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平成２３年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２３年 ３月１４日（月曜日） 

   開  会  午前１０時３２分 

   閉  会  午後１２時０７分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．予算審査のあり方について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．予算審査のあり方について 

                                         

○出席委員（７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 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 熊 谷 雅 史 君      委 員 外 議 員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     参 事    千 石 講 平 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会いたします。 

（午前１０時３２分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 諸般の事情から、いろいろなスケジュールの変更がございました。

そのような中で、本日夕方に開催される予定の議会運営委員会を、ただいま前倒しをいたしま

して協議を行いたいと思います。 

 きょうの議題でございますけれども、特に資料はございません。先般、予算委員会、特別委

員会の質問の回数撤廃、これは常識的な範囲での質問を行うということでの３回という慣例が

ございましたけれど、その回数を撤廃するということが全会一致の中で決まったわけでござい

ます。ただし、町側もございますので、これについては議長が町側にも申し入れるということ

で、申し入れを行ったわけでございます。その申し入れた結果を議長から報告いただきまして、

その後の対応を協議したいということでございます。それでは、議長お願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、この議会運営委員会で決算審査等の質疑の回数について、

常識の範囲で、原則としては今までの形でやっても、回数の撤廃をするということでのご決定

をいただきまして、正副議長、議運の正副委員長、まだ予算等審査特別委員会決まっておりま

せんので、そういった関係で委員長出られませんでしたけれども、副委員長の近藤委員にも出

ていただきまして、町へ申し入れをしました。結論から申しますと、余りにも唐突で、一方的

にこのような形で決めて来ていただいてもというような話もありました。それと、現時点での、

今までの質疑３回方式、それで特に委員長が認めれば、４回、５回という形でやってきており

ますけれども、その形で特に問題はないのではないかということでの町長の判断から、この回

数撤廃については認められないということのお話をいただきましたので、そのようなことでご

報告させていただきます。結論から申すとそのような形になりましたので、それをご報告いた

します。この後の対応については議会運営委員会、この席でこれをどうするかということにつ

いては相手のいることですので、そのような形で認められないということでありますので、そ

れだけは皆さんにご報告しておきます。ほかにつけ加えることがあれば、ほかの出席した方か

らも実情含めて、お話ししていただければいいのですけれども、一応、結論的にはそのような

ことでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今、議長から報告がございました。この点について何かご意見等ご

ざいましたらどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。議長からそのような要請をされた、その結果、今報告があ

ったのですが、予算委員会の進め方というのは今までと変わらないということがわかってもら

えたのかどうか、それがまず１つ。説明がきちんとされて町長が理解をされたかという、この

点が１点。もう一つ、議会運営委員会の進め方といいますか、この特別委員会の中での質問回

数をどうするという話は、既に昨年 11 月の段階で、この議会運営委員会の総意といいますか、
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決まっていたはずです。決まっていたというのはまとまっていたと思うのです。それが、町長

としては急に決まったというとらえ方をされたのでしょうけれども、そのあたりの進め方が、

議会としてももう少し何らかの方法で進めるべきだったという反省も当然あるのだと思うので

す。そのあたりのことが１点。あと、議会が、議運というのは議会全体の運営をどうするとい

うことは、ここで決定するということは白老町議会の決定事項と変わらないはずなのです。こ

のあたりの重さというか、もう少し考えなければいけないと私は感じるのですが、堀部議長は

どういうお考えか、３点お伺いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） このたびの件については、皆さんご承知のとおりで、平成 22 年の

11 月 25 日に、議会運営委員会でこの辺の話をしております。それで、７日にそれの確認をし

たのです。確認をして町長へ今回申し入れたということなのですが、22 年の 11 月 25 日に大筋

で確定はしていないけれどもそういう話であったということを、きちんと伝えておればよかっ

たとういぐあいに思います。それはあくまでも議会運営委員会の中だけのことで、この情報に

ついては町長のほうへ行っていないのです。それで７日に 11 月 25 日の確認をして、それで回

数を撤廃しようということで議運で決めたのですが、去年の時点から情報がきちんと向こうに

行っていれば、結果もまた違ってくるのかと。ただし、向こうからもそれにあたってのそれな

りの要望も出たかもしれませんけれども、そのような経過で、急にしたということについては、

町長も非常に残念がっておりました。 

 もう一つは、今まで３回やって、本会議に準じて行うというぐあいに、これは 21 年の３月に

確認されている事項なのですが、それをやってきて特に今回、先ほど言ったように３回やって

もし、それでどうしても納得できないというか、わからない部分は委員長采配で４回、５回と

やっていたわけです。それで、そこまでやった、その件で何か特に不都合な点があったのかと

いうこともあるわけです。向こうにしてみれば。あえて回数を撤廃するのだということについ

ては、こちらも原則的に３回という原則は守りつつも、４回、５回だめですよということでは

なく、回数を撤廃して臨機応変に委員長采配でやるという部分になっているものですから、回

数撤廃をするというのは、それで十分なのではないのかと。回数を撤廃するということは５回

も 10 回も、７回も８回もどんどん行くという前提になるのではないかという、そういう考えも

あるように私は感じました。その辺について、こちらも、あくまでも今まで６回も８回もやっ

た経緯はないものですから、あえて回数にこだわらなくても、そういう面でやるのだという思

いを伝えたのですが、そのようには向こうに感じてもらえなかったという、そのような経過で

ございます。私としては町長はそのように感じているのだなと思いました。 

 もう一つ、議運の決定事項は議会の決定事項ではないかと。それは議会としては決定事項だ

と思いますが、やはり、議会で決定しても、あくまでもこちらだけでできることについてはい

いのですが、向こうとの、理事者との調整が必要なものについては、これはいくら決定しても

あちらの協力を得なければ建設的な議論はできないでしょうし、そういった面では議会として

の決定事項ですが、相手にかかわることについては、きちんとお互い情報交換しながらやって
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いかないとだめだなと改めて私も感じました。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 私もこの会議に出席しておりますので、補足をさせていただきたい

と思います。この打ち合わせというか、町長室で行ったわけでございますが、前日、及川委員

が総務の委員長ということで、予算等審査特別委員会の委員長になるべく内定している状況の

中で、及川委員へ私が連絡を取らせていただいて、どうしても所用があってスケジュールが前

から決まっているから、その会議に出られないということで、及川委員からこのようなことを

伝えていただきたいというお話が私のほうにございましたので、その旨はきっちり町長へは伝

えました。従来とほぼ変わらないような内容になりますし、例えば、こちら側が理解ができな

いからと言って何度も何度も同じことを聞くというようなことは、委員長采配の中で、これは

きちんと制止するから、従来とほぼ変わらないような内容ですということだけは伝えていただ

きたいということで、それはきっちりと伝えました。そういった中での町側の判断だったと思

います。これは、全体的に、私ども自身も反省しておりますが、やはり、11 月 25 日でほぼ合

意を受けているような内容であれば、この予算等審査特別委員会３月に開かれるまでの間、相

当期日が、何カ月かあったわけですから、これは議会側としても、町側にきちんとこのような

方向に決まったので協力をお願いしたいというようなことを、前もって議会として町側に伝え

るべき内容であったと。町側は余りにも唐突だったという印象を受けておりますから、これは

議会側としても反省すべきであると思いますし、議会事務局というところもあるわけですから、

これはそういったことも含めて、こちら側の反省すべきところは反省して、今回においては議

会運営委員会で決定したことなので、これをやらせてもらいます。町側がいくら飲めないとい

ってもこれはこちらで決めたことだから、強引にやるということには、なかなかならないのか

と。混乱した中で予算等審査特別委員会が行われるような形になりますから、これについては

皆様方のご理解をいただきたいと思うわけでございます。そういう中でいかがでしょうか、皆

様方の意見を伺いたいのですが。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。いきさつ、流れというのはわかりました。確かに理事者側

としてみればこの３カ月の間、そのような話がなくて急にこられたと。多分そういった受け取

り方をされたのでしょう。そういった部分で、今回はそれは無理だと言われたのだとすれば、

次回からきちんとそのような形がとれるような折衝の仕方というのもあるでしょうから、従来

と何ら変わらないやり方でやると言っているのだから、今回に限っては従来どおりのやり方で

進めていきましょうという話で僕はいいと思います。ただ、今回そういった回数の撤廃も含め

て、議員の資質も高めていきましょうという考え方は、議会運営委員会の中で話し合われたこ

とですから、今後も一つの取り組みの中で、理事者側との話し合いを設けていきながら、そう

いったものに近づけていければいい話かなと、そのように考えます。 

○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。記憶が正確ではないのですが、皆さん言われたことは

そのとおりだと思います。もう一つは、こういうことがあるときに、きちんと町と協議機関を

つくって、そしてやるべきだという発言を僕はどこかでしているはずなのです。何の会議かと
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言われたらわからないのですが、それは議論されなかったのです。協議機関を設けるべきだと

私、正式に言っていると思います。いつの会議だと言われるとわからないのです。議事録を取

っていた会議かどうかも定かではありません。ただ、それは聞いている方はいらっしゃるかも

しれませんが、協議機関を設けてやらないと、これはいくらやってもどうにもならないよ。そ

の後で出るのが、私も正式に言っている部分であります。例えば、専決処分で除雪については

認めたらどうかというようなお話もしていると思います。やはり、そのような協議機関を設け

て、日常的に議会と町の意見の違う部分を調整していくと、これは議会の言うことを聞くとか、

町の言うことを聞くとか、そのようなことではなくて、今回の中でも町長は言っていましたが、

通年議会に入るときに相談がなかったとおっしゃっているのです。しかし、当時は私と吉田委

員が副委員長だったのです。前回です。これは、副町長と総務課長か部長かどちらかですが、

そこと協議をしているのです。ですから、そこから町長に言っていなかったということはある

かもしれないけれど、全く言っていないということはあり得ないと思うのです。それは、協議

をして専決処分をどうするかというような中身をずっと協議をしながら、それは逐次議会運営

委員会に報告をしながらやっていたという経緯が、現実的に、前期ですけれどもあるのです。

そういうことが、提起したときに、そのようなものはいらないのではないかと言われた方がい

らっしゃいましたので、それでつくられなかったのですが、やはりそういうものが私は必要で

はないかと。それはきちんと議会運営委員会で、会合があるたびにきちんと報告をしながらや

っていくということが、私はある意味必要ではないのかというふうに感じていました。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今回の一件というのは、本当に残念だなという結果で、今議長の報告

があった中で、議会として委員会に臨む姿勢を町長に示した結果がこのような結果になったと。

もう一つ、今副委員長の話もありました、通年議会に関して、副町長以下、総務部長ですか。

協議の場があったと、また、そういう報告も議会の中でしていると。ところが町長には伝わっ

ていなかったようだと。であるならば、今副委員長がおっしゃった場面、場面での町側とのか

かわり、議会とかかわる部分での協議はやはり協議機関を設けるべきだと。このような話はし

ましたけれども、であるならば、本当にそのような意味があるのだろうか。例えば、町長に伝

わっていなかった。町長はそれを聞いて「俺は聞いていないよ。これは受けつけませんよ。」と

いうようなことがこれからも発生するのではないかと私はそのように思うのです。そのような

機関を設けて協議したとしても、結果的にはトップに伝わっていないで、このような結果にな

るということもあり得ると私は今感じたのです。それよりも、トップに直接的な、今回決定し

てこのような形で進めたいと伝えた結果がだめだったのですが、私、議会が町長の従属機関と

いいますか、そのようになり下がってきているのではないかと最近、特に思うのですが、皆さ

んどのように考えますか。 

○委員長（山本浩平君） まず、今、議題２つになっていますので、最初の議題に戻します。

協議機関の設置かどうかということについて、後で協議したいと思います。 

まず、今回この３回というのを町側は受け入れないということでございますので、これにつ
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いてそれでいいかどうか。先ほど氏家委員から前向きな意見がございました。今回については、

そのようなことであれば、やむを得ないから次回のときまでにきちんと町側とすり合わせを行

うべきだと。このような意見でございましたけれども、どうですか。このことにつて決めたい

と思います。議会で決めたことなのだからと強引に決まったことを町側に、再度議長に言って

もらってやるのだという意見は意見としてあったとしたら、それを皆さんで決めたいと思うの

です。どうですか。私は、現実的にはこれは難しい、ぎくしゃくするような形にしかならない

と思うから、私は氏家委員の意見に賛成ですが。及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員長が、氏家委員の意見に賛成という、わかるのです。おっしゃっ

ていることは。相手がだめだと言っている以上これは無理なのだから、次回からそのような形

をとってはいかがかと。これは本当に前向きかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） ただ、私は、やはり議会として反省すべきところもあります。とい

うのは、向こうにしてみたら、ほったらかしみたいなものです。11 月で協議されたことが３月

の今始まる前に、直前にこのように変わります。だからお願いしますと言って、向こうにして

みたら寝耳に水だというのは、僕もあると思います。当然、私が向こうの立場だったら、なぜ

今まで、そのような話があるのに言ってこなかったのだと。これは恐らく、議会に対しても言

うでしょうし、局長あたりが一番言われたのではないかと私は思っています。議会事務局があ

って、なぜそのようなことを今まで黙っていたのだと。このような話になっているのならもっ

と前に伝えてくれるべきではないのかというようなことに、多分なっていたのではないかと。

これは想像ですけれども。当然、今回のことに関しては、議会側としても、議運の委員長の立

場である私も含めて反省しなければ、当然、議長、副議長もそのような立場の中で、もう少し

町側とすり合わせをきちんとしておけばよかったというふうに、気持ちの中では思われている

と思います。こういった部分も加味したときには、今回は強引に、決めたことだから撤廃して

何回もやりますということにはなりづらいのではないでしょうか。どうですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 一つだけ疑問に感じていることがあるのですが、今回、議長、副議長、

議運の委員長、副委員長、それから議会事務局、そういった手続きをしてこかなかった。相手

側に知らせなかったという部分では、議会側が非常に反省しなければならない部分だと思うの

ですが、今回の私たち、議会運営委員会の中で、議会の総意で決まったことを、これから先も

町側とすり合わせしなければ決定されていかないのか、その辺がすごく疑問なのです。という

のは、これから議会改革をどんどんやっていく上で、これから先もいろいろなことを議会運営

委員会の中で決めていくのではないかと思うのです。そのたびに、例えば町側ができません。

無理です。と断ったときに、私たち議会が望む議会改革というものが進んでいくのかどうなの

かということがちょっと疑問なので、私たち議会の運営というのは、一体どちらに権限があっ

て、どちらが決められるので、そしてまた町側とはどのような関係であるのかということを説

明していただければと思うのですが。そこがわからないものですから。 

○委員長（山本浩平君） この辺を私に説明しろと言われても、正直言って説明しにくい部分

もありますし、個人的な見解にもなると思います。今の西田委員のお話であれば、これは当然、
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議会と町側というのは二元代表ですから、代表制を取っているわけですから、同じくらいのパ

ワーバランスでないといけないというふうに、私は個人的には思っております。ただ、議会改

革の中で、これも個人的な意見ですが、すべてにおいて会議も正式な会議になりました。今ま

では委員会協議会というのもあって、議案を提出する前に各常任委員会の方々に、このような

内容のことを提案したいのだというような意味合いも含めて、委員会協議会もありましたが、

今はすべて公式な会議になって全員協議会という形の中でやると。そういう状況の中では、な

かなか、いわゆるアンダーグラウンドの中での打ち合わせというものが少なくなってきたのか

なと思います。そういった中で、今回このような弊害が少し出てきているのかなということと、

もう一つ、先ほど大渕副委員長からございましたが、町長がこのようにおっしゃっています。

「通年議会、試行期間についての説明は受けたけれど、本格実施にするということについては

議会側から何の説明も、町側の了解も取ることもなく、議会側が勝手に新聞発表をしてしまっ

た。」と。そのように町長は受けとめているのが一つあるのです。こういったことも根底にあっ

た中で、恐らく今回、我々の意思が受け入れられなかったことの一部になったのかと思います。

後から皆さんに諮りたいと思いますが、どこかですり合わせる機関というか、やはり必要なの

かと感じます。それが全部、議長、副議長にお任せして、全部やってくださいということでい

いのかどうなのかということもありますので、その辺も含めて、それは後から協議したいと思

いますが、当面というより、まず今回臨むわけですから、これについて何らかの結論を出さな

いとなりませんので、このことについて意見を伺いたいと思います。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 西田委員の意見なのですが、私は、お互い、議会、行政二元代表制

という形で、先ほども表現されましたけれども、そういう形の中で、議会は議会なりにそれな

りの権限もありますし、規則に基づいて淡々とやっているわけです。それと、やはり根底にあ

るのはお互い活発な議論をして、議会と行政と活発な議論をして町政を、町民のためにいろい

ろな面でよくなるように、お互い議論を戦わせ合いながら、いい方向性を見出していくという

のが、行政も我々もこの原則には変わりないと思うのです。そうした中で、議会として、今ま

でこのような規則、決まりなのだけれども、これを改良して、改革をして、このようにやれば

もっと、行政と議論をしっかりできて、よりよい方向に行くだろうという思いで、議会改革は

やられるものだと思うのです。そういう中で我々も町民のためにやってきた。二元代表制の、

一元の代表として、我々町民の代表ですから、町民の代表としてのチェック機能を果たさなけ

ればだめなわけですから、そういう中で行政としっかりいい議論をしようという思いで改革を

してきたのです。だけれども、例えば報告会等自分たちだけできるものについては、もう一方

の行政、町長側とのすり合わせというのは余り必要ないと思うのですが、行政と絡めて、かか

わりある改革については、やはり一方的にこちらでこうやるのだからという形でやると、どう

しても。軽微なものについては、それはいいでしょうという形になると思うのですが、その辺

から考えると、やはり先ほど来出ているような、こちらでこのようにやりたいのだけれどと、

相手の了解も取りながらやらなければ、議会改革というのは進まないのではないかというふう

に思います。一方的にやると、だんだん感情的になってしまって、こうしたいのだけれど、だ



 8 

めだ。と言われるとお互いカッときてしまうので、そういう面ではきちんとその辺の情報交換

をして、例えばうちで改革をこのようにしたいと言ったときに、行政でどのような趣旨でその

ような改革をするのですかと言われたときに、このような趣旨ですと言った場合に、向こうは

その趣旨でやるのなら、もう少しこちら側のほうでこのような形でやったら、もっとよくなる

のではないですか。というようなこともあるわけです。一方的に何でもではなく、改革をやる

ことについては相手との調整もしながら進めていくべきではないのかというぐあいに思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私は、伺ったのは、議会運営委員会の中で決めたことは、議会の総意

だということですよね。そうしたら行政側と、これから議会運営進めるにしても、このような

ことを進めるにしても、一体どこに最終決定権があるのかということが一つです。議会のこと

だから議会が決めてしまったらいいのだというふうにおっしゃっていませんけれども、私はそ

のことを、議会が決めたのだから、行政にもそれに従えということを言っているわけではない

のです。もし、これから先も決めていくのであれば、今までの通年議会のこともそうですが、

いろいろ議長おっしゃっていますが、今まで議会の中で、本会議終了した後、町長と懇談して

いますね。そういう懇談をするのを新聞の議事録にも載っていますね。懇談会とか正式に。そ

のような中で、やはり意見交換とかそのようなことはなかったのでしょうか。また、このよう

なものが議会運営委員会の中で決まりましたというもの、例えば議会事務局のほうから行政側

に伝えるだとか、それでなければ議長から町長側に直接伝えるだとか、そういう仕組みがなに

もなかったのですか。今まで私たちが、議会運営委員会を開いて決まってきたことが、結局は

何もなくて、ここの中で終わっていたということなのですか。それだけでよかったのですか、

私はそれがわからないから聞いているのです。こちらが決めたからやってくれという話ではな

いです。私が聞いているのは、本来はもっと、そのようなことを今までずっとやってきたのだ

から、本当は誰が責任をもって向こう側ときちんと、こういうことが議会側で決まりました。

議会運営委員会で決まりました。わかってください。それに対して行政側が意見がありますと 

言うのなら、協議機関をつくりましょうとかと、そういう話を今までしてこなかったのですか。

それを私は、例えば議会が終了した後、町長と議長とか懇談していますね、そういう中でして

いるのかというふうに思っていたものですから、何もなかったのかということ自体が不思議で、

そういう仕組み自体もまるきりないのは不思議だったので、それを聞いているのです。今まで

もなかったのですか。本来であれば、私のイメージとしては悪いのですが、議長が町側に、議

会事務局に、このように今回決定しましたから、議長からこのような議長名で伝えてください

と。それについて何かご意見があるのなら協議しましょうとか、何かそのようなものがあった

のかと思っていたものですから、それを私は聞きたかったのです。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） そういうことで解釈していただければ、先ほど委員長が言われたよ

うに、情報を交換し合うという形で正副議長に、町長と会うことが多いわけですから、そうい

う面でそのような情報を提供したり何かしたりして、情報を流しておけばいいのではないかと
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いうと、やはり皆さん、私、ここで愚痴を言うわけではないのですが、そういう形の中でやる

と八百長やっているのではないかとか、何でも議長が町長に会ったら、町長の言うことを聞い

て皆さんに諮るのではないかとかいうようなことも、過去にずっと言われてきました。そうい

う正式な機関は、例えばきょう議会運営委員会が開かれて、その内容を逐一、次に会ったとき

に、きょうの議会運営委員会でこのようなことがありましたというようなことは、私はほとん

ど報告していません。例えば、議長これについて交渉して来いと、申し入れて来いということ

についてはすべてやってきました。だけど、普段からそのような情報の交換は、やられても、

例えば過去にこのようなこともありました。一般質問の持ち時間を 45 分は長いから 30 分にし

て、45 分も試行でやっていたのだろうから、30 分も試行してみてくれないかというような話も、

確か議運でした経緯もございます。何でも町長から言われてくれば、すぐそれをやるのかとい

う形で、皆さんにこっぴどくやられた経緯もありますので、それで議会側できちんと決めたこ

とは、それはきちんと報告しています。議長が行ってきちんと申し入れるべきだということは

申し入れています。通年議会のときも申し入れてきました。そのときに町長から何を言われた

かというと、議会でやることはいいです。けれども、職員も減っているので通年議会やること

によって行政の人が負担になるようなことはできるだけ避けてくださいというような形で言わ

れた。皆さんに報告してある経緯もあります。だけれども、今の西田委員の質問を私なりに受

け取ったのは、普段から会っているのに、そのような情報を伝えていないのかというように言

われたので、そういうのを行かせて、一方的に言ってきて、向こうから何も言われなければい

いけれど、何か言われて、情報を流したらこのように言われてきましたと。皆さんに諮ったら、

なぜ何でもかんでも町長から言われて議運に諮るのかとか、そのような話をするのだと、過去

には何度も言われていますので、私も議会で決まって正式なこと以外については、ほとんど議

会でこのような話をしているとか、あのような話をしているということは町長には伝えていま

せんでした。先ほど言われたように、それではまずいのではないかと、通年議会に入るときの

専決処分を決めるような、そのようなことが今後必要だという話は副委員長のほうからしまし

たが、私はそのようにとらえていました。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 議長のおっしゃっていることはよくわかるのです。何でもかんでも話

して、意見交換して議会で話したことを言ってきているわけではないと。私はそのようなこと

を伺っているのではなく、議会運営委員会で正式に決まったことで行政側も関係あることを、

きちんと向こう側に伝える機関というものがないのですか。今までもなかったのですか、その

ような仕組みはと。私はそれを伺っているのです。 

○委員長（山本浩平君） そういったきちんとした仕組みがないから、協議機関を設けたらい

かがでしょうかというのが、先ほど副委員長から出た話で、前回もそういった話をされたので

すが、今までそういった正式なものがないわけです。ただ、今までの議会は、長年議会あった

わけですから、その辺はすり合わせをする正式な機関はなくても、何かの形でそれはやって来

られているのかなというふうには思いますが。 
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先ほど手を挙げておられましたので、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私、意見を言わせていただきます。今、議会で決まったことを

多くの方が町長のところへ行って話してくる。これは手続きだけの問題ではないと思うのです。

議会の本質にかかわる問題なのです。小さなことだけれど。ということは、以前にも言ったけ

れど、執行機関と我々は議事機関なのです。どうあるべきか、ということは考えて、そして我々

は条例とか予算なりを決定する役割があるのです。当然予算、政策予算なのです。そうすると、

質疑の回数が多いかどうかは別です。質疑の内容によりますから。政策の予算のチェック機能

とか、対案機能を高めるというために議論をしているはずなのです。審議しているはずなので

す。それを、町長が今言ったことということになると、私は議会の権能や独自性がどこに行っ

たのかと思うのです。そういう本質を僕は忘れてはいけないと思うのです。そのために、ここ

でやったこの正しい秩序をもって、こういうことでやったわけです。これは本質だと思います。

そういう本質なことを言えばいろいろ議論があるのでそこは省略しますが、自治基本条例でも

質疑を充実しましょうとなっているのです。当然そうすると、町長はどう言ったかわかりませ

んが、逆に議会側が個々の議会で議論されていますけれども、よき答弁を出してくださいと。

答弁をはぐらかすために何回も同じように答弁繰り返したときに、ではいい答弁をもらってや

るときに質疑の回数が少ないでしょうと。そのためにも秩序ある質疑をしましょうとなったは

ずなのです。それと、私は言わせていただきますが、議会改革でこの問題は、回数撤廃を３年

がかりできたのです。そしてようやく決まったのです。だけど、町長のところへ行って一言言

われたと行ってすぐ戻ってきてここで議論をするということは、今まで議会の自立性、私たち

が決めたものに対して、一生懸命議員がここで言っていて、町長のほうでだめですとなったら

すぐに議運で議事に載せられるというのは、町長の権限はたいしたものだと思うけれど、我々

３年かけてきたものは何だったのかと、僕は前段言ったようにやはり議会の本質にかかわる問

題ではないかと。結論的には私は、この秩序をもってやらせていただきます。個人的には。い

い答弁をもらうまでは。僕はただ手続きの問題ではなくて、議会の本質にかかわるのです。小

さなことですが。そういうことを大きな視野で見て、議論していただいてどうするかというこ

とをやっていただきたいと思います。委員外議員ですから最終決定は変わりませんが、私とし

てはこの発言の 23 条、いいことではないですか。正しい秩序をもってと局長、きちんと考えて

書いてくれています。それと、今まで局長何回も、議会改革に力を入れて、新聞の資料を焼い

て出してくれて、いろいろ読んだら、議会のあり方どうあるかわかってくるはずなのです。そ

ういうことです、私は。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員、何かございませんか。 

○委員（土屋かづよ君） 今回のことは、今までいろいろな経過があると思うのですが、議会

が決定したことだからということと含めて、やはりもっと行政側と議会がいい関係でもって協

議をしていくという、その体制づくりを早急に立ち上げたほうがいいのと、今回の場合は町長

が急に言われたからできないということは、正直な気持ちだと思うのです。良識ある３回の発

言と良識の範囲内で行うべきだと私は思うのですが、そうとしか答えられないです。何も交渉



 11 

をもっているわけではないですから。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 私は、従来このように決まるまでは、あくまで３回の、何かあったと

きには委員長または議長采配でもって４回なり５回というふうにはしていたのですが、たまた

ま昨年皆さんがするもので賛同したわけです。私たまたま、この会議に委員長が出られなかっ

たもので、町長と部長も交えた中で、先ほど前田委員外議員が秩序ある質問をして答弁をもら

うということをおっしゃっているのですが、向こう側とすれば、やはり首をかしげる部分があ

ると、ここで決めても同じようなことになってだらだらいくのではないかと。そのことを心配

しているのです。だからある程度そこで一たん区切って、従来どおりの形にしてほしいという

のが、私は痛切に感じたので、そのことが再度検討してここでこれがまた覆ったとしても、そ

れは別にほかに出るわけでもないし、いい方向に進むべきが議会であり、役場だと思いますの

で、そのことについては先ほど氏家委員が言ったような形でやっても、私は何ら支障はないと

思っています。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先ほど言ったとおり、全然変わることではないのですが、

今前田委員外議員が自治基本条例の話も出されましたので、多分、町側の立場としては、我々

議会側の立場だから町側の立場を考える必要はないのかもしれないのだけれども、やはり議会

議員として、自分も含めて今の状況、今の議会を見たときに、まだまだ資質を高めて、相手と

どこまで信頼関係を持ちながら、そしてどこまでの議論をできるかという、そういったものが

まだまだ途上にあるのだろうなと思うのです。特にこの１年間はいろいろなことがありました。

それをもって、自分たちはこういった姿勢で資質をしっかり高めていくためにやっていくのだ

と言っても、何の裏づけもないような話にとらえられたのではないのかなと私は思うのです。

自治基本条例にのっとったような考え方で議会が本当に今動いているのかと言ったら、僕は全

然そうではないと思います。そうでないと言い切るのは語弊があるかもしれないけれど、前田

委員外議員が先ほど自治基本条例のことを出したので言わせてもらうけれども、議会だってま

だまだ信頼関係、例えば町民との信頼、または行政、いろいろな部分での関係性は自治基本条

例にのっとって、理想的な関係を築いてきているかといったら、僕はまだまだそのような関係

ではないと思っています。相手があることであって、相手がやってみようかと、試行的理論を

１回やってみようかという感覚にならないと、議会だって今までと何ら関係がないのですと言

っている以上は、僕はそれ以上何も覆すだけのものを議会として持っているような気がしない

と。僕はそのように思っているので、手続き上でもし、行政とそのような関係性がどうしても

出てくるものだから、あるのであれば議会は議会としての合意を持っているわけだから、あと

は行政とのどういう話し合いの中でこれを成就していくかというのは今後の話し合いの中でや

っていけばいいことだとそのように思います。なんだかんだ今やる話ではない。 

○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。私はこの意見、制限を撤廃するということについては
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今もやるべきだと思っています。当然です、これは。どなたかがおっしゃいましたように、協

議機関がだめであれば、正副議長と町長なり、担当課長ときちんと話し合う、そのような機関

をつくってやっていただくと。協議機関ではなくて、そういう形がいいのかどうかしりません。

だけど、そういうことをやらない限り、そしてそのことをここできちんと議論していかない限

り、僕は解決していかないのだと思うのです。私実際に、出席された方ここまで来たので言い

ますが、私は二元代表制の原点から、なぜ代表機関と執行機関、議会があるのかという話から

何度もしました。何度もさせてもらいました。しかし、一致に至らなかったというのは事実で

す。それは。私は議会として３回以上が必要であれば、ここで決めたのですから、それを今回

もしそれが合意しなくても、協議機関という名前でなくても結構です。正副議長と町長なり話

し合いをずっと持っていくと。例えば、11 月に決めたことを今までやらなかったことに問題が

あるのだとしたら、皆さんも議運のメンバーで決めているわけですから、その提起を 12 月なら

12 月にしていただいて、その中で町長、副町長行ってきちんと報告しなさいということを確認

していくしか、今のお話の中では、私はそういう手だてしかないと思うのです。ですから、言

ったとか言わないとか、中でどういう議論をしたかという話、これからしてもしようのない話

ですけれども、私は議会の存在価値、議会の果たすべき役割、これははっきりしていると思い

ます。そこのところをきちんと言わなければだめだと。協議機関の話をなぜ私がしたかという

と、副町長から町長に言っていないといったら、議会は関係ないことです。向こうの不備です。

そんなこと関係ないのです。我々はきちんとやっているのだから。僕はそのことをのみました。

それ以上どうにもならないでしょう。向こうのやれないことを僕ら言ってもしようがないのだ

から。だから、協議機関がだめであれば正副議長と町長とやってもらうということを、議会の

権限としてやってもらうということをここで決めておかないとどうにもならないのではないで

すか。いくら議論をしてもしようがないでしょう。僕はそう思います。議会の権威というのは

本当になければだめですよ。僕は本当にそう思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、副委員長から提議されたことについていかがですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ここで議論して、皆さんの合意の中で、議長、副議長にお願いしてい

くという形をとれば、それは皆さんから議長、副議長もそういったことを権限委譲されての話

し合いに持っていけるわけです。そういった話ができるわけですから、今までのようなことは

ないと思います。今までは、例えば、町長、議長、副議長勝手にそのようなことをやっていた

のだみたいな話をされるわけだから、とてもではないけれど議長、副議長だって何も言えない

ような状況をつくってきたのは、我々議会の各一人一人だったのではないかと思います。だか

ら、議運の中でそういった合意をもって、相手のあることでもって、そういったすり合わせ、

そういったことが必要な場合は、議長、副議長にお願いしていくのだと。そのような考え方が

議会運営委員会の中で決まるのであれば、僕はそれで構わないと思います。できればそうする

べきだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今の氏家委員の発言の中で、議運で、ここで決まったことを町長に話
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すことが、やりにくいような、話してはだめなような話があったのですが、そのあたりがわか

るようなお話をしていただければ。 

もう一つ、今副委員長がおっしゃっていたような仕組みといいますか、やはり大事だと。副

町長以下と協議するのも場面、場面ではあり得ることだと思うのですが、それが町長に伝わっ

ていないということであるならば、逆に議会としてのトップ、行政側としてのトップ、このト

ップ同士が議会で決まったことを、もしくは議会として総意として、議運の考え方含めて、情

報を町長に伝えるというのは当たり前のことではないかと私は思うのです。それを何か、させ

ないような、してはだめだというような、議運でしましたか。したことないですよ。議長も確

かそのような発言があったのです。してはだめだといということを私は言ったこともないです

し、そのようなことがあったかと、その２点。 

今回のこの一件は、議長以下出席されている方々の意見をお聞きすると、やはり厳しいなと。

氏家委員の冒頭の、今回はやむを得ない。次回の機会に進めるような形を取ってはどうかとい

う話がありましたが、私もそうせざるを得ないのかなと思います。思いますけれども、今後の

議会運営委員会のあり方、正副議長の議会の進める上での気持ちというか、議会のトップです

から、議会が決めようとするもの、決めたもの、トップとの何らかの意思の疎通が必要だと思

います。これからこれが大事なことになっていくのではないかと私は思うのですが、議長のお

考えと、先ほど氏家委員のお話を聞かせいただければ。 

○委員長（山本浩平君） 少し待ってください。その前に、今委員長予定者のほうから出まし

たので、今回の３月会議の中での予算等審査特別委員会に関しては、従来どおり行うというこ

とで皆さんよろしいでしょうか。このことだけは、まず決めさせていただかないとスケジュー

ルのこととかございますので、以降のことに関しては、いろいろな協議機関を設けるなり、い

ろいろな形の中でやると。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 発言を許可いたします。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私、自分の意見言いましたから変わりませんけれども、ただ、

元に戻るということは、町長の意向によって戻ったという言い方はしたくないけれど、どうも

その辺が、議会が何日、何回も時間をかけてきて、何時間の話し合いで元に戻るということに

対して、議会の自立性、独自性はどうなのだろう。それと、前回３回を撤廃して試行をやった

のです。試行をしてこれに移ったのに、また戻るということは、議会の運び方というのはどう

いうことなのですか。一つの議会の流れというのは、何回も言うけれど、また先送りをしてし

まう。せっかく３年かけてこれが決まったのに、また町長の意向で逆戻りしてしまう。議会と

して本当にいいのだろうか。僕は５回、６回やろうと思っていません。きちんと秩序をもって

やろうと思っていますから、そういう原点があるのに、なぜ戻ってしまうのか。この秩序でや

ると言って、試行を繰り返してやっていたのだから、僕はこのとおりでやればあとは皆さん何

回も言っている議員の資質だとか、仕方とかで変わってくるはずなのですが、皆さんが決めれ

ばいいですが、私は本当にそう思います。一個人として。 
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 先ほどに戻りますが、これ期間設ける、設けない、の問題ではなくて、正副議長は常に議会

の自立制を守りながらまちづくりのため、議会がより町民の目線で考え方を反映できる議会を

どうつくるかという部分では、常に正副議長は問題があったときには、理事者と話し合いをし

ていって、方向性をみるとか、自分の考えで議会のあり方を考えるというのが、これ以前から

ある話で、ここにきて話す問題ではないと思います。多分局長だって、議長この問題は持って

行ってはいかがですかと言っているかもしれません。私の経験からすれば。そういう問題だと

思うのです。それをここで話すこと体が、私は少しおかしいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 参考意見として伺いました。 

今回は皆さん、これでやりましょうということで合意はいただいたと思うのですが、今回本

当に、私もその会議に呼ばれて出たわけですが、印象としてはやはり町側は何か、寝耳に水の

ような印象を受けていたのは事実です。そして、議長がこういうことで申し入れしたいという

ようなことでお願いをした、その日のうちに部長を全部集めて、緊急部長会議みたいなものを

やっているのです。ですから、申し入れしたときには既に町側は協議されているのです。それ

がいい悪いは別です。町側はそれだけ非常に重く受けとめているのです。ということはやはり、

我々も反省しなければならない。私議運の委員長の立場で、私としての役目が果たせなかった

と思っているのは、すり合わせを、11 月に出た段階で、決まった段階で町側にきちんと、こう

いったことが起こりうることも想定した上で、やはりアプローチすることに欠けていたと私自

身思っています。以上です。氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先ほど、私の言葉のニュアンスがわかりづらいと言われた

部分、前々回でしたでしょうか、議運の中で、先ほど西田委員も言われていましたが、本会議

終了後の懇談会出ていますよと。それに対してやらせでないかとかなんとかと議会の委員会の

中で話が出ていました。八百長と言ったのですか。そのような話が出ていることもあって、そ

れであればやはりこういった議会運営委員会の中で合意を得て、議長、副議長、そういった形

の中で、いろいろな場面の懇談の中で権限を与えると。そういう形の中できちんと話をしてい

ただければ、八百長だとかやらせだとかという話にはならないと。それが暗黙の中で、こうあ

るべきだ、みたいなものが、個々の議員の中でのとらえ方が違うことで、例えば、議運の中で

ああいった発言が出るということは、それはやはりみんなの合意の中ではないのだと思うわけ

です。だから僕は、そういった話し合いを、議会の中で本当に大事なものだとか、我々以上に

議長、副議長、正副議運委員長というのは、町長と会う機会もあるのでしょうから、そういっ

た形の中で大事な、例えば今回のような話をしっかりそういった場所で議論していただけるよ

うなものを議運の中で合意をしていけば、そういった問題もなくすむのではないかと思った観

点から言わせていただいた話です。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、氏家委員がおっしゃっていたことは、前々回でしたか、私も記憶

しています。議運の中での一議運委員の代理だったのですが、私のことを前提とした話だった

と私は思わなかったのです。その話を前提とした先ほどの話だったと私は全然受けとめていな
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かったものですから、今驚いているのですが、本会議や定例会が終わった後の町長との懇談会

というか、その話がここで出てくるとは思わなかったのです。それと一緒ではないのではない

ですか、今回の話。前々からあったようなことで私がそういった意見が、正副議長に対してあ

ったような感じで受けとめたものだから、再度お聞きしたのですが、そうではなかったという

のであれば、私は少し違うなと。そういうことの意味ではなくて、日ごろの議会運営委員会が

開かれる、その中でいろいろなことが決まりますね。決まるというか、決まらなければ前に進

まないわけですから、そういったことも町側にかかわる部分、このことについてはやはり事前

に、定例会が終わったからそこでやるとかやらないとかの話ではなくて、日ごろの議会を進め

ていく、議会の中での一つ一つの場面でやらなければいけない部分、これは議会独自での部分

だろうとか、その判断の中でいくらでも議長の考えで町長と協議するということ、十分やらな

ければならないと私は思っていますので、ただ、氏家委員がおっしゃっていたそれと私は違う

なと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。それでは、どういう場所がよくて、どういう場所がだめだ

というような、そういった区切りが、我々がつけられるわけではなくて、私は多分そういった

機会があるのだろうなと。ただ、それを僕たちが認めていないというか、議運の中で出た話を

しているのです。だから、一般のどこかその辺でお茶を飲みながらしている話ではなくて、議

運の中で出た話が、議会の中で各議員個々がそういう気持ちでいれば、当然そういった会があ

って、これからの議会運営どうしていくだとか、今回の議会どうだったという話がそういった

場面の中でもされていても僕は不思議ないと思うのです。先ほど西田委員も、そういったもの

だと思っていましたという言い方をされていましたが、そういった、例えば議長だとか、本会

議、定例会終わった後に、そういった会議の中で、そういった話をされなかったのですかとか

という話しをされていましたよね。僕も当然そういう場所が、議長、副議長で話し合われるよ

うな場所であってほしいと思っている一人です。ただ、それをまた違うふうにとらえる方もい

らっしゃるわけです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 氏家委員のおっしゃっているのはわかります。ただ、私は議会が終わ

った後懇談会をやっているとか、そういうのが新聞記事に載っていたものですから、私は当然、

議会運営委員会の中で正式に決まったことをそういうふうなところで話をして、そして了解と

かをいただいていたのかなと、私が勝手に解釈しただけです。ですからそれを確認しているだ

けです。それを氏家委員が、違うふうに受け取る委員もいるからどうのこうのということを、

私は聞いているわけでもないし、またそういうふうに言われたら変だな。そういうふうに受け

取られたら、聞いた私がつらいので困ります。 

○委員長（山本浩平君） 事実確認だけさせていただきたいと思います。議会終了後の懇談会

というのは議長、副議長、そして議運の委員長、副委員長に声がかかって、町側は副町長、教

育長そして総務部長と課長が出席すると。そういうものなのですが。 



 16 

新聞記事というお話ですが、いつどこの新聞記事でその懇談会の内容が掲載されていたので

しょうか。何の新聞記事でしょうか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 町長の動向というのがありますね。あそこのところに議会側との懇談

と書いてあった。 

○委員長（山本浩平君） 町長の日程の中に、それが載っているのですね。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 載っていたものですから、例えば、私は何ですかと。 

○委員長（山本浩平君） 何も公的な会議ではないのになぜそれが載っているのですかと。西

田委員。 

○委員（西田祐子君） だから多分、議会運営委員会の中で決まったようなことでも、そのよ

うなところで話す機会はなかったのですか。そういう話はしなかったのですかということを私

は聞いただけの話です。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、及川委員、西田委員、前田委員外議員から、議長と町長とが

きちんとお話をしなさいというお話がございました。そのとおりです。議会の長なのです。議

長が毅然としてそのようなことをやっていただかないと困るのです。例えば、今出た懇談会だ

って、私は議長の指示で出ているのです。議長の指示がなくて私がそのようなところに勝手に、

誰かに言われて出るなどということはできないのです。私は議長の指示で出ているのです。議

長が出るなと言ったら私は出ません。議長に出ろと言われたら私は議会の任務として、それは

出ます。そのようなことは当たり前です。ですから、正副議長の責任というのは、先ほどから

少し違っているのは、ここで話されたこと、言っていいことと悪いことの判断はしていただけ

ないとだめだと思います。誰かが誰かの悪口を言った、そのようなことを僕は言っているので

はないのです。だけど、議会の長というのは、正副議長というのは、絶大なる権限を持ってい

るのです。特に議長は、議事整理権から何からすべて持っているわけですから、私はそのよう

なことはいつも言っていますが、議長が毅然としてそこは町長と対応して、議会の言い分を町

に言うのは、これは議長の仕事です。そのようなこと議運で言ったこと、言わないなどという

ことではないです。ただ、そのことに対して、例えばこの間起きたことはどういうことかいう

と、私は議長の指示で出ろというから出ます。それが八百長だとかということになると、我々

は何もできなくなってしまうのです。ですから、私はそこは、正副議長が毅然とした態度をも

って、議会の代表としてことに当るべきだと。その判断が、言っていいことと悪いことの判断

は正副議長できちんとやってください。そのようなことは我々が考えるべきことではないです

から。間違ったら指摘するかもしれません。だけど、それは正副議長として言われるのは当た

り前なのです。責任があるのだから。そうでなければ、このようなことはまとまりがつきませ

ん。私が言っているのは、私が出たことがどうこう言われてしまったら、それでは私は議長の

指示、一切何もできなくなります。私は、議会運営委員会の副委員長という立場です。ですか

ら、前回だって議運で、どこが言ったか、誰が言ったか知りません。正副議長が町長と交渉す

るとなっていましたでしょう。私に出ろと言われたら、私は出ないわけにはいかないのです。
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近藤委員はどうだったかわかりません。及川委員はたまたま都合があって出られなかったと。

出ていればこのような話にはならない部分だってあるのです。指示出るのだから。そういう議

会のルールをきちんと確立しないと僕はだめだと。正副議長にきちんとそこら辺は、私は要請

したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） いいですか、私も発言させていただきたいのですが。先ほどの西田

委員の質問に答えられた議長の答え、私は申しわけないけれど唖然としたのです。何が唖然と

したかというと、質問時間 45 分から 30 分にしたときに要請があって、それを議会運営委員会

に諮ったと、そしたら町側から言われたことなんでも言うことを聞くのかと皆さんに言われて、

それ以来町側とは打ち合わせとかはなるべくしないようにしているように聞こえるような発言

だったから、本当に僕は驚いた。というのは、町側とのパイプ役を誰がやるのですか、一般議

員がやるのですか。ここですよ。会社で例えると、大手の会社と話をしたり、喧嘩したりする

ときもたまにはあります。そういうときに社長が出て行ってやらないで、一般社員にやれと言

ってもできるわけもないし権限もないのです。この辺はやはり、議長、副議長きっちり考えて

やっていただかないと、きょうみたいなこのような疑義にもなりますし、私は個人的な見解と

しては、そういった役目を果たせられる場に、正式な町側との協議機関など設ける必要がない

と。このように私は思っております。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 協議機関という意味は、実務的な部分を詰めるということだった

のです。それは何かと言ったら、専決処分をどうするかというのを正副議長と町長と話をする

ということにはならないでしょう、現実的に。そのほうがいいと言われたらそうかもしれない

けれど、僕はそれは議会運営委員会のメンバーと副町長と担当課でやっても、別にそれは議長

があなたたちやりなさいと言ったらそれはそれで、僕はそういう実務者協議というのはやはり

必要な場合があるのです。だから、それを全部だめだとは言わないけれど、少なくても基本の

部分は、今委員長が言われたようにやってもらわないと困ります。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時４７分 

                                         

再開 午後１２時０６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、確認をいたします。今回の予算審査特別委員会に関しましては、従来どおり行う

ということで決定をいたしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

 それと、協議機関の設置に関しましては、いろいろ意見がございましたけれども、大渕副委

員長からは、専決処分の関係について、議長、副議長にお任せして、前もっての協議をしてい

ただくのはいかがかというご意見もございましたので、この協議機関設置に関しましては、次

回以降の議会運営委員会で議論を深めていきたいというふうに思っておりますので、皆様方そ

の辺のところの検討をお願いいたします。 
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◎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終了いたします。 

（午後１２時０７分） 


