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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 ６月 ２日（木曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午前１１時４７分 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．会派制のあり方について 

２．その他について（選挙公報発行の答申） 

         （農業委員の議会推薦） 

         （自治基本条例検証委員の推薦） 

         （政治倫理条例及び規則） 

                                         

○出席委員（６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 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 氏 家 裕 治 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 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００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） それでは、会派制のあり方についていろいろと各会派で協議してい

ただいていたと思いますし、また調査事項があげられてからも日数が結構たっていますので、

各会派で方針といいますか考え方をきちんと明確にされているものと思います。どちらからで

も結構でございますのでどうぞ。 

きょうは氏家委員が欠席ということでございますので、吉田委員外議員から会派としての意

見を伺い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。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。我々の会派は何度か議論をいたしまして会派制は存続

していくべきであろうという意見であります。法律的に無会派の方も会派として認めていると

いう規律もございますが、これはあくまでも政務調査費がある議会でございまして、政務調査

費の支給を受ける場合は１人会派の場合は政務調査費が受けられませんので法律的に１人会派

は認めるとこういうふうになっていて１人会派を認めていることであって、発言等々とは全く

関係なく法律的にはそうなっているというふうに私たちの会派では調査し、また検討をしてま

いりました。いろいろなことで私も調べさせていただいたのですが、福島町等の場合も白老町

と同じような形態を取っているということも確認をしました。そういう中で現在議会運営委員

会のメンバーがかなりの者が出るということであれば今後は議会運営委員のメンバーを減らす

ということは十分考えられますし、そこをきちんとやっていけばいいのではないかと。会派を

取らなかった場合、議会運営委員会が当然もたれます。その後議会運営委員会の決定事項を各

議員に徹底する場合は全員が集まって徹底しなければ、会派がない場合は徹底する手だてがな

くなりますので、改革をしても改革を例えば修正する場合でも議会運営委員会の中で議論した

ら１回１回全体会議を開いてそこの確認をし、次のステップにいくとなればものすごい日数と

会議の数になって今のような会議の形態では多分できないのではないかと私たちの会派はそう

いうふうに思っています。戻って議論をして持ってきてということと違いまして、例えば５人

の議会運営委員会のメンバーにしたとしましても、その５人が決めたことを徹底するためにま

た全員集まってそこで意見を聞いて、また議運で検討してまた下ろして、また検討してという

ことになりますと今のような形態で議会運営委員会が進むというふうには到底思えませんので、

くどかったですが私たちは会派制を続けていくべきだろうという意見であります。 

○委員長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。 

では、私どもの会派もこの件については何度か協議を行いました。ほかの町村で会派がない

ところもあるということで、この辺についてはどのようなやり方をしているのだろうかと一度

検証する機会は必要だなというふうにはうちの会派としては思ってございます。しかしながら
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今の白老町議会を取り巻く環境、やはり 11 年ほど前から議会改革に取り組んで先進的な議会改

革を行い、いろいろなところからも視察もきているこういう状況の中で、会議の日数、議運も

そうなのですがこれからやはり減らしていかなければならないなというふうには私どもの会派

は思っています。思ってはいますがいきなり昔のような 80 日、90 日の会議日数になるという

ことはあり得ないというふうに思っていますので、ほかの町村、議会改革が進んでいないとこ

ろと比べますとどうしてもうちの議会の場合は会議日数が相当多いと思います。その多さの中

で対応するには、やはり先ほどの共産党さんからの意見と同じような意見がうちの会派も出た

のですが、結局のところ意思の疎通を図るにしても一人一人 15 人の意見がなかなかまとめ切れ

なければ日数も相当なものにもなりますし、白老の議会の場合は今の状況の中ではやはり会派

制を存続するほうがデメリットよりもメリットのほうが大きいのではないかという意見にまと

まりました。当面やはり会派制を存続すべきであり、今後としましては機会を持って検証をし

ていくのはいいですが、今のところは会派制を維持すべきだというふうに考えてございます。 

それでは、公明党を代表して吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） うちも会派制は維持すべきというふうに考えております。うち

の会派も２人ですので、副議長という立場で出させていただいているので２人会派で議長、副

議長が出るということはいかがなものかということでありましたが、他市町村の状況を見まし

ても議長になったから会派を抜けているという状況ではありませんし、議長、副議長で全員の

立場に立って平等にということになればそれに反することがあればそれは指摘していただかな

ければならないというふうに考えますが、これは今後の会派制のあり方ですので今後また２人

会派で出るかどうかということはちょっとわかりませんが、それほど私は不都合はないという

ふうに考えております。これだけ白老町が議会改革をし、本当にやはりそれぞれの個性が豊か

でそれぞれの思いの中で話をしていったときに、やはり議運は議会の運営等にかかわることで

すし、会派の中で意見が合わないということもあったりするという政党はうまくいくかもしれ

ないけどという話もありましたが、全員意見が合わなくても何とか会派ごと意見が違っても合

議制で意見を集約してなるべく近寄っていって１つのものの結論を出してきたというのは、や

はり会派制があって会派で議論をしてそれを持ってまた持ち帰ってというそういう繰り返しが

あって割と改革が進んできたのではないかなというふうに考えておりますので、今後もやはり

新しい体制になったとしてもそういう会派のあり方をきちんとしていくことで議会運営をスム

ーズに進めていくことが私はできるのではないかなというふうに考え、うちの会派はそのよう

に考えております。無会派の方の話は先ほどの政務調査費の話がありましたが、やはり今まで

も無会派の方はいらっしゃいましたがきちんと今回は議運等に出ていらっしゃいますが、そう

いうことではきちんと伝えていく場も必ずつくれるというふうに考えておりますので、会派は

維持すべきというふうに考えています。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、今いらっしゃいましたが、今会派制について時間も経過

した中で、各会派で随分議論する時間があったと思いますのでそれぞれの考え方をまとめてお

話をいただきました。 
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清風さんか新政さんかお願いしたいのですが。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私ども前回から何回も言っていますように会派制は取るべ

きであるというふうに心得ております。今吉田委員外議員もおっしゃったように、さまざまな

問題はやはり会派の中で一応検討もできますし、そういうことでもってできますので会派制は

引き続き取るべきであるというふうにとらえております。 

○委員長（山本浩平君） それでは、清風クラブさん、意見を伺いたいと思います。及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私どもが提案させていただいた案件なのですが、当

初から申し上げているように 22 名の定数であった議会が 20 名になり 16 名になりした中で、こ

の議会運営委員会が確かに議会運営の効率性からいいますと間違いなく会派制度はあったほう

がいいでしょう。これは私たちもそのとおりだと思います。しかしながらその中で、おっしゃ

った方もおられましたが 16 名に既になった中でこのことが何も疑問に思われないほうが、例え

ば無会派の方がずっとうちの議会の中でいるのです。毎回無会派の方がいるわけです。その方々

の意志がまずこの議会運営委員会の中では委員長の判断で十分だという考えもあるかもしれま

せんが、発言は十分していたという部分はあるのですが、まずこの部分が１つある。 

もう１つは、効率性を言っているのですが、効率性をいうのであればここで今議会運営委員

会に出席する無会派を含めた中で 11 名の方、既にそのくらいの方々が入っているわけです。現

在は 15 名ですから、そうしますと４名の方しか会議の中に入っていないのが効率性と言えるの

かなと。ましてや例えば副議長の会派であれば２人ともすべて入っているわけです。そういう

中で本当に正副議長といえば、当然 16 人の中のトップなわけですから中立性を私は十分取って

議会を運営してきたとは思っていますが、そういう部分からいきますと非常に疑問が残るとい

うことが１つあります。 

それからもう１つ、この会議の中でも発言されている議員がおられますが、必ず会派に入ら

なければいけないという、２名であっても会派をつくらなければいけない今の議会が、それが

本当の姿なのかなと私は常に疑問に思うのです。効率性、効率性と皆さんおっしゃっています

が、今会派があるから何も疑問に思わないことだと思うのですが、会派のない議会はたくさん

あるはずなのです。そこの状況も何も検証しないで効率性だけを追って本当に議会の本来の姿

なのですかと。私は非常に疑問に思うところなのです。会派を持たない議会というのはたくさ

んありますよね。そこの非常にいい部分もあると私は思うのです。そこの検証も何も。今委員

長が検証はやはり会派の持たない議会の調査もすべきではないかというような発言をしました

よね。私も全くそのとおりだと思います。そこでいろいろな状況がわかって初めて、会派を持

ったほうがいいとか持たなくてもやっていけるという話になるのであって、改革と言っていな

がら、確かに会派制度を設けたのはうちの議会は歴史としては古くはないはずなのですが、そ

れ以前の状況も踏まえての検証をする。そしてまた会派制度を持たない議会の状況もきちんと

把握した中でする、しない、今後もやりますなどということを決めていかないと、改革という

ここで議論だけして、次もまた会派制度を今後も続けていくということであれば私は非常にま

ずいのではないかというふうに思います。 
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それからもう１つは、確かにこの改革の中で定数もかかわっておりますが、16 名になった時

点で３つあった常任委員会を、現在３つなのですが２つにしまして、議会本来の町民と直接的

なかかわりをもつ広報広聴常任委員会を設置して３つにしました。この部分での広報広聴常任

委員会は全体の中で決めたことですから何もどうのこうのではないのです。ないのですが、そ

の時点から広報広聴には重複して全員が所属しているわけです。そうであるのですが、広報広

聴常任委員会というのは小委員会と常任委員会がありますよね。そうしますとそういう部分で

は小委員会に所属していない委員はオブザーブという形になるのですよね。何を申し上げたい

かといえば、議会運営委員会は無会派の議員も招集を受けるわけです。案内が来ますよね。と

ころが現実に発言は制限をやはり受けているわけです。制限を間違いなく受けていますよね。

私も委員長の経験がありますが、十分な議論をする中で無会派の委員にも発言を求めて自由に

できるという形にしているのです。しているのですが、このあたりがどう考えてもやはり制限

があるわけです。挙手して委員会の中ですぐ自由に発言ができるかといいましたらやはりそう

いう状況にはならないというのが。私はそういうふうにずっと思っているのです。ですからこ

のあたりのやはり改革をしていかないとなかなか。本来せっかく議員となって、議会運営の問

題の中でもやはりきちんとした委員として発言できるような体制をつくっていくべきだという

のがうちの会派としての意見なのです。 

○委員長（山本浩平君） そのために会派制は撤廃すべきだということですか、結論としては。 

○委員（及川 保君） はい。 

○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。私は本当に今及川委員が言われたことはよく理解でき

ます。私も議会というところはそういう多くの人が発言すべきと。しかし私はルールというの

はきちんとあるというふうに考えているのです。ですから本来、招集されますが委員外議員と

して招集されているのです。委員として招集されているのではないのです。そこが１つと。 

なぜ無会派の方がそうなるのかということ、ここが大切なのです。正確にしないとだめなの

はそれをしないと今及川委員が言われたような、私もそう思っている部分もあるのですが、そ

ういうふうになるのです。それは及川委員のところは一番よくわかると思うのですが、会派会

議を何度も開きますよね、一致できないことがありますよね、それで何回も何回も開く、とこ

ろが無会派の人は自分１人の考えですべて自由になるのです。会派会議は一切いりません。自

分の自由に投票も、例えば意見書の意思決定も例えば清風さんはなかなか１回で一致しなくて

３回も４回も５回もやりますよね。ですが無会派の方はそういう縛られることは何もないので

す。自由なのです。自分の意志ですべてできるのです。ですから本来からいいましたら無会派

の方は委員外議員でも呼ばなくてもいいのです。ですから自分の意志で全部できるのです。例

えばうちの会派だって政党ですがたくさん違う意見というのもあるのです。たくさんあります。

それを調整するために一生懸命やるわけです。ですが１人の方の場合はどうなるかといいまし

たら自分の意志で何でもできるのです。そういう自由があるのです。会派は自由がないのです。

自由という表現はおかしいかもしれませんが、そういう議論をして合意を得ていく場所なので
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す。ですから無会派の方は非常に自由に自分のすべてを出し切れると、会派の場合は会派で意

思統一していきますからそうはならないのです。ですから勢旗さんがそういうふうに言ってい

るのですが、無会派の方はどこの会派にも所属しない議会活動を選択するという自由は認めら

れていると。ですから議会運営委員会や特別委員会への割り振りはないのが当たり前なのです

と。いいとか悪いとかは別です。私が言っているのは、正確に無会派と会派の人の違いという

のは、私が今まで言ってこなかったのはなぜかといいますと、なるべく多くの人が参加して議

論するべきですし無会派の意見、１人会派の意見も聞くべきだという考えですから。ですから

今までそのようなことを言ってこなかったのです。ですがこういう議論になったときに無会派

の人と会派の所属している人の違いがどこにあるのか、単なる権利だけの問題なのかといいま

したらそうではないのです。ここのところは、私はこの中できちんとテープを取っていれば残

しておくべきことだろうと。 

もう１つ。これは福島町の場合ですが、福島町議会の現状をとらえる場合は、まず議論の活

性化を図ることを優先して委員外議員を議運に出席できます」としています。「基本的には自由

な発言を許す規定になっているが、運用としては委員の発言がすべて終わった後に発言を許し

ていると。これは福島町の事務局です。許していると。また、委員会室への入室に制限がある

ことから委員外議員の出席にあっては事前に申し出の上調整を図っていると。これが福島町議

会の事務局のやっている中身です。ですから私は白老のやっていることと福島町のやっている

ことは全く同じだと思っています。それを福島町は何と表現しているのかといいましたら、委

員外議員の方は来て自由に発言できますよというふうに表現しているとこういうことなのです。

何度も繰り返しますが、委員外議員の方は発言してはいけないとはそのようなことは全然思っ

ていません。ですがそこは会派に属しているのと無会派の方との違いを議会運営委員会のメン

バーがきちんと理解した上で今議論していかないとだめなので、特に無会派の人は自由がある、

会派の場合はそこで議論をして何回も、うちははっきり言えば１週間に１回会派会議をやって

います。そういうふうに会派の中で意思統一をしてここに臨むというふうにしているわけです。

ところが無会派の方は自分の意見だけで幾らでも言えるわけですから自由なのです。自分の意

見だけをストレートに言えばそれで済むということなのです。ですから無会派を選ぶ自由があ

るのです。無会派を選ぶというのは自由に無会派の方が選んでいるということなのです。会派

を形成しているのはその会派の中で議論して意見が一致しない場合もありますし、そこは何度

も何度も議論して意見を一致させていくと。これが議会の民主的なルールですし議会運営委員

会のルールだと私は理解しています。そういう上に立って発言をしていますのでそこだけはひ

とつきちんとしておきたいなと。これは勢旗事務局長に聞いていただいてもどこの事務局長に

聞いていただいても全然問題ありませんし、そういうことで私は理解して会派制については発

言をしておりますのでその点についてだけは。ただそのことによって発言してはだめですとか

そういうふうには私は全く思っていません。先ほど及川委員が言われたように広報広聴常任委

員会の場合は委員外議員として招集されませんから小委員会の中では発言できないのです。傍

聴でしか出られないのです。ですがここは委員外議員で招集するから発言できるのです。そこ
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の違いもはっきりあるのです。私が例えば広報広聴小委員会に行きまして発言することはでき

ないのです。ですからそういう違いをきちんと理解した上で議論していかないとだめだと思い

ます。ほかのところでどうやって運営しているのかということを検証するべきだという山本委

員長と及川委員の発言はそのとおりですから、私はそういうことはやる中でやっていったほう

がいいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今共産党の大渕委員のご意見の中で、無会派は１人で行動を行ってい

るため意見調整が必要ないと、ですから自由にできるという発言がありましたが、私はですか

ら自由に無会派を選んだというふうにだけは受け取ってほしくないと思います。私も過去にお

いて無会派でしたが、そのときは私が好んで無会派になったわけではなく、どこかの会派に入

れてくださいとお願いしましたが結局はどこにも入れていただけなくて無会派になりました。

それは自由に自分が選んだというふうに理解されたら私は非常に困ります。やはり自由に無会

派になったのではなく、仕方なく無会派でいなくてはならない現状というのもあります。です

からあくまでも無会派を自由に選んだのですと、自由なのですというふうにだけはぜひその辺

は誤解しないでいただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今の関係ですね、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 反論するつもりは全くありませんが、政治的にいったらそういう

ふうには全くなりません。ここは仲良しクラブではないのです。町民の皆さんから信任を得て

選ばれているのです。入れてくれるとか入れてくれない、入りたいけど入れるところがなかっ

たなどそういうレベルの話ではございませんから。政治家としてきちんとやっていくというこ

とはそういうことではございませんので。私は熊谷議員も前田議員も自由なそういう立場を選

んだという認識です。それは入れてくれるとか入れてくれないなどという、そういう話ではな

いのです。そこだけははっきり言っておきます。そうでなければ議事録に残りますから。きち

んとしておかなければなりません。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私たち町議会議員というのは政党名で立候補したわけでもなく、むし

ろ一人一人、個人個人ほとんどの方が無所属という形で立候補していますので、町議会議員と

してはむしろ政党として票をいただいたというよりは議員一人一人、個人個人の立場で立候補

し、なおかつ町民の方々も個人個人の議員に対して票を入れてくださっていると私はそう思っ

ておりますので、議会活動においても政党に縛られることなく、会派に縛られることなく個々

の議員の立場で議会活動ができるのがベストだとそういうふうに思っております。ですから先

ほど言いました意見というのもそういう思いの中から言わせていただいております。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の西田委員の言われるとおりです。そのとおりですから無会派

の方は無会派を選んでいらっしゃるのです。そういうことなのです。今の西田委員のそのとお

りです。ですから無会派の方は無会派を選んでいるということなのです。私が言っている意味
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はそういうことですから。全く私は西田委員の意見と同じですから。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今の議論は別としまして、委員長、こういう会議の中で今熊谷議員は

欠席ですが前田議員は出席していますよね。こういう中で福島町は先ほど副委員長がおっしゃ

っていました調査してみますと全体の会議の中できちんと挙手をしているのか委員長が示すの

かそれはわかりません。やはり自由に議会運営委員会に出席している組織が、出席している以

上はやはり自由に意見を言わせる状況をつくってやるべきです。私は無会派の経験を１期４年

間やっていますからそれは私の意志でやったのです。皆さんから誘われた会派がいっぱいあり

ました。何件かありました。ですが私は１期１人でやってみるとこういう自分の意志で無会派

をやっていますからそれは全然私の時代の話は全く関係ないのですが、やはりこういう委員外

議員として出席しているわけですから、それは委員として議会運営上のまた直接町民にかかわ

らない議会の中の例えば改革ですとかそういうときには、ほとんどそれなのですが委員として

発言させるべきです。してもらうべきです。それが白老町のルールにはないわけですから。そ

ういうふうになっていないのですからそうするような状況をつくってやればいいのではないで

すか。そういう努力をすべきだと私は思うのです。それがルールですからと言えばそれがあた

かも法律のような感じで破っては絶対いけないような感じに私は受け取れるわけです。改革を

いうのであれば今までやってきたものをよしとするのではなくて、そこを工夫して何かやりま

しょう。そのことがなかなか打破できませんのでいつまでも。それで納得してくださいという

のであれば今までやってきているのですからそれはそれでいいのですが、それでは改革の意味

がないのではないでしょうか。私はそう思います。皆さん大勢がそういう意見ですからそうい

きましょうではなく、そうであれば発言も何もする必要がなくなってしまします。大勢でこれ

からずっといくというのであれば提案もする人も何もなくなってしまします。疑問に思いませ

んか、皆さん。例えば今たまたま２人ですが、これが５人や６人になってごらんなさい。皆さ

んどうするのですか。どうしますか、そう思いませんか。本当におかしいなと思うのです。私

など会派を解散しましょうと去年まで思っていたのです。それでは皆さんどうやっていくので

すか。皆さんの中だけで自由にやっていきますか。やっていくのであればそれはそれでいいで

す。勝手に物事を決めてやっていけばいいのです。副委員長、首をかしげていますが会派を持

っていればその状況だって出てくるのですよ。あなたたちはそういう状況に絶対ならないと思

いますか。なり得ないのではないですか。政党である皆さんが解散しましたら民主党や自民党

になったなどとなりますか。それはやはり同じ議会活動をしていくわけですよね。そういう政

党を持たれている方々とちょっと違うのです。我々は、政党はあっての考え方としては全く一

緒で進んでいくという状況ではないのです。そこには会派であってもいろいろなことがあるの

です。それは一人一人及川なら及川のこうやります。４年間こういうことで頑張ります。とい

うことで町民に訴えて頑張ってきているわけですから。一人一人の議員です。それが一緒くた

に議会の効率性を図るためにやっているというのは皆さんわかっていることなのです。わかっ

ていることなのですが、必ずそれに一致して行動させるという状況には、私はどうもおかしい
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と思うのです。ですからわたしのことでいうのであれば、昔、前によく言われました。同じ会

派でありながらどうして本会議の中で意見が分かれているのですかというある委員に言われた

ことが何人もいます。私はそれはおかしいという思いでいましたから当時から自分の意志でこ

のことについてはやりましょうと、意見が分かれれば個々の判断でいきましょうと、こうやっ

て私はやってきているのです。皆さんはどうか知りませんがそういう対応をしてきているので

す。常に私はおかしいと思っているのがそこなのです。この会派制というのは何なのかとずっ

と疑問に思いながら・・・。いいところも確かにあるのは認めます。そのとおりです。皆さん

のおっしゃっていることは間違っていません。全くそのとおりですが、そうでない場合もいっ

ぱいあるのです。そこがあるものですからここで全体がそうですから、また次もいけばいいの

ではないですかという、そこに改革の何もないなと私は思えてならないのです。何か１つでも

２つでも打ち合っていけることが私は改革ではないかなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 及川委員の言っていることはよくわかるのですが、それはあくまでも

自分たちのことであって我々には全く関係のないことなのです。我々は我々として我々のこと

をやっていくということですから、それを長々と聞かされてもこちらは迷惑するだけのことで、

やはり必要か必要ではないかということだけを私は聞きたかったのです。必要か必要ではない

かということだけを聞きたかったと。ですから会派制はいらないと。ですから私たちは今まで

どおり会派制でいきたいということで私はいいのかというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 近藤委員からそういうふうに言われれば、会派制は検証した上でなく

すべきだと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） いいですか。検証という意味なのです。会派の考え方ですが、うち

も人数が少なくなってきていますから人数も 15 人になりましたのでこれはやはり 22 人のとき

や 20 人のときと違いますからよそはどうなっているのかなという検証をすべきだなというふ

うに同じ考え方なのですが、ただ、今６月です。この改選前にそれを検証して議論を深めて会

派制をなくすとか何とかですとかという考えはうちの会派はないです。あくまでも改選後に引

き続き検証するのであれば検証してもいいのかなという考えです。今現在においてはなくす必

要はないという考えなのです。将来に向けて人数が 15 人になったわけですから継続的な考え方

の中で検証も必要なのかなと。 

それから、先ほど共産党から冒頭出たように今の議会運営委員会の人数が相当数の全議員の

パーセントを占める、そうであればこれは見直すべきだというふうに全く同じ考えです。 

それともう一点、委員外議員の権利的な話もされました。うちの議会のルールに基づいて発

言は自由に発言させていただきたいということであれば発言は認めてきています。前議会運営

委員会も認めてきていますし、私もそのような方法でやっています。ただ議決権に関しまして

はないという中でのルール上のことでございますからこれは遵守して今までも言っていますし

それをまた変えるとなりますとこれはまた別の議論になると思います。難しいのかなとちょっ
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と私個人的には思っております。 

それともう一点、無会派の方の権利だけを主張されますが、例を出して言います、きょうも

熊谷議員は委員外議員で欠席ですが、連絡があるときとないときがあります。ほとんど連絡の

ないときのほうが多いように私は思っています。それではそういう状況の中で委員外議員の方

に１日あったことを全部資料や何やら議論をしたものをまとめて議長がそういう連絡もない議

員に伝達しなければならないのか。私はそのようなことにはならないと思います。ですから日

頃の議員活動も大いに関係してくると思いますので、それをすべていわゆる委員外議員の権利

を認めてほしいと言いましても私はそういうふうに果たしてなるのかなというふうに思います。 

前田委員外議員何かございましたらどうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私は５月 11 日のときに会派のあり方を言っていますので。そう

いう形でこういう部分で議論していただきたいということを言っていますので、きょう聞きま

したら多分参考に議論されてきたかどうか別としまして結論が出ましたので私は前回と変わっ

た意見を持っていませんので特に云々になりませんと思います。ただ、いろいろと今議論され

ていますが、今はこうですが無会派は逆に 15 人であっても政策集団ですから、及川委員も言い

ましたが、政党の人が例えどんな議論をしましても方向性が見えますが、会派をつくるときに

最初にその人たちがまちづくり施策があるかどうかで会派をつくってくるはずなのです。そう

すると当然妥協の産物は別にしておいて、純粋に考えましたら合わなかった場合皆さん無会派

になってしまうのです。多く無会派になった場合にどういう運営をするかということです。そ

うすると少人数の個々の意見が 10 だからどうですかという議論を抜きにしましてそういう部

分をどうするかという弊害はありますし、また逆にいえば大会派になったときにそれが全部方

向性が多数決の原則で今このような形で会派の人たちの意見の中でいきますと大きな会派が過

去にもありましたが、できたときにそれでは小さな会派の人たちの意見がどうなるかという部

分も当然出てくるのです。やはり私は無会派ですから権利を主張しているとかではなく本当に

どうあるべきかということを考えているのです。ですから議場でやるのは個々の議員が自分の

意志でやるからいいですが、ここはほとんど議会の内部のことを議会はどうあるべきかと議論

しているのです。そうしますと無会派でも何であろうと議員の考え方をまとめるべきだと思い

ます。ですから私は一度に変えることはないですが、やはり既成概念をどう打破するのかとい

う議論をもっていって、それではこの問題が一番弊害あるなと一歩一歩行かなければ、こうこ

うだからもういいですという話にはならないと思うのです。そして 15 人になって今度改選にな

ったときに政党の人ははっきり言っていいと思います。大渕委員も過去に、１人になった人を

引っ張ると言いましたからそれはそれでいいと思います。ですがそれ以外の人たちは会派がで

きるかどうかわからないのです。多くの人が出る可能性もあると思います。そのときに議会運

営がどうなっていくのかと、先ほど言っていたように周知ですとかそういう部分をもっと私は

議論していく必要があるのかなと思っています。私の考え方は５月 11 日に言っていますのでそ

れ以上言いませんがちょっとそう思いました。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１０時５０分 

                                         

再開 午前１１時０７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。 

いろいろ議論が出ましたが、ちょっと私のほうから提案させていただきたいと思います。こ

れをずっとやっても結論としてはおそらくそれぞれ各会派の主張は変わらないと思います。そ

の他の次の項目に入りますと例えば選挙公報については４対１ということで大方の人たちが賛

成だったということで決定しました。この会派制については実は第３次議会改革の中での項目

でございます。ここで多数決で決めてしまいましたらずっと会派制を維持すべきだという話に

なってしまいますから、第３次議会改革は平成 20 年から 25 年までが第３次議会改革の期間で

ございます。そういった中で平成 25 年までまだございますから継続審議というような形の中で

行ってはいかがかと。それか多数決で決めてしまうのであれば多数決で今回決まってしまいま

す。会派制を維持すべきだという方向で決まってしまいますので、継続審議というような形の

取り扱いをしてはいかがでしょうかという提案ですが、いかがでしょうか。ですから当然改選

までに関しては今現在の流れのままで会派制は維持していくということでございますが、拮抗

している状況ではございませんのでこれは４対１という形になりますから。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） そういうことであれば、今後会派制度のあり方については議論してい

くということであればわかりました。ですが、次期に向けて何かの改革ができないか皆さんに

お諮りしたいと思います。先ほどから出ている発言の方法ですとかそのあたり何かあればいい

かなと思うのですが、何もなしで結局同じ状況で議論といいましてもいつもここで議論するわ

けにはいかないわけですから、また時期を見て。来期の話になるか、多分なるのでしょう。ち

ょっと会派に持ち帰って話をしなければわかりません。 

○委員長（山本浩平君） もしこういうことを改革してもらいたいというような具体的なこと

が上げられればその中で議論はできると思うのです。あとは事務局のほうにお願いすることに

なりますが、少人数での議会構成の中で会派制を持たないところはどのようなやり方をしてい

るかというようなことを事務局のほうでちょっと調べていただく、あるいは議会運営委員会の

中で研修に行くのも一つです。そういうところが多いのですから。そういった形の中で検証す

ることについては別に問題ないと思います。 

それともう１つは、議会運営委員会の構成人数のことも言及されておりましたので、これに

関しては２つの会派、うちも共産党さんも賛同していますし、よそには聞いていませんがこれ

は多分多く反対するところはないのかなというふうには思います。これは検討できるのではな

いでしょうか。そういう形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） それでは、平成 25 年までの継続審議というような形の中でいろいろ

細かいところは検討していくということで次にまいりたいというふうに思います。 



 12 

２番目、その他について。(１)選挙公報発行についてでございます。資料１がございます。

事務局長のほうから説明願います。 

○事務局長（千石講平君） 選挙公報発行につきましては、前回５月 11 日開催の議運の中で一

応の結論が出てございます。３月２日に議長のほうから諮問がありましたのできょうこの場で

答申の案を議論、検討をいただきたいということで案を添付してございます。読み上げます。 

選挙公報について（答申） 

平成 23 年３月２日、本委員会に対して諮問を受けた選挙公報発行について下記のとおり答

申する。 

 このたび、議長諮問を受けて本委員会で３回にわたり一定の結論を導くための議論を行って

きたところである。 

 白老町にとって初めて導入する公職選挙法第 172 条の２による任意性選挙公報発行について

は、全町民に周知が図れること及び新旧候補者の機会の公平性の確保の上からも有意であり、

発行すべきであると判断したところである。 

 しかしながら、町長町議選挙に係る選挙公報発行については、告示日から選挙日までの日数

が短く、事務処理の負担増による支障も懸念されることから、業務緩和に向けた事務体制を求

めるなど必要な処置を議長としてとられますよう答申いたします。 

という内容でございます。 

○委員長（山本浩平君） このような答申内容なのですが、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） では、このような内容で議会運営委員会から議長に答申をさせてい

ただきたいと思います。 

次に入ります。(２)、農業委員の議会推薦についてでございます。事務局長説明願います。 

○事務局長（千石講平君） 農業委員会委員の推薦につきましては、議会推薦の委員について

推薦の依頼があったものでございます。資料２のとおり現在議会推薦議員の委員、次のページ

に記載のとおり３名推薦してございます。任期を迎えるに当たって引き続き推薦をお願いした

いという依頼がございましたのでその取り扱いについてお諮りしたいということでございます。 

○委員長（山本浩平君） まず、質問がございましたらどうぞ。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 質問ではないのですが、農業委員に関しては今の白老町議会の任期か

らいきますと非常にずっとこれが続く状況にあるのです。３年なのですがそこで切れて、それ

では新たな農業委員を選ぶということになりますと任期は間違いなく３カ月、これは本当にこ

のやり方でやむを得ないのでしょうが会派で議論をしていませんから私の代表としての考えな

のですが、前回もそうだったと思うのですが、10 月まで現体制で維持するしか方法がないので

はないかなと思っているのですが、どうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） それでは、事務局案というのがございますので事務局案を発表して

ください。 
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○事務局長（千石講平君） ただいま及川委員がおっしゃられたとおり改選を控えてというこ

ともありまして、先例を参考いたしますと再任という形で 11 月８日までお願いするという形で、

11 月８日に任期満了となりませんので辞任という形で申し合わせていただければというよう

な取り扱いになろうかと思います。ただ一般の方も推薦してございますので議会議員に限って

の取り扱いになろうかと思います。 

○委員長（山本浩平君） そのような取り扱いを先例で行っているということでございますの

で、異論がなければそのようにさせていただきたいので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） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 農業委員会に農業委員として派遣されているわけですが、本来の農

業委員会の役割というのは一体何なのかというのが時々感じるのです。ほとんどが砂利の種目

変更で、もっともっとやはり農業委員会としてやるべきことがたくさんあるのではないのかな

と時々いろいろな提案をするのですが、それがどういう形で受け取られているのかといいます

と、今までそれがないという状況で、ですから果たして本当に議会から農業委員会に派遣され

る意義があるのかどうかということさえも私は考えることがあるのです。これが農業委員の仕

事なのかというとちょっと違うなというのが、例えば TPP の問題が出たときに議会がいち早く

反対表明をしましたよね、その後に農業委員会を開いたときにほかの委員に説明はしたのです

がそれに対しての確たるお返事もなければ農業委員会としての方向性も見えてこないという部

分がありまして、ただ議会から派遣されていてこの仕事だけをして町民の皆様の税金をいただ

いていいのかなというふうに私は非常に考えました。 

○委員長（山本浩平君） ちょっときょうの議事とは違いますので参考意見としては伺ってお

きたいと思いますし、またこの点についてどこでどういう議論をしてという形になるのでしょ

うか。参考までに大渕副委員長どうですか。ベテランの大渕副委員長にお尋ねしたいのですが。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私も農業委員会を１期やらせていただいたのですが、及川委員と

一緒にやりました。結果的にはやはり委員会の中で発言をするしかないかなというのが結論で

す。やはり今土屋委員が言われたようなことであれば私も報告は聞いているのですが、中でや

はり議員の２人がまとまって意見を述べていくと。だからといって我々農業者ではないですか

らそれはやはり農業にかかわることで発言するのはなかなか大変だと思うのです。勉強もして

もなかなか実態が違いますから私はやはり中で発言していくしかないかなと。一緒にやった及

川委員がどう思うかちょっと言ってください。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 今副委員長がおっしゃったように実は一緒に務めさせていただきまし

た。ただ派遣ということはちょっと違うと思うのです。やはり派遣ではなく選ばれているわけ

ですから、その思いがあれば十分委員会の中でも通用するのではないかと私は思っています。

努力は私たちもしましたがなかなか思うような状況にはならなかったということでした。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 
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○委員（西田祐子君） 私は農業委員をさせていただきまして行かせていただいた中で、安愚

楽牧場さんが見えたときにやはり地元町内会と公害防止協定を組むべきではないかという意見

が農業委員会の中から出まして、私それに賛成いたしまして町内会の方々ですとかまた農業者、

日本製紙と公害防止協定を結ぶきっかけとなったわけなのですが、議会から行ったときには、

そういう大きなことに議員として本当に何が必要なのかということをきちんと賛成したり意見

を言ったりすることが重大なのではないかなと。ただ砂利の採取も個人の財産の問題ですし土

地を処分するということも本当に個人の財産ですからそのことを農業委員会がやっているのだ

ということを常に自覚してやっていけるような考え方を持っていけば議員としての、農業委員

としての役割というのが果たしていけるのかなと私は思っています。ですから変な言い方かも

しれませんが、議会は合議制ですが農業委員は合議制ではなく全員一致みたいなところがある

のです。結局は人の財産を砂利採取という形で許可するわけですからそういうところの違いは

ありましたが、議員としてもそういうところには最低限いてもいいのかなという印象は、私は

感じております。 

○委員長（山本浩平君） いろいろと参考になる意見を土屋委員、西田委員、皆さんからもい

ただきましたので、いろいろと検討課題はあるというようなことは認識できました。ただきょ

うの議題はそういうことではございませんので、先ほどの先例に従って行うということでおさ

めたいと思います。 

続きまして、(３)自治基本条例検証委員の推薦についてでございます。これも事務局長のほ

うから説明をお願いします。資料は３でございます。 

○事務局長（千石講平君） 資料３をご覧いただきたいと思います。５月 23 日付けで町長のほ

うから白老町自治基本条例検証委員会に委員として推薦を願いたいということでの依頼がござ

いました。内容につきましては、前回の自治基本条例の中で議会として参加している部分がご

ざいます。これについての検証という形になります。時期的には本年６月から 12 月までという

期間を想定されてございます。ちなみに前回の取り扱いについてですが、特別委員会を設置い

たしましてその特別委員会の中で小委員会が設けられ、正副委員長が委員として参加している

というような取り扱いになってございます。今回については見直しといいますか検証という部

分がございましたので、議長のほうとも相談いたしまして今回の議運のほうでこの推薦の仕方

についてお諮りしたいということで提案させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） 事務局長のほうから説明をいただきました。どのように取り扱った

らよろしいでしょうか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ちょっと確認をしたいのですが、報道ではパブリック

コメント条例と住民投票条例でしたか、何かこれ以外に２つ議論するとたしかなっていたと思

うのですが、それの議論もここでするのかどうかわかりますか。何を言いたいかといいますと

ほかの部分は、自治基本条例の検証の部分は議会が入ってやるのは前回も経緯がありますから

それはいいと思うのですが、パブリックコメント条例やもう１つの条例の審議をするというこ
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とは我々が各審議会、委員会等々に出席しないというふうになっていますからそこら辺でいい

ますとどういうことになるのかなというちょっと疑問があるのですが、そこはすみ分けされて

いるのでしょうか 

○委員長（山本浩平君） 事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 今回向こうのほうから出された文章についてはこの項目のみの委

員の推薦ということですので、パブリックコメント云々というところには触れてございません。

またこの基本条例につきましては当然議会にかかわる部分のみということで他の項目に及んで

は、今後議会の場で議論という形になりますのであくまでも議会のかかわりということの限定

という形での参加かなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 内容はわかりました。私のほうから提案をさせていただきたいのは、

大変ご苦労されて政策研究会立ち上がりまして、そこで非常に有意な検証をされているという

ふうに私は認識しているのです。そうであるならば議会側としては既に立ち上げて精力的に進

められている状況にありますから、この政策研究会の委員が町の今検証するという自治基本条

例検証ということであれば、その政策研究会の座長、副座長になるかどうかわかりませんが、

その状況の中で選ばれてはいかがでしょうかというのが私の意見です。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。ただいま及川委員がおっしゃいましたが、私もその４人の

メンバーですが、大変ご苦労されております４名の座長と副座長、大変ご足労ですが半年間頑

張っていただきたいなとこのように思います。 

○委員長（山本浩平君） では、私の会派では何も相談していませんから個人的な意見ですが、

前回特別委員会をつくってそこの正副だったということですが、このときは自治基本条例その

ものをつくるときだったというふうに思います。もう自治基本条例ができ上がっていますので、

政策研究会これは任意といいますか、入っていない方々もいらっしゃいます。ですからその中

で座長、副座長が出られるのかどうなのかというのはその中で決めていただいて、座長、副座

長とかというよりも、もし特別委員会のほうでせっかく研究されてやられているわけですから

その委員会に入っていない方よりも入られている方のほうが精通していると思いますので、そ

の中で選出をさせていただくというのがよろしいのかなというふうにうちとしてはそのように

考えました。 

では、共産党さんいかがでしょうか。これは議運ですので公明党さんからも意見を伺います。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言うのも何か変ですが、今議論していますからそういうことでい

えば今山本委員長が言われたような形がいいのかなというふうには思います。 

○委員長（山本浩平君） 公明党を代表して吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 私もきょう出されましたので氏家委員とも何も相談していませ

んが、氏家委員も４人の政策研究会のメンバーですしかなりいろいろなことでは聞いています。

そういう検証はしやすいだろうと、どういったところが問題かということも課題として上げて
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いると思いますので、この４人の中から私は座長、副座長に限らず４人の中で選ばれたらいい

のではないかと思っていたのですが。座長、副座長でも構いません。それは政策研究会のメン

バーの中で出していただければというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 各会派のご意見はそのようなことでございますが、そういった形で

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） 前田委員外議員、特にありますか。前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 委員の推薦する方法は何も異論はありませんが、その前段で自

治基本条例といいましたらこの前も言っていましたか町民、町の憲法と言っていましたよね。

これは多分一部条例が改正になるのです。それに今度議会が議決をしなければいけないのです。

その部分に議会がかかわっていていいのかどうかという、当初つくるときについては白紙から

ですが、今回の部分、今大渕副委員長も話していましたがパブリックコメントと第５次の総合

計画がこの前の全員協議会のときは合わさっているのです。その辺を整理してどれに特化する

かということをやっていかなければ、それが委員２名行ったことによってこの検証委員会の方

向性がすべて議会の意志ですということになる可能性も。こういう文章が出てくるということ

は、含みもなきにしもあらずと思いますが、その辺をきちんと整理していかないと議会の立場

も今後どうなるのかなと思います。いろいろと条例が上がってきたときに議論すると思います

が、そのときに議会の委員が加わったときにどうなのかなという基本的な部分というのはやは

り整理していかないとどうかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今前田委員外議員から出ましたが、この点について皆さんどうです

か。要は議決事件に関与するということになるわけです。この点について何か問題があるのか

ないのか。この辺について皆さんと議論したいのですが、いかがでしょうか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今前田委員外議員が言われたことは当然のことだと私も思います。

前回は特別委員会があって小委員会がありますから報告する機能というのがきちんとあったわ

けです。今回はそれがない状況ですよね、そうなりますと当然事務局長が今お話されたように

議会の条項部分に特化して我々は参加するというふうにしかならないと思います。それ以外の

ことでよい悪いの判断を審議会の委員がするというふうにならないと思います。ただ議、会の

部分も当然それはいろいろな形で出ますので、ですからそれは何らかの形、例えば我々が全員

協議会を開く。申し入れすれば開くということはできるのですが、要するに審議会に政策研究

会のどなたか選ばれるのはわかりませんが、その２人が選ばれた場合、議会の条例を変えると

きは何らかの手段を通じて全員の皆さんに周知徹底しながらやると、これはあくまでも議会の

部分だけというふうにしないとそのような全部などと我々自身、政策研究会のメンバーが全部

請け負ってできるわけがありませんから、そこはそこで特化してそういう形でやるしかないの

かなというふうに先ほどの事務局長の意見では私はそういうふうに受けとめたのです。前田委

員外議員の言われることは当然ですからそこはきちんとやっておかないとだめだと思います。 
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○委員長（山本浩平君） そういう認識ですね、千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 当然これを受けるときにどのようなポジションになるかというこ

とは確認しています。うちのほうで委員として推薦する場合については、議会にかかわる部分

のみという形でとらえていいかということで一応担当のほうには話してございますので、他の

ほうの審議に影響を及ぼさないような形でまた確認させていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） そのような形で参加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） 前田委員外議員どうぞ。発言を認めます。 

○委員外委員（前田博之君） 話はわかりました。ただ、委員長の言葉でここで公にきちんと

会議録に。委員長として公にという形で再度委員長のほうから皆さんに確認ということで事務

局長の言葉でなく言っていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議会の関係する部分だけ協議を行うための委員として入るというこ

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） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。政策研究会のメンバーで近藤さんが行かれるか誰が行

かれるかわかりませんが、そういうふうになったときに議会との意思統一、それは議運でいい

のかそれとも本会議で全員でやるのか含めまして、それはこの次の議運あたりで議論してもら

うか、そういうことをはっきりしておかないとやった、やらないなどとなりますと困りますの

で。選ばれた人がきっと困ると思うのです。ですからそこは後ほどでも結構ですからはっきり

させて、全員でやるのでしたら全員で、協議会的なことでやるとか、議運やるとか、そこはち

ょっと後ほどでも結構ですからはっきりしてください。そうでなければ私が座長で、出る委員

を諮りますのでそのときにははっきり言っておかなければいけませんので。それだけは後でも

結構ですからお願いします。 

○委員長（山本浩平君） 今の件どうですか。後でといいましても皆さんせっかく議運をきょ

う開いているわけですから、ちょっとご意見を伺っていきたいと思います。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。やはり今副委員長のおっしゃっていた部分は後から問題に

なる可能性が多々あると思うのです。そうであるならば単に議運だけで各会派に持ち帰ってと

いうことではなく、頻繁に。町の示した日程を見ましたらそんな極端に会議があるわけではな

くその都度報告するという状況なのかなと私は思うものですから、全体の中でもしその都度、

その都度議会の中で全体で諮ればいいのではないのかなというふうに思います。 

○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） 結構です。 

○委員長（山本浩平君） 私のところもそれでいいと思います。 

公明党さんいかかでしょうか。 
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○委員外委員（吉田和子君） 私のところもそれでいいと思います。きちんと議員で検証です

から条項が変わることもあるのかもしれませんし、そういった部分は全議員にきちんと諮って、

今後議会運営に全部かかわってくることですのでやはり全員に諮るべきだと思います。 

それとちょっと気になったのですが、予定任期は一応 12 月までになっていますが、こうい

うことでいいのでしょうか。一応議員の任期というのは 11 月 9 日までですから。ですからそれ

までということになるのかなと思いましてちょっと細かいことなのですが思ったのです。 

○委員長（山本浩平君） それは後で答えてもらいます。 

先ほどの件です、議運なのか全員協議会なのか。 

日本共産党さんいかがでしょうか 

○副委員長（大渕紀夫君） いいですよ。 

○委員長（山本浩平君） 全員でも構わないと。 

○副委員長（大渕紀夫君） いいです。 

○委員長（山本浩平君） 全員協議会に諮るというのが大多数の意見といいますか、全会一致

ということでそのようにさせていただきたいと思います。 

それと、今の吉田委員外議員の関係いかがですか。任期について。 

事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 記載のことしか伝わっていませんので、任期については確認させ

ていただきます。 

○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） それでは、(４)に入りたいと思います。政治倫理に関する条例及び

規則についてですが、これは前回確認していますが、一部確認したいことがあるということで

ございますので事務局長のほうから説明願います。 

○事務局長（千石講平君） 一応前回成案を見まして了解をいただいたのですが、さらに条例

としまして体を成すために総務課に審査を依頼しました。その中で文言の整理ですとか若干出

てきましたので、変更部分についてはおおむね網掛けの部分が前回から若干言い回しであると

かそこら辺が変わっている部分でございます。それで、大きく変更があった部分についてのみ

申し上げますと、まず、条例の７条の関係でございます。前の表現では、税等納付状況という、

「等」が入ってございました。等が入っているということは税以外の例えば使用料も含まれま

すよというあらわし方になろうかと思いますが、実際問題税以外の使用料等についての納付状

況まで求めるのかというような議論が今までされていませんでしたので、税という形で一応限

定した標記でいいのではないかということで「等」を外してございます。それと、報告の期間

について前回は、毎年３月 15 日から４月１日までの間に報告しなければならないと書いてご

ざいましたが、実務上証明発行部署とも総務のほうで確認してもらいまして４月１日から・・・

15 日くらいにはもう出ているということなのですが、４月 30 日までの間に報告するというこ

とで、それも現年度ということではなく、前年度分が報告できるという形ですので、そういう
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実態に合わせた前回からの変更という記載になってございます。あとその他については大きな

変更はございません。 

○委員長（山本浩平君） ほかの網掛けの部分は特に変更しているわけではないということで

すか。 

○事務局長（千石講平君） ほかの網掛けの部分も変更してございますが、文言の整理等が主

でございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、税等というのが税に限定するということ、期日の変更が

若干あったということですがよろしいですか。質問があればどうぞ。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） なければ、これで決定をさせていただきます。事務局長。 

○事務局長（千石講平君） あと一点、これは６月の会議案で改正という形になろうかと思い

ますが、議案説明についてはどのように取り扱いますか。委員長と協議という形になりますか。 

○委員長（山本浩平君） 政治倫理に関する条例の全部改正についての議案説明の内容につい

てはどのように取り計らったらよろしいでしょうか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 正副委員長に一任いたします。 

○委員長（山本浩平君） 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、そのような形にさせていただきたいと思います。 

それでは、続いて(５)その他ですが、何かありますか。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 単純な質問ですが、４ページの附則、この条例は、平成 23 年○月○

日となっていますが、まだ日にちが決まっていませんが。 

○委員長（山本浩平君） 事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 先ほども言いましたように、これは６月会議でお諮りして、議決

後になりますので、公布の日かあるいは７月１日か、いずれかになろうかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 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） ほかに質問ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） なければ、皆様のほうから何かその他ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） ないようですので、議会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１１時４７分） 


