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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５月１５日（木曜日） 

   開  会  午後 ４時０１分 

   閉  会  午後 ７時１３分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．第３次議会改革について  

２．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．第３次議会改革について  

２．その他について 

                                         

○出席委員（９名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      委  員 西 田 祐 子 君 

 委  員 及 川   保 君      委  員 近 藤   守 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委員外議員 前 田 博 之 君 

委員外議員 斎 藤 征 信 君      委員外議員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

副委員長 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

主   幹   森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。  

                                         

○委員長（山本浩平君）  ４月に、４回から５回くらい議会運営委員会を開きまして、この第

３次議会改革について、議論を行ってまいりました。おおむね全会派一致により実施できる項

目も、数回の議論の中で相当確認ができたと思います。  

きょうは、前回まで確認したことについて、この改革への課題ということで、局長のほうで

具体的に、「こういう部分はどうするのですか。」ということで、まとめてある資料がございま

すので、それに沿って議論をしてまいりたいと思いますけれども、まず一番最初に、通年議会

の本各実施について、これは相当な時間をかけて議論をしてまいりましたので、この点につい

て集中的に議論をして、そして、次の項目、この順番どおりにやっていきたいなと思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

通年議会の本格実施につきましては、前回までの議論の中で、直ちに６月から実施すべきと

いうところが４会派、そして、委員外議員ではありますけれども１名の方が直ちに本格実施す

べきではないかということでございます。 

まだ、この通年議会に対して、反対ではないけれどもいろいろと議論を重ねた上で、本格実

施にはまだ早いと。試行をこのまま継続すべきではないかというところが一会派と１名の委員

外議員の方でございます。きょうは相当な議論を重ねてまいりましたので、結論をきょうの議

会運営委員会では出していこうと。このように委員長としては考えておりますので、了解願え

るかどうかわかりませんけれども、そのような考え方でおります。  

それでは、及川代表のところの会派が試行を続けていくべきだという意見でございましたの

で、再度いろいろと会派の中で議論を重ねていただいたと思います。どのような結論になった

のか、お尋ねしたいなと思います。はい、及川代表。 

○委員（及川 保君） はい。通年議会については非常に長い間、１年以上議論されてきたと

いうことは十分承知しておりまして、私も、改選後の議運の中でも、毎回この通年議会という

案件がこの中で議論されてきました。 

結論から先に申し上げます。清風クラブとしては、かなりの回数、会議を開きまして、議論

をしてまいったのですが、この通年議会を本格実施すべきという結論には、実は至りませんで

した。今後も試行で進めるべきだという結論でございます。 

しかしながら、この通年議会そのものについては、今後の議会運営においては非常に有効と

いいますか、大変いい議会運営になるだろうと、こういう考え方ではあるのですが、端的にい

いますと「今までとなんら変わりがない。」というこういう説明含めて、そういう説明で本格実

施に移行しようとしているのですけれども、それがもう少し、中身をきちんと吟味した中で、

改革すべきではないかと。私たちは通年議会の本格実施に当たっては、議員定数の削減、また

それに伴う議員報酬の見直し等々の改革案を示してきたのですけれども、なかなかそれが実現
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不可能な案だということで、議論されてこなかったという部分がございまして、ただ、先般の

委員長の発言にもございましたけれども、地方議会の現状といいますか、状況は本当に厳しい

状況にありまして、近い将来は、多分、年金受給者か専業主婦か、こういう方々しか、多分挑

戦できないだろうと。 

１カ月くらい前の道新のコラムに載っておりましたけれども、非常に厳しい状況にあるとい

うことは、皆さんご承知の部分かと思います。いずれにしても、我々がそういう部分も含めて

改革していかないと、誰がやってくれるのだと。後世の方々にやってもらってもいいという考

え方もあるでしょうけれども、しかしこういうことは、きちんと直ちに今から、やっぱり議論

していくべきではないだろうかと、こういう考え方も実は会派の中で議論されております。た

だし、この議会運営委員会の中での大多数の会派が本格実施すべきだと。こういうご意見でご

ざいますので、いずれにしても決定されたことについては、当然、これは私たちの会派として

もそれにきちんと従っていくという考えでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございました。今、清風クラブさんから度々議論

を重ねてまいった結果、いろいろとまだ問題があるということで、この通年議会に関しては、

試行した上で、もう少しいろいろな、ほかの面で議会改革を行ったときに、同時に行うべきだ

という、そういう意見だったというふうにお聞きをいたしました。 

それで、会派の数で申しますと４対１ということで、おおむね本格実施すべきだということ

でございます。望ましいのは全会派一致ということで、本格実施ということに向かうというの

が本当に一番いいことで、ベストのことでございますけれども、ベターなところを選択するの

も、これまた民主主義ということでもございます。この辺を踏まえて、私がここでジャッジを

するというよりも、皆様方のご意見も拝聴したいなというふうに思いますので・・・、いかが

でしょうか。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 無会派の前田議員もそういう意見なようで、私もその点わかりません

のでお聞きしておきたいなと。 

○委員長（山本浩平君） はい、わかりました。それでは、また時間も経過した中で、いろい

ろと考え方もあると思いますので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、結論から言います。通年議会については、当面試行すべき

だと思います。若干、私の見解を述べさせていただきます。  

今まで議論を聞いていると、白老町議会の通年議会の導入の理由について、定数削減に伴う

議会のチェック機能が低下していますよと。それを補完するために、手法の一つとして通年議

会を導入すると。そしてそのメリットは、委員会閉会中の所管事務調査が新たなものや継続審

査手続きが不要になり、議会が主導的に機能的に活動できることなどと、こう言っております。

この部分しかないのです。しかし、もしそうであれば、既存の委員会活動をもっと盛んにする

ために何が必要かということを、僕は議論すべきだと思います。 

それで一つは、議員定数の減少に伴って、委員会活動の低下が懸念され、または委員会の機

能権限を大いに発揮し、委員会の活動をこれまで以上に活発化させるためには、定数が減って
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も住民の意向を広く、議会や行政の場に反映させることが必要だと思っています。そのために、

私は委員外議員としての会議規則で制限している委員会としての発言許可制を見直して、委員

会活動の充実を図るべきだと思います。前回もそういう意見が出ていますけれども、そして、

８の会派制のあり方についてですね、議会運営委員と委員外議員の発言について現状のとおり

と、現状維持と言っていますけれども、私が調べたら、皆さんが言っている福島町、「先進地だ。

先進地だ。」と言っていますけれども、福島町はそういうことで委員会の委員外議員の発言の許

可制を見直しして撤廃しているのですよ。この３月の議会で・・・。 

そこまで進んでいることをやっているのですよね。ただ、うちは通年議会がありきでやって

いるのだけれども、もう少しそういうところに、何を改善して、通年議会も活発にしていかな

ければいけないかというものが、あってもいいのではないかと私はそう思います。それをやる

と、おのずとここで出ている、議会運営委員会の委員外議員の発言も、自由に発言できるよう

になってくるのですよ｡まずそういうことを議論すべきではないかと思います。自分たちの持っ

ているものを、先に進むために。  

ただ、通年議会、所管事務調査がいっぱいできるからいいではなくて、そういう問題をもっ

と、定数が減っている 16 人の意見を反映できる、そういう場をつくっていくべきだと思います。 

また、所管事務調査の件でいうと、委員会だけでいうと、地方自治法が改正されて委員会が

議案も提出できるのですよ。そういう権能をもっと高めることをもっと私は具体的に議論をし

て、改革要綱の中に入れて欲しいと、こう私は思います。 

それと、及川委員も今、会派で言っていましたけれども、住民は報酬をはじめ、議員にかか

るコストに極めて敏感に持っているのですよ。そうすると議員コストに見合うだけの働きをし

なくてはいけないと。通年議会になったら、閉会と休会と意議が違ってくるのですよ。そうす

ると当然、議員の拘束が出てくるのです。そのときにどうあるべきかということが、今は皆さ

ん「今までどおりでいいのだ。」という議論を十分されていますけれども、いいと思います。 

もしこれが制度化されて、動き始めたときに、私が今言ったようなことが出てくる可能性が

あるのですよ。やはり先を読んでそういう議論を、私はすべきではないかなと思います。  

それと、なぜ平成 14 年から、３の３にある一般質問の持ち時間 45 分が試行されてきて問題

がないと言っていながら、まだ改革、規則改正がされていないのですよ。多分これからされる

のかもしれませんが・・・、それすら、規則改正されていなくて、なぜ通年議会が今、試行を

していて、会派も合意されていないのに、すぐに規則をつくってやらなければいけないのかな

と。そういうふうだと思います。  

そして、私調べたら、一般質問の 45 分も、福島町はなくしているのです。撤廃しているので

す。白老町は 45 分やるか、30 分やるか、まだそういう議論をしていますけれども、45 分をや

って、福島はもう 45 分を撤廃して、本会議で自由に議論をしているのですよ。そこまで進んで

いるのですよね。だから、もっともっと、身近な、我々ができることが、議論もっと動かすこ

とだと思います。以上です。  

○委員長（山本浩平君） はい。ただいまの、前田委員外議員の発言でございますけれども、
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例えば、委員外議員の発言の項目、あるいは一般質問の時間の関係、これらも第３次議会改革

の通年議会とはまた違った形での項目の中で出てきていまして、それはこの議会運営委員会の

中でも、十分議論されてきております。45 分に関してどうなのかということも、前回も各会派

の皆様方から、どのような考え方なのかというのも伺っていますし、委員外議員の発言、これ

に関しても提言された会派もございましたので、これについても各会派の意見も聴取しており

ます。決してそれを度外視して通年議会だけやろうというような話し合いでは決してないとい

うようなことだけはご理解願いたいと思います。 

はい、前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  ただ、あわせてやってくださいと言いたいだけです。そういう

ことです。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、ほかの会派の皆さん。はい、公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、前田委員外議員の話を聞いた中で、通年議会が制度化されたとき

に、先を読んで考えなければならないことというのは、具体的に言ったらどういうことなので

しょうか。 

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君） 通年議会をやると、会議以外は閉会したら休会になるのですよ。

休会になるということは、当然、いつ議会が開かれるかということで、閉会中はある程度拘束

されませんけれども、そういう部分がありますよということであって、前によく話し合ったよ

うに極端な話し方をすると、休会中にゴルフをやっていた「あれはどうなのだ。」とか、そうい

う部分で、一町民からすべて理解されていない部分で言われる可能性もおありますよと、そう

いうことと。やはり休会中であればずっと議会拘束されますから、議員も拘束された中で生活

をしていかなければいけないのではないのかと。そういう部分が見られる可能性があるのでは

ないかということで、そういう部分も懸念されるということです。  

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の点だけは、ちょっと僕はっきりさせておきたいと思うのですよね。

例えば、議員になった以上、通年であろうが通年でなかろうが、一般町民から見る目というの

はシビアなものだと僕は思っています。そういったことで考えれば、別に個人の活動を制限す

るものはなにものでもないと思っていますけれども、例えば、ゴルフに行っていた。いろいろ

な付き合いの中で行く人もいるでしょう。その中で、町民の見る目として、例えばそれが本当

に大事な会議をほったらかして行っているのか、そういったいろいろな見方はあるのではない

かと思います。 

 ただ、町民の理解を得るためにやるのではなくて、議会をどう変えていくかということで、

議会改革の中で今回取り組んでいるわけですから、私の個人的な意見ですが、ここだけはっき

りさせておきたいのですけれども、町民がどう見ようがこう見ようが関係ないと思っています。

議会がどう変わっていくのかが必要なことであって、それを例えば町民が、どのくらいの時間

をかけて理解をしてくれるのかわからないけれども、決して悪いことをするわけではないです
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から・・・。  

 こういった改革に取り組んだ中で、町民の方々が時間をかけてもいいから理解を示してくだ

さることが、僕は理想だと思っていますので、決してきれいごとを言っているわけではないで

す。確かに、拘束された中での、例えば報酬の話もちらちら出てきていますけれども、それで

あれば、これから５年、10 年、この状況ははっきり言って変わらないですよ。 

 それであれば、先だっての議会議員報酬の削減などは、削減という形の中で取り組むべきで

はなかったと前から思っています。きちんとしたしっかりした活動をする中での報酬ですから、

そういったことに対して皆さん全会一致で、今回それに取り組んだではないですか。僕はそれ

と一緒にはしてほしくないと思っています。以上です。  

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  私は、あくまでも一運営上の形で、閉会となると議会活動の能

力を失わせることを言うのですよというのですよ。休会中というのは、会期中に一定期間の議

会の会議が開かれずに休止している状態ですよと。そこがおのずと違ってくるよという言い方

で、私たちも議員として、そこにある期間は、ある程度拘束されるでしょうと。そういう言い

方ですので、氏家委員が話しているような、倫理的な、そういうものについては当然必要べか

らずだと私は思っています。  

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） そうであれば、僕は前田議員が今までずっと、例えば一般質問だとか

いろいろなことで取り組んできた町政に対してのいろいろな疑問だとか、いろいろな問題点の

指摘。そういったものを通年とおして、議会の中で、また委員会の活動の中で、取り組んでい

ける活動の場がそこにできるということであれば、それに対して本当にもっと前向きに考えて

いただきたいなと思う一人なのですよ。 

 決して、倫理的な部分と、今回、白老町がこれから抱えてくる大きな問題点を議員一人一人

が、どれだけ真剣に取り組んでいかなければならないのかということを考えたときに、この通

年議会というのは大事なことではないのかなと思うのですよね。それだけなのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  私も否定しません。ただ、今言ったように、もっと与えられた

権限の中で、通年議会で、説明言いませんけれども、現状からもっとやることがあるでしょう

と。それと、今言ったように議会を活発化するのであれば、福島町のように委員外議員制を改

正して、ほかの委員さんも入ってきて自由に議論できるよう、そういう場をつくって議会の活

性化をつくっていくような・・・、今同時に並行していますからね。そういうことを合わせて

一緒に、この前委員長も、「何かこれをやるために条件があるのか」と。そういうことを言われ

たから、私はこれを合わせて、できるだけそういうことをやっていただければ、今のように、

私云々ではなくて、個々の議会運営委員会の委員外議員が一回、一回、皆さんが終わったあと

に指名されて、許可をもらって発言されなくても、節度はありますが、その中で自由に議論を

して、いい方向に持っていけるような形の常任委員会のようなものをつくったらどうですかと
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私は言っているのですよ。 

 そういうことになれば、よりよい通年議会ができると思いますよ。基本的には反対している

わけではないのですから、だから試行でこういうことをやってみてはどうですかということを

提言しているのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、ほかどうですか皆さん。はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブ、近藤です。我々は当初から、試行をやめて実施しなさい

ということでずっときているわけです。今、いろいろお話聞いている中で、若干我々となじま

ない部分があるのですけれども、例えば、清風の及川委員が言った中で、「将来、白老町の議員

は定年退職者か何かでなければできない。」というようなこともおっしゃったわけですけれども、

私は、それは町民が民意で選ぶわけですから、それは仕方がないのではないかと。選ばれた人

が何をやるかが問題であって、年齢とか何とかというのは全然問題がないのではないかと、私

はそう思っています。 

 また、通年議会になったときに個人的に、町民といろいろ摩擦があるのではないかというこ

とも言われますけれども、私はほとんどそれはないだろうと。議員になったときから、24 時間

議員だというものを持っていれば、そういうことは全然問題ないと私は思っておりますので、

ぜひ早く、６月から実施するべきだと、このように思っております。 

○委員長（山本浩平君） きょう、代理で出てきております日本共産党斎藤委員外議員、いか

がでしょうか。 

○委員外議員（斎藤征信君） 斎藤です。議運に出るのが初めてで、結論は私たち聞いていま

すけれども、中身の細かいことについては、私、今初めて聞くことで、もっともっと皆さんの

ご意見聞きたいなというふうには思って聞いていたのですけれども、実際には、私たちもこれ

はもうやるべきだろうという立場から、今、発言を聞いていますと、もっとやらなければなら

ないことがあるというのは、あるからこそ議運の中で、議会改革で様々なものを取り上げてや

っているわけですから、やはり基本になる部分について決めていきながら、なおかつ改良して

いくというそういう方向というのは、やはり必要ではないかと。 

 一度に全部でき上がるものではないだろうということから考えますと、皆さんの論議を聞い

ていて、ある一定の意義を認めながら、もちろん意義があるからこそ前の議会で決めたわけで

すから、その立場に立ちながらなおかつ改良すべきものは何なのかということを考えるべきで

はないのかなと。そこまで何回かの試行を重ねてきながら、進めてきたわけですから、これは

すぐにやっていいのではないかと・・・、それでもなおかつもっと議会改革はできるのではな

いかというふうな立場で聞いておりました。 

○委員長（山本浩平君） 慎重な方々のご意見を伺っていますと、今までの何度か開かれてい

た議会運営委員会での発言の内容とあまり変わりがないのですね。現実のところ・・・。 

清風クラブさんは、議員の身分あるいは定数にかかわるようなこともクリアされた中で、進

むべきだというお話でございますし、前田委員外議員におかれましても、委員外議員の発言等々

をもっと認めて、福島町のような形を取った中で進むのであれば賛同できるけれどもというお
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話でありました。これも、今までとあまり変わらない議論だと思うのですね。 

ここで、冒頭にもお話しましたけれども、会派の数としましては４対１ということでござい

ます。前に、改選時期に定数の削減がございました。20 名から 16 名。これも議運の中では相

当議論を重ねましたけれども、最終的には全会派一致での 16 名ということではなかったわけで

あります。一つの会派は、削減することに対しては最後まで反対だったという結論の中で議員

定数が決まっていきました。望ましいのは全会派一致で進むのが一番望ましいのですけれども、

相当議論も尽くされた中で、私としてはほぼ４つの会派が６月から実施すべきということにな

っておりますので、それで進めたいというふうに考えています。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 委員長、今、そういう発言をされましたけれども、清風クラブさん

の代表の話でちょっと、先ほど出ていました議員の定数の問題と議員の報酬ですね。それらは

定数削減の議論をこれからずっと、定数問題について議論をしていくということをこの議運の

場で、さらに継続して議論をしていくのですよと。そういうことが整えば通年議会に入っても

いいというのか、そういう意味なのか。議員定数をここで何名にするのだよということが決ま

らなければ入るべきではないし、そこでいるべきだよという意味なのか、その辺。例えば、定

数問題についてはこれから議論を並行してやっていくべきだよという、その辺の考え方聞かせ

てもらえればなと。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） はい、及川です。今、議長がおっしゃられたそのとおりなのです。今

後も引き続き、先ほど申し上げた事柄については継続してやると。ただ、通年議会という部分

については試行で、既に６月から進めているわけです。この試行で進めるに当たって、何ら問

題があるのかということが、実は、私たちの会派の中では再三出ていることなのです。そこが

どうもなかなかきちんと結論を出せないことであって、だからあまり条件的なもので、この並

行的に先ほど申し上げたことが継続して今後も・・・。 

 私たちはそれを希望します。委員長に申し上げたいのですけれども、この議員定数も含めた

事件については、今後も引き続いて議運の中で、ぜひ進めていっていただきたいと。先ほど申

し上げた、非常に地方議会での厳しさの状況も、この議運の中でもきちんと議論していくべき

だろうと。私は、よいことだというのを十分承知の上でお話しているのですけれども、このこ

とがなし崩し的に、ただ通年やればいいというだけのことであっては、私は絶対にならないと

いう思いでおるのです。その点、またよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） その点につきましては、前回やその前の議運の中でも議論されたと

思うのですけれども、決してそのことに対してこのままでいいと思っている方々は少なかった

と思います。逆に、議員として若い人たちがまちづくりに参画する芽を摘むような形では、議

会改革につながらないのではないかという意見が相当出たと思います。これは継続して審議し

ていくべきものであると思いますし、私どもの会派としては、どんどん積極的に議論していく

べきだという考え方でございます。はい、斎藤委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） はい、斎藤です。今の、ちょっとわからないのですけれども・・・、
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そういう定数の問題、確かに大きな問題ですよね。これからどうやって議員を若返らせていく

のかということも含めて、これはすごく大きな問題です。それから、先ほどから話が出ていた

会派内の議員の発言だとか、何とかの発言の制限の問題だとか、そういう様々な問題は、まだ

抱えてはいるけれども、それと通年議会との関係というのが、確かにその関係がよくわからな

い。それは別問題ではないのかなというふうに考えるのですよ。実際に、通年議会になるとど

うなるのかという問題でいろいろ論議している中では、委員会活動とか何かをさらに活発にし

たり、町側との関係で専決事項を少なくしたりだとか、そういう問題、補償の問題、様々あり

ましたよね。それをもとにして委員会活動を、議員活動をもっと活発にしようという論議をず

っとしてきていたはずですよね。それで、その方向に向かっていいのではないかと今まで言っ

てきたことが、今になって、また別な問題があるから、それができないのだという論議は、こ

れは逆戻りだと思うのですよ。 

 それはそれで、今まで詰めてきたのだから、通年議会のいい面をずっととって、さらにその

上に立ってどうするかという問題が提出されているのだと思うのですよ。それを一緒にしなけ

れば、通年議会というものの意味もなくなるのであれば、これは変な話で・・・。その辺、割

り切って考える必要があるのではないのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい。今、代理で出席いただいた斎藤委員外議員の発言ですけれど

も、これは本当にごもっともの話なのですよ。これ、項目が全く別なところで話し合いずっと

してきていますので、こちらがよければそちらも賛成するよということでは、具体的には違う

のですけれども、決してそういうことではないのですけれども、トータル的に考えたときに、

やはりそれぞれの会派や、個人の委員外議員の方も若干引っかかる部分はこういうところがあ

るのだということの発言は、それはそれぞれの会派の考え方ですとか、個人の考え方ですので、

そういったことでお話はされていると思います。 

 ただ、おっしゃっているように、項目は全く別の項目ですので、それぞれ今までも議論はし

ていますので、その辺は理解していただきたいと思います。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員長のおっしゃったとおりでございます。私たちは、削減を含めた

それを条件的なもので言ったこともないですし、そういうつもりも全くありませんのでお間違

えのないようにお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 先にあるのでしたらいいですよ。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今ほどの斎藤委員外議員の発言なのですけれども、通年議会は通年議

会、ほかの改革はほかの改革というふうな形で別個のものであるというふうな考え方で発言さ

れましたけれども、では現実的に通年議会をするというのに当たって、私はやはり看板の掛け

替えだけではいけないと思っているのですね。 

 やはり、昨年６月から通年議会の試行をやってきた中で、ぜひこういうことはやってほしい

ということを、私たちの会派、またそれに慎重になった者として、そういう意見をぜひ取り上

げて、前向きに検討してほしいのだと。 

 だから、通年議会を試行するに当たって、こういうことをぜひやってほしいから、もしそれ
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を実施するのであったら、そういうものも含めて考えてほしいということを要求しているので、

通年議会は通年議会でやります。それはそれでこちらのほうで関係ありませんというふうにバ

ッチリ切られてしまったら、何のために通年議会を１年近く試行してきたのか。その試行の意

味さえわからないような気がするのですね。その辺を、ぜひ誤解しないで聞いていただければ

と思うのですけれども・・・。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私も今、別個に考えるべきだと言っていますけれども、しっか

りした討論ができる議会。十分に期待に応えられる議会をつくるため、生きた議会をするため

に議会改革をやっているのだと思うのですよ。それにすべての項目が連動するかで議論をして

いるのであって、一つずつだけで区切っていくのなら意味がないのですよ。 

 では、私の言った部分、これはつながると思いますよ。通年議会をやるのは、僕は言いたく

はないけれど、常任委員会が適時に問題が起きたときにやる。その都度できるから通年議会を

やりますと言っているのですから。そうすると、その場においていろいろな意見が出されて、

町民の目線に立って議論できるような場をもっと広げてつくりませんかと、私は言っているの

ですよ。それを斎藤委員外議員は、これとこれは別だと、何ら連動してこないのではないです

か。それらを積み上げてより良い議会にしようと、今、議論しているはずなのですよ。それは

ちょっと解せないと、私は思います。みんな一つずつ１は１、１足す１は２にならなくて・・・、

それだけやっていけばいいのなら一つだけやっていけばいいのですよ。決をとってやっていけ

ばいいのですよ、悪いけれども、極論かもしれないけれど、すべてのものが一つのものに集約

されて、よりよい議会をつくろうと議論している中、それがどこかにひっかかってくるのでは

ないですか、そういう形の議論で・・・。 

 前も、委員長もお話しましたけれども、通年議会をやるために何か支障はありませんかと。

そのために一つのこういう条件を出して議論をしていきましょうと。そういうことを言ってい

るのですよ。ですから、よりよい通年議会をしたいために、こういうことは加味してみてくれ

ませんかと。それをやるために当面試行をやったらどうですかと、そういう話をしているのに、

なぜか、逆に通年ありきという議論をされているような言い方で、逆に新人議員だとかが途中

から入ってきて何かおかしいのではないかというふうに取られてしまうのですよね。真に私は、

よりよいものをやりたいと思って、委員外議員であってもあえてしゃべらせてもらっているの

です。そういうところを汲んでいただかなければ議論はできなくなるのではないですか。斎藤

委員外議員みたいに、こういうところは別だという・・・。 

○委員長（山本浩平君） はい、斎藤委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） はい、わかりました。すべてのものが連動するということは当

然なことであって、そして、これからもまだ残され課題もたくさんある。その課題がみんな連

動しているのだということは、もう百も承知でしゃべっているわけですよね。ただ、委員長が

今、そろそろ通年議会の結論を出す時間だと言っているときに、「いや、これもあるのだ。」と

言ってしまえば、これは絶対結論が出てこないですよね。決まらない問題がいっぱいあるわけ
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ですから。  

 ですから、それはまた別な議会改革の課題として、まだとことん論議をしているはずですよ

ね。そう思って私は言ったのですよ。だから、全く別だなどと一言も言わないし、全部連動し

ているのは当たり前の話ですよ。だからそれを言って、今結論が出るのか。議事さばきが、本

当に一つのところに向かっているのかいないのか、ごちゃごちゃになっているのかいないのか、

これ整理する必要がありますよね。そうしなければ前に進まないですよね。そういう思いで言

っているのですが・・・。それだけです。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか、今の点については。そのような思いでお話をした

ということですね、理解していただきたいと思います。 

そこでどうでしょうか、私はもう一定の結論を出す時期にきていると思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 委員長、結論を出す時期にきているのであれば、今４対１の会派の差

はありますけれども、なんとか、今まで試行的な部分の通年議会をやってきた中で、今回これ

からの本格実施に向けて、多数決では決まらない話かもしれませんけれども、ぜひやらせても

らいたいということで議運の中で整理していただくことが大事なことなのではないですか。こ

れすべてが全会一致でできることが、確かにそれに越したことはないと思いますけれども、今

までこれだけの期間をかけて議論をしてきました。これは隠しようのないことなので、これ以

上はただの道々めぐりだと思うのです。何回しても同じことの繰り返しですよね。結局は、今

までの話の整理をして、そしてやってみるべきだろうと僕は思っています。 

○委員長（山本浩平君） 長い期間、議論、議会運営委員会も相当数開きまして、また会派に

戻って同じ話を、議論を何度もしていただいたと思います。その中で、やはり今、氏家委員が

おっしゃったように、これから接点を見つけるといっても、全会派一致で本格実施というのは

なかなかちょっと難しいのかなというふうに認識しますけれども、おおむね、多数の会派から

賛同いただいていますし、また、試行を行うべきだという会派も、決して反対ではないという

ことでありますので、それを行いながらも、清風さんで提言された問題については、これから

も議論を深めていっていただきたいという、こういう希望も出ておりましたので、そのような

形でまとめさせていただきたいと思います。はい、斎藤委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） はい、斎藤です。これはかなり大きな問題だから、全会一致と

いうのはやはり望ましいわけでしょう。通年議会にするというのは大きな改革ですよね。この

根本になる部分を数で押し切ったということになると、やはり後々にしこりを残さないだろう

かと。ただ、しこりがあるかないかというのは、今、基本的には、みんな一致してきているの

ですよね。 

 基本的にはいいのだよと。ただ、それにまつわる改革というのを同時進行にしなければ、意

味がないよといっているのですよね。そうすると、通年議会がいいか悪いかを再度論議してく

ださいではないわけですよね。ほかの改革でどんどん進めていくことによって、それもおのず

と議会改革も一致してくると。そういうことを考えれば、もう少し試行を延ばせば、みんなそ

のような方向でいっているのだからもういいだろうというふうにならないかどうか、そういう
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道探れないですか。 

○委員長（山本浩平君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） １年間、過去に試行をやってきて、ここで反対。実行を更にまた試行

にするというのが出たからといって、ここでそれを待ってやるというのは甚だうまくないとい

うふうに思うのですよ。 

 私は、今出ている試行賛成派の方々は、２年後も３年後も試行だと私は思うのですよ。別に

条件が出ているわけではないですからね。これをやったらこれをするという考えではないです

から・・・・。 

 ですから、やはりその辺のことを考えると、そういうことではなくて６月なら６月に実行し

ていくべきだろうと､私はこのように思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 斎藤委員外議員に伺います。共産党さんは、会派の中で即実施すべき

だという意見でおおむねまとまっていましたので、今回の意見というのはいかがなものかなと

思います。今までその議論はずっとされてきたことですから、試行期間をどこまでやるのかと

いうことで、個人的な部分の意見としてであれば・・・、会派としての意見は違うのではない

かと僕は思っています。  

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時４９分  

                                         

再開 午後 ４時５０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。 

はい、副議長。吉田和子委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君）  私も、今月出られなかったので、今までの議論、聞いているこ

としかわからないのですが、先ほど及川委員から「試行実施をまだ続けてもいいのではないか」

と。反対に今まで試行実施をしてきたということは、問題点を見出して、その問題点が何なの

かということの議論をするべきだということで試行をやってきたわけですよね。ここ近くまで

やってきて、会派として言っていることは議員定数と議員報酬の件ですよね。それは、やって

いくということですから、私はクリアできるのではないかと。私は、こういう大きな問題です

ので全会一致ということを思っています。 

 だから、自分たちの主義主張はあると思います。ただ、その主義主張は取り下げられたので

はなくて、今後同時並行でやっていくということになっていますので、そういった点では、本

当に議会がやっていく中で、問題点が、本当にやっていくのにこういう大きな問題点があった

ら、それは絶対理解されないだろうというものが出てきたのであれば考えるべきかなと思うの

ですけれども、反対に何が違ってきて、もちろん拘束の問題は先ほどやったように、倫理上と

休止と閉会は違うという話がありましたけれども、基本的な考えというのは、もちろん法的な

ものはありますけれども、議員のなかには 24 時間議員だという頭があると思いますので、その
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辺は、私は、そのことがあるから報酬がそれに伴ってこなければならないという考えなのかも

しれませんけれども、今、通年議会をやってきた中で、それだけの拘束があって、何が大きな

問題があったのかなというのが、今聞いていて思ったことなのです。 

 それと、前田委員外議員が言われた委員会の活性化、それが通年議会でできるのかどうなの

か、議論が足りないということなのですが、今まで試行的にやってきて、必要な委員会は設け

てやることができましたよね。その中で何か問題があったのか。これが普通の議会に戻したと

き、通年をやめたときには定例会で所管をきちんと上げなければならないと。だけれど、その

定例会なかなかすぐに先の問題点が見出せないということだってあったと思うのです。そうい

った面のことが、反対にクリアできないというのが、私は納得いかないと思って聞いていたの

です。 

 それともう一つ、私は委員外議員の発言の拘束的なものがあると言っていますけれども、こ

れも会派の必要性との議論もきちんとしてきたのだと思うのですよ。会派制を取る以上は、議

会運営委員会という一つの委員会のあり方というのは会派制を取っていますので、これにきち

んと反対しなければ私はいけないのではないかと思うのです。議運の場合は委員外議員として、

議会の流れがわからなければだめだということで参加ということを認めていました。それで、

発言ももちろん委員長の指名がなければならないですけれども、これは出ている委員も皆、委

員長の指名がなければ発言できないわけですから、発言の場がないというふうな限定的なもの

は、私はないのではないかと思っていますけれども、そういった面では皆さんの譲れるところ

は譲る。主義主張は、そういった部分ではしていっていいと思うのです。 

ですけれども、通年議会を本当にやっていくために支障になっているかどうなのかという議

論を、もうちょっと具体的に出てこないと、私はこの通年議会がだめだという議論には・・・、

どこかでやはり、譲るべきところは譲って、合議制でやっていかなければならないのではない

かなというふうに思うのですけれども・・・。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） はい、及川です。通年議会については繰り返し申し上げますけれども、

これが悪いのだとかそういことは一切ありませんからね。これだけは確認しておいてください。

ただ、今副議長も発言されましたけれども、局長の休憩中の発言もありましたけれども、試行

で何が大きな問題点になるのだということも、我々の中で、会派の方はかなりの議論をされて

いるのです。そこに、何か、無会派の前田委員外議員もおっしゃっていましたけれども、通年

ありきなのだと。こういう、最初からそういうような、確かに試行でやってきた部分はあるの

ですけれども、試行の中で特に大きな問題という部分はなかったという、それは当然、私たち

も十分理解しておりまして、しかしながらそこで「なぜ試行がだめなのか」というのがどうし

てもひっかかってきてしまうのですよね。 

 先ほどの無会派のことも、今吉田委員外議員のほうからありましたけれども、常任委員会と

いうのは国の法が変わりまして、既にダブって委員会に所属できるようになっているのですね。

そういうことからすると、確かに白老町の議会は会派制度をとっている。これは無会派のケー
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ス、私たちの会派で出させていただいたものなのですね。であるならば、委員というのはその

委員会の所属、会派制度って十分それも認識しています。前回の議論もそこのところやりまし

たからね、理解はしているのですけれども・・・。 

 複数で所属できるということに改革されているわけですから、その部分も含めて、今後も議

論をしていったらいかがかなというのが私ども会派の考え方なのですね。確かにわかります。

例えば、一方で小委員会に所属して、広報広聴の委員会に所属していますよね。無会派の人は

議運に所属していませんから、当然ダブって両方で大きな発言ができるという、その部分があ

りますよね。こういうことにはなってしまうのですけれどもね・・・。 

 ただ、私たちが議運のあり方も含めて、要するに会派を持ちながら、員数制でやっています

よね、割り振りで、これ一会派一人という形でとれれば、そのようなことも解決してくるので

はないかというような、実はこれは私の思いなのです。だからそういうことも含めて、ぜひこ

れからも議論をしていきたいという思いでいるのですけれどもね。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） 議論は、議会改革の中にきちんと項目も入っておりますし、重要な

テーマだと思いますので、これは十分、議論は今後とも継続してやっていくことだと思います。

ただ、なぜ６月でありきだというお話がありましたので、前回も私申し上げましたけれども、

これ改選後のメンバーですね。改選前の話をしても仕方がないかもしれませんが、議会という

のは、やはり審議事項というのは継続されているわけなのですね。その中で、改選前の流れか

ら申し上げますと、１月１日の本格実施に向けた試行だったのですよ。そういったものが、精

神的なところでそれぞれの議員の皆さん流れていると思うのです。それで試行を積み重ねてい

ったのですけれども、特に大きな問題はないと。しかも昨年の６月からカウントすると今年の

６月で約１年ということですので、１月本格実施ということにはなりませんでしたけれども、

もうそろそろ本格実施すべきではないかという議員さんそれぞれの思いが、そこには流れてい

るということは理解をしていただきたいなというふうに思います。はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 細かいことで申しわけないですけれども、今、吉田委員外議員

と及川委員の話の中で、議運の無会派の方が出て、広報の常任委員会と両方ダブるのではない

かという意見だったから、だから、私がさっき言ったことが、委員外議員制を、うちの会議規

則を直すことによって発言できるのですよ。私は、だからそういうことを福島町も先進的にや

っているのです。そういうことは、自分たちの会議規則ですから、自分たちで改正できるので

すよ。何も拘束されるものがないのです、これは。 

 そういうことを改正することによって、今言ったようなことも整理できますよということを

私は言っているのです。そしてここで言っているように、通年議会をやるという意味は、委員

会が即時、本会議で議決しなくても開けますよと。そうであればやったときにこの今言った、

会議規則の 65 条か何かを改正しておくと、総務でも産厚で何かやるときに、行って発言できる

のですよ。そういう改正をしておくと・・・。それは福島でやっているのですよ。だからそう

いう通年議会はそこなのだというなら、もっと枠を広げて活発にできるようなことをしたらど

うですかと、私は提案しているのですよ。 
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これこそ具体的に提案なのですよ。そうすると、皆さんが委員会に行って活発に議論できる

のですよ。そうすると定数が削減になっても、16 人でもいろいろな意見が出てくるのですよ。

福島町は 14 人、12 人かな・・・。そのためにも、会議規則を改正しているのですよ。僕はそ

ういうことを言っているのですよ。 

○委員長（山本浩平君） はい、公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前田委員外議員の言っていることは、僕は十分わかるのです。白老町

議会の場合は会派制を否定しなければならないのですよね。否定した上で、今言われている議

論というのは成り立つのではないかと、僕は思いますよ。そうしないと、会派制の中で各常任

委員会等々出しながら、そこにいろいろな議論をした中でやっていかなければいけない。 

 例えば、そこにみんながごちゃごちゃに入って、議論するのであれば、福島が先進的だとい

う意見を出していますけれども、福島は福島の今の議会運営のあり方みたいなものがあるわけ

でしょう。その中でやれることをやっているのですよ、きっと。 

 白老は白老の今の形の中、形をどう変えるかというのはこれからの議会改革だと思いますよ。

そこに今それを当てはめようと思っても、なかなか僕は難しいところがあると・・・。 

 それを今議論するのは、これからの議論だと思いますよ。それと通年議会は、やはり切り離

さなければならないと思っています。それと、試行期間、試行がなぜ悪いのだという話がよく

出ます。例えば、通年議会ありきじゃないのかという話が出ます。僕は試行は何のために試行

なのだという話。何もないのに試行などやる必要がないですよね。何かの問題点を見出すため

に試行期間を設けて、何も見出せないのであれば本格実施していいわけですよ。僕はそのよう

に思っています。 

 そこに何かだめな、「これではまずいな」というのがあれば、やめればいいのです。やるかや

らないかのための試行期間なのですから、ありきではないですよ。やるために試行期間という

のがあるのですよ。僕はそのように思っています。ですから、なぜこれからの試行期間、まだ

試行期間ではだめなのかという議論は、僕はここの時点まで来ては成り立たないと思っていま

すので、それだけは理解してもらいたいなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今は、会派云々ではなくて、あくまでも私が言っているのは議

会運営委員と委員外議員の発言ね、その分会派で十分理解しています。これはこっちに置いて

おいて、今言った会議規則の、委員会同士でいった発言できるという部分が改正になれば、お

のずとこれは運営基準ですから、こういう部分が直ってくるのではないかということですから、

あくまでも白老町、何回も言うように、常任委員会が対応時に問題を調査できるのだよという

のであれば、そこの委員会ではなくても他の委員会の人も行って議論できるような形も必要で

はないかということを、私は言っているのですよ。 

 通年でやるのであれば、通年がそう言っているのですから白老町は。だから、逆に私は、こ

の議論を聞いていたら福島が、白老町の通年議会を、先に福島のまねというか一緒に考えてみ

ようと、福島がやっているから白老もやっているのだと。その都度、福島はこのようにやって
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いるとか出るから、私は福島はより以上進んだことをやっていますよという言い方をしたまで

の話です。 

○委員長（山本浩平君） ちょっと待ってください。局長、何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に言っているのは、委員外議員の制度ではないですよね。

フリーに委員会に出てしゃべるということですよね。それは、委員外議員制度ではないですか

ら。委員外議員というのは、審査・調査のために委員会が必要だからその人を呼ぶのですよ。

ただ、議会運営委員会は、情報が過疎になるから、会派に入っていない人を委員外議員として

認めているのです。 

 ですから、前田委員外議員が言っているのは、ちょっとニュアンスが違うのではないかと・・・。 

 事務局の見解ですけれども、今、委員会というのは独自性を持つ会議ですから、構成が条例

で決められて、そこに一つ入るか二つ入るか、これは条例で認められた権限ですから、一つ二

つ入ってもいいのですけれども、そこに違う議員が行って、フリーにしゃべってくるというこ

とは、委員会の活動を阻害するというおそれが多分に出てくるというおそれがあるのです。と

いったら、委員会の構成って何なのだということに、そもそもなりますよね。８人の構成が誰

が行って喋ってもいいとなったら、委員会の構成って何なのですかと、なりはしないかな。 

 私はそれは避けるべきではないかなと、ですから委員外議員とそれとは、また別に考えなけ

ればならないことかなと思います。ですから、必要な都度、求めたものに対してフリーにお話

していただくということはこれは可能だと思いますよ。だけれど、そこに自由に、極端にいう

と、呼ばれない人が自由に行ってしゃべるということは、やはり、委員会制度からいったら、

私は弊害が出てくるのではないかというそういう思いです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私の議会運営委員会の委員外議員の発言、これはそっちに置い

ておいて、今言った委員外議員の発言、この部分が会議規則ですから、これが改正するとおの

ずとこっちも連動するという話で、ただ、福島町は 67 条に、委員外議員の発言についてきちん

とやっているのですよ。委員会は委員でない議員からの発言の申し出があったときはその許諾

を決めるといっているのです。これうちも同じことを書いているのです。 

 だけれども、福島町が準用規定で委員外議員の発言については第６条の規定を準用するとい

うことで、委員外議員の出席、発言の制限を廃止しているのですよ。やっているのですよ、こ

れ。福島町は現実に。だから、今局長が言った部分は整理されているのですよ。局長は局長の

見解でいいです。だけど、ここで委員会が、委員が今、自分たちの会議規則をどう改革するか

という議論をしなければ、それは局長は局長でいいのですよ。 

 だけれど、我々は議員として議論をしているのですよ。そして、福島はそういうふうにやっ

ていますよと言っているのですよ。皆さんは「先進地だ。」「先進地だ。」「福島はこうだ。」って、

僕が議会に出て来たときから、通年議会でそういうふうに言っているから、私は福島も聞いた

し、福井も一応調べてきたら、もっともっと進んだことをやっているのですよ。同じことをよ

り広めてやったらどうですかと言っているのです。通年議会をやるのなら・・・。 
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○委員長（山本浩平君） はい。この議論はここまでにいたしまして、通年議会の本格実施に

ついてなのですけれども、もう１時間以上議論をしていますので、ここで暫時休憩を取りたい

と思います。 

休憩 午後 ５時０８分  

                                         

再開 午後 ５時２１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。１時間 10 分ほど議論を

いたしましたけれども、試行をすべきだということで通年議会の本格実施については慎重であ

る清風クラブさんではございますけれども、通年議会そのものには反対ということではござい

ません。また、そのほかの条件もいろいろありましたけれども、それらは今後の第３次議会改

革の中で十分議論を進めていっていただきたいという、そういう希望もございました。 

 おおむね、他の会派は本格実施ということで賛同しておりますので、きょうこの５月 15 日の

議運の中で、６月からの本格実施ということで決定したいと思います。よろしくお願いいたし

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） はい。それでは次に、今後の取り組みと課題につきまして、若干具

体的に議論していただきたいということが、事務局からございましたので、説明をいただきな

がら一つ一つ議論していきたいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい。30 日までの議論の中で、各会派から出されたものを一応、

私がメモして要約したものをまとめてみました。それに対しての今後議論を進めていくための

課題はないのかということで、これも事務局なりにこういうことがあるのではないかというこ

とを出させてもらいました。 

 それで、第３次議会改革については、６月の議会で一定の報告をするということになってお

りますので、ある程度、大枠でよろしいのですが、決めていかないとまとめられません。細部

については、当然、５年間のスパンの中で取り組みをするという方向性を示すわけですから、

なるべく早い時期に到達するように議論をされていければいいのではないかということでまと

めさせてもらいましたので、一つ一つ項目を言っていきます。 

 右側の今後の取り決めの一番上に、ゴシックで書いてある部分については、ある程度、私が

受けとめた中では全体として、実施項目として取り上げていいのではないかというものについ

ては丸印のゴシックで書かせていただいております。 

 まず、３の１の議決事項の追加でございますが、これについて会派議論の中から、このよう

な形のものが出ていたのではないかと思われます。①地方自治法第２条第４項の規定に基づく

基本構想に基づく基本計画、これは総合計画ですね。その基本計画を議決事項にするというこ

とです。それと②町の長期計画、３つ目としては、現在議決しておりますのでこれは組み入れ

なければならないと思っています。③姉妹都市の盟約締結、これについては、今、議決事項で

はないですけれども、町側は議決事件として提出してきます。今、議決項目としてはふさわし
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くないと思っています。それと、④まちの宣言、これも議決対象ではございませんが、今、町

側は議案として出してきます。これも、正式に組み入れてはいる。このような４点くらいだっ

たかなと思っています。 

 一つの課題としては、この長期計画、まだ決まっていませんので、すべて議決対象とするの

か、年数は一応、おおむね５年以上という規定は皆さんから出されていましたけれども、どの

ようなものを対象にしていくのかということがまだ確定していないと思います。 

 それと、委員会の活性化の中で、委員会の政策形成過程への積極的関与ということがござい

ました。このことと、計画素案、議決対象にした場合、事前協議に当たる部分の整理が一応は

つけておく必要があるのではないかと思っています。 

 それともう一つ、議決事件とすることについて、これはある程度、町と合意形成が必要なの

ではないかということで、課題提起させていただいております。 

 ２点目の政策研究会の設置でございます。これについては、会派協議の結果、おおむね、公

的機関という話が出てきてございます。それともう一つは、特別委員会とのすみ分けがどうと

らえるかと、それと政策提言、条例提案できるような組織というのはどのようなものかという

のが出てきていたかなと思います。それで一つは設置の根拠、これは事務局提案として既に規

則に組み込むものを提案させてもらっていまして、これはまだ正式に確定はしてございません。 

もう一つは、どのような場合に設置するのかということですね、それと設置の方法、構成員、

期間、もう一つは特別委員会との違い、必要性、政策提言までなのか。どういう部分までなの

かということも詰めていく必要があるだろうと思っています。 

 ３のその他の政策の部分の、専門的知見の活用でございますが、これは会派協議の結果はお

おむね活用ができるように条例に決めておく必要があるのではないかと。必要がある都度、設

置の議論をすればいいのではないかという議論でした。設置の根拠、これについては条例に明

記する必要がありまして、事務局提案として一つの案を提出させていただいております。これ

も、上の同じようなもので、どのような場合に設置するのか、何でもかんでもなのか、という

ことですね。 

 それと経費、予算、課題。委託なのか報酬なのか。報酬等とすれば条例が必要なのか。それ

と活用の方法という部分が今後の議論に必要なのかなと思っています。これ、上３段は改革項

目としておおむねいいのかなと思っています。 

 それと、委員会の議案提出の活発化、これも全会派一致で当然だという意見がございました

が、課題としてはどのような手法で活発化を図るのかと。活発化といっても抽象論ですから、

こういうことだけでは進まないのではないかと。一定のルールを決めなければやはり進まない。

掛け声だけで終わるのではないかと。これも一応、全会派やるべきということでございました。 

 それともう一つは、代表質問・一般質問のあり方ですが、一般質問については試行から正式

実施というのはおおむねよろしいのではないかと思っています。もう一つは代表質問の必要性、

必要ありというのは多数意見、ほぼ多いのですが多数意見だったかなと思います。一般質問の

持ち時間おおむね 45 分が主流で、短縮も含めて今後において議論するという会派も２会派ござ
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いました。それと、代表質問の持ち時間の十分な確保が必要だと。今現在、ナイターで 60 分と

おおむね紳士協定ですが、短いのではないかという考え方でございます。それともう一つは、

代表質問、これ会派も含めてでしょうけれども、政策集団としての会派活動のあり方も議論と

してこの中で出ておりました。 

 課題としては、代表質問とナイター議会のあり方。今は夜間２日ですので、持ち時間延びる

ということになれば当然この夜間議会の日程も変更せざるを得ないだろうと思っています。下

も含めてですね・・・。 

それと、会派としての政策集団が代表質問に生かされているかと。会派活動による議員の政

策能力の向上の努力はと。こういうことが、課題があるだろうと。ここはぴたっとは一致して

おりませんので空欄にしております。 

本会議の終了後の一般質問、議会運営の検討会、これについても一致しておりまして、節度

のある議会としてルール等に沿った運営と反省が必要だというところと、個人攻撃、縛りにな

るような会議であってはいけないのではないかという危惧を持っているところもございます。

やるとしたらどのような一定のルールが必要なのかという部分が必要なのかと思っています。 

それと、答弁書の事前配布。現状でよいとするのが主流でございますが、前日配付を希望す

る人がございます。前日配付する場合、まず町との調整が必要だろうと思っています。それと、

前日配付の場合、全員に配るのか、議員の公平性をどのように図るのか。一度に配るのか、前

の日に必要な人に配るのか、そういう部分も含めて議論がいるかなと思っています。 

４の１、倫理条例ですが、これは全会派一致として改革項目にしなさいということでござい

ました。それと、一つは審査請求、これはいろいろな案が出ていますので、実施に向けては再

度詰めなければならないだろうと思っています。改正条文案をどのように検討するのかという

ことで、この議会運営委員会の中がいいのか、別な組織がいいのか、この部分、そういうとこ

ろに素案をつくっていただくのがいいのか、こういうものも議論が必要だなと思っています。 

それと、議員の活動の公表。これは全会派一致とした改革項目で、議会広報、インターネッ

トで公表という話が出ていました。課題として上がっていたのは、では遅刻・早退等をどのよ

うな取り扱いにするのかという案が出ていたかと思います。 

つぎ、議員活動の公表でございますが、これも全会派一致でやるべきだということで、議会

広報、インターネット等で公表すべきだということが出ていました。これは、事務局が調べな

ければならないこともありますが、起立採決、記名投票に限定したような賛否確認するための

ルール化が必要ではないのかなと。議長が賛否の数を宣告するのが、規則上正しいのかどうか、

これはまだ確認しておりません。これは全会派一致なので、やる方向でございます。 

５、議員定数と報酬、これについては先ほどの議論で、おおむね継続していくという方向性

なのかなと思っています。 

６の１、通年議会の本格実施、これには先ほどの合意のとおりでございます。 

次の６の２、自由討議・質疑の反問ということで、これは全会派よろしいだろうということ

で、反問時間は、議員の持ち時間の範囲の中に入れるということが大体おおむね決まりました。
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本会議の自由討議する議案はどのようなものなのか、これも議論が必要でしょうし、これも実

施のルール化というか、実施の定義ですね。これは事務局で案を示しておりますが、これにも

まだ確定していただいておりませんので、この議論が必要かなと思います。 

７、委員会の運営の１、委員会の活性化、委員会の夜間開催、必要の都度実施することで全

会派一致で決まりました。改革項目でございますが、それで、委員会の運営に委ねるのか、一

定のルールは必要ないのかということでございます。政策形成過程への積極的関与、これも全

会派一致でやるべきということでございますが、これも、委員会の議案提案と同じように、た

だ、こういうやるべきということだけでは進まないのではないのかなという考え方が一つあり

ます。もう一つは、先ほどの議決事件の追加との整合性の考え方も整理しておく必要があるだ

ろうと思います。 

移動常任委員会ですが、これも全会派一致によりやるべしということでございました。実施

のルール化というか、条例規定の明記は事務局案を示しているとおりです。公聴会・参考人制

度の積極的活用、これも全会派一致でやるべしということでございますが、これも同様にルー

ルを必要ではないのかということです。 

２、委員会の自由討議、これも全会派一致で行うということで、事務局の提案を示させてい

ただいております。 

８、会派制度のあり方については、前回は現状維持ということになったように、私は受けと

めたのですが、再度そういうことでなければ、会派制度の必要性から議論されなければならな

いのかなと思っています。議会運営委員会の数について、それから会派のあり方等含めて、資

質向上のための会派のあり方ですね。８は全体的に議論が必要なのではないかと思っておりま

す。それと最後に、事務局から提案させてもらっております議会全体の条例・規則体系を見直

しして、総合的な体系案にしたいと。神奈川県の横須賀市が体系として持っている条例体系で

ございまして、このほうが、議会改革をルール化したときに、条例・規則体系に入れやすいと

いう部分もありまして、このような、前に示した案を提示させていただいております。これを

今後議論していただきたいと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、ただいま、事務局から説明がございました。各会派で具体的

に、なかなかまだ詰めていないところもあると思います。実際に具体的にといっても、なかな

かどうしたらいいかというところで、いろいろ悩まれているところがたくさんあると思います

けれども、若干、この順番どおり皆様のご意見を伺っていきたいと思います。 

 まず、３の１ですね。議決事件の追加の項目につきまして、改革への課題というのが３つほ

ど提示されていますけれども、この点について何か。 

 では、今後の取り組みのところを、確認だけさせていただきたいと思います。条例化という

ことと、町との合意形成ということでございますけれども、これについては、確か皆さん異論

がないというふうに、今までの流れでいくとそのようなことかなと思いますが、一応、皆様方

にご意見拝聴したいなと思います。確認をさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 当然、これ町との合意形成がなければ、議会独自でということにはならないですよね。議決
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事件の追加ですから・・・。これは問題ないと思いますけれども、これを条例化するというこ

とについてはいかがでしょうか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これからの進め方がどうなのかわからないのですけれども、この条例

化について、条例化は必要だと思っています。特に長期計画のうちどこまでをやるのかという

課題は残るでしょうけれども、それを含めて会派で話し合ってもらうという形にしたほうがい

いのではないですか。今後の取り組みだけやってもどうなのでしょうね・・・。 

○委員長（山本浩平君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 失礼しました。というのは６月の議会で、第３次議会改革の報

告をするのですよ。取り組みを示す。議会運営委員会として委員会報告しなければならないの

です。そういう約束ですから。ですから、そうなったときに一つの委員会報告としてまとめな

ければならないですね。 

 一番最初は、皆さんから改革項目を頂戴して体系図にまとめて、それができるかできないか

議論してきましたね。それで、こういう結果になったのです。ですから、今後の課題もあるの

ですけれども、ここで示した３の１だとか、３の２というものを確実にやっていくというもの

の合意がなければ委員会報告ができないのですよ。抽象的にしても何にしても、例えば、今後

のチェック機能を果たしていくために、委員会として、例えば議決事項を追加してよりよいも

のを図るのだよという、そういう漠然とした表現でもしなければならないのです。何をやるで

はなくて・・・。 

 ですから、私、改革項目として実施という、さっきゴシック体で書いたのは、多分、皆さん

の話からよいのではないかと思っているのです。空欄のところがここはやらないとか、やると

かでないと表現できなくなるので、この部分も含めて、私はそこの判断がつかなかったのです。

空欄になっているところはやるとかやらないとか判断がつかなかったのです。 

 先ほどもあったように会派制のあり方も今後の議論にするのなら、そういう表現にしなけれ

ばならない。それも含めてですね。ですから、課題は事務局の考え方で書かせてもらいました

ので、これだけではないかもしれませんし、余分かもしれません。そこを議論すると時間がか

かってしまいますので、これは改革期間の中でどんどん議論をしていけばいいことだと思いま

すけれども、報告として載せるか載せないかというのだけ、ある程度決めていただかないと事

務局としては作業というか、準備ができないというか・・・。 

○委員長（山本浩平君） すみません。私も勘違いをしていました。まず、空欄の部分ですね。

入っていないところについて議論させていただくと。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） いいかどうかの確認だけ。 

○委員長（山本浩平君） 上のほうから、いいかどうかの確認だけしてまいりたいと思います。 

３の１ですね。先ほど申し上げた改革項目としての実施、条例化、町との合意形成、これに

ついては異論ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。次ですね。政策研究会の設置。改革項目として実施。条例化
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と。これも前回そのような、出たから載せていると思いますので、これも問題ないですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。次に専門的知見の活用ということで、政策能力向上のところ

で出てきております。これも条例化すべきではないかということです。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。次ですね、委員会の議案提出の活発化。これ全会派一致で当

然に取り組むべきということでございました。改革項目として実施ということでありますけれ

ども、具体的な丸印での表現はありませんけれども、改革項目として実施していくということ

でよろしいですか。そういう確認でいいですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいです。また、表現の仕方を確認してください。 

○委員長（山本浩平君） はい。次に、代表質問・一般質問のあり方ですね。これが規則、議

会運営基準の改正ということになると思いますね。これもよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。次が空欄になっています。お諮りいたします。代表質問とナ

イター議会のあり方ですね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） こちらは課題なのですけれども、一問一答方式の正式にやると

いうのは全部一致したのですよ。代表質問をどうするのかというのは、多数の意見は必要だと

言っているのですけれども、いいのではないかというほうもあったのですよね。 

○委員長（山本浩平君） 確か、私のところだけ・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） オーケーしたのでしたっけ。 

○委員長（山本浩平君） オーケーしたのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、これいらないですか。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんの意見に合わせますということで。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうしたら、代表質問もやると。一般質問も正式決定して活性

化するということで表現いいですね。 

○委員長（山本浩平君） 当初、代表質問に関しては、一般質問だけでいいのではないかとい

ううちの会派の考え方だったのですが、前回、おおむね皆様方のご意見をお聞きしていますと、

代表質問はやはり残すべし。ということでございましたので、それに変更いたしましたので。 

○事務局長（上坊寺博之君） では、これでいいですね。 

○委員長（山本浩平君） はい、結構です。 

 では、次に行きます。本会議終了後の一般質問・議会運営の検討会についてですね。節度あ

る議会として、ルール等に沿った運営と反省は必要。個人攻撃や、縛りにならないような会議

にしなければならないということで、各会派から出ておりました。  

 運営について、一定のルール化が必要かということですけれども。 

○事務局長（上坊寺博之君） これ、ちなみにやるべきだというのが３会派と、２会派が消極

的なのですよ。 
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○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、局長の説明にありましたように、とにかく、今、型にはめてしま

おうという、どうもそういう方向に進んでいるようにしか見えないものですから、丸印２つ目

にありますけれども、個人攻撃、縛りにならないように。議員の活動を縛るような進め方はい

かがなものかと、こういう意見は私どもで出しております。ただ、議会運営上のことについて

会議を開くということについては、私は特に問題はないかなと思うのですけれども、例えば、

きょう一般質問何かが終わったと。それについての会議を開きましょうと、こういうやり方は

私は逆にすべきではないと、そういう立場で先般はお話したのであります。 

 付け加えますけれども、いろいろありますよね。議会運営上、当然ルールはあるわけですか

ら、そういった中でその部分があれば、それは当然何らかの形でやる必要は出てくるかなと思

いますけれども、大枠として議会の運営上のことで議運というのはすべきだろうと。個人の部

分で、きょうの質問はこうだった、ああだったとこういう話でやるのであれば、私は反対です。  

○委員長（山本浩平君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私も確か反対のほうの会派でした。今、全く及川委員の言うことで、

あまりすべきではないなと思っております。以上です。  

○委員長（山本浩平君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今、意見出ているように、これ６月の報告ですよね。ですから、今

議論、盛んにしている最中の、結論まだ出ていないものについては、今回報告しなくてもいい

わけですね。皆さんも全部合意したものだけ報告するような形で、そして、この項目について

は継続して議論して、その後の段階で報告するとか、そういう形にしていけばいいから、今回

の報告では何も印がついていないところは、今回見送るという形で、そのような考え方でいっ

てもいいわけですね。できるところだけ報告すると。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この本会議後の一般質問ですとか、議会運営についての

反省会・検討会につきましては内容を吟味する必要がありますし、各会派でいろいろ意見も分

かれていると思います。ですので、この内容については今後の検討課題ということでよろしい

でしょうか。決定をしないでですね。いかがですか、よろしいですか。氏家委員、何か。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。どういうことなのでしょうか。これは、今回外して、議会

改革からはずすということですか。 

○委員長（山本浩平君） そうではなくて、内容を吟味して、今回の報告から外す。  

○委員（氏家裕治君） 今後の継続審議として、継続するのですか。 

○委員長（山本浩平君） まず、流れからいうと、前回おおむねこの反省会そのものはやるべ

きだという意見なのですね。ただ、内容については、先ほど清風クラブさん、あるいは新政ク

ラブさんから出されたような意見もありますし、あるいは一般質問の内容についても、やはり

ある程度踏み込まないと議員の資質向上につながらないのではないかと意見も、確かあったと

思いますので、この辺は意見が分かれているところだと思うのですよ。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 今の話を聞きましたけれども、前回の議会運営の中では、当然個人攻
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撃だとか個人を縛るような意見というのは、それは違うよ。という話はしていたと思っていま

したけれども、特に副委員長からそういった意見も出ていたと思うのですよね。 

 ですから、これに固執する必要は僕は全然ないと思っていましたので、あくまで節度ある議

会としてルールに沿った運営と反省は必要だろうという、ここの部分だろうと僕は思っていま

したから、今回個人攻撃をする。個人攻撃的な部分のそういった話がまたここに出てくるとは、

僕は思っていなかったのですよ。  

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） そうではないですよ。ここに既に協議結果として載せてあるから、や

はり発言せざるを得ないのですよ。そういうことなのです。  

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） だから、それを言っているのです。ここに載っていたので、ここに載

ってくることが僕としては違うのではないかと思ったのです。１つ目の節度ある議会としての

ルールに沿った運営と反省は必要だろうと。結果出ているから、今こういった議論になってい

るではないですか。とりあえずそういう形で、これは必要ないのではないかと思うのだけれど。  

○委員長（山本浩平君） まとめたので・・・。  

○委員（氏家裕治君） 結果だからこういうふうに書いているのでしょうけれどもね。 

○委員長（山本浩平君） その点については事務局に。  

○委員（氏家裕治君） ただ、運営方法についての意見ルール化が必要であろうということで、

今後の課題としての取り組み方も書いていますけれども。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応は、会派の意見として聞いたときにはこういうふうに出て

いるのですよ。私はメモしています。ただ、そのやり取りで、そうだね。ああだね。といった

ことまでは反映されていないのです。ですから、それがすべて、きちんとした会派の意見の中

でしゃべられたという感覚を持っていないものですから、こういう形になったと。ですから先

ほど、前段で申し上げたのは、私がメモしている段階ですから間違っているかもしれませんと

言ったのはそういうことだったのです。  

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） であれば、これは今までの議会運営の中で話し合われてきた、例えば

節度ある議会としてのルール等に沿った運営と反省では必要だろうという意見は大半というか、

ある程度の一定の合意ラインは出ていたのではないかと僕は思ってはいるのです。そういう形

の中での報告というのはできるのではないですか。これは私の意見ですけれどもね。  

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 清風です。無理やり６月にこれをやらなければいけないということな

のですか。違いますよね。今ここで、どうのこうのやる必要が本当にあるのかなと感じたもの

ですから。とりあえず、こういう形で話し合われているというとらえ方で押さえたらいかがで

しょうか。というふうに思うのですが・・・。 
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○委員長（山本浩平君） 先ほど、議長からも提案がありましたし、今、及川委員からの提案

がありました。私もそうかなと。一般質問を吟味することによって、個人攻撃に間接的にもつ

ながるおそれがあるというニュアンスですよね、清風さんとしてはですね。 

○委員（及川 保君） そうです。 

○委員長（山本浩平君） そうですよね。新政さんもおそらくそれに近い内容だと思いますの

で、これについては、大体半々くらいに意見が分かれているところかなと思いますので、これ

やはり、継続審議をしていきたいとこのように思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、答弁書事前配付の件ですね。この点についても、いろいろと意見、前回確か分かれて

いたと思うのですけれども、もう少し事前にいただきたいという意見と、現状維持でいいので

はないかという意見に分かれたと思いますけれども。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） もし、そういう話であれば、これも今後の議会改革の中で取り組んで

いくべき。だってこれまた議論して、どうなるという話ではないでしょう。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、では、そのように取り扱いさせていただきたいと思います。 

 倫理条例の改正、これは全会派一致した改革項目とするということになっておりますけれど

も、これも中身に関しましては、それぞれいろんな意見が、確か出てきていたというふうに思

います。ただ、条例として改正は行うべきだというのは、これは一致した意見だったというふ

うに思いますので、そういう押さえでよろしいですか。はい、新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 1 点、前回の議会運営委員会の審査結果のページの中に、この倫理改

正の中に４項目の倫理項目の追加で、議員の納税とか、兼業の届け出とか、団体役員の収入届

けの項目が抜けているのですけれども、これはあえて抜いたのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２番目のところに、倫理項目の追加と入っていまして、項目の

追加をするかしないかもまちまちなのですよ。追加するというところもあるし必要なというと

ころもありますし、議論が必要だというところもありますし、ですからここは一つも決まって

いないのですよ。やるということは決まっていますけれどもね。何をどうするかというのはま

るっきり決まっていないと同じようなものですから・・・、ただ、皆さんやるということだけ

は決まったのですね。  

○委員（近藤 守君） はい、わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、議員活動の公表。これもいろいろと意見は出てきてお

りましたけれども、規則の一部改正を行うというところにはなっていますね。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 規則の一部改正必要なのは、課題のところで、これ確か西田委

員がおっしゃられたのですが、欠席ばかりではなくて遅刻早退もどうするのという話をしたと

きに出たのです。そのときに、今、議会の規則上は欠席届だけはあって、遅刻早退の届出はな

いのですよね。ただ、ほかの議会を見ますと持っているところもあるのですよね。そこが必要
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だろうということなのです。ですから、規則の一部改正と・・・。  

○委員長（山本浩平君） そうですか。西田委員。遅刻早退は入れるべきだとおっしゃったの

ではなく、どのように取り扱われることになるのですかみたいな質問はされていたと思います。 

○委員（西田祐子君） それだけです。入れるとかという意見ではないです。  

○事務局長（上坊寺博之君） これ課題ですから、入れるということではないですから。  

○委員長（山本浩平君） では次に、裏のページに行きたいと思います。続いているのですね、

議員の倫理ですね。賛否状況の公表ですね。これ一応、全会派一致した改革項目ということに

なっています。おおむね、どこも反対ではなかったのですよ。ただ、具体的なことに関してま

ではまだ決まってはいませんけれども・・・。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これについても、今後のいろいろなやり方によって、例えば経費がか

かる問題だとか、いろいろなことがあるという話をしていたではないですか。今すぐ、これに

対しての話を、例えば、委員会報告として取り上げるべき話ではないのではないですか。例え

ば、少しでも先がある程度見えているものに対しては、こういった進め方をして、すべきだみ

たいな、例えば委員会報告というのができるのかもしれないけれども、賛否両論についての意

見があったということは、このことについては多分いろいろ・・・。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、前段とったとき、全会派賛成で熊谷議員だけ反対した

のですよね。熊谷議員が、「賛否の皆さんの必要であれば、全体でオーケーであれば、僕もオー

ケーですよ。」と言ったから全部一致したということで書いたのです。 

○委員（氏家裕治君） 全部一致したというそれはいいのだけれども、委員会報告としてあげ

方がどういう形であげていくのかと思って・・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） あげようと思っていましたけれども。 

○委員長（山本浩平君） ですから、具体的なあげ方はできないけれども、改革項目としては

これを行ってまいりますということですね。  

○事務局長（上坊寺博之君） いや違いますよ。個別で、今言っているのは議員の倫理を言っ

ていて、議員の倫理上改正と、議員の活動公表というのが、皆さん知らしめなければいけない

でしょう。活動の中に２つしかないですから、それをやると出すのですよ。ただ、先ほど言っ

たように何項目もあるところはぼやかして出しますけれども、１項目とか２項目しかないとこ

ろはやると出さなければ、何をやろうとしているのか改革の方針が見えないですよ。  

だから、さっき言った５年間でやり方を検討していきましょうというのは、これありますよ。

でもやる方向で向けていくのです。一次も二次もそういう書き方ですので・・・。  

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） だからやるのでしょう、これ。４の２のところ今いっているのですよ

ね。改革項目として実施しますよというところをやっているのでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。 

○委員（氏家裕治君） 私、その下だと思っているからさ・・・。だから、空白の部分をどう
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するのかという話だったのではないの。違うの・・・。  

○委員長（山本浩平君） いや、一つ一つ確認をしてやっていますよ、上から。 

○委員（氏家裕治君） 空白の部分なのかなと思っているから・・・。  

○委員長（山本浩平君） 空白の部分だけをやりますよというお話だったのですけれども、全

部確認してくださいということで確認はしています。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。  

○委員長（山本浩平君） 改革項目として実施するということでよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。次に、この空白の部分になりますけれども、議員定数と議員

の報酬の件です。先ほどの通年議会の中での議論の中でも出ておりました。 

これは継続しての議論ということにしかならないと思うのですが、よろしいですか。継続審

議ということで・・・。出すか出さないかということです。意見があれば、どうぞ皆さん、逆

に言っていただいたほうがいいです。はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 私ども、できればこの議員定数と議員報酬については、きちんと議論

を今後も続けていっていただきたいと、これが項目から抜けてしまうと、通年も何か空欄にな

っているのだけれども、すっぽりこの部分はもう議題にも上らないということに、実はなって

しまうのですよ。なってしまいますよね。多分そうだと思うのです。今後も継続してやっぱり

実施していくべきだというのが私たちの考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一次も、二次も、議員定数の改革項目上っているのですよ。上

っているというのはやるという上げ方ではないのです。改革期間内において引き続き検討する

という議会改革としての項目として上っているのです。  

 だから、結果やれるかやれないかということを書いているのではなくて、引き続き議論をし

ていくよということなのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） それでやってほしいのです。そのとおりなのです。ここで空欄になっ

ているということは、すっぽりなくなってしまうということですよね。私たちがわざわざ議運

の機会に取り上げないと、議論の対象にならないのですよ。取り上げてくれと発言しない限り、

多分難しい状況になると思うのです。 

 だから、これは引き続いて、継続審議という形で取り扱っていただければ非常にありがたい

なというふうに思います。でなければ、私たちは納得・・・。  

○委員長（山本浩平君） 会派の協議の結果として、第３次議会改革の期間中、継続して議論

検討するということにはなっているのですよ。ただ、及川委員は、改革項目として実施という

ことできちんと報告すべきだということですね。  

○委員（及川 保君） やるかやらないか。これは皆さんの合意だから、ただ、今ここを除い

てしまうと、局長からもそういう発言ありましたよね。除いてしまうともう議論をされないと、
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全く・・・。という形でよろしいのですよ。  

○委員長（山本浩平君） そのようなことにはならないですよね・・・。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前の部分に戻りますけれど、この項目を上げたら、改革項目に、

例えば、本会議終了後の検討会を検討すると。こう上げるのですよね。検討しないのなら上げ

ないのですよ。だから、今言っている、議員定数と議員報酬を改革期間の中に検討すると上げ

るか、上げないかどちらかなのです。上げないということはやらないということなのです。議

員定数は、１次も２次も同じようなやり方を、今まではやっていたようです。  

○委員長（山本浩平君） はい、ほかないですか。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 議員報酬とかの部分を、例えば、今回、この議員報酬という部分を改

革項目として取り上げたときに、私たちはできないでしょう。できないことをここで取り上げ

るわけにはいかないのではないの・・・。僕はそういうふうに思うのです。 

 議会改革の中で取り組めるもの、定数というのはどうなのですかね。定数の民意、議会がそ

れに取り組むべきことなのか、民意を得てその中で取り組むべきことなのかという話になると

思います。  

○委員長（山本浩平君） 今回、定数削減は議会みずからがやっていますからね。  

○委員（氏家裕治君） では、議会の定数に関してはそういう形なのかもしれないけれど、議

員報酬に関しては、僕はちょっとそれは違うのかなと・・・。削減はいいけれど・・・。  

○委員長（山本浩平君） 発言を認めます。前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  これは第３次改革ですよね。第１次、第２次までうたってきて

いますから、別なのですよ。第３次検討するということになればきちんと項目を上げないと、

２次が引き続いているわけではないですからね。まるで議論されませんので、そういう必要で

あれば第３次ですから、仕切り直しですから、同じものを上げるものは上げると。  

 それと、今、氏家委員が話された報酬の部分についても、よその議会では報酬でも定数でも、

まず議会がみずから検討するのだということをうたっているところがちゃんとあるのですよ。

そして、それを第三者機関で検討してもらうとか、まずは議会が必要とあるのだということが、

よその議会改革の項目を見たらちゃんとうたっているのですよ。 

 やはり、自主性が必要だと思います。その後は、ここでうたっている専門的な知見のあり方

だとかそういうことがくるのかなと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） この部分については今、前田委員外議員がおっしゃっていましたけれ

ども、やはり１次２次３次とやっていく過程の中で、必ず取り上げている課題なのです。実は。  

前回、昨年、これは議会が当然決めているのですね。いろいろな議論の中で決めているはず

なのです。これもう終わったよと。16 名は固定だよと、こういう考え方を私はしてはいけない

と思うのです。そういうことを含めて、先ほど来くどくは言いませんけれども、よその議会の、

今の町議会の状況などを勘案したときに、議員の実際の状況なども、やはり、十分この議運の

中できちんと議論をすべきだと思うのです。その中で、あたかもできないような雰囲気にして
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しまっているから、その部分ではみんなほとんど発言していないのですよね。そういうことを

きちんと議論をしていこうという意味では、やはり取り上げていただきたいというふうに思う

のです。よろしくお願いします。  

○委員長（山本浩平君） 私も、私の会派と言ったほうがいいのかもしれませんけれども、や

はり報酬等審議会はありますけれども、財政が非常に厳しいということも考えながら、定数を

大幅に 20 名から 16 名に削減いたしましたですよね。議会みずから・・・。しかもプラス報酬

等も 10％、議長、副議長はもっとですけれども、実質的に削減したという、これやはり議会み

ずからやっていることですから、報酬の金額を含めて報酬等審議会だけにゆだねていく姿勢は

いかがなものかというふうに思っております。ですから、この改革項目にきちんと載せてやる

ことに、うちとしては賛成いたします。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 例えばですね、ここに第 3 次議会改革の（平成 20 年～平成 24 年）の

期間中、継続して検討するとなっていますよね。例えばですね、皆さん、今、今回自主削減に

踏み切った理由というのは一体何なのですか。これ１回皆さんに聞きたいと思うのですよ。 

今、白老町がこれだけ大変な状況にあるから、なおかつ議員も削減し、そして議員報酬の削

減に踏み切ったのですよね。そういった部分では、当然今まで議会の中でも、こういうふうに

して話を進めてきたことなのかもしれないけれども、例えばですよ。僕はその後の議論でもい

いのではないかと思っているのですよね。でなければ、例えばいろいろな議論があった。身分

保証の話だとかいろいろなものが、一つのパフォーマンスでしか終わらないのではないのかな

と僕は思うのです。 

今回、議会としての、白老町の財政のことを考え、議員定数を減らし議員報酬を削減してき

たことが、いったいどう反映されてきたのかなというか、どういうふうにして町民に訴えてき

たことになるのかなというのが、逆に僕は疑問に思うのですよ。それについては、皆さんどう

いうふうに考えているのでしょうかね。  

○委員長（山本浩平君） どうですか、今の点について。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） そういう本格的な議論を、議員同士がしていくべきなのです。今まで

ほとんどされていないのですよ。特別何かあれば、前回は４名削減という形の中で、大変な議

論をされてきたことがあったのですけれども、なかなかそういう本格的な議論ができないとい

うのが、いかにも建前のようになってしまって、氏家委員が言われている、それもごもっとも

なことなのです。まちが大変な状況の中で、我々も自主削減をして、更に議員も削減して、当

然果たすべき役割を果たす。  

 ただし、やはりそこともう一つ切り離して考えなければいけないのは、議員がどうやってこ

れから、地方議会の状況を・・・、多分、皆さん道新を読まれていると思うのですけれども。

かなり、崩壊状況になってきているのですよね。そういった中で、どうやって白老町議会をき

ちんとした形で、そういうことも含めてこれから議論をしていこうと。議論もできないような

状況をつくってはいけないと私は常々思っているものですから。 

○委員長（山本浩平君） ちょっと待ってください。前田委員外議員、外でやってください。
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電話は外でやってください。  

○委員（及川 保君） そういう思いでいるものですから、ぜひこの項目については、氏家委

員が言われていることもわかるのです。十分承知しています。削減しているのに、それをまた

上げろということも矛盾するだろうといわれたことも、十分私も承知していますし、わかりま

すし、ただそれだけで事が済むのかと。今後もこれからずっとそういう形で進むのかと、この

議会そのものがね。 

 そうすると、当然、若い人たちも出なければならない状況になってくるはずなのに、そうい

ったものは断たれていく。わざわざ若い人たちが出るところがないよという形を、我々がつく

っていくのかと。年金者の方々、本当にほとんど議会を占めて頑張っていかれるという姿、私

はどうも、今後、議会がどのような役割を果たしていくのだということになっていくと、どう

もその辺が非常に厳しいなと。どんどんどんどん若い人が出られない状況を、我々がつくって

いってしまっているのではないかと。そういう気がするものですから、提案をさせてもらって

いるのですけれどもね。  

○委員長（山本浩平君） はい、新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。新政クラブは、要するに、今、去年４減したばかりである

から、これまた４年間の間で議員みずから削減するということは、逆に町民から何をやってい

るのだと。あと２人減らすのなら、最初から６人減らせばいいのではないかという意見が必ず

出るはずなのですよ。  

 ですから私は、今回の定数に関しては、やはり町民のほうからそういう意見が出てきたとき

に考えていいのではないかということを申し上げているのですよね。そして、少数精鋭である

とか若い人と言いますけれども、必ずしも選挙で若い人が当選するとは限らないわけですよ。

逆の場合も多いわけですよね。ですからそういうことはあまり言うべきことではないと思いま

すし、やはりこれはあくまでも民意の力ですから、そこは十分に考えるべきだと思っています。  

○委員長（山本浩平君） 確認しますけれども、改革項目として上げるべきではないという考

えということですか。改革項目としては上げておいても構わないということですか。  

○委員（近藤 守君） 構わないです。ただ、実施するか、しないかということです。 

○委員長（山本浩平君） はい。先ほどの氏家委員の件に関して、新風としてもお答えしたい

と思います。 

私たちのところも、前回の議運でお話しましたけれども、定数削減したばかりですから、そ

れはやはり守るべきで、この次のことは、この次の議論だと、基本的にはそういう考えです。

今の定数にしても、今の報酬にしても、この３年間、４年間はそのままであるべきだという考

え、基本的には変わりません。しかしながら、これから町民に対してかなり厳しいことを町と

してはお願いしなければならない状況ですよね。それで、これから町民説明会ですとか、ある

いは議会としても広報公聴で、そういったことで町民の前に出ていく可能性が高いと思います。

そうした中で当然、議会に対しての風当たりも強いですし、町民としては４減がどうだったの

だとか、いろいろな意見が、多分出てくると思うのですよ。そういった意見を聞いた上で、議
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論をする場所としては残しておくべきですから、積極的に改革項目としては上げておくことに

関しては、私は問題ないというふうに考えております。考え方としてです。 

はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 理解できました。例えば、町民からの意見を聞くという部分では、も

しそういった議論、また検討という形であれば、やはりここに載せておくべきことなのだろう

と思います。  

 ただ、ここに議員報酬という形も入ってきているものですから、どうしても僕はそれが引っ

かかって、結局、これからの４年間、多分この体制でいくでしょう。もしかしたら今までの皆

さんのいろいろな意見があるとすれば、本当にこれからそういった形の中で反映されるのであ

れば、現状維持という形の中でこの４年間は経過していくような形になるのかもしれない。で

も、それ以外に、例えば、今、及川委員が言われたとおり、これから若い人たちが出てくる場

を、どう考えていかなければいけないのかということも、僕たちやはり考えていかなければい

けないことだと思うのです。  

 これは、もう前々から議論をされていることですよね。ただ、その議論と議員報酬だとかと

いうものを、一緒にしてここで取り上げるべき問題なのかなというのが一つ疑問に思うのです

よ。それはまた別な、次元の違う場所なのではないのかなと、そういった議論をされる場はね。

私はそういうふうには考えていますので、議論の場に上げることはよしとして、第３次改革の

中で、例えば議員定数だとかの部分に関しては、町民の意見を聞きながら、聴取する場があっ

てもいいのだろうなと思います。  

 先ほど前田委員外議員が言われた議員報酬のことも、議会で話し合ってしっかり決めていけ

るのだというのが、ちょっと僕、勉強不足でよくわかっていないので、後でまたお聞きします。  

○委員長（山本浩平君） この点について、共産党さんもし何かあればどうぞ。 

○委員外議員（斎藤征信君）  別にありません。  

○委員長（山本浩平君） おおむね、項目として上げるべきだという意見のほうが多かったと

思うのですが、よろしいですか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） 改革項目として実施ということで上げさせていただきたいというふ

うに思います。はい、吉田委員外議員。  

○委員外議員（吉田和子君）  議員定数と議員報酬ですから、必ずしも議員削減ではないです

ので、やはり議会として今後の情勢を見てどうあるべきか。そしてまた、町民の意見を聞きな

がら、前回やったように４年しかやっていないのだから次は減らすべきではないというのでは

なくて、そのときの情勢、地域・環境・周りの情勢、全部をやっていく。そういったことを常

に検討しながら、周りを見ながら、白老町の議員定数はどうなのだろうか。それに見合う報酬

というのは何なのだろうかという議論を続けていくという意味で・・・、何か今の話を聞いて

いると、町民の声を聞いてからということではなくて、議会としてどういう考えを持つのかと

いうことをきちんと議論をする場というか、項目としてしっかり持つべきと思います。 
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○委員長（山本浩平君） その点については、ごもっともだと思いますので、削減ありきでは

なくて、逆に町民からはチェック機能が低下するからもとどおりにすれとか、そういう話が出

ないとも限りませんし、それは両方あると思うのです。報酬にしても、高い低いの議論、これ

前回も両方ありましたよね。もっと上げて専門性を高めるべきだという意見も、相当町民から

もありましたし、それは両方兼ねてのことということで認識していただきたいと思います。 

 通年議会の本格実施につきましては、先ほど長い時間かけて議論いたしました。自由討議・

質疑の反問、これについては改革項目として実施ということでよろしいですね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） はい。前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  私、前回出ていないので、もしダブっていたら申しわけないの

ですけれども。基本的にはいいのですけれども､会派の協議結果の中で、反問時間は議員の質問

の持ち時間の範囲とするとうたっているのですけれども、この辺、事務局から質疑に対する反

問と出ていますけれども、これ、使い方によっては、かなり質問者の時間が割かれる可能性が

あるのですよ。ですから、これをやると、意識的に意味不明で長々とやられると、質問する時

間が実質的に減らされるということがあると思うのですけれども、この辺の見解はいかがなの

かと思うのですけれども、私は別にすべきだと思うのですけれども・・・。これを見ると資料

２で、３の中で説明のための議場出席者が質問に対する回答を始める前に「反問します。」と挙

手をし、議長に発言を求め許可を受けてからすると言っていますから、はやり理事者側も反問

するという時間を取るのですよね。この部分が、持ち時間の範囲とすると、非常に議員の側か

らすると、使い方をされてしまうとどうかなと思います。 

 そして、この質疑に対する反問の条項の中では、その部分入っていませんから、どうかなと

思ったのですけれども、その辺ちょっと・・・。  

○委員長（山本浩平君） この点については、局長、皆さん大体まとまった意見でしたよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全員持ち時間ということで。  

○委員長（山本浩平君） そうですよね、その理由説明していただいてよろしいですか。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 最高３回までは通ったのですよ。要するに許す場合もあるにし

たのですよね。ですから、基本的に議長の裁量にゆだねますし、議長がその時間をどのように

するかという・・・。  

 それで、反問が限定される、されないという議論に大分なったのです。当然反問ですから、

議員の考え方を聞く場合も出てくるでしょうという話もしました。その質問の言っている主旨

がわからなくて聞くのもあるでしょうと。そういうケースもあるでしょうという話もした中で、

常識的にその正対しない反論は６項で許さないのですから、あとは議長の判断で、そういう議

長の判断によればあえてそこまで区別して使う必要もないのではないかという大枠の、皆さん

合意だったと思いますけれども。  

 確かに前田委員外議員はいなかったのですけれども、ほかの委員は、私はメモしていますけ

れども、すべて持ち時間内ということでお話がありました。  
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○委員外議員（前田博之君）  はい、いいですよ。  

○委員長（山本浩平君） 次にいってよろしいですか。委員会の夜間開催、必要の都度実施す

ることで全会派一致ということで、これも改革項目として実施すると。よろしいですか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） 続きまして、委員会の政策形成過程への積極的関与。これも全会派

一致により実施ということでございます。改革項目として実施すると。これもよろしいですね。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） はい。続きまして、移動常任委員会の活性化。これも全会派一致に

より実施ということでございます。 

 事務局の提示した案がございましたけれども、これも了解されていたと思います。改革項目

として実施ということでよろしいですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） はい。続きまして、公聴会・参考人制度の積極的活用。これも全会

派一致により実施ということです。改革項目として実施すると。これも確認ですけれどもよろ

しいですか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） はい。続きまして委員会の自由討議。全会派一致により実施です。

これも改革項目として実施するということでよろしいでしょうか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） はい。会派制のあり方ですね。会派制の必要性。これに関しまして

は、現状維持という意見で前回まとまりました。これについてよろしいでしょうか。確認です。  

 はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） ８番の会派制のあり方なのですが、例えば、この４年間の部分につい

ては、会派制というのは当然、改選されてスタートして半年もたって、やはり４年間はそれを

やっていくべきだと思うのですけれども、今後の方向性として、４年後の議会のあり方として

どういう形になっていくのだという議論の中では当然、こういったことも話し合いの中で出て

くるのだろうと。  

 ただ、議論していかなければ、当然降って湧いたように、新たに改選されてどうするとか、

こうするとかという話にはならないでしょうから、やはりやっていくべきなのかと考えていた

のですけれども、皆さんのご意見はいかがでしょうか・・・。  

○委員長（山本浩平君） 会派が必要か否かというところなのですけれども、それを議論して

いくべきだということですか。 

○委員（及川 保君） そういう思いで、私どもは提案しているのですけれどもね。この改革

の中に組み入れてはどうかということで提案はしたのですけれども、大多数は現状維持という

ことでは、これは議論の中ではされていますけれどもね。だから、現状維持しかないのか。 

○委員長（山本浩平君） ご意見ある方。近藤委員。 
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○委員（近藤 守君） はい。いずれにしても３年半後の改選を迎えたときに、新しい方でこ

のことは検討されればいいのかなと。今ここで４年後のことを載せておいても仕方がないのか

なと。意味がないのではないかという気もしますけれども。  

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） そのとおりなのです。それも申し上げていますけれども、４年後のこ

とを４年後に、また議論すると新たに８年後に始まるわけですよ。そういうことを私は言って

いるのです。皆さん８年後何歳になっているかわかりませんけれども、そういうことをとにか

く早く、話を継続していくべきなのだろうと。それが突然降って湧いたように、きょう決めた

からあしたからすぐにやるという話には多分ならないでしょう。通年議会だって、これだけ１

年間やってきているわけですよね。そういうことからすると、やはり議題に載せておいて、す

ぐ議会が対応できるような形をとっておくべきなのだろうなという思いで提案しているのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 僕は、議論する必要なくはないと思うのですよ。さっき、及川委員も

言われたとおり、議員定数と議員報酬のところで、今回これを改革項目として実施するという

話をしたではないですか。皆さん、しましたよね。そうしたのであれば、ここで、例えば会派

制の問題、例えば定数が下がったときに、この会派制が敷けるのか敷けないのか。それこそ福

島町みたいに会派制を持たないでやっているようなまちもあるのでしょうから、そういうこと

も視野に入れながら話というのはしなければならないのかもしれない。ですから一つの改革項

目として、現状維持というのではなくて、今は現状維持は維持なのです。ただ、一つのあり方

みたいなものはそこで議論されてみてはどうかと思うのです。  

僕はそういう意見なのですけれども、皆さんはどうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君）  議員定数及び議員報酬の部分で、これは検討する課題として議論して

いこうということには決まったわけですから、その中で当然、今、氏家委員が言われるように

出てくることでしょうから、その下の部分についても委員長まだ言っていませんけれども・・・。 

 委員長、すみません。議会運営委員会の、今の案分というのですか、案分の部分が非常に合

理的ではないなという思いがあって、３人会派でやれば２人出ているとか、そういう状況にあ

るのですね。これ、議員の半数以上は議長・副議長・オブザーバー、それから委員外議員がお

りますけれども、やはりこうして出席されているのですよね。そういうことから考えると、本

当に合理的ではないなという思いがあるものですから、一会派一人とかそういう形にはできな

いものかということも、実はこの会派制の課題の中に入れていたのですよね。議論になったも

のですから。案分でやるのは一番わかりやすいとは思うのですけれどもね。 

 そのことについても、会派が２つとか３つとかとなったときに、３人になってオブザーバー

がまた大半になるというようなことがあるのかもしれませんけれどもね。どうもその辺が、も

う少し議論するべきではないのかということがあったのです。だから、定数の問題も当然あっ

たのですけれども、そういった細部の部分についても議論があったものですから、取り上げて
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提案させてもらったのですけれどもね。  

 今後も、そういう議論をしなくてもいいと・・・。この辺の、何か局長の説明がありますか

ね。こうでなくてはいけないという。こうしなければいけないというものがあるのか、数とか

そういうのはわかっているのです。ここにも載っていますから。そうしなければいけないのだ

よということが決まっているのかどうか、そこをお聞きして納得できればいいのですけれども。

局長いかがでしょうか。  

○委員長（山本浩平君） はい、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、議会運営委員会をどういうふうに案分しなければ

いけないというのは当然ないです。ただ、会派制を敷いていますので、会派制を敷く以上、会

派案分ということが決められているだけであって、あとは何物もないです。 

だから、会派を持たないところは会派割はないですからどういうふうに選出するか難しいと

思いますけれどもね。選出の仕方については、こうでなければだめだというものはないです。  

今、議会運営規準の中に定めてあるからそのとおりやっているのであって、これは多分、会

派制を敷いたときにそういうルールを決められたのではないかなとは思いますけれども。  

○委員長（山本浩平君） これ、前回、現状維持と出ているということは、おおむね皆さん全

会派一致みたいなものだったと思うのですよ。多分、あのときにそういった議論もあったと思

うのですけれども、ほかの委員会、広報広聴委員会との小委員会との兼ね合いを今すぐ変更で

きるかというような問題もありましたですよね。そういう中での、これ現状維持ということだ

ったと思いますので、ご理解いただければと思いますが。 

でも、皆さんの意見伺いたいと思います。しかしながら、そういった問題があるので、改革

項目としてやはり上げるべきだというご意見ですよね。意見としては・・・。はい、西田委員。  

○委員（西田祐子君） 今すぐ変えてほしいという話ではないのですけれども、次回のときま

でにという感じで提案したのだと思うのですけれども、例えば副議長だとか、こちらのほうの

議会運営委員会にはオブザーバーとしてみえていますよね。正式には広報広聴のほうへも行か

れているのでしょうか。そういうふうな形のもので、例えば、こちらのほうへオブザーバーで、

議長とか副議長がいらっしゃるのでしたら、そちらのほうには入らないとかいうふうな形にす

るとか、何かもうちょっと議員一人一人が、広報広聴のほうと、小委員会と議運との数のバラ

ンスですか、もうちょっと考えられてもいいのではと思ったのですよね。  

正副議長は、どの会議にも入られるのはわかっているのです。ただ、こちらのほうにも入ら

れて、向こうのほうにも入られて、委員外議員の方も入られてとなると、ここ今 11 名の人数い

ますよね。それであれば、もうちょっと人数をきちんと減らして、最初から広報広聴の委員を

ふやしてこちらの人数を減らすとか、そういうバランスも考えてもいいのではないでしょうか。 

 何か、広報広聴のほうと案分で半部ずつという決め方を前回しましたけれども、実際にやっ

てみたら広報広聴のほうの人数が多くてもいいのではないかと私は思っているものですから、

例えば、私どもの会派と共産党の会派さんからから１名ずつ出ていますよね。この２人が最初

から向こうにいっているとか。そういうふうなことも考えて、もうちょっと少数精鋭でやらな
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いと、議会運営自体が大変ではないかと思って感じていたのですけれども。 

 ですから、できれば、そういうことも話し合う機会があればありがたいなと思って提案させ

ていただいたのですけれども・・・、だと思うのですけれども違いますか。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 大筋としては、今の西田委員の話なのですけれども、ただ、正副議長

については、これはどの委員会も出席して、状況を把握するというのは当然のことであります

から、それはいいのですけれども、後段のほうで言われたことはそのとおりなのです。 

 ただ、この間の委員会の中で、前回ですよ。やはりどうしても広報広聴委員会との関係で、

非常に難しいなというのは、私は理解したものですから、多分これ現状維持になっているのだ

と思うのです。ここでまた議論するのもおこがましいなというふうには思っておりますけれど

も、大筋においては議会運営委員会のことについて、全体で数の話も出ましたけれども、大多

数がこの委員会に出席しているものですから、非常に公平的ではないなという思いで、これは

当初ただしていただいたことなのです。  

 状況は、前回の委員会で理解いたしました。要するに、重複したりしてしまうのですね。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 言っていることわかるのですけれども、ここの会派制の必要性という

ところでの話ではないような気がするのですよ。もし、違う項目を設けるのであれば、違う項

目を設けて議論される話なのかなと僕は思うのですけれども。  

○委員長（山本浩平君） これ２番目のほうに関係してくる。下とも全部関連してきますよね。  

正副議長の会派離脱に関しては、これは前回議論をした中で、これはそのようなことにはな

らないだろうと。２人会派のところから副議長も選出されているわけだし、それはそういうこ

とにならないということで、前回、皆さん理解していますので、これは現状維持ということで

よろしいと思うのですけれども、この会派制の必要性と、議会運営委員と委員外議員の発言、

これ微妙にひっかかるところがあるということですよね。 

 ただ、現状としては、現状維持しかないということは前回理解されていたと思うのですよ。

ですから、そういうようなまとめとしてこう上ってきているということですよね。これは全会

派一致でこうなったということでの現状維持ということですから・・・。その確認ということ

なのですね。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） それは、前回の委員会の中で確認をされている事項なのですね。たま

たま熊谷委員外議員から、前田委員外議員、どちらもおられましたか・・・、前田委員外議員

がおられなかったのかな。そういう議論の中で、私たちが出した、議運の関係の中での事柄だ

ったのですけれども、今の会派制度の中で、先ほど言いましたけれども、重複して委員会所属

できる状況が、これ間違いない事実ですから、そういう部分において、いまだこの検討の課題

にしたらどうなのだと、議運の課題にしたらどうなのだというのが我々の主旨だったのですね。 

 だから、これを最初から省くよと。こういうことであれば、もう少し方法がないものかどう

かという、ばっさりここで、それはもう小委員会でも、議運でも発言できるということがいい
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のかと、こういう状況の中で、そうだよ、そういうことなのだよ。ということは十分納得して

いるのだけれども、それ以外に何も方法がないのかということでございます。  

○委員長（山本浩平君） この点については、今回は発表しない形でもよろしいですかね。や

らないということではないのですけれども。どういうふうな取り扱いをしたらいいでしょうか。 

はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） このことが、例えば研究した中で、何らかの可能性が出たときに、例

えば、発言を議運の中でさせてもらって、その状況なども説明できるような場が、常に、当然

できますよね。 

○委員長（山本浩平君） 現在それをやっています。 

○委員（及川 保君） やっていますよね。そうであれば、何か方法があれば、またそういう

場でやってもらえればいいかなと。いつでも取り上げられるような状況をつくっていただける

のであれば・・・。 

 改革、改革ということ、やはり前向きにやりたいのですよね。なんでもそうだと思うのです

けれども、通年の中、不都合だと思うのですけれども、ぜひ一議員の意見は門外だとか、論外

だとかいう、そのような感覚ではなくて、ぜひそういう形でとらえていっていただければ・・・、

今までもそうなのですけれども、ありがたいなというふうに思います。  

○委員長（山本浩平君） これ、載っていますけれども、前回までの協議の結果、議会運営委

員長の運営の進め方に配慮が必要だということで皆さん一致した意見ですので、それは肝に銘

じて今後とも行っていきたいと思います。 

 では、このようなまとめ方でよろしいですか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） はい。最後になりますけれども、これは議会事務局から提案された

ものでした。白老町議会における、条例・規則体系の改正、会派持ち帰り協議となっています

ね。法体系化と。条例・規則の改変ということになっていますけれども。これ皆さん議論され

ましたでしょうか。資料いっていますよね。  

○事務局長（上坊寺博之君）  皆さん資料お持ちですか。左が今現在の白老町の議会の条例・

規則体系なのですね。というのは自治法のもとに、今新しく自治基本条例つくりましたけれど

も、会議規則、委員会条例、傍聴規則しか持っていないのですよ。19 年８月に委員会の傍聴規

則をつくったと。これは本会議の部分と委員会とが違うということでつくったのですが、19 年

８月、あわせて申し合わせ事項を持っていたものを議会運営基準の中にルール化として組み込

むという作業をしたわけです。申し合わせ事項をつくらないということでしたわけです。  

いろいろなものを調べていきますと、神奈川県の横須賀市議会が 2002 年に、要するにより開

かれた議会、うちと目指すところは同じなようですから、問題点を洗い出す中で、分権時代に

ふさわしい法令体系になっていないということで直しているのですよ。というのは、今、議会

の会議規則は、本会議と委員会の規則、混同していまして、委員会の規定というのは本当に小

さいのですよ。本会議と委員会には自治法上は適用されませんので、それで、私の考えとして
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は、本会議の規定と委員会の規定を分けてつくってはどうかという提案なのです。 

今、会議条例は持っていないのです。委員会規則がないのです。ですから、新たに会議条例

をつくって、議会の基本的な事項の条例をそこの中に取り込むということです。議員定数から

今議論しています議決事項の追加、それから専門的知見の活用ですとか、政策研究会の設置の

方法、会期のあり方、会議時間のあり方の基本的事項は会議規則で設けたいという考え方です。 

今、会議規則持っていますから、会議規則の中には委員会規定も入っているのですね。委員

会規定の根本的なものは委員会条例に移しまして、委員会の基本的なものと合体させて設けた

いと。委員会条例の運用部分を規則にゆだねたいということなのです。 

いずれにしても、こういう分け方しましても条例・規則はすべて議会の議決事項だと思って

いますので、それほど分ける大きな理由はないのですけれども、これをやることによって整理

がしやすくなって、どこに議会改革の項目を入れていくべきかという部分が見やすいのではな

いかということです。 

今、議会改革で議論しています本会議における一問一答方式ですとか、自由討議・反問につ

いては規則条項に直していきたいと。委員会条例の中に移動常任委員会の規定ですとか、自由

討議による運営等を規定していきたいと。大体そういうような流れで、条例体系を組み替えた

いという案です。空白で整理はしていますけれども、流れとしては実際に見てみないとわから

ないかと思います。 

会議条例の中の議員定数ですとか、定例会の回数ですとか、専決事項ですとか、議決事件、

これ今まで 1 本１本の条例を持っているのですよ。会議規則の中に全部一本化してしまう。議

会の条例制定事項について全部そこの一本にしてしまう。 

○委員長（山本浩平君） 質問あればどうぞ。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） これやはり、もうちょっと説明を聞かないと。今ざっと説明はしてい

ただきましたけれどもね。個別の部分にも入っていますから、ここはこうという形になってい

くとは思うのですけれども、この今の中で、非常にやりにくい部分が、事務局の中であるので

しょうかね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） やりにくいというより、わかりやすいのではないかと思います。

本会議は本会議の体系、委員会は委員会の・・・。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） なぜ、分けなければいけないかということが、もう少しわかりやすく

説明いただければ、会派のほうでもできるかなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長、何か。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  局長、これ例えば、今この改正のほうを、具体的に案をつくって入

れてみて、こういうぐあいになるのですよとやったほうがわかりやすいのかもしれないですよ

ね。イメージとして湧かないのかなと。本会議は本会議、委員会は委員会という形でこう分け

られるのだということを、これだけではわかりづらいようだから、そういう具体的にこうなり
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ますよというような案で、皆さんに検討してもらったほうがわかりやすいのではないかと。 

○委員長（山本浩平君） 局長、どうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今、うちは標準規則を使っているのですよ。全国一律の規則を

使っているのですね。ですからそれが左の体系の３本柱なのですよ。これが全国一律なのです。 

 ただ、今、第３次の改革で自治基本条例に基づいて一定のルールを条例規則に組み込むとい

う話をしていますよね。準則ではなくなるのですよ。整理した法体系を持たないと、基がなく

なりますからバラバラになっていくと。そういうことなのです。ですから、本会議と委員会で

整理をしておかないと、どこにどういうものを組み込むかという整理がつかなくなってくる。

整理つかないというよりわかりづらくなってくるということ。 

 前からお話ししている、第３次議会改革は一定のルールを決めて一定の規則体系に盛り込ん

でいくというのは、これ自治基本条例できたときの基ですか、今まで議会改革という一つの目

標としてのものしかなかったのですよ。ですから、ルール化ですから、規則・条例に組み込め

ば、改革ではなくてやらなければいけないのですよ。そういう組み込み方をしていくと、準則

でなくなってくるのですよ。自治法変わったときに、いろいろ示してきていますけれども、示

したものがイコールでなくなるという部分ですよね。 

 ですから、そこのまちにあった体系で組み直したいということだけなのですよ。ですから、

本会議は本会議の規定、委員会は委員会の規定で整理するということだけなのですよ。今、会

議規則の中に、本会議と委員会が混同しているのです。わかりづらいですか。 

○委員長（山本浩平君） 正直、会派の会議、このことについてはまだ開いていないのですけ

けれども、どういうふうに説明しようかなと。逆に質問されたらどうやって答えようかなとい

う正直なお話しですけれどもね。今のままでは、絶対に何か不都合が出てくるということでし

ょうか、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  不都合は出ないと思います。 

○委員長（山本浩平君） だけど、項目がよりわかりやすくなるのですよということですよね。  

○事務局長（上坊寺博之君）  要するに、議会の条例というのは１本ですから、今、ここに書

いてあるだけの、これだけの条例が出てきますから、とりあえず１本にしてもらうと。本会議

の条例と会議の運営と、要するに議会の本体の運営と委員会の運営を分けると。 

 今、このように提案していますよね。これをどこかに組み込んでいかなければならないので

すよ。そうしたらもう準則ではなくなるのですよ。 

○委員長（山本浩平君） はい。前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  言葉に、委員会条例と会議規則がありますけれども、どうも上

下関係しているところがあるから、そういう部分を整理すればよりわかると思うのですけれど

も。ただ、議会運営基準で今やっている部分が、かなり、委員会規則や会議規則に入ってくる

ものがあるのでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君）  入っているのもあります。 

○委員外議員（前田博之君）  だから、その辺を運営基準で整理されている部分と、そうでは
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なくて会議規則の中に入ってしまうと、これはもう規則になってしまいますから、そうすると、

極端な言い方をすると、また触れて悪いのだけれど、委員外議員のこの発言についても、今は

議運委員長の運営の仕方に配慮すると。運営基準だからどのようにも運用できるのですよ。だ

けれども規則だと決めてしまったら、委員長が議会の総意があっても、仮に僕が「おかしいの

では。規則がこうなっているのだからやりなさい。」となったときに優先されてしまうのですよ。

だからそういう部分、僕も含めてきちんと整理していかないと、非常に縛りがくる可能性があ

るのではないかなと思いますよ。  

 これはやはり、体系だけではなくて、中身も全部一つずつ整理した中で勉強してやっていか

ないと。これは条例に入れる。これは規則になるとかやっていかないと。そしてこれは、議運

で条例になった場合、みんな提案しなければだめでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ただ、基本的には１回整理して分けるだけですから。委員会の

もっていない発言の規定だとか、採決の方法って委員会にないのです。本会議に倣って、こう

やって決めているだけで、委員会の規定というのは、発言だとか質問のルールだとかそういう

のは持っていないのですよ。 

 本会議のことは委員会にもって来れませんので、それは自分たちで決めていくということ。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 要は、規則で条例化して当然決まっていく。ただし、運営上そういっ

た細かな部分は、また更にこの部分でやっていくしかなくなると理解していいのですか。そう

だろうね。載せられない部分もたくさん出てくるだろうから。 

○委員長（山本浩平君） 局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  見ていますけれども、議会運営基準というのは、今、委員外議

員の部分、多少整理してやらないと、こちらはだめだと言っているのに、こちらではいいとい

う部分当然ありますけれど、基本的に運営基準というのは、そういう部分は少ないと思います。 

 例えば、何日前に締め切りなさいとか、本当に運営上の問題ですので、それほど重複してい

るのはないかなと思いますけれど。例えば、議案の写しを各議員に配付するとか、議長配付す

るとか、こういう規定しか書いていないです。ここは。 

 議案は、印刷して３日前までに配付されるだとか。こういう部分しか入っていないですね。

それほど重複するところはないと思いますけれども。きちんと見たら、先ほど言ったように、

今、会議規則の委員会の部分に入っている委員外議員の規定と、今は当然重複している。そう

いうのは、ないとは言えません。 

○委員長（山本浩平君） はい。先ほど議長からもお話もありましたし、前田委員外議員から

もお話ありましたとおり、具体的に当てはめたものを提示していただいて、それから議論する

ということでいかがでしょうか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） はい。局長それでよろしいですか。大丈夫ですか。できますね。は

い、そして継続審議をしていくということにしたいと思います。よろしいですか。  
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〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） はい。次に、その他ございますので、局長お願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君）  これは、及川委員から言ってもらったほうがいいのではないで

すか。提示してもらって。 

○委員長（山本浩平君） その他の点、及川委員からですか。インターネット中継について。

はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。あす、16 日。財政特別委員会が開かれます。そこで、実は

皆さんにお諮りしたいのですが、本会議の場では当然インターネットで町民の皆さんに配信し

ているのですけれども、委員会については、インターネットは配信していないのです。 

そこで、事が非常に町民の皆さんの関心も高い部分ですので、皆さんのご理解が得られるの

であれば、インターネットでの配信も考えたいということだったのです。いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） はい､皆さんにお諮りしたいと思います。ただですね、その件につ

いて異論はないのですが、例えばあすのことは皆さん知らないですよね。それがちょっと。と

思いますね。以上。及川委員。 

○委員（及川 保君） 本当、大変失礼しました。ちょっと不可能だったのですが。委員長の

おっしゃるとおりですね、きょうのあすですから。皆さんのご理解をいただくというのは非常

に厳しい状況ですね。 

○委員長（山本浩平君） せっかく配信しても、皆さん知らないのではないでしょうかね。だ

から、今後としてはいいと思うのですよ、この次まだありますよね。あすやることのメリット

といったらなんですか。職員はみんな見られるでしょう。 

○委員（及川 保君） 職員はいいとしても、当然知らないから、開いたら出てきた。そのよ

うなことがあるのか知れませんけれども、ただ、どうですか。やって弊害といったら変ですけ

れども、本会議も放映しているわけですから、特に問題はないととらえていたのですが、いか

がでしょうか。例えばあす、周知はできないのですが。これ、手間はどうなのですか。 

○委員長（山本浩平君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  やるとなったら、朝に入れなければならないでしょう。あれ立

ち上がるのは時間がかかるから。10 時なって、やるぞと言ってもだめなのですよね。 

 前の経過は、なぜここに出してもらって委員長にお話してもらったかというと、前に議論が

あるのですよね。というのは本会議がスタートして、全員の委員会であれば議場でやりますか

ら、放映できるという部分があったときに、前の議論では限定して、予算と決算だけと言われ

ているのです。前の病院のときも流しませんでしたし、これは議運で１回決定していますので、

確認事項としてしなければ、これがよくてこれが悪いかという・・・。だから、議場でやると

きはすべて流すような形に統一になるのだろうと思いますし、そこの確認だけは必要ではない

かなと思ったところでございます。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 今、局長の説明があったように、今までやっていないわけなのですけ
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れども、議事堂でやる場合にはやるべきなのかという、そういった細部のこともあるのですよ

ね。ただ、あすやるかやらないかというのはやはり、きちんと議論してからやったほうがいい

のか。やると思えば次回もできますからね。それを皆さんに諮っていただければ。あすやるに

しても、やらないにしても。 

○委員長（山本浩平君） いいですよ、質問があれば。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 私、忘れてしまったのですけれども、決算・予算委員会はやるのです

か。それ以外の特別委員会はやらないと決めた理由は何だったのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） やらないと決めた理由ではなくて、それだけはやろうという・・・。

はい、前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君） 私は、放映することは開かれた議会でいいと思いますけれども、

ただ、ルール化をきちんとしておくべきだと思います。予算と決算委員会だけ、今なっていま

すけれども、これ政略がらみで非常に大きな問題ができたときもありますけれども、それはし

ないとか、これはしないとかという部分で議論をされますから、どうであってもルール化だけ

はしておくべきだと思うし、きのうの行政改革委員会の室蘭民報の記事を読んでも、記事によ

ると議会云々という意見が書かれていましたけれども、やるのであれば冒頭からきちんと主旨

を言って放映するということにしたほうがいいし、途中からやると「そのためにしたのか。」と

とる人もなきにしもあらずだけれど、それはそっちに置いておいてもいいけれど、やはりルー

ルを整理してからやったほうがいいと思いますよ。 

○委員長（山本浩平君） せっかくやっても「知らなかった。」という声が多くなっても困り

ますよね、逆に。「聞いていないよ。」みたいな話が・・・。ちなみにこれ、特別委員会の小委

員会等で、こういった話が出たわけですか。そういうことでもないのですか。小委員会で出た

のですか。小委員会でやったほうがいいというお話になったと。会派に持ち帰って検討してく

ださい。あすは、きょうのあすなので、それはちょっと無理がどうしてもあると思いますので、

今後は前田委員外議員が言われたようにルール化が必要だと思いますので、会派の中で検討し

ていただきたいと思います。  

（２） その他、局長ありますか。特にありませんか。皆さんのほうからございませんか。  

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君） はい。なければ、今の特別委員会のインターネットの中継について

は、次回の議運までに各会派で議論してください。23 日までに各会派で議論をしていただきた

いと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） ３時間以上に及ぶ議会運営委員会でございました。熱い議論を賜り

ましてありがとうございます。 

 これをもって、本日の議会運営委員会を終了いたします。ご苦労さまでした。 

（午後 ７時１３分） 


