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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会いたします。 

                                （午後 １時３０分） 

                                           

○委員長（山本浩平君） 本日の調査事項でございますけれども、先だっての 12 日に引き続きま

して、議員定数について、それぞれ議論をいたしましたけれども、前回の状況の中ではそれぞれ会

派の意見が大きく分けて大体３分割にされている状況でございまして、定数を削減せず、今の 16

名のままというところの会派と、それと今の現状 15 名でやっているというのを尊重するのも一つの

考え方だということで、１削減やむなしというところが２会派ということでございます。それとあ

と、削減を２削減すべきというところが２会派、そして前田委員外議員も２から３名、２名以上と

いうことでございます。それでは、いろいろと時間も若干経過した中で何とかきょうはできる限り

統一できればという思いでございます。それでは、その後いろいろと各会派で持ち帰って協議をさ

れたというふうにも思いますので、それでは現状維持の数字のところからちょっと伺っていきたい

というふうに思います。その後、共産党さんいかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕でございます。前回お話をしたのと同じことなのですけれども、

ただその後、私自身もまた会派でも議論をしたり、私自身もいろいろな本を読み返してみました。

やはり一つは、前回お話をした、前回４減の中での中身の議会をどう変えていったかという中身の

問題。これは、くどくなりますから二度は言いません。もう一つはやはり本当に委員会中心主義の

議会を行う場合は、やはり２つの常任委員会、白老でいえば２つの常任委員会がきちんと活動でき

ると。それだけの人数が必要であろうと。これは識者の方々、また会津若松の議会、こういうとこ

ろを含めて、会津若松は 30 人の定数はそのまま現状維持でいくという結論を今回出しました。報酬

もそうですし、定数も会津若松は 30 人の議会でいくと。それはなぜかというと、今の町民の意見を

きちんと聞くと、市民の意見をきちんと聞いて、それが議会にきちんと反映される議会、要するに

あそこは共同型議会といっているわけですけども、そういうことでもう一つは委員会がきちんと議

会機能が果たせると、そのためには常任委員会が２つきちんと活動できると。議論をするというこ

とでいえば、やはり７人から 10 人ぐらいの常任委員会の数が２ついるということでございます。で

すから、我々は今８人の常任委員会が２つできるという数ですけれども、そういう視点からいって

もやはり今回は減らすべきではないだろうと。ただ、１番最初に申しましたように、パブリックコ

メントの関係、それともう一つは、今現実的に 15 名でやっているということは事実でございます。

これは私も参加してやっているわけですから。パブリックコメントの関係と、これは１人の場合は、

今 15 名ですから、その場合、そのことと 15 名で実際やっているということについては、私も理解

をしているということは、それはそのとおりでございます。原則論でいえば、私たちは減らすべき

ではないというのは、そういう視点で減らすべきではない。根拠はそこで明らかにした上で減らす

べきではないという考えでございます。 
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○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。それでは次に、１削減でもやむなしという会派

が２会派ございました。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。我々も 12 日の終わった後、会派会議を開きましてかなりいろい

ろ議論をいたしました。かなり強固に 16 名ということは主張したメンバーがおりますけども、やは

り現在 15 名でやっているということから、やはり町民が先ほど大渕副委員長が言ったように、パブ

リックコメントの関係を考えれば 15 名がベターではないかということでございます。このことにつ

きましては、前回もおっしゃったとおりでございますが、やはり本来は 16 名でございますが、現在

１名減ということで 15 名をもって私どもはしたいと、このように思っております。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私たちは原則からいけば 16 という原則は、それは変わらないで

す。ただ、今の現実論として、15 で活動しているというのは、これは現実なのです。私は根本的に

大渕副委員長の言われているとおりだと、私は思います。今、実際行われている建設厚生、また総

務文教、この２つの常任委員会がこの 15 名の中でやられているということは現実なのです。それを

今、例えば今のこの現状を崩すわけには私はいかない。ましてや今後、政策研究会等々が活発化さ

れていく中で、やはりこれだけの人数は私は議会の中で必要だろうというふうに思います。例えば

15 以下だとかという、15、14、13、12、どんどんそういった定数のことについては限りなく議論し

なければいけない部分もあるかもしれないし、また逆にいうと 15、16 ではなくて、20 とか 22 とい

う数字が妥当なのではないかという議論も今後は必要になってくるかもしれない。ただし、今進め

てきた議会改革を急に方向転換するという形を取るのであればいろいろな考え方をしてもいいのだ

けども、これからある程度のものを基盤づくりをしていかなければいけないという、そういう段階

であって、そういう段階であれば、やはりこの２つの常任委員会をしっかり担保した形の中での 15

名というのが現実論として私は今町民の中に出ていってもおかしくないしっかりとした説明がつく

定数だと私は考えています。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。ありがとうございます。続きまして、それでは２名以上

というところだったと思うのですけれども、清風クラブさん、及川委員、お願いします。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私たちの会派は、町民感情も含めて、今回報酬アップす

るというおおよその議運の中での合意が得ている状況の中で何とか２名以上削減をしたいというふ

うに実は考えておりました。これはしかし、新政クラブさん、公明党さんが現実論として１名減、

16 名を 15 名という大変厳しい会派の中での議論の中で現実をとったと、現在の 15 名でどうかとい

う現実をとったということを考えますと、私たちの会派もこのまま２名以上ということをこの議運

の中で申し上げても合意を得られるような状況ではないという判断をいたしまして、15 名の１減と

いうことで皆さんと合意を得られれば、それに納得したいという考え方でございます。以上でござ

います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。私ども新風ですけども、私どもはかねてから議

員の身分を確立する生活給としての最低限度の保障できるぐらいの報酬がなければ、今の議会改革
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等々による出席日数の多さを考えると報酬を上げなければならないと、これがうちの会派では大前

提の中でこれを考えました。その中で４年前に４名を削減しておりましたけれども、そのときは町

の財政的なこともかんがみた中での最終的な４名削減だったというふうに私は記憶しております。

ですから、定数と報酬が全くリンクできないかというと、私どもは全くリンクしないものではない

という基本的な考え方を今回は思っておりますので、これはやはりリンクして考えるべきだと。そ

のためには町民の理解を得るには、ゼロ回答で報酬を上げるということにはならないだろうという

ことで前回の４名プラス、今回２名削減、前回からみると６名削減した中で何とか生活が保障でき

る、若い人たちや、いろんな階層から挑戦ができる環境をつくるということを最大の目標といたし

ましたので、２名減というお話をしておりました。しかしながら、現状を打破するにはどうしたら

いいかと考えたときに、現実的なことをいろんなことを想定して考えました。きょう、たまたま清

風クラブの方の正式な委員さんが１名検査入院で１週間ほど入院ということでございまして、仮に

この委員さんがもし出てくるのを待って、さらに話し合いをしたとしても、これは委員さんの数で

いうと２対２対２というようなことになるわけでございます。その中でもし、委員長判断で私が自

分の会派の考えを押し通して、２減のほうに３という票を入れたとします。しかしながら、これは

議運の中での過半数にはならないわけでありまして、あくまでも白票の中で３対２対２の中で決め

たとしても、この条例を提案するというのは非常に厳しいものがありますし、議会運営委員会の総

意という形にもなかなか過半数にもなっておりませんので、これはならないだろうという考えをい

たしました。そしてまた、仮にそれで議会に出たとしても本会議において条例そのものが否決され

た場合は自動的に現状維持ということになります。またもう一つを想定いたしました。では今 15

名ということで提案をされているところが仮に、15 名ということでの組みかえ動議というか、条例

を提出したときに、ではその 15 名のところにはっきり決まるかというと、これも 14 名で最初に議

案を提案したものが今度それが通らなかったからと 15 のほうにすぐ手を挙げるということも、これ

もまた何かちょっと複雑なものもございまして、これも場合によっては私どもが全く意図していな

い現状維持という数字になる可能性もあると、含んでいるという、十分あるということをかんがみ

た場合に、これはやはり現実的にものを考えたほうがいいということで、私どももきょう、先ほど

清風さんからもたまたま出ましたけども、15 名というところに賛成をすれば、これは議会運営委員

会の中でも会派の数で４対１ということになりますので、これは議会の 100％の総意ではなくても、

かなりそれは近いものになるというようなことで現実的なことを踏まえた中で、私どもも何とか１

減できょう 18 日に決めてしまいたいという思いの中から、15 名というところに決断をいたしたと

ころでございます。これ以上引き延ばしたとしても、例えば２月、３月、３月年度内までには決め

るみたいなことをしたとしても、逆にこれから新しい方がもし志している方がいらした場合、これ

は非常に現職の方は有利かもしれませんけれども、逆に新人の方々からするとなかなかこれは準備

期間が非常に短いということになりまして、やはりなるべく年も明けた１月中に決めなければなら

ないことかというふうに思っております。そういった中で決断をさせていただきました。それでは、

前田委員外議員も何か意見がございましたらどうぞ。 
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○委員外議員（前田博之君） 特にありません。 

○委員長（山本浩平君） それでは、熊谷委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 特にありません。 

○委員長（山本浩平君） それでは、こういったような形になったわけですけれども、４対１とい

う形になりましたけれども、こういう形の中で決定をさせていただいてよろしいでしょうか。また、

ほかの意見があればどうぞ。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今まで長い時間をかけていろいろな議論をしてきた中で、全然

違う議論をしているわけではないのです。ですから、委員会としての考え方、また少数意見といい

ますか、少数意見としての考え方、そういったものも超えた考え方があってこういう形になったと

いうものが議会運営委員会の報告としてあれば、私は立派な委員会報告だと、そういうふうに思い

ますので、それは委員長判断の中でしっかり、ここで賛否を問う形の中でやっていただければと私

は考えます。向かっている方向は全然かけ離れたものではないということは、この場をとおしてわ

かったわけですから、その中でしっかりとした報告ができるような形を取っていただければと思い

ます。清風クラブ、及川委員いかがでしょうか。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。共産党さんが、現実の 15 名は認めつつも、大渕副委員長

がおっしゃっていることは十分理解もいたしますし、そういう中で１名減というのは大半の会派の

中で合意を得られたと私は考えますので、１減の中で条例提案をするような形を取ったらいかがで

しょうか。あと、ほかの意見がありましたら。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員いかがですか。 

○委員（近藤 守君） 長い間、議論をしてきて、きょう決まるわけですけども、非常にいい判断

であると私は思います。 

○委員長（山本浩平君） こういう形ですけども、大渕副委員長よろしいですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 結構です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、共産党さんの会派を抜いた形というか、もう 16 名というの

を主張されていますので、共産党以外の会派で議員提案ということで１名削減、15 名ということで、

条例提案をするということに決定をいたしたいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、議員定数はそのように決定をいたしました。 

 それでは、続きまして、調査事項の２番目、その他についてでございます。定例会３月会議ナイ

ター議会代表質問についてでございます。若干、説明があれば、上坊寺事務局長お願いをしたいと

思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） ナイター議会の関係でしたが、以前の議会運営委員会の中で、今現

実の傍聴者数の実態と、インターネット中継で見ている実態がございまして、もう見直しをする時

期ではないかということ。おおむねは、ナイター議会は役目は終わったのではないかということで

ございました。それを担保するためといったら変ですけど、一応今夜にインターネット中継を見て
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いる現実からいったときに録画中継をその部分を担保できるかということでございました。基本的

には、職員が基本的にはできるのですけど、職員の過重の部分もあって、外に出した場合どのぐら

いかかるかということですが、一日おおむね２万円ぐらいでやっていただけるということです。全

部の一般質問をすべて合わせても 10 日間ぐらいですから 20 万円ぐらいかかると。代表、一般質問

を録画中継すればと。まずそれが１点です。それともう一つ、議会中継のシステムとして、今情報

担当のほうで管理していますけど、議会中継のサーバーについては、まだウィルスをシャットアウ

トするようにできていないのです。というのは、出ていく一方ですから、入ってくるサーバーでは

ないものですから、できていないと。そういうもろもろの対応をすると 400 万円ぐらいかかるとい

うことで、もうちょっと時間をいただきたいと。ただ、それをつけてやったとしても、すぐにはで

きないのだそうです。１年ぐらい、当然予算もないですから、かかるのですけど。予算が確保され

るかということもわかりませんけど。それでもうちょっと時間をいただきたい。というのは、なぜ

それだけの高い金額がかかるかと、そこのサーバーを別立てにするということと、ウィルス感染を

防ぐということと、もう一つは録画中継を出ていく情報に暗号をかけて加工できないようにしなく

てはならないということらしいのです。というのは、映像ですから、それにセキュリティーがかか

っていないと、コピーをして加工ができる。要するに、発言している議員さんを誹謗中傷するよう

に加工をしてできるということなのだそうです。それが何もしないで出すのだったらすぐできるの

だそうです。今、ライブ中継を暗号かかって細かく切れ目を入ってコピーできないようになってい

るのです。ライブ中継も。それは従来からやっていましたから、そういう状況です。今は録画中継

として新たにやる場合、そういう部分を付加しないと公的な情報として出すわけにはいかないだろ

うという考え方です。それには 400 万円ぐらいかかると。ただ、将来に向けて、必要なのかどうな

のか。そういう録画として議会の中継を全工程、将来的には議案審議から全部の工程が出ていく、

いつでも見れるということが理想かもしれませんけど、それが果たして将来的には流れとしてなっ

てくるのだとしたら、そのお金は投資せざるを得ないのかもしれません。ただ、録画中継を想定し

ていなかったものですから、今回導入のときにそういう手当をしていないのです。たまたまナイタ

ー議会をやめるといったときの対応として急に出てきたものですから、そこにはもうちょっと時間

をいただきたいと思いますけど、いつぐらいからどういうふうにしてできて、どのぐらいかかるの

かというのは、ついこの間情報のほうに話をしたばかりなものですから、簡単に見積もりをとって

400 万円ぐらい、おおむねかかるだろうということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） これは議運の中でありましたね。日にちはたっていますけど、そのときに、

町側は別に元の機種を変えるということもありましたね。それと、これは全く関係のない話ですか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、もう交換はほぼ終わって、議会は議会中継用のサーバーはある

のですけど、それは録画中継をするという想定にたっていないものですから、インターネットだけ

でくぐっていくという想定のサーバーなのです。だから、そこにはセキュリティーかかっていませ
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んし、入ってこないから逆に出ていく一方ですから。だから、それにセキュリティーをかけて、録

画中継を別なサーバーにしてみたら、ちょっと急な話ですけど。それをすると、そのセキュリティ

ーをかけるソフトに 100 万円ぐらいかかると、サーバーを別にすると 400 万円ぐらいかかると。 

○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。その前に言ったときに、一日外注すると２万円とかという

話がありましたね。それは、今の話と全く別に考えていいことですね。そうすると、ナイター議会

だけ二日間だけやって、昼間やって夜流すということは、４万円あったら二日間できるという理解

でいいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） できるのですけど、先ほど言ったように、映像に暗号がかかってい

ないですから、例えば大渕副委員長がやったときに、大渕副委員長が取り出して加工をして変なこ

とを言ったことなどつくれるのです。２万円ではできないのです。皆さんが、そういう加工をして

自分のをどれでも使われてもいいというのでしたら、それはそのままでいいです。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、言ったように２万円で外注すればというのだけど、それは例えばも

うちょっと倍出せばきちんと加工をしてやってくれるということではないのですね。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 違います。先ほど言ったのは、基本的にはそういう録画というか、

ずっとつながっている映像を休憩を切ったり、その人の部分だけカットしたりというのは職員でも

できるのです。ただ、今の職員の実態からみたら、将来それだけウエイトが上がってきたときに対

応ができるか、できないか。一夜やるとバックはききませんから。だから、その部分を外にやって

もらうということです。だから、それは映像を切り取ってもらうだけの話であって、そこに暗号を

かけて出ていくのは機械自体に出ていくときやらなくてはいけないのです。そのシステムとして、

400 万円ぐらいかかるということなのです。 

○委員長（山本浩平君） ナイター議会を、これはおおむねもう必要がないだろうという意見で皆

さん大体そのような意見になりましたね。これを取りやめる条件の中で出てきた話ですね。これは

考え方だと思うのですけど、ちょっと私の意見なのですけども、果たしてではそういうようなニー

ズが本当にどれほどあるのかということです。例えば、これだけの、今おっしゃられたような費用

をかけてまでのニーズが本当にそれだけあるのですかと。というのは、ナイター議会になぜ取りや

めるかというと、さほど来なくなったではないですか。インターネット中継を見ているということ

もあるでしょうし、まちで何か大きな事件や事情があれば来るけれども、それでなければ来ていな

いのが実態です。ですから、もし本当にそれぐらいを要求している人たちが多いのならテーブルに

のせてもいいと思うけれども、そうではないのであれば逆に今、政策研究会の中で議会に対しての、

いろいろな議会に対してどう思われますかという、ああいう設問の中で１項目ふやして、こういう

意見が議会の中で出ているけれども、皆さんどうですかというようなことでアンケートをとってみ
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たらどうですか。その上で決めるのも一つではないでしょうか。ごくごく一部の方々のために、相

当な莫大な費用をかけてやるようなことかどうか。私は個人的な意見ですけども、このように思う

のですが。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。基本的なことをいえば、議会で議論をされていることとい

うのは、見ている人がいようといまいにかかわらず、やはり町民がいつでも見れるというのが私は

議会のあり方としては、それがあり方だと思うのです。それで、現実的には夜間議会でアクセス数

はどれぐらいなのですか。少なくても傍聴者が 100 人いるというふうに考えてもいいということな

のです。夜間議会のそれだけのアクセス数があるということは。もちろんお金がたくさんかかる、

かからないだとかいろんなことがあるから、それは考慮しなければいけない部分だけども、議員と

して我々が基本的に考えることは、町民の皆さんがいつでも本来からいったら議会で議論している

ことが見れるというのは私は、それは望ましい形だし、今すぐやれだとか何とかではなくて、少な

くても夜間議会で 100 人前後の方々がアクセスして見ているという状況の中で、やはりここの会場

に来るか来ないかということは別にそれだけの町民の皆さんが見ているとしたら夜ですから、ほと

んど町民だと思うのですが、そうだとしたらやはりこれは議会として、この会場に来ないからいい

ですとできることなのかどうなのか。特に会派代表の代表質問ですから。ですから、そういうこと

からいうと私はそういう部分は町民の皆さんに見てもらえるようなシステムが必要ではないかとい

うふうに思うのです。 

○委員長（山本浩平君） この 100 件というのは、延べ 100 件ですか、一日 100 件ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一日です。 

○委員長（山本浩平君） では、例えばナイター議会が三日間や二日間あるとしたら、その 200 件、

300 件ということになるということですね。そういった中でちょっと議論していただければと思い

ます。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。こうした今インターネットの時代ですから、例えば議会の委員

会報告だとか、また視察の報告なども、役場に来なかったら見られないというような閲覧の方式で

はなくて、今はもうインターネットのパソコンの中でそういった情報が全部出ているわけです。い

つでも見られるような状況です。将来的には本当に議会のありようというか、本会議の部分だとか、

委員会のそういった場面、場面が録画しながらでもいつでも見られるような、そういう時代という

のは絶対近々くるでしょう。ただ、それに伴う予算が大きいということもありますから、今すぐで

きる問題ではないと私は考えているのですけれども、だからそこですね。今すぐできることではな

いから、ではどうするのだという話ですが、では夜間議会をやめて日中の議会に戻して、それを一

つの課題としてこれから引っ張っていくのか。それとも、そういった可能性を含みつつ夜間議会を

もうしばらく続けていくという形をとるのか。日に 100 件、二日間やれば 200 件というアクセス数

があるということは、それだけ見ている人がいるということで考えたときに果たして、本当にでは

今できないシステムのことを考えながら夜間議会をやめることが妥当なのかどうかということもや

はりきちんと考えないと、そういったものがしっかり担保できてやめて、日中の議会に戻すという
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のであれば、それはそれでわかるような気がするけれども、そこもやはりしっかり議論しなければ

いけない部分ではないのかと、そういうふうに私は考えます。 

○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。私は夜間議会をやめることによって二日間出た分が一日に

なりますね。これは私は今の改革の中ではこういうことが改革だと今度は逆に私は思うのです。そ

のほうがいいと思うのです。例えば、加工されてすごいことになるものなのですか。というのが、

私は疑問なのです。例えば、私が代表質問をやって、偽のを使って流すと、そんなこと、できない

ことはないという意味でしょう。私は何も２万円で二日間だけ、全部やらないで二日間だけ２万円

をかけてやってもらって、それを流しますと。それで夜間議会をやめたらだめなのですか。私は、

そういうことになって代表質問やって困るという人がいたら困るけど私は別に、そんなことあるの

ですか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、大渕副委員長の言われることは、そのとおりかもしれません。今の、

例えば委員会報告などがありますね。個々のどこどこの視察へ行った報告書があります。あれを引

っ張り出してきて加工しようと思ったらいくらでもできるのです。そして、それを自分の何かの流

通経路にのせて出すこともできるのです。氏家こういうことを書いているといって。流せるのです。

それと結局同じことなのだけども、だからといってどうなのかという話だと思うのです。ただ、実

際やろうと思ったらできるということです。いろんなことに悪用できる。今の現状がそうなってい

るということです。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、情報担当のほうは、やはり公共のルートに載せるとい

うことで、その辺が一番心配していることなのです。個人がやるのであれば、どうにでもやってく

ださいということなのでしょうけど、やはり情報は担当として管理している以上は、そうあらねば

ならないというような思いでしょう。ただ、録画中継というのは、やはり時代の流れなのです。管

内でももう厚真、安平はもう既に実施しています。登別もやっていますし、ほとんど録画中継でや

ってくるようになっているのです。これは加速度的にふえてくるだろうと思います。大渕副委員長

が言われたとおりです。やはり議会の公開性の問題から、どこでもやるようになってきたのです。

導入したときは、ライブ中継を導入したときに合わせてやるものですから、コストはそんなに見え

ないのだけど、うちは既に導入されていて、インターネットに流れて、そこに追加していくものだ

から 400 万円とか見えてしまう。情報担当にやはり、その加工されているのが議員さんが理解して

いるのなら、それはそのまま使えば 400 万円かからないわけだから。そう言っても、なかなか情報

のほうでは、そううんとは言わない。情報のほうでは、オンデマンドといって、見ている側から要

求に伴って情報が出ていくというのが、やはりやってしまったら減ることがないというのです。ど

んどん代表質問だけやったら、今度は一般質問も、一般質問をやったら、今度は議会全中継をとな

っていくのです。だから、例えば特定の議案を審議するところだけ見たいと。情報のほうも時代と
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しては流れだというのはわかっています。だから、そういうふうにして出すべきではないかという

ことみたいです。 

○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。よくわかりました。よくわかったけど、400 万円というお

金が多いか少ないかは別にして３月だから、今１月だから、今回から改革するとしたら４万円で私

はやったほうがいいのではないかと私は思っているということです。改革というのは、そういうこ

とだから、やはり従来の延長線上でものを見ないということが大切だと私は思っていますから、加

工されて悪用されたらどうするのだと言われたらどうにもならないけども、私はやはりそれができ

なかったらナイター議会を、そこのところをなくて、こちらで一方的にアクセス 100 件前後あるの

をやめるということにはなるのかという気は私はしています。率直に言って。 

○委員長（山本浩平君） この辺について、皆さんのご意見を伺いたいのですが、どうですか。今、

大渕副委員長が懸念されている部分について。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私どもも安易に、前前回あたりナイター議会はなくしたほうがいいのでは

ないかという話をしたのですが、やはり今皆さんの話を聞くと、これは結構大変なことだというふ

うに思います。それでやはり費用がかかるということは当然なのですけども、今から３月議会に対

して、それをやるということはかなり無理ではないかという気がするのです。ですから私は３月議

会は従来どおり行って、次年度新しくなった人方にそこをやってもらうようなのが一番いいような

気がするのですけど。１年に１回ですね。二日間ですね、早い話が。それをやっていいのではない

かと。今回に限っては思います。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） この夜間議会の関係ですが、これは始めた当初はやはり議会に親しんで

もらおうということで、このインターネット云々の前に、これはやりましたね。そういう中でやっ

て、その後インターネットになって、昼仕事に行っている人もこちらに来ないで家で見るような形

でやって 100 件ぐらいあるということなのだけども、当初これをやるときに行政のほうもほとんど

管理職ばかりで議会対応をしているので諸経費などもほとんどかからないと、職員の負担もほとん

ど一般の人はないという話なのですけど、最近はそのようなことも言ってられなくて、やはり夜間

議会になると、それまで職員の方も、残業手当をもらっているもらっていないは別として、それだ

け非常に負担もかかっているという経過もあるのですね。だから、その辺からもう一つ、この夜間

議会については、町民の方はこちらに来なくても家で見ているから夜間議会をやればいいのだとな

ったら、それなりにこちらもそこまで配慮して今までやってきたのだけども、インターネットで町

民に議会の場を公開するために昼やっても、今録画をきちんとできれば、それは昼やっても皆さん

にいつでもそれを見られるからいいので、やはりそれを一緒につけてやると、それができるまでや

らなければだめだということにもなりますし、そういうことを考えると私の立場としては、これだ

けインターネットが盛んになってきて、そういう唯一地方の議会もどんどん公開して地方分権にな

って、町民の方にもどんどん公開していくのが全体的にふえてきているから、何か総務省あたりで
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そういった面での、議会のそういうことに対する補助金なり、そういうメニューがないのか、今度

できないのかと。そういうのを目当てに積極的にそういうのを活用してやっていって、それを期待

してやるといつになるかわからないし、なるかならないかもわからないから非常に遠い話だけど、

今言ったようにあくまでも費用がかかるから、それがある程度工面できるまでとりあえず続けるか

と。セットにして考えると、ちょっと問題があるのではないかと。なかなか結論が出てしまうので

はないかと。それはセットにしないで考えて本当に夜間議会として必要なのか。来ないで、みんな

今インターネットで見ているから必要だと言われれば、それはそれでそうなのでしょうけども、本

当に絶対に夜ではなかったら議会が見られないのだという人がそんなに多くいるのか。来ないから、

私は単純に上辺だけ見て、それだけ我々いろんな負担をしながらやっている中で、これ以上議会の

活動日数、昼やると二日が一日になるわけです。そういった面もいろいろ考えて、より効率的な形

でやっていく上では費用は費用で別問題で考えて、夜間議会をどうするかということを考えていっ

たほうがいいのかと。そうではないと、うまく話が言えないけど、その金を工面できなかったらい

つまでたってもできないと。それだったら変なリスクを背負っていいから出すかというような形で、

あとで何かトラブルがおきて、こんなはずではなかったと言われてもまた問題があると思って、今

ちょっと考えていたのです。だから、そういった面で議論したほうがいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 参考意見として伺っておきたいと思います。このインターネット中継、

確かに開かれた議会、町民に親しんでいただくために情報公開という名のもとにやっていて、非常

に議会にとってはメリットもあるかもしれません。しかしながら、どうも町当局の話、特に理事者

の話を聞くとデメリットの話も結構、個々に話をするとされるのです。政策をいろいろと行うため

に各省庁にいろいろ概算要求を行っている段階に余り変なことが流れたり、抽象的な話が出てくる

と、それがパアになってしまうというような恐れも、このインターネット中継にはらんでいるとい

うことで、必ずしも当の理事者が歓迎している状況ではないのも一つ出てきているのです。現実の

問題として出てきているわけです。それを、全く議会としては考えなくていいものかというふうに

私は個人的に思うことが時々ございます。だからといって、今やっているインターネット中継を全

部やめるとか、そういうことでは決してないのですけども、この夜間議会をやめる担保として、そ

れをやらなかったらナイター議会をやめることができないとなると、今堀部議長のおっしゃられた

ようなことでいつまでたってもそれはできない状況なのではないかというふうにちょっと思います。

ですから、切り離して考えて、ナイター議会の役目がもう終わったということであれば、単純にナ

イター議会はもうやめるということで私はいいのではないかというふうに思うのです。それぞれ、

皆さんの意見があると思います。及川委員いかがですか。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私もいろいろと今、皆さんのお話を伺っていて、確かに

100 件のアクセスはあるのだと。それを尊重して改めて流すとなると大変にまた費用がかかると。

年度末になって、私はこの費用はつけるべきだというふうに思いますし、今山本委員長がおっしゃ

った部分、私も実は同感です。日中は間違いなく流しているわけですから、もしこれが録画でもで

きる、そのあたりがちょっとわからないのだけども、もし見ようと思えば、録画も当然できれば見
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られるのでしょうし。できないのであればやむを得ないですけど。私は、そこまで議会が本当にや

るあれがあるのかというふうに感じております。もう一つは、堀部議長がおっしゃったように、こ

の夜間議会という役目は終えたという、これは皆さん前回確認しておりますし、その部分で夜間を

まずやめて日中だけの、当然日中やるわけですから、見られないという人も出てくるかと思います

けど、そのことに固執するのがあるのかと私は疑問に感じております。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私も夜間議会にこだわるつもりはないのですけど、例えばアク

セス数が 100 ぐらいあって、その 100 ぐらいあるアクセスのうち、では町内のアクセスはどのぐら

いあるのかと。町内のアクセスが 100 ではないですね。全体で 100 ぐらいということですね。だか

ら、全国なのです。町内でのアクセスというのがどれぐらいなのかと。私たちの目指すものという

のは、町外も含めて開かれた議会を目指すのだといえば、それも一つのあれなのかもしれないけど、

やはり自分たちの住んでいる白老のまちに開かれた議会でなければならないと考えたときに、100

のアクセスのうち、仮に半分がインターネットなどパソコンをいじることのできる若い世代から、

何十代までかわからないけども、そのうちの１割が白老町内のアクセス数だと考えたときに、それ

でも 10 人は見ているということになれば、昼間でも 10 人なんて来ることがないのに、例えば 10

人が白老町内で見てくれているとすれば、やはりそれは大きなそこにまた何か意義があるのかと思

ったりもしてしまうものだから、ましてやそういった人たちというのは、昼間働いていてやはり夜

何らかの形で働いていて夜の時間の中でそういったものにアクセスをするというのが、そういう話

も聞くことがあるから、果たしてそれが役割を、先ほど堀部議長はインターネットがまだ出る、そ

ういった話の以前に町民の方々の、そういう働いている人たちの環境を考えたときに夜間議会のあ

り方も必要があったのではないかということで先ほど言われたのもあるけれども、今はそういうイ

ンターネット時代で、例えば町内の１割ぐらいの方が見ているとなれば 10 人の方々がそういった議

会に参加しているという形を頭に思い浮かべてしまうと、これは決して無駄なことではないのかと

思ったりもする部分があるのです。だから、昼間の議会に変えていくということには、私は全然反

対をする何者ではないけれども、担保することによって録画ができたり、そういったことをするこ

とができることがやはり大きな一つの課題になるのかと。そのために 400 万円とかというお金が今

かかるということは、今の現時点ではやはりちょっと厳しいだろうと思うのです。であれば、昼間

に移すのか、それとも３月の議会はこのままもう一回ナイター議会をやって、そして先ほど近藤委

員が言われたとおり次期のそういった議会改革の中でもう一度練りながら、計画的にそういったも

のを進めていく形を取るのか、私はどちらかというと、やはり今は今の現状の中で、もう１回やっ

て、今議会を一回閉めるというのが私は何かすっきりしているのかと思ったりもするのです。これ

は上坊寺事務局長どうなのですか。インターネットで今放映することを考えているけれども、例え

ば町内の町民の方々のことを考えたときには、自分のところのサーバーでは録画というのはできな

いのですか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） だから、それをやると、要するに暗号がかかっているから映像が取

れないということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） いずれにしても、今議会の中での３月会議については、ちょっと時期的に

も無理があるかと思います。そういったアクセスのことを考えると３月の議会までは、もしここで

合意ができるのであれば私は続けて、今回３月会議はナイターでやってもいいのかと。こういった

ところを一日減らすことが議会改革だというのを十分わかっていますけども、そういうことも必要

なのかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私は山本委員長が先ほどこの件の中での話があった中で、まず決めてやっ

て、例えば当然反響があるとか、大きな反響が出てきたとかいうこと、それもまたきちんとお知ら

せしておくことも大事なのですけども、例えばナイター議会は今回限りでやめますと、そのかわり

になるものがないのだけども、これはやはり必要か必要ではないかというのはやはりそういったと

ころから出てくるものを待つのも手ではないですか。我々がその１％のと氏家委員のほうからあり

ましたけども、例えば 10 人がいたからやらなくてはいけないとか、５人がいたからやらなくてはな

らないとか、３人でもではやらなくてはならないとか、このようになってしまうのです。余り、人

数のところでやってしまうと。だから本当に、この間決めたようにナイター議会の役目は終えたと、

先ほど大渕副委員長もおっしゃっていたように、大渕副委員長のほうはやはり代がわりのものをき

ちんと準備をしてという前提の中での話だと思うのだけど、私はこの間やった中での全体の議運 

の中での意見はナイター議会は終えたと、役目は終えたのではないかという意見になっているわけ

ですから、そこで進めたほうが、私は必ず次期がまた新たにこの改革の中で多分項目の中に入って

くるわけです。これを先に延ばしたとしても。結果的に１年後になるのか、２年後になるのか、ま

たそういう形になるのです。そう思いませんか。また新たな構成の中で議論していくわけですから。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員、何か意見がございましたらどうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。私が承知しているところでは、障害者の方々が議会に傍聴に

来れないということでやはりネットを利用している人が結構多いわけなのです。遠隔地に住んでい

て足がないとか、だからそういう部分ではこのネットというのは非常に重要なのではないのかと思

うのです。ただ、今回の３月議会においてはいろんな意見があるのですけども、今から日程をずら

すということに関してちょっと無理がかかるのではないのかという。夜しか見られない人が結構い

るわけなのです。私の周りにも結構、夜だけ見ているという人がいるのです。そういう部分でやは

りもっと多くの町民の皆さんから意見を取り上げたほうがいいのではないかとは思うのです。だか

らそういう部分ではちょっと今回は無理がかかるのではないかと個人的には思います。 

○委員長（山本浩平君） 参考意見として伺ってみたいと思います。この件について何かあればど

うぞ。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今、インターネットの放映の技術論に入っているみたいなのだけど、
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まず私はインターネットは否定はしませんし、公開的情報がどうあるべきかということも必要だと

思いますけども、ただ私が承知しているのは代表質問は開かれた議会のために日中やったら余り傍

聴者がいないから夜やりましょうという話だったと思うのです。そこだと思うのです。それは、た

またまインターネット入っていて今回やめるから、ではインターネット聞いている人はどうするの

という話になっているけど、その辺の原点を整理しなくてはいけないのかと私は思います。それと

もう一つは、ここで議会改革の中で一般質問は一問一答になっているのに、代表質問はこういう形

で形骸化された質問の仕方でいいのかということが課題に残されていたと思うのです。その辺の整

理をして、では夜傍聴者がいるから、開かれた議会のために今のイノベーションを使って情報を提

供するかどうかという部分に整理していかないと。だから私は今聞いていたら、インターネットの

技術の話とか予算の話になっているけど、もっと本質的なことを整理したほうが私はいいと思いま

す。 

○委員長（山本浩平君） 確かに代表質問のあり方自体もいろいろと意見が分かれていたところだ

ったと思います。熊谷委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（熊谷雅史君） やはり議会側のスタンスの問題だと思うのです。確かに夜間議会の

傍聴が少なくなってきたから、そろそろ考えなくてはいけないというのは、それは議論としてある

べきだとは思うのです。ただ、私は議会の姿勢として、やはりそういうことを取り決めて進めてき

ていることですから、時代にあったやり方をすべきだとは思いますけれども、それをいきなりイン

ターネットだとか、今進んでいるＩＴに絡んだ形に切りかえていくというのはいかがなものかと。

それがないと担保できないみたいな話というのはちょっと違うのではないかというふうに思います。

だから私は近藤委員が言ったように、やはり今回については従来どおり進めて、改選された方々に

そういう部分をゆだねるべきではないかというふうに思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） まず、大きな問題としてはナイター議会をどうするかというのが、まず

一つなのです。それで共産党さんのほうから、それをやめるのだったらそういったことで町民に見

ていただけるシステムを構築しないとナイター議会はやめるべきではないということだと思うので

す。出てきている意見は。こういうことだと思うのですけども、根本的にナイター議会そのものに

関しては皆さんおおむねもう切りかえていいというところにはなっていたと思うのです。ですから、

私は先延ばしするよりも、もし今回のこれで決めることができるのであれば先延ばしをしないで昼

間の議会に切りかえるというようなことで前進したほうがよろしいのではないでしょうか。いかが

ですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。なぜ、ナイター議会を議会改革の中でやったかということ

なのです。そのときはインターネットもなかったから、夜議会に昼間働いている人が議会を本当に

生の体験したいということでやったわけです。これは全国どこでもナイター議会、サンデー議会は

やっている、今も新たな課題になっているのです。そこにインターネットが入ってきたために傍聴

には初め20人来ていたのが５人になったけれども、100人の人が余計見ているということなのです。

ですから、我々の視点は、我々が改革だから日数を減らすためにやるのか、町民の皆さんに議会を
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知ってもらうからやるのかといったら、私は町民の皆さんに議会を知ってもらうためにやっている

わけでしょう。これはもうはっきりしているのです。一番最初の導入の主旨は。ですから、その導

入の主旨が損なわれないようにしないとだめではないでしょうかと、私はそういうふうに言ってい

るのです。それは、我々の目線で物を見るか、町民の目線で物を見るかということだと思うのです。

導入したときはそういうことで導入しているわけですから。それだったら初めから何もやる必要が

なかったのです。インターネットも見なくてもいいということになったらやらなくてもいいという

ことになってしまうのです。だけど、その前は昼間ずっとやっていたわけだから、それをわざわざ

夜やったのはなぜかといったら、夜働いている人たちがふえたいということなのだから。今そうい

う主旨でやったものを、今それをやめることによって、夜インターネットからも何も流れないとし

たら、では導入したときは我々がそれを議会改革として証してやったときのことは一体何だったの

かとなってしまいますね。だから私は担保という言葉が悪かったら何もそうではなくて、町民の人

が夜でもきちんと見られるような状況をつくってあげないとだめだし、将来的には私は全部見られ

るというのは、これは 400 万円が高いか安いかといったら私は高くないと思います。そのことによ

って議会の中身が本当に町民の皆さんに少しでも理解してもらえるのだったら何も 400 万円でも

500 万円でも私は高いものではないと。そのことのほうが大切ではないかと私は思って、そういう

視点で見ないとだめではないかと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今大渕副委員長から言われた、それが一番原点だと、そうなるとなかな

か一回やったものがやめられなくなってくるのですけど、確か町民にいろいろ議会を知ってもらお

うというやり方の一つとして日曜日とか夜間できないかというような要望もあって始めた改革の一

つなのです。だけど、ほかにも改革をたくさんやっているのだけど、私もこの夜間議会も最たるも

のなのですけども、今まで１次から３次まで改革をやってきて全体的に一つも、手をつけなかった

ものはやっていないものもあります。だけど、やったやつでそれを検証して、今後も続けていくべ

きか続けていかないべきかという形で余り検証もしていなかった部分も私なりに感じてあったのか

ということで全部上乗せ、上乗せできて非常に議会活動もたくさん盛りだくさんになって、今非常

に皆さんその辺大分プレッシャーに感じている部分もあって、この際やはり今までやってきたもの

を、必要なものはどんどん続けなくてはだめなのだろうけど、ある程度役目を果たしたものも、そ

れはやはり考えていくのも一つではないかという具合に今思っているのです。だから、これが町民

の、大渕副委員長が言われたように確かにそういう形になっていますから、やめるとなると非常に

それなりのものはあるけども、それに代替するような形でほかのものもどんどんやっていると。町

民に議会を知ってもらおうと思っていろんなことをやっているのだということで考えれば、その辺

は役目を果たしたか果たしていないか、清風の及川委員も言ったようにそういうことも十分考えて

議論してもらったほうがいいと。それと、私としては今まで我々がずっとやってきたやつで、これ

を結論出さないで、やるやらないというのをしないで、次のほうに任せるというのは、我々として

それは、もし続けるのであればこれこれこういう理由でこれは続けなくてはだめだというような、
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そういうようなものを一つきちんと持って、やめるのならやめる、やるならやる、そのきちんとし

た理由づけをもって、ある程度結論を出してやったほうがいいような気がするのです。次期の人に、

とりあえずやっておくからあとで検討してくれと、その後検討してくれというより、できればこの

今の議会の構成の中である程度、どちらにしても結論を出していくような形に持っていってもらえ

たらと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 １４時３３分 

                                           

再  開  午後 １４時４４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。 

 それではちょっと皆様方に提案というか、このことで議論していただきたいのですけども、先ほ

ど大渕副委員長から出ました、一日２万円のいわゆる加工をしていただくということで済むのであ

れば、これも一つの改革の一つになるのかというふうに思うわけでございます。行政としては当然、

万が一の大事に至ったことを懸念するのは当たり前だと思うのですけども、よっぽどのことがない

限り悪意を持って、そのような加工をするというようなことはまずは考えられないと思うのです。

そういったことで、わずかな費用で済むのであれば、それで行って、せっかくこのナイター議会そ

ろそろ昼間に戻したらという意見が、これもずっと議運の中で議論をしてきたのです。そういった

ことでいかがでしょうか。皆さんいかがですか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 異議ありません。やるのであれば、そのままで結構です。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） これは昼間やって、もちろん昼間も流せるし、夜も録画のテープを流すと

いうことですね。わかりました。結構です。 

○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） 先ほど上坊寺事務局長から説明があったとおり、そういった危険性もある

ということを理解して流すのであれば、私はやってみる価値はあるかと。もし、そこで何かあった

ときにはやめるか、やめないかと考えればいいだけの話だけだから。いずれにしても、原本は残っ

ているわけだから、それに対して反論できるものは何もないわけではないので、あるわけだから、

そういったリスクを背負ってやるだけの価値はあるのかというふうには考えます。 

○委員長（山本浩平君） それと、先ほど 20 万円の話もありました。20 万円というのは、全部の

いわゆる昼間やっているやつもやればというような話ですね。これは今回ナイター議会を昼間に変

えたときのことの議論ですから、今回は一日分出れば２万円と、そういう中でのことで皆さん押さ

えてよろしいですか。昼間の部分はとりあえずそのままでと。今後の大々的なものに関しては、そ

れこそ今後の議論の中で議会費のあり方を含めた上での議論ということにいたしたいと思うのです

けども、それで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、そういったような方法で３月議会は、今度は昼間行うという

ことに決定をいたしたいと思います。それと、先ほど前田委員外議員から出ていましたけども、こ

の代表質問の中身、一問一答方式あるいは、今までどおりのやり方、これについてさまざまな意見

も出ていたわけですけども、これについてちょっとまた議論してみたいと思います。今回、３月迎

えるわけですので、これについては従来どおりで行うのか、それとも一問一答方式にするのか、あ

るいはまたほかの方法、ほかの方法というのはないかもしれませんけども。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 今回ナイター議会をなくするということは、行政側にもきちんと、

議会でやろうということで向こうの協力を得てやりましたね。理事者側も夜いいですということで

やったはずです。だから、やめるときもきちんと向こうのほうに言わないと、またこちら側がやめ

ますといって、何のあれもなかったというふうに言われないようにきちんと話をしてというふうに

したほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ということは、了解をいただいた上で最終的に決定をするということで

すか。それとも、報告ですか。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 決めてしまってから言うと、また決めてから言ったという可能性が

あるので、向こうの協力があってやれたことなので、その辺がちょっと気になったのです。この中

では皆さんの同意で、それでいいということになったのですが、始めるときはやはり職員も残らな

ければならないということで向こうの協力を得てやったことですので、やはりここではそういう方

向性ですけど、決まったということの報告ではなくて、決めたという以前の報告というのか、それ

が必要なのかとちょっと思ったのです。堀部議長のほうからでもいいですから、その辺ちょっと議

運の委員長とでもいいですから伝えて了解を得るというか、了解してくれると思います。夜、職員

がやるのは大変だと聞いていますので、でも一たんきちんと向こうに報告してからのほうがいいと

思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 導入する際には、お願いをして了解をいただいてやってきたと、こうい

う経過を考えると廃止するときも、こういった状況の中で今後廃止をしたいというお話をきちんと

申し入れをしてから最終的な決定を行いたいということでございますので、皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのような手順で行っていきたいと思います。それでは、３月議

会の代表質問のあり方です。回数も含めてですけれども、これについて特段何かご意見がございま

す方がいらっしゃいましたらどうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。代表質問の主旨から言いますと、やはり町政の姿勢、政策、

こういうところをきちんと聞くと。個々のことを細かく聞くのは私は代表質問ではないというふう

に理解しています。ですから、そういうことからいくと代表質問でやるということは、私は一括質

疑方式で十分だと。一問一答方式になれば、当然個々の問題になりますから、一般質問と何も変わ

らなくなってしまうと思うのです。ですから、全局、白老町の今後の問題や町長の政治姿勢や政策

的な部分を聞くということですから、私は代表質問は一括質疑方式のほうがなじむのではないかと
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いうふうに思っております。 

○委員長（山本浩平君） ほか、いかがでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私も全く同じ考え方です。とりあえず今回の３月議会において

は、今現在会派制をとっている以上は、代表者質問というのは必要だと思いますし、前にも議論し

ていると思います。会派のあり方等々については議論はしていると思いますけども、今後の議会の

中でそういった会派のあり方等々の中で、例えば代表質問をなくするとか、しないとかという話が

出てきて、しかるべき話であって、今回の代表質問３月会議においては、従来どおりの代表質問の

あり方、それに対応できないというのは私も含めて多分議員の質、そこにかかってくることだと思

います。その対応できる、できないというのは。それを何とか努力しようだとか、質を上げていこ

うということで今までもずっと議論してきたことだと私は考えていますし、やはりそういったもの

に対応していかなければいけないというようなことも今後出てくるのではないかと思いますので、

３月会議においては、今までの従来どおりの考え方で進めていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 会派制がある限り、代表質問は必要だと思います。その中身が本当に細か

いところまでいくようであればまた一般質問とかわりがないので、やはり代表質問は代表質問とし

ての真意があっていいのかと思います。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。及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私もこの第３次改革の中で会派制度の見直しについての

提言させていただいているのですけども、今現状でこの会派制度があった中で実施されているわけ

ですから、皆さんが今おっしゃったような私もそういうふうにはとらえておるのです。この会派制

度がある限り、あるのであれば現状の一括方式しかないのかというふうには考えております。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風なのですけども、実は一般質問と同様、代表質問をなくして、

一般質問化したほうがいいのではないかという意見が、今の会派ではなく以前の会派のときにそう

いう意見が実は出ておりまして、鈴木さんが強く主張されておったわけですけども、私どもはその

ような主張をずっと続けてきておりましたけれども、新しい会派になってからこのことについて深

く議論したということはまだ実はございません。ですから、状況を見ながら、今度夜からまた昼間

に変わったわけですから、状況を見ながら今後の課題として会派の中で話し合っていきたいと思い

ます。現状はこのままで、皆さんもそのようなご意見でございますし、このままでよろしいという

か、現状をこのまま見ていきたいというふうに思っております。各委員の皆さま方は意見が一致い

たしましたので、中身については従来どおりの一括質疑方式で行うということで決定をさせていた

だきたいと思います。無会派の方、何か特段意見のございます方がいらっしゃいましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、その他について。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと今の確認させてもらっていいですか。議事日程を３月会議

に作成するにあたりまして、一日で組むということでよろしいでしょうか。従来は二日の５時間ぐ
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らいみていたのですが、それであれば 10 時から開会して、一人おおむね１時間、中 15 分を休憩取

りますと、12 時 15 分までいくのですけど、１時 15 分から再開しますと、おおむね４時 45 分ぐら

いにベースとしては終わるのです。そういう流れで組みたいと思いますので、おおむね代表質問は

１時間の一括質疑方式、15 分の休憩を取って、一日で上げるということにしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それと、ちょっと私のほうから。最初の議員定数のことについてなので

すけども、これは 15 名ということで決まりましたけど、この条例提案、当然あすの新聞には 15 名

ということで流れますから、町民の方々は１減になったのだということを認識すると思うのですけ

ども、はっきり決定したという形のものを３月会議まで待てるかどうかということがあると思うの

です。これは上程にすぐできるかどうかということになると思うのですけど、皆さんのご意見を伺

っておきたいと思いまして。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的な流れとしては、第３次議会改革の項目に上がっていますの

で、所管事務として一応取り上げていらっしゃるのです。あした多分報道発信されていきますけど、

これは一つの仕組みとしてやはり委員会報告されてから議案を出すというのが本来の仕組みだろう

と思いますので、山本委員長に頑張ってもらって委員会報告をまずつくった段階で、いつの時点で

発信できるかちょっとわかりませんけど、多分２月の会議、国の補正予算の絡みであるというよう

な話も聞いていますので、だからそれでされて３月議会に上げるかという。前回は 12 月 25 日にお

おむね決定したのが報道発信されまして、１月の末に委員会報告をしているのです。委員会報告の

仕方としては、前回４減のときにチェック機能の担保と町民との会議、それと議員の資質向上を図

るために６月まで検討して６月に上げるという委員会報告だったのです。ですから、今回はそうい

う検討がないのであれば委員会報告をしてすぐ議決出せるだろうと思います。それが流れだろうと

思います。 

○委員長（山本浩平君） 委員会報告を行って、そしておおむね２月会議というようなことで上程

をするということで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） 皆さんのほうから、その他何かございましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                           

    ◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） それでは、以上もちまして、議会運営委員会を閉会といたします。 

 お疲れさまでございました。 

                                （午後１４時５９分） 


