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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６月６日（金曜日） 

   開  会  午後 １時３２分 

   閉  会  午後 ３時３０分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

 １．第３次議会改革について 

 ２．議員の派遣について 

 ３．農業委員の議会推薦について  

４．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．議員の派遣について 

 ３．農業委員の議会推薦について  

４．その他について 

                                         

○出席委員（１１名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

 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      委員外議員 吉 田 和 子 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 

書   記   小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） 議会運営委員会を開会いたします。  

（午後 １時３２分）  

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の協議項目は、このレジメのとおり、１番から４番についてで

ございます。事務局長のほうから説明をお願いいたします。  

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは、私のほうから説明いたします。きょうは、３点ほど

議題としてもっております。一つは、第３次議会改革。６月会議最終日の 19 日に報告するとい

う予定になっておりますので、最終案をご審議いただきたいと思っています。 

それと２点目は、議員の派遣承認についてでございますが、ちょっと期間はまだありますが、

アカデミーのほうから参加申し込みが既に受付来ておりますので、お諮りしたいと。 

もう１点は、農業委員会の議会推薦でございますが、任期満了が７月 19 日で切れるというこ

とでございますので、６月議会で推薦をいただきたいということでございます。 

大まかに言いまして、３点をご議論いただくということになっております。以上であります。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、早速１番目の協議事項、第３次議会改革について、局長

のほうからまとめたものについての朗読なり説明なりをお願いしたいと思います。  

○事務局長（上坊寺博之君） まず、４ページまでまとめた部分を報告させていただきます。

１番から５番目までは省略させていただきます。 

６番目、１項。調査結果及び意見ということでございます。読ませていただきます。本委員

会は、平成 19 年第４回定例会において、第２次白老町議会改革の検証を委員会報告し、併せて

議会の関連条項を盛り込んだ白老町自治基本条例を制定したところであり、同条例第 15 条議会

の役割と責務では、議会は情報共有と住民参加を図るとともに、不断の議会改革の推進に努め

ますと定めていることから、更なる改革に向けて検討を行ってきたところであり、同条例の理

念を十分に反映させる第３次白老町議会改革の取り組みに着手するものである。 

（１）です。議会改革の経過について。白老町議会は、平成９年に議会改革に関する調査委

員会を設置し、みずからの権能により「議会の活性化と町民に親しまれる議会づくり」を目標

に、10 年余りの期間において不断の議会改革に議員一丸となって取り組んできた。議会改革は、

平成 10 年度からの「第１次議会改革」及び平成 14 年度からの「第２次議会改革」に区分され、

改革の主な取り組みは、「議員の政策能力の向上」と「町民に親しまれる議会づくり」などを目

指し、様々な活動を行ってきたところである。 

（２）です。改革の基本的な考え方。議会の活性化に特段の決め手はないと言われているが、

私ども議員は、町民に対する役割、責任を果たすための議会づくりを目指すため、町民の代表

者であるとの強い認識を持ち、議会のあり方や議会の活性化の議論にとどまらず、町民に開か

れた議会のあり方、議会と町民参加、議員の資質向上など議会制度の改革を積極的に議論して

いかなければならない時代であることを議員一人ひとりが自覚するものである。改革にあたっ
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ては、特に、議会活動が積極的に公開され、また議会に町民の声が活発に届けられるような議

会と町民の関係を構築していくことを念頭におき、本町が抱える財政事情も十分考慮し議会改

革に取り組むこととする。 

（３）改革項目のルール化（条例・規則化）。全国の議会においては、分権時代にふさわしい

議会運営を目指して様々な議会改革の取り組みがされている。平成 14 年に神奈川県横須賀市は、

議会条例と委員会規則を新たに制定し、本議会の運営と委員会の運営を体系付けた条例、規則

の整備がされたのを初めとして、平成 17 年に栗山町議会から発信された議会基本条例が元で、

各地で同様の条例の制定される動きがあり、議会改革を「議会の制度」として定着させる動き

が起こっている。白老町議会は、第１次及び第２次の議会改革項目において、町民の関係で有

効に役割を果たしてきた活性化の手法もあり、第３次議会改革の項目と併せて改革の期間内に

おいてルール化（条例・規則化）の検討を行い順次整備を行う。 

（４）改革の計画期間。第３次議会改革の計画期間は、平成 20 年度から平成 24 年度までの

５年間とする。なお、計画期間中に再検討や状況の変化等により、即応を要する場合は、その

都度、議長及び議会運営において検討することとする。 

（５）改革の項目。第３次議会改革の項目は、白老町自治基本条例、平成 18 年条例第 30 号

の議会に関する条項を基に別紙１、別紙２体系のとおりとする。１、町民に開かれた議会、２

項目。２、町民に親しまれる議会、４項目。３、議員の政策能力向上、３項目。４、議員の倫

理、２項目。５、会議の運営、４項目。６、議員定数等、１項目。 

（６）第１次及び第２次議会改革項目の継続的な取り組み。第１次及び第２次議会改革（平

成 10 年度から平成 18 年度）において改革した項目については、更なる充実を目指し、「第３次

議会改革」の計画期間においても引き続き積極的に取り組んでいくこととした。 

報告文は以上のとおりです。別紙１、別紙２はあわせて掲上しております。表につきまして

は、議会運営委員会の部分については、前回報告したとおりでございます。それと、裏の体系

図につきましては、まだまとまらなかったものについては省いております。検討とした事項に

ついては、検討という形で付記してございます。私のほうからは以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、本日広報広聴常任委員会の斎藤副小委員長に出席をお願

いしております。その中で、町民に開かれた議会、２項目。そして、町民に親しまれる議会の

委員会の地域別開催以外の３項目。この点につきましては、広報広聴常任委員会の関係してい

る部分ということでございまして、審議をしていただいておりました。その内容を広報広聴常

任委員会副小委員長の斎藤議員のほうから説明をお願いしたいと思います。斎藤議員。 

○委員外議員（斎藤征信君）  広報広聴常任委員会の斎藤でございます。鈴木委員長が急遽ぐ

あいが悪いということで、きのう夜になってからそれが告げられたものですから、十分な報告

にならないかと思いますけれども、局長の応援をもらいながら話を進めていきたいというふう

に思います。  

今、委員長から言われたように、町民に開かれた議会の中の２項目。それから、その下の町

民に親しまれる議会の３項目。４項目あるうちの委員会の地域別開催を抜かした３項目。これ
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らについては、私たちの範囲でございますので、その件について、今までの経過を述べたいと

思います。まだ総括的には結論が出されていない審議中ということでありますけれども、まず

上のほうからいきます。  

議会情報の公開のところでは、今までホームページだとか議会広報だとか、町の広報、議会

掲示板、インターネット放映など積極的に情報公開を行ってまいりました。ただ、その中でま

だまだ十分とは言えないだろうということで、これからもっと工夫する必要があるということ

で今話をしていることは、情報共有を図るため、公開の仕方を工夫するということから言いま

すと、一つは、議会広報の内容をいかにすべきかということで検討を加えているところです。

大事な点は会派に持ち帰って話をしてほしいというふうにしておりまして、議会広報を今まで

長い間続けてきたその内容について改善をしていきたいということです。ついでながら申し上

げますと、会派に持ち帰っていただいたのは、広報の回数だとか、記事の内容。それから編集

の方法。大きく言えば、皆さんが一般質問などで出されている質問について、どうも今までの

状況では、それぞれの人の主張がよくわからないと。一問第一答目だけで答えも、答弁書のと

おりということでは、あれは議会の広報なのか町の広報なのか、質問が一行であとは町の答え

がたくさん書いてあると。あれでは議会の広報ではないのではないかと。議会の議員の皆さん

の活動がもっとよく見えるように編集法は取り替える必要があるのではないかというようなこ

と。それから、町民の声をどう拾い集めて、それを反映していくかというようなことなど、こ

れらを会派に持ち帰って検討してもらいながら結論を出していきたいと、こういうような作業

をしている最中であります。  

それから、あと話題になっておりましたのは、議長の交際費について、支出の基準なんかを

明確にする必要があるのではないかと。もちろん公開ということではしなければならないこと

だけれども、厚真町でも出されております基準、それらを参考にしながら交際費の支出基準を

明確にしていくというようなことも検討中のところであります。 

それから次には、議会の日程などをもっと明らかにして、町民の皆さんにも参加してもらえ

るように、議会掲示板を増設したらどうかと。今はあちこちにありますけれども、もっと広く

掲示板を増設したらいいのではないかというようなこと。 

次にもう一つは、選挙時についてなのですが、みんなで立会演説会というものを検討してみ

たらどうなのだろうと。それぞれの候補者が主張する、そういうようなことが皆さんにわかる

ような、立会演説会というのはできないかどうなのか。あるいは、町議選挙においては、選挙

公報というのがないのだけども、選挙公報というものが発行できないのかどうなのか。そうだ

とすれば、かなり便利になるのではないかというようなことで、これは選管とも協議していく

必要があるのではないかというようなことで、この情報の公開については、以上のような課題

を残しながら、今検討中というところであります。  

それから二つ目の議会報告会の開催ですが、議会報告会、それから次の議会懇談会、これを

積極的に開催していくという建て前は、私たちは十分理解しているつもりなのですが、議会報

告会を定期化したらどうなのかという問題で、今審議中であります。局長のほうから常任委員



 5 

会の要因として、やはりこういう報告会なんかを定例化しながら、きちんとやっていくという

ことが望ましいというふうに言われているわけですけれども、定例化した場合にいつどのよう

なときにやるのか。予算時、決算時、それだけでやると本当に町民の関心の持てるところでや

れるかどうかというような、そういう論議がありまして、今どこの場面で開くことが望ましい

のかということを検討中であります。その次の懇談会の開催との関連なのですが、町民から様々

な意見を聞くということ、このことが最も大事なことで、積極的に回数を決めていって、課題

をきちんと押さえた上であらかじめいついつやるというように決めておいて、町民からたくさ

んの声を聞くということで、それをまとめてどうするかという案を持ちながら議会報告会もつ

くっていけるのではないかというような考えもございまして、その間で今審議中ということで

ありますので、必ずや懇談会を開きながら報告会も積極的にやっていくというような形になる

のかなと、そのような気もしていますけども、その当たり今検討中でございます。  

それから、町民から意見を聞くという４つ目の問題ですが、これは今までも様々な意見を聞

くというチャンスというものを用意してきたわけですけれども、メール、ファクス、意見箱な

どをもっと積極的にやりながら、町民が議会に意見、提案を出しやすい環境をつくっていくと

いうことで、今のところはその程度で押さえています。  

もう一つは、委員会の活発化ということでは、各常任委員会の後、町民との懇談会を持ちな

がらやっていく。これは各常任委員会が積極的に懇談会を併設していくと。それを応援してい

くという立場で、これは物を考えていくということを私たちは今考えて、それらについて今、

論議中ということでございます。以上、大体このような状況であります。  

○委員長（山本浩平君）  斎藤副小委員長、大変ありがとうございました。今、お話がござい

ましたとおり、広報広聴常任委員会では、今の内容含めて審議中であり、各会派に持ち帰って

いただく内容になっているというお話でございました。それぞれその内容についての協議をさ

れている会派もあると思いますし、まだ行われていない会派もあると思います。この際でござ

いますので、今の内容について、特段何かお尋ねしておきたいことがあれば、皆さんどうぞ。  

○委員外議員（斎藤征信君）  今の会派で審議しているやつは、６月９日に広報広聴常任委員

会を開くことになっていますので、そのときに会派の意見をまとめようという予定になってお

ります。 

○委員長（山本浩平君）  ９日までには、それぞれ会派で持ち寄って来るということになって

いるということですね。そられ含めて質問あればどうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の斎藤副小委員長のほうから、議会報告会の開催についての話があ

りましたけれども、これは今審議中だという話はしていました。町民に親しまれる議会の中の

議会懇談会を持って、議会報告会にかえていくという考え方もあるという、そういう話をされ

ていたような気がするのですけど。  

○委員長（山本浩平君）  斎藤委員外議員。  

○委員外議員（斎藤征信君）  ちょっと説明、舌足らずだったかもしれませんけれども、懇談

会をやって報告会にかえるという意味ではございません。懇談会をやってたくさんの声を聞く
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ことによって、報告すべき内容が出てくるのではないかと、そういう中で報告会というものを

用意したほうが、町民の関心のある部分について報告できると、こんなふうに考えて、懇談会

でたくさんの意見を聞くことが大事ではないかということであります。これを切り離してしま

って、報告会だけ先にやってしまうと、町民の関心ある課題のときにそれを設定するというの

はなかなか難しくなってしまうということで、そうなると定期にやっていると予算が決まった

とき、決算が終わったとき、そのときだけになってしまったら、それらの説明で終わってしま

うのではないかというような心配をしている向きがかなりあるわけです。そんなことをどうい

うふうに克服するかなということであります。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） よくわかるのですけれども、あくまで町民に開かれた議会の中の議会

報告会と町民に親しまれる議会を目指すべき議会懇談会というのは、それぞれこういったふう

に縦分けしますと違ったような形に見えますけども、時によってはそういう融合するというか、

そういうことも考えられるということで理解してよろしいですか。  

○委員長（山本浩平君）  斎藤委員外議員。  

○委員外議員（斎藤征信君） その辺は柔軟にとらえていったほうがやりやすいのではないか

というふうに考えているのだけど、これはまだ全体のものになっておりませんけども、そうい

う意見もあることは確かです。 

○委員長（山本浩平君） ほかございませんでしょうか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 町民から意見を聞く機会をふやすというメール、ファクスによる意見

等も積極的にとおっしゃっていたのですけれども、それを聞いた後どうするというのは、何か

まだお話はないのでしょうか。その辺、お願いします。  

○委員長（山本浩平君）  斎藤委員外議員。  

○委員外議員（斎藤征信君）  まだそこまでは行っていないのですよ。これはそういう課題が

あるということで確認はしているのですけれども、それをどうするかまではまだ話が行ってい

ないというふうに押さえてください。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、質問ございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  なければ、９日まで各会派の意見をまとめていただいて、広報広聴

常任委員会のほうに、それぞれの会派の考え方を報告していただきたいというふうに思います。

また、議会運営委員会のまとめております、この所管事務調査のまとめたものにつきましても、

各会派で精査をしていただいて、この内容につきましては 13 日の議会運営委員会で協議をした

いというふうに思いますので、各会派で精査をしていただきたいと思います。及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、委員長言われた 13 日に何を検討するということですか。  

○委員長（山本浩平君） 先ほど局長が説明した内容ございますね。これが、きょう出てきた

ばかりなので、ここで一つ一つ審議しても時間もあれだという観点から、会派で一度持ち帰っ

ていただこうかなというふうに考えたわけです。  
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○委員（及川 保君） これを報告するのですよね。委員会報告は議会において。この中身を

どうかという部分で。  

○委員長（山本浩平君） 今ここでやっても構わないのですけれども。  

○委員（及川 保君） いいのではないですか。特に何か問題があるとは受け取れなかったの

ですけど。  

○委員長（山本浩平君）  それでは、皆さんに諮りたいと思います。この場でよろしいという

ことであれば、このようにしたいと思いますけれども。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、局長が読み上げた文書についてはいいのですよ。

僕が思っているのは、第３次白老町議会改革の取り組みというのは、広報とうちを両方なので

すね。ですから、それを委員会報告するわけですから、この中身について、これでこれから取

り組むということがいいかどうかということを会派で確認をしてもらって、議運で決めるとい

うことを委員長は言ってらっしゃるわけですよね。私はその必要はあると。なぜかというと、

まだ広報は正式決定９日ですから、そのあと含めてあるわけですから、この部分がどうか。前

の部分については一般的なこと書いていますから、字句直すくらいでしょうけど、ここの部分

については、我々がこれから取り組んでいくことですから、ここはきちんと会派で確認して、

今後やっていくということで全員の意思統一をして、直すところは直しながら決めた方が私は

いいと思います。そういう意味で委員長、多分会派で協議してくださいと言ったと思います。

裏の部分も検討ということがあるのですよ。一番最後の部分。この検討という部分の詰めもあ

るのですよ。ですから、ここで詰まれば詰めてしまえるのです、13 日に。この検討ということ

が正式にやるかどうかということになる部分もあるかもしれませんので、そういうことはやっ

て確実を期したほうが私はいいと思いますから、会派に持ち帰えらせていただいて、もう１回

協議するというふうにしたほうがいいと思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君）  副委員長、ありがとうございます。私の全く言葉足らずでございま

して、そのような意味合いで文書のほうも再度と思いましたけれども、これは特段問題ないと

いうご意見が多数のような気がしております。この議会改革の取り組みのまとめたこの表の内

容及び裏の検討の部分。例えば議会年報の作成公開の検討。議長交際費の支出基準と公開の検

討。いくつかまだ検討材料になっているところがございますので、こういった部分を 13 日の議

運までに各会派で再度もんでいただいて、最終的に決定していきたいと、このように思います

けれども、いかがでしょうか。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 文言のことだけです。13 日もう１回持ち帰ってくるといいます

から、この言葉だけ会派で協議してほしいのです。私は、３ページの（２）の改革の基本的な

考え方の２行目の最後のほう。町民の代表者であるとの強い認識という、町民の代表であると

いう言葉がいいかどうか、議論していただいて。私はちょっと別の言い回しのほうがいいのか

なと思うのですけども。それだけです。 

○委員長（山本浩平君）  参考までに、別の言い回し方。 

○委員外議員（前田博之君） 町民の付託を受けたとか、そういうような。代表者というのは
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どうかと思うのですけれども。私個人としては。  

○委員長（山本浩平君） 今、前田委員外議員から指摘がございました点について、協議をし

ていただくということでよろしいですか。ほかございませんか。何か気がついた点あればどう

ぞ。なければ会派で協議をしていただいて、持ち帰っていただきたいというふうに思います。

それでは、次の協議事項に移りたいと思います。議員の派遣についてでございます。局長、説

明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ちょっと、まだ先の話なのですけど、来年、年を越すのですけ

ど、ただアカデミーのほうから申し込み来ていまして、先着順ということになっているのです。

多分そんなに詰まらないという気はしますが、派遣承認だけは取っておく必要があるのではな

いかと思いまして、そうでないと私どものほうで手続きとれませんので、今、前任期までの方々

については議長を最後にしまして、全員１サイクル終わられています。新たに 19 年の 10 月で

当選された方々は、参加されていない方３名おります。予算のときに２名という予算組みをさ

せていただきましたが、その辺を含めて議論いただきたいと思います。副議長が東京行く予定

だったのが行かれていないですから、全体的にやってみないとわからないですけど、３名は可

能かなという気はしております。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、議員の派遣の件について、皆さんいかがでしょうか。近

藤委員。 

○委員（近藤 守君） 松田委員が名前載っていますけど、ベテラン議員さんでもやはりこう

いう場合は、やはり順番で行くというのがルールなのですか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  新人がどうのこうのということではないのですよ。向こうへ行

きますと自治の講演があったり、多分先進事例の事例報告があったりということで、決して新

しい方だとか、経験のということではないのですね。特別セミナーなのですよ。要するに、議

員さんを対象としたセミナーですから、どなたが行っても事務局としてはよろしいのではない

かと思っていますけど。  

○委員長（山本浩平君） 現実的に僕も参加したときには、議長さんだとか副議長だとか結構

各地のベテラン議員さん来られていました。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 私、正直言って今近藤委員から質問出ましたけども、本当に予算が許

されるならば４名ずつ行かれて任期の間に１回くらいは行かれたほうがいいようなアカデミー

ではないかな、研修内容ではないかなと私自身はちょっと感じておりましたけれども、本当な

ら３名ではなくて４名行ってほしいくらいだなと基本的には思います。個人的にですね。  

○委員長（山本浩平君）  今そういった意見がございましたが、予算的な部分については、局

長どうなのですか。３名が限界なのですか。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には再選なされた方は既に１回は行かれているのですね。

条件としては、新たに当選された方がゼロ回ですから、ルールからいったらゼロ回が優先され

るだろうと。再度、行かないかについては議論いただかなければいけませんけど、前回は１サ
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イクルということで予算組みしていますので、そうなると今まで行った方、今度また回さなけ

ればならないのです。その辺もありますので。予算は２名しか認めません。それを３名くらい

行けるかなと。３名出すということは、今回で終わってしまうのですよね、１サイクル。とい

うことで３名。来年一人も可能ですけど。予算は２名だけしか組んでおりません。  

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今回、２名の予算だけど３名行けるというのですから、３名行け

ば一回り終わるわけですから、３名行っていただいたほうがいいのではないですか。それ以外

のことについては、また後ほど議論があれば、そのとき提案していただくということで、今回

については３名ですから、３名行っていただけるだけの旅費があるのであれば、何も問題ない

でしょう。行っていただいたほうがいいのではないですか、と思いますけど。  

○委員長（山本浩平君）  お諮りいたします。今、副委員長から提案がございました切りのい

い状況だということでございますので、事務局の提案どおり３名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）  それでは、そのように決定をさせていただきたいと思います。  

 協議事項の３、農業委員の議会推薦についてでございます。局長、お願いいたします。  

○事務局長（上坊寺博之君） 農業委員につきましては、20 年７月 19 日に任期満了が来ます。

議会から学識を有する者として、一般の方から１名、議員さんの中から２名ということで、３

名議会推薦してございます。一応任期満了に伴いまして、７月 20 日以降の新たな議会推薦をし

ていただきたいということで、別紙のとおり届いておりますので、今回の議会の最終日で推薦

するような形になります。ちなみに資料ついていますけど、これは後で見ていただきたいと思

います。特に参考資料、次のページ、３ページですけど、議会運営委員会の規定で、議会推薦

で農業委員会は議員が任期満了するとき及び議員でなくなったときには辞任するということに

していまして、前回のときに鈴木さんと中出さんが辞任していただいて、新たに現在は土屋さ

んと西田さんが今農業委員ということです。必然的に残任期間でございますので、20 年７月 19

日をもって任期満了になります。空席になりますので推薦をいただきたいと。ちなみに町側の

ほうの一般の農業者から選ぶ学識者につきましては、一番最後のページで今現在吉田隆一さん

が１期行っているわけですが、２期目についてもできれば再任をお願いしたいということでご

ざいました。それを受けるということになれば議会からどなたか推薦するかということになろ

うかと思います。一応、19 日の議案に出しますので、13 日まで決めていただきたいなと。会派

間で調整をお願いしたいと思います。 

一枚ものついていると思いますが、農業委員会を指名推薦、議会推薦する場合は除斥の対象

になります。従来も除斥をしてございますが、２人同時に退席をいただいていたというのが会

議録の現状でございます。ただ、前から言われていたのですが、本人の部分でない部分を退席

するものですから、一人一人しなさいという規定がございまして、今回から一般の方の指名推

薦できないかお諮りして、Ａという議員になったときＡという議員だけ除斥していただくとい

う、Ｂという議員は残ってもらうと。そしてＡという議員が指名推薦されますと戻っていただ
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きまして、今度Ｂという方が出ていただくと。こういう形で諮りたいなと思っております。こ

れが正規なのです。多分、２人同時に除斥するということはできない。自主的に退席するとい

うことはできるのですけど。ただ、今までの会議録見たら２人同時に退席しているのですよね。

これ、もしかしたら再議に値するかなという気がしているのです。自分の一身上の部分だけな

のです。だから、例えば今までだったら土屋さんの部分だけは異議あるかないかという権利が

あるのですよね。それを出すということはできない。今回から議案は１本ですけど、３人、一

人一人諮りたいということでご了承いただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  この件について何か質問ございませんでしょうか。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  ちなみに、ご報告だけしておきますけど、農業委員の選挙、一

応告示が７月１日で執行が７月６日になるそうです。定数以内であれば選挙はないですけど、

定数を超えれば、そのような選挙になるということをお聞きしております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは 13 日まで各会派での調整を行うと。会派間同士での調整を

行う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） 議長、何かありますか。議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今の補足の関係ですけど、確か３年ですね。３年ですから、今度こ

のままいっても議員の改選と同じ年。この任期内で選挙は終わりますね。  

○事務局長（上坊寺博之君）  これ図、間違っていますね。  

○委員長（山本浩平君）  局長、説明願います。  

○事務局長（上坊寺博之君） 残任期間でいくと３年ですからまだ余る、７月ですから 10 月大

体選挙ですから、４カ月ぐらい新たな人を選出しなければだめなのです。２回選出しなければ

ならないのです。選挙がずれる前は４月の４月でしたから、それから選任していますから、そ

んなに支障ないのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  しようがないでしょう。よろしいですね。それでは、その他に入り

ます。局長、何かございますか。  

○事務局長（上坊寺博之君） その他、直接まず１点目は、及川委員長に確認だけさせていた

だきたいのですけど、よろしいですか。特別委員会の関係だったのですけど。16 日と 20 日。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。正副特別委員長２人で町長にお会いをすることができまし

た。それで、先般の小委員会の中で決定された事項につきまして、６月 20 日 10 時から特別委

員会を開催するのでありますが、その席に町長が 10 時から出席をお願いしましたところ、了

解いただきまして、予定どおり委員会が開催されますことを、ここに報告させていただきます。  

○委員長（山本浩平君）  何か皆さん、ご質問ございますか。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。小委員会の中で病院の関係、やれればと話がでていた

のだけど、その話はされましたか。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 
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○委員（及川 保君） 及川です。実は、この件について私、町長にお伺いすることをちょっ

と忘れていまして、そのあとに副委員長のほうからその件もありましたよということでお話し

たところ、その旨は町長にお話してありますので。  

○副委員長（大渕紀夫君） ということは、審議できるという意味ですね。 

○委員長（山本浩平君）  皆さん、よろしいですか。それではもう１点、私のほうからお話を

させていただきますけれども、先般の議会運営委員会の中で、今の点に関係ありますけれども、

６月 20 日の特別委員会に町長が出席をすると、その時点で特別委員会等でもんでいた町立病院

の関係を町長が出席をするときに、各議員さんたちから質問をしてはいかがというような話の

中で、今回の定例会における一般質問に関しましては、今までの議会の申し合わせといいます

か、慣例どおりそれは行わないようにしましょうということで、前回議運の中でそういった確

認をさせていただきました。しかしながら、今回の一般質問の中で松田謙吾議員から白老町立

病院の方向性と運営方針についてという形で一般質問が提出されております。この点について、

会派の代表の及川委員が出席しておりますので、その経過について報告をいただいた上で、再

度皆様方にもこの対応について協議をさせていただきたいと思います。及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。この件について、先般の議運の中で大半の会派の皆さんか

ら、特別委員会の中で取り扱うという形になっておりまして、その部分は委員会の中で質疑で

きるだろう、こういう形の中で一般質問はせざるべきと、こういう決定に基づきまして、本人

と再三交渉を行いました。なかなか本人の理解を得ることができませんで、結果的にはこうい

う形になってしまったのですけども、本人の言われていることは、議員としてなったときから

町立問題は途中何らかの形であるだろうという認識ではいたのですけれども、なかなか出て来

なかったということもあって、早い時期にやる予定になっていたそうであります。今回の特別

委員会の中に入っているという、検討事項という形になっているという部分については理解は

するけれども、何とか一般質問をさせてほしいと、こういう本人からの希望がなかなか強くて、

理解をしていただくというまでに至らなくて、きょうに至ってしまったのですけれども、もし

このことについて何か皆さんのほうからあれば、再度またやってみたいなというふうには思い

ますけれども、皆さんのご意向を伺いたいなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  この点について何かご質問なり、いわゆるこれからの議会が今まで

の慣例や申し合わせの中でやってきたことでありますから、町立病院の問題だけではなくて、

今後特別委員会等で集中審議を行う懸案についても、議員おのおのがこれについては自分がや

りたいからこれはやるのだと言ったら、全部やれるということに今後すべてそうなっていくと

いうことになると思うのです。この辺も踏まえて皆様方のご意見と申しますか、質問でも結構

ですから、どうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 質問も何もないです。それが許されるのであったら、今委員長が言っ

たとおりの話だから、そういうふうになってしまうと思います。だって、それだけが例外では

ないでしょう。今、議会運営委員会で話しているのですから。もしそれが許されるのであれば、

そういうことになってしまうでしょう。別に意地張ってどうのこうの言っているわけではなく
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て、その人だけが特別なわけではないでしょうから。 

○委員長（山本浩平君）  土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。やはり、今までの申し合わせのとおりに、今特別委員会

で取り上げているものは、極力一般質問の中では取り上げないという方向性で、私は持って行

ったほうがいいのではないかと思うのです。先ほど委員長がおっしゃいましたように、それを

１度許してしまうと、何もかもごちゃごちゃになってしまうと思うのですよ。議会の権威を図

る上ではまずいかなという気がします。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  ほか。近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 過去何十年か、今のやり方できて、これがやはり一番ということでそ

のまま続けてきたと思うのですよ。それが今ここでルールが破られるということは、確かにい

ろいろな理由があって言論の府であるとか、どうのこうの言いますけれども、やはり申し合わ

せとか慣例とか、いろいろなことは守るべきであって、それがなければもう議会は崩壊してし

まうということになりますので、このことについてはぜひ断固として断るといいますか、引き

下げてもらうということが当然であると、このように思います。 

○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。特別委員会をなぜつくったかという原点の問題だと思

うのですよ。一般質問は、議員個人が町長の考え方を伺うということですよね。もちろん、松

田議員は議長経験者ですから、十分そういうことは承知されていると思うのです。そんな簡単

に言っていらっしゃることではないと思います。ただ、何か一般質問のほうが重くて、特別委

員会で質問するのは軽いのだと、僕は全く逆だと思います。特別委員会というのは何度でも質

問できますし、いくらでも質問することができると。それは、特別に会議を持って、定例会と

は違って、特別にその期間内にこのことを徹底的に議論するのですと。町民の皆さんに流され

るか流されないかというのは、それはあると思います。インターネットで流すという方法もあ

るでしょうし、傍聴に来ていただくということもあるかもしれません。決して私、特別委員会

と一般質問を比べていらっしゃるのではないと思いますよ、松田委員議長経験者ですから十分

承知されていると思うのだけれども、特別委員会が下で一般質問が上だなんてことは全然ない

ですよね。これは皆さん、全員意識されていると思うのです。もっと言えば、特別委員会のほ

うが強い中身だと思うのですよ。なぜかというと、町長が 20 日に来て、そういうことが必要だ

ったらきちんと要請を特別委員長にすれば、町長が出られるときにきちんと特別委員会を設け

ることができるわけです。どちらが合わせるのは別にして。そういう特別委員会というのは権

威のあるものなのです。ですから、その特別委員会で徹底的に議論をすると。納得できなかっ

たら 45 分という時間制限も何もないわけですから。そこで何度でもできるわけです。そういう

中身のものなのです、特別委員会というのは。だから、議会全体が特別に委員会をつくって、

そこで議論をするというのが特別委員会ですから。私は特別委員会のほうが強いと思っていま

す。私自身は。ですから一般質問というのは、何か町民の皆さんに知らされるから強いように

思っているかもしれませんけど、議会の制度からいったら私は特別委員会のほうが強いのでは
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ないかと。定例会というのは３カ月たったら必ず来ますから。これは今回やらなくても９月に

なったらまたできます。12 月にもできるわけです、一般質問というのは。しかし特別委員会は、

閉めてしまったらもうできません。ですから、そういうことでいうと、特別に議会が全員の一

致に基づいて、そこで集中的にやるという、非常に制度の高いのが、私は特別委員会だという

認識なのです。ですから、そういう点でいえば、もう一つ今及川委員長が努力していただいて、

20 日に病院のことも含めて特別委員会で議論できるという状況をつくったわけです、議会全体

として。これは、小委員会でも議論してそうなったわけです。ですから、そういうことでいえ

ば、16 日に一般質問をするか、20 日に特別委員会で 100％かどうかは別にして、審議をするか

ということですよね。ですから、私は特別委員会で議論をされているものというのは、原則で

いえばやはり一般質問にはなじまないと。それはなぜか。議会全体、皆さん誰も反対した人は

いないのです、特別委員会の設置について。みんなが特別委員会をつくろうということで、こ

こにいらっしゃる皆さん、全議員 16 人が賛成してつくった特別委員会です。その特別委員会の

中で議論をしましょうというふうに、一番最初にも確認。これは特別委員長から確認されてお

ります。ですから、そういうことでいえば、特別委員会で集中というか、徹底的に議論をする

というのが、私は議会としてはいい方法ではないのかなというふうに感じております。また、

そうあるべきだと。そのほうが議会の権威も高まりますし、議会として役割も深まるというふ

うに思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は、副委員長が冒頭申し上げられたように、本人はこの議会のルー

ルというのは非常に十分承知の状況であります。もう一つは、町立病院の問題を前議会におい

て、特別委員会等でかなりもんでおります。もんで、結果的には議会の方向性もきちんと出し

ているわけです。その部分で、さらに議会に報告していながら、いまだに何も方向性が示され

なかったという、非常に不信感の部分が、議会は何をやっていたのだと、こういう部分がある

わけです。特別委員会、今回もその部分きちんと議論するのだということで盛り込んではいる

のですけれども、ではその過程でまた結論が本当に出されるのですかと、こういう状況を非常

に不甲斐ないという思いで来られたみたいなのです。その結果をいずれにしても議会が町立病

院をどうするということではないのですけども、やはりそのあたりの不信感といいますか、非

常に強いという、今回私はしたのですけれども。だから、今副委員長が言われたことは、すべ

てこの特別委員会の中でもきちんとやることになっていると。示されたときにはきちんと、こ

の委員会で議論をするのだという条項を盛り込んでいるのですね。その部分については説明を

しております。ですから今回の 20 日の一件のことについての説明、町長に会ったことも本人に

話しまして、こういう状況だから何とかできないものかという、理解してくれという話はした

のですけれども、結果的にはこういうことになってしまったという状況です。 

もう一つ、ここで私も再度皆さんのお話をまたきちんとかみ砕いてお話ししますけれども、

この一件で正副委員長が出られるというのはあり得ませんか。 

○委員長（山本浩平君）  どういった意味で具体的に。  
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○委員（及川 保君） なかなか会派の中で。例えば会派を離脱してもいいと、こんな実は話

もあるものですから、このあたりをきちんとやっておかないと、非常に厳しい事態にならざる

を得ないという思いでいるのですけれども。  

○委員長（山本浩平君） 私のほうから意見というよりも、及川特別委員長でございますし、

会派の代表でもあるということで、その観点からちょっとお尋ねしたいのですけれども、今、

会派離脱のおそれもあるような話もありましたけれども、やはり近藤副委員長は断固としてや

るべきではないという話でした。当然、特別委員長の及川委員長としても同じ思いだというふ

うに私は思います。そういった中で、これは特別委員会でしっかりと議論してやっていくのだ

ということで、総務文教常任委員会から全員協議会的な特別委員会つくったわけですから、こ

れでしっかりやらなければならないとう強い意志があったと思うのです。その中で、やはり会

派の中で説得と申しますか、これは相当やられたと思うのですけれども、非常に残念だなとい

うふうな思いです。それと先ほどのお話ですけれども、過去の特別委員会が何をやっていたの

だというようなお話ですよね。行政側が方向性を示すのが非常に遅くて、結果的にこういう時

期になっているのですよ。また、国の制度、そういったものも変わっていったものですから、

町のほうもなかなかジャッジするのが遅くなった、いろんな理由があると思うのですけれども、

今のお話ですと前議長の松田議員は、議会に対する不信感が強いからだというふうに受け取ら

れたのです。そのとおりなのですか。それを含めて再度お尋ねをしたいと。 

○委員（及川 保君） そのとおりです。私が先ほど申し上げたとおりであります。議会がな

ぜ方向性をきちんと示したにもかかわらず、いまだ状況が変わっていないと。そういう状況を

ぜひ打破したという思いが強いということですね。  

○委員長（山本浩平君）  先般の副町長が出席をされて、特別委員会の前にあそこまで具体的

にこれでいきますよという話が私は出てくるとは思わなかったのですけれども、副町長からこ

ういった方向性で考えているみたいな話がございましたね。それで、その内容を新聞紙上にも

若干書かれている。ということは、方向性が出たわけですよね。方向性が出ていないというわ

けではなくて、方向性が出たわけです。それを、特別委員会で集中してこれからやりましょう

ということなわけですから、何も今の時点で全く出ていないということではないと思うのです。

その辺はどのように受け取られているのでしょうか。 

○委員（及川 保君） 実は、その方向性ですけれども、先般の正副委員長という形で町長の

ほうに詳しく長時間にわたってお話を伺ったのですけれども、これについては方向性決まった

わけではないという、違うという実は、皆さんが受け取っているような状況ではないというお

話で伺いをしたのですが、副委員長、どういうふうに受け止めましたか。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私は、別にこれで決まったのではなくて、こういう選択肢

もあるよというような形で言ったというように記憶していますけど。だけど、かなり強いあれ

は感じられました。 

○委員長（山本浩平君）  そういう状況を松田議員は打破したいのだという、強い思いで今回
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の質問を行いたいという、そういうことで受け止めてよろしいですか。  

○委員（及川 保君） 全くそのとおりです。それともう一つ、かなり強く言っていたのは、

今回の第３次の議会改革もそうなのですが、やはり議員としてやるべきことをしないで、しな

いでというのは、要するに町民の目に見えないと。一生懸命やってはいるのだろうけども、何

も見えないという、我々は特別委員会できちんととんでもない日数を１年もかけて議論しまし

たよね、病院問題につきましては。それが見えてこないと。本当にやっていたのかという、結

局そのあたりの部分なのです。だから、一般町民の私どもも何回もそういう話聞いたことがあ

るのですけれども、町立病院がこんなに大変なのに何やっているのという、どうなっているの

というよく聞かれた部分はあったのですけれども、多分彼もそういう思いが強いのだと思いま

す。議会としては一生懸命やっているという部分はあるのですけれども。だからそのあたりが

どうも副議長の話にもあったのですけれども。町民に見える議会改革をすべきだろうというこ

となのです。ルールは当然、我々はその中でやっているわけですから、それを出していくのも

また改革だろうという話もありました。強い話をされていました。  

○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、議会の果たす役割、議員の果たす役割の本質論だ

と私は思います、それは。それと、今回の中身とどうリンクするのか理解できませんけれども、

そのことは当然だと思います、私もそう思います。ただ、今回の町理事者の選択というのは、

少なくとも１年間かけて私は議会の中で議論したものが反映されていると思っています。例え

それが町民に見えても見えなくても、議会というのは町民にパフォーマンスでやることではな

いのです、違うのです。私は、町民に見えることはもちろん否定もしませんし、とても大切だ

と思います。その気持ちもよくわかります。しかし議会というのは、10 年 20 年 30 年の先を見

て、どういう方針が白老町民にとって一番幸せになるかということを、私は議論している場だ

と思います。ですから、町民の目線と違うところがあるかもしれません。町民の意見が酌み取

られない場合もあるかもしれません。しかし、それは白老町がどうなっていくかということを

本当に真剣になって議論をすると。もちろん、それは町民の意見も反映されなければだめです、

そんなこと反映されなくていいなんて私は思っていません。しかし、よく言いますけれども、

前回の総合計画のときもそうですけれども、町民の皆さんが議論しているから総合計画につい

ては口を出せないのだというお話がございましたけど、私は違うということを何度も言いまし

た。なぜかというと、町民の皆さんが例えば総合計画で一生懸命出したものであっても、議会

はそれを否定するだけの力を持っているのです。議会というのは、そのために 16 人選ばれてい

るのです。ですから、そういうことでいえば、私は１年間議論したことが、今回の町の方針の

中にも生かされているでしょうし、議会の本質論でいえば、もちろん今言われているように町

民に見える議会は必要だと思います。同時に議会は見えなくてもやらなかったらだめなこと。

町民に受けないかもしれないけども言わなければいけないこと。こいうことはあると思うので

す。今回の例えば税金の問題だって、固定資産税の超過課税だって、私はないほうがいいと思

っています。はっきりそう思っています。港に対する政策の違いもあります。そういうことを
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みんなで議論をして、町民の皆さんに示していく立場だと私は思っておりますから、そこはい

ろいろあるのだけど、やはりそういうことがルールの中で行われていっていると。一定のルー

ルの中で行われていっているのだと。ですから、私は去年１年間やったこと。それから、今回

も３月議会で病院の方向どうなっているのだと、２名の方が質問されています。だけど、町は

まだ発表できないというわけです。そのことに対して、できないものをできるといったって、

できないのです。ですから、そういう中で、それがもしどうしてもおかしいというのであれば、

３月議会の中でやらなければいけなかったと、私は思います。ルールを守るというのは、私は

そういう意味で言論の府ですから、議会で話をしなかったら意味ないわけですから、その気持

ちはよくわかりますけれども、それは一般質問でも特別委員会での質問でも、私は同じではな

いのかなというふうに思っているのです。それで一番最初に言ったのですけど。ですから、そ

こら辺は去年１年間か半年間か忘れましたけれども、私たち議会で病院の問題あれだけ詰めて

議論して報告したということは、私は今回のいろんな町の方向の中で生きているのではないの

かなというふうに感じています。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私は今回、会派の代表、特別委員長ということで及川議員が一生懸命、

松田議員を説得されたと、非常に努力をされたのではないかなと、正直言って思っております。

ですけれども、私はまた違う立場なものですから、会派の中の一会派の人間といたしましては、

やはり実際には今特別委員会でやっているのだからという、このルールというのはあくまで白

老町議会だけのルールであって、本質的にいけば地方自治法に書かれているように、特別委員

会でやったから一般質問できないというわけではなくて、むしろそちらのほうでも自由に質問

できるということであるからやりますという松田議員の主張に対して、私はそれはだめだとい

うふうに、もしできるなら白老のルールに合わせてほしいというふうにまでは、私はどちらか

というと言えないなと。基本的に自治法は当然上なのだから、それにのっとってやりたいとい

うのであれば、議員としてその立場でやりたいとおっしゃっていたので、そちらのほうの考え

方が正式に言えばそうなってしまうのかなというふうに感じております。ですから、正直いっ

て及川議員も非常に立場的に両方から攻められてきついのだろうと思うのですけども、その辺

もぜひ理解していただければなというふうに、正直言って思っております。 

また、ここでぜひそのように白老町の議会のルールに合わせて議会運営委員会でそのように

ルールを決めましたと言われても、実際に松田議員は一般質問したいとおっしゃったら、しま

すと言った以上は正直言ってとめる立場のものでもないし、反対にとめてしまったら白老町議

会のほうが不当に自分の発言を制限したと、道のほうに不服審査を申し立てされてしまったら

困るしなと、私は正直言ってその辺はやはりもう１回このような意見がありましたというふう

なお話は松田議員のほうに伝えることはできても、あくまでも白老町議会のほうはこのルール

にのっとってやってくださいとまでは、私はちょっと言えないなと思っております。ですから、

皆さんのお考え方もよくわかるのですけれども、やはり本人が納得しない限りはちょっと無理

なのではないかなと。私たち自身も松田議員を説得するような立場でもないのです。権限も何
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もないし、ただ同じ会派としてこういうふうな意見がありますけどいかがですかと、それをお

伝えするしかできない、そういうふうに感じております。 

○委員長（山本浩平君）  いかがですか。今の西田委員のお話を伺っていますと、前回確認を

したわけですよ、議会運営委員会の中で。前回の議会運営委員会の中で確認したということは、

今回の内容については、前回は全く及川委員も西田委員も清風クラブを代表して議会運営委員

会に来られているお二方も異論はなかったわけですよね。しかしながら、今のお話ですと会派

でもし会議を開いたときは、及川委員は委員長という立場がございますので仮に反対だとして

も、今の西田委員のご意見ですと、会派の中で２対１ということで、これはもう別に構わない

のではないかというような、会派の意見になりますよね、３人の会派ですから。そういったよ

うなことですか。西田委員。  

○委員（西田祐子君） そういうふうに言われてしまったら、会派の会議していること自体が

おかしくなると思うのです。前回の、ここの議会運営委員会の中で松田議員にできれば特別委

員会で質問をしてほしいと、そういうふうな意向を受けて会派の代表の及川議員が松田議員に

そのような話をしたわけです。でも、本人がどうしてもだめですと言ってしまった場合におい

て、もう１度そういうことなのですと報告しているわけですから、今、私が説明をさせていた

だいたのは、これ以上松田議員を説得すれと言われても、これはもう無理ですよということを

私が同じ会派の仲間として及川議員と一緒にこのように報告させていただいているつもりです。

ですから、２対１ですとか、そういう問題ではなくて私たち２人が例え説得したとしても、そ

れは無理だと思いますよということを報告したつもりなのですけれども。２対１で松田議員も

やりたいと言っていますから、私もやらせたいと、そういうことで言っているのではありませ

ん。本人がしたいと言った場合は私たち２人が例え説得するということは無理ですからという

ことを今申し上げただけです。そのように理解してください。  

○委員長（山本浩平君）  わかりました。先ほど及川議員のほうから議長、副議長は動けない

のかという発言もあったと思います。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、実は今までも全然こういうことがなかったかとい

うとありました。それは、議運の山本委員長のお父さんが議長のときに松田議員の質問に対し

て、それをとめるということが実際にございました。そのときは確か大昭和製紙の問題だった

と思います。私自身はぜひ松田議員に発言をしていただきたいというお話をいたしましたけれ

ども、議長という、当時、山本平雄さんは議長でした。私もそういう話をしました。しかし、

議長の采配でその松田議員の質問は確か記憶によると取り上げられなかったということもござ

いました。事実ありました。  

ですから、先ほどちょっと西田委員からありましたけれども、議運の立場、議運という委員

という立場でお話をしているというふうに私は理解していますから、そこは十分考えて発言を

していただかないとあとで困りますから。あとで困るということは、個人が困るとかそういう

ことではないですよ。議運のメンバーとして発言するのか、私は関係ないと発言するのは全然

違いますから。ですから、そういうことでいえば、先ほど出ましたから、局長に説明してもら
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ったほうがいいと思うのですけれども、質問は議長に出すのです。議長がその質問に対して地

方自治法の精神がある中で、それは受ける受けないということはあると思うのです。ですから、

そういうことがきちんとわかってやっていかないと、その発言は違ったふうになってしまうの

です。地方自治法だからといって、すべて発言を許すというふうになっているわけではないと

思います、この地方自治法根拠では。ですから、そこら辺は局長、どうですか。議長が質問を

受ける。私の経験では、そのときには山本議長は、当時は松田議員の質問も拒否したというふ

うな印象、正確ではないかもしれませんけど、そういうことが実際ありましたから。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も先ほど正副議長というお話が多分皆さん聞かれたと思いますけれ

ども、そういうことの非常に議運の中でも厳しい状況ということになると、これはやはり正副

議長にこのあたりのことをきちんとやはり対応いただければ、非常にありがたいなという思い

で実は先ほど発言させてもらったのですけれども。 

○委員長（山本浩平君）  まず、局長から。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  完全に調べてみませんと、今即答はできないですけど。基本的

に質問事項は地方自治法に定めてあるルールではないのです。地方自治法には、一般質問に規

定した部分は一切出てこないはずです。会議規則、その議会の運営のルールに基づいてやられ

る。極端にいうと、今の会議規則上の規定でやられるのです。一つは、会議規則上は、議長の

許可を得てということになっています、一般質問。一般質問もし出した人が、すべて一般質問

できるかといったらそうではないのです。それはそれの議会によって制限を加えているところ、

いっぱいありますから。会派でも時間を決めているところもありますし、会派制で人数を制限

しているところもありますから、すべて手を挙げた人が一般質問できるということではないで

す。基本的には、一般質問というのは、議長の権限で受けるものですから、これは議会会派制

とっていますから、議会運営委員会だと思いますけど、基本的には議長の行為だろうと思いま

す。それで、前のも何回も説明していますけど、例えば具体的に通告書を出せと、通告制を引

いていますので、通告が具体的に書きなさいということになっていまして、具体でない通告に

ついては、議長が注意して、なおかつ従わない場合は受け取りを拒否するということはできる

という規定が書いてあります。ただ、今の事例からいくと、解釈すると、これは個人的、調べ

てみないとわかりませんけど、一定のルールをもって議会運営されていますから、そのルール

に逸脱しているということになれば議長が注意して、なおかつ従わなければということがあり

得るのかなという気はします。この辺は調べさせていただきたいと思います。類推して書かれ

ているものから想定すると、そういうことはあり得るのかなという気はします。私からはその

辺で。大渕副委員長、よろしいでしょうか。  

○副委員長（大渕紀夫君） それ、調べてください、きちんと。根拠をちゃんと示して、地方

自治法なのか会議規則なのかちゃんとして、ここは正式な場ですから、正式な発言をしないと

それは議運のメンバーが正式な発言をするということはそういうことですからね。ですから、

それは議事録にも全部残りますから。ですから、私はそういうことがきちんとしていないと、
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根拠がちゃんとして発言していくということが大切だと思いますから、言っているわけですか

ら、そこははっきりして局長のほうで調べていただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君）  私のほうからも、ぜひきちんと調べていただければありがたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。それと、今局長の説明にありましたように、調べていただ

いて、及川議員も言っていましたけれども、正副議長のほうで何らかの形はできないのかなと

いうことは、やはり同じく感じておりますので、その辺も検討していただけませんでしょうか。  

○委員長（山本浩平君） 議長、何かありますか。  

○議長（堀部登志雄君） 今、局長からお話ありましたように、議事整理権とか何とかとか、

議長にかなり発言に対する権限が強く与えられております。しかし、今まで過去からずっとや

ってきている中で、やはり議長の権限でどうのこうのというのは、余りそういうのはまれに発

動されるものであって、先ほど副委員長から事例出されたというのは、議会運営委員会がなか

った当時の頃だと思いますけれども、今こういう時点で議会運営に関する議会ありまして、そ

ういう中で一定の規則なり申し合わせなりして、こういうことについてはこうやろう、ああや

ろうということを皆さんが申し合わせでそれに基づいてやってきているわけですから、そうい

った中では私は議会運営委員会の中で十分議論して、議長の単独の思いで、これはいいとか、

これはだめだという形はできるだけ私は取りたくない。そういう思いです。そういう中で、こ

の間、議会運営委員会でそういうことでやりましょうということで決まった中で、なおかつそ

れは納得できないのだという議員がおられるようであれば、再度私のほうからもお話して、こ

れは理解を得るようにお話したいなという思いです。それで、どうしても聞いていただけない

というのであれば、それなりに正副議長として、副議長ともよく相談して、していきたいなと

いうふうに考えています。 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩をいたします。  

休憩 午後 ２時５６分  

                                         

再開 午後 ３時１３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。局長のほうで若干調べて

いただいたことがございますので、お願いいたします。  

○事務局長（上坊寺博之君） ただいま、道の議長会に照会をさせていただきました。先ほど、

私もちょっと言いましたけど、一般質問については地方自治法上何ら規定されたものがなくて、

議員の単なる発言という部分でございまして、自治法上、会議規則上１項目だけありますよと。

先ほど言いました会議規則の中で一般質問ということがあって、議長の許可を得て発言すると。 

これがあるだけですと。あとは、それぞれの議会の中で決められることであるから、議会のル

ールがそうなっているのであれば、そういうことで、あとは議長の議事整理権で行うと。  

ですから、その１項目については議会のルールとしてこうなっていますよという、本人にも

伝える必要があると思いますけど、そういう部分で通告を受理しないということになるのでは
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ないかという議長会の判断でございます。議運で決めている今流れでは全然問題はありません

という話でございます。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  何か質問ございますか。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 今のもうちょっと詳しく教えてほしかったのですけれども、議長の許

可を得て発言できるということで、それぞれの議会のルールに従ってください。そのルールと

いうのは、白老町の会議規則ということでしょうか。それだけをちゃんと教えていただきたい。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  規則は明示されたものも通例、先例、申し合わせ、いろいろあ

りますが、議会運営委員会の中で今、大多数が確認されたのであれば、それは決まりであるか

ら、それに従ってもよろしいのではないかと。 

○委員（西田祐子君） 申し合わせ事項も入るということですか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  ただ、昨年の９月からなるべく申し合わせ事項はやめましょう

と。議会運営基準に盛り込みましょうということを確認していますので、それであれば今の部

分についてはちゃんとルール化していくのがいいのではないかと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） ほか、質問ございませんか。今のことになければ、先ほどの議論を

続けてまいりたいと思いますが、何かあればどうぞ。氏家委員、何かありますか。ないですか。

先ほど議長のご意見ございました。一時的に議長預かりというような形になると思いますけれ

ども、まだ時間も若干ございますので、そのような形でよろしいですか。それぞれの皆様方の

ご意見を、先ほど各会派の皆様方のご意見は拝聴いたしましたので、そういったことでよろし

いでしょうか。議長。  

○議長（堀部登志雄君）  今、皆さん前段で大分議論出尽くしました。そういうことで、私、

現在質問の文書が出ているようですので、私なりに行って、お願いして何とか皆さんが今まで

議論した総意であるということで、特別委員会、常任委員会で現在取り組んでいるものについ

ては一般質問しないルールというか、申し合わせできているということで、今回の件について

も皆さん一致した、今回そういう形で一般質問やるべきではないでしょうということを受けま

して、そういう思いで本人にちょっとお話させていただくということで対応したいと思います。

それでよろしいですね。あとは、今局長からお話しましたことも含めて私も考えたいというふ

うに思います。今後の中で、余り混乱のしないような形でルールはあってもないみたいな形に

なりますと非常に今後混乱するものですから、その辺は十分考えていきたいなというぐあいに

思います。とりあえず、本人にお話したいというぐあいに思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 議長はここの議運での総意ということでおっしゃっておりましたけれ

ども、私はその総意から外してください。以上です。 
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○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 西田委員の今の言葉は会派の言葉として聞いていいのですか。それは

個人の言葉として聞かなければ、それは個人として聞けないと思うのですよ。ですから、それ

はよく委員長とお話した中で出すべきことではないですか。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私が総意ということで外してくださいと言ったのは、議長、副議長に

こちらのほうの会派から松田議員を説得するなり、何をするのでしたらお願いしますという提

案をしましたけれども、ほかの私たちの会派以外の方々の総意ということであればいいのです

けれども、私たちのほうから提案したものですから、それで全員で同じような考え方で松田議

員を説得するという意味では、私はちょっと正副議長にお願いしたいというのはそういう意味

ではなかったものですから。ですから、議長の総意というのは、私の理解の中では、このルー

ルで決めたのだから全員でそのルールに従ってくださいという総意ではないという思いです。

ですから、正直言って、もし会派の中の意見だということであれば、及川委員と休憩取らせて

いただいて打ち合わせしたのですけど、よろしいでしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩といたします。  

休憩 午後 ３時２０分  

                                         

再開 午後 ３時２９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。及川委員。 

○委員（及川 保君） 議長からも行動を起こしたいというお話でございました。この件につ

いてもう１度私に預けていただけないでしょうか。その提案をさせていただきたいのです。 

○委員長（山本浩平君）  確認いたしますけれども、方向性を出すという意味ですか。方向性

というか、結論をきちんとしたいという意味合いでよろしいですか。 

○委員（及川 保君） 時間がさし迫ってはいるのですが、９日という締め切りですから。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  及川代表からそういうふうに言っていただいたので、再度お願いし

て。あと議長として、代表としてもしいつでもあれがあれば十分相談にのりますので、いつで

も言っていただければ、ご理解いただけるようにお願いにあがります。  

○委員長（山本浩平君）  それでは、清風クラブの及川代表、ひとつよろしくお願いをいたし

ます。何かその他でございませんか。皆さん委員のほうから。局長、特にないですね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私はこれでないです。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  それでは、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 ３時３０分）  


