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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７月８日（火曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ０時０２分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．第３次議会改革について  

 ２．地方自治法の一部改正ついて  

 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．地方自治法の一部改正ついて  

 ３．その他  

                                         

○出席委員（９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 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 吉 田 和 子 君 

 議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 及 川   保 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）  時間となりました。本日、及川委員ならびに熊谷委員外議員におか

れましては、所用があるということで、欠席の申し出がございました。西田委員に関しては、

まだ連絡が入っておりません。時間でございますので、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）  本日の調査事項でございますが、第３次議会改革について。１つ目

は、改革項目のルール化（条例規則体系）についてであります。２つ目は、改革項目における

今後の課題と検討。そして、地方自治法の一部改正についてであります。きょう午後からは、

財政の関係の小委員会が入っていますので、おおむね午前中で議会運営委員会は終了したいと

思いますので、ご協力のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

それでは早速、事務局長のほうから説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず資料の中で、白老町議会の法令体系というのを示させていた

だいておりますが、これは第３次議会改革の項目を検討いただく場合にあって、事務局のほう

から提案させてもらった体系図でございます。現在は左のほうの体系図になってございまして、

地方自治法を頂点にして、議会も加わって定めました自治基本条例の影響を受けながら、会議

規則、委員会条例、傍聴規則と、合わせて 19 年８月に議会運営基準申し合わせ事項を統合しま

して、この体系が今の現状の体系でございます。第３次議会改革につきましては６月 19 日に委

員会報告いたしまして、今後においては、改革項目においてはルール化を定めて、条例規則化

に盛り込んでいくということを委員会報告したわけですが、そうなりますと、従来準則を使い

まして、全国の町村議長会の準則に準じて条例規則体系をつくってきましたけれど、それが議

会独自のものにならざるを得ないということでございまして、できればわかりやすく条例体系

を組みかえたいという提案でございまして、本会議にかかる会議の事項と、委員会運営等にか

かる委員会条例の系列体系を２つに分けてわかりやすくしたいという、そもそもの規定でござ

います。見ていただければなんとなく体系図はわかるかと思います。 

 それではどういうような体系になるかというのは、次のページ。法体系の条例・規則の変更

イメージということが示してございますが、まずこのイメージを立てる前に参考にしたものは

何かと言いますと、平成 14 年３月に、右上に書いてありますけれど、分権時代における議会運

営のあり方の調査研究報告書、都市問題調査研究会というところから出されておりまして、こ

れは平成 11 年の地方分権の一括法を受けまして、地方議会も責任と権限が強化されるという位

置づけの中から、分権化に担った法体系を各自治体が整備すべしという報告書なのですね。そ

れを受けたのだろうと思いますけれど、神奈川県の横須賀市の市の条例規則体系は、先ほど説

明しました、本会議の規定と委員会条例、14 年９月に分けて運営しているわけでございます。

私どももこれに習って、議会改革の項目をつけ足すわけですから、わかりやすく法体系をした

いなという部分で、提案させていただきたいなと思っています。 
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まず真ん中のライン。会議規則と委員会条例とありますが、これが今、持っている体系でご

ざいます。その横に、左側のほうに、新会議条例、右下のほうに新委員会規則という規定を載

せておりますが、これは新しくつくろうと今、している部分でございます。どう変わるかと言

うと、会議規則の部分から本会議の運営にかかる基本的な事項は、会議規則から会議条例に移

したいという考え方です。何を移すかと言うと、点線で囲っている部分がそうでございまして、

会期の規定、会議時間の規定、休会の規定、請願、法的に定められている請願の規定を会議条

例に移したいと。そういう意味でございます。その中で、会議条例の中に現在単独で制定して

いる議会関係の条例、議員定数条例でありますとか、定例会の回数を定める条例、長の専決処

分の委任事項。これについては、会議条例の中に合体して一本化させたいという趣旨です。こ

のほうが議会の条例体系としてはわかりやすいと。  

それともう一つは、議会改革で今回新たに設けようとしているものを、会議条例の中に追加

していきたいという趣旨でございます。一つは、法 96 条２項の議決事項の追加でございます。

これは今後どういうふうにつくるかというのは、議論がいるところでございます。それと調査

機関の設置。これは、専門的機関を議会が設置するというのを議決でもって定めますので、こ

の会議条例の中に組み込んでいきたいと。もう一つ、白老町議会改革の目玉でもあります政策

研究会の位置づけを、会議条例の中でしたいという部分でございます。これがまず一つの会議

条例の形態で、根本的な議会運営の基ということで、設置したいということです。  

戻りまして、会議条例ですが、会議条例には、今、本会議と委員会の規定が載っています。

会議条例の中に残すのは、既存の規定としまして、本会議の運営にかかる規定のみをここに残

したいということです。  

それと下のほうに行きますが、会議規則の中には委員会の規定も持っておりますので、委員

会の根本的な事項は、委員会条例に移したいということです。それは何を移動させるかといい

ますと、下のほうの矢印で、点線に囲っている部分ですね。連合審査会の規定、分科会または

小委員会の設置規定を会議条例のほうに移していきたいということでございました。会議条例

のほうには、新たに議会改革で求めているもの、不足しているものを、追加規定で載せていき

たいということです。一つ、資格審査・懲罰特別委員会の設置規定。これは設置規定でござい

ますが、今、持っていないのですね。ですからそれは、資格審査の要求、懲罰の動議が成立し

た時点で、設置するという部分を盛り込んでいきたい。もう一つは、議会改革で言われており

ます、自由討議の原則の規定でございます。もう一つは、移動常任委員会のルール化の規定で

ございます。これを委員会条例の中に組み込んでいきたいと。委員会条例につきましては、委

員会の運営に関する基本的事項を定めるものとしたいということです。  

戻っていただきまして、上の会議規則ですが、会議規則の中に一部規定の修正がございます。

これは、試行で今、既にやっております質問式、一問一答方式の関係ですが、それを修正した

いと。まず一つは、通年議会にしましたので、一事不再議は今の規定では不十分ですので、事

情変更があった場合は、この限りでないという規定を追加したいと。それと、一問一答方式を

既に試行で採用しておりますので、質問については制限規定、３回の規定を取るということで
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す。それと今、対面式の質問席を設置してございますが、これにつきましては、質問にあって

は質問席でしなければならないという規定を設けたいということでございます。 

それと、追加する事項としましては、これも議会改革の中で議論していただきました、本会

議における自由討議の規定と、それから、質問に対する反問の規定を、正式にここの中に組み

込んでいきたいということでございます。それと、会議規則の中には、委員会運営の規定も入

ってございますので、それは移動させまして、委員会規則のほうに持って行きたいと。一つは、

内容としましては、委員会の議長への開催通知。所管事務調査の規定、委員の派遣の規定、閉

会中の継続審査の規定、少数意見の留保の規定、委員会報告の規定等々を委員会規則のほうに

移動させたいというものでございます。それと、委員会条例においても、運営に関する規定が

ございますので、これも委員会規則のほうに持って行きたいということです。一つは、正副委

員長がいないときの互選、それと委員長の職務代理、正副委員長の辞任、それと傍聴の取り扱

い、公聴会及び参考人の取り扱い、秩序維持に関する規定を、委員会規則のほうに持って行き

たいということでございます。 

それで、委員会条例のほうに新たな規定を追加する事項でございますが、発言、表決の仕方

については本会議には規定がございますけれど、委員会には規定はございません。今、都市問

題研究会で言われているのは、最低限の規定を委員会のルールとして定めてはどうかというこ

とでございますので、本会議同様、参集、欠席、これも後で議論いると思いますけれど、遅刻・

早退の委員長への届出の規定。それと審査、調査の諸規定、発言の諸規定、表決の諸規定。失

礼しました。請願、陳情は既にありますので、これは抜いてください。それから、会議録の規

定。今、委員会規則は、要約筆記で構わないということになってございますが、白老町は全文

筆記で、もう既に本会議同様に扱っておりますので、その規定を整備するという規定でござい

ます。総体で、この大枠で、少し複雑になるのですが、やりますと、できたときには非常にわ

かりやすい条例規定の規定になるのではないかと。これをやりますと、もう既に議会改革でい

ろいろな項目追加してきますので、準則ではもう既に当てはまらない形になりますので、この

ような形で将来的にも管理したほうがいいのではないかということでございます。  

○委員長（山本浩平君）  それでは今、法体系の変更イメージについて２枚のペーパーで説明

をいただいたわけですけれども、まずこの中で何かわからないこと、あるいはお尋ねしたいこ

とがあればどうぞ。何でも結構でございます。 

 西田委員。  

○委員（西田祐子君） 清風の西田です。委員会規則の中に、新たな運営に関する規定の追加

ということで、３番目の発言の諸規定と４番目の表決の諸規定とあるのですけれど、これ会議

条例の中では特にないような気がしたのですけれど、その違いというのがよく分からないので

すけれど、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） 現在、本会議の運営する規定というのは、会議規則で行われてい

るのですが、会議規則の中には既にこの規定は組み込まれているのですね。ただこれは、委員
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会には適用されていないのですよ。委員会というのは本会議と違って、何も今、規定というの

は一切持っていないのですよ。委員会の規定の若干の部分しかないのですよ。ですから、委員

会のルールとして、発言の規定は本会議同様委員長の許可をもって発言するとかという部分を、

最低限の部分はルールとして盛り込んでおく必要があるのではないかと。それは今、これから

の協議になりますから、新たな項目ですから、要る、要らないというのは、委員会規則の中で

審議するときに議論していただきたいなと思っています。基本的には先ほど言いましたように、

14 年に報告されております研究書、それと横須賀の条例体系を参考にさせていただいていると

いうことでございます。  

○委員（西田祐子君） わかりました。  

○委員長（山本浩平君） ほか。なければ、次の説明に入りたいと思います。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  続けてお願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君） まずですね、案の提示を一応させていただいていますけれど、こ

れは先ほどのイメージ図に従いましてランダムに入れたものでございますので、わかりやすい

のは会議規則のほうから説明したほうがわかりやすいかなと思いますので、会議規則の改正を

見ていただきたいと思います。さっと説明しますので、お願いします。  

 まず総則の関係につきましては、第２条に欠席等の届け出がありまして、欠席するときは議

長に届け出なければならないという規定になっております。この規定の中に、改革の中でも議

論がありましたとおり、早退・遅刻はどうするのという意見もございましたので、欠席ばかり

ではなく、早退・遅刻をするときも、議長に届けなければならないという規定を設けました。  

 それと、所在地を現在の連続して２日以上空ける場合は、規定は何もないのですが、届け出

ていただいております。というのは、委員会等の活発的な把握をするために、届けていただい

ておりますので、この規定を追加させていただいているということと、もう一つは、病気にな

った場合の規定を、事故、病気ですね、７日以上あった場合は届けなければならない。これは

大きく言いました報酬減額、90 日以上欠席されますと報酬減額の基にもなりますので、欠席届

と復帰届をここに既定しているということでございます。従来公務災害、要するに、公的に当

たるようなものの欠席については届け出がいらないということにしていました。１から７項に

ついて。これは、会議規則の中にうたわなくても、議会運営基準に移行して十分できるのかな

と思って、これは外してございます。 

それと、３条の宿所、連絡所の届け出につきましては、これは町村議会に余り例がないので

すね。国会ですとか、都道府県ですとか、県議会、都道府県の議会。どうしてもむこうに宿舎

を定めなければならない、連絡所ですね、町村については基本的に余りないものですから、こ

れは削除してもいいのではないかなと。  

議席は、そのままです。  

会期の規定、５、６、７条につきましては、先ほど言いましたように、会議条例のほうに移

したいと。これは本会議の基本的な事項でありますので、会期、会期中の閉会、それと会議時
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間、休会は、移行したいと。会期の延長につきましては、現在通年議会を試行しましたので、

この処置は基本的には必要がなくなりますので、これは削除するということにしたいと思いま

す。ここで残すのは、議会の開閉の宣告を議長がするというのみでございます。 

次のページを開いていただきまして、会議の開閉、定足数に関する措置。これについてはそ

のままです。出席催告につきましては、先ほど宿所、連絡所を廃止するという案でございます

ね。これを一部削除すると。  

８の議案の提出。ここから議案及び動議の規定ですが、議案の提出、ずっとこれについては、

全部残すという規定です。15 条で先ほど言いましたように、一事不再議の関係ございますので、

通年議会の実施に伴いまして、ただし書きを規定すると。ただし、事情に変更があった場合は、

この限りでないと。要綱で本会議、定例で開く部分については、事情変更とみなすという規定

ございますので、従来どおりの扱いに、ここで条例を担保するというものです。 

第３章の議事日程につきましても、全部ここに残す規定でございます。  

それと、４の選挙についても全部残す事項ですが、段ずれをしておりますので、22 条の規定

は条項の変更をしなければならないということです。 

第５章の議事につきましても、残す事項でございます。ずっとそうですね。５ページの上ま

で残すような形になります。但し 34 条、35 条は、委員会規則をつくりますので、委員会規則

の準用規定となりますので、これは新たにつくった委員会規則の条文を引用してくるので、一

部修正になります。それと新しい 40 条の３項、これも条文の改正に伴いまして段ずれが生じて

おりますので、直すものであります。 

ずっと行きまして発言ですが、発言も基本的には同じでございますが、新しい改正後の 44

条の３項で新たに追加しまして、「質問は、第１項の規定にかかわらず、質問席において行わな

ければならない」という規定は、一般質問、代表質問の対面方式の質問席で行うという規定の

ものでございます。それと 46 条ですね。自由討議を追加してございます。 

条文はあとで議論していただきたいと思いますが、これは議会改革の中で実施するという方

向性で進んでございますので、この規定を新たに追加する。一つは、質疑終結後、動議があっ

たとき、または議長が必要あると認めたときは、会議に諮って自由討議を行うことができると

いう規定は、自治基本条例 19 条第３項の規定によっての新設でございますが、議会改革でもや

るということになってございますので、これを規則できちっと体系づけるものであります。 

次６ページ。発言以降６ページずっと行きまして、ここは基本的にはそのままでございます

が、第 58 条、これは１項目追加でございまして、質問に対する反問。これも議会改革に取り入

れるということになっていますので、「議長は、説明のための議場出席者から前２条の質問に対

し反問の申し出があったときは、これを許可することができる」という規定を１項目追加でご

ざいます。それと準用規定、59 条の規定につきましては、質問についての準用規定なのですが、

ここで左のほうを見ていただければわかるのですが、55 条の質問回数、３回という規定をここ

で準用していまして、現在一般質問、代表質問については基本的に３回というのが規則上は規

定されていますけれど、試行的に取り外してやっている、運営基準で試行しているということ
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でございますので、これを正式に戻すということになりますと、55 条の規定を削除しなければ

ならないと。ですから、質問については回数制限がないという規定になります。 

次に第７章ですが、ここで初めて委員会の規定を定めていまして、委員会の規定にかかるも

のは、実際今、議会の会議上は、ここの１章しかないのですね。これの部分をすべて委員会条

例、委員会規則にゆだねて持って行くということです。先ほども言いましたように、この中の

左側の 70 条、71 条、分科会の規定、連合審査会の規定は、条例のほうに持って行きまして、

あとの運営規定については、規則のほうに持って行くというものでございます。 

あと７章の表決。これも基本的にはそのままの規定でございまして、一部直しているのは、

条文変更に伴う修正でございます。  

第８章につきましては、請願の規定でございまして、請願の 89 条、これは法に基づいて出さ

れる請願でございますので、これは会議条例のほうに移行したいと思っております。  

72 条は追加項目です。請願書の撤回。この規定は、今、持っておりませんので、「請願者は、

請願書を撤回するときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となったも

のについては、議会の許可を得なければならない」という規定を追加します。  

あとは基本的に、75 条まで同じです。93、94 ですが、これは一部委員会規定でございますの

で、これは委員会規則に持っていきたいと。左のほうをお読みしますと、「委員会は・・・」と

いう規定になっていますので、これは委員会の規定なのですね。「議会は・・・」でなくて。で

すから、委員会の運営規定でございますので、これは委員会規則へ持って行くというものでご

ざいます。あとはそのまま存置です。 

それと第 10 章。辞職及び資格の審査でございますが、これも基本的にそのままでございます。

第 82 条につきましては、これも条文修正に伴うものです。 

第 11 章、規律、これの 84 条。ここに議会改革でもきちっと定められておりますので、携帯

電話等をきちっと明示させていただいたと。議場の中に持ち込む人がまだおりますので、ここ

でルール化をするということになっています。従来も録音機類の音の鳴るものは持って入れな

いということになっていたのですが、ここについてはきちっとその部分で明示するというもの

でございます。「議場に入る者は、帽子及び外とう等の外着の着用ならびに携帯電話及び録音機

等の電子機器類を携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たと

きは、この限りではない」ということにしたいと思います。古いほうは、杖だとか、傘だとか、

杖は足の悪い人もいるので、基本的に傍聴規定も取ったのですけれど、一応これは必要不可欠

なものかなと思っております。 

次のページ 10 ページですが、懲罰の規定も基本的にはそのままです。条文引用に伴う修正が

ございます。13 章の会議録も、基本的には同じです。100 条も、基本的には同じです。文字を

少し修正している程度です。  

14 章、15 章についても、基本的に同じということで、会議規則は先ほど言いましたように、

委員会の規定を全部とって委員会に持って行くと。基本的な運営規定は会議条例に持って行く

というものでございます。 
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次に委員会条例を少し見ていただきたいと思います。これが今、ある部分ですので、全面改

正と書いている部分です。次の部分です。 

基本的には、章は全部すべて廃止したいと思っています。条文が短くなりますので、廃止。

それで、まず５条に追加をしたいというのは、先ほど言いましたように、資格審査特別委員会

及び懲罰特別委員会設置規定を設けました。それと第７条の規定は、委員会規則に持っていき

たいと。委員会条例の規定に残すものにつきましては、常任委員会の設置、議会運営委員会の

設置、特別委員会の設置、それと資格審査、懲罰委員会の設置、それから委員の選任、委員長、

副委員長の互選、それと委員長の議事整理、秩序、実権、それと会議の招集、第 11 条です。そ

れと定足数。第 11 条の表決。第 14 条の委員長及び委員の除斥。９ですね、ごめんなさい。そ

れと１条追加しまして、第 13 条に自由討議の原則、これを追加するということになります。こ

れも、議会運営委員会の第３条の中で議論しておりますとおり、自由討議の原則をここでうた

うということです。「委員会は、審査及び調査をするときは、委員相互間の自由討議を中心に運

営しなければならない」という規定を１項目追加します。 

それと、会議公開の原則及び秘密会。これを残します。  

あと、出席説明の要求、第 15 条を残します。  

次のページ、３ページですね。それと、会議規則から持ってきたものを、ここに追加いたし

ます。連合審査会、分科会及び小委員会の設置、移動委員会の規定を、新たにここに追加いた

します。それと公聴会の開催手続きは残します。20 条からずっと 24 条まで委員会規則に持っ

ていきます。それと参考人の規定の基本的な事項、１項、２項については、ここに置きます。

３項の準用規定につきましては、委員会規則へ持っていきたいと。  

次に記録でございますが、記録の部分につきましても、委員会規則に持って行くということ

になります。そして最後の章で、委任を規則に移行するということになります。 

これが基本的な委員会条例のイメージでございます。根本的な規定をここに残して、その他

のものについては委員会規則に持って行くということでございます。 

それと一番最初の、今度、条例案。議会条例の新制定案と書いているものに戻っていただき

たいと思います。一番最初の部分です。まず左側のほうを見ていただければわかるのですが、

丸印で示しているのは、現行規定の条例です。会議規則等を別にしまして、今、新たに単独で

持っている条例をここに統合するものです。それと、ほかのものについての条文が入っている

ものについては、会議規則から移行したものでございます。左側のほうで丸印の入っていない

ものは、会議規則から移動したものということで認識と。 

まず第１条について。議員定数の規定を設けたいと。これは今、白老町の議会の定数を定め

る条例という中で定められておりますが、これをここに持って来るということです。第１条、

「地方自治法第 91 条第１項の規定により、条例で定める白老町議会（以下「議会」という。）

の議員定数は、16 人とする」ということでございます。第 ２条につきましては、定例会の回数。

今は定例会の回数を定める条例というのは別に持っておりますが、ここに統合すると。「法第

102 条第２項の規定により、条例で定める議会の定例会の回数は、年１回とする。ただし、議
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員の任期満了及び議会の解散に伴う一般選挙があった場合は、年２回とする」と。これは、基

本的には今、設置しているものとほとんど変わりございません。第３条は、会期でございます。

これは会議規則から移行したものでございまして、第３条、会期、「白老町議会の会期は、通年

とするものとし、会期の初日に議会の議決で定める」と。会期が招集された日から起算すると。

これは従来のものを通年議会にあわせたものでございます。  

第４条は会期中の閉会。これも会議規則から持ってきたものでございます。一応 12 月 28 日

まで会期が現在は設定しておりますが、例えば 12 月 22、23 日で、12 月の本会議が終わった段

階で、閉めて構わないという規定です。試行の段階もそのような形で閉めておりましたので、

そういうような形の運用もここで可能だということです。 

第５条は、会議時間です。会議時間を定めております。これは、基本的に会議規則から移行

したものです。３項につきましては、現在の規則上は鈴で鳴らすことになっているのですね。

今、鈴で鳴らしてございませんので、議長の定める方法で報ずるという形に直したいと。今、

庁内放送ですので、ベルでありませんので、これはいまだに誤った表現になっております。 

それと第６条は、休会の規定を定めています。第６条、これは町の条例を引用しております

ので、一部直っております。「白老町の休日を定める条例第１条第１項に規定する本町の休日は、

休会とする」と。２、３、４番目。これは、議員の休会中の会議請求の規定でございます。「議

長は、法第 114 条第１項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、

休会でも会議を開かなければならない」ということです。 

それと、第７条で、まだきちっと決めてございませんが、議決すべき事件の条例をここに持

って来たいと。第７条、「法第 96 条第２項の規定により、議会の議決すべき事件は、次に掲げ

るものとする」と。ここで２つ載せておりますが、これは今、基本的に議決事項でないものを、

現実に議決しているのです。ですから、この２つはもう既に組み込んでもいいだろうと。あと

の部分については、今後また議論、町との調整も必要になってくるのかなと思います。 

第８条につきましては、専決処分の指定の項目を、ここに統合するというものです。３月で

行いましたものと同じものがついてございます。  

第９条については、新たな設置でございまして、これが俗に言う専門的知見の規定でござい

ます。調査機関の設置。第９条、「議会は、町政の課題に関する審査、又は調査のため必要があ

ると認めるときは、議決により学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することがで

きる」と。法設置でございますね。こういう規定をさせていただきました。２項としては、「議

会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員に加えることができる」

と。議員も一緒になって、調査に当てられるという規定でございます。「第１項の調査機関に関

し必要な事項は、議長が別に定める」という規定になってございます。  

第 10 条、政策研究会の設置。ここで第３次の改革でも議論があったとおり、政策研究会の規

定を定めております。「議会は、町政の課題に関する調査・研究のため必要があると認めるとき

は、目的を明らかにした上で、議決により、議員で構成する政策研究会を設置することができ

る」という規定にしてございます。  
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もう一つ。11 条は会議規則から移行したものでございまして、請願書の基本的事項でござい

ます。従来は請願書の記載事項となっていましたが、請願書という規定に直しました。「法第

124 条に規定する請願書には、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名を邦文で

記載し、請願者が署名または記名押印をしなければならない」と。「請願を紹介する議員は、請

願書に署名または記名押印をしなければならない」という 11 条の法体系で、会議条例を制定す

る案でございます。 

従来の議員定数を定める条例、議会の回数を定める条例、専決処分の指定項目については、

廃止すると。これが会議条例の新たな案でございます。  

最後になりますけれど、委員会規則の新制定案ということで、最後の部分を見ていただきた

いと思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） 左側の一番上を見ていただければわかるように、丸印で書いてい

るのが、会議規則から移行したものです。四角く囲っているのは、委員会条例から移行するも

のでございまして、右側の新しい規則案で、アンダーラインを引いているのは、新たに追加し

ようとするものでございます。 

まず一つ。第１章の総則につきましては、参集の規定と欠席等の規定が委員会には持ってい

ないということで、本会議と同様に、参集した場合は通知をしなければならない。通知につい

ては、今、札で変えるということになっていますから、札をひっくり返すということです。そ

れと欠席等の届け出を、委員長に届け出るという規定を、新たに設けるということです。３条

から７条の規定につきましては、それぞれ会議規則、委員会条例の引用でございます。 

第８条、定足数に関する措置。定足数は委員会条例でも定めてございますが、定足数に関す

る措置は、委員長に規定を置かれておりません。ですから、ここに最低限の定足数に関する措

置を委員長に権限として持たせるということです。これは、開けないときは散会を宣言しなさ

いということなのです。もう一つは、定足数を欠くおそれがある、要するに２分の１の定足数

が欠けるおそれがあったら、採決するときにはできないですから、退席を制止したりというこ

とを、委員長の権限として認めるものでございます。 

第９条の傍聴の取り扱いは、委員会規則から持ってきているものでございます。 

第２章については、後で議論していただきたいと思いますが、審査及び調査の規定というの

は、今、委員会には一切ございませんので、最低限の部分、この部分は規定がいるのかなと思

いまして、議題にするときは、委員長が宣告すると。一括議題をすることができると。それか

ら資料請求は、委員会の会議に諮って決定して、議長を経由すると。それと委員の議案修正に

ついては引用文です。専決動議の表決順序、動議の撤回の規定。委員会であるかどうかという

のは別にしましても、この規定を載せてございます。17 から 22 条までは引用文です。  

第３章の発言の規定です。発言の規定は、23 条に新たに、「委員及び説明員の発言は、すべ

て委員長の許可を得た後にしなければならない」と。あと、24、25 条については、会議規則か

ら移行したものです。26 条、27 条、これは新たに追加したものです。26 条については、発言
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内容の制限という。要するに議題外のものだとか、そういうものについては、発言を超えては

ならないという規定で、議長が注意をして、なお従わないときは、発言を禁止することができ

るという規定を、議長と同様の権限を、この規則で持たすものです。それと 27 条につきまして

は、説明員からの質問等、これは先ほど言った反問ですね。「委員長は、説明のための出席者か

ら、委員に対して質問及び意見の申し出があったときは、これを許可することができる」とい

う規定でございます。  

28 条、29 条、30 条は、新たな追加です。質疑及び討論の終結、表決時の発言制限、発言の

取り消しまたは訂正。委員会については、発言の取り消しの規定がございません。これも新た

に規定するものでございます。 

表決です。委員会も表決の規定は一切持っておりません。ですから、挙手による採決を原則

として、会議採決を取れると。表決を取れるという規定でございます。  

第５章、公聴会及び参考人の規定ですが、これは引用文章でございます。４ページの 39、40

条も、これは引用でございます。  

６章の請願及び陳情。これも会議規則からの移行文書でございます。 

第７章、秘密会の規定です。これは委員会条例で原則公開ですが、４分の３以上の可決で秘

密会を開くことができるという規定がございますので、秘密会のときの委員長への委任でござ

います。「委員長は、第 13 条にある秘密会を開くときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外

の者を委員会室の外へ退去させなければならない」。「秘密会の議事の記録は、公表しない」。「秘

密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない」と。これは、本会議

同様です。  

それと、規律でございます。携帯品等ということで、これも本会議と同様に、会議を妨げる

ようなものを持って入ってはだめだという。それと、不必要な発言、その他議事の妨害をして

はならないという規定でございます。それと、秩序維持に関する規定については、委員会条例

から移行です。 

第９章、懲罰でございますが、これは代理弁明。これは懲罰委員会等に関する部分ですね。

「議員は、事故に関する懲罰動議および懲罰事犯の委員会で一身上の弁明をする場合において、

委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる」。これは懲罰委

員会のことですけれど。  

次、48 条ですが、出席停止期間中出席したときの措置。これは、議員が懲罰を科せられて、

出席停止をさせられて、本会議以外の委員会に出たときには、退去を命じなければならないと

いう規定です。 

それと、会議録の関係につきましては、従来は簡単な条文になっていましたけれど、本会議

同様に、会議録を一般に広く公開するという規定を持ちながら、定めるものでございます。 

その他、規則に必要なものは、議会に課して、議長が定める。当然、議会運営委員会で定め

ることになっております。 

基本的にばっと説明しましたけれど、こういう条例体系で議論を頂きたいということでござ
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います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  一度会派で、また、相談をしていただくことになると思うのですけ

れど、きょうの説明の段階で、何かお尋ねしたいことがあれば、この場で聞いていただきたい

と思います。どうぞ。  

 西田委員。  

○委員（西田祐子君） 第９章の懲罰ですね。これは委員会規則、会議規則と言うのですか、

出席停止期間中出席したときの措置というのですけれど、第 48 条の。これは白老町だけ独自の

ものですか、それとも公的に何か根拠とか規定とか、何かあるのでしょうか。どうなのでしょ

うか。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 懲罰については、地方自治法の規定です。除名から始まって、陳

謝まであるのですけれど、その中に出席停止があるのです。ですから、その処分を科せられた

ときに、基本的には自治法ですから、本会議規定なのです。本会議にはそういう規定あります

けれど、委員会にも基本的には出席できないということなのです。  

○委員（西田祐子君） わかりました。  

○事務局長（上坊寺博之君） 処罰ですから、本会議もできないですし、委員会もできないとい

うことです。  

○委員長（山本浩平君）  ほか。土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。少し単純なことをお聞きしますけれど、この会議規則案

の、一番最後の９ページ目ですか。ここに規律・・・ 

○委員長（山本浩平君）  どの資料ですか。  

○委員（土屋かづよ君）  白老町会議規則全面改正案です。９ページのところの下の部分に規

律の文言ありますね。私、少し不思議にずっと思っていたのですけれど、一応会議は約１時間

行われることによって、10 分か 15 分ないしの休憩が取られるわけですけれども、会議中に本

来であれば、議長の許可をきちっと得なければならないところなのですけれども、議席を立っ

て用を足してこられる方が何人かおられるので、そのことがどうなのかなと、ずっと考えてい

たのですけれども、そのことにおいての今までの経過というのは、どういう形で。それは暗黙

の了解という感じなのでしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 会議規則上は、会議規則違反なのです。ここに書いてありますと

おり、９の 105 条に書いてありますように、禁止されているのです。議員は、会議中みだりに

議席を離れてはいけないという規定になっていまして、トイレに立つことについても、これは

会議規則違反なのです。基本的に、議員がそういう生理現象を求めて離席したいのであれば、

議長に休憩の動議を求めてするというのが、手続き上普通だと思います。ですから、みだりに

生理現象が来たからといって、勝手に立って歩くのは、会議規則違反ということで、厳密に言

うと、ルール無視ですから、懲罰まで行くかどうかわかりませんが、それが重なっていけば、
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そういう部分にもなるということです。ただ、従来から白老町の議会は、その辺は暗黙のうち

に認めている、余り言わなかったということだろうと思います。ただ会議規則上は、違反は間

違いないです。 

○委員長（山本浩平君）  土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。やはりここにきちっと盛られている限りは、議員さん皆

さんそれぞれが会議規則に沿って行わなければならないのではないかなと思っておりましたの

で、そのことに関してどなたか何かありましたら。  

○委員長（山本浩平君）  今の件につきまして、皆さんのご意見。この規律に直接ではないか

もしれませんけれども、今までの慣例の中では結構そのように見受けられていたと。私も何回

かそういうことがありますけれど、この点について何かありますか。 

 西田委員。  

○委員（西田祐子君） 私も本当のことを言えば、動議にかけてトイレ行きたいと言いたいの

ですけれど、何かせっかく今、いいところ進んでいるのに、動議かけるの申しわけなくて、つ

い黙ってこそこそとトイレに行ってしまう部分があるので、その辺は本当はきちっとしたほう

がいいと思うのですけれど、やはりある程度トイレは静かに音を立てないで行くようにぐらい

で、仕方ないのかなと思っているのですけれど、議長、運営上どうなのでしょう。ちょうどい

いところで発言している最中に、「動議、トイレ」と言うのはいかがなものかなと思うのですけ

れど。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  このときに議長がぱっと注意すれば、一番いいのだろうけれど、そ

ういう今、形は取っていないのですけれど、やはり離れてはならないということだから、これ

を離れてもいいよという形には、なかなか難しいのですよね。何か皆さんいろいろとあれして、

多少、例えば合図したら暫時休憩という形でかけられるとか何とか、いろいろな方法があるの

かなと思うのですけれど、この辺については、議長が「黙認します」というわけには、なかな

かいかないのですよ。やはりその辺、議員としてこれはやはりあえてというのは最大限急にぐ

あいが悪くなってなのだと言うのなら話は別だけれど、いろいろな傍聴者などいる中では、こ

れはきちっと守ってもらうようにしてもらいたいと思うのですけれど。  

○委員長（山本浩平君）  土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。今、議長がおっしゃったように、傍聴者の方からもそう

いう声が出ているのです。同じ議員が１時間の間に２回も立ったりとかいうのが結構あったみ

たいなのですね。それが、議会としてどういうような形で許されているのかというのを、１回

質問受けたのですけれど、私としてはその辺は暗黙の了解なのかなと思っていたので、今まで

聞かなかったのですけれど。やはり、町民の中からもそういう声が出ているということを真摯

に受け止めて、せっかくの議会改革ですから、やはり、規則にのっとってやるしかないのでは

ないかなと思うのですけれど。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  



 14 

○議長（堀部登志雄君）  今、先ほどから出たように、１時間で大体休憩してやっている中で

は、今、言われたように、これが暗黙で了解されていると思って、安易ではないと思うのです

が、出るからにはそれなりの非常にせっぱ詰まった状況があると思うのですが、今、言われて

いるように、こういうものだよということを知らない人が議員の中でいて、なんとなくこれ許

されるのだよなという感じがあるものですから、この辺がきちっと皆さん肝に銘じて、これは

絶対できないのだと。だけれど、脂汗をかいてどうにもならないような形になったときは、そ

れなりに動議出してもらうとか何とかしてもらうような形で、いったほうがいいのかなという

感じがするのですよ。いくべきだなと思うのですが。その辺の・・・。  

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  きっとそんなにみだりに席を立っていないと思うのですよ。た

だ、経験上ありますけれど、膀胱炎になったり、ちょっとした緊急になったとき、結構トイレ

行ったりですね、風邪で緊急の下痢とか、そういうもの人に言えないわけですよ。少し議長に

耳打ちしておいて、大人の対応で出るとかですね、その辺整理しておかないと、１回、１回動

議して、「トイレ行きます」とはならないと、私は思います。ただ、意識的な部分というのは、

議長が見ていてもわかると思いますので、それは陰ながら注意するとか、そういう対応でいか

ないと、これから、私自身もトイレ近いほうですから、なるべくそういうときは水を飲まない

で来るとか、そういうことをやっているのですけれど、見たら、女の人だって結構膀胱炎にな

っていたりして、あるのですよ。そうすると、トイレが近くなるのですよ。そういうようにな

ったときに、その辺はある程度の対応でここで議論して、１回、１回動議だとかという話にな

るのかなと思いますけれど。私は体丈夫ですかと言われれば丈夫ですが、個々のいろいろ持っ

ていますからね。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  整理したいと思うのですけれども。どうですか。基本的に離席につ

いて規定がございますので、各会派で、今までの慣例の中で、私などもそうだったのですけれ

ど、構わないのかなと思って、やはり我慢できないなと思って、出て行ったことがあるのです

けれど。極力緊急性がない場合は、やはり１時間に約１回ぐらいの休憩までは、我慢できるよ

うな体制をなるべくつくっていただいて、極力それは避けていただくようなことで、徹底をし

ていただくということにしかならないのではないでしょうか。今、前田委員外議員がおっしゃ

ったように、そのときに動議という形も、いかがなものかなというふうにも思うのですよね。  

 副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） もちろん生理的な現象ですから、それを止めるなどということに

はならないです。ただ、私の経験で言って、昔の話と今の話を言ったって、昔のやつは何を言

っているのだとなるかもしれませんけれど、前田委員などはよくご存知だと思うのだけれど、

前田委員がいらっしゃったときは、ほとんど離席はなかったと思います。ほとんどないです。

私が入ったときは、そのようなことをしたら、「何をやっているのだ」という一言です。それで

終わり。議会の権威というのは一体何なのか、こういうものが権威なのかどうか、はっきり言

って私はわかりません。だけれど、やはり議場というのは極めて神聖な場だという意識は。 
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ですから、これ、携帯電話は本来から言ったら、あそこに全部入れておくべきなのです。入

っていないこと自体がおかしいのです。持って入ってはならないとなっているのですから。あ

そこに全部入れていれば、誰も持って入っていないということなのです。そういうことがたく

さんありますけれど、そういうことが意識化されないとだめなのですよ。  

今のトイレの問題は、前田委員外議員がおっしゃったことは、確かにそういう部分はあると

思います。しかし、携帯電話はそういうことはないですよね。決まっているのです。皆さんが

決めたことなのです。だけれど、守られていないのですよ。なぜかと。そういうことから、や

はり議員が本当に襟を正すということが、そういう意味ではないかと。それを何か、さっき言

ったように、脂汗流して、とにかく出たらだめだから頑張るという、これはそういうこととは

私は違うと思うのですよ。そういう意識ね。そのとき私が初めて入れていただいたときにご年

配の方いらっしゃらなかったかと言ったら、たくさんいましたよ。名前言えばあれですが、長

老の方１人ぐらいの方が、たまに出入りされたというのはあります。だけれど、その方が、若

い陣が立って、何か聞きにちょっと行ったら、「何やっているのだ」と、傍聴がいたって、誰が

いたって、一喝ですよ。その若い議員、真っ青になります。そういうのがいいかどうかは別で

すよ。だけれど、議場というのは極めて神聖なのだという意味、そういう意味がもう通じない

時代かどうかわかりませんけれど、そういうことは、私は少しは必要かなと。だから、この部

分についてそうでないとしたら、携帯電話やその他のことについては、同じことなのだから、

そういうことをきちっと皆で守りましょうということで、皆さんから、何も他の人が決めたの

ではないですよね。町が決めたとか。ここで決めているのですよ。だから、私はそういうこと

を・・・。携帯電話持っていて、いくら電話来ても、本来席を立って出られないわけですよね。

中で使えないとしたら、こちらに置いておいたって同じなのですよ。昼休み時間に来て、開け

て、そしてかけるというのが、それが礼儀なのですよ。そういうことが私は全体的に強制する

とかではなくて、議会の質、権威というのは、そういうところ。例えば会議前に必ず５分前に

会議のところには入って座るとか、これは常識なのですよ。時間通りに行けばいいというので

はないですよ。５分ぐらい前に議場だとか、委員会なら委員会にきちっと入って座るというの

は、これは常識だと私は思うのです。ですから、そういう部分の集まりだというふうなふうに

考えられないかなというふうには思います。ただ、生理現象をどんなにこんなり「我慢して」

と、それは違うかもしれませんね。難しいところだと思いますが。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員、いかがでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 私もこれは難しい問題だなと思うのです。ただ、議長から、例えばそ

ういった様子を見て、「暫時休憩いたします」と、その人のためにだけ時間を割くというのもど

うかなと思いますしね。例えば携帯電話とか、いろいろなルール、マナーについての話は、今、

副委員長が言われたとおりの話だと思います。ただ、この生理現象については、やはり、私は

普段トイレ結構どうでもいいほうなのですよ。ただ、たまたま体調が悪いとき、風邪気味のと

きだとか、そういうときというのは、自分でも思ってもいないときに、例えば 15 分前にトイレ

行ったのに、また催したりするということがあるのですよ。そういったところで、何らかのル
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ールというか、合図というか、そういうものがもしできるのであれば、静かに退席をして、用

を済ませてきて、また議場に着くと。そうでなければ、それだけ調子が悪いときには、来なけ

ればいいわけですよ。でも、その体の中でも、議会というものに自分は意識を持って出てくる

のであれば、そういった体調の管理も、個々の体調管理は必要ですけれど、そのときそのとき

によっての、やむを得ない場合は、静かに退席するということも必要なのかなと。またジェス

チャーというのも変でしょうし。頻繁ではないでしょう。例えば、何回か退席される方いらっ

しゃるけれど、その人はなにかきっと、自分で持っているのではないですか。トイレなども短

い人いますよね。そういった部分なのかなとも思いますし、例えば、意識的に行っているので

はないと、私は思っていますから。  

○委員長（山本浩平君）  新政クラブ、近藤委員。この件についていかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） やはり議会の権威からいけば、そういう体調の悪い人は議場に入らな

いで待機しているとか、そのぐらいのことを考えていいのかなと思います。前田議員が言った

ように、手を挙げて動議とか何とかというのはおかしい話で、また議長が合図をされたからそ

こでやるというのも、余りにもおかしな話ですから、そういう人は体調を万全にして議会に臨

むということが、やることでないかなと思いますよね。  

 もう一つ。今はないのですけれど、スリッパで登壇した人が。今はもういない。皆さん靴を

履いてきちっとやってくれているのですけれど。あれは私、一番、入ったときから気になって

いました。ペタペタ、ペタペタ、歩いていくのですよね。そして質問などして戻ってくるとい

うのがあったので、これは変えていただきたいと思っていて、その方がいなくなったから今、

いいのですけれど、そのようなこともありまして、やはりもっときちっと、議場ですから、や

るべきだなと思っています。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も議員としての規則というのは、副委員長のおっしゃられたとおり

だなと思っております。全くそのとおりで、ぜひこれは徹底していかなければならないなと、

みずからも理解してお話をうかがいました。ただ、生理現象については、正直申し上げまして、

私も毎月、毎月、苦労いたしました。それは女性の立場としてですね。ですからやはり、体調

の悪いときには、本当は議会に行かないのが一番いいのかなと思いつつも、そのようなことを

言っていたら、毎月行かれなくなってしまったり、委員会に出られなくなってしまったりとか

ありますので、そういうことに関しても、極力自己管理するように努力しましょうと。そうい

う程度にしかならないのかなと、少し感じておりますけれど。  

○委員長（山本浩平君）  各会派、または委員外議員の見解もいろいろとございました。慣例

の中で、安易というわけではないですけれど、いいのかなと思って退席されていた例も、多分

今まであると思いますので、ここはやはり議会の権威というものをよく考えて、襟を正してい

くということで、それぞれの会派、または委員外議員の皆様も徹底していくということで、押

さえていただければと思います。よろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君）  それでは暫時休憩をいたします。  

休憩 午前１１時０６分  

                                         

再開 午前１１時１６分  

○委員長（山本浩平君）  それでは休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 基本的に、これ、各会派の人数分用意しますので、一度会派で目を通していただいて、また

いろいろと、「この部分はこうしたほうがいいのではないか」、あるいは、「これはいかがなもの

か」ですとか、「こういったことをつけ加えたらどうだ」とか、そういった意見を、次回のとき

に出していただければと思います。  

 ただ、ここでまた、その会議をするために、議会運営委員会のメンバーの皆様方には今、現

在でわからないところは、どんどんお尋ねをしていただきたいと思います。 

 ほかに、今の説明の中で、何かお尋ねしておきたいことがあればどうぞ。 

 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。委員会条例の中に秘密会という項目があるのですけれど、

これはどういうときにどういうあれで使って、過去に例があるのかどうかお聞きしたいのです

けれど。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、委員会も全部公開にしたのは、平成４年からなので

すね。協議会もすべて公開していまして、今、基本的に議会のいろいろな場面の審議の過程で、

秘密会をするということは、なかなか難しいのかなという思いがしていまして、私の知ってい

る部分では、なかったのかなと。過去にはわからないですけれど、秘密会というのは、ないか

なと。副委員長、過去にありましたか。  

○委員長（山本浩平君）  ベテラン議員にお尋ねしたいと思います。 

 大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今まで私が記憶している秘密会というのは、企業誘致

特別委員会がありました。今ありませんけれど、そのときは、これは、マスコミにわかると、

実際に企業誘致がだめになるということがあるのですね。それは、町の言っているのも正しい

と思いますし、議会が関与しないわけにもいかないということで、そういうことで、私が記憶

しているのは、そういう形での秘密会はありました。これはきちんと言って、公表して、秘密

会にするということで。そういう記憶はありますね。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。ほかに。 

 清風クラブ、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 単純なことをお伺いします。白老町議会会議規則の総則のところに、

欠席、遅刻または早退の届け出の２番のところなのですけれど、「住所地を連続して２日以上不

在するときは、その旨を議長に届けなければならない」と書いてあるのですけれど、連続して

２日というのは、例えば、白老から虎杖浜の温泉とか、登別温泉とか、１泊で少しでも出かけ
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てしまってもなるのか、大体この辺の許容範囲はどうなのでしょうか。よくその辺がわからな

いのが一つです。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 今、現在の会議規則では、届け出るという規定はないのですよ。

ただ、これだけ委員会とかいろいろな形の部分が多くなってきますと、なるべく皆さんがそろ

っている部分で、委員会とかそういう活動をされたほうがいいということで、事務局のほうで

押さえさせていただいているのですよ。ですから、白老を離れて札幌の、例えば息子さんのと

ころに１泊２日で行ってくるといったときに、連絡をいただければ、うちのほうで押さえてい

ると。ですから、書式は必ずしも文書で出してもらう必要はないと思います。それは事務局の

ほうで記録としてつくって、受付に回しておく話であって、ですから例えば、葬式で２日、３

日不在しなければならないだとか、例えば、何かの、自分の研修で東京に２日行ってこなけれ

ばならないといったときに、届けていただいたほうが、それぞれ勝手に日程組まれるより、こ

の日だれだれいないですけれどという配慮の下で組まれたほうが。どうしてもいなくても開か

なくてはならないときがあると思いますけれど、そういう配慮から届けてくださいということ

で、今もお願い等の形でやらせていただいているのですよ。実際には届けていただいていると

思っていますし、そういう部分は一応ルール化として持っておいたほうが、それぞれ議員さん

の活動を阻害しなくていいのかなということで、新たに２日以上という部分をここに規定した

という、単純にそういうことなのです。ですから、議長に届け出なければならないということ

は、事務局にお知らせしていただくということで用が足りるということですから、何も面倒く

さくなくて、「私、きょう２日間札幌ね」、「いないから」という部分を、例えば、身内の中で不

幸があって出かけるだとか、研修で行かなければならないだとか、自分の研修で行くのだとい

うことを、知らせていただきたいなという規定なのですね。ですからそれは、場合によっては

連絡できない人もいると思います。基本的にそういうルールで皆さんしていただいたほうが、

私は活動としてはいいのではないかということで、あえてここにつけさせていただいたのです

ね。いらないということであれば、必要ないかもしれません。ただ、それだけです。今も現実

に、西田委員さんからも届け出ていただいていますし、いろいろな方からもいないよというお

届けはいただいていますので、それを単純にルール化したということなのです。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の件はわかりました。  

 それとですね、もう一つなのですけれど、ここの中の規律というところで、携帯品というと

ころで、「議場に入る者は、帽子及び外とうなどの外着の着用・・・」と書いてあるのですよ。

実は、白老町議会ですね、冬になったら寒いし、夏になったエアコン効いて寒いし。  

○委員長（山本浩平君）  ９ページですね。  

○委員（西田祐子君） ９ページですね。その辺ですね、私も寒くて外とう持って議会に入っ

てということもあったものですから、毛布着用とか、そういうものというのは認めていただけ

るのでしょうか。その辺だけは余り自分でも、外とう持って行ったほうがいいのか、毛布用意
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したほうがいいのか、悩んでいた部分もあったのですけれど、そういうところまでは別に特に、

ここでは言っていないというふうに理解してよろしいでしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） この辺も先ほど副委員長がおっしゃられたように、議場の神聖さ

という部分を求めているのだろうと思います。ですから、クールビズのときに議論になったの

も、そうだと思います。やはり本会議は「ネクタイ、背広着用で」という議論も過去にあった

のも事実です。ですから、そういうような部分で規定が私はあるのではないかなと思っていま

す。ですから、携帯等の部分についても、やはり会議を阻害するという部分から、必要でない

ものは持ち入れないという規定ですから、その部分で判断していただくほうが、よりベターな

のかなと。これは少し簡略したのですね。ただ、旧規定の中にも帽子、外とう、襟巻き、杖、

傘等々書いていますよね。杖とか、傘というのが、本当にここに規定に入っているのがいいの

かどうかというのはわかりませんけれど、せめて審議に向かう心構えというのですか、そうい

う部分を規定しているのかなと思います。ですから、最後の規定に書いていますとおり、「病気

その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない」という規定がございますので、

どうしても風邪を引いていてひざ掛けを持って入りたいというときは、議長に申し出て、許可

をいただくというのが、神聖な議場の中というものを考えたときには、取られる措置かなとい

う気はしますけれど。基本的には、きちっと向かおうということですので、場合によっては、

議長の判断によって、求めるのが私はいいのではないかなと思います。事務局の感じですけれ

ど。皆さんで議論していただきたいなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） その部分わかりました。録音機等というのは、他のメディアとかでし

たら、パソコンも持っていますし、それでなぜ議員が、自分の発言を録音できないのか。その

辺がすごく不思議なのですけれど。この辺もやはり、会派に持ち帰って議論してもいい対象と

考えてよろしいですね。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に、録音というのは、議場の中で録っていますのでね。議

員が請求すれば、録音という部分はお渡しできるという考え方をしています。電子機器類を携

帯してはいけないというのは、パソコン類という部分ですけれど、基本的に第２次のやつで、

持ち込むことについては断念したのですよね。ですから、この辺は議論がいると思いますけれ

ど、どうしてもパソコンを持って入って操作するということになれば、当然、音ですとか、そ

ういう部分が出てくると思いますので、これも議論していただければいいのではないかなと思

いますけれど。基本的に、迷惑にならないようにという部分ですので、会議を阻害しないよう

な範囲でということで、従来からは制限されているものであります。ですから、報道と同じよ

うに持って入ってだめなのということは、これは議論の中だと思います。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私、すごく感じていたのですよね。後ろのパソコンの音うるさいなと。
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正直言って、すぐ側にいらっしゃる方は、パソコンのキータッチの音、すごく聞こえてくると

思うのですね。報道陣は自由なのに、なぜ議員はだめなのかなとかね。その辺をもう少し議論

してほしいなと思うのですけれど。  

○委員長（山本浩平君） それでは、この携帯品に関しまして、それぞれ各委員さんの意見を、

少し聞いてみたいと思います。 

 土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。私はどちらかというと暑がりで、ほとんどそういう外と

うとか必要ないのですけれど、やはり座っている席によって、寒暖の差があるというのが、以

前から思っていました。今、現在、きょう出席されていない委員外議員が、冬になったらひざ

掛けかけていますよね。ひざ掛けぐらいの範囲は許されるのではないかなと思うのですよね。

特に女性の場合、男性と違ってもも引きを履いてストッキング履くわけにいきませんので、そ

ういう場合はやはり、最小限ひざ掛けぐらいはいいのではないかと思います。  

 パソコンはやはり、私の席の後ろでマスコミの方が打っているのですけれど、音は確かに気

になります。だけれど、議員さんが審議に集中している中でパソコンを入れることによって、

全体が審議に集中できるかと言ったら、それは疑問視されるので、私はマスコミだけで十分で

はないかと思います。  

○委員長（山本浩平君）  ほか。公明党氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） まず今、クールビズだとか、それからウォームビズだとか、その時々

によって、個々の体調というのは全然違いますよね。それこそ今、言われたように、土屋委員

が暑がり、私もそうなのだけれど、変な話、７月からではなくて、６月からこういったクール

ビズなんかやってほしいなと思っているくらいなのですよ。議場が神聖な場というのは、それ

は本当に精神的な部分だから、それはよくわかっているつもりでいます。そういったことで考

えていくと、冬場の寒い、暑いというのも、我々だったら逆に、背広の中に１枚何かを着てく

るような対応取れますよ。厚ければ脱げばいい。それは個々の自由にしてもらいたいと思うけ

れど、それほど、Ｇパン姿で、Ｔシャツ姿で来るわけでないから、相手から見て見苦しくない、

ちゃんとした形というか、姿勢をとっていれば、私は十分かなと思う。女性の場合も、例えば、

足冷える方、下半身の冷える方はいますよね。やはり冷える方は冷える方なりに、そういった

対応とって、しっかり議事に臨むという姿勢が必要だと思っています。また寒ければ、女性は

スーツやなんかではなくて、そういう形の中で身を守ることができるのだろうから、肌着やな

んかでもって調整が取れるのであれば、そうやってしっかりやればいいことであって、私はそ

ういうふうに思います。  

 パソコンの導入のことについては、やはり今後、今はどうかわかりません。でも、今後やは

り、だんだんとそういう時代も来ると私は思います。ですから、これは各会派に持ち帰って、

今後の議会改革という形の中で進めていくべきことかなと思います。どうしても時代というの

がありますよね。データだとか、それから一般質問に対しての取り組み方、これからどんどん

若い方が増えてくる時代になってきたときに、本当にそういったことが必要になってくるとい
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うこともあるかもしれないので、これは今後の改革事項として考えたらよろしいかと思います。 

○委員長（山本浩平君）  近藤委員いかがでしょうか。  

○委員（近藤 守君） 外とうとか寒さに関することに関しては、やはり外とう来て議場にい

るということは、甚だおかしな話で、今でもひざ掛けはやっている方がおられますので、この

分については、何も問題ないのかなと思っておりますから、寒い方は毛布でも持ってきてひざ

掛けにされればいいなと思っていますし、あと、携帯電話は当然です。録音機等も、これも昔

のやつはでかい録音機ではないのかなという気がしているのですよね。今のように小さい、本

当に携帯電話機能のやつであれば、別に自分の言ったことを記録して、人のやつも皆記録して

いるわけですから、置いておいて記録するには、何も支障がないのかなと思っております。 

これからのパソコンについては、今後の課題かなと、そういうふうに思っております。 

○委員長（山本浩平君） 新風の山本ですけれども、基本的には皆さんと同じ考え方なのです。

ただ、男性と女性となぜ分けるのという言い方になってしまうのですけれど、男性のひざ掛け

で毛布を持ち込むのはいかがなものかと思っているのです。男性は、私は、もも引きでも何で

も履いて、上でも長袖のシャツを中に着るとかして、やはり防げると思うのです。男性はもと

もと、男性と女性を比べたら、冷え性というのは比較的女性のほうが多いわけですから問題な

いのですけれど、町民から見ていかがなものかなと思うようなことはなるべく避けて、中に着

るというぐらいの気持ちでやっていただいたほうが、よろしいのかなというふうに思います。  

 それと電子機器に関しては、先ほど氏家委員がおっしゃったのと全く同感で、これからの時

代を考えると、やはりそれは、そういうのに若い人達、今、どんどん慣れてきてしまっていま

すし、そういう会議をどんどんやってきている人達が今、青年団体の人達は多いのですね。で

すから、これはやはり検討課題にしておかないと、逆に、「なぜだめなの」みたいな、多分これ

からそういう意見が出てくると思いますので、検討課題にすべきかなというふうに思います。  

 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私は、皆さんの言っているとおりです。大人の対応が必要かな

と、こう思います。 

 パソコンについては、皆さんおっしゃるとおりですけれど、できればなるべく早い形で、打

つというのは別にして、使わせていただきたいなと思います。ということは、一般質問とかや

っていく間に、資料なんか入れていくのですよ。そうすると、一般質問するときに、ボタン１

つでわざわざ資料を全部コピーして持って来なくても、その都度ボタンを押せば、それを見て

数字的には使えますので、やはりその部分は時代の流れの中で、少しでも使いたい人がいれば、

そういう形でしていただきたいなと、こう思っています。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさんの意見としてお伺いしたいと思います。  

○委員（西田祐子君） 清風クラブです。私どもの会派でも少し話は出たのですけれど、今、

エコの時代だと言われていて、実際に議案書とかそういうもの、かなり膨大な部分で用紙使っ

ていますよね。今すぐではないでしょうけれど、近い将来にパソコンの画面を見て庁内ＬＡＮ

を使って、ある程度膨大な資料のときの予算案とか、決算書のときは別ですけれど、それ以外
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の簡単な議事録程度だったら、当然紙など使わないで、画面で見る時代も近い将来来るのでは

ないかと。そういうことも含めてこれから、ぜひ議会改革の中でそれも進めていってほしいな

という考えです。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  今、各会派からいろいろなご意見を頂戴いたしましたので、それら

も含めまして、再度各会派で持ち帰っていろいろ検討していただいて、出していただきたいと

思いますので、そのときにここの部分はこうしたほうがいいのではないか、ああしたほうがい

いのではないかというようなことで、次回出していただければと思います。 

ほか、何か質問ございませんか。  

なければ、次の項目に入りたいと思います。２番目、改革項目における今後の課題と検討に

ついて。これにつきましても、きょうここでなかなか議論をするという時間もございませんの

で、どういったことでこれから議論を進めていくかというようなことを、局長から説明してく

ださい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 別紙１につきましては、これは６月 19 日の委員会報告させてい

ただいた３次の改革取り組みの示したそのものでございまして、これに向かって組み立てをし

なければならないということになります。まだ大枠は定めましたけれど、個別の部分につきま

しては、先ほどの条例体系、規則体系を示しましたように、正式にはこれからで、運用もこれ

からだと思います。それで、第３次の議会改革の議論の中で使わせていただいていました、今

後取り組みするとしたらの場合の課題を記載させていただいていますので、これを検討するこ

とによって、条例規則がルール化されてきますでしょうし、それを運用していくときにもスム

ーズに運用していくと思いますので、これを基に議論をしていってはいいのではないかと思い

ます。例えば、３の３の２段目のところに、「委員会の議案提出の活発化」と、こうなっている

のですよ。これは積極的に取り組むべきと、全会派一致しているのですが、どうやってやるの

というのが、全然ないのですよ。掛け声だけでは本当に進まないと思いますので、これはどう

いうふうにルール化して、どういうふうに運用していくかということのほうが大切ですので、

そういう議論が進まないと、一向にここは図っていけないだろうと。そのようなものが随所に

ちょっと表現させていただいています。例えば次のページの、７の１の公聴会・参考人。これ

も全会一致でやるべきだと言っているのですけれど、どういうような場合、どういうことで、

どういうような公聴会をするのとか、参考人をどういう場合に招集して、どういうふうに意見

を招集するのだというのがないですよね。イメージだけの世界なのですよ。ですから、それで

あっては、本当にこれは項目を挙げただけで進まないだろうと。ですから、この辺の部分は皆

さんで十分議論して進めるような３次改革に持って行かないと、ただ３次の表はつくったけれ

ど、検証したときには、「余り、できなかったね」と。こういうことになってしまうのかなと思

う中で、課題として上げておりますので、この中で今、条例の中にルールとして組み込もうと

して提案させていただいている部分もあります。専門的知見ですとか、例えば移動委員会のや

り方ですとか、そういうものは当然ルール化してきますけれど、運用の仕組みとして各会派で

十分議論する必要があるのではないかということで、課題提起として出させていただいていま
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すので、会派の中でも十分議論を積み重ねながら、議運の中で組み立てていく必要があるので

はないかということでございます。私からは以上です。  

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。改革への課題として何点も出されておりま

すので、特にこのはてなマークついている部分が大事になってくるのかなと思いますので、若

干これは時間をかけて各会派で議論をしていただいて、各会派の意見をまとめてきていただき

たいと思います。また、委員外議員も、考え方をまとめてきていただきたいと思います。  

会議を開く上での何かわからないこと、質問あればどうぞ。これをご覧になっていただいて

ですね、少し意味がわからないとか何かあれば。  

○事務局長（上坊寺博之君） もう１点いいですか。 

○委員長（山本浩平君）  局長どうぞ。  

○事務局長（上坊寺博之君） この表は、第３次の大枠を決めるときにも１回提示させていただ

いているのですね。その中でもまだ、こういう部分から改革項目を取り上げよう、取り上げな

いというのを決めていただいたのですけれど、表自体の中身は１回ご覧になっていただいてい

るのかなと思っております。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風の西田です。ここの中で取り組みと課題についてなのですけれど、

例えば次のページの本会議の運営で、通年議会の本格実施。これはもう実施されましたよね。  

○事務局長（上坊寺博之君） これは前回のとおり、そのままのやつです。 

○委員（西田祐子君） ここの中で実際に実施されているものというのは、これだけですか。  

○委員長（山本浩平君）  局長いかがですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ほとんどまだ組み立てはされておりません。通年議会の部分が条

例化、制定して、要綱を定めて、実際には６月から実施したという部分だけで、ほかの部分は

一応項目としては上げておりますけれど、まだ条例明記もしておりませんから、例えば政策研

究会を設置しようとしても、今、できないのですね。ですから、それを早く必要であれば、早

く設置する必要があるでしょうし、運営も含めて早く協議する必要があるだろうと思います。

ただし、一部については広報広聴のほうにゆだねなければならない部分もあるのではないかな

と思っております。例えば、出席議員の活動の公表で、出席状況公表、これは広報を通じて公

表していくということになっています。また、賛否の状況についても広報を通じて、インター

ネットを補足しながらやっていくということになっていますので、どういう方向でやっていく

かというのは、広報広聴の小委員会で決められていくものだろうと思っております。私からは

以上です。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風西田です。今後の取り組みと課題ということなのですけれども、

私は、できればこれから取り組んで行こうとかいう、ある程度順位をつけて、一つずつこうや

ってしていく方法にしていかないと、これを上のほうから順序やっていっては進まないような

気がするのですよね。ですから、ある程度順番をつけてもいいのかなというふうには感じてい
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たのですけれど。皆さんのお考えはいかがなのでしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  いっぺんに全部行うのではなくてという意味ですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、言ったように、本会議の運営、通年議会の本格実施というふうに

やりまして、政策研究会をつくる。まず政策研究会をつくるのを１番にしようとか、例えば、

そういうようなものから全会派一致によってはやるとは言っていますけれど、まず必要順とい

うのですか、これからまず取り組んでいくべきだというような順位というものがあってもいい

のではないかなと思っているのですけれど。それとも全部上から順番にやっていって、なんか

まとめて、４年後のドンとでき上がるのも、それではせっかく議員活動やっている中で、１日

も早く取り組んで、議員活動に活発化できるようなものから取り組んでいったほうがいいなと、

そう感じていたのですけれど。 

○委員長（山本浩平君）  お諮りしたいと思います。いかがでしょうか。  

 副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今のご意見、私はいいと思います。やはり優先順位を

きちっとつくって、早く改革できるもの、そして必要なもの、例えば今、言われたとおり、政

策研究会４年後にできても何にもならないわけで、これは早くできないと全然意味がないと思

いますので、そういう点で言えば、私の個人的な意見で言えば、倫理条例なんかも早くやった

ほうがいいかなと思っていますので、そういうことはいいのではないかなと思いますけれど。  

○委員長（山本浩平君）  公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私もそういった思いでは同じ思いなのですけれど、そのために今、会

派に持ち帰って、この中で、それこそ優先度、こういったものについてはすぐに取り組めるだ

ろうというものについて、はっきり言ったら長引くものもありますよね。そういったものにつ

いては、今後の一つの改革項目としてという形の、だから会派に持ち帰っていろいろな意見を

聞こうという話だと思うので、今、西田委員が言われた優先順位をつけて、これからこれに取

り組んでいくという話というか、そういった理解は同じです。そういった思いで、会派に持ち

帰って考えます。  

○委員長（山本浩平君）  私どもも、異論ございません。 

 新政クラブさんもよろしいですか。 

○委員（近藤 守君） はい。全くそのとおりです。 

○委員長（山本浩平君）  そういうことで、この手法についてどのように具体的にやっていく

かということを協議していただいて、また、各会派で委員外議員も含めて、これだけは早くや

らなければだめだとか、そういったことを次の議運の中で出していただきたいと。このように

思います。こんなところでよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） １点いいですか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 別紙１の上の、町民に開かれた議会、町民に親しまれる議会のう
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ちの、移動常任委員会の部分を除いたら、小委員会なのです。小委員会は 15 日に開かれまして、

15 日も１回議論はされると思いますけれど、その後全部が一括出るかどうかはわかりませんけ

れど、その部分については、随時会派持ち帰りという形の中で議論されるものだろうと思って

おります。今、一つは広報の改革で、情報公開の関係ですね、広報のあり方をどうするかとい

うのは、持って帰っているはずですので、広報のほうも今、ちょっと委員長不在ですけれど、

副委員長の段階で精力的に取り組まれるだろうと思っておりますので、その辺もお含みおきい

ただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  あと、個別にもしわからないことがありましたら、事務局までお尋

ねしていただいて、会派の会議を開いていただきたいと思います。それで、これいつごろ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 28 日。 

○委員長（山本浩平君）  28 日ですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 本会議終了後委員会という形です。 

○委員長（山本浩平君） 28 日まで十分議論を深めてきていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いを申し上げます。  

 それでは２番目。地方自治法の一部改正について。局長お願いいたします。  

○事務局長（上坊寺博之君） 最後の資料が添付されていると思いますが、急遽地方自治法の改

正が行われました。というのは、議会事務局の段階では、情報がなかったものですから、自治

法が改正されると思っておりませんでした。内容はどういうものかと言いますと、お手元にお

配りしていますとおり、発案が衆議院の総務委員長の提案だそうです。ですから、急遽成立し

たものかなという判断をしていまして、内容はということですが、次のページを開いてもらい

ます。そこに地方自治法の一部を改正する法律の概要ということが書かれておりまして、２点

ほどございまして、一つは、議会活動の範囲の明確化ということが定められたと。地方自治法

の 100 条の 12 項に追加されたものです。従来は、会派代表者会議、全員協議会等は、法律上議

会の正式な会議として認められていなかったのですね。ですから任意の会議で、それぞれの議

会の中で開かれていたというものですが、これが会議規則等の定めにきちっと定めた場合、正

式な会議になるという規定がされたものだと思います。要するに、議会運営上の必要性に基づ

いて、協議又は調整を行う場を設ける手続きのほか、協議又は調整の目的等その内容が明らか

になるよう規定をした場合、正式な会議になるということでございますので、今、会議条例か

ら委員会規則まで示させていただきましたが、それに盛る必要があるかどうかという部分でご

ざいます。今、白老町議会は通年議会を実施していまして、基本的にはこれはすべてクリアさ

れるような形で今までも運用して来ました。例えば総務の所管にかかわるもので、全員が聞く

必要があるものについては、総務以外の方々を委員外議員で招集して、自由に発言を求めたり

してございましたので、一定の限度については、うちの議会についてはクリアできるのかなと

思っています。 
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もう一つ、各会派代表者会議等においてはですね、非公式でやっている場合がほとんどでご

ざいまして、公開することがいいのかどうなのかと。正式な会議になれば、すべて公開して、

すべて記録をとらなければならないものですから、選別してやるのが必要なのか、これも今後

の議論になると思いますので、これは自治法が改正されて、できるという部分だけご理解いた

だきたいと思います。 

もう一つは、議員報酬をきちっとして、明文化したと。盛んに言われていますように、議員

の報酬等については、自治法で委員会等の規定に今まで１本だったのですね。１本の規定でご

ざいましたけれど、今回の自治法の改正で、議会議員の報酬だけが条例が別規定になったとい

うことで、議会議員に対して、議員報酬を支給しなければならないという規定が追加されたの

ですね。その支給の根拠となるのを、議会の議員に対して支給することができる条例を定めな

さいということになっているのです。うちのほうはもう既に議会議員の報酬については単独条

例で持っていますので、これは全然影響がないだろうと思っています。ほとんど今、単独で持

っているのではないかなと思っていますけれど、場合によっては、各種委員会と一緒の規定で

されている部分については、改めなさいという規定でございますので、うちのほうは、この報

酬の規定については、今のところ問題はないということでございます。この２つが変わったと

いうことです。 

○委員長（山本浩平君）  議論する内容としては、会議規則に盛るかどうかというのを議論す

ればよろしいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） １番目のところ。 

○委員長（山本浩平君）  １番目のところですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただこれは、盛ったときから正式な会議ですから、いついつとい

うことではないと思います。まだ交付されていないのですよね。ごめんなさい。６月 18 日に交

付されたと書いていますから、施行期日がはっきりしないのですね。３カ月範囲内ですから、

まだ交付されたままで、施行期日がはっきりしませんけれど、施行されれば正式な会議にでき

ますよということです。 

○委員長（山本浩平君）  皆様方の質問、ご意見を承りたいと思います。どうぞ。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これも一緒に各会派で起算で、３カ月を超えない範囲内において

政令で定めるといいますから、慌てることないと思いますので、28 日まで、各派代表者会議、

全員協議会を正式な会議にしたほうがいいかどうか、各会派で議論していただいたほうがいい

のではないでしょうか。  

 先ほど局長少し言いましたけれど、例えば会派代表者会議は内輪の人事問題がほとんどなの

です。人事問題。ですから、これを公にしますと、全部公表になりますから、記者入りますか

ら、それが果たしていいのかどうかというようなことだとか、全員協議会は今、ほとんどない

ですから、やってもいいのだけれど、やった場合、議事録取って、きちっと情報公開の関係で

全部公開しなくてはだめになりますから、それはそれで構わないと思うのだけれど、則す必要
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が果たしてうちの議会であるのかどうかというあたりを、各会派で議論していただいたらいか

がですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） １点。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 参考に、通年議会の施行している段階で、協議している段階では、

町は、全部が全部公式な会議というのも確かにわかるのだけれど、非公式な会議の場も、場合

によっては必要と感じているのですね。ですから、その辺の配慮をどういうふうに取るかとい

う。だから、今の形ですと、非公式な会議もすぐに組めますし、例えば先ほど言ったように、

委員外議員を活用してやれば全員が参加するようなものがすぐできるという、今の通年の体制

なのですね。通年議会をやるときに町側からはそういう、副委員長も当時委員長でしたから、

そういうような申し出は町からは受けているのは事実です。  

○委員長（山本浩平君） 今の局長のお話も参考にしていただいて、28 日の議運まで各会派で

協議をしていただくということでよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、そのような取り扱いにさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いを申し上げます。  

 それでは、その他局長ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうからは持っておりません。  

○委員長（山本浩平君）  各委員の皆様方から、何かその他ございませんか。  

 西田委員。  

○委員（西田祐子君） 清風、西田ですけれど、昨日の新財政特別プランの中でいろいろな形

で小委員会で取りまとめしたりなんかするということだったのですけれど、委員外議員の２人

が入っていないのですけれど、その辺は例えば、議論の中にオブザーバーとして傍聴できると

か、何かそういう方法は取れないものなのかと思いまして、どうなのでしょうか。私達は会派

持っていますから、そこで意見調整することは十分できるのですけれど、委員外議員のお２人

は入っていませんので、その辺はいかがなのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  私も同じようなことを懸念しておりました。皆様方に意見を伺って

みたいと思います。いかがでしょうか。  

 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私がたまたま小委員長ということもございまして、きょう考えて

いたのは、小委員会の中できちっとお諮りをして、必要であればお呼びすると。ただし、それ

は小委員会のメンバーで議論をしたほうがいいのかなというふうに思っていましたので、きょ

うについては、まだその議論はしておりません。ですから、そこできちっと意志統一をした上

で、どういう措置を取るかというのを小委員会として考えたいというふうに考えて、きょうの

議題の中の、私の議題の中にも入っていると、こういうことで対処はしたいというふうには考

えていました。ただ、きょうのものについては、まだ議論しておりませんので、小委員会とし
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ては、現段階としては、まだなしという状況であります。 

○委員長（山本浩平君）  今、たまたま副委員長が特別委員会の小委員長ということで、その

ような考えでいるということでございますけれど、そういった方向でよろしいですか。 

 西田委員。  

○委員（西田祐子君） 確かこの議運で委員を選出したように思ったものですから、委員外議

員の方々もそうかなと思っていたのですけれど、違うのですか。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 選出方法等につきましては特別委員会で決めて、正式には、ここ

の議運にそのメンバーを持ち寄るということだったと思います。ですから、きょうの傍聴は構

いません。傍聴はいくらしても構わないのです。傍聴はどなたが傍聴しても構いませんので、

傍聴をしていただくのは一向に構いません。ただ、傍聴の場合は発言権がございませんから、

発言をするかどうかというのは、委員外議員という表現が小委員会で合っているかどうか調べ

ないとわかりませんけれど、そういう措置を取らなければ発言できませんから、傍聴はきょう

だって誰でもできますから、傍聴はぜひしていただきたいと。特に委員外議員の方は傍聴して

いただければ、私は極めて助かるなというふうに思っております。ただ、そのことについては、

今までは会派代表で物事をやってもらうということは、今回初めてやりましたので、その後、

きのう小委員会の権限の問題も少し議論されましたけれど、そういう経過がございましたので、

それで、きょうこれから佳境も迎えて小委員会かなり数やらなければだめになると思いますか

ら、それはどうするかということは、小委員会で決めたほうがよかろうという判断をしたと。

こういうことでございます。傍聴は、くどいようですけれど、何度でもできますから、傍聴は

どんどんし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）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風、西田です。先ほど副委員長が今後の小委員会のほうで検討して

いただけるということでしたので、ぜひよろしくお願いいたします。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。  

 ほか。なければ、これをもちまして、本日の議会運営委員会を閉会といたします。お疲れ様

でした。 

（午後 ０時０２分） 


