルール化というか、関与できる形をつ

くったほうがいいかなというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君）  関与できる形をつくる。 

○副委員長（大渕紀夫君） 一般的に言えば関与できないのだよ。 

○委員長（山本浩平君）  検討していただくということでよろしいですか。きょうこれ以上議

論してもあれだと思います。進めませんので。 

次、広報広聴常任委員会の積極的活動。これはいいですね。これは広報広聴常任委員会のほ

うにゆだねるということにいたします。 

 移動常任委員会の活発化。この点についてはいかがですか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これ、お配りしたときもお話したのですけど、２の住民参加、

町民に親しまれる議会と、こうありますよね。３番目に移動常任委員会の開催とこう書いてい

ます。これは、第１次議会改革のときに、町民に親しまれる議会の項目に移動常任委員会と入

っていたからここに入れたのです。これは広聴のほうでは議論しませんので、ここの段階で議

論していただくのですが、事務局としては今まで平成 10 年からやっているのです。やっている

のですけど、最近もう既にやられていないのです。年に１回外へ出ましょうという話をしてい
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るのですけど。 

 ですからその中で、条例明記、実施要綱も含めて、やっぱりやる仕組みというのをつくらな

いと、やってもやらなくてもという形なのです。 

 そして、当時の第１次議会改革のときには、これがかなり評価されているのです。町民に近

くなるものですから、ここの委員会を会館でやるのです。会館で。同じことを傍聴者を近くに

して。ですからこれは、一定のルール化。こういう場合は移動常任委員会をすべきだというの

を盛ったほうがよろしいのではないかなと、事務局としては思っていてここに上げさせてもら

ったところなのです。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ただこれも、上を見ますと広報広聴のところに出ていますね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  やらないです。そっちではしないですから。 

○委員長（山本浩平君）  しない。この部分は関係ないですか。そうですか。これペンディン

グでいいのですか。そうしたらこれ項目からなくなってしまうの。 

○事務局長（上坊寺博之君） たまたま１次改革のときにこういう項目でこれを挙げたのです。

ですから載せているだけなのです。議論はしません。向こうでは。 

○委員長（山本浩平君）  しないと。では、あくまでも議運の議論ということだそうです。 

○事務局長（上坊寺博之君）  常任委員会の関係ですから。 

○委員長（山本浩平君）  はい。会派でちょっと検討していただけますか。今意見出ませんよ

ね。出ますか。出るのであれば。何回ぐらい最低限やるべきだとか、こういったケースでやる

べきだとか。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、一番最初のものの第３次議会改革各会派改革項目

案というのが入ったものを持っている人は、その裏に出ています。うちの会派は年２回程度は

移動常任委員会をやるべきという意見でございます。なぜかと言うと、これは陳情・請願が来

たからやるというのではなく、全町的な課題があること。今まで行っているのは介護保険のと

きと、それから学校統合問題。このときにやっております。 

 それで、各常任委員会が現地へ行ってやるわけですけれども、それを年２回程度は各常任委

員会と言っても２つですけれども、その２つの常任委員会が地域を３カ所なり５カ所なり分け

て、移動常任委員会をやるべきだというのが私たちの考えであります。以上。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、どうでしょうか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） うちの会派は移動常任委員会の制度化につきましては、これ共産党さ

んは年２回以上のルール化というふうにはっきり数字を出していますけど、うちの会派はこれ

は年に何回やるべきという話ではなくて、むしろ活発な常任委員会活動をやっていく中で、必

要に応じて積極的に行っていくべきだと。その程度で意見がまとまりました。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。うちらも、年間のやっぱりこうスケジュールの中で、どう

しても必要だというものがありますよね。町民に対してやっぱりこう、しっかりとした議会と
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して出て行かなければいけない部分。常任委員会として。ですから、そういったものを、やっ

ぱり町民にしても、例えば学校の統廃合のことにしても、それからバイオマスの燃料化のこう

いったものについてもいろいろな情報が飛び交って、同じ情報を共有をしなければ話がなかな

か一つの町づくりの観点から考えてもできないことなのです。  

ですからやっぱりその、年間のスケジュールの中でと言っても、ちょっとあいまいな言い方

になってしまうのかもしれないけども、それこそ３月、６月、９月、12 月という一つの議会が

４回あるとすれば、その３月、６月の２回の部分で大きな問題点を抽出しながら、それこそ今

共産党さんの大渕副委員長が言ったように、年２回程度だとか。そういった形の中でやってい

くことも必要なのかもしれない。でも、どうしてもやっぱりやらなければいけないときという

のはやっぱりありますよね。２回と決めたとしても。そういうこともやっぱり、今言ったとお

り必要に応じて。それこそそれが積極的なあれになってくるのではないかなと思いますので。 

町民を主体に考えたときには、やっぱり必要に応じてやっていくことが必要なのではないかと。 

○委員長（山本浩平君）  新政さん、いかがですか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。うちのほうも、各種団体とも懇談、積極的に活動しましょ

うということで、回数については特に挙げておりません。これは皆さんのあれによってそれな

りに行きたいと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  新風も同じ考え方でございます。回数については具体的に何回とい

うことまでは出ていませんでしたけども、積極的に関与していくべきという考えでございます。 

 前田委員外議員いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君）  私もやっぱり身近な議会、委員会ということですから、積極的

にやるべきだし、当然各常任委員会の委員長や委員が認識すれば、こういうのを議運でどうと

かというより以前の問題だと僕は思うのですけども。 

○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）  これはシステム上、広報広聴常任委員会の分科会が所管するこ

とですよね。違うのですか。移動常任委員会は広報広聴の活動とは別というふうな判断ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  丸っきり別です。委員会です。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  別ですか。別なら僕はする必要はないと思います。 

○委員長（山本浩平君）  する必要なし。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  はい。 

○委員長（山本浩平君）  という意見だそうです。  

おおむね皆さんいろいろなご意見が出たと思いますので、また次回この件については詰めて

いきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  案を出させてもらっていいですか、後で。 

○委員長（山本浩平君）  そうですか。事務局から何か案があるそうです。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これは多分１次のときにやりまして、１次のときは相当活発に

されて、評価は高かったのですよ。というのは、地域で議会の議論が見えるわけです。ここで
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委員会をやっても傍聴者は少ないのですよね。そして、地域課題の近いところでやると、傍聴

者が多くて、どういう議論をしているか、どういう課題があるか見えるようになるのです。 

 当然、終わったら、閉めた後に懇談をしていましたけど。ですから、その後２次の議会改革、

14 年から 18 年まで、１回ぐらいしか確かやられていないのですよ。だから本当に皆無になっ

てしまっているのですよ。そこで切れてしまっているものですから、私は１次のときにちょっ

と経験していまして、やっぱりこれは一定のルール化して、こういう場合はやっぱり出るのだ

ということを決めておかないと、やらないのではないかなとそういう。積極的というのは案外

あいまいで出られないので、例えば国だとか町の新たな、政策的なものが出たときにはその地

域でやるとか、地域課題に密接なものは地域課題でやるとかという。 

 今回総務の方で、使用料・手数料も２カ所外へ出るのですけど、やっぱりそういうような形

で、やっぱり議論している過程を見てもらう方がやっぱり理解度は進むのだろうと思います。

町の考え方も、議員さんの質問している角度からも。ですからちょっと、事務局として今考え

ているものがありますので、それちょっと提案してもらって、たたき台で議論していただいた

らどうかなと思っていますので、さっきと合わせて、ちょっと提案させてもらえたらと思って

いますけど。いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  事務局から提案したいということでございます、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですね。では、その後いろいろともみたいと思います。 

 続きまして、公聴会参考人制度の積極的活用につきましてはいかがでしょうか。これ何か具

体的にこういうことですというのがちょっと説明があればお願いしたいのですが。栗山でやっ

ているようなことですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  違います。これは、これも事務局としてちょっと、再認識のた

めに挙げさせてもらったのですけど、公聴会と参考人制度というのはもう地方自治法に定めら

れた制度なのですよね。 

 公聴会については、例えば委員会に議案を付託された場合、要するに賛成、反対の意見を聞

くことができるのです、住民から。ただ、手続き行為ですから、一定の時間と手続きがいるの

です。それ、今うちの議会は１回もやられたことはございません。ただ、チャレンジとしてや

っていくという部分は必要なのかなと思っています。 

 それともう一つは、参考人はうちの議会は割りとやっているのです。陳情の請願者を参考人

でお呼びしているのと、それから各常任委員会で団体の役員の方をお呼びして、その団体の実

情を聞いたりということをやっているので、参考人制度としてはうちは案外活用されているほ

うかなと思っていますので、通常これを不思議なくやっていますので、そんなに意識してやる

ような形をすればいいのかなと思っています。 

 ただ、公聴会は１回もやったことがないので、何らかの形でやるような思いはやってもいい

のかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  これにつきまして。西田委員。 
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○委員（西田祐子君） 公聴会というのが具体的にどういうものなのかちょっとわからないも

のですから、説明していただければありがたいなと思うのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今言ったとおりで、例えば一つの委員会に議案を付託されます。

そうしたらその委員会は結論を出さなければならないですよね。だから、やる方法はいっぱい

あるのですよ。それは利害関係の団体から聞けばいいですし、公聴会というのは正式に議会、

委員会が賛成、反対をする人を求めて、公のところで学識経験者だとか、そういうところから

反対を求めて、公の場でやるものです。そしてそれを受けて、議会が賛成、反対をするのです。 

 だから、公聴会でやらなくても、うちは例えばその団体と懇談するとか、今いろいろな方法

はあると思うのです。その分科会を通じて利害関係から聞いて、参考にするという方法もある

と思います。 

 ただ、今直接調査会とか、そういうところで言われているのはこれの積極活用と言われてい

るのです。ただ、県とか市は公聴会で結構やっているのですけど、町村レベルでやられている

ところは少ないと。 

○委員（西田祐子君） 具体的にはどんな県とか市がありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ちょっとそこまではつかんでいません。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 例えば今回ほら、新税が導入になりますから、この新税導入につ

いて、町民に集まってもらって、賛成、反対の意見の方を立てて、そこで話、意見を聞く。意

見陳述してもらうと。こういうことは可能ですよね。 

 ただ、その議案が担当の、担当というか、付託されなければできないということがあるから、

それはそういうふうにしないとだめかもしれないけど。それはそういう可能性はあるし、それ

は町民に集まってもらって聞いてもらうことはできないのだから。それを我々か参考にして、

議会審議をすると。 

 これなんかはすごくいい材料だと思うのだけど、できるかできないかは別にして。いずれに

しても、検討するということにしかならないのではないか。 

○委員長（山本浩平君）  そうですね。どうですかね。検討してください。 

 次に、議運の夜間開催につきまして、共産党さんのほうから出ているそうでございますので、

理由も含めて、日本共産党さん、お願いします。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。先ほどから議論になっていますように、もちろんこれ、

当該の皆さん方がそうでなかったらいいのですけれども、今会議が多くなってきているという

ことの中で、町のほうの会議も、例えば行革の会議なんかも６時から８時までという形でやっ

ています。 

 きょうはもちろん議運、長いのですけれども、大体会議というのは２時間ぐらいですから、

議会運営委員会は町側の方が出ていただくというふうになっていませんので、議運の関係の会

議が一番多いとしたら、６時がいいのか６時半がいいのかわかりませんけれども、そういう会



 52 

議のほうが集まりやすいとか、非常に仕事をもたれている方が楽だとか、そういうことがもし

あるのであれば、私はこの夜間開催というのは普通の昼間の時間帯でない時間帯に会議を、議

運だとか常任委員会でも、常任委員会だけで議論する場合、この場で開けるようにしていって

はいかがかと。 

無理やり開けとか何とかではなくて、やっぱり仕事を持っている方は昼間は大変だという場

合もありますから。ただ、夜も忙しいという方もいらっしゃるから、一概に言えないのだけれ

ども。そういうふうに考えてはいかがかなと。２時間ぐらいの会議だったら夜やったほうがい

いのではないかということで提起をさせていただきました。 

○委員長（山本浩平君）  この点についてご意見のある方、どうぞ。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕もその、それこそやっぱり必要に応じて、何だかんだ日中やらなけ

ればいけないという問題ではなくて、例えば２時間という時間の限られた時間の中でもし例え

ばやるのであれば、やっぱり例えば５時から７時までだとかそういう形の中で、やれる時間帯

というのはあると思うのです。ですから、そういった時間帯、時間を決めてやるのであれば、

それはそれで僕はいいと思います。議運という部分の考え方一つの中では。 

○委員長（山本浩平君）  ほか。 

 新風ですけれども、私どもは、私どもと言うよりも、私と言ったほうがいい、これは討議さ

れておりませんので。あえて夜やる理由は何かあるのかなと。どうしても日程的に調整が困難

で、５時からとか６時からとかというのは構わないと思うのですけれども、例えば町民がイン

ターネットで議運の状況も聞きたいのだとか、そういう要望がものすごく多いからやるのだと

いうそういう町民向けのことだとか、そういう理由があるのなら、また考え方もちょっとあれ

かもしれませんけども、あえて何も夜間に議運を開く必要はないというふうに思っております。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風ですけれども、うちの会派では夜間開催を積極的に取り入れるべ

きであろうと。というのは、やはり今はちょっと山本委員長が、あえて夜やる理由がどこにあ

るのだろうかというふうな意見だったのですが、うちの会派はちょっと反対で、無理して昼間

やる理由がどこにあるのだろうかという考え方で、むしろ夜、積極的にやっていいのではない

かと。昼間は議員は一生懸命仕事をしたらいいのではないかと。 

 だから、役場の職員がどうしても説明に来てやらなければいけないというものであれば別で

すけども、議員だけが集まってやるのであれば、夜２時間なら２時間くらい、きちっとそうい

う形の中で、日曜でも祭日でも夜間でも、やっぱり積極的に利用して活動するべきではないか

と。そういうふうな意見でした。 

○委員長（山本浩平君）  お尋ねしますけれども、議運と限らずほかの常任委員会も含めてと

いう考え方ですか。 

○委員（西田祐子君） そうです。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、いかがでしょうか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。うちの会派は何と言いますか、ナイター議会なども関連し
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てくるのですけども、もういらないのではないかという意見があります。最近は少なくなった

し、またインターネットで見ている方も多いということで、そういうことからすれば、委員会

は委員だけ集まればいいので、その分については問題ないのですけども、ケース・バイ・ケー

スと言いますか。そういうことで話はしておりますけども。 

○委員長（山本浩平君）  意見が分かれておりますけれども、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、今いろいろ議論が出ていますけれども、やはり議員の人

も仕事を持っていますし、議運に関わらずすべての委員会なんかは必要であればやっぱり夜間

を積極的に活用するべきだと思います。 

 そして、職員の部分はあるけども、よく僕は聞いているのですけど、職員がどうだから議会

云々ではなくて、議会がどうあるべきかということを優先して、それに対して町側の職員はど

うあるべきかということを僕は考えるべきだと思うのです。それは、向こうが今度時間調整し

たり時間外をつけなかったりやる話であって、僕はやっぱり職員がどうだからというのではな

くて、議会がどういう内容のある議会をやるために、あとは職員が必要であれば職員が考える

べき話であって、それを先に念頭に置いて、そして僕は中身の濃い、時間を凝縮した中で委員

会などを開いて、日中はやっぱりさっき私も言いましたけども、仕事を持っている人は仕事に

従事してもらうと。そのほうが町民から見ても納得されるのではないかなと、私は思います。 

○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）  熊谷です。議会の委員会の招集等々については、これはやはり

最優先されるべきことでありますから、昼だろうが朝だろうが、開催が決定されればそれに従

うというのが議会人として当たり前のことだというふうに思います。 

 それで、仕事をしているから、私議でいろいろな状況が発生する、それは生活をしているか

らあります、それは。当然。だけど、優先度は議会議事が最優先ですから。誤解されている委

員さんもいらっしゃいますけれども、それをやっぱり基本とすれば、夜間であろうが日中だろ

うが平日であろうが、開催は可能だと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。ちょっと後戻りするかもしれないけど、この通年議会とい

う一つの方向性を見出すためにも、例えばこの夜の時間帯だとか、そういったものも、これか

らやっぱりうまく使っていかないと、多分理解されない部分も出てくるのかなと、僕は思って

いるのです。 

 ですから、こういった時間帯を使いながらでも、もしその例えば通年議会の実施が、例えば

こう、もしそういった時間帯の中で動くことができるだとか、そういう部分の中で、例えば常

任委員会にしても議運にしても、そういう形の中で時間配分ができたり、そういった形の中で

今まで実際やっていないですから。議員活動の中で夜間実施というのは、今までやっていない

ことをやることによって、例えば通年議会が実施の方向に向かっていけるのであれば、僕は本

当に大いにこれをやってもらった方がいいと思うのです。 
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 だから、何か一つでもそういった歩み寄りが出てくるものというのがあると僕は思っていま

すので。そういう観点からも、この夜間実施というのは進めるべきだなと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。前田委員外議員、熊谷委員外議員の言っていることは

原則論で、そのとおりだと思うのです。ただ、僕が言っているのは、今氏家委員が言われたよ

うに、そういう部分と、もしですよ、仕事を持っている方がいて、夜だったら出られるけど昼

は都合が悪いというのだったら、それで皆さんが合うのであれば、僕は全然構わないし。僕は

昼間でも全然構わないですよ、僕個人のことで言えば。全く原則論では熊谷委員外議員が言わ

れたことですから。朝だって昼だって夜だって出てくるわけだから。 

 ただ、みんなで合意をして、みんなが一番いい方法で出て、議論が深められるという方法が

あるのであれば、それは活用の仕方によっては極めていいのではないかと。当然議会が優先さ

れるのだけれども、役場の職員の皆さん方だって、これは今までやっていないことをやるわけ

だから。全く関係ないから出て来いと、いや、それはそれでいいのだけれども、原則論として

はいいのだけど、そこだってやっぱり我々が考えられる範囲で考えたほうがいいと思うのです

よ。議運については議会事務局しかないわけだから。なるべく議会運営委員会を先に夜やると

かね。どうせやるのだったら。そういう臨機応変な考え方なのです。私は昼間でも、今は退職

しましたので、全然問題ないのですよ。 

 ただ、そういうことがあったり、今氏家委員が非常に大切なことを言ったのです。通年議会

をやることで、会派だけなくて町民の皆さんもそういうことで理解が深まるという可能性が結

構あると思うのです、僕は。だから、そういうことも含めて考えたら、私は何もやりたくない

のに無理してやることではないと僕は思う。昼間みんながいいと言ったら昼間やったほうがい

いのですよ。だけど、そういういろいろなことを考えて、やれる範囲があるのだったら、僕は

夜間やったって構わないのではないかなと。昼間勤めている人は昼間はお仕事をされた後、２

時間なら２時間会議をやるなら別に何も問題ないわけだから。僕はそういう、余りそのきちっ

としたのではなくて、そんなような考え方で夜間議会をやったほうがいいのではないかと書い

たのです、私は。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君）  これもちょっと意見が分かれていますので、やっぱりちょっと検討

していただきたいなというふうに思います。無理にという話ではないのですものね。 

○副委員長（大渕紀夫君） 違いますよ、僕は。 

○委員長（山本浩平君）  いいですか。先ほど前田委員外議員のほうから、議会をやはり優先

すべきで、職員のことよりは議会だというお話ですけれども、今行革の中で、例えば議長の交

際費も２万円か３万円まで削るみたいなことまで出ているわけですからね。これ、夜間やると

なったら当然そこで余分な経費がかかるわけで、職員の残業だって入ってくるわけで、やはり

そういうことも全然考慮しなくていいかとなると、私はそうではないのではないのかなと思う

のですよね。 

 それで、先ほど熊谷委員外議員の言われたとおり、議員に立候補して議員になる以上は、そ
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れはもうそれぞれ委員会ですとか本会議、これ通常日中ですから、これはもう最優先というの

はもうみんな理解したうえで出てきているわけですから、仕事があるから夜にということには

ならないのかなというふうに思います。意見としてですけど。 

 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私、最初の１点目は原則論ですから。それから今時間外云々と

言っていて、そういう夜出たらその分日中時間調整して勤務をちゃんと調整するというような

形で、今勤務つくってやっていますから。だから、私は始終という意味ではないですよ。必要

に応じてという言い方ですから。それを先に、そういうことを先に町の職員のほうを優先して、

議会をというのではなくて、私はやっぱり今みんな原則に言っているのだから。そういう立場

に立って言っているのですよ。僕はそれをはじいて言っているだけですから。当然そういうの

は当たり前の話であって、そして今話したように、僕も日中は日中でいいのですよ。ただ、夜

はできるぐらいやったほうがいいのではないかという言い方ですから。僕は結論しか物を言わ

ないから全部すぐ結論にきてしまうけど。原則論は言っているとおりですよ。僕はそれは当た

り前だからはじいてしゃべっているだけであって。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました、理解いたしました。 

 ではまたこれ持ち帰って、会派でちょっと議論していただきたいと思います。 

 次、委員会の自由討議。 

 すみません。では、暫時休憩いたします 

休 憩 午後 ３時０５分 

                                         

          再 開 午後 ３時１５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。 

 続きまして、委員会の自由討議。議員同士の討議を原則というところでございますけれども、

今常任委員会が開催されておりますが、おおむねその町側からの説明があるときがほとんどそ

の常任委員会が開催されているというような状況でございます。議員同士の討議というのをも

う少し積極的に行ってはどうかということでの内容でございます。 

これにつきましてご意見のある方、どうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと、これも僕勘違いしているのかもしれないですけど、例えば

産業厚生常任委員会、私の場合は産業厚生常任委員会なのだけど、例えば今回も安愚楽牧場の

堆肥化の問題だとか、そういったものの視察に行く前に、委員会としていろいろな議論をして、

例えば議論した中で視察に行こうという話になっているのですよ。その中でやっぱりその、潜

入観念の中で、潜入観念の中で例えばこうではないのか、ああでないのかという議論、確かに

あるのです。わからないで言うから、わからないから。ただ、そういった議論をしながら、で

も大事なことだから１回見に行ってこようと、どんなことをやっているか見に行ってこようと

いう、やっぱりそういった形の中で視察に行くから、行った中で自分が言っていたことが、あ

あ違ったのだ、ああそうか、こんなこともこういうことをやって、こういう形になるのだみた
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いな話がやっぱりどうしても出てくると思うのです。だから、その前段としての何と言うのか

な、そうだよね。しっかりとしたデータを自分たちが把握した中での議論ではないから、いろ

いろなことの自由な議論というのは必要になってくると思うのだけど。それで、必要になって

きて、なおかつそれでもって現場に行ったときに、そのしっかりしたものを目にしたときに、

もっと深まるのだよね、自分の中で。 

 だから、そういった形の中では、今の現在の例えば常任委員会の中での議員同士のいろいろ

な活発な議論というのは、僕は、それは活発かどうかというのは別にしても、実際今取り組ま

れているのではないのかなと思っているし、またそういった議論の中で、そうしたらまず見に

行くかという話になっていくのは、これからもやっぱりどんどんそういうことが出てくるので

はないのかなと思っているので。何と言うのかな、最初からあそこを見に行こうとか、ここを

見に行こうとかという話ではなくて、１回委員会の中でしっかりとした議論の中で、視察や何

かに行くべきではないのかなと。そういう話はうちらの会派の中ではしておりました。 

○委員長（山本浩平君）  私も実はこの議員同士の討議を原則ということの意味合いがよく、

ちょっと飲み込めていなくて、先ほど休憩のときに局長に伺ったのですけども、改めてちょっ

と局長のほうから説明も若干いただければと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私からでいいですか。 

○委員長（山本浩平君）  いいです。 

○事務局長（上坊寺博之君）  常任委員会の所管事務調査と申しますのは、行政側の事務事業

をチェックする重要な部分なのです。 

それで、今どういう現状でどういう事務処理ですとか、そういうものを執行されているのか

というのを町側から説明を受けるわけですが、それに対して質疑なり、こうではないのかとい

う質問もしておりますけど、大体それでこう、まとめに入ってしまうというような部分が多く

見受けられますが、こういうようなやっている議会を見ますと、やっぱりここの議運と同じよ

うに、その説明を受けた部分でやっぱりその委員会として、その今やっている事務事業の執行

がどうなのかと、あるべき論をやっぱり戦わすべきだと思います。それでないとチェック機能

を果たすにはやはり、小さくなるかなというふうに。やっぱりそういう議論というのは、この

議運のような議論が僕は大切なのかなと思いまして。 

それで、自由討論をやっている町村のホームページを見ると、委員会の議論はやっぱりその

自由な討議を原則としているのです。ですから、町側から説明を受けるのは本当にその議論を

するための参考というか、参考な部分で、チェックを働かすというのはやっぱり議員同士でこ

うあるべき論というのを戦わすべきなのかなということで、ちょっとこういうふうに表現させ

てもらったのですけど。 

 いずれにしても本会議も委員会も、自由討議をやるということになっていますので、どうい

う方法を原則にするか、どういう方法でやるかということだろうと思います。そういうことで

ちょっと、これはある町村の書いてあるものをちょっとそのまま書かせていただいたというこ

となのです。以上です。 
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○委員長（山本浩平君）  そのような意味合いだということでございます。それを踏まえてご

意見を頂戴したいと思いますが。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今ちょっと多いのは、やっぱり町側から資料が出てきて、その資

料がないと常任委員会がなかなかこう開くのが、何と言うのかな、大変って言ったらおかしい

けど、そういう状況が見えるのです。それで、本来から言ったら所管事務調査で取り上げて我々

が勉強するというのは、白老の町をどうするのか、議会をどうするのかというのを、本来フリ

ーな形で議論できるというのが私は一番いいと思っています。 

 ですから、必要に応じて町から資料をもらい、そしてこちらが読んだ後に町から来てもらっ

て質問をするというのならいいのだけど、町から来てその資料の説明をしていただかないと議

論がなかなか進まないという状況では、私はちょっと違うのかなというふうに思っています。 

 ですから、まずそういうところから我々議会自体が改めながら、そのことについて議会とし

てどういう結論を出すのかというところを自由に議論をきちっと、うんとすると。こういうよ

うなその委員会の場合は、委員会形式。議運なんかはかなりそういう部分が多いと思うのです

けれども、常任委員会もやっぱりそういうような形にしていくのが、私もなかなか不十分です

けども望ましいのではないかなという感じはしています。 

 本会議よりは自由討議のイメージというのはかなり沸くというふうな感じはしておりますけ

れども。そんなようなところです。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。 

 ほか、皆さんどうでしょうか。近藤委員はいかがでしょうか、この点につきましては。 

○委員（近藤 守君） ちょっとこの辺までつかんでいなかったもので。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今大渕副委員長と同じようなことなのですけど、今の所管事務調査

は所管事務調査ですから、それなりの資料をどうやっているのだという資料は提出は、もらう

のは大いに結構で、それをやらなかったらできないと思うのだけど、やはり今、ただ自分がこ

れどうやっているか普段からわからないものだから、それを質問するだけでもう委員会は終わ

ってしまうのですよね。だから、何か所管事務調査といっても町の人がそういう来て説明して、

それを全部聞いてそのどうやっている、こうやっていると全部聞いた中で、聞いてああそうか、

それだったらいい、悪いみたいな形になって、それでもう終わってしまっているというような

ことですから、何か口の悪い人に言わせればただ議員の勉強会をやっているような形にとられ

かねないところがあるもので、やっぱりそれから少しずつ脱皮していくためには、今言ったよ

うに事前にどういう課題であれ、ある程度どこの所管の課の仕事はこういう仕事で今こういう

状況になっているということは何らかの形でこう、前もって資料をもらうなり調べるなりして、

わかっている上で来てちょっと説明してもらって後はいいよという形で後今度今言ったように

自由な議論をするという形が、それで結論を出していくというのは本来の所管事務だなと。 

 だから、やっぱりそういう形で少しでも行くようにしないと、特に通年議会をこうやったと

きに、委員会活動はたくさんあるのだけど、いっそ役場の職員ばかりここで呼んで、そしてや
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っているのなら向こうは今度、三重県の知事さんが反対したのです。通年議会をやると言った

ら。三重県で。なぜかと言ったら、議会の対応だけで県民の対応がおろそかになるから、そっ

ちの対応だけでは困るよということで、知事は最初反対したのだそうです。だけど、そうでは

ないと。議員の議員同士のその活動が、こっちが多くなるだけで、そっちの行政のほうに余り

その、今までと変わらないのだよということにしたわけですよ。そうしたら、それだったらわ

かったと。大いにやってくださいと。だけども全部、通年議会だから議会活動をどんどんやる

からと、その度に理事者を呼ぶと今度県民に向かう暇がないから、やっぱりそれだとちょっと

逆に困るなという、そういうような話もあるし。あるというか、それにはものすごく僕も頭に

残っているのですけど。 

 だけどやっぱり全体的にこう、議員の活動は報酬が少ない中でたくさんやるというのは本当

に大変なことだけども、やっぱりそれにかこつけて向こうまで引きずり込んで大変にすれば、

やっぱり実際いいことでも何も意味がなくなってしまうもので。そういう面からすると、自由

に委員会で議論して、少しでも理事者のほうに余り迷惑をかけないで、我々はこういう形でが

んがん議論をするような、そういう形に少しでも持っていくようにしたほうがいいなと思う。 

 そうかと言って急にその、極端にばっと変えなさいと言ったってそう簡単にできるものでは

ないから。そういう思いでやっぱりこの自由討議っていうのは進めていったほうがいいのでは

ないかなというぐあいに思います。 

○委員長（山本浩平君）  ほかに何かこの件についてご意見、質問でも結構ですけども、お持

ちの方がいらっしゃれば。では、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君）  今議長もおっしゃいましたけど、僕もここに出たとき初めて言

ったと思うのですけど、結構やっぱり委員会でも事務局、町側の説明で終わっているのですよ。

ですからやはり、ここの先ほどの委員会の活性化の一番上にも関わってくるのです。委員会の

政策形成過程の積極的関与ということで、やっぱり一歩踏み込む必要があると思います。 

 そして、総務文教常任委員会のことを言って今後どうなるかわかりませんけども、私はここ

は委員外だから余りしゃべりませんけども、総務文教常任委員会では今まで財政改革プログラ

ムの中で、多治見市で町側にある程度の財政を検証する条例なんかをつくっているのですけど、

そういうことを話したらもう、局長がかなり調べてきたものですから、資料をもらって、今そ

ういうことを聞いたら町側もやっぱり考えているのですよ、事務局は。レベルは。 

 そういうことをやっぱり一歩進んで、結果は別です。そういうものを勉強してどうするかと

いうことを委員会でやろうかという話もされているのだけども、やっぱりそういうその、ちょ

っと疑問とか、よそを調べればそういう問題はあるから、そういうことをやっぱり皆さんが、

僕も含めて、認識を持つべきだと僕は思うのです。それはやっぱり議員の資質の問題なのかと

思います。 

 それとちょっと一つ、長くなって悪いのだけど、一つ例ですよ、議長もご存知だと思います

けど、前山本議長がいたときに、萩の里公園をやるときに、あれは町側にだけ任せたらだめだ

と。そして議会も積極的にやらないとだめだということで、議会のあれ多分常任委員会ですよ
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ね。常任委員会で札幌の何だかという公園を見に行ったりして、そしてここに模型というのか

な、持ってきて、議会としてこうあるべきなのだと、こういう公園がふさわしいのだというこ

とで議員の意見を集約して町側にぶつけたことがあるのです。我々そこまで、僕は一歩進む委

員会であるべきだと私は思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、ございませんか。 

 なければ十分、会派で議論していただいて、またそれぞれの会派に各常任委員会の委員長さ

ん、副委員長さんがいらっしゃると思いますので、十分、これは委員長、副委員長の協議も十

分必要、協議というか打ち合わせも必要ではないかなと思いますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

 そういう確認でよろしいですか、この点につきましては。 

〔「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。 

 それでは最後になりますが、自治基本条例外の項目として、会派制のあり方。３つ出ており

ます。会派制の必要性、議会運営委員会と委員外議員の発言、正副議長の会派の離脱と。これ

は主に清風クラブさんから提案されてきていたものだというふうに認識しております。 

一番最初からやっていきましょうか。会派制の必要性について。議論された会派ございます

か。新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 今後の白老の議会には、政党制を持った会派の方もおられますし、ま

た政策を心にするグループもおりますし、またいろいろな形のグループの方がおります。そう

いう形であれば、やはりこの会派制というのは必要なのかなというふうに思っております。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、どうでしょう。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） いずれにしても、今の白老町議会の議会運営上やっぱりこの会派制と

いうのは必要なのではないかなと、僕は思っています。自分たちのその、会派がどうのこうの

という以前に。そうしないと、根本的にこの会派制を多分もし、これを否定したときに、すべ

て見直していかなければならない話にまたなってくるのかなと思いますし、議会運営上やっぱ

り必要なものではないのかなと、僕は根本的にそういうふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさん、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私ども清風会派のほうから、会派制の必要性ということで提案させて

いただきました。これは、会派制が必要でないから何とかしましょうという話ではありません。

会派が今現在もうずっとあるわけなのですけれども、その会派のあり方が今きちっとされてい

るのかどうなのかということを、今一度きちっと議会の中で再確認していただきたいという、

問題提起の一つと受け取っていただければと思います。 

 まず１番目に会派制の必要性ということで話した中で、今例えば特に会派の中で代表質問と

かやっておられない会派もありましたり、また政策をそれぞれの会派で勉強する、本来それが

一番大きいのではないかなと。政策研究会みたいな形がやっぱり会派制ではないのかなと。そ

の辺はきちっと会派の中でやられているのだろうか。まずこれは、議員の資質向上という意味
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で、本来会派というのはそうあるべきではないのかなというのが考え方です。 

 それで、３つ目に、今現在会派制をしいておりますけれども、ただ何と言うのですか、人事

面だけで何か会派制が動いている部分があるのではないかと。本来の会派制というのは、役職

を取るための会派制ではなくて、本来のきちっとした会派であるべき形の中で、どのような形

を会派の中できちっとやっていく役割があるのか、そういう必要性というものをきちっとルー

ル化というのですか、ある程度していってほしいなと。 

 それで、４番目になるのですけども、今回の議会運営委員会もそうなのですけども、今現在

16 名中 11 人が議会運営委員会に出ていますね。それで、この人数も含めて、本来会派という

のはこういうふうに人数が少なくなってきた中で、きちっとした形で代表者が決められて、そ

してある程度の人数を減らしても議会運営委員会の委員のですか、そういうものも考えていっ

ていいのではないかと。 

そういうようなことから、会派制の必要性ということをもうちょっときちっと議論していた

だければという形で提案させていただきました。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。会派は私は必要だという考え方でございます。皆さん

が言われましたように政策集団ですので、そこできちっと政策を学ぶと。勉強するということ

ですから、当然必要だというふうな考え方でいます。 

 今、清風クラブさんでしょうか、言われた５点のことにつきましては、非常にいい意見だな

というふうに聞いておりました。私も実は、これだけたくさんの、定数 20 人のときはそんなに

思わなかったのですけども、委員会の委員の数を減らさなかったものですから、半分ぐらいの

人が出る議会運営委員会というのは一体何なのだろうなという気はしておりました。 

 ですから、そんなことや、また会派の果たす役割というのがきちっとこう明確になっていか

なければいけないだろうなという気はしておりました。ただ、会派制というのは我々は１週間

に一度会派会議をやるわけですけれども、そこで情報交換、それからお互いに各常任委員会の

状況、それから各委員会の状況等々、意見交換をしますから。そういう中で、議会全体の、町

全体の状況をきちっと承知しながら進めるということで言えば、非常に私は会派制というのは

いいのではないのかなと。全体で今やるというのはもうほとんど不可能に近いと思いますので、

そういう部分で言えばいいかなというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風なのですけれども、人数が 20 人から 16 人になってから、

その後も会派を組んでいるのですけれども、この会派そのものが必要かどうかという意見も、

実は私どもの中でも出てきておるのが現状です。 

 私個人としては、先ほど副委員長がおっしゃったように、いろいろな協議事項ですとか伝達

事項、これは会派でスムーズに行うことによるメリットもこれは絶対あるかなと思っています。 

 この前視察に来られた栗山町は会派制をとっていないということでした。それで、全員毎回

毎回何か全員協議会みたいな形をとってこう、やるというような話でしたけれども、これはあ

る意味大変なのではないかなというふうに思いますので、会派制の意義というものは、私はあ
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るのかなと。やはり中身を、では本当に政策研究で会議を開いている機会がかなり多かったか

というと、多くはなかったかなと、反省すべき点もありますので、会派のそのやるべきことと

いうのを再度再確認したうえで、私どもはこれは結論を出したいなと思っています。意見が今

分かれている状況でございます。 

 前田委員外議員、いかかでしょぅか。 

○委員外議員（前田博之君）  今の清風さんと共産党さんのほうからそれぞれ意見が出ました

けれども、僕もそのとおりだと思いますし、やっぱりもっと現実に合った内容を議論して、よ

りよい会派制にするべきだと思います。 

 ただ、今 16 人になったので、本当に会派制が必要かどうかということも僕もちょっと疑問は

ありますけれども、それはこれから自分自身も勉強したいなと思っています。 

○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）  この会派制につきましては、やはり白老町の町議会の歴史の中

でも、先輩たちがこういう議会の運営の基準をつくられたわけです。それで私も４期目ですけ

ど、12 年間この議会にお世話になっていますけれども、会派制の意義というのは、うちのこの

町議会においては絶対欠かせないものだというふうに思っています。 

 ただ、この 11 年間を振り返ると、やはり会派制の意義、真髄を理解されない方が多くなった

なということはとっても残念に思っています。このことについては、やはり個々の議員の努力

も必要でしょうけど、議会全体の努力も必要かなというふうに思います。ですから、会派制度

はそのまま残し、それでやっぱり制度を上げていくと。 

 それから、議会運営委員会の構成メンバーにつきましては、これはやはり運営基準の中にう

たっていることを変えない限り、このまま進むということですから、その辺のところは発言権

のある委員さんで議論を進めていただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  一通り皆様方からご意見を拝聴いたしました。特に、さらにご意見

のある方、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  西田委員さんの清風クラブさんは、会派制が必要かどうかというこ

とではなくて、会派のあり方についてを提起されたということですよね。 

○委員（西田祐子君） はい。 

○委員長（山本浩平君）  ですので、また十分、これは各会派に持ち帰って協議をしていただ

くということでよろしいですか。議長、何かありますか。特にないですか。 

○議長（堀部登志雄君）  はい。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、次の議会運営委員会と委員外議員の発言ということでご

ざいます。これについては、いかがでございましょうか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） うち会派のほうでこれにつきまして、ただいまの議会運営委員会に、

委員外議員として２人の議員さんがいますけども、私も委員外議員を４年半しておりました。  

それで、他の市町村をちょっと見ましたところ、１人会派というのを認めているところが結
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構多いのです。それで、実際に会派制を白老町が行っている以上は、１人会派も当然認めてい

くべきではないのかなと。というのは、今委員外議員の発言というふうな形で、常に議会運営

委員会の中でそういうふうな形で取り扱っておりますけれども、実際に賛否を問うときになり

ましたらやっぱり委員外議員ということで、数のうちには入らないという形になっていますけ

ども、議員というのはあくまでも町民の代表ですので、ここの議会運営委員会の中に入って、

実際に同じようなテーブルに着いて、やはりきちっと議員として表明する場所が与えられてし

かるべきではないかと。そういうような考え方で、ここのところはぜひ委員外議員の発言とい

う形でなくて、１人会派を認めるべきだと。そういうふうな形にすることによって、反対に委

員外議員の発言というものがなくなっていくのではないかと。そういうふうに考えております。 

○委員長（山本浩平君）  ちなみに西田委員、１人会派を認めているところは、例えばどうい

うところで、１人でも何か会派の名前みたいなのをつけてやっているところはあるのですか。 

○委員（西田祐子君） 苫小牧市がそうですし、１人会派で会派の名前をつけてやっておりま

す。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。 

 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは多分、会派は認めているのです。ただ、議運には委員外議

員でしか入れません。苫小牧は。それはちょっと違うと思いますよ。会派というのは１人でも

会派というのは認めるのです。一般的に。私も一番最初当選になったときは会派届を出してい

ますから。一番最初のときから出していますから。会派も何もなかったけど、私 1 人です。あ

との方は全部無所属です。21 人。私は会派届を出しています。今もあると思います。 

 それで、会派はそういう形ですけれども、その方々が議運の正式メンバーになっているとい

うことではございません。そういうことをしているところは全国多分ないと思います、それは。

そうでないと会派制の意味はありませんから。会派制という意味はどういう意味かというとそ

ういうことですから。ですから、多分１人会派で正式に議員に認めれば、全員が１人会派にな

れば全員が議運のメンバーになりますから。そうでしょう。そういうことが可能かどうか、議

会運営委員長、合議制、多数決の原理、そういう民主主義の原点からいって、そういうことが

認められるかどうかというのはちょっと別です。 

 ただ、１人でも、例えば 10 人の会派と１人の会派があって、10 人の会派からうちの枠から

この人１人あげますよというのは、これは別ですよ。そういうことはあり得るかもしれません。

うちの会派は入らなくてもいいから、うちの枠から１人入ってくださいというのは、これはい

いと思いますよ。 

 私が言っているのはそうではなくて、１人が会派届をしたことによって、正式な議運に認め

るのだったら、会派をとる必要はありませんから。会派制は何もいらなくなってしまうでしょ

う。全部が１人会派になれば全員 16 人全部議会運営委員会のメンバーになるでしょう。だから

会派をつくっているのだから。だから委員外議員さんに、本来からいったら委員長の許可で発

言を認めるということなのです。委員長が許可しなかったら発言は認められない。僕はそれは
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変な部分もあるとは思うのですよ。僕自身は。たけど、ルールというのは 10 人の会派も１人の

会派も全く重みは同じだというのでは、会派はいらないことになってしまうもの。ですから、

そこのところだけは。 

 それで、うちがとったのは何かといったら委員外議員という手立てをとったと。苫小牧なん

かは一番最初は委員外議員ではなくて、１人会派も認めます。しかし、発言は一切できないと。

本当に必要に応じて委員長が許可をして、「すみません、今までの議論の中であなた何か議員、

意見はありませんか。」というときに委員長が求めるだけで、それ以外は一切発言はできないと

いう経過です。それ、私がなぜわかるかというと、私と同じ会派の者が１人になって、１人で

ずっとそうやってやって、４年間私もその人に付き合って、いろいろなお話をしていましたか

ら、それはもう事実として聞いております。 

 ですから、なぜ会派をつくるのかというところの議論がきちっとされないと。少数の方の意

見を無視するとか、全然僕そういう気持ちはありませんから。なるべく意見を言ったほうがい

いと思うけど、だけどルールというのはないと。もっとはっきり言えば白老の場合は、議運の

メンバーの人が、では広報広聴常任委員会に行って出られるかと。委員外議員で行けば出られ

ますよね。発言も同じくできるのだけど、制度としてはそうなってないのですよ。変だと思い

ませんか。議会運営委員会のメンバーは広報広聴常任委員会のメンバーにはなっていないので

すよ。そして広報広聴常任委員会の１人会派の方は正式な議運の、正式ではないけど委員外議

員として通知もきちっと行くわけですよ。通知も行くわけです。だけど、我々のところに広報

広聴常任委員会の通知は来ないよね。来ないよね。 

 だから、そういう矛盾が起きてくるのですよ。１人会派の方が２つの会議に正式に出られて、

そうでない議員さんが出られないというのは、ある意味では矛盾だよね。ある意味では。発言

するということについては、これは民主主義だからいいのだけども。そういうこともやっぱり

僕は、本当に公平の原則というのを本当に考えたときにはそういうこともきちっと考えていか

ないと。 

１人会派の方を排除するとか、僕はそんなこと全然言っている気持ちはないのです。そうで

はなくて、公平の原則から言ったら両方で正式な発言ができるということですから。そこのと

ころはやっぱり、会派制をとっている議会としてはやっぱり一度俎上に上げて、そこはきちっ

と議論をしておく必要が、私はあると思います。議員は一人一人発言権があるわけですから、

傍聴もできるわけですし。そういうことも含めてきちっと考えておく必要があるのではないか

なというふうに、私は思います。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほどの件につきまして、私の勘違いで申しわけございませんでした。 

 ただ、今大渕副委員長もおっしゃられた会派制度の中で、議会運営委員会自体の中で、正直

言いまして委員外議員の２名の方がいますよね。そして議長、副議長が入っておられますね。

それで、議会運営委員会というのは一体どこからどこまでが正式な発言者なのだろうかと。正

直言って、議会運営委員が正式な発言者で、賛否を問うときも議会運営委員ですよね。ところ
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が、実際に私ずっと来ていますと、委員外議員はということでやっていますけども、何か正副

議長もそちらのほうにいらっしゃって、何かちょっと議会運営委員会自体が議運のメンバーで

動いているのか、何か正副議長がオブザーバーでありながら、ここでこういうふうにして、い

や発言したら悪いと言っているのではないですよ、発言されていて、それでなおかつ委員外議

員が、委員外議員は特に委員長の求めに応じてだけしか発言できないというのが、何かどうも、

見ていて何か変だなと。体験していて変だなというのをすごく、この４年半ちょっと感じてい

たものですから、できればその辺きっちりすっきりさせていただければありがたいかなと思い

まして、今回皆さんどういうようなお考えでいるのか、できれば委員外議員の人も発言をきち

っと確保していっていただきたいので、議論していただければありがたいなという形で提案さ

せていただいたということです。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ここだけははっきりしておきたいのですけど、議会運営委員会

の委員というのは７名です。ただ、議長は違うのですよ。議長の特権があって、すべての委員

会に出席して発言することができるという規定は、もう地方自治法に書かれているのですよ。

ですから、ここに出るのは、議長は出ても出なくてもいいですけど、出ることについてはもう、

議長の権利なのですよ。発言もそうです。それは中立的な発言ですよ。 

 それと副議長は、同じです。委員外議員なのですよ、副議長は。ただ、なぜ副議長の出席を

求めるかというと、議長が例えば事故があったときに、副議長はその職務を代理するのですよ。

副議長が議長になるのですね。議長の権限を負うのです。ですから、副議長が、議長が例えば

入院されたときに、副議長は議長の代わりに出席できる権利を持つのですよ。ですから、その

経過を理解していないと、出ても公平な観点から発言できなくなりますよね。ですから委員外

議員としてあえてお呼びしているのです。ですから、副議長はまた立場が違って、委員外議員

と同じ立場なのです、通常は。ただし、そういう役割を持っていることから、議会運営基準で

副議長の発言を許しているのです。24 ページの７番。副議長及び委員外議員の出席、発言等に

ついては次のように定めるということで、こう決めてあるのです。それで、副議長も委員外議

員の方も、身分としては同じです。ただ、副議長の場合議長の代理機関であるということから、

説明、意見を述べることができるという規定にしてあるのです。ですから、委員外議員の方と

副議長は若干違うというのはここの規定。 

それで、議長は先ほども言いましたように法律で定められているから、すべての委員会に出

るのです。だから特別委員会で、議長を除く全員としてあることはそういうことなのです。議

長は出席できますから。ただ、採決には議長は加われないのです。だから、特別委員会に出て

も、議長は挙手しませんけど、全員賛成なのです。だから、そういうような役割をもっていて。 

○委員（西田祐子君） 採決のときも議長は入るのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 入らないです。委員ではないですから。ここでは入らないです。 

だから、議長は総務のところに出て付託審査があっても、公平な意見を言うことができるの

です。偏った意見を言うということは好ましくないとされていますけど、その審議の過程の中
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で公平の観点から意見を申し出るということは、これは議長の役目なのです。ですから、正式

な委員ではないです。ですから会議録を見ると、委員とはなっていないはずなのです。議長と

なっているはずなのです。 

 それで、議長が欠席しても欠席にならないのです。わかりますか。議長の意思ですから。と

いうことで、その辺をご理解していただきたいと思います。 

 だから、議長と副議長はあえて入っているのはそういうことなのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 副議長と委員外議員も違うのだよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 条例上の委員外議員としては同じなのですよ。同じなのだけど、

代理機関だから、代理機関ということは議長が入院したり海外へ行ったりしたときに、副議長

名で議長の役割をするのですよ。代理だから。職務代理とかそういうあれではなくて。 

○委員（西田祐子君） それはわかります。 

○委員長（山本浩平君）  だから、そういうことで入っているということです。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それと、もう一つ申し上げたいのですが、議会運営委員会と一

人会派の委員外議員という部分がありましたよね。先ほど１人会派を認めているというのは、

大きなところで認めているはずです。県会議員だとか、大きな市会議員は、１人会派を認める

というのは、会派制には２通りあって任意機関と法律の機関があるのです。任意機関というの

は、議会運営上必要だから会派制をとるところ。うちがそうです。議会運営上必要だから会派

制を行っていると。もう一つ法律上というのは、１人会派を認めないと、会派に例えば政務調

査費を交付するところは、当たらないということになるのです。ですから１人会派を認めると

いうことなのです。それは、法律上それぞれの自治体の条例で１人会派を認めるとなっている

はずです、多分。ですから１人会派を認めている。 

○副委員長（大渕紀夫君） そのことと議運に入ることは別でしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君）  別です。  

 そして、もう一つの解釈は、これは特に小会派。１人会派議員について、委員外議員になじ

まないとして出席を求めないよりも、委員外議員についての弾力的な解釈により出席を求めた

ほうが議会運営上プラスになることから、常時出席は可能とされていると。こういう解釈があ

るのですよね。ですからそれは、うちの議会もとっているということなのです。 

 だからそこで、質疑を許すか許さないかというのはこれは別な話ですから。今の疑義の解釈

はそういうようなことで理解していただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、皆様方からこの運営委員会と委員外議員の発言について、ご

意見のある方。西田委員。 

○委員（西田祐子君） すみません、何度も。清風ですけども、これ委員外議員の発言のとこ

ろなのですけども、今の形でいきましたら、ルールの説明はわかりましたけども、実際に発言

するときに、委員の方々がまず発言されますよね。それで、全部委員の方が発言し終わってか

らでないと、委員外議員として発言を許可しないと言ったら変な言い方ですけども、していま

すよね。そうではなくて、やはり必要なときに、今その議論があったときに、例えば公明党さ
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んが意見を言いましたと。それについて、私はこう思っているから、そこの意見についてはこ

ういう発言をしたいのだというときに、なかなか委員外議員というのは発言できないですよね。

そういうようなときなんかも、弾力的に参加できるようになることが、先ほど言っていた自由

な討議、そういう活性化につながっていくのかなと感じていたものですから、その辺はいかが

なのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  その点につきましては、私も議会運営委員長になったばかりですけ

れども、今までの慣例どおりに行っておりまして、本来であれば委員長が必要と認めたときに

尋ねるということでございますけれども、やはり重要な事項の場合は、これ平等に、なるべく

聞くという姿勢はとっているつもりでございます。以上です。 

○委員（西田祐子君） それでは弾力的に活用していかれると。 

○委員長（山本浩平君）  いや、というか、現在においては今までのその慣例に習ったやり方

でございますので、これは皆さんで逆に議論をしていただきたいことだというふうに思ってい

ます。私の一存でこう変えるということにはなかなかなることではないと思っています。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、弾力とかそういう部分ではなくて、会議規則の 11

ページを見ていただければわかるのですが、委員外議員の発言というのは一定のルールがあり

まして、そこで規定があるのです。 

 例えば自由発言になると、この項目を削除しなければならないという。68 条の２項あります

ね。今の考え方で言うと、うちの会議規則上は削除しなければならないということになるので

す。というのは、委員会は委員でない議員、要するに委員外議員から申し出があったときは、

ここで発言させるかどうか決をとって決めるのですよ、本質的には。ただ、従来は弾力的に会

派が終わってから手を挙げたら認めていて、どうぞという形でやっていますけど、会議規則上

でいくとその許諾を決めるということになっているのです。ただ、必要があって委員外議員を

お呼びしていますから、何かの案件について意見を求めるということでお呼びするのですから、

当然質問事項はされるのだと思いますけど。 

会議規則の 11 ページです。会議規則。別条文。それを受けて、議会運営基準である程度緩や

かにしているということなのです。 

○委員長（山本浩平君）  副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、厳密に言っていくとその議会運営基準も、さっき

見られたと思うのだけれども、議会運営基準 24 ページの７の③で書いてあるのは、会派に所属

しない議員１名がいる場合、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

れないとなっているのですよ。これは二重なっているのですよ。この部分と今局長が言われた

会議規則と二重になっているのです。 

ただ、実は今何で発言したかというと、私が委員長のときに、委員外議員の皆さんがいらっ

しゃったときに、やはり発言をしていただかないというのはおかしいと私自身も思っていまし

たし、今山本委員長が言われたように、なるべく臨機応変に発言してもらうし、私は委員外議
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員の方、委員の方の意見がなくなったら委員外議員の方、どうぞ発言してくださいというふう

にしたのは、多分私かもしれません。それはやっぱりその方々がきちっと発言できるように保

障しようということの中でそういうふうにしたような記憶がありますので、多分そうではない

かと思います。 

 ですから、このままでいったら、これを読む限りにおいたら、発言は認めずというふうにな

っているのだよね。それでこっちは、その委員がみんながいいと言ったら発言してもいいよと

いうふうな決め方の中で今のような発言形態になっているということは事実だと思います。 

○委員長（山本浩平君）  どうですか。委員の皆さん、まずこの件について。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。別に、例えば今西田委員が言われたように、僕が発言した

ことに対して、例えば委員外議員の方々が、そのとき聞きたい。でも、決してそこで話が終わ

っているわけではないので、一つのルールの中でもしそういったものを進めていくのであれば、

例えば委員外議員の方に意見を求めるときに僕が答えないとかという話ではないでしょうし。 

 ですから、その一つの流れをそこでとめるわけではないから、僕は別にそれは今のルールの

中でやられても構わないのではないかなと。それを例えば積極的に、その中でもってどうして

も議論したいのだというのであれば、またちょっとそれは一つのルールという形の中での、今

はちょっと厳しいのかなと思うし、会派制をとっている以上はそういう一つのルールの中で議

会運営が進んでいるということがわかれば、僕は別にそれはそれの中でいいのではないかなと

思っています。会派制がある以上。 

○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） 近藤です。委員外議員の方は、最終的にいろいろな意見を出しても採

決にこれは加われないというのはこれは決まりですよね。であるならば、言ってもかえって申

しわけないのかなというような気がするのですよね。委員外議員の方に。であるならばやっぱ

り、今までどおりの形のほうが一番いいのかなという気はしますけど。現状のとおり。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブとしましては、今ほど言われました白老町議会運営基準の

中の 24 ページの７の③ですか、そこで当該議員の出席はできるが、発言は原則として認めずと

書いていますけども、この発言は原則として認めずというところはぜひ削除してもいいのでは

ないかと。今の実際に議会運営委員会の中では、委員長の判断で意見を認めているわけですか

ら、それなのにここのところでこのまま書いているというのは反対に矛盾が生じてきているの

ではないかなと。むしろここのところをきちっと削除をして、例えば委員長の許可で認めると

か、そういうふうな文言に変えるとか、削除するとか、そういうふうなことを考えられてもい

い時期なのかなと、ちょっと感じているのですけども。 

 認めずというのなら、今自体がちょっとおかしな運用の仕方に。原則は原則だけど、でも必

要ないのではないかなと、感じてはいたのですけど。なぜその原則を曲げてまでやっているこ

と自体がちょっと矛盾が生じませんか。別にそれが生じないというのでしたら、何かちょっと

おかしいような気がしないでもないですけど。 
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 採決に加われないというところはわかるのですけども、そこの原則として認めずというのが

何か、あえて入れておく必要がどこにあるのかよくわからないという感じなのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今言われていることはそのとおりだと思うのです。ただ、会派制

をとっているという意味で言えば、なぜ会派制をとるかということの議論がないとだめなので

すよ。それで、さっき私言いましたけども、それは排除するとか何とか、そんなことではない

ですよ。議会運営委員会のメンバーは広報広聴常任委員会に出ていないのです。それで、委員

外議員の方は広報広聴常任委員会の正式なメンバーなのです。そして、議会運営委員会には委

員外議員として出られると。これは矛盾ではないかということは一度、僕は排除するとかそん

なことではなくて、議論をしておかないと矛盾が出てくるのですよ、そこのところが。 

 １人会派だったらそれでは全部そうなるわけです。何のためにそれでは会派制をとっている

のかと。両方の会議には出られて意見は述べられる方は、委員外議員の１人会派の方が出られ

ると。それ以外の方は出られない。出て意見が述べられないとしたら、１人会派の方がいいと

いうことになるよね。そうなってしまうのですよ。だから、そういう矛盾。それがいいとかだ

めだとかではなくて、そういう議論を一度しておかないとこの場で、そして整理しないと、う

ちの場合はたまたま議運でない方が全部広報広報広聴常任委員会のメンバーですよと、小委員

会のメンバーですよと決めてしまったというか、暗黙の了解でそうなってしまったものだから、

そこに矛盾が今出ているのですよ。 

 だから、今の発言の場合についてはその今直すというのは、直すか直さないかはまたちょっ

とあるかもしれないけど、現実的には発言できるわけですから、今の状況でいけばね。だから、

同時に今僕が言ったようなことも議論して、整理をしないと何かおかしな、会派制をとったこ

とによっておかしなことに、おかしいというか、矛盾が出てしまったらだめだから、そこの議

論を会派へ持ち帰ってしてもらいながら、今の清風さんの意見も会派で議論してもらうと。 

 それで、僕なんかは原則論として言えばもう、委員外議員の方は発言できないなんて、そん

な馬鹿なことはないと思っていますから、もともと。初めから。だから発言していただいてい

たわけですから。そういうことで、ちょっと今言った議運と広報広聴のことも含めて、各会派

でちょっと議論していただきたいなと僕は思うのです。今の西田委員の言われたことも含めて。

実際は発言してもらっているということは事実ですから。 

○委員長（山本浩平君）  そうですね。 

 新風でございますけれども、私どもは会派制をとっている以上は今のこの運営基準を遵守す

べきという考えでございます。しかしながら、一部会派制の必要性についていろいろ意見が出

ておりますので、会派制自体をなくすということでもし決定した場合は、この議会運営委員会

と委員外議員の発言、あるいは正副議長の会派の離脱、これは必然的にクリアされるようなこ

とになるのではないかということで認識しております。ただ、今現在においては会派制をとっ

ている以上は、この運営基準を遵守すべきという考えでございます。以上です。 

 局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君）  今委員外議員の発言を自由にということで、そういう検討をさ

れるときに、議会運営基準だけではなくて会議規則も直さなければならないのですよ。という

のはこれ、大渕委員長のときに確か許諾で決めるということで、一回諮って発言させていいで

すねということで、原則させないのを弾力的に運用した、確かそうかなと思っていますので、

ですからそれを自由になるのであればこの 68 条の２も当然検討して、許諾を抜かさないとだめ

なのですよね。委員長の許可によるとか。その辺も含めて２つ、取るのであれば 68 条の２。原

則こっちなのですよね。一回それを運用上原則発言しないのを原則ですからということで、求

めているという今の現状ですので、直すのであればもともとを直さなければならないというこ

とになります。 

○委員長（山本浩平君）  それでは委員外議員の発言を認めます。 

○委員外議員（前田博之君）  いろいろ私云々ではなくて、そういう議論をしていただいて本

当に、委員外議員としてみれば非常にいいと思います。それとまた、運営上、いろいろご配慮

いただいていますから、それについてもお礼を申し上げますけれども、白老の議会今まで私聞

いていますけど、非常にこの先進地で、前向きに新しいものに取り組んでいっているのですよ。

その部分についていくと、こういう自分たちの議会で変えられる部分が、なぜすぐ、すぐとい

う言い方は失礼ですね。これから議論しますからいいのですけども、会派は別にしても、この

前全国議長会が出した分権時代に対応したあなたの町村議会の活性化方策の中でも、ここで今

68 条の関係言ったけど、なるべくそういうことを平等の参加で改善策を講ずるべきだと言って

いるのですよ。そういうことを文言で出てきていながら、別な方の通年議会云々ということで

新しいものには行くのはいいのですけど、これは批判ではないですよ。いいとか悪いとかは別

にして。そういうことをうたわれていて、進みましょうと言っているときに、ここに来たとき

に、会派は別ですよ。基本的な部分では平等参加で改善策を講ずる必要があるのではないかと

こう提言されていながら、これから議論されると思いますけども、そういう部分を含めて、結

構白老は先進というか進んでいますから、やっぱりある程度の発言は認められてはいますけど

も、多少誓約のない中で、具体的に言えば採決は別にしても、やっぱり原則としてではなくて、

多少やっぱり発言は自由にできるような形の方向に私は持って行ってもらいたいなと思います。 

 これからまた会派だって正直な話分裂したりしていく間にどうなるかという問題で議論され

なければいけない部分も出てくると思いますけれども、それは別にしても、そういう全国議長

会でも言っているのですよ。そういうことを踏まえ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）  ほか。副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） くどいようですけど、今の発言はもちろんそのとおりだと思いま

す。 

それで、小委員会と議運の関係だけは各会派できちっと、私は議論して結論を出してほしい

のですよ。そうでないと矛盾がダブってくるのですよ、そこで。公式な発言を議会運営委員会

で許すということになると、広報広聴の小委員会に我々が行って、それでは正式に発言させて

くださいということと同じことですから。だから、議会の運営上本当にそれでいいのか、議会
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運営委員会と小委員会は違うのだよという結論ならいいですけど。少なくても議会運営委員会

でない方が小委員会に入っているのですよ。そこに矛盾が出ないのかと。私が言うのは。 

 だから、公式なもので認めるのはもしこちらが構わないとしたら、それでは我々が小委員会

へ行って、自由に発言していいのかということとの議論と同じ議論になってしまうのですよ。

だから、そこに矛盾がなかったらいいのだけど、そこはやっぱり会派できちっと議論しておか

ないと、後で何かこう変な形になるのではないかなという気がして、僕はしようがないのです。

だから、そこだけはきっちり各会派で議論していただいて、やっぱりそこの矛盾もなくしなが

ら、本当に民主主義は、全体の意見はというふうな形の議論になっていかないと、僕はちょっ

と矛盾するかなというふうに思っていますので、そこは各会派できっちり議論して、その上で

結論を出していくというふうにしないと、僕はだめだと思います。 

○委員長（山本浩平君）  小委員会との整合性をとると。広報広聴の小委員会との整合性をき

ちんととるということも念頭に置いて会派で協議していただきたいと思います。ルール化も含

めて。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今、定数のあり方もちょっと課題になっているのですよね。例

えば、定数を減らすということになると、今の考え方でいくと減った分は広報広聴へ行くとい

うことになるのですよ。広報広聴の小委員会に行くということになりますので、対極と決めて

ありますので、それでは広報広聴の小委員会が今度逆に 10 人になったり 11 人になるのですよ。 

 ただ、従来広報広聴の委員会をつくったときには、小委員会というのは議会運営委員会と同

じような役割をその広報広聴という議会の大きな役割を果たすという議論の中から、２つ入っ

てもいいのではないかという議論も現実にあったのです。でも、議員さんの平等からいったら、

やっぱりそうではなくて、負担からやったときに対極の形で入りましょうという部分になって、

大体議長は入っていませんから、７人、８人とこうなったのですけど。こっちを減らすという

ことは、こっちを５人にするのだったらこっちを 10 人になってしまう。その辺も含めて議論し

ないと、やっぱりちょっと難しいかなと思いますけど。 

○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）  すみません。無会派の熊谷です。皆さんの議論で、いろいろ変

えていくという方向になるのかどうかは別として、なぜこんな事案が出てくるのかなというこ

とが、非常に不思議でしようがないのですよ。私も大渕前議会運営委員長の前の議会運営委員

長も、今現職でいらっしゃいますけれども、そのときには委員外議員の発言は認めませんでし

た。その当時、我々は大きな人数の会派でありまして、我々の枠組みを１人使ってくださいと

いうことで、委員外議員、無会派の方に議会運営委員会のメンバーとして正式に発言権を与え

たという経緯があります。 

 そういうことを踏み越えてきて、大渕議会運営委員長のときに、無会派の方が２人いらっし

ゃいました。発言をやはり求めるという、そういう革新的な行動に出られたことには大変敬意

を僕は示しています。その流れで今来ているのだなというふうに、僕もそれは理解しています。 



 71 

 ただ、今の置かれている立場というのは、やはりこの白老町議会の合議体の中の一つの歯車

として、今委員外議員としてここに座っている私を使っていただいているのだなという理解を

持っているわけです。先ほど来私が言っていますとおり、白老町の議会運営は会派で進んでい

ます。会派制度をやはり今対とするならば、従前のように委員外議員の発言はもう求めないほ

うがいいと思います。僕はそういうふうに思います。 

 ただいろいろ考えると、やっぱり議会改革の部分については、やはり無会派であっても議会

の全体のやっぱり運営に関わることですから、それは意見を求めてもらいたいなと思いますけ

れども、議事進行等々の絡みについての意見の求めは原則どおり、我々は発言がなくても、意

見も述べなくてもいいというふうに戻したほうが、僕はいいと思います。それも含めて、会派

に持ってお諮りをしていただきたいというふうに思います。これは私個人の意見です。それで

理解していただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ただいま熊谷委員外議員からそのような発言もございました。各会

派に再度持ち帰って協議をしていただきたいと思います。また、きょうここで結論が出る問題

でもありません。意見も分かれておりますので、持ち帰っていただきたいと思います。 

 最後の項目ですけれども、正副議長の会派の離脱。これに関しましても、清風クラブの及川

代表のほうから提起された内容でございますので、まず西田委員から何かあれば。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブの方から出させていただいた意見なのですけど、やはり会

派制のあり方ということをきちっと考えるのであれば、正副議長にはぜひ離脱していただいて、

中立的な意見というか考え方を、議会運営上もぜひ示していただく必要性があるのではないか

と。そうすることによって、何と言うのですか、当然議会運営委員会また本会議上もそうなの

ですけど、やはり正式なルールにのっとってやることも一つ考えていただければありがたいな

って。そういうことで、正副議長の会派からの離脱ということを提案させていただきました。 

○委員長（山本浩平君）  各会派のご意見を拝聴してまいります。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私のところに議長がおられるので、そういうようなご意見があると大

変困るわけですけど、どういう、例えば今言っている中立の立場で云々ということがあります

けど、あくまでもこれは、中立の立場でもって会派の動きを一緒になってやっているだけの話

で、それで議会がどうのこうのになるということはありませんので、やはり議長も我々の会派

の一員としてやってもらうことが一番いいのかなとは思っております。 

○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。これについては、ちょっと僕も何て答えていいかわからな

いのです。うちからも副議長として吉田議員が出ていますけども。副議長として。かといって、

会派の中で、例えばいろいろな議論をするときに、偏った議論をしているかといったら違うの

です、みんな。議会の副議長としての立場でいろいろなアドバイスをもらったり、また根本的

な話とまた、僕も難しくてわからない。わからないと言ったらちょっとおかしいのかもしれな

いけど、議論の中ではしっかり議論をさせてもらっています。そして、ただ議会運営上の副議

長の立場としての思いはまたそこで聞いていますので。ですから、あえてそこから離脱してど
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うのこうのという考え方は、妥当なのかどうかというのはちょっと僕の判断の中ではつかない

というか、会派の中の結論としては当然副議長という立場の中での話になりますので。ちょっ

と私たちの会派の中ではちょっと、そこまで踏み込んだ議論はまだしていませんでした。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 国会や道議会、大きなところは会派の人数の数が多いですから、

離脱していますね、間違いなく。ですから、人数が多ければ離脱するのは僕は望ましいとは思

います。ただ、白老ぐらいの人数でどうなのかというのはちょっとどういう判断をすればいい

のかというのはちょっと難しいですね、僕自身は。会派の中でも深い議論はしていません、は

っきり言って。していません。ただやっぱり、国会、道議会と同じような状況になるのかどう

かというあたりがちょっと、何とも言いようがないというふうにしか言えないのですよ。人数

が多かったら僕は離脱すべきだと思います。22 人のときは私は離脱すべきだと言ったのですよ、

実を言えば。先ほど熊谷委員外議員が言われたように、10 人の会派がいたときは離脱すべきだ

と、離脱しなかったですけど。離脱すべきだという意見は僕随分言ったのですよ。ただ、16 人

となるとやっぱりちょっと状況が違うなということで、苦慮している最中でございますので。

若干時間をいただきまして、会派で再度議論をさせていただければと。すみません、逃げてち

ょっと申しわけありませんけど。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。 

新風は離脱する必要はなしという答えです。 

 ちなみに委員外議員のお二方にもこの点についてご意見を拝聴したいと思います。前田委員

外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  非常に難しいところですけども、ただ、今新政と公明の会派が

言いましたけど、そういう立場にあるから、会派にいるからその、公平な議論をしていないと

いう言い方ではなくて、僕は大小は別にしても、原理原則からいくと、やっぱ会派を抜けるべ

きかなと、こう思っています。 

 ただ、運営上いくと、２人の会派から議長、副議長が抜けたときに、今度そうしたら議運の

委員を出すときに、出ないのですよ。それも含めて、ここで今人数を少なくしたらどうだと清

風さんのほうからありますから、それも含めたらそうなると逆に変な言い方をすると、１人会

派をつくっている人から見ればおかしいのですよ。そうなるのです。だからもっとやっぱり、

抜けるかどうかということはそういうものを含めて議論しないと、トータル的なバランスを考

えないと、そうなっていくのですよ。 

○委員長（山本浩平君）  熊谷委員外議員。発言を求めます。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  いいのですか、言って。これは、会派の離脱というのは言語道

断な話ですよ。そういうことをしたら、裏を返せばポスト狙いのそれでは集団なのですかとい

うことを明確に言っているのと同じですよ。そうではないでしょう。これが会派制度のあり方

なのだから、正副議長は役職に就いたから会派を離脱する、こんな話はありません。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 
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○委員（西田祐子君） ほかの町村は実際に、正副議長はどうされているのでしょうか。その

辺ちょっと聞いてみたいなというのがちょっとありました。 

○委員長（山本浩平君）  事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的に、町村で会派制をとっているところは非常に少ないと

いうのが現状であって、栗山、福島のように会派制をとっていないから自由発言をさせるとい

うのが多いのですよね。  

○委員（西田祐子君） 自由発言。 

○事務局長（上坊寺博之君）  福島でもこの間自由発言させるというのを示したと思いますけ

ど、議会運営委員会、会派制をとっていないのですよ。私、視察、町村で道外も来ますけど、

会派制をとっているというのは非常に、ないほうが多いのかなと。会派制をとっていますとい

うほうが少ないです。町でも４万人とかある町村の規模だと会派制、この間来た播磨町がそう

ですね、会派制をとっていますけど。とっているほうが少ないです。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風で出ている意見の一つも、16 人になって果たして会派制

が必要なのかという意見が出ているわけなのです。なので、意見は分かれています。私どもも。 

○事務局長（上坊寺博之君）  参考にいいですか。この間、兵庫県の播磨町が来たのですよ。

会派で来たのですけど、そこも人口４万人だったと思いますけど、そこには議長は入っていま

した。議長、議運の委員長、３人会派でしたよね、確か。３人だか４人会派でしたので。委員

長は対応しなかったですけど、播磨町という兵庫県の。１年ちょっと前。あそこは確か、議長

と議運の委員長と、結構役職が入っていて３人だか４人だかの会派でした。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  いろいろ意見が出ていたと思いますので、持ち帰りということで、

十分協議をしてきていただきたいと思います。 

 次、これは持ち帰っているものですね。新財政改革プログラムの調査について。これは持ち

帰っていると思いますので、皆さんにまず伺ってまいりたいと思います。清風クラブさんから。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブです。ぜひ、新財政改革プログラム、できれば特別委員会

などをつくって、全議員でぜひ積極的に意見集約というのですか。また、役場のほうの執行部

に提言できるものがあるのであれば、そういうものをやっていくためにはぜひ、そういうふう

にしていくべきだという意見になりました。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。特別委員会をつくるべきと。特別委員会をつくっただ

けではなかなかいかない、運営がね。全員になりますので難しいということで、今議論があり

ましたけれども、会派から１名ぐらいずつ出して、運営委員というか小委員というか、何とい

うかわかりませんけれども、そこで議論をするのではなくて、議論の段取りをきちっとしてい

くということが、事務的整理をしていかなければ進んでいかないと思いますので、そういう機

関をつくったほうがいいのではないかというような意見であります。 

○委員長（山本浩平君）  準備委員みたいなものですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） そう。小委員会みたいなものだね。病院のような形。 
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○委員長（山本浩平君）  小委員会ですね。 

公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） このことについてはまだ、うちの吉田議員とはちょっとまだ話ができ

ていません。ちょっと入院中だったものですから。 

 ただ、いろいろなことで考えると、全員でまず取りかかるよりも、今大渕副委員長が言った

とおり、準備部会みたいなものを立ち上げて、その中である一定の方向性というか、そういっ

たものを段取りをしてもらうと。その中で全員協議会みたいな形の中で取り組んでいくべきで

はないのかなと。そういうふうに考えております。 

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。議員の総意でやるということで特別委員会を設置というこ

とでお願いしたい。その前段に、準備段階の小委員会というのも、これも結構だと思います。 

○委員長（山本浩平君）  新風ですけども、新政クラブと全く同様の意見でございます。 

 おおむね、皆さん特別委員会設置ということで。委員外議員のお二方もそれでよろしいでし

ょうか。異論はございませんか。熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  これは、必要ないと思います。特別委員会というのは必要ない

と思います。これは各議員、個々、これも勉強する一つの材料でありますし、これは所管は総

務文教でありますから、総務文教の所管に委員外議員で招集していただくと。そういう形で進

めるべきだと、私は思います。 

 逆に、決算だとか、この経過をしたときのチェックをするときに、今言ったような組織体を

考えるべきかなと。今からつくるのではなくて。プログラムの状況については総務文教で精査

してもらえばいい。ただ、その実行に携わる、始まったときの時期を見計らって新しい組織を

考える、そのほうがいいと思いますけども。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  この話は実は総務文教常任委員会のほうから提案があったのです。

委員長、副委員長と協議をされて。 

○事務局長（上坊寺博之君）  全員一致だったのです。  

○委員長（山本浩平君）  という状況でございました。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  そのようにおっしゃるのでしたら。だけど、今つくるのには時

期尚早だと思いますよ。ちょっと早いと思います。 

○委員長（山本浩平君）  今、意見としては熊谷委員外議員の意見はございましたけど、おお

むねこれは特別委員会という意見でまとまるということでございますので。そのつくり方です

ね。これ、先ほど共産党さんから出たご意見、どうでしょうか。この点について。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 小委員会づくりは必要だと思うのですけども、各会派から１名ずつと

いうことなのですけども、前にも病院の特別委員会をつくりましたし、昨年もやはり町財政が

こういう状態だからということで小委員会をつくりましたけど、そのときに総務文教常任委員

会が小委員会のメンバーになったりとか、民生常任委員がそのときの小委員会のメンバーとか
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になったのですけども、今ほど共産党の大渕副委員長がおっしゃられた小委員会というのは、

それとは全く関係なく各会派から代表で出すのか、それともこれは所管事務調査が総務文教常

任委員会の所管になりますので、そういうところの人というふうな考え方なのか、その辺もう

ちょっと具体的に説明していただければありがたいなと思っているのですけど。 

○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。今回の問題というのは多分今の状況でいきますと、前

回の総務文教常任委員長のお話を聞きますと、特別委員会をつくるということになれば当然そ

この特別委員会の正副委員長は総務文教さんがなるというふうに思うのです。そうなると、こ

の問題は財政問題だけではなくて、新税の問題、それから病院の問題、学校の統廃合の問題。

これはもう、かなり膨大なものになると思います。そうすると、やはり会派から出て議論をし

ていくというのが一番私は議論がこうまとまっていきやすいと思うのですよ。ですから、私は

会派から、どこの議会でも大体そうだと思うのですけども、会派から出て、そこでまとめて全

体の特別委員会にかけていくと。 

 ですから、事前審査はここでは絶対やってはいけないと、これはもうきっちり決めておいて。

スケジュールだけを各会派に下ろして議論をしていくというような形にしか僕はならないと思

うのです。 

 ですから、そういうことでいえば、特別委員会の正副は総務文教の方がなられると。今まで

の慣例でいうとそうなりますので、私は小委員会というかその運営を進める母体は各会派から

出てつくられたほうが、それは総務の方が出ようと、どこの方が出ようと構わないのですけれ

ども、私は会派から出たほうが運営がきちっといくのではないかというふうに考えて、そうい

う提起をさせていただいたということでございます。 

○委員長（山本浩平君）  その点について。どうでしょうか。異論がある方は。 

○委員（西田祐子君） 全部で５人ということですか。委員が５人。 

○委員長（山本浩平君）  ５人です。 

○副委員長（大渕紀夫君） ５人。多くいないほうがいいと思う。５人のほうがいいと思う。  

○委員（西田祐子君） 正副委員長も入れて５人ということですか。外して５人。  

○委員（氏家裕治君） 正副委員長入って。代表として入って。 

○委員（西田祐子君） 代表として入って、全部で５人ということ。 

○委員長（山本浩平君）  全部で５人ということです。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  特別委員会は名称をつけなければならないのですよ。その調査

の目的に沿った名称をつけなければならないとこう、運営基準でなっていまして、時期的には

どういうタイミングで設置するかということがあります。というのはこれ、議決事項ですので、

ほかに開かないと設置できないのです。ですから、最短でいくと５月 30 日、今決まっているの

は。第１回目の定例会を閉めるのは 30 日ですから、多分繰上充用とか、町側の議案が出てくる

と思いますけど、その日でないと、今決まっているのは最短でできます。ですから、５月 30
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日まで調査事項は今できないという状況です。 

 それが急ぐのであれば、４月なり５月の適当といったら変でしょうけど、その時期を見計ら

って本会議、休会中ですけど議長召集で決めなければならないという作業がありますので、そ

れは一回持ち帰るのか持ち帰らないのかわかりませんけど、一定の線は決めておかないと、手

続きに入っていかれないということがございます。 

 それと、事務局の案ですけど、特別委員会の名称として新財政改革プログラム調査特別委員

会と、多分重たくなると思うのですよ。その部分で。逆に言って、期間もいつまでとるかとい

う問題もあって、進むと進捗管理というのも当然出てきますから、事務局としては従来、前回

つけましたよね。財政健全化調査検討特別委員会、そのぐらいの名称にしておいたほうがいい

のではないかなと。多分この名称を特別委員会の名称につけますと、結果がいい悪いにしても

報告しなければならないと。それは一定の、多分入る前に報告しなければならないという、中

間報告か何かでも。弾力的に持たすのであれば、事務局としては前回つけた白老町財政健全化

調査に関する特別委員会だったと思いますけど、そういう名称にしておいたほうが多機能にや

れるという部分は出てくるのかなと。ちょっと事務局の意見としては。 

○委員長（山本浩平君）  事務局の案として今、提示されました。白老町財政健全化調査に関

する特別委員会という名称でいかがかということでございますが。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 名称につきましては一度持ち帰って。また、小委員会をまずメンバー

を次回の議運のときまでに、例えば各会派から出して、まずとりあえず小委員会を発足させて、

名称とかそういうものすべてその小委員会に委託するということはできないのでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  特別委員会を設置しないと下部組織になるのでできないです。 

○委員長（山本浩平君）  できないです。 

○事務局長（上坊寺博之君）  動かれないのです。 

○委員長（山本浩平君）  名称ぐらいは今議運で、ここで決めたいと思っていますが。白老町

財政健全化調査に関する特別委員会。 

○事務局長（上坊寺博之君）  この名称をいきなり使うよりは、私はいいと思いますよ。あれ

も本来は継続すべきものでしたので。 

○委員長（山本浩平君）  前回と同じ名称ということですが。重くならないほうがよろしいの

ではないでしょうか。 

○委員（西田祐子君） 去年つくったのと同じ名前。 

○委員長（山本浩平君）  あと日程ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 日程。早くつくる必要があるのか、５月 30 日まで待って、その

後動くということになれば６月議会がありますので、大分中だるみするということは間違いな

いと思います。 

○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）  情報によると、町側はもう５月の中過ぎには超過課税の関係も



 77 

町民説明会を開くみたいなのですよ。ですから、もしそうであればその前に議会が委員会をつ

くっておく必要があるのかなと思います。後追いになってしまう可能性があるのではないかな

と思うのですけどもね。同じつくるのであれば。 

○事務局長（上坊寺博之君）  早いほうがいいのだったら、どこかの議運か小委員会をやって

いるときにかぶせて、これ１本しかないから、30 分もかからないので。これはみんな合意のも

とだから、設置するのに本会議を開いても 30 分もかからないのですよ。ですから、片方の方は

申しわけないですけどどこかの委員会をやる日にちょっと時間をもらって、半分の方に出てき

てもらって設置するとか。そうなったら議運をやっている日か小委員会をやっているか、何か

の委員会をやっている日かということなのです。常任委員会をやっている日ということが一番

最短だと思います。 

○委員長（山本浩平君）  副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今前田委員が言われたように、僕は早く設置すべきと

いう意見です。なるべく早い時期に設定をして、特別委員会を立ち上げるべきというふうに思

います。 

○委員長（山本浩平君）  日程調整は事務局のほうにゆだねてみてはいかがでしょうか。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいですか。今最短で 16 日に広報広聴の小委員会がありま

す。小委員会の方は必ず出てきます。でも、ここで合意がとれれば、そのほうが早いのです。 

○委員（西田祐子君） 17 日は議運はやらないのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議運はやります。ただ議運が、17 日にやるとしたらここのいな

い人に通知しなければならないということがあるのですよ。わかりますか。 

○委員（西田祐子君） でも人数的には議運のメンバーが集まっているのだから、人数的には。 

○事務局長（上坊寺博之君）  小委員会も同じなのです、数は。ただ、委員外議員の方もいま

すけど。 

○委員長（山本浩平君）  16 日でいきますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  16 日ということは、ここの方が合意できれば 16 日のほうがい

いのです。17 日にするということは、いない人方の合意がとれなければだめだということです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 議運は 17 日です。16 日には小委員会、広報広聴常任委員会があ

るから、この日に臨時議会をやると。 

○委員（西田祐子君） 向こう側はいいのですか、町側は。 

○事務局長（上坊寺博之君）  町側は関係ないので、議会だけでやるのです。設置するだけで

すから。 

 それで、もしか、申しわけございませんけど事務局の話でいいですか。もしかそれで、今小

委員会の構成は持ち帰りということであれば、16 日の 10 時から本会議をやって、30 分ぐらい

小委員会からお時間をいただいてやりたいと思いますけど、９時から議運で、今の小委員会の

あり方をどうするかというのをちょっとやらせていただきたいと思いますけど。そこで即決で
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きるように。 

○委員長（山本浩平君）  ９時から議運を開く。 

○事務局長（上坊寺博之君）  本来設置してから議論するのですけど、設置することに決まっ

たので、会派調整がとれれば全員ですので、議運の中でどのようなことをするかというのを諮

ってもいいのかなと思いますけど。そんな進め方でいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ということは、９時から議運をやって、小委員会のメンバーを各

会派から確認をして、どのようなことをやるか、議運の中で確認をするという意味ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  そうです。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい。 

○事務局長（上坊寺博之君）  会派がいいのか、別メンバーなのか、常任委員会なのか、従来

のやり方です。 

○委員長（山本浩平君）  副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） きょう、会派でやるか、どこで小委員会を結成するかというのは

決められたらだめなのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  持ち帰りたいということだったので。 

○副委員長（大渕紀夫君） いや、なぜかと言うと、そうでないと今度 16 日に 10 時から臨時

議会をやっても、メンバーが決まるか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  メンバーは議長を除く全員ですから。 

○副委員長（大渕紀夫君） いやいや、小委員会。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ただ、小委員会は無理してその日でなくてもいいのだけど、２

回やらなければならないのですよ。ただ、すぐ動くのであれば、その日に設置できることが望

ましいということです。 

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君）  ここで小委員会のメンバーをもし、その各会派から発表できるので

あれば。 

○副委員長（大渕紀夫君） 会派でつくるということが合意できればいいわけですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  会派も含めて持ち帰りたいと言ったのです。 

○委員長（山本浩平君）  新政クラブ、近藤さんですよね。そして、清風さんは及川さんです

よね。ですから共産党さんと、うちは本間さんを出します。公明さんと。では、共産党さんは

どなたが。 

○副委員長（大渕紀夫君） 僕が出るけども。そうやって決められれば。 

○事務局長（上坊寺博之君）  いいですか、会派構成で設置するということがここで認められ

るのであればいいのですよ。議会運営委員会の決定事項は尊重する、ですから、そうしたら９

時に開くことはございません。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、ここで小委員会は会派代表５人で決めますよというこ
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とだけが決まればいいのです。メンバーはこの日でもいいの、16 日でも間に合うのだ。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それまでに出してもらえば。 

○副委員長（大渕紀夫君） それはいいのです。誰が出てこようと。ただ、会派から出して５

人で構成するよというのをここで決めておかないと僕はだめだと、そのことを言っているので

す。そういう意味です。それだけ決まればいいのでしょう。あとは持ち帰ってどなたが出てこ

ようと構わないのです。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、今までの議論の中では、会派から出すということでもって、決

定したと思っているから。それを今この場所で確認しましょうよ。確認して、そして会派から

出すのであれば、わざわざ９時から議運を開く必要はないでしょう。 

○委員長（山本浩平君）  ないですね。 

○委員（氏家裕治君） そうしたら、それまでにメンバーを各会派から出してもらえばいいだ

けの話だから、今までは正式には決まっていませんというのであれば、ここで意思統一を図っ

てもらったほうがいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君）  確認をいたします。総務文教常任委員会の委員長、副委員長も含む

５名という形で小委員会を設置するということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君）  ここでもし会派の代表を決められるのであれば、名前を挙げていた

だきたいと思います。共産党さんは。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私。 

○委員長（山本浩平君）  新風は本間を出したいと思います。 

 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 私しかいません。 

○委員長（山本浩平君）  氏家さん。 

 あとは及川さんと近藤さん。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それで、特別委員会を設置したときに、小委員会にゆだねなけ

ればならないのですよ。それで確認ですけど、特別委員会の運営方法ですよね。要するに、ど

ういう議論をして、どういうような方向性で今回議論するとか、どういうような状況をすると

か、例えば説明に行くとか。そういう部分を案として出すということです。わかりましたか。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） あともういいですね、そうしたら。この案件についてはないですね。 

 その他。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  特に持っておりません。 

○委員長（山本浩平君）  皆様方から何かその他、あればどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  きょうは大変長い時間を費やしたことになって、どうもご協力を賜
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りましてありがとうございます。  

 次回は 17 日、この第３次議会改革の一応全体的に通してやりましたので、細かいところにつ

きまして、再度会派に持ち帰って議論をお願いしたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  それでは、これをもちまして本日の議会運営委員会を閉会いたしま

す。ご苦労さまでした。 

（午後 ４時５１分） 


