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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２７日（水曜日） 

   開  会  午前 ９時５８分 

   閉  会  午後 ０時１１分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．第３次議会改革について  

 ２．定例会９月会議の運営について 

 ３．その他  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．第３次議会改革について  

 ２．定例会９月会議の運営について 

 ３．その他 

                                         

○出席委員（８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 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）  議会運営委員会を開会いたします。  

（午前 ９時５８分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の調査項目ですが、前回に引き続き、第３次議会改革について。

それと、定例会９月会議の運営についてでございます。２番目の定例会９月会議の運営につい

て。これから、本日審議に入りたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  

 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） まず２番目。審査方法についてでございますが、今、現在予定さ

れている審査日程につきましては、先に送付していますとおり、16、17、18 日の、昨年と同様

に３日間という位置づけをしてございます。事前スケジュールと審査日程を、きょうある程度

確認をしていただきたいと思っております。  

 まず、次のページの審査スケジュールですが、きょう、というのは、決算審査にあたりまし

て、各会派から従前同様に、事前に資料請求をしていただくということを踏まえて、日程を組

ませていただいてございます。まずきょうですが、決算審査にかかる資料請求の通知をさせて

いただいております。それぞれの資料の中にお入れしてございます。それときょう、各議員へ

正式ではないですけれど、仮配布という形で、19 年度の各会計の決算書と主要施策成果説明書

を、それぞれ皆さんのところへ配布してございます。それを参考にしながら、資料請求をして

いただきたいと思います。29 日、あす、あさってですが、各課長へ決算審査についての事前準

備の通知をしたいと。まだ決算審査特別委員会が設置されておりませんので、事務連絡で、私

のほうからさせていただきたいと思ってございます。それと、９月２日に各会派からの資料請

求を一応締め切りたいと思っております。９月３日に経営企画課を経由しまして、各課へ資料

請求をいたしたいと思います。９月５日ですが、これは議会運営委員会の日でございますが、

定例会９月会議の決算関係の議案が正式に提案されるということになってございます。それで、

10 日の日、一般質問は９日、10 日、場合によっては 11 日までという予定をしてございますが、

一般質問終了後、決算審査特別委員会を設置するということになろうかと思います。場合によ

っては 11 日に一般質問がずれ込む場合がございます。10 日までに経営企画課のほうから先に

お配りした決算書、主要施策成果説明書、それに正誤があった場合、差しかえ、もしくは正誤

表を出していただく流れにしたいと思っています。それと、10 日、11 日に正式に決算審査特別

委員会が設置されますので、11 日に特別委員会の委員長名で、町長に出席要求をするというこ

とになろうと思います。それと、11 日に各課からの資料請求を締め切りますので、12 日に各議

員のほうに配布すると。それで、16 から 18 日の決算審査に臨むというスケジュール案を立て

させていただきましたけれど、これをまず１回確認していただきたいと思います。  

それと併せてご説明いたします。次のページの日程でございますが、これも昨年と同様の形

で置きかえさせていただいてございます。まず 16 日、決算審査の冒頭にあたりまして、飴谷町
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長、白崎教育長、それと、監査委員から、それぞれの執行方針に基づいた結果総括を、それぞ

れ 10 分ぐらい程度でしていただきます。それと、監査委員からは、一般会計、特別会計、企業

会計の監査意見を一括して 15 分以内でお願いをすると。それが終わりましてから、それぞれの

款ごとに審査に入っていくという流れになります。おおむね２日間で一般会計を終了と。最後

の１日間で、特別会計、企業会計を終了させるという流れで、今のところ予定してございます。  

それと次のページですが、決算審査特別委員会の説明員の座席表という形でなってございま

すが、これもあとで提示いたしますが、町のほうでは今決算審査特別委員会から担当のグルー

プリーダーを説明員に委嘱して入れるという考え方をしてございますので、前席１列だけ固定

メンバーになります。後ろ２列についてはフリー座席として、担当課長、担当グループ長が着

席するような形になります。基本的には休憩を取った後に入れかえていただくということにし

ておりますが、款の中でもそれぞれ課がふくそうしている課がございますので、休憩取るタイ

ミングが間に合わなければ、審議している間でも余り音を立てないように入れかわりしていた

だくこともあるということで、ご理解していただきたいと思います。まず、決算審査部分のス

ケジュール説明をいたしました。それと、もう一つ議論していただきたいのは、今、運営基準

の第８章第２節、特別委員会の規定で、14 号で、決算審査は議長及び監査委員を除く全議員に

よる決算審査特別委員会を設置して審査を行うという規定になってございます。２年前から全

員による特別委員会という形でやってございまして、今、現在は、本会議と同じような形の中

で特別委員会を設置しているわけでございまして、果たして特別委員会を設置することがどう

なのかなと。二重なのですね。というのは、特別委員会設置して、特別委員会で採決して、本

会議に戻して、議長がまた採決を取ると。同じメンバーで同じことを２回やるような形になる

ものですから、この辺の議論も１回しておく必要があるかなと。というのは、特別委員会を設

置しなくても今の形態のままで行えるということなのですね。その辺の部分も含めて議論した

ほうがいいかなと思いますので、以上、３点をご報告したいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  ただいま、局長のほうから決算審査の方法に関しまして説明がござ

いました。まず審査日程、９月 16、17、18 日の３日間と。これについてはよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  次に、事前スケジュール、審査日程は、また別紙のとおりというこ

とで、細かく書いております。この中で何かお尋ねしたいことがあればどうぞ。 

 特にございませんでしょうか。近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。最終の時間割ですね。終了は何時に予定しているのですか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 従前からお話しているのは、おおむね 16 時という。ただ、審議の

状況によっては、時間が食い込んでいることもありますので、これはあくまでも目安というこ

とで、理解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。ほかに。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君）  それでは、最後の特別委員会の設置につきまして、先ほど局長から

説明ございましたけれど、この点について、皆さんいかがでしょうか。意見を述べていただき

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。一つはですね、特別委員会を設置しないで、本会議で

予算委員会、決算委員会をやることにするとしたら、今は特別委員会ですけれど、するとした

ら、現状と変化する部分というのは、事務局サイドで考えた場合、ありますか。 

○委員長（山本浩平君）  事務局どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 大きくは、ないと思っています。ただ、特別委員会の設置をして

いた場合、少数意見の留保は、委員会ができるのですよね。従来、少数意見の留保というもの

がございました。ただ、本会議でやっても、当然反対討論できますので、これは、少数意見の

留保というのは、ほかの参加していない方にお伝えするための留保ですから、当然全員ですの

で、聞いていますから、大きくは、そんなに変わらないのではないかな、と思っています。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。質疑の方法、それから少数意見の留保はわかりました。

質疑の仕方、その他採決の仕方、採決２回やっていること事態が、これは私も非常に不合理だ

と。わかったことを、同じことをやっているわけですよ。それは必要ないと、私も思うのです

よ。ただ、質疑の方法等について、何か、予算・決算以外の特別委員会もそうなのですけれど、

何か違ったふうに受け止めている部分が、我々の中にあるような気がしているのですよ。です

から、質疑の方法、審議の方法、討論はいいですけれど、そういうことで、本会議と特別委員

会との違いは、法律的というか、規則、条例上は、そこは変わらないという認識でいいですか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にはですね、委員会ですので、発言が自由なのですね。と

いうのは、委員会の規定というのは、何回発言しても、本来は構わないのですよ。ただ、本会

議は３回となっていますね。質疑３回という規定が条文にありまして、ただ、慣行で、全員で

行うような議会になってから、基本的に申し合わせで３回という決め方をして進めております

ので、形式は本会議事に準じているということで、特別委員会でやっても、本会議でやっても、

審議形態は何ら変わらないと。委員会においても、討論はやっていますので、討論はないだけ

の話でやっておりますので、それほど大きくは変わらないと。場合によっては、本会議もそう

ですけれど、３回で足りなくなった場合は、状況によっては４回も許していますので、それほ

ど大きくは変わらないのではないかなと思います。  

特別委員会と本会議でやったところで省略できるのは、要するに、付託がいらないというこ

こと、それから委員会報告がいらないと。委員会の採決と本会議の採決は同じ人でやりますか

ら、その二重が解除されると。この部分だと思います。ですから、合理的にやるのなら、本会

議でやったほうがよろしいかなと。特別委員会でやるということに、今、特段、メリットはそ

れほどないのかなと、そういう感じがしています。  
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もう一ついいですか。たまたま前回大樹町の議会が視察に来られたときに、その議論が出ま

して、大樹町でも同じような形でやられていまして、本会議に移行するという方向性があると

いう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） 大渕です。これはきちっと、全議員に徹底しないと、認識が違う

とやっぱり、だめな部分が出てくるのですよ。常任委員会の場合は、何回でも発言できますよ

ね。特別委員会は、予算・決算については、その示された部分は、１回だけというふうになっ

ているのですよ。事実そうですよね。本会議と同じ状況になっているということだと思うので

す。だから、そこのところをよく議員に徹底しないと、何かそのことによって発言を封じてい

るように思ったりしてしまうという部分が出てきます。ですから、今回の財政改革の特別委員

会もそうなのですけれど、特別委員会のほうが一般質問より、一般質問のほうが「優先だ」み

たいなような考えになりがちなのだけれど、現実的には、力としては特別委員会のほうがうん

と強いわけなのです。そのことを何度も何度も議論しているのだけれど、なかなかそういう認

識には議会側がならないということがございます。私も、そういう部分があります。今回本会

議でやるほうが合理的だということは、それは、私はよく理解できます。審議形態が同じであ

れば、何も２回採決することないのですよね。全部確認して、全部採決しますよね。当然そう

なると、そこは合理的にやるということを考えれば、そういうふうになるのだけれど、そこの

中身をきちっと徹底しておかないと、後退したような、審議が十分行われないような認識にな

ってしまうと困ると、私は一番思っているのですよ。そこの部分をきちっと徹底できるのであ

れば、私は審議形態が全く変わらないのであれば、少数意見留保する、しないというのは、こ

れは全員でやっていますから、関係ありません。だから、あとは反対討論をきちっとやれば、

同じことですから。反対の方がいらっしゃる場合は、反対討論すればいいだけですから、そう

いうことで言えば、特別委員会、予算委員会、決算委員会をつくらず、本会議でやるというこ

とは、合理的なことは合理的だというふうには思いますけれど、問題は、そこら辺の認識が全

議員にきちっと徹底されるような状況をつくれるかどうか。例えば今回からやるとしたら、時

間ありませんけれど。ですから、そういう意味で言えば、今、言っているのは、もちろん決算

特別委員会をつくらないという意味ですから。そうなれば、当然予算委員会もつくらないとい

うことになりますから。ですから、そこら辺の認識がきちっとできるかどうかという問題です

よ。私はそこだと思います。そこのことができるのであれば、私は審議形態が変わらないので

あれば、やはり合理的にやるというのは、全部読み上げて、全部同じように採決して、また読

み上げて、また採決して、長いの全部特別委員会でやるわけですから、あれは全く不合理です

よね。ですからそこが、審議形態が変わらないのであれば、私はやはりそういうことも議会改

革の一つかなというふうには認識していますけれど。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  各委員さんにご意見を伺ってまいりたいと思います。 

 私、新風ですけれど。今、いろいろと局長の説明や、大渕副委員長のご意見を拝聴した中で

は、やはり議会改革としては取り組んで、より合理的にやるべきではないのかなと思います。
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ただ、先ほど副委員長がおっしゃられたように、これは徹底しないと、議運の中で決めたから

と言って、また「ちょっとおかしいのではないか」みたいな意見が出てくる可能性があります

から、これはいずれにしてもきょう決めるということにはならないかなというふうに考えてお

ります。若干ご意見だけ伺っておきたいかなと思いますけれど。 

公明党さんいかがでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。皆さん言われたとおりですね、無駄な部分というか、時間

のロスなども考えて、そういったものを、重複する部分に関しては排除してもいいと思います。

私、思うのですが、本会議の中で徹底した議論ができることですので、特別委員会を開いて最

終的にまた同じようなことを繰り返すようなことをするということは、無駄なことだと思いま

す。ですから、先ほど大渕副委員長が言われたとおり、これは議員一人一人がみんな、認識を

同じく持った形の中でないと進められないだろうなと思いますので、その辺は会派に持ち帰っ

て、しっかり議論してもらった中で、決めていただければよろしいかなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  新政クラブ、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 私も皆さんがおっしゃるように、１回の特別委員会をつくらないで本

会議でやるというのですか、その方法がよろしいかと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさんいかがでしょうか。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 本会議で決算委員会やるというのは、予算委員会もやるという考え方

は、前向きでいいのではないかなと思っていますけれど。ただ、先ほど大渕副委員長も言って

おりましたけれど、やはり質疑の３回制限という部分を、その辺をもう少し議論して、そして

みんなで合意できれば、その辺、話し合いしたほうがいいのかなとは感じております。ですか

ら、持ち帰って、この部分については議論をさせていただきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君）  議長、副議長、この件について何かございませんか。 

 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  非常に合理的な形では、少しでも合理的な形でやるのはいいのです

けれど、今、急にきょう出て、今回からというのはなかなか。その辺は、皆さんでじっくり議

論をして、合意のもとで皆さんが十分納得をした形の中でやっていただければなというぐあい

に思います。やること事態は、皆さんがいいというのであれば、特に反対する何物もないし、

同じことを２回やらなくてもいいのかなというぐあいに思います。その辺、質疑の方法含めて、

十分納得した上での形で、やっていただければなというぐあいに思います。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。  

 一通り各会派にご意見を伺ってまいりました。今、議長のご意見も伺いました。決算審査特

別委員会及び予算委員会も関係ありますので、予算審査特別委員会の設置をどうするかという

ようなことを、各会派に持ち帰って、十分、質問の回数等も含めて審議をしていただいて、今

後決定していきたいと、このように思います。よろしくお願いをいたします。  

○副議長（吉田和子君）  一つだけいいですか。  

○委員長（山本浩平君）  副議長どうぞ。 
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○副議長（吉田和子君）  確認なのですが。特別委員会を設けないで、そのまま定例会として

やっていくということであれば、今まで議長を除いた特別委員会でしたよね。ですから、議長

が議長として、同じ議会の体制で、監査の方も特別委員会になると席がかわりますよね。そう

ではなくて、議員側で対応できるということになるのですよね。その辺少し。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 当然本会議ですから、特別委員会の委員構成の議決を採って、議

長と監査委員を除くということにしていますので、当然特別委員会は入れませんけれど、本会

議は当然議員ですから、それは、発言する機会を失うものではないですけれど、身分としては

両方持っておりますので、監査委員は監査委員の守秘義務というか、規定は持っているはずで

すから、それはそういう中で判断されるだろうと。だから、除かれないということです。  

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう１点。先ほど日程表で、今後町側に通知するものですから、

これに合わせて通知させていただくという確認とですね、今、病院と行財政対策室から出てご

ざいまして、病院の特例債のヒアリングが、たまたま 16 から 18 日の間にダブっているのだそ

うです。ですから、それぞれの審議日程を確定していただきたいという要請がありまして、こ

れはおおむね基準に行くということで、通知させていただくということの確認をお願いしたい

なと思います。いいですね。というのは、病院特例債にヒアリングがあって、どうしてもこの

期間内に行かなければいけないのだそうですよ。ですから、その日程がある程度前にくるのか、

後に来るのか決めていただきたいということでございましたので、今、これでよろしければ、

この中で町側に判断していただくということになりますというお話でした。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。この日程表でよろしいですか、という確認です。 

異論はございませんでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  そういうことで進めていただきたいと思います。 

 それでは１番目の審議調査事項に入りたいと思います。第３次議会改革の中の改革項目のル

ール化について。前回２つの点が、会派に持ち帰って議論していただくということになってお

りました。まずその２つのうちの１つ目です。 

 白老町議会会議規則の全面改正案というところの、第１章のところの総則の中の第２条第２

項。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

ないということでございます。これについて２日間というのは余りにも、土曜日、日曜日も挟

んで、例えば金曜日から不在になるようなことは２日間ぐらいなら多々あるので、非常にスケ

ジュール的にもタイトであるし、縛られすぎるのではないだろうかというような意見も出てお

りました。いろいろとご意見があったと思います。反面、危機管理という面においては、やは

り、今までも事務局のほうには連絡をしていたわけだから、そういう部分ではある程度必要で

はないかというご意見もございました。会派でいろいろ持ち帰って検討していただいたと思い

ますので、ご意見を伺ってまいりたいと思います。  
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 日本共産党さん。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、常識の範囲をどうやって見るかというだけの問題であ

って、私達は２日間なら２日で連絡だけすればいいというのであれば、電話１本すればいいわ

けですから、余りきつく考えないほうがいいのではないかなと。早い話が、３日でも４日でも

いいと。そういうことを議論してやるような中身かということです。ただ、問題は、常識の範

囲ということの理解がどういうことになるかという問題なのですよ。本当は、そのようなこと

をやるとかやらないではなくて、ただ、そうしたら土日はどうなるのだという意見になるから

困るのだけれど、土日以外の日にちで、例えば緊急にどうしても常任委員会を開かなくてはだ

めになったと。そのとき連絡していれば、「その日外しますよ」と、こういうことだけだと私は

思うのです。あとは何もないと思うのです。だから、そういう範囲の考え方で、３日であれば

３日でもいいですけれど、連絡はきちっと、一言電話１本入れるというぐらいの認識で、私達

はいいのではないかというような意見です。  

○委員長（山本浩平君）  清風さんいかがでしょうか。  

○委員（西田祐子君） 清風、西田でございます。これに関しまして会派で議論させていただ

きましたけれど、やはりここの項目については、外すべきではないかと。規則という中に入る

と、やはり規則から外れるということになりますよね。ただ、議員として、公の人間として、

当然、議会の事務局とは連絡とれる体制をとるのが普通だというふうに考えております。その

辺は議会事務局と、これは議員とが、常に必要があれば連絡をとればいい話で、そういうのは

議会人として非常に常識的な判断だろうと。わざわざ規則にまで入れる必要はないのではない

かなと。むしろ２日間をきちっと規則の中に入れた場合に、反対にきちっと連絡できなかった

のではないかと。そういうふうな形で批判されるような場合が出てきたときのほうが、かえっ

て議員が自分達議員で首を絞めるような状態になってしまうと、それは少しいかがなものかな

と。だから、今、現在は携帯電話もありますので、非常にどの議員も常に連絡がとれる体制に

なっていますので、もし持っていない議員さんがいたら、その辺はきちっと対処して、何か緊

急時のときに連絡が取れる体制を本人が考えると。そういう形でいいのではないかと、そうい

う意見になりました。  

○委員長（山本浩平君）  続きまして新政クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） うちのほうはですね、これは公人として当然、不在にするときは、当

然の義務であるというふうになりまして、この２日というのは、やはり少し抵抗があるのです

けれど、数日とか、３日とかいう感じでやるべきであるということで、これはやはり残すべき

であるというふうに決まっております。  

○委員長（山本浩平君）  それでは公明党さん、いかがでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 公明党です。この件に関しては、皆様言われるとおり、議員としての

常識の範囲の中で考える問題だなとは思うのですけれど。もしこういった規則に盛り込むので

あれば、この日数、２日だとか、３日だとか、４日だとかいう話をずっとしていますけれど、

逆に、日数的なものははずしたほうがいいのではないかなと。例えば、住所地を連続して離れ
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る場合には、予測される場合と予測されない場合もあるかもしれないけれど、それは、例えば

事務局、あるいは議長に対して、「もしかしたらこういう事情で離れるかもしれない」というこ

とは入れておけることではないのかなと。もし入れておけないにしても、急遽どことも連絡が

つかなかった場合は、後日といいますか、そういった形の中で対応できれば、そういった形の

中で、そういった文言に盛り込むのであれば、こういった日数的なものは外してでも入れてお

くべきではないか、ということになりました。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。  

 私ども新風なのですけれども、議論はしました。やはりこの２日というのは、非常に日常よ

くありそうなことだということで、それに縛られるというのも、縛られるというのは変な言い

方ですけれども、気になって、「忘れてしまった、どうしようか」なんてこともあり得るので、

もう少し長いほうがいい。それでは３日以上がいいのではないかという意見も、もちろんあっ

たのですけれど、その２日、３日、４日等の明確な理由が見つからないものですから、どちら

かというと、私ども今、公明党の氏家委員がおっしゃったような中で、常識の範囲で、連続し

て不在にするときはやはり、届け出をしなければならないと。数字を入れないで、というよう

な意見にうちのほうもまとまったわけでございます。もともとこれをうたった理由を事務局に

前回伺ったところ、委員会の予定日等を決める上でも非常に決めやすいというか、都合がいい

ということもあるということも聞いていたものですから、そういう事務局サイドの事情もくみ

取るのであれば、やはりこれはなくすのではなくて、一応うたっておくべきであるというふう

には、私どももそういうふうに思いました。以上です。  

 清風さんのほうから今、出たのが、議員の常識の判断でオーケーだと。規則としては、うた

う必要がないという、こういう意見でございました。ほかのところは、数字を入れないでとい

うところと、共産党さんもそうですね、３日でも４日でもいいのではないかというところに、

これを議論すること自体いかがなものかというご意見もございました。そういったことでござ

いますけれど、若干意見分かれておりますが、どのように取り扱ったらよろしいですか。  

 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方であえて盛らせていただいたというのは、別に他意がある

わけではないのです。言ったのは同じでして、委員会とか突発的に組むときに、居ないという

のがわかっていれば当然組みませんし、組んでしまってから来られないという状況も過去には

あったものですから、急遽入れたのがけしからんという話もあったものですから、押さえられ

るものであれば押さえたほうがいいだろうと。携帯がありますので、今は連絡もスムーズにと

れるところなのですけれど、現実に近間に不在なら、全然問題ないのですよ。近間で不在であ

れば。ただ、現実的に戻って来られないところに行ったときには、把握しておきたいというの

は、事務局としては現実なのです。ただ、今も規定はございませんが、お願いして、届け出は

出していただいております。出していない方もおられるかもしれませんけれども、私どもは好

意で出していただいていると思っておりますので、できれば。別に規定にする必要もなかった

のですが、今回整理する中で、今、現実にお願いしている部分を載せたという程度でありまし
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て、そういう部分でご理解していただきたいなと思います。これを無理くり規定にするという

ことで、どうしても規定にしなければならないということで、載せたわけではございません。

現実にやられているものを、制度をつくるときに合わせて、ただ単に規定させていただいた、

表現したほうがいいのではないかということで、書いただけでございます。 

 そぐわなければ、１回保留にするということも必要なのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） この問題を採決するとか、そういう問題ではないと私は思うので

すよ。ですから、１回保留にして、みんなでこれは盛り込んだほうがいいとなれば、そのとき

また盛り込めばいいわけですから、規則ですから、そういうことであれば別に、盛り込まなか

ったら盛り込まなくたっていいのではないですか。私は構わないと思うのですよ。ただ、そう

いう今、行っている２日なら２日離れるときに、なるべく連絡をしようということでなってい

るわけですよ。そのことで今度、連絡しないから、突発的に起こって、何か委員会やると言っ

たときに、「なんだ、私のところに電話来てないではないか」と。これはだめですよ。そういう

ふうになるから、言っているのだから。それはやはりきちっとしないで、そういうふうにして

しまったら、決めごとも決めごとでないこともなくなりますから、そこははっきり議事録で残

りますから、私はそこははっきりしておかないとだめだと思うのです。ですから、届け出を出

さない人については、その日居なくても決められてしまったと。決められたのは、連絡が行か

ないのは、それは当たり前なのですよ。そこはちゃんとしておかないと、私は常識というのは、

そういうことを常識というのですよ。そこのところはちゃんとしておきましょう。私はそこさ

え確認していれば、何も決めなかったらどうだとか、決めたからどうだと。大体そういうレベ

ルの問題ではないと私は思っていますから、私はそれで構わないと思います。今回まとまらな

かったら、それは載せないほうがいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君）  今、副委員長から意見が出ましたけれど、私も採決して、ここで決

めるような話ではないなというふうに思いますので、現段階においては意見も分かれている部

分もありますので、保留ということでよろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  ただ先ほど副委員長がおっしゃられたように、常識の範囲で、これ

は連絡をしなかったことによって、「なぜその日になったのだ。私は聞いていないよ」と。これ

だけは、なしですよ、ということだけは、各会派のほうで徹底していただきたいし、本日みえ

ていない委員外議員の方々にも徹底をしておきたいというふうに思います。 

 それでは、次に入りたいと思います。47 条の削除というところなのですけれど、これは５と

書いている、討論の方法のところですね。少し読みます。 

 「討論については、議長は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」ということでございます。この点については、前田委

員外議員から、「交互にしなくてもいい」と、「自由にすべし」という、このようなご意見が前

回出されておりました。また、大渕副委員長からは、なるべく交互ということで、なるべくと
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うたっているのであるから、これは問題がないのではないだろうかというようなご意見が前回

出ていたと思います。これも、各会派で持ち帰りになっておりました。この点について、新政

クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私どもの会派では、この文面、このままでいいということ

になりました。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。  

○委員（氏家裕治君） うちも、例えば議論が反対討論ばっかりで、あとから賛成討論ばっか

りだと、議論かみ合わないと思いますよ。ですから、ここで本来、反対、賛成があるのであれ

ば、交互にやっていくべきものだと思っていますから、ここでなるべくという一つのやわらか

い表現の仕方で書いていますから、これはこのままの文章で構わないと。本来であれば、反対

討論、賛成討論繰り返していくことが、聴いているほうもわかりやすいし、それが本来の討論

のあり方だと私達は考えます。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさんいかがでしょうか。  

○委員（西田祐子君） 清風クラブです。この問題につきまして、うちの会派のほうでは、前

田委員外議員のおっしゃっていた自由討論ということで、活発化を目指すということなので、

今まであった討論と自由討議とは、どの辺を、ここの今、言っている規則では言っているのか

なと。その辺が少し、いまいちよくわからないなと。こちらで言っている自由討議の場合は、

特別委員会とか、今回も設置されましたけれど、ああいうときのように、自由に賛成意見、反

対意見が出てきて、今、その議員の言ったことについて賛成だけれどもとか。この意見につい

て少し反対なのだけれどもとかいう形で、どんどんいくべきことを言っているのであれば、討

論の方法ということで、反対意見、賛成意見というふうに出てくると、どうも、そこで縛られ

てしまう部分があるのかなと。特別委員会のような部分を想定しているのであれば、そういう

ようなことを優先してやってもらったほうが、議論としては非常にわかりやすいので、その辺

の整合性はどういうふうなのかなと。その辺のクエスチョンだけが一つ残りました。もしそれ

がクリアできるものであれば、これが残っても、削除されても、どちらでもいいだろうという

意見でございます。 

○委員長（山本浩平君）  局長、今のこの件について。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に、自由討議と言っているのは、会議規則ですけれど、本

会議の規定なのですよ。本会議で自由討議を行うということなのですよ。第３次議会改革のと

きにも素案は示されていまして、ある程度の合意はいただいているものと思ってございますが、

すべての議案に対して自由討議を行うということではないのですね。というのは、ここの前の

ところに書いていますとおり、動議ですとか、議長の発議によって自由討議を行うということ

になっていますね。当然、これは議運の中で、重要案件だから自由討議を行うという決め方で

されると思います。ですから、討議の部分の規定を一括外すということにはならないかなと思

います。 

なぜ反対者からやるのかというのを申し上げますと、議案の提案理由が賛成なのですね。賛
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成が先に提案で詳しく述べられたあとですから、賛成討議を先にやるということは、賛成、賛

成ということになるという解釈なのですよ。それであって、あともう一つは、交互にやると言

ったのは、当然皆さんおっしゃったとおり、論点を明確にするということがあって、交互にや

るという部分なのですね。多分、前田委員外議員が疑問に思われているのは、自由討議までや

っているのだから、必要ないのではないかと、私は解釈していたのですよ。それであれば、私

も自由討議をやるのであるから、討論、そういう規定はいらないのではないかと。確かにわか

るような気がするのですよ。自由討議、フリーに賛成、反対、何回もやるわけですから、そこ

で討論をまたするのかということに、私は感じたものですから、自由討議をやった議案につい

ての討論の方法は、別途規定がいるのかなと思いました。それで、一つの解決策としては、こ

れは一般的な議案に対しての討論方法という位置づけをして、自由討議を行った議案について

は、討論を省略するという方法にしたほうがよろしいのではないかなと。そうすれば、はっき

り区別がつくのではないかと。自由討議の場合は、既に討論に近い形式をお互いの議員はフリ

ーに交わしているわけですから、自由討議を行った議案については、討論を持ち得ないで採決

を諮るという規定に直したら、多分、前田委員外議員の言われたことはクリアするのではない

かなという感じがしたのですけれど、どうでしょうか。議論をいただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  今、局長のほうから新しいものが提案されましたけれど、その前に

前回のことでの意見をまだ共産党さんに聞いていませんので、共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは、私は討議と討論というのは、違うと思っていますので、

討論と討議が同じだという議論にはならないだろうと、私は思っています。ですから、討論と

いうのは、議長がきちっと「討論ございませんか」と言うのは、「討議ございませんか」とは言

わないですよね。「討論ございませんか」と。それは、出された議案に対して、賛成か、反対か

の討論なのですよ。だから、「なるべく交互に」と書いているということは、どういうことかと

いうと、議長は賛成討論しかないよと。反対討論ないから、賛成討論もやめさせるよという考

えだとしたら、これは、私はだめだと思います。賛成討論しかなくても、討論はやらせるべき

だと。それは３人いても。それしかなかったらですよ。もちろん反対も同じです。反対の討論

だけ３人いて、賛成の討論がいなかったと。その場合は、私はやらせるべきだという考えなの

ですよ。ただ、それをもし議長が裁量でやらせないとしたら、私はだめだと思うのですよ。私

が前田委員外議員に思ったのは、そういう意味のことかなと。局長と私はとらえ方が少し違う

のだけれど、私はそういうふうに受け止めたのですよ。何か自分が賛成討論やると言ったとき

に、「どうだ」とか、「こうだ」とか言っていましたよね。私はそういう意味のことを言ったの

かなと思ったのですよ。だから、それは討論させるべきだけれども、ただ、賛成、反対きちん

と聞いて、やはり交互にやらなかったら、氏家委員が言ったように、それはおかしいですよ。

賛成ばっかりずっとやって、反対ばっかりやるっていうのは、そんなの討論と普通言わないの

ではないですか。だから、私は従前どおりやるべきでし、自由討議というのは、今、局長の意

見もございますけれど、私はまだ討議が十分、自由討議というのは、うちの議会の場合は、成

熟していないのですよ。この間特別委員会やったって、ならないわけですよ。そういう中では、
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私は自由討議も活発にやる、討論も活発にやると。ただし、ここで書いているように、なるべ

く交互にやるというのは、私は理にかなったやり方だし、だめだと言ったというのであれば別

だけれども、だめだと議長が言ったらだめ、言えることを議運できちっと確認しておけば、そ

れは私はこのままで何も不合理なことはどこにもないなと、我々の会派は思います。  

○委員長（山本浩平君）  新風ですけれども、新政クラブと同様、この 52 条を 47 条にそのま

ま 52 条を踏襲すべきという意見でございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう一ついいですか。 

○委員長（山本浩平君）  局長どうぞ。  

○事務局長（上坊寺博之君） 要するに、討論には３つの原則があるのです。討論交互の原則と

言って、先ほど言ったように、かみ合うために交互にやるというのが、原則なのですよ。ただ

し、ここになるべくという規定があるのは、賛成者と反対者が同じ数にならない場合は、交互

にならない場合もあるということが書いてあるのですね。というのは、反対、賛成やって、賛

成者が２人しかいなくて、反対者が３人いたら、賛成者が多いと、反対、賛成、反対、賛成、

賛成、賛成、賛成と行ってしまうと。これは、交互にならない場合も原則としてはあるのだと

いう書き方をされています。  

もう一つはですね、討論１回の原則というのがあって、討論は一人１回なのですね。自由討

論はフリーなのです。先ほど言ったように、全く違うものであるというのは、当然そうだと思

います。それで、なぜ一人１回というのを、１回制限を認めるという、討議ですね。討議に近

いようなことにやれば、案件に賛成に対する反対という、これ、繰り返すことになって、感情

論になりやすいという書き方をしているのですね。  

もう１回、反対の討論を先に行う原則というのは、先ほど言ったように、提案理由が賛成な

のですよ。提案理由が、それを行うことを提示しているわけだから、賛成の次に賛成がくると

いうことは、不利益になるという考え方なのですよ。ですから、反対から入るということです。

ただし、最近の議会では、反対討論を先にやる原則が崩れてきているということも事実なので

すよ。というのは、討論の活発化を図るために、制限を外してきているという部分、反対から

先にというのを削除してきている議会というのがふえてきているという。厚真がそうです。福

島がそうです。要するに、活発化させるために、交互の原則は変えていないのですけれど、賛

成者でもいいという考え方があるという、これだけは少しご報告しておきます。多分、この規

定は、事務局としても残していただきたいなと思います。これを外してしまうと、今、言った

原則が全部外れてしまうという。議長裁量で、賛成者だけ先にやって、反対者だけあとにやっ

ても、別に議長問われなくなってしまう。ですから、これは、私は残しておくべきかな、と思

います。自由討論との絡みであれば、先ほど言ったように、討論省略するのがいいかどうかと

いう議論は、多分、後々に残ると思います。というのは、十分自由討議を尽くされても、なお

討論が必要かということですね。会議規則の中で討論を持ち得ないでというのが、一杯入って

いるのですよね。だから、それと同様に、討論を持ち得ないで自由討議をやった場合は、採決

をやっても、将来的には可能ではないかなと思っております。一応参考にお知らせしました。  
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○委員長（山本浩平君）  ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５０分  

                                         

再開 午前１１時０３分  

○委員長（山本浩平君）  会議を再開いたします。  

 休憩中にも皆さん意見交換したと思います。そのいろいろな中で、西田委員から、清風クラ

ブとしては、自由討議と討論のすみ分けの点でいかがなものなのかというご意見というか、そ

の辺さえクリアできれば、これは問題ないということでございましたので、清風さんのご意見

からまず伺っていきたいと思います。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 自由討議と討論とはまるで別のものであって、将来的な問題にこれか

ら先どういうふうに自由討議が活発化されていくか、またその時点で変わってくるのではない

かと思うのですけれど、きちっとすみ分けができるということであれば、このままの文でよろ

しいのではないかなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。  

 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  確認なのですけれど。今、皆さんの意見を聞いていると、大体、こ

のまま残したほうがいいのではないかというようなあれになったのですけれど、たまたま最初

に反対を発言したと。次に賛成者となって、賛成者、反対者とこうなっているのだけれど、た

またま、これから考えられることは、反対はないよと。賛成をやって、賛成討論を聞いていた

ら、これだったら私、反対討論するよということがあったときに、それは賛成が終わってから

反対をやっても、それは特に問題はないというぐあいに解釈をしてよろしいですね。最初反対

なかったのに、また次に賛成者がやったと。賛成者聞いていて、これだったら反対討論、「今ま

でやるつもりなかったけれど、やるよ」となったときには、許して構わないということで、そ

ういうぐあいに流動的に考えていける内容であるということで。そうでないと、反対討論、賛

成討論やって、次に反対すると言ったときに、「最初なかったのではないか」と。そうしたら、

反対討論やるのおかしいというようなことになっても、またこれちょっと問題ですから、それ

はそういう形で。もしそのときになって賛成終わったけれど、反対やりたいとなったら、その

ときはそれも発言してもらうと、答弁してもらうということでね。  

○委員長（山本浩平君）  わかりました。 

 それでは、確認をさせていただきたいと思います。第 47 条は、第 52 条をそのまま踏襲する

ということで、全会派一致をいただいたということで、よろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、そのようにさせていただきます。  

 前回この２つの項目以外のところにおきましては、ページ数においては８ページのところで

すね。71 条まで、第８章の請願の第 89 条削除のところまで確認はできております。72 条請願

書の撤回というところから、皆さんで審議をしていただきたいというふうに思っております。  



 15 

 局長お願いします。  

○事務局長（上坊寺博之 君） 新たに追加してございまして、72 条です。請願書の撤回。 

『第 72 条、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。撤回の規定を今

まで持っていませんでしたので、規定を新たに追加するものでございます。これは、議案の撤

回とか、そういう部分と同じような解釈です。議案の提案前は、議長の権限で。議案の提案後

は、議会の許可。要するに、議決をもって撤回するという規定でございます。  

○委員長（山本浩平君）  特にありますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  このままでよろしいでしょうか。ありがとうございます。  

 続いては、あとはこのまま踏襲するところですね。同じです。あとは削除の部分もございま

す。特段何か説明あれば。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にないです。現行の 93 条、94 条は、これは削除といっても、

新たな委員会の規定ですので、委員会のものに移動するというものです。  

○委員長（山本浩平君）  この部分よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ９ページの陳情書の処理。これらもここまま踏襲するところですね。

この辺も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）  第 82 条、資格決定の審査。これは新たなものですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 違います。これは条文変更です。旧条文から新条文へ変わってい

ますので、当然そこも変えなければならないということです。  

○委員長（山本浩平君）  この部分においてもよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  次は、規律。ここは携帯品。これもこのままでよろしいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 旧 103 条は若干変えているのですよ。 

○委員長（山本浩平君）  ちょっと変えているのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 傍聴規則と同じように、つえは当然支障がある部分がつきますの

で、こういうものをまず極力排除して、要するに外で着るようなものは議場の中では着てだめ

だというものと、もう一つは、ここから推計して、携帯電話持って入ってはだめだということ

になっていたのですけれど、はっきりここで携帯電話は持って入ってはだめだということの規

定をしたいと。これは第１次議会改革の中で当然改革項目として実施してきてございますので、

これは規定するという部分でございます。録音機、電子機器、これは従来どおりという解釈で

していました。これはですね、横須賀の、そのまま引用させていただいております。議員です。

傍聴者でないです。当然つえはありうる話ですから、これは規定しますとだめなのかなと。 

○委員長（山本浩平君）  何かご意見あればどうぞ。土屋委員。 
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○委員（土屋かづよ君）  土屋です。以前から携帯を持ち込むことは慎むことということで、

されていたのですけれど、徹底をどういうふうにされていくのか。現在でも持ち込んで、本会

議中に出たり入ったりしている議員が少なからず居ますので、その辺の徹底をどうするかとい

うことです。  

○委員長（山本浩平君）  今、土屋委員から意見が出されましたけれども。まずこれは、規律

としての条文としてうたうかうたわないかということにおいては、うたうことについては皆さ

んは異論ないですよね。  

 この徹底をどうするかということは、これ、議題として残しておいて、また別なときに協議

させていただいていいですか。 

 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。議員はかなり厳しくされているし、傍聴の一般の人も厳し

くやっているのですけれど、新聞記者というのは、意外とバンバン鳴るのですよね。あの辺も

やってもらわないと、非常に気になってしようがないのですよね。どういうふうに考えていま

すか。 

○委員長（山本浩平君）  この点については、皆さんいかがですか。今、意見出されましたの

で。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風、西田です。やはり近藤委員のおっしゃったように、携帯電話も

そうですし、電子機器類もそうなのですけれど、報道陣の人方は自由にやっていらっしゃいま

すよね。そこの中で、簡単に言ってしまいますと、議員のほうでは反対に、前回も近藤委員が

言っていましたけれど、今、小さな録音機になってさえも、それも持ち込むこともできない。

むしろその辺をもっと整理して、その辺はその辺で、今、土屋委員の質問があったように、そ

の辺きちっと議論していかないと、せっかく議員のほうで携帯品のところできちっとやっても、

なかなか徹底されていか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）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、議論していることは、また別な、一つの先ほど土屋委

員が言われたとおり、議案をまた一つ設けておいて、別な機会に話したらどうですか。きょう

はとりあえず、これは議員の規定にかかわる問題ですから、まずこれを盛り込むなら盛り込む

でもって、ここで一応話をして、それに対しての外部のことだとか、議員のモラル問題の部分

に関しては、また別な機会にお話してはどうですか。 

○委員長（山本浩平君）  皆さんいかがでしょう。第３次議会改革の中で、それらについてど

のように徹底していくかということを議論してまいりたいと思いますが、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）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 一点いいですか。私、こういう書き方を表現させていただきまし

たけれど、今、改革の進んでいる議会は、パソコン持ち込みオーケーのところがかなり出てき

ているのですよね。だからそれは、この規定は、将来直してはだめだということになりません



 17 

けれど、それも含めて議論していただいたほうがよろしいのかなと思います。個人のパソコン

を持ち込んでもいいという議会がふえてきているのですね。  

 もう一点はですね、携帯は、報道の携帯は過去には議論されていませんけれど、パソコンの

持ち込みについては、議会が許しているのですよ。第２次議会改革の段階で、何年だったかち

ょっと忘れましたけれど。これについては、そういう前提があって許可しているということも

含めて、次の議論のときにしていただきたいと思います。私からは以上です。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員に確認なのですけれど、パソコンまでは言っていませんよ

ね。あくまでも携帯ですよね。携帯が、時々バイブではなくて、普通に鳴って、普通に当たり

前のようにして出て行くということが、少し気にさわるということですよね。私、それも同感

でございます。 

この徹底する内容について、またパソコン等についてどうするかということは、次回の議会

改革の中で話し合っていきたいと思います。  

西田委員。  

○委員（西田祐子君） 私どもの会派のほうで、録音機のことについては少し話が及んだので

す。というのは、今の議事録がなかなかでき上がってこないと。そういう部分があって、次に

自分が質問したいなと思ったときに、緊急手段として、自分の質問ぐらいは録音をして、何を

言ったのかということを、次の自分で議案提案したり、質問するときに、それを参考にしたい

という部分もあると。だから録音機とは別に、禁止するならするように、例えば議事録をもっ

と早く上げてもらえるとか、何かそういう方法をしてほしいと。そういう意見は出されました。  

○委員長（山本浩平君）  今、清風さんから新しい定義がございましたけれど。 

 近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 昔録音機といえば、けっこう大きいごついもので、場所的にも問題に

なったこともあるのですけれど、今は本当に携帯電話ぐらいの録音機があるわけですよね。そ

ういうのもやはり、だめなのかなということで確認したいのですけれど。録音機であれば、だ

めなのかという。  

○委員長（山本浩平君）  これ、録音機に関しては、何か意味がありますか。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に議員さんは、持ち込んで録音する必要がないと思ってい

るのですよ。というのは、すべて記録はとられていますので、その部分が必要だということで

あれば、その部分だけ抜き出して、複写してお渡しするということも可能ですし、ですから、

あえて議員さんが音声で確認したいというのであれば、とられる必要はないかなと。事務局の

ほうでマイクを通してきちっと入れていますので、多分、議場の中でとるとすれば、肉声です

から、不鮮明に入ると思いますので、議会がとっているのは、全部マイクを通しての録音です

から、鮮明に入っていますから、必要であれば従来からも要請にお答えしていますので、その

ほうは答えられるかなと思います。あえて持ち込む必要が、規定するものではございませんけ

れども、それで対応できるかなと思います。  

会議録の関係なのですけれど、事務局としてはなるべく早く上げたいという願いはもってお
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ります。ただ、専門業者に出しても、一定限度かかってしまうのですよね。委員会のほうも町

内の奥さん方にやっていますけれど、最近ご存知のようにかなり回数が多くて、遅れ気味であ

るということも事実でございます。これは決して事務局が遅くしたいと思っていませんし、事

務局の立場としては、なるべく早く上げて、皆さんに提供したいというのは、考え方は持って

いるということだけご理解していただきたいなと思います。ただどうしても時間はかかってし

まうということだけは、ご理解していただきたいなと。専門業者に渡しても、一定限度かかっ

てしまうということです。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、ちなみに、日数どの位かかっているのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 定例会でいけば、どうしても出して戻ってくるまでは、１カ月ぐ

らいかかるのですよね。それで、こちらで校正して、また戻すということですから、どうして

も定例会前になるということはやむを得ないという考え方ですね。  

 ただ、３月だけは特殊なのですよ。皆さんご存知のように、３月の頭から開かれて月末まで

十何日間という日数ありますよね。ですから、３月は特殊で、下手すれば次の定例会までに間

に合わないという部分もあったりするのですよね。事務局としては、常に言っているのは、早

く渡すというのが使命であって、遅く仕上げていいなどとは全然思っていませんので、その中

でなるべく努力はして、上げるような形はしたいとは思っています。 

○委員長（山本浩平君）  先ほどのお話の中で、録音したものについては、議会で録音したも

のについては、すぐそれは必要であれば聞けるということですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 録音が必要であれば、その日議論したものは、その日にお渡しす

ることは可能ではないかと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  そういう意味で、議員には別に、録音機を持って入らなくても、い

くらでも聞けますよということですね。  

○事務局長（上坊寺博之君） 持って入って、録音するエネルギーかけるのであれば、質問する

エネルギーに変えていただきたいと。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。  

○委員（西田祐子君） ３月会議に全然間に合わなそうだなと思ったら、事務局に行って、そ

こでテープだけでも欲しいと言えばいいということですか。  

○委員長（山本浩平君）  はい。  

 私どもの会派で、ちょっとここの中で気になったのは、携帯電話と録音機はいいのですけれ

ど、等の電子機器類となってしまうと、電子機器類というのは、パソコンも入ってしまうのか

なと思ったのですよ。ですから、携帯電話及び録音機を携帯して入らないというふうに、逆に、

この２つを明確にしておいて、電子機器類は外したほうがいいのではないかなという、我々は

そういう意見が出たのです。パソコンも入ってくるかなと思ったものですから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 入ります。ですから、それも議論していただきたいと。 

○委員長（山本浩平君）  今後のことを考えてですよ。例えば今、まだあれかもしれませんけ
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れど、中にはやはり出てくるかなと。 

 西田委員。  

○委員（西田祐子君） １つだけ聞きたかったことはですね、今、現在、自分のパソコンを持

ち込んで使いたいと言った場合、もしここを外した場合ですね、それは自由にコンセントとか

使えるというふうに理解していいのですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） 今はそのような環境にはなっておりません。ですから、それは議

論の過程の中で、持ち込みがオーケーということになれば、床配線にするか、何するかわかり

ませんけれど、環境は整えなければならないと。ですから、第２次議会改革の中で、議場にパ

ソコンを設置すると、要するに、各議席に引けるような体制をとるという提案があったのです。

現実的には数百万、500 万円とかかかるという費用から、議運の中で当面は断念したという、

そういう経過がございますので、これは第２次議会改革の中で議論して、結論出したことでご

ざいますから、第３次に向けて再度検討することもやぶさかではないのではないかと思います。

ただ、今、環境が整っていませんので、相当費用がかかるということだけご理解していただき

たいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  記者が持ち込んだのは、ノートパソコンですよね。  

○事務局長（上坊寺博 之君） そうです。 

○委員長（山本浩平君）  何も配線要らないやつですよね。  

○事務局長（上坊寺博之君） あそこは、電源、コンセントがあるのです。 

○委員長（山本浩平君）  それをコンセントつなげてやっているのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） つなげてやっているのです。それでないと、パソコンというのは、

バッテリーの能力がありますので、２時間とか、そんなぐらいでダウンしてしまうのです。ダ

ウンしたときに、パソコンは、警告音鳴るのです。消音すれば鳴らないのかな。でも、普通の

状態にしておけば、結構鳴るのですね。前に１回鳴りましたよね。だから、配線がなければ、

普通の定例会の対応では、バッテリーでは無理ではないのかなという気がします。  

○委員（西田祐子君） 配線に 500 万円かかるということですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） 機器も含めて全部で 500 万円です。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。先ほど手を挙げましたよね。  

○委員（氏家裕治君） 例えば今、この条文を改正してね、すぐ、今の議場の中で対応ができ

るのであれば、ここから電子機器類という部分を外しても、私は構わないような気がするのだ

けれども。今、実際、これを外したからといっても、結局、今の現状では、例えば、最新型の

パソコンを持ってきて、議場に持って行って見たって、充電の電池の容量というのは、長くて

２時間ですよ。短いものであれば 40 分とか、45 分で終わりですよ。それだったら、今の現状

では、意味がないのですよ。であれば、今、無理してここの部分を外さなくても、第３次議会

改革の中で、議場の環境整備を含めた形の中でやるのであれば、ここまでの整理もしようとい

うことやるのであればいいけれども、今、実際できもしないことをここで取り上げて云々する

必要は、私はないような気がしますね。  
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 前田委員外議員からも出ていましたが、パソコンの運用については、前田委員外議員からも、

今後のそういった部分ついては必要になってくるだろうという話は出ていましたし、それは絶

対否定するものではないし、できればそういう形にしたほうが、いろいろな資料の整理なども

簡潔にできることであってね。ただ、今の白老町の財政的な部分を考えても、無理して今、そ

こに手をつけてやる何物もないから。そういうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  私が言っているのは、今の環境の中で必要がある議員が持ち込む場

合によっては、ノートパソコンの小さいものぐらいは、ある程度許可してもいいのではないか

なという、単純な発想だったのですけれども。今の記者席は電源つなげられるのだというお話

なので、環境が少し違うのだなというのも再認識いたしましたので、第３次議会改革の中で議

論していくということで、この条文はこのままでよろしいですか。  

 西田委員どうですか。この録音機のことも含めて。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 早急に、この電子機器類については、また別途話し合っていただいて、

できることだったら、自分のノートパソコン持ち込みぐらいできるような、そういうような環

境を近い将来つくるということで、前向きに議論していただけるのでしたら、構わないと思い

ます。そのときに削除すればいいだけの話だと思いますので。  

○委員長（山本浩平君）  そうですね。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） １つだけ確認しておきたいのですけれど。電卓までは大丈夫ですよね。

電卓も電子機器類の１つに入ってしまうのですかね。 

○委員長（山本浩平君）  私から「こうだ」と言うのはおかしいのですけれど。具体的に言え

ば、玉井議員が電卓がわりに携帯で計算しているのですよ。ピッピッピって足すときに音が鳴

るのですね。かえってそのほうがよろしくないのですよね。知らない人は、何か携帯で計算し

ていると思わないですよね。議場の中でメールでもしているのかなと思ってしまいますよね。

私は、電卓はこれはオーケーですよね。私も今まで確認しないで持って行ったことありますよ。  

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、電子機器といわれるものすべて、ストーブにしても

何にしても、電子機器入っていますよね。一般的には、そこまでは電子機器とは言っていない

とは思いますけれど。電卓も入っていますよね。入っていないもの、今、すべてないのですよ。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 常識の範囲内ということで皆さんにご理解していただければいいのだ

けれど、「電子機器とうたっていますよね」みたいな話になったときに困るので、そこだけは。

電卓ぐらいは私も、決算審査や何かのときなど、そういったときには必要だなと思うのです。

だから、そこを常識の範囲の中で、皆さんが理解していただければいいのだけれど、考え方が

違う人がいればね。 

○委員長（山本浩平君）  電卓に関しては、問題ありませんですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員（西田祐子君） 携帯に電卓が・・・。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 携帯はだめです。携帯は電卓と言わないです。  

○委員（西田祐子君） 玉井議員はそれなのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） だめなのです。それは別なものを持って入って。今、何百円で売

っていますので。  

○委員長（山本浩平君）  会派の代表から徹底していただければと思います。  

 それでは皆さん、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、次にまいりたいと思います。次のページをお開きください。

懲罰ですね。局長説明。  

○事務局長（上坊寺博之君） まず 91、92 は条文変更で、中の条文を直すものでございます。そ

れと訂正ですけれど、93 から 97 のうち、93 条、それと 96 条、ここに旧のほうを見ていただけ

ればわかるのですが、112 条で、「議員は自己に関する懲罰動議を懲罰事犯の会議ならびに委員

会で」と入っていますよね。ここの「ならびに委員会を」を削除いたします。それとその下の、

「議会又は委員会」と書いてありますけれど、ここの「又は委員会」を削除いたします。それ

と、115 条の「期間内に議会の会議又は委員会」その後に「議長又は委員長」と書いています

けれど、この委員会の規定はすべて削除いたしたいと思います。それで、また委員会規則の中

でこの部分が出てきますので、その部分に移行するということになりますので、ここは削除を

お願いしたいと。委員会規則に同じようなのが出てきますので、そこの部分だけ削除してくだ

さい。これは規定のものをそのまま移行するものでございます。 

○委員長（山本浩平君） 規定のものをそのまま移行するものであるという説明でございます。

何かございますか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では次に、会議録。 

○事務局長（上坊寺博之君） 最後まででいいですか。13 章会議録。98 条から 103 条は、そのま

ま移行するものでございまして、100 条については、条文の変更によりまして、64 条が 60 条に

変更するだけのものでございます。アンダーラインがいっぱいになっていますけれど、条数の

変更でございます。 

○委員長（山本浩平君）  これもよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは次に、会議規則は終わりましたので、条例のほうですね。

頭から３枚目をお開きください。  

 局長のほうからまず。  

○事務局長（上坊寺博之君） 会議条例の部分につきましては、他の条例で持っているものと、

もしくは会議の基本になるものを、会議規則のほうから移行しているものでございますので、

順次ご説明申し上げたいと思います。１条ずつのほうがいいですか。 

○委員長（山本浩平君）  そうですね。  
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○事務局長（上坊寺博之君） まず第１条については、議員の定数ということで、現行では、白

老町議会の議員の定数を定める条例ということで、単独条例になっているものを、会議規則に

溶け込ますという部分でございます。要するに、条例を統合するという考え方でございます。

趣旨は同じでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  問題はないと思いますが、いかがですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  ２条に入ります。  

○事務局長（上坊寺博之君） 第２条ですが、定例会の回数を定めたものです。これは現在、白

老町議会の定例会の回数を定める条例。前回改正しまして、年１回としましたが、それをその

まま条文を統合して、溶け込ませるものでございます。  

○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）  第３条会期。  

○事務局長（上坊寺博之君） 第３条会期でございます。これは、会議規則第５条で持っていた

ものでございまして、会議の基本となるものでございますから、会議条例に溶け込ますもので

ございます。ただし、通年議会の試行に伴いまして、通年の規定に直すというものでございま

す。第３条は以上です。  

○委員長（山本浩平君）  第３条もよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  第４条お願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君） 第４条は、会期中の閉会規定でございまして、これも同じく、会

議規則から移行して合体するものでございます。  

○委員長（山本浩平君）  問題ありませんね。意見があれば、どうぞ。よろしいですか。  

 第５条お願いいたします。  

○事務局長（上坊寺博之君） 第５条は会議時間の規定でございまして、会議規則から移行する

ものでございます。ただし、第３項の現行では「会議の開始は鈴で鳴らす」ということになっ

ております。ベルで鳴らすということになっておりますので、今は庁内放送になっております

ので、ベルではないです。これをあえて規定しないで、議長の定める方法で報ずるという表現

にとどめたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  会議時間の条例については、皆さんいかがでしょうか。意見のある

方どうぞ。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  休会、第６条。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第６条、休会の規定でございます。これも会議規則条例から移行

するものでございますが、現在の第１項については、まちの休日は休会するという形になって

ございますけれど、これをきちっと正規の規定に直しまして、白老町の休日を定める条例第１
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項第１部のほうに、「本町の休日は休会とする」という表現にしたものだけでございます。  

 それと４項はですね、地方自治法は第１条で、法という部分で引用しておりますので、それ

に伴って直したものでございます。特段の変更はございません。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  次、新たに制定されていますね。第７条お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議決すべき事件の規定でございます。これは第３次議会改革の中

でも検討するということになって、当然今後町の協議も必要になってきてございますが、現在

既に議決事項として議決事件でもないのですけれど、議決を取っているという変則的なものが

ございますので、これは規定しても今、町と交渉するに足りないものですから、これだけをま

ず規定しておきまして、今後マスタープランですとか、総合計画も組み込むような形で、町の

協議が必要だと思います。 

一つは、友好都市、姉妹都市の提携に関する事項。もう一つは、まちづくりに関する憲章及

び宣言。これはもう既に町側は議決がいただきたいというので出してきておりますので、これ

を議決すべき事件として、暫定的に追加しておくというものでございます。 

○委員長（山本浩平君）  何か意見お持ちの方どうぞ。ございませんね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  第８条専決処分の指定。  

○事務局長（上坊寺博之君） これも、現在３月に専決事項を拡大して委任しました、専決事項

の指定と合体させるものでございます。基本的には、表現等は何ら変わるものではございませ

ん。１号から７号までということになります。 

○委員長（山本浩平君）  これもよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  次ページにまいりたいと思います。第９条ですね。  

○事務局長（上坊寺博之君） ９条は新たな規定でございまして、これは、専門的知見の考え方

の設置でございます。  

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者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。  

２、議会は必要がと認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員に加えることができる。 

３、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。別に定める規定は、現在持

っておりません。これは基本的に、三重県の条例規定をそのまま引用したものでございまして、

三重県も「第３項による議長が別に定めるというのありませんか」と聞いたのですけれど、ま

だ特段やっていないので、定めていないと。私どもも表現だけに、今、現在はとどめておきた

いと思っております。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  調査機関の設置に関する条例について。何か質問、ご意見ある方は

どうぞ。第３次議会改革の中でいろいろ議論した中のことを、取り入れているのですよね。 
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○事務局長（上坊寺博之君） そうです。専門的知見を設置するようにということでございます。

これは新たに、勝手につけたものではなくて、議論の中で、これは、「設置する」ではなくて、

「設置することができる」ですから、必要に応じてということになります。これがなければ、

専門的知見が設置できないのですよ。できる前提の規定なのです。  

○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）  政策研究会の設置、第 10 条お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） これについても第３次で出てきまして、自治基本条例の中で、政

策研究会の設置というのが、もう既に定義づけられていまして、公的機関にするか、私的機関

にするかという議論があったと思います。方向性は、公的機関という考え方ではなかったかな

と思っています。これも三重県の条例を少し分解して、活用させていただいております。  

政策研究会の設置ですね。第 10 条。「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。今、特別委員会の議論で、今後のチェック機能の強化でこれを使いたい

みたいな話が出ているのも事実だと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  第 10 条もよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  ちなみにですね、今、視察がふえていますよね。議会改革と通年議

会。バイオマスも結構来ていますけれど。その視察の中で非常に、政策研究会、「白老町は何を

やられているのですか」という質問が結構あるのですよ。きのうの奈良県議会、町村議長会の

議長さん達、きのう何十人か来られたのですけれど、お答えする材料を持っていないものです

から、通年議会にしても、「これから何をやっていくかということが一番大事なことだと考えて

います」というような話しかならないような部分があるのですが、この政策研究会、本当に、

特別委員会とのすみ分けもそうなのですけれど、各会派でぜひ早目に議論をしていただいてで

すね、どういうものを設置していくかということを、やはりやっていかないと、これ、名前だ

け、条例だけうたっても、何も機能していないというのは、これ、ちょっと、うまくないなと

いうふうに感じておりますので、一つ皆さん活発なご議論を今後お願いしたいなというふうに、

付け加えておきたいと思います。  

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 三重県も先ほど言いましたように、同じような形態の、政策研究

会とは言いませんけれど、調査機関を内部機関も持っていまして、議会独自で動くのですね。

町をお呼びするというような機関ではなくて、それで逆提案をしていっているのですよ。とい

うのは、町にまとめて政策提言をしていって、「やりなさい」というスタイルを示していってい

るみたいです。当然議会の意思ですから、県議会ですから、知事はそれを受けて、動いて、政

策が変わっていっているというのがあります。ですから、うちも、そのような仕組みを準じて

やっていったほうが楽ではないのかなという気がしていますけれど、うちが独自につくって動
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かすよりも、既に、そうやってやっている部分があるのであれば、何かきっかけとして動かし

ていったほうがいいのかなと。事務局ではそのように、感じとしては持っていましたけれど。  

○委員長（山本浩平君）  この中身についてはまた、別の機会に議論をしてまいりたいと思い

ますので、検討のほどよろしくお願いを申し上げたいと思います。  

 次、11 条、請願書。 

○事務局長（上坊寺博之君） これについては、会議規則から移行する部分でございます。請願

書も法律に定められた国民の権利ですので、会議条例の中に、手続きだけは一度きちっと位置

づけておいたほうがよろしいのではないかということで、この２つを規定してございます。 

若干少し変わっていますので、変えています。多分上段は、「法の引用・・・」、下からアン

ダーライン入ったのですね。それと下のほうは、「表紙に署名」という「表紙」を抜かしたので

すね。表紙とは限らないですので、それは抜かせていただきました。 

○委員長（山本浩平君）  問題ございませんね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  附則については、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 附則は、当然施行する日からの規定になりますが、今、議論して

いますから、12 月ぐらいに変えればいいかなと思っていますけれど。旧条例を廃止しなければ

ならないので、その規定でございます。定数に関する条例と、回数を定める条例。それと、専

決処分事項の指定。この３つは今、既に別の条例で持っていますので、一体化された条例をつ

くると同時に、廃止する規定です。  

○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）  委員会条例は次回ということにいたしますので、その他の部分に入

りたいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから提言というより、前回の８月会議の中で、前田委員

外議員から、議案に対する質問というか、町側に対してだったのですけれど、あったかなと思

います。議会運営委員会でも出してみたいというよう話もちょっとされていましたので、きょ

う多分出てくるかなと思っていたのですけれど、出ていらっしゃらないので、投げかけだけち

ょっとさせていただきたいと思いますけれど。 

議案に対する、事前に勉強する余裕がないということを、おっしゃっていました。町とすれ

ば当然、従来の臨時会、定例会も告示３日前の議案提出ですから、前回の部分も問題はないか

なと思います。ただ、そういう事前勉強ということになれば、今、町のほうと話しているのは、

「もう少し早くできて、事前に知らせられる方法が取れませんか」という話をしております。

あのような議論になるということは、議運の中の説明だけでいいのか、それとも、他の町では、

冒頭に議案説明日程を組み入れているところがあるのです。そういう部分も必要なのかなとい

う判断をいたしましたので、それはお持ち帰りになって、議論、若干してみたらよろしいのか

なと思います。私からはその一点です。  
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○委員長（山本浩平君）  各会派に持ち帰って、検討していただきたいと思いますが、今の時

点において何か議論があれば。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今ほど、他の町村では議案説明日程を設けているという説明が少しあ

りましたけれど、具体的にどういうことなのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 他の町では、会派を持っていないところが多いのですね。ほとん

どなのですね。ですから、議運で議案説明されていないという、当然しませんよね。ですから、

議会運営委員会とは別に、全員がお集まりになって、議案の説明会をやっているというのが、

町村では多い。もう一つは、市でいきますと、市は会期が長いですから、１日目に全部の議案

の提案説明をされて、当然市は付託されますから、一定の日数を経た後付託して、すると。で

すから、勉強する機会がある。うちは、議案かける上程をするときに議案説明ですから、当然

間に合いませんし。町と話しているのは、過去にもあるのですけれど、議案を出すのですけれ

ど、議案前提に別な説明もしておかないと、理解できないということで、全員協議会でやって

いる部分というのも、今までも過去には何回かあると思います。だから、そういう部分も含め

てね、一括した中でやれる方法があるのかどうなのか、そういう部分も含めて議論していただ

きたいなと思いますけれど。これは逆に町のほうから、「前田委員外議員からそういう質問があ

ったのだけれど、どのように議会と調整を取っていったらよろしいでしょうか」と、逆に投げ

かけがあったのも事実でございます。それも添えておきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君） その投げかけというのは、前田委員外議員は何課にされたのですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） 議会の中で、議案の質疑の中でされているのです。補正予算の中

の産業経済課の新たな助成がついた事業に対しての、町に対して話されたことだと思います。

多分あれは町ではなくて、議会運営委員会の中で議論するのがベターかなと思いますけれど。  

○委員長（山本浩平君）  なるほど。どうですか。副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれど。あのときの趣旨というのは、「議案を早く配布し

てください」というように私は取ったのですけれど。「事前説明を早くやりなさい」というよう

なことなのですか、違いますよね。「議案を早く配布してください」という意味の発言だったよ

うに私は記憶しています。そうですよね。法律的には今の配布で問題はないと。 

○事務局長（上坊寺博之君） ないと思います。  

○副委員長（大渕紀夫君） 告示して。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、今、通年議会を本格的にやっていますので、告示という概

念がなくなるのですね。ですから、町が追加議案を提出したときが、正式な議会受理なのです

よ。議長がいつ配布するかにとどまりますよね。ですから、当然、議長が受理というのを予測

して委員会起こしますので、委員会に出されたときには、議長は正式に受理というような形に

なってしまうのですけれど、それは前田委員外議員がおっしゃられている部分をクリアしよう

と思ったら、これは無理だと思います。向こうの出してきたときが受理日ですから、あとは議
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会が町側にその是正を促すようにお願いするしかないという。法律的には、何も問題は一切ご

ざいません。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ということは、町側に早く出すようにという要請を議会でするか

どうかだけですね。そこの部分は。例えば、事前説明を全員にするかどうかということと、こ

のことは、別かなというふうに思うのです。実際には議会運営委員会で事前説明しているわけ

ですから、それを全員にするか、しないかというだけの話ですから、それは会派があって、委

員外議員が出ているということであれば、本来から言えば、会派がきちっと徹底すればそれで

いいと。そのための会派ですから、そうでなければ会派いらないわけですから。だから、そこ

はそうなると。そうなるとしたならば、前田議員は、委員外議員として出ているわけですから、

事前説明は受けているわけですよ。その期間が短すぎるという意味のことを言っているのです

から、問題は、町のほうに「議案をもっと早く出してください」というか、それを見た段階で、

逆に言えば、町が議案を出してくるタイミングを見計らって、こちらがもう少し遅く議会をや

るか。もちろん町との調整があるのだけれど、そういう方法の解決の方法の方策しかないので

はないかと思うのだけれど、そういう認識でいいのですか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 前田委員外議員が問われたのは、今、大渕副委員長がおっしゃっ

た、まさにその部分、そういうことだと思います。ただ、町側から投げかけがあったのは、ま

た、そういう部分の配慮みたいな部分が、必要ではないでしょうかという、投げかけがあった

ということも事実ですから。ただ、会派制をとっている議会としては、今の形式でなければ、

会派制をとっている意味合い、会派の代表者が入っているという意味合いが薄れてきますので、

その辺も考慮がいるのではないかなと。  

 十分に議論をするということであれば、町から投げかけられたようなことというのも、別に

否定はできないかなと。全員協議会でやっている事例がありますので、そういうことで少し投

げかけさせていただきました。 

○委員長（山本浩平君）  なるほど。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 前回、前田委員外議員が言っていたのは、「もともだな」と思って私が

聞いたのは、金曜日に議案書をいただくと、月曜日に議論をすると。そうすると、土日が挟ま

ってしまうので、「ちょっとこの部分調べたいな」と思っても、休みに入ってしまうので、事前

の調査することができないと。そういうようなことを言っていたのではないかと、私は感じて

いたのです。ですから、３日が短いとか、長いとかという議論よりも、むしろ、きちっと調べ

る平日に、例えば月曜日に出していただいて、木曜日とか水曜日に議論するならばいいけれど、

金曜日に日に出されて月曜日に議論をするのであれば、ちょっと調べる期間がないよというふ

うな意味もあったのではないかと思うのです。その辺を考慮してほしいというふうに私は理解

しまして、私もそのとおりだなというふうに思ったのですけれど。ですから、事前に説明する

とか、しないとかというのもまた別でしょうけれども、私はそういうふうに理解しましたので、
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その部分では私も、３日前でも日程を考えて議案を出していただけたらありがたいなというふ

うに感じていました。  

○委員長（山本浩平君）  時間にもうなりましたので、また次回議論したいと思います。前田

委員外議員には電話連絡とかもできると思いますので、その辺のところは確認もしておいてい

ただきたいなと思います。 

ただ、私が思うのは、突発的な議案というのがありますよね。これは否定できないと思いま

すので、突発的なものに対して「随分遅いのではないか」とは言い切れない部分もあるので、

その辺は議会側も考慮はしてあげなければならない部分も残されてはいるのかなというふうに

も思います。  

○事務局長（上坊寺博之君） これだけ、ちょっと補足して言っておきたいのですけれど。今回

通年議会をやるために、実施要綱を定めていまして、実施要綱、今、現実にできていますよね。

素案の段階では、前、大渕副委員長が委員長でしたから、わかっているかと思います。あの段

階では、３日前という規定は、現実には入っているのですね。それはもう既に、前のときにも

提示しておりますし、町との取り決めの中で議案提出書は原則３日前ということなのですよ。

これは原則ですけれど。ただ、実施要綱にするときに、総務課の法制担当の指導で、これは内

部事項なので、手続き的事項なので、いらないのではないのかという話から、指導の下で削除

したという部分があるのですけれど。基本的に、通年議会に入るときの協議は３日前というこ

とになっています。ただ、土日挟むかということは別ですけれど。そういう部分の経過もある

ということで、ご理解していただきまして、協議していただきたいなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  後期高齢者のこれ、入っていますよね。説明いただければ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、もうその他入っていますか。 

○委員長（山本浩平君）  その他入っています。  

○事務局長（上坊寺博之君） もう一点、私のほうから。簡単に済みますので。 

 後期高齢者医療広域連合の関係でございまして、前に選挙があるかもしれないということを

申し上げておきました。町長側は２人欠員でございますので、２人出ておりますので、町側は

選挙はございません。議会側の選出区分ですが、欠員１で、団体推薦が松井宏志さんという方

で、鶴居村の議長さんですね。それで、推薦議員が１名、余市町議会の渡辺さんという方が出

ましたので、９月会議で選挙があるということだけ、申し伝えておきたいと思います。私から

は以上です。  

○委員長（山本浩平君）  議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  実はですね、広報広聴の委員会のところでもお話があったというの

ですけれど。たまたま今、この議案書、配布を、きょう配られて、会派の代表の方が各メンバ

ーに配るということに申し合わせてやっているのですけれど、それが少し、配るのがなかなか

大変といいますか、会派のメンバーの方、それぞれ自分のブロックに配るのですけれど、それ

について、もし何か配布しているときに事故があったりなんだりしたら問題が起きるのではな

いかということで、これを見直すべきではないかということですね。そういう意見があって、
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これは従来議運の中で皆さん、議会運営委員会でいろいろと決めて、次の議会のことを決める

わけですから、その連絡も含めて会派のメンバーに、どうせ連絡を取り合うのだから、この議

案書も持って行きますよということで会派の代表の方にお願いしてきた経緯があるのです。そ

ういうことで、この件について、もし事故を懸念されるというのであれば、もう１回皆さんで

十分議論していただいて、方向性出して、変えるのであれば変える。このままでいいよという

のであれば、それはそれでいいのですけれど。皆さんで議論していただきたいなというぐあい

に思います。従来は、これ、議案書ですから、総務のほうで、庶務係ですか、基本的にはそう

なって、今は議長に皆一括して来て、それで、皆さんにこうやってお願いしているのですけれ

ど。そういうお話があったということなものですから、これは議運の中で、これは議会改革と

いう中でやった経緯があるものですから、その辺を再度、確認も含めて議論していただきたい

なというぐあいに、議長からお話しておきます。  

○委員長（山本浩平君）  それぞれの会派で協議をしていただきたいのですが、何か質問があ

れば。 

 私があるのですが。そうなったときに、例えば郵送だとか、クロネコヤマトだとかわかりま

せんけれど、やったときに、いわゆる議会費になってしまうのですか。それとも、総務のほう

のあれになるのですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、従来であれば、告示行為に伴う議案配布だから、町

なのですね。ただ、通年議会になると、追加議案の議長のほうへの提示ですから、基本的には

議会のほうで配布という判断をしていますけれど。議長受理ですから、議長が責任を持って配

らなければならない。従来は告示ですから、告示行為としてお配りを総務でしていた。解釈と

しては、そうせざるを得ないのかなという気がします。これは総務との協議で、届けてはくれ

ると思いますけれど。  

○委員長（山本浩平君）  時間あれなのですけれど、実際のところやはり、会派の代表が配る

のは結構大変だと思うのですね。近所であれば問題ないと思うのですが、例えば私達の会派に

おきましては、鈴木議員は帰る途中なので、すぐあれなのですが、虎杖浜の本間議員のところ

に持って行くといったら、私１回ぐらいは持って行ったことがありますけれど、あとは棚に入

れておくから、近々取りに来てくださいみたいな、実はスタイルをさせていただいているので

す。そうでもしないと、何日もかけてこれを持って行くのであれば、意味ありませんよね。や

はり配られたその日かその翌日ぐらいに持って行かなければいけないとなると、スケジュール

的にやはり、非常に遠い人のところになると、厳しい部分というのが実際にあると思うのです

ね。私から出した話ではないですけれど、今、たまたま出たものですから、同じように思って

いる方もいらっしゃるのかなとは思いましたので。  

 西田委員。  

○委員（西田祐子君） うちの会派から出た話だと思うのですけれど。私が議事録とか、こう

いうものを配布してきましたら、「非常に心配だ」と。特に夕方など持ってこられた日には、「あ

なたがちゃんと家に帰るかどうか私は心配で仕方がない」と。「事故でもあったら、責任取れな
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い」と。そういう意味を含めて、ちゃんと考えてほしいと。そういうふうに言われました。 

○委員長（山本浩平君）  副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。それはそれでね、事故が起こった場合、それはどうす

るのだというそれはね、そのとおりです。私もそう思います。ただ、それを無理やり通すとか、

そのようなことを私、言うのではなくて、原則で言えば、きょうの議会運営委員会であったこ

とを、会派にきちっと徹底するということは、当たり前のことなのですよ。これをやらなかっ

たら、何も会派いらないのです。それをきょうやるか、あしたやるか、あさってやるかだけの

話なのですよ。本来から言えば、きょうここでやったら、夕方から会派会議がもしできれば、

やれると。そのようなこと言っても、できないところもある。それは当たり前です。ただ、私

は原則論としては、そういうことをやるときに、これを渡してお話をするのが、私は会派のあ

り方だと思っています。ですから、それが全部正しいかどうかということは別にして、そうい

う考え方から発想しているのですから、会派の意味ということをきちっと。届けるということ

と、会派会議をやって、きょうの議論されたことを徹底しなければいけないのですよ。そのた

めの会派なのだから。だから、原則論に立ち返れば、そういう議論から出発した中で、そのと

き事故があったらどうするのだと言われたら、これだけを配るために事故があったら大変です

けれど。会派会議は、これは職員が配ったと。会派会議をやるときにね、出てくるときに事故

を起こした場合は、それは個々の責任なのですよ。会派会議の場合は、公務災害になりません

から、皆さん方がどこで会派会議をやろうと、お酒を飲んで何をしようと、それは全部自己責

任なのですよ。だけれど、それをそもそもは、きょう議会運営委員会でもらったものを、会派

できちっと議論するということが、趣旨なのですよ。そのときにこれを配布してくださいと。

だから、１分１秒でも早く全議員にきちっと、きょうの議論されたことが伝わるというのが、

本旨ですから、そこを『よっこらせ』と置いておいて、議論してしまうと、言われるとおり、

事故が起こったらどうするのだと。これだけを届けるということで言えば、全く言われるとお

りです。そのとおりです。だから、それには、反論は一切できません。ただ私は、そういう中

で決めてきたものだと理解していますので、会派会議をどう見るかという中での議論の中で、

そういう決め方をしたのだというふうに、皆さん、ここにいらっしゃる方大体いらっしゃった

かと思うのですが、そういう形で決めたという経緯だけは理解しておいていただかないと、無

理強いしたとか、そのようなことになったら困るから、そういうことでは全然ないということ

ですから。合理的に全部に、委員外議員の方にも行き渡る仕組みをつくっているということで

すから、そこだけは一つ、納得の上にどうするかという議論をしていただきたいなと思います。  

○委員長（山本浩平君）  よろしくお願いをしたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲

れ様でございました。  

（午後 ０時１１分） 


