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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８月１８日（月曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後１２時００分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．第３次議会改革について 

 （１）改革項目のルール化（条例規則体系）について  

 （２）改革項目における今後の課題と検討について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．第３次議会改革について 

 （１）改革項目のルール化（条例規則体系）について  

 （２）改革項目における今後の課題と検討について 

                                         

○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 

主   幹   森   隆 治 君 

     書   記   小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  おはようございます。開会前に、欠席の申し出がございましたので

お知らせしておきます。清風クラブ及川委員、そして委員外議員の熊谷議員から所用があると

いうことで欠席の申し出がございました。また、皆さんご存知のとおり局長なのですけれども

身内の方の、お母さんですけども不幸がございまして、あすまでお休みということでございま

すのでお知らせをしておきたいと思います。 

 それでは、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

                                 （午前１０時００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） きょうの議会運営委員会ですけれども、少し日にちがあいてしまい

ましたけれども、第３次議会改革の改革項目のルール化（条例化）につきまして、具体的な項

目について各会派でそれぞれ議論をしていただいたというふうに思います。まず前回までの流

れということを再度おさらいをしてから、それぞれの項目に入ってまいりたいと思います。で

は、議会事務局から簡単で結構でございますので前回までのおさらいをしていただきたいと思

いますのでお願いします。 

○事務局主幹（森 隆治君）  はい、わかりました。３点ほど連絡があります。今お手元に配

布しました９月９日の本会議の招集と議運の９月１日、５日の招集通知を上げております。よ

ろしくお願いしたいと思います。 

もう一つは本会議における会派での意見書の提出なのですけども、一応８月 28 日までという

ことでよろしくお願いしたいと思います。 

それでは入らせていただきたいと思います。１ページ目の大きい長い表を見ていただきたい

と思います。「白老町議会の法令体系（現在の条例・規則等の体系）」というところでございま

す。１番上の、第３次議会改革の項目を検討いただくということで事務局から提案させていた

だいたものでございます。現在は左の法体系、体系図というふうになっております。地方自治

法が頂点となり、自治基本条例の影響を受けながら会議規則、委員会条例、傍聴規則をあわせ

て平成 19 年８月に議会運営基準の申し合わせ事項を統合したもので、この体系が現在の体系と

いうふうになっております。第３次議会改革の今後については改革項目についてのルール化を

定め、条例規則に盛り込んでいくことを６月 19 日に委員会報告をしております。従来、全国の

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が、それが議会独自のものにならざ

るを得ないということから、わかりやすい条例体系に組みかえたいということから、本会議に

かかる会議の事項と委員会運営にかかる委員会条例の体系を２つに分け、わかりやすくしたも

のです。右側のほうに地方自治法、基本条例、これは同じような考え方です。その中に会議条

例、委員会条例を持ちまして会議条例の下には会議規則・傍聴規則、委員会条例には委員会規

則・委員会傍聴規則とこのような法体系をしたいということです。 

次のページの変更イメージを見ていただきたいと思います。「白老町議会の法体系(条例・規
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則)の変更イメージ」というところでございます。１番上の参考のところなのですけれども、こ

れのもととなったものは、平成 14 年３月の都市問題調査研究会での分権時代における議会運営

のあり方の調査研究報告書、それと神奈川県横須賀市条例の規則体系であります。分権時代に

おける議会運営のあり方の調査研究報告書は、平成 11 年地方分権の一括法を受け地方議会の責

任と権限が強化され位置づけの中から分権を担った法体系を各自治体が整備するという報告書

です。神奈川県横須賀市条例・規則体系は本会議の規定と委員会条例を平成 14 年９月に分けて

運営しているもので、これに習い議会改革の項目をつけ足すものですから、わかりやすく法体

系をしたいので提案をさせていただいたということでございます。真ん中のほうの会議規則は

現在持っている体系です。これをこの枠の中のですね、左側の太い黒枠の中なのですけども、

これを新しくつくろうとしている部分、(新)会議条例というところでございます。点線で囲ま

れたところですね、この本会議の運営にかかる基本的事項というのは会議条例に移したい、今

の会議規則から（新）会議条例に移したいと、何を移すかというのは先ほど言いました点線の

囲っている会期、会議時間、休憩、請願と、これを（新）会議条例に移したいということで見

ていただければいいかと思います。それと合体と追加というところがございます。合体が（新）

会議条例の分、合体、何をするかということになりますけども、現在会議条例の中に単独で制

定している条例として、議員定数条例、定例会の回数を定める条例、長の専決処分の委任事項、

これを合体したいということです。さらに、追加するものが今度出てきます。これは議会改革

による新たな規定の追加ということで法 96 条２の議決事項、これは今後議論が出てきますけれ

ども、それと調査機関の設置（専門的知見の活用）、議決で定めるので会議条例の中で組み込ん

でいきたいということでございます。 

それと３つ目としては、白老町の目玉でもある政策研究会の位置づけを、会議条例の中で明

確にし、会議条例の形態で根本的な議会運営のもとで設置したいということでございます。そ

れとですね、（新）会議条例の中では今現在の中には本会議と委員会の規定が載っていますので、

これらを整理しながら会議条例の中に残すのは本会議の運営にかかる規定のみを、この(新)会

議条例の中に残していきたいというふうに考えております。今度会議規則から下のほうで移動

というふうに書いています。これは会議規則には委員会規定を持っていますので、今の会議規

則には委員会規定も含まれています。この委員会の運営の基本的事項は委員会条例に移してい

きたいと、それは何かといいますと連合審査会、分科会又は小委員会を会議条例に移していき

たいということで見ていただければいいかと思います。あと委員会条例の中に追加というとこ

ろがございますけれども、これについては会議条例の新たな議会改革で求めているものを不足

と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。 議会改革等による新たな規定の

追加として資格審査・懲罰特別委員会の設置、今載っていない資格審査の要求、懲罰の動議が

成立した時点で設置する部分を盛り込んでいきたいということです。２つ目としては自由討議

の原則、３つ目としては移動委員会の開催のルールを委員会条例の中に組み込んでいきたいと、

委員会条例については委員会の運営に関する基本的事項を定めるものという形でつくりたいと

いうことでございます。 
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右の上になります。会議規則の修正と矢印になっておりますけれども、ここについては、一

部規定の修正があります。施行している一問一答方式を修正したいということで、通年議会に

したので一事不再議というのは今の段階で不十分ですので、事情変更があった場合はこの限り

ではないということに直したいということです。それと一問一答方式を既に採用しているので、

質問については３回の規定を取るということと、質問については質問席でするという規定を設

けたいと、これについてはまた最後のほうの規則のほうで打ち合わせしていきたいというふう

に思っています。追加の部分です。会議規則のほかに追加するのは、これについては議会改革

による新たな規定の追加ということで本会議における自由討議、質問に対する反問を正式にこ

の中に組み込んでいきたいということを考えております。あとは移動というところの委員会の

運営に関する項目のところですけれども、これは委員会のほうの規則に移動したいということ

で議長への通知、所管事務調査、委員の派遣、閉会中の継続調査、少数意見の留保、委員会報

告、委員の発言、委員外議員の発言これらを委員会規則に移動したいというふうに考えており

ます。下のほうになりますけども、委員会条例から新しく委員会規則に移すものはどういうも

のかというと、委員会の運営に関する項目という基本的な項目の中で正副委員長がいないとき

の互選、委員長の職務代理、辞任、傍聴の取り扱い、公聴会及び参考人の取り扱い規定、秩序

に関する措置、これらを(新)委員会条例の中に今既存の委員会条例から持っていきたいという

ことでございます。 

最後になりますけれども会議規則の中から (新)委員会規則の中に移動するものがございま

す。これは何かといいますと、新たな運営に関する規定の追加ということで発言、表決の仕方、

本会議に規定がありますけれども委員会には規定がありません。それで都市問題研究会といわ

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すので、本会

議同様①から⑥まで、⑤については条例のほうですから、これは前回削除というふうに言って

おりますけども①から⑤、それを消すと⑤なのですけども、それまでをこの中に移動していき

たいという形で考えております。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君）  ただいま、おさらいとして法令体系化について全体的なイメージを

この図にあらわしたものについて説明をいただきました。まずおさらいでございます。何か質

問、あるいは意見でも構いません。この体系化について質問なりご意見あればどうぞ。なけれ

ば、この条例の新しく制定される案について一つずつ検討してまいりたいと思いますけどもよ

ろしいでしょうか。わかりにくいところもあるかもしれませんので質問もあわせてどうぞ。で

は後からでもまた構いませんので先のほうに進んでまいりたいというふうに思います。前後し

て質問をいただいても構いません。それでは３ページ目になります、白老町議会会議条例の新

制定(案)の右側の部分が議会事務局から提案されている部分でございます。 

○事務局主幹（森 隆治君）  規則から先にやったほうがいいです。５枚目です。 

○委員長（山本浩平君） それではすいません、会議規則のほうから入りたいというふうに思

いますので、全体の５枚目のところ開いてください。 

○事務局主幹（森 隆治君） 白老町議会会議規則の全面改正(案)というところです。条例が
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規則の上にきますので、先に規則のほうを議論していただければいいかと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、それぞれ各会派でも議論していただいたと思いますので、

伺っていきたいと思いますけれども、できれば挙手にて発言を願いたいと思います。「欠席、遅

刻又は早退の届出」というところがございます。そうですね、ちょっと読んでください。 

○事務局主幹（森 隆治君） はい、わかりました。左側が現行規則になっています。右側が

改正規則ということで、右側を読ませていただきます。見出しです。 

（欠席、遅刻又は早退の届出） 

第２条 議員は、欠席、遅刻又は早退をするときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに

議長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届出ができない場合は、そ

の事情がなくなった後、速やかに届けなければならない。 

２ 議員は、住所地を連続して２日以上不在にするときは、その旨を議長に届け出なければな

らない。 

３ 議員は、病気、事故等により７日以上議員活動ができない事由が生じたときは、その旨を

議長に届け出なければならない。また、議員活動ができることとなったときも同様とする。 

以上です。すいません一点。そのあと私ども局長から、この案では２項の（１）から（７）

までを削除するということが前回説明しましたけれども、調べましたら議員報酬のところで１

から７号、この項目から削除した場合、長期報酬に影響するおそれがあるということから、こ

れはもしかしたら削除にならないのではないかということで、これは検討させていただくとい

うことで、調べている最中でございます。 

○委員長（山本浩平君）  どうですか。はい、副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の話なのですが、うちで議会活動ができないときに独自削減を

しているのですが、ここに書いている（１）から（７）までのものについていえば、この部分

で議会を休んだ場合は独自削減にならないということなのですか。 

○委員長（山本浩平君） はい、事務局どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） ここでいうと(１)から(７)というのは、そうですね、（７）にそ

の他議長が特に認めたものとありますから、これについて独自削減がこれの項目に該当するか

どうかこれも調べないと回答できないものですから、少し待っていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） だからこれに書いているのは、（１）から（７）までは、例えば（１）

の場合は北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害等と書いてあるのですが、

この場合は当然議員活動ができなくなる、事故でできなくなった場合、それは議員活動をやっ

ていないということではないという意味ですね。そういう意味ですね。だから白老町の報酬等々

でひっかかるとしたら、うちの場合は休んだ場合は 90 日以上例えば休んだら独自削減になりま

すよね。その部分が該当しない部分がでるので、これを全部きってしまったら全部該当してし

まいますから、全部削減しなくてはならなくなりますから、それで（１）から（７）までにつ

いては独自削減の関係があるから、それでこれはきらないよという、細かなことはいいです。
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議長が特に認める云々というのはいいのですが、基本的にはその意味ですよね。わかりました。 

○委員長（山本浩平君） はい、ほか。議長どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) これは今言った独自削減というか３カ月休んだらどうのこうのという、

これはただ届け出るとか出ないとかという形の文章になる。その関係だけではなくて、報酬の

ほうも絡んでくるから再検討を要するというようなことですね。本来であればこれはただ届け

出るか出ないかということに対して、こういうものは届け出なくてもいいよというのですが、

報酬も絡むということでやはりもう少し検討するということですね。わかりました。それであ

ればそれでいいです。 

○委員長（山本浩平君） それでよろしいですか。どうですか、欠席、遅刻又は早退の届け出

のところなのですが。特に問題は何かございましたか。はい、清風クラブ西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブといたしましては、ここの欠席、遅刻又は早退の届け出改

正規定というふうに書いてるのですけども、ここの部分につきましては従来どおりのこちらの

総則のほうに書いている現行規則、こちらのほうがいいという結論になっております。と言い

ますのは、まず２項目目の住所地を連続して２日以上不在ににするときは、その旨を議長に届

け出なければならないとか３項目のところは今おっしゃったように、こういうような公務災害

とかそういうものが全部前回のところのほうがきちんとしているので、できれば今までの現行

規則のほうがいいと、ここの部分については特にかえる必要がないのではないかという結論で

ございます。 

○委員長（山本浩平君） 今、清風さんから現行どおりのほうがよいのではないかというご意

見がございました。よその会派の方はいかがでしょうか。はい、副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、清風さん言われたのは少し誤解をされているような、２番目

についてはこれは良否がありますけれども、３番目についてはこの（１）から（７）について

は、このあと生かす可能性があると、この（１）から７項目というのは公務災害、ほとんど公

務災害のことを言っているのですよね。ですからこれを生かす可能性があるということなので

すよ。今説明されたのは。そういう中で当然この３については公務災害以外のものについては

７日以上の議員活動ができないときは届けるというのは当たり前のことではないのかと私は思

うのです。だから（１）から（７７というのは、これは公務災害でこれから生きる可能性があ

るということですから、公務災害以外で７日以上議員活動ができない事由が生じたときは、そ

の旨議長に届け出なければならないということなのですよね。そういう意味のことを言ってい

るのだと思うのです、私は。だからそうであれば、この３番目と今の（７）というのは、これ

は矛盾はしないのではないかというふうに思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君） はい、西田委員。 

○委員(西田祐子君) おっしゃるとおりです。だけど、ですから今までどおりでいいのではな

いかと。無理して何も文言を変える必要もないし、今までのままと文章はほとんど同じですか

ら、その該当事由が次の各号のいずれかに該当する場合を除くものとするとここまできちんと

入っていますから、今までの古いもので別に構わないのではないかという結論なのですけども。
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特にこの古いもので何かだめな部分というのが特に感じられないので、今までのでいいのでは

ないかということなのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 何かありますか。はい、議会事務局。 

○事務局主幹（森 隆治君） ３については先ほど説明したとおりなのです。ですからこれを

検討するということですから、これはこのままと。ただ文言は今（１）から（７）については

項目検討するのですけども、ただやり方としては今まで従来と同じですから、（３）については

検討項目としては少し待っていただきたいと、あと（１）（２）についてはもう既にやっていら

っしゃいますので、それをただ明文化するということですからそれで考えていただければいい

かというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員、今の事務局のほうの説明でどうですか。 

○委員（西田祐子君） だから別に不覚に不足を感じているわけではなくて、今までもこうや

ってきたので、それをさらに改正を規定したりとかする必要もないし特に２番目の「議員は、

所在地を連続して２日以上不在にするときは、その旨を議長に届け出なければならない。」と、

必要であれば皆さんきちんと申し出をしていますし、ここで改めてきちんといちいちつけ加え

るまでないのではないか、７日以上議員活動ができない場合はきちんと申し出しなさいという

ふうにここで規定されているわけですから、連続して２日以上ということまで規定する必要が

ないのではないかと。あの、申しわけないですけども所在地を連続して２日以上不在にすると

きはということになりますと前回も少し言いましたけども例えば家族で登別温泉に一泊してこ

ようか、苫小牧に一杯飲みに行ってホテルに一泊泊まってきたら２日連続になるのですか、そ

の辺が非常にわからなくなって。 

○委員長（山本浩平君） はい、事務局。 

○事務局主幹（森 隆治君） ちょっといいですか、すいません。２項と３項の違いですが、

２項はあくまでも住所地を連続して２日以上なのです。３項の場合は病気、事故もしあった場

合に７日以上という文面で少し取り扱いが違ってきます。ですから今例えば皆さん２日以上あ

けるときにはどこどこということで例えば議運は休みますと私はここにいますということを連

絡していただいていますので、それをきちんと明文化させていただいたということで、３項に

ついては事故とか病気で７日以上どうしても休まなければならないということの規定ととらえ

ていただければ。 

○委員長（山本浩平君） はい、西田委員。 

○委員(西田祐子君) はい、西田です。その辺の分け方は私のほうは会派のほうでも話はさせ

ていただきましたし今の説明でも十分理解はしているのです。ですから３項のほうではなくて

２項のほうについてです、特に。と言いますのはここで会議規則ということできちんと明文化

されたときに、それでは例えば先ほど言ったような事例で留守にしました、例えば札幌に子供

がいるから子供のところに遊びに行って一晩泊まってきました、そういうことまでいちいち報

告しなければならないのか、もしそれをきちんと報告しないということになったとき、ここに

会議規則と載っていますから、そうしましたら会議規則に違反していますとそこまで厳しくす
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るのですかと。極端なことを言ってしまえばそこまでする必要がないのではないのかと、無理

して例えば何もないときに、ではちょっと行きましょうと行ったときまで、ここに書かれてし

まったらやらなくてはいけないわけですよね。だけどきょうのように例えば議会運営委員会が

ありますよ、運営委員会がありますけどもどうしても所用があって出かけなければならないと

いうときは、きちんと報告は欠席の理由を述べてするわけですから、それ以外の部分について

までは私は必要ないのではないのかと、ただ会派の中でも話したのですけども金曜日の夜から

例えば子供のところに行きましたと月曜日の朝の 10 時から会議がありますと例えばこれに間

に合うように帰ってきましたと、そうした場合においてまでも報告しなければならないのかと、

そこまで厳しくする、規則に入れる必要がないのではないかと。ここの１項のところで当日の

開議時刻までに議長に届け出なければならないという規定があるわけですから、この２項はい

らないのではないかという結論です。 

○委員長（山本浩平君） ２項はそのまま削除、２項はいらないのではないかというご意見で

すね。この点について各会派の意見を伺いたいと思います。いかがですか。この点だけについ

て。はい、副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。余り難しく考えないで、皆さん思っていること言われ

たほうが私はいいと思っているのです。自分達で決めるものですから、自分達で自分達のもの

決められるわけですから。言われたほうがいいと思うのです。それで私はやはり２日がいいの

か３日がいいのかというのがよくわかりません。はっきり言えば。今言われることもこの第１

項が生きるという前提ですから今西田委員が言われたのは。第１項が生きるということが前提

ですから第１項が生きるということであれば、そういう言い方もあるかというふうに私は思い

ます、それは。そこは。第１項が生きていないのであれば別ですけども。第１項できちんと明

確にそういうこと書いていますから、その中で２日というのが果たしていいのかどうかという

のが確かにあるとは思います。そこはいろいろ議論したほうがいいのではないかと思います。

ただ、では３日だったらだめなのか４日だったらだめなのか５日だったらだめなのか、では一

週間までいいのかというふうな議論のところをきちんと詰めておかないと一週間ないから５日

間だから私は報告しませんでしたとなります、これは。なりますよね。だからその辺を皆さん

で意思統一して２日間でだめで３日間だといいのか、そういうことをきちんとしておかないと

だめだと思うのです。では６日までいいので６日まで届け出しませんということになりますよ

ね。そういう理屈になりますよね。だからそういうことをここで議論をしておく必要があると

いうふうに思うのです。一週間目まではと書いてあるのですから。そういうことの議論がきち

んとされていればいいのかと。ただ２日間が妥当かどうかというのは私もわかりません。ただ

３日以上になれば届け出が必要ではないかと私はそういうふうに個人的には思っていますけど。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんいかがですか。はい、公明党氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私もこの第２項の部分の２日以上という部分では皆さんの意見をいろ

いろやはり聞かなくてはいけないのではないのかとか、いろんな部分で少しお話はしていたの

ですが、確かに２日以上となると年間占める割合が皆さん結構多くなるのかと思ったりするの
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です。ただ私も２日に対してはすごく疑問に思う部分があるのですが、例えば金曜日出て役場

も終わり金曜日に出て土日かけて娘のところへ行ったりするとかという話も多々あると思うの

です。ただその中でも例えば白老町の中で何かあったときだとか、そういった部分の連絡先、

今は携帯がありますから連絡もつくのでしょうけども、そういった部分では２日がいいのか３

日がいいのかという議論はやはりここで皆さんと一緒に詰めなくてはいけないと私もそういう

ふうに思っている一人だったのです。ただ私たちもやはり例えば何かで所用で東京に行く何行

くといったときにやはり２泊以上だとか、１泊２日で帰ってくるときもありますけども、２泊

以上白老町を離れる場合が年に何回かあると思うのです。やはりそういった部分に関しては届

け出が必要なのだろうと、ですから２日以上ということは結局２泊３日で帰ってくるのですか

ら３日ぐらいになるのですか。そのぐらいについてはやはり届け出が必要だろうと例えばあと

は自然災害だとかいろんな部分が予想される場合は自分から自分は今ここにいるから何かあっ

たときは電話くれという話の中で、その辺も明文化しておくべきことなのかとか、そういった

部分もいろいろ考えますけども、ここに書いてある２日以上不在にするときはという部分に関

しては２日ではなくてやはり３日以上離れる場合はみたいな形のほうがよろしいのではないの

かと私はそういうふうに考えます。 

○委員長（山本浩平君） はい、新政クラブさんいかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） はい、近藤です。私のほうもですね、やはり２日ということは１泊２

日ということですぐですよね。きょう行ったらあした２日ですから。やはり３日、通算３日と

いうのが妥当だろうということでなっています。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  共産党さんも意見としていかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。では町で何かが起こったときに、今氏家委員が言った

ようにどこにいるのかわからなかったら議員に連絡がいかなかったと、どうして私に電話よこ

さなかったのですかとはならないということが前提になるのだろうけど、そういうことは。結

構そういうことはありますから、今までありましたから、だから連絡取れないということも、

もちろん携帯に電話すればいいでしょうということで済むのかもしれないけれども、ただそこ

ら辺も含めて考えておかなくてはいけないというふうには思います。ただ２日がいいのか３日

がいいのか４日がいいのかというのは私もよくわかりません、これは。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですけれども、当初はこれでいいのかと思いましたけど、西田

委員の説明というかご意見を伺っていますと確かにそうだよなというふうに思います。この条

文を見るだけにすると、これだけみると２日以上不在ということは土曜日、日曜日関係なく２

日以上というふうに思ってしまいますよね。例えば土日続けて白老に自分の住所のところにい

ないときもこのままだとそれ入ってしまいますよね。普通に見たときはですよ。ですからこれ

は本当に余りにも慌ただしすぎるかな、届け出を出すのが。それに追われるというのは変な言

い方かもしれませんけど、また出さなくてはならないなとか私は少しあるのかと思って、では

何日がいいかというとちょっとまだ私もわかりませんけども氏家委員が言われたような３日な

ら３日以上あたりが妥当なところなのかというふうにも思いますし、少し感じました。前田委
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員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私は２項３項、３項でやはり７日以上議員活動できないと言っ

ているのですよね。それを前項で何日であってもそこに規制する必要があるのかどうかという

条文上の問題が一つあるということと、もう一つは公人としての責務があるので、わざわざ規

則でこういう拘束する必要があるのかどうかと私は思います。それと今私的な活動云々と言っ

ていましたけど、議員としての議員活動を制約する可能性もあるのですよね。これはやはり自

分、議員としていろいろなところへ行って勉強するとか、そういう部分も出てくると思います。

そういう部分もいちいち議長に報告しなくてはいけないのかと思いますので、私は大人の見識

というかそういう対応があってしかるべきだと思いますので、私は結論から言うと、これから

議論ありますから自分先に言うの失礼ですけども、私はここは７日の部分で十分に掌握されて

いますので、２項については削除されてもいいのかとこう思っています。 

○委員長（山本浩平君） ご意見伺いました。皆さんに聞いていきたいと思います。土屋委員

いかがでしょうか。 

○委員（土屋かづよ君） ２日家を空ける、本当に緊急を要する場合はそういうことあります

けども、ただ西田委員も言われたように２日というのがすごく妥当なのかどうかというところ

なのです。そうなると３日妥当かなというところなのですけど、ただ議員活動が拘束されると

いうことと、やはり実際に拘束されていなくても当然自分は今、公的な立場にあるということ

は常に自負しているわけですからそこまでわからないです。 

○委員長（山本浩平君） 率直な意見で結構でございます。議会事務局のほうにお尋ねします。

きょう局長不在ですけれども、これを「連続して２日以上不在にするときは、その旨を議長に

届け出なければならない。」とあえて入れた何か理由とかそういうのがもし、わかっていればで

結構でございますけども。 

○事務局主幹（森 隆治君） 局長からの話ではないのですが、私の意見ということで聞いて

いただきたいのですけど。多分２日以上というのは皆さん考えている難しい堅苦しいことでは

ないと思うのです。先ほど大渕副委員長が言われたように、例えば何かあったときに連絡とか

そういうことで２日というのは今現在の規定が使われてきたというのはそういう意味かと。例

えば土日どうするのだとかいろいろ出てくると思います。それは例えばこの項目の中に入れる

ということはやはり守ってもらうということになります。それはありますよね。ただ、今言っ

たように土日とかそういう問題については、例えばそれをはずすとか皆さんの考え方ではでき

るかというふうに思います。だから２日以上というのは、何か突発あったときに事前にわかれ

ばいいのですけどもわからなくて連絡できなかった場合に、それが相手の議員さんのほうに伝

わらないということがありますので、２日以上ということでずっとこういう形で意見出るまで

きたのではないかというふうに考えるのですけども。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。参考までに議長、副議長何か意見あればど

うぞ。はい、副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） 私は２日間とか３日間とかということではなくて、私は議員と
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して、何かあったときに活動できないですよね、地元にいなければ。連絡いただいても。連絡

するということはもちろん今携帯ありますからどこにいても連絡はもらえますけれども、何か

あって駆けつけることができないということが前提にあるのかというふうに思ったのです。で

すから地方に行っていますのでということになると連絡がいったにしても駆けつけては来れな

いという前提がありますよね。では、土日どうなるのだと、でも土日何もないという保証は何

もないのです。ですから土曜日でも日曜日でも何かあれば必ず議員には連絡をしなくてはなら

ないというときはあると思うのです。ですけども自分は地元にいませんというそのひと言があ

ると何かで集まらなくてはならなかったときに、きちんとした、今議員は札幌に２日間で行っ

ていますので駆けつけることできませんということがきちんと理由として申し出ができるので

はないかと。通年議会という一つの手法をとったときに決して議員を縛るわけではないですけ

れども、そういうふうにいつでも駆けつけてやっていけるというものが前提にはあるわけです

よね。だからそういうふうに絶対しなければならないということがないと思いますけれども、

電話一本で済むのですよね、札幌にきょうとあしたいませんのでお願いしますということでい

いわけですから、何かそういったことで何もなければしないで３日でも４日でも、では７日に

でもいいとか、２日、３日ということではなくて自分が地元にいなくて駆けつけられないとき

には、そういうことが前提としてあるというふうに私はそういうふうにとらえていたのです。

だから日にちというのは余り関係ないと、地元にいなければ駆けつけることできないという理

由的なものの届け出をするべきなのだろうというふうにはとらえていました。 

○委員長（山本浩平君）  それぞれ今意見を伺ったわけですが。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど２日がいいか３日がいいかという話の中で、いろいろ皆さんお

話されているみたいですけど、一つの危機管理という点から考えたときに、危機管理の部分で

そういった一文をどこで例えば条例の中で入れておく形になるのかということも多分今後出て

くるような気がするのです。ですからもし盛り込むのであればここの中で盛り込むのか、それ

とまた別に盛り込むのかということもやはり議論しておくべきではないのかと。そうすれば、

例えば今２日がいいのかとか３日がいいのか１日でいいのかという話にもそうでもならないの

かと思ったりもするのです。その条例化する文言がやはりいろいろ複雑になるのかもしれませ

んけど、確かに今、吉田副議長が言われたとおり何かあったときの連絡体系というのがしっか

り例えば行政と、また議会議員としての一人一人との連絡がとれない、そういったことも予想

されるのではと思いますので、ですから危機管理上の考え方というのは少し盛り込んでいたほ

うがいいのかと思います。 

○委員長（山本浩平君） これはここの部分でないところでも、という意味ですか。 

○委員（氏家裕治君） もしここで盛り込むのであれば、２日がいいのか３日がいいのかと議

論になっているけども、その中でやはり議論しっかりしておいたほうがいいような気がします。 

○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）  先日局長は、ここの２日の部分は各委員会ですとか、いろいろ

会議を開くときに日程調整をして会議を開けるかどうかという部分も含めて２日ということで
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規定したと説明しているのです。今議論されていますけどもあくまでも議員活動、公務を前提

とした届け出になるのか今言ったような届け出になるのか、そういう部分で整理をしていかな

いと３項目の７日以上の議員活動ができない事由がありますから、ここの日にちとも議論しな

くてはだめなのです。ですから性質的にはこの２項と３項の方向性を整理しておかないと今み

たいな議論になるのです。だから公務上でかかってくるのであればこの７日を直せばいいだけ

の話になりますから。あくまでも今議論されているように委員の日数を拘束して事務局等が議

員の所在を確認だけするのであれば何日がいいかという議論になってきますし、今お話あった

ように議員活動が前提あるいは危機管理が云々とそういうことが前提であれば３項で議論しな

くてはいけないと思います。その辺どうだと思いますか。 

○委員長（山本浩平君） 私はおそらく、公務上ではないですよね、多分２番目に関しては。

あくまでも個人的な所在地を確認しておきたいという、個人的なというとあれなのですが、各

議員の所在地を確認しておいたほうが日程も組みやすいですし、いろいろ何かあったときのた

めに必要ではないかということですよね。どうですか。事務局どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 例えばここで見ますと３項のほうで見たら病気、事故等による

事由で２日以上所在地にいない、例えばそれが病気だったよということも入ります。ただ３項

のほうについては７日以上という場合には先ほどの（１）から（７）まで絡んできますので、

３項の入る前に２項のほうで例えば２日以上私はどこに行っています、あるいはけがしたので

す、そういうことで出れないとか病院に今入っていますとかそういう連絡ができると思います。

３項については議員活動ができない事由ということでとらえていただければいいかと思うので

すけれども。別に２項が定めてからではないと３項が定められないとかそういうことではなく

て、それぞれ別個というふうに考えていただければいいかと思うのですけども、いかがですか。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員いかがですか。今事務局からそういう説明ありまし

たけど。はい、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今の説明失礼ですけど、わかりませんけども。なぜなら、そう

すればそこで拘束する２日という数字が出てくるのかどうかと。それは明確な議員の所在を議

長なり事務局が知るために記載しているのであれば、あとは議論だと思いますけども今森主幹

言ったように病気云々か、そうしたら３日にしたら４日間の病気の部分はどうなるのかとか、

そういう部分出てくるのです。私は今お話したように２項と３項を性質的に別だと議論するな

ら、それはそれでいいですよということを言っています。先ほど言ったように公務を絡めてく

るのであれば３項の中で日にちを検討すればいいのではないかということです。 

○委員長（山本浩平君） それでは暫時休憩いたしまして、自由討論したいと思います。 

休憩 午前１０時５０分 

                                         

再開 午前１１時２０分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。今２番目の第２条の２のと

ころでいろいろ議論が多々出ております。それでストップしておりますけれども、まずこの第
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２条の１項目と３項目についてはこのまま異論がないということで押さえてよろしいですか、

皆さん。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それではよろしいですね。では、この２について２日以上のことに

ついては、それぞれ意見が今まだ分かれている最中でございますので、どうでしょうか、この

部分はとりあえず再検討すると、この３についても再検討するという事情があるから再検討し

なければならないという説明が事務局からありましたので、２と３については再検討というこ

とで再度会派のほうでいろいろ打ち合わせをしていただきたいというふうに思います。 

続きまして第３条からは削除して、あるいは新規制定する会議条例へ移行というところでご

ざいますけども、この部分については何か特段皆さんありますか。ありましたらどうぞ。はい、

事務局説明してください。 

○事務局主幹（森 隆治君） 第３条なのですけども、これは現行規則が「宿所又は連絡所の

届出」ということで町村議会には宿所という観念が余りなくて事例がないということですから、

今現在皆さん自宅になっていますので、この項目は削除していいのではないかということで載

せてあります。 

○委員長（山本浩平君） 第３条について削除よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  続きまして、「議席」についても説明どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 「議席」はそのままの条文が載るということになります。よろ

しいですか。 

○委員長（山本浩平君） これが３条になるのですね。４条になっているのが３条になるとい

うことですね。 

○事務局主幹（森 隆治君）  ５条から７条、これについてはどういうことかというと、５条

は「会期」、６条は「会期の延長」、７条は「会期中の閉会」、これを会議条例に移すと。規則か

ら外しますよということです。 

○委員長（山本浩平君） ５、６、７条について何かありましたらどうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） ただ、第６条については通年議会ですから、これは削除すると

いうことです。 

○委員長（山本浩平君） 今の説明でわかりましたか。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、続けてまた説明願います。 

○事務局主幹（森 隆治君） 次は「議会の開閉」です。第４条の「議会の開閉」については

このままこの条文を残すということです。次は「会議時間」、これについては会議条例に移行す

るということですから、これをこの規則から削除すると、10 条も同じです。ここから削除する

ということです。これはよろしいですか。 

○委員長（山本浩平君） これはよろしいですか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、続けて説明願います。 

○事務局主幹（森 隆治君） 続きまして、新規則の中では第５条になりますけども「会議の

開閉」です。これを現行条例の 11 条、このまま残すということです。「定足数に関する措置」

これも新会議規則のほうに残すと、このままの条文を残すということでございます。ただ、条

だけは当然繰り上がってきますので変わってきてますけどもそういうことです。次が「出席催

告」です。これは先ほどの「宿所又は連絡所の届出」ということですからこれも削除に伴う修

正ということで、これは第７条の条文をこのような形で変えさせていただいていると、つまり

別に左側の現行条例の下線の部分が宿所のほうは省きましたので、その部分がなくなった条文

で新規則を直すということです。 

次が第２章の「議案及び動議」の中の「議案の提出」です。これは新規則の中では全部残す

ということです。次が「一事不再議」のところでございます。これは要項で本会議で定例月に

開く部分については事情変更とみなすという規定があるので、従来どおりの扱いとして条例を

担保するものということで載せてあります。通年議会によりただし書きの追加ということで、

「ただし、事情の変更があった場合はこの限りではない。」と、この部分を残すということです。 

○委員長（山本浩平君） はい、一たん止めてみます。この「一事不再議」の部分については

皆さんいかがですか。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、続けてお願いします。 

○事務局主幹（森 隆治君） 次が「動議成立に必要な賛成者の数」、これはそのまま残すとい

うことです。次です。「修正の動議」、これもそのまま条文を残すということです。続きまして

「秘密会の動議」、これもそのままの条文を残すということです。次が「先決動議の措置」、こ

れもそのまま残すということでございます。続きまして、「事件の撤回又は訂正及び動議の撤回」、

これも条文をそのまま残すという考えでございます。よろしいでしょうか。 

次、第３章「議事日程」、これについても残すという考え方で、「日程の作成及び配布」です

ね、これも残すということです。次のページにいきまして「日程の順序変更及び追加」、これも

残すという考え方でございます。次が「議事日程のない会議の通知」、これもそのまま条文新規

則のほうに残すということです。続きまして「延会の場合の議事日程」、これもそのままでござ

います。「日程の終了及び延会」、これもそのまま新規則のほうに残すということでございます。 

次、第４章「選挙」です。これも全部です、残す規定ですけれども、第 22 条のところを少し

修正を行っています。これは条文で段ずれがでますので、それを修正するということでござい

ます。つまりこれからいくと現行条例 26 条が新規定に直しますと 20 条に該当するものですか

ら、その行数を変えたということでございます。あと「投票用紙の配布及び投票箱の点検」、こ

れもそのまま残すということです。次、「投票」これも同じです。「投票の終了」、これも同じで

す。「開票及び投票の効力」、これもそのままでございます。「選挙結果の報告」、これもそのま

まです。「選挙に関する疑義」、これもそのままでございます。続きまして「選挙関係書類の保
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存」、これも残すということでございます。 

第５章の「議事」です。「議題の宣告」の第 30 条のところです、これは条文はそのまま残す

ということでございます。次「一括議題」、これもそのまま残すということでございます。次「議

案等の朗読」、これもそのままでございます。次「議案等の説明、質疑及び委員会付託」、これ

もそのままでございます。次は「付託事件を議題とする時期」、これについては委員会規則をつ

くりますので、委員会規則の重要規定となります。それで新たにつくった委員会規則の条文を

引用してくるので、先ほど言ったように条文が一部変わっています。つまり括弧書きのところ

ですね、これが委員会規則ができますのでここに当てはめるものですから、ここの部分が少し

変わるということでございます。それと「委員長及び少数意見の報告」、これも委員会規則の制

定に伴う引用ということでこのように委員会規則第 21 条、これもこういう形で直させていただ

いています。次が「修正案の説明」です。これはこのまま条文が残る形になります。「委員長報

告等に対する質疑」、これもそのまま条文に残ります。「討論及び表決」、これもそのまま残りま

す。「議決事件の字句及び数字等の整理」、これもそのまま残ります。「委員会の審査又は調査の

期限」、これもそのまま残る形になります。ただ３項は条例の改正により段ずれが生じますので

先ほどの 40 条から 34 条に変わったということでとらえていただければいいかと思います。次

が「委員会の中間報告」、これもそのまま条文が残るという形です。続きまして「再審査又は再

調査のための付託」、これもそのまま残るということでございます。次が規則の５ページ目です。

それまではこのままでよろしいですか。 

○委員長（山本浩平君） この辺で皆さんにお諮りしたいと思います。今まで説明あった部分

について、特に何か皆さんご意見・質問ある方どうぞ。ありませんね、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、次に進みたいと思います。 

○事務局主幹（森 隆治君） では、５ページ目の「議事の継続」になります。「議事の継続」

は、現行規則そのまま新規則のほうに移行になるということでございます。 

第６章の「発言」です。「発言の許可等」、これもそのまま残る形になります。ただ３項とし

て追加しております。「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」、これは新たに追加した項目で一般質問、代表質問これは対面式の質問席で行うというこ

とで、これを追加しております。次、「発言の要求」です。これはそのまま残る形です。この中

に新たに「自由討議」というのがでてきております。これは条文は、後で議論していただくこ

とになりますけども、第３次議会改革で実施する方向性で今進んでいますので、これを新たに

追加するということで載せてあります。次が「討論の方法」、これはそのまま残ります。「議長

の発言及び討論」、これもそのまま残る形です。「発言内容の制限」、これもそのままです。「質

疑の回数」、これもそのままです。「発言時間の制限」、これもそのままです。次「議事進行に関

する発言」、これもそのままです。「発言の継続」、これもそのままの規定が残る形になります。

次が「質疑又は討論の終結」、これもそのまま残る形になります。次６ページ目になります。「選

挙及び表決時の発言制限」、これもそのまま残る形になります。次が「一般質問」、これもその
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まま残ります。次が「緊急質問等」、これもそのまま残ります。新しく第 58 条に「質問に対す

る反問」ということで１項目追加の規定が出てきました。これは質問に対する反問、これも議

会改革で取り入れるということになっているものですから、この１項目を追加させていただい

たということでございます。 

○委員長（山本浩平君）  はい、一回区切ります。今までの中でそのまま残すというのがほと

んどですけれども、今出てきました反問と自由討議が出てきておりましたけれども、皆さんこ

れらについて第３次議会改革の中では進めていこうということでございますので、特に問題は

ないと思うのですが、この点について何か意見等がありましたらどうぞ。はい、前田委員外議

員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 前田です。第 52 条「討論の方法」です。ここで「最初に反対者

を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない」とな

っていますけども、右側の第 46 条で「自由討議」ということで「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」ということになっているのです。そうなって

いくと討論の活性化を図っていくために交互の原則を私はここで廃止してもいいのではないか

と思います。それは根拠としては議論みていくと福島町もここの 52 条廃止しているのです。と

いうことは今言ったように実質的な議論を活発化するためにこの交互をなくそうということで

なっていますので、46 条でうたっていますので、私はこれがいいのではないかと思います。そ

して先ほどの議会でも通年議会のときに私賛成討論しましたけども、議長のほうからその前に

賛成あるのかないのかと局長と横で打ち合わせしましたけど、ここであえてこれを入れなけれ

ば自由に賛成、反対交互にというか自由に議論・討論できますので、この部分は私は廃止した

ほうがいいのではないかとこういうことです。 

○委員長（山本浩平君） はい、今、現行規則の中での討論の方法のところで賛成者と反対者

を交互に指名して発言させなければならないということをそのまま生かすのではなくて、新し

いところは 47 条の規定になっています。古いほうは 52 条ということですけども、47 条の交互

というものがいらないのではないかということです。これについて皆さん意見を承りたいと思

います。いかがでしょうか。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私も今の意見には賛成です。ただこれ、「なるべく交互

に指名して発言させなければならない」というふうに書いてあります。だから交互ではなくて

もいいということは書いてはあります、ここに。「なるべく交互に指名して」と書いていますね。

だから本来からいくと反対者がいなくても賛成者がいなくても討論はすべきだという考え方に

ついては、私は賛成です。そういうふうにすべきだというふうに思います。ただここは「なる

べく交互に指名して」と書いているのは書いているのです、きちんと。だから交互でなかった

らだめだということではないのかと気がするのです。なぜかというと、やはり反対と賛成とバ

ランス、賛成と思う者だけ討論して反対の人だけ討論するというやり方よりも議論がかみ合う

のかというのは、この文章からは受け止められる部分もありますよね、実際に。３人ずつ賛成

討論やって３人反対討論やるのは変ですよね。やはり反対、賛成、反対、賛成でやっていった
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ほうが議論としてはいいのかという部分もありますよね。そういうのがないときはそうだけど。

その辺のことがどうなのかと。そこは議長裁量でやっていただけるとなれば、これはまた何も

決まっていなければまたそうならないとなるかもしれないですけど。 

○委員長（山本浩平君） はい、事務局どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） この規定は議長会標準規則、これもそのような形で今言われた

とおり平等の形の中でやっていく、だからもしいなければ先ほど言ったようになるべくという

ことで賛成者、賛成者になる場合もあります。そのような形です。 

○委員長（山本浩平君） 議長会での標準規則ですか。 

○事務局主幹（森 隆治君） 町村議会議長会標準規則です。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員いかがですか。この今の「なるべく交互に」という

ふうな表現になっているということですが。はい、前田委員外議員。 

○委員外議員(前田博之君) 前田です。ここでは文言としてはそういう自由裁量も認めている

というだけであって、運用上はやはり最初反対者、賛成云々と原則はなってくるのです。運用

の問題ですけども、そのときの議長の判断にもよってきますから。まして議会が議論白熱にな

ったときにこういうのを盾にとって非常に形式張った討議になる可能性ありますので、逆に私

は 46 条に自由討議できるとうたってあるのであれば、あえて今度 47 条になりますか、ここで

条文を入れる必要があるのかどうかということだけですから、今大渕副委員長話したようにこ

この部分で十分に運用はできますけども、ただその問題だけです。 

○委員長（山本浩平君） では、まず 46 条について皆さんにお諮りしたいのですけど。これは

問題ない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） では、この 47 条を削除するかどうか、この点について。前田委員外

議員はいらないのではないかという意見ですよね。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、これにつきましては新たな問題ですから、きょう

終わるわけではないので、今までの１条の問題もありますから、これは会派でやはりきちんと

議論したほうがいいかと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この討論の方法については会派に持ち帰って再度審議を

していただいて、再度また議運の中で決めていきたいと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 続きましてこの反問についてはよろしいですね。よろしいですか。

何かあればどうぞ。これは 58 条になりますか。新たに加えたということです。これは第３次議

会改革の中で行っていくべきという流れの中でこのようなものを入れたと。もし何かあればど

うぞ。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、続けて事務局から説明をお願いします。 

○事務局主幹（森 隆治君） それでは、「準用規定」のところでございます。これについては
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現行条例の 55 条の「質疑の回数」のところで３回までの規定を準用しているため、一般質問、

代表質問は規則上では３回までとしております。試行で運営基準により取り外して取り扱って

いるのが、正式に戻すと 55 条の規制を削除しなければならないということから、質問について

は回数制限がないという規定に置きかえております。質問の一問一答方式による回数制限の廃

止ということで３回というのを一問一答方式については 45 分の中で制限がないですよね。それ

でその部分を外させていただいた、質疑の回数を取ったと。ちょっと説明の仕方悪いですね。

６ページ目の第 63 条「準用規定」のところで現行条例のですね、「質問については、第 55 条(質

疑の回数)及び第 59 条(質疑又は討論の終結)第１項の規定を準用する」というところを、質問

については第 59 条つまり第 55 条を外したということです。質疑又は討論の終結第１項の規定

を準用すると、これは右側のところの改正の説明で一問一答方式ということから３回の回数制

限を外したということです。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問あればどうぞ。よろしいですか。いいですよ、続けて。 

○事務局主幹（森 隆治君） いいですか。次、「発言の取消し又は訂正」、これは条文がその

まま残るということです。 

第７章の「委員会」、これは委員会規則へ移行ということから全部削除ということになります。

続きまして７ページ目の、ずっとこれは委員会のほうの関係ですから現行規則の中の第 77 条の

「委員会報告書」までこれも削除ということでとらえていただければいいかと思います。 

あと、第８章の「表決」です。これが新規則の中では第７章の「表決」ということです。こ

れ以下についてはそのまま一部修正をとりながら残るということでございます。最終的には最

後の 68 条「選挙規定の準用」、これが繰り上げとか条文がありますのでそれらの訂正、もちろ

ん訂正というふうになります。７ページ目については以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 今までで何か質問ございませんか。暫時休憩します。 

休憩 午前１１時４７分 

                                         

再開 午前１１時４８分 

○委員長（山本浩平君） 再開します。事務局どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 先ほどの６ページを見ていただきたいと思います。先ほどの第

59 条の「準用規定」の中で、新規則の中の質問については、第 59 条と書いていますけれども、

新しい規則の中では 54 条ということになりますのでそれを訂正していただきたいということ

と、同じページの中の右側の一番上の「選挙及び表決時の発言制限」というところの第 55 条、

これは第 60 条の間違いです。これも合わせて訂正していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） もう一度言ってください。 

○事務局主幹（森 隆治君）  もう一度確認します。６ページ目の真ん中の段の「準用規定」

のところでございます。第 59 条「質問については、第 54 条(質疑又は討論の終結)第１項の規

定を準用する」と、59 条を 54 条に訂正していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりましたか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局主幹（森 隆治君） 続きまして、８ページ目よろしいでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） ６ページの一番上の左側に現行で一番上の 60 条にか変えたところ、

「選挙及び表決時の発言制限」と書いていますね。左側です。これが改正規則で「質疑又は討

論の終結」になっていますが、今までずっと左と右と対になっているのに、現行の規則の 60

条はどうなっているのですか。 

○事務局主幹（森 隆治君） わかりました。もう一度確認します。今見ましたら今の質問の

「質疑又は討論の終結」、これは前のページです。「質疑又は討論の終結」で第 54 条になってお

ります。ですからこちらの６ページ目の「質疑又は討論の終結」、これは「選挙及び表決時の発

言制限」これの誤りです。見出し書きも合わせて訂正していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ６ページの右側の括弧書き、これを左側の括弧書きと同じようにし

てください。「選挙及び表決時の発言制限」という括弧書きにしてください。６ ページの右側の

ほうの「質疑又は討論の終結」。はい、そういうことでございます。 

○事務局主幹（森 隆治君） 続きまして８ページ目に入らせていただきます。「表決の訂正」、

これもそのまま残すということでございます。「簡易表決」、これもそのまま残すということで

ございます。続きまして「表決の順序」、これもそのまま残ることになります。次、「請願」で

す。これについては、請願法に基づき提出されるものであるから会議条例に移行するというこ

とで、改正の説明に書いているとおり会議条例のほうに移行になりますので削除ということに

なります。続きまして第 72 条「請願書の撤回」、これが新しく追加になるものでございます。

「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」ということで追加させていた

だいた項目でございます。今まで撤回規定がなかったのですね。「請願の紹介の取消し」です。

これはそのまま残るということです。「請願書の写しの配布」、「請願の委員会付託」、これも同

じく残るということでございます。続きまして「紹介議員の委員会出席」と「請願の審査報告」、

これは新しく委員会規則をつくるものですからそちらのほうに移行するということで削除とい

うことになります。 

○委員長（山本浩平君） 今までの中で何か質問ございましたらどうぞ。あるいは質問し忘れ

たことが何かありましたらどうぞ。はい、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 確認しますけども、条例規則の新しいほうの第 72 条「請願書の

撤回」にありましたけど、これも陳情書も同じ解釈でいいということでいいですね。 

○委員長（山本浩平君） はい、事務局どうですか。暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時５４分 

                                         

再開 午前１１時５５分 

○事務局主幹（森 隆治君）  第 95 条の「陳情書の処理」、これも請願書と同じような形で書
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いております。 

○委員長（山本浩平君） ほか、何か確認しておきたいことあればどうぞ。ありませんか。そ

れでは午前中の大体いい時間になりましたので、きょうは午後からということではなくて午前

中の会議だけでとどめておきたいというふうに思いますけども皆さん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） 各会派あるいは委員外議員の方は再度検討していただくということ

で２点ほどあります。これらを会派に持ち帰って会議を開いていただきたいというふうに思い

ます。日程のほうはまだきょう決められませんけど、８月中にもう一度やったほうがいいです

ね。まだ検討項目結構ありますので、今月中にもう一度開きたいと思います。きょう日程調整

しますか、副委員長どうしますか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 決められるのであれば、決めてください。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時５６分 

                                         

再開 午前１１時５９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

確認いたします。27 日の 10 時からきょうの内容の続きを行いたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

                                         

    ◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） それでは、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまで

した。 

（午後１２時００分）  


