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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８日（金曜日） 

   開  会  午前 ９時００分 

   閉  会  午前 ９時３６分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．定例会８月会議の招集について 

２．定例会９月会議について 

３．その他 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．定例会８月会議の招集について 

２．定例会９月会議について 

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 及 川   保 君      委  員 近 藤   守 君 

 委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

 委員外議員 前 田 博 之 君      委員外議員 吉 田 和 子 君 

 議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 西 田 祐 子 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

総 務 課 長   岩 城 達 己 君 

     経 営 企 画 課 長   高 畠   章 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

主   幹   森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） ただいまより議会運営委員会を開催いたします。 

（午前 ９時００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君）  本日の協議事項でございますが、大きく３つでございます。１つ目

は定例会８月会議の招集について、２つ目は定例会９月会議について、３つ目はその他につい

てでございます。レジメに沿って協議を進めてまいりたいと思います。まず１－（１）提出議

案が町長提案６件と議会関係が１件ということでございます。  

それでは町長提案６件につきまして、きょうは町側より両課長２名が出席いただいておりま

すので、説明をお願いしたいと思います。はい、高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 私のほうから議案第１号、議案第２号を説明させていただき

ます。まずはじめに議案第１号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算第４号、いつもどおり、

お配りの概要書で説明させていただきます。 

１、歳入歳出予算の補正規模、一般会計第４号、900 万円の増額補正でございます。財源で

ございます。特定財源 900 万円、合計 900 万円でございます。参考のところをご覧ください。

補正の状況でございます。この表の右下から２番目合計欄でございます。212 億 9,251 万円、

今回の増額補正をした結果後の補正予算の規模でございます。 

次に主な内容でございます。２、一般会計補正予算の主な事項、（１）歳出農林水産費 200

万 1,000 円の増額補正でございます。栽培・資源管理型漁業推進事業 200 万 1,000 円の増額。

商工費 699 万 9,000 円、地域再生チャレンジ交付金事業 699 万 9,000 円の増額補正でございま

す。これらは同じ一つの事業でございます。地域の課題解決や活性化を目指すプロジェクトを

支援するために平成 19 年度に北海道が創設いたしました地域再生チャレンジ交付金事業、この

事業に採択されたことに伴います増額補正でございます。本町では、食材王国白老ブランド強

化プロジェクトとして提案させていただきまして、全道からは 42 の事業が北海道へ提案された

ところであります。その中で新規事業として 23 事業が採択され、そのうちの一つとして本プロ

ジェクトが満額されたところでございます。内容でございますが、農林水産費の栽培・資源管

理型漁業推進事業は、海の畑づくり事業として栽培漁業の推進にかかる事業でございまして、

ウニ・ナマコの増殖に要する経費でございます。 

次に商工費の地域再生チャレンジ交付金事業ですが、これは薬膳料理開発事業・元気農園プ

ロジェクト事業・白老シーフードカレー開発ＰＲ事業・食材リスト作成事業の４つのプロジェ

クトから構成されておりまして、白老のオリジナリティーをツールに地場産業の活性化・雇用

の創出・交流人口の増加などを目的とした取り組みに要する経費を計上させていただいたとこ

ろでございます。 

 次に歳入でございますが、歳入は歳出で説明させていただきましたので説明を省略させてい

ただきます。以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。 
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○委員長（山本浩平君） 今の点で、補正予算につきまして説明がございました。何か特段お

尋ねしたいことがございましたらどうぞ。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、特にありませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、では続けて説明をお願いいたします。  

○経営企画課長（高畠 章君） はい、次、議案第２号 工事請負契約の締結についてでござ

います。議２－１をお開きください。これは下水道事業でございます。下水道事業の合流改善

事業の工事請負契約の締結の議案でございます。 

内容をかいつまんで説明させていただきます。３番目の契約の金額、１億 80 万円。 

４番目、契約の相手方、丸幸鈴木・ヤマテ・長谷川特定建設工業工事共同企業体、代表者、

丸幸鈴木建設工業株式会社、構成員、株式会社ヤマテ三美、続きまして構成員、株式会社長谷

川土建工業でございます。 

次のページを開いていただきたいと思います。議案の内容でございます、工事の場所は次の

議２－２・位置図ですね。位置図に記載しております、高砂町３丁目跨線橋の手前中央通りか

ら処理場の方に回りました約 250 メートルの延長でございます。 

完成期限、平成 21 年１月 30 日。 

工事概要、管渠工推進工事でございます。管径 500 ミリ、延長 274.7・推進延長、延長 263.1

メートルマンホール工、１号マンホール１カ所、２号マンホール１カ所、３号マンホール１カ

所の計３カ所でございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） はい、ただいまの工事請負契約について何か特段お尋ねしたいこと

がございましたらどうぞ。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  はい、私のほうから１点、これは確認です、間違いでなければ全然

これで構わないのですが、契約の相手方、構成員の名前なのですが、ヤマテ三美さんの代表取

締役社長は、今、荻田さんだと思うのですが契約の代表は山手康様でよろしいのかどうなのか、

もし間違っていたらこれはやはり議会に提出するにしても正式なもので行ったほうがいいと思

いますが、この点について１点だけお尋ねしたいと思います。はい、高畠経営企画課長。  

○経営企画課長（高畠 章君） 間違いないと思いますが、もう一度確認させていただきます。  

○委員長（山本浩平君） はい、確認のほうだけよろしくお願いしたいと思います。ほかござ

いませんか。はい、高畠経営企画課長どうもありがとうございました。  

○経営企画課長（高畠 章君） どうもありがとうございました、失礼します。 

○委員長（山本浩平君） はい、続きまして岩城総務課長。  

○総務課長（岩城達己君） はい、それでは私のほうから議案第３号 損害賠償額の決定につ

いて説明させていただきます。ページは議３－１になります。本年１月 31 日に白老町字虎杖浜

の国道 36 号、虎杖浜駅前の交差点になりますが、そこで発生した公用車の交通事故にかかわる
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損害賠償額の決定でございます。 

損害賠償額ですが 112 万 614 円、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。次のペー

ジ、議３－２でございます。日時・場所・当事者は記載のとおりでございます。発生状況でご

ざいますが、虎杖浜中通りを左折し国道 36 号の交差点に赤信号で進入し、苫小牧方面から走行

してきた車と衝突したものであります。その際、相手方の運転者ほか同乗者２名が負傷したも

のでございます。本件につきましては本年３月第１回定例会におきまして物損事故、車両の関

係でございますが議決をいただいております。今回提出しました議案については、相手方の治

療費及び慰謝料この額が確定したものでございます。今まで通院に専念されていたのですが、

このたび完治したということで示談が成立したものでございます。全額自賠責保険で補てんさ

せていただきますことから、今回の補正予算に計上することはなく直接保険会社から相手方に

支払われると、これは自賠責保険でございますので法的に会社から直接本人に支払うというこ

とになってございますので、そのように整理させていただきました。以上議案第３号の説明を

終わります。 

○委員長（山本浩平君） はい、この議案第３号につきまして何か特段お尋ねしたいことがご

ざいましたらどうぞ。  

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、それでは続いて人権擁護委員の推薦の件でございますね。は

い、岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） はい、続きまして諮問第１号、及び諮問第２号、人権擁護委員の

推薦につき意見を求めることについて。本件につきましては、人事案件でございますので、当

日提案させていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。  

○委員長（山本浩平君） はい、ただいまの人事案件の件はよろしいですね。  

○委員（近藤 守君） 一つ聞きたいのですが・・・ 

○委員長（山本浩平君）  そうですか。はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 擁護委員というのは、過去にいろいろ活躍した事例というのはあるの

ですか。どういうことをやる人なのか。  

○委員長（山本浩平君） はい、岩城総務課長。  

○総務課長（岩城達己君） 具体例でということでしょうか。私も充分その辺ちょっと押さえ

ていなくて申しわけないのですが、その点も含めて、当日少し詳しくご説明したいというふう

に思います。11 日の９時 30 分から議会運営委員会がございますので、そのときにご説明させ

ていただいて、本会議でもその点は説明させ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）  よろしいですか。  

○委員（近藤 守君） はい。 

○委員長（山本浩平君） はい、ほか。  
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〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。もうないですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい。 

○委員長（山本浩平君） はい、それでは岩城総務課長どうもありがとうございました。  

 はい、続きまして１－②議会関係。 

○事務局長（上坊寺博之君）  いや、その前に。  

○委員長（山本浩平君） その他で。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今の人事案件なのですが、そこを少し直していただきたいと思

います。日程のほうは直ってございますが、諮問第１号、第２号の誤りですので訂正していた

だきたいと思います。それで、人事案件は当日配布ということは議会運営基準に定められてお

りまして、議会運営基準の６ページの第２章議案及び動議第１節８番に規定が書かれてござい

ます。「人事案件については、提案当日の議題に供する直前に配布する。」ということになって

ございますので、当日配布にさせていただきます。あわせて既に通知してございますが、11 日、

本会議当日の９時 30 分からその２件についての説明を改めて受けるということにさせていた

だきたいと思っております。人事案件は以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは次に（６）諸般の報告について町長の行政報告。事務局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  町側から行政報告が一応あるという予定を聞いてございます。

内容をかいつまんで言うと、今回の洞爺湖サミットの関連で行政報告をしたいという中身でと

いう形で聞いてございます。当日の朝、議場のほうで配布されるような形になりますのでよろ

しくお願いします。はい、６番目は以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、何か質問ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○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） はい、続きまして特別委員会の中間報告について、白老町財政健全

化に関する調査特別委員会の件でございます。事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  きょう、お手元に委員長通知で配布させていただいてございま

す。昨日４時 30 分から大体７時 30 分くらいまでかかって小委員会で最終まとめをいたしまし

た。字句の訂正も含めて最終まとめいたしました。それを皆さんに提示申し上げていますので、

きょうの５時くらいまでに何か特段意見があれば委員長に申し出ていただきたいと思います。 

 それともう１点ですが、３ページの固定資産税の超過負担の部分の 0.05％を減額するにあた

りまして、効果額の関係の数字が一応小委員会のほうでは 3,400 万円そのように押さえたので

すが、若干違うと、これは適切ではないという指摘がありますので、そこが当日まで直る形に

なると思います。正確な数字で載せたいと思っております。あくまでも特別委員会の中の議論

の中で出てきた数字ですから、それは町の押さえている数字では若干違うのでということで直

させていただきたいと思います。私からその部分については以上です。 
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○委員長（山本浩平君）  今の件ですけど事務局長ふえる見込みですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） ふえると思います。  

○委員長（山本浩平君） はい。  

○事務局長（上坊寺博之君） 私も特別委員会の中で申し上げているのは、「１％相当が 8,000

万円ですよ。」ということをお伝えしましたので、4,000 万円ちょっとになるかなと思います。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、ただいまの件はよろしいですか。何か特段ございましたらど

うぞ。この中間報告に関しましてありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 内容は委員長に言っていただければいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） はい、よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、続きまして（８）定例会８月会議の日程について、事務局長

お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、日程は８月 11 日、一日の再開になります。議事日程につ

いてはお示しているとおりです。今回からは通年議会６月、８月と来ますので実施要項に基づ

きまして、月の開催回数によって１号、２号来るようになっていますので、今回は日程第１号

ということになります。日程につきましては先ほど町側の説明がありましたものと特別委員会

の中間報告、この６件でございます。 

 それと委員長報告想定されるものを想定しまして別紙につけさせていただいておりますので、

ご覧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） はい、定例会８月会議の日程について何かございましたらどうぞ。

よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、それでは２番目に入る前に先ほどの工事締結の件で調べてお

くということでしたが、内容が入ってきましたので私のほうから説明します。  

 ヤマテ三美さんなのですが、現在代表者が２名で代表取締役社長は荻田氏なのですが、契約

関係に関しては代表者の山手康さんとなっているということで、議案どおりオーケーというこ

とでございます。以上です。  

 それでは２番目、定例会９月会議について事務局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、まず９月会議におきましては、決算審査特別委員会が日

程の中で組まれることになります。これは過去２年間続けてやってございますので、それにあ

たりまして町側から要請がございます。去年もそうですが、決算審査については議事堂で今全

員でやってございまして、説明員については課長職以上ということで今現在やっております。

町側の要請としましては、従前決算審査につきましては、７名の特別委員会で主幹職等も入っ

て議会の委員会対応をしていたという経過がございます。最近はすべて予算・決算も本会議場

でやられますので、主幹と議員の接触が余りないということでございまして、これから更にス
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テップアップ、課長に進んでいく段階のグループリーダーですから、できればグループリーダ

ーまで入れていただきたいという意向でございます。課長職としては細かい数字まで掌握して

おりませんので、昨年度も細かい数字で何度か止まっております。ですからそういうものも含

めてスムーズにいくようにということでございました。これをお諮りしたいと思っております。 

 それともう一つは、仮に入れるとしたらどのように進めていくのかという部分も含めてよろ

しくお願いしたいと思います。過去は課別にやっていた部分については５日くらいかかってい

まして、今スムーズに進めましょうと、政策議論をしましょうということで３日に短縮して総

括でやっております。その辺も含めて議論いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、今、事務局長のほうから２点協議をしていただきたいという

話でございます。まずはじめに、主幹職の出席について皆さんいかがですか。  

〔「異論ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 異論ございませんね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、これについてはそのような形で、異論なしということにさせ

ていただきます。進め方ですね。課ごとにやる、あるいは今まで行っている総括的なことでい

いのか。これに関して議論をしていただきたいと思います。どうですか皆さん。町側の何かあ

れば。ありますか。こういうことを・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にということはないと思います。  

○委員長（山本浩平君） 特にということはない・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、グループリーダーまで入るということになれば今の倍以

上になることは間違いないですよね。ですからあのスペースでは当然入れないだろうと。入れ

かわりするしかないのです。タイムリーに抜けて、タイムリーに入ってくるということなので

す。というのは１人の課長に３人ないし４人のグループリーダーがついていますので、３倍か

ら４倍になります。グループの少ないところは大きくなりませんが、今の課長職の数より２倍、

３倍になるということは間違いありません。  

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） いずれにしてもそうやるというふうになっていますので、スムー

ズにやれるほうを考えるとそれ以外ないです。きちんといかないわけですから適時、例えば決

算審査特別委員長になった方が状況判断して休憩したほうがいいと思えば休憩すればいいし、

裏で入れかえができるのであればしてもらうと。課別にやらなければだめだとかこうやれとか

という中身のものではないと私は思います。臨機応変に、状況に合わせて一番やりやすい方法

でやるということでいいのではないですか。  

 ただグループリーダーが出席するということは議会はいいですよ。あとはスムーズに交代し

てください。それだけでいいのではないですか。どっちみち１時間たったら休むわけですし、

だからといって款できちんとしているわけではないので項で区切ることだってあるわけですか

ら、基本的には出入りしないわけです。ですから状況に合わせてやるしかないと。それでいい
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と私は思います。臨機応変にやっていただくということでいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今副委員長から提案ございましたが皆さんいかがですか。及川委員。  

○委員（及川 保君） 臨機応変、これは結構なのですが、町側としては困るのではないです

か。どうやって振り分けているか。  

○委員長（山本浩平君） はい、事務局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 私は、課ごとにやるというのは従来と同じようにまた細部に入

っていってしまうので、今取っている日程では足りなくなると思います。もっと取らなければ

ならないということになろうかと思います。ですから従来の課ごとのやり方で臨機応変に入れ

かわってもらうと、関係のない課長は抜けてもいいわけですから当然流れていますから。そう

いう部分で対応するしかないかと思います。ですから総務課長、経営企画課長は常時残ってい

らっしゃるでしょうが、ほかの課長は全部入る必要ないですから、後ろの２席を空けておけば

多少入れかわりしてもこれはやむを得ないのかなと判断していましたが、課ごとにはやるべき

ではないという気がしていますが課ごとですと１回１回入れかえてとなりますので、課ごとに

も自分の持っている課はわかりますのでそこでスムーズに入れかわってもらったらいいですね。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） はい、ここで状況を聞いているわけですから、そういうことであれば

十分可能かなと思います。 

 もう一つは、今言われたように次の課の区分をきちんと押さえていただいて、我々議会が「次

用意してください」と言うのではなく、町側で状況把握しながら対応してほしいと思います。  

○委員長（山本浩平君） はい、事務局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に従来のやり方でも議員には見えていないと思いますが、

ここで始まっているときはびっしりなるくらいいるのです。ですから多分入れかわりは自分が

近くになってきたらといってここにいないということはないと思います。  

○委員長（山本浩平君） スムーズに臨機応変にやるということで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） はい、そのようにさせていただきたいと思います。  

 次、（２）全員協議会の開催について、事務局長お願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君） はい、経営企画課のほうから全員協議会の要請を受けておりま

す。内容としては毎年やってございます。室蘭開発建設部の関係の 20 年度の事業概要を議会の

議員にご説明したいということでございます。いつも６月にやっているのですが、ことしは６

月にできなくて今回になったということでございました。ちなみに一般質問の件数と議案の件

数がまだわかっておりません。ですから９月会議中のどこの日程に組めるかということはまだ

わからないわけです。ですからできれば１日もしくは５日の議会運営委員会の中で再度協議さ

せていただいたらよろしいかなと思っています。以上です。  

○委員長（山本浩平君） これにつきまして何か皆さん質問ございますか。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君） はい、次、（３）後期高齢者医療広域連合議会議員の補充選挙につい 

て、事務局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、後期高齢者医療広域連合の補充選挙につきましては、既

に議員の皆さんにコピー一括いっていると思いますが、実は町村議会議員で１名釧路管内から

選出されています、北原議員というのが 19 年 10 月 31 日にすでに任期満了しているのです。1

人欠員なのです。ただ広域連合の議会補充選挙につきましては区分ごとに２人欠けないと補充

しないということになっているのです。ですから市長・町長・市議会議員・町村議会この４つ

の区分の中で２人以上欠けないと選挙をしないのです。たまたま町村長で長沼町と白糠町がこ

としの６月と８月で退任されますので、８月 23 日に２人欠ける状況になるのです。ですから８

月 23 日以降選挙をしなければならないということで皆さんのところへ通知していると思いま

す。町長の選挙区分がありますので、便乗選挙で議員の区分もやるのです。そういうことで文

章がいかれていると思います。基本的には区分ごとの上部団体・町村会・全道議長会から推薦

がございまして補充が選ばれるのですが、個人推薦も可能なのです。個人推薦があった場合に

は９月議会の会期中に選挙があるということでございます。当初設立したときも選挙がござい

ました。１名定数多くなりまして選挙がされたというのは覚えていらっしゃるだろうと思いま

すので、そのような状況になりますのでこれは情報として。あとは個人で出られる方は 25 日ま

で告示になるようですので推薦人がいるのです。推薦人が 23 名いりますので白老町は 16 名し

かいませんので、どこかのまちから集めなければならないということになります。 

 もう一つ言っておきます。見ていらっしゃると思いますが、11 月 14 日に豊浦町の仲田議長

が議員満了なのです。欠員が議員として１名出ます。組長が 11 月と年明け１月 23 日に任期満

了で２人欠けるのです。ですから２人欠けたらまた選挙にならないかもしれませんが、選挙あ

るかもしれません。１月ですから多分２月告示、３月まで引っ張るのかどうかわかりませんが、

場合によってはその中でこれのための議会を開かなければならない場合があるかなと気がしま

す。そういう状況になっているということだけお知らせしておきます。また、立候補される方

は期限までよろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） はい、質問ございませんか。  

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、３．その他について。  

○事務局長（上坊寺博之君） 私、その他は今のところもっておりません。皆さんからあれば

出していただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君） その他の事項、皆さんのほうから何かございますか。大渕副委員長。  
○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。実はきょうも対象の方がいらっしゃるのであまり言い

にくいのですが、その対象の方はきちんと出られているので問題はないのですが、この頃どう

も私が見ている範囲では、欠席・遅刻・早退が極めて多いと・・・。忘れることも私もありま

すからそういう意味ではないのですが、全体として見ると遅刻・欠席・早退が多いような気が

するのです。16 名になってこういう状況というのはいかがなものかと、例えばきょうの熊谷委
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員外議員については、その対象には私はならないと思います。そこははっきりわかっています

ので結構なのですが、議員の姿勢として遅刻・早退・欠席につきましてはやはり我々自身が襟

を正す。ただ出られないこともあれば遅刻することも私もありますし忘れることもあります。

そんな偉そうなことを言える立場ではないのですがこの頃かなり多いなと気がします。常任委

員会、全部の点でそういうふうな印象を私自身は思っています。きのうときょうでほとんど欠

席していない方が忘れて帰ってしまったことがいろいろあるのですが、そういうことを私は言

っているのではないので決して誤解しないでもらいたいのですが、ただそういうことは議会運

営委員会のメンバーとしては自覚や自分の会派の中できちんと話をしていくと、例えば「携帯

電話も議場に持ち込まない」となっているのです。スイッチを切って持って入ってもいいとい

うことではないのです。そういうことになっているのです。そういうことが議員みずから襟を

正すということで言えば、私はやはり本当はそこの中に全部入っているということが普通だと

思います。それは見ていないからわからないのではなく、議員それぞれが自覚をきちんとする

という部分だと思うのです。ですからそこは私も忘れたり持って入ったりしたこともあります

から、そういうことではなく、お互い気をつけて会派の中でもよく話題にして話をしたほうが

いいのではないかと。年をとった者が言っているようなことでひとつ聞いて、私はそういうこ

とが少し気になっています。  

○委員長（山本浩平君）  はい、ただいま副委員長から話があった早退・欠席・遅刻が最近増

えているということと、携帯電話の件でいろいろ提議されました。このところ非常にスケジュ

ールがタイトで特別委員会も何回も開かれたり、小委員会あるいは各常任委員会等の時間の変

更、視察等も増えております。それらでいろいろスケジュール等が混み合ったり何かして勘違

いされるケースもあると思いますが、やはり襟を正すところは正していかなければならないと

いうことでございますので、その辺は各会派に徹底していただき、また委員外議員の皆様も心

の中にきちんと留めておいていただき、お願いしたいと思います。その他ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、なければいいですね。事務局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） はい。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  はい、それではこれをもちまして本日の議会運営委員会を閉会いた

します。お疲れさまでした。  

（午前 ９時３６分）  


