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平成２４年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２４年 ９月 ７日（金曜日） 

   開  会  午前１１時２１分  

   閉  会  午後 ３時４４分  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項  

１．定例会９月会議について  

２．その他  

                                         

○出席委員（５名） 

副委員長 本 間 広 朗 君      委  員 吉 田 和 子 君  

委  員 小 西 秀 延 君      委  員 山 田 和 子 君  

委  員 前 田 博 之 君      委員外議員 西 田  子 君 

委員外議員 斎 藤 征 信 君      委員外議員 及 川   保 君  

                                         

○欠席委員（１名） 

 委 員 長 大 渕 紀 夫 君      委  員 坂 下 利 明 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君  

     参      事    熊 倉 博 幸 君  
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◎開会の宣告 

○副委員長（本間広朗君） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  

（午前１１時２１分）  

                                         

○副委員長（本間広朗君） 協議事項１点目、平成 24 年白老町議会定例会９月会議についてで

ございます。 

暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２１分  

                                         

再開 午後  ２時００分  

○副委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

８番目をご覧ください。平成 23 年度決算及び決算に関する附属書類の審査方法についてであ

ります。この３番目の審査日程についてであります。別紙資料２をご覧ください。平成 24 年度

各会計決算の審査方法についての２点目でございますが、質疑の方法について協議をしていき

たいと思います。この質疑の方法についてですが、いろいろ資料２にも書いてありますが、議

事の１番最後のその他のところをご覧ください。質問回数について、議長が町理事者と協議と

いうところがございます。決算審査特別委員会における質疑の回数は、原則制限しないものと

する。ただし、委員は議事の円滑な進行図るため、同一の事案に対して、おおむね３回以内で

質疑を行うように努めなければならない。となっております。このことに関しては、もちろん

私と委員長と事務協議しまして、なかなかそこで決まらなかったと。それで、またこのことは

議運の皆さんに協議していただいて、今度なかなか議運でも決まらないと、いろんなご意見あ

りましたが決まらないと。それで、議運の中で、議長と副議長に町側といろいろ折衝、いろい

ろお話ししていただければという、これは議運の中でそういうふうにこう決めたものです。こ

れからそのことについては協議していかなければならないと思いますので、何かこれ以外にお

話ししたい方はどうぞ、発言していただければと思います。 

岡村事務長。 

○事務局長（岡村幸男君） 先ほど議事録のほうの確認をされてございましたので、これから

の内容についてはすべて議事録取るということでございますので、その中での発言ということ

でよろしくお願いしたいと思います。 

○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ２のその他の質問回数、議長が町理事者と協議したという部分の内容

は、前回の議運で経過わかっていますから中はいいのですけれども、それが結果この調整案、

質疑の回数で、理事者と話したことがこういう文言になって議会運営基準に追加したらいいの

ではないかというような解釈でいいですか。 

○副委員長（本間広朗君） 岡村事務局長。 
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○事務局長（岡村幸男君） 文言については、これは議長に調整をしていただいた結果であり

ます。ただ、議会運営基準に追加するかどうかというのはここのご判断になります。ですから、

これは事務局のほうでは、仮になったとして、いわゆる申し合わせ事項というのもこれまあっ

たわけですけれども、ただ一定程度それは全部整理をされて、運営基準に全部整理をされてい

るということがあるものですから、いわゆる申し合わせというような内容のものを存在させる

のではなくて、一定程度、やはり議会運営基準の中にきちっと整理をする必要があるだろうと

いうことでこういう書き方をしてございます。ただそこがどうしても必要ないということであ

れば、あくまでもこの毎年度行う各会計の決算審査の方法についてのみ変えるということも、

これは可能かというふうには思います。 

○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） わかりました。 

それでは、私の考え方というか、いろいろこれまで議論していますから、それを踏まえて言

いますけれども、この３回という部分については私たちの会派も、その前の議会のときも、無

会派でしたけれども、３回というのは議員の質問、言論等を保障するものにおいて、３回とい

うのはおかしいのではないかということから議論が出て、この議運の中で議会改革の一環とし

て議論されてきている経緯があります。それは私たちも今も変わりません。それで、いろいろ

内容についての考え方は今までこの席で私言っていますけれども、それは別として、ここだけ

で話をすると、この調整案の質疑の回数については前段の部分はいいですけれども、後段の３

段はあえて３回と入れる必要はないと思います。そして我々保障されていますし、町民の声を

届けるというのが議員ですし、チェックしたり提案したり、監視するのが我々の使命ですから、

それらをただ、その質疑のやり方がおかしいのではないかとか、答弁があやふやでその議会の

運営上おかしいということは別な次元の問題の話ですので、そういう形からいけば、３回とい

うことをなぜみずから自分たちで制約しなければいけないのかなと思います。それは削るべき

だと私は思います。資料２の各会計決算審査方法、この中にも２の（２）でうたっていますけ

れども、こういう形の中で議員がそれぞれそういうことを理解した上で、自分が質問をまとめ

ていけば整理のつく話だと私は思います。普通の質疑、議会運営、本会議、委員会で質問して

いる中で、こういう３回に抑えるというような運営の仕方というか、各議員さんがやったこと

ありませんので、なぜそれを事前に抑えなければいけないのかなと、こう私は思いますので、

皆さんが決めれば別ですけれども、私は会議録として自分の意見をちゃんと言っておきます。

町民から、チェック機能を果たさなければいけない人がなぜみずから自分たちで３回に制限さ

れるのか、そういうことはおかしいと思います。原則制限ないといいながら補足しているので

す。それが文章に残るということはどうかと思いますので、私はそういう考えです。 

○副委員長（本間広朗君） 斎藤委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） 原則制限しないものとするという言い方と、それから、決めて

おきながら、３回以内で質疑を行うこと、行うように努めることというのは矛盾するのです。

はっきりこれ、文章としては矛盾です。そうすると、下のほうがなくなっていいのかというこ
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とでいうと、誰も、５回も、６回も、10 回もしないだろうと言っていても、やっぱり原則制限

しないものとするというふうな言葉だけが残っていると、何回やったっていいのだというふう

な解釈になってしまいがちですよね。そこで必要なのが、議事の円滑な進行を図るため、その

次の問題です。図るのにどうするのかといったら、これは議長の指示に従うことでしょう。議

長がそれ以上必要あるとすれば延ばしていいわけだし、だらだらときた場合にはまとめてくだ

さいと言ってそこでとめるとか、いろんな方法で。あとの議事運営というのは、これは議長の

責任、采配だと思いますので。ですから、議事の円滑な進行を図るための次の文章を、議長の

采配に従うということで、どうなのかなという気はするのですが、これ私は過去の経過知らな

いでしゃべっていますので、もし違うのであれば違うと教えてください。 

○副委員長（本間広朗君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） この問題については、この議運の中で多くの時間をかけて議論を皆さ

んとしてきたものと理解をしております。その上で事務局サイドとの調整、またそこで収拾が

つかずに議長、副議長にお願いをして、この件については私たちが決めたことを一任して、町

の代表者とお話し合いをしてもらうという形で議運の中で話が整理されたものだというふうに

理解をしております。その結果が出ての形というのは、一任をしたものですので、この議会運

営委員会がその重みを受けとめて、それを遂行していくのが会議の進め方として私は通常では

ないかなというふうに理解をしております。その町トップとの会談で出た結果を重視していく

のが私の意見でございます。 

○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の小西委員話した部分についての合意性というのは否定しません。

ただ、正副議長に一任したという部分についての解釈の違いだと思います。最後に大渕委員長

も話しましたよね、会議録見たらわかるように。あくまでも３回ということではなくて、我々

の言論を守るような形で話をつけてきてくださいという話ですから。それが最後です。私もそ

う言っていました。私はそういうつもりで一任したつもりですから。３回とか、言葉がおかし

いですけれども、うちが折れるとか、町はこう言っているからうちも歩み寄る。言葉がいいか

どうかわかりませんが、私はそういう部分で一任という解釈をしていませんから、これだけち

ゃんと言っておきます。それは取り方さまざまだと思います。及川副議長は私の会派ですから、

一応立場が違う形で行っているとは思いますけれども、会派の考え方としては先ほど言ったよ

うな考え方ですから。これだけは言っておきます。 

○副委員長（本間広朗君） 及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） 及川です。前田委員のおっしゃっていることは間違いないので

す。私もこの３回というのは取っ払ったらいかがかという考えでもともと持っていたものです

から、会派の中では同じ考えであります。しかしながら、ここで皆さんと一緒に協議を重ねて、

３回というこの回数を取っ払ったらどうだということで意見が一致しました。正副議長で町側

に対して申し入れといいますか、こういうふうに決まったとういう中での協議であります。こ

れは相手がいなければここで決めて、決まったことをそのまま遂行すればいいわけです。しか
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し、これは相手があって、協議の中での議長の判断でこういう文言として出てきているわけで

す。突きつけてそのまま帰ってくるのであれば協議でも何でもないわけですから。ただその部

分をもう少し時間をもらって説得していくというのは、やっぱり必要かなと今回町側との話し

合いの中で思いました。前からそういう話、３回を取っ払うという話、撤廃するという案はず

っと審議してきているわけですけれども、相手があるということを、それをけんか腰で、議会

で決まったからこうやるのだと、いいですよと、あなたたちの返答でいいですよと、これなら

何も問題ないわけです。だから、今議長が折衷案といいますか、最後の理事者との協議の中で

決められたことでありますし、ただいま斎藤委員外議員がおっしゃったことは、私も十分理解

します。同じ文言、回数は撤廃しますよといった中でまた、次に３回以内と、これは前田委員

も多分このことをおっしゃっていると思うのですけれども、非常に矛盾するなと。吉田委員も

たしか先ほどもおっしゃっていたかと思いますけれども、このあたりをどういうふうに変えら

れるか。ただ、副議長という立場においては、やはり議長がこういう協議中で、決められたと

いうことは大変重いなという思いでおりまして、ぜひこの状況を皆さん、いろいろな意見があ

ると思いますけれども、この状況でまとめていただければありがたいなというふうに思います。 

○副委員長（本間広朗君） 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 先ほどお話なのですが、矛盾するという部分なのですが、ただし

という言葉は、いわゆるそれに対する否定なのです。例外的にこういう場合もあるということ

の考え方ですから、それは文言的には決して間違っているということではないです。原則はこ

うだけれど、こういうことはしてくださいよという、その書き方は、基本的に法制上の考え方

としては、それは間違いではありません。ただし、斎藤委員外議員がおっしゃる考え方という

のは、その通りだと思います。 

○副委員長（本間広朗君） 斎藤委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） あともう一つ考えなければいけないのは、今まで３回の制限の

中でやってきた、その３回の制限の中でみんな意を尽くしてこなかったのかどうなのか。質的

にあれではみんな中途半端になっているというふうにとらえるのか、ある一部分だけは、もっ

と長くなる部分もあった。そのあたりを我々がどう解釈するかの問題だろうと思うのです。だ

から３回で大体みんな間に合っていたのではないか。間に合うようにみんな努力してきのでは

ないかというのであれば、３回を超える場合はというような言葉を入れながら、委員長に従う

というような言葉があっても、それはおかしくないかなっていう気がします。３回を超える場

合という言葉もおかしいのですよね。 

○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今及川副議長が言った部分については、私は何も否定しているわけで

はないです。ただ何回も言っているように、そういう方法はないですかと言っているのです。

私は提案しているのです。３回ということではなくて、資料の２の２でこういうことをやって

きているのだから、こういう部分の共通認識を持てば、私たちのほうに例え運営基準であって

も、そこにこういう３回という数字を入れて発言を抑えることはどうかということを私は言っ
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ているのです。だから、一つの提案としてこういう方法ならいいのではないですかと、こう言

っているわけですから、そういう部分のことを。ここで決めるかどうか分かりませんけれども、

先ほど局長も議長の意を受けてこういう案をつくったと言っているのだから、この議論を踏ま

えて、今副議長もいるからその辺の文言とか何かを。 

○副委員長（本間広朗君） これは、今こういうふうに決まりましたとなったら、運営基準に

入れてやっていくということですか。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 議長に調整していただいた言葉というのは、基本的にその考え方

でいいと思うのですけれども、運営基準に入れないというのであれば入れなくていいと思いま

す。ただ、いわゆるこの各会計決算審査方法については入れ込むと。これは基準ではありませ

んので、審査方法についてここで確認をされたということですので、全委員の皆さんにはこの

審査方法出しますから、出すときには、いわゆるこの議長の考え方を踏襲して、整理したこと、

理事者とやったこと、のような形に直して委員の皆さんにご通知申し上げる。ただし、運営基

準には前田委員が言われるように載せないと。考え方としては、私どもが考えていたのは、い

わゆる、それが申し合わせであることは、基本的には基準に入れる必要があるだろうというこ

とで整理をした部分でありますが、そこまではしないほうがいいというのであれば、基準に入

れません。ただし、審査方法についてはここに書いてあるとおり、一度の質疑において３回を

原則という、四角囲みしているところを、同一事案に対しておおむね３回以内で質疑を行うよ

う努めるものとし、答弁によっては委員長にもって回数を超えて質疑を可能としますという、

そういう文言に直して皆さんに通知すると。こういうことが 1 つの認識として、こういう形で

認識を持つのだという方法を取るのであれば、それはそれで結構かというふうに思います。考

え方がなかなかまとまらないというのであれば、すぐに決算審査入りますので、整理の仕方と

して、今のような整理の仕方もあるかなというふうに思います。 

○副委員長（本間広朗君） 西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 民の会におきましては、議会運営基準にこの３回以内で質疑を

行うと、この文言が入っていることに対しては反対でございます。前回のときに、私議論は聞

いていないのですけれども、会派の中ではそういうふうに一致しております。先ほど前田委員

も指摘されたようなことで、同じような考え方ですけれども、うちの会派もやはりその内容に

よっては４回、５回になるだろうと。だけれども、１回で終わっている場合も多々あると。そ

ういう柔軟性が決算委員会、予算委員会にあってもいいのではないかと。それできちっと議論

して、チェックしていかなかったら、議会という存在がどうなのだということで、私たち民の

会は、この３回を入れるということに対して反対でございます。 

○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） もう議論しているからそれは触れませんけれども、この資料の２のほ

うで、先ほど局長からいい説明ありまして、（２）も私は何もいいと思うのです。これは、変な

言い方をすると、よその例ですが、３回にしないと決算審査の数字の中身をちゃんと見て、前
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年度の数字見て来るとか、事業内容を執行方針と照らし合わせて、この事業がこういう金額だ

ったのだけれども、これだけ多くなったからどうだとか、ある程度こういう部分で整理して議

論するのだけど、よそはこういう人もいるのです。うちではないですよ。予算書を見てこの数

字どうして減ったのかとか、これはどうなのかとか、これは４回とか５回いくのです。それで

最後になって、どうして予算を余らせてこんな事業おかしいよという、こんな話なのです。そ

ういうことであれば、やはりこれぐらいあるけれども、うちの議会はそういうことやっていな

いのです。皆さん勉強してきて、的確に質問して、要すれば４回、私も１回引っかかったけれ

ど、引っかかっていろいろ言われたこともあるけれども、それはたまたまあるのです。それは

わかってやめたのだけど、そういうことをやればこういうことにうちはこだわらなくたってや

っているのです。それを先に見越して、こういうことがあったら困るだとか、わんわん言われ

たら困るだとか、それは議員を信用していないですよ。あえて言わせていただくと。 

○副委員長（本間広朗君） この質疑方法の２番目ですが、運営基準に載せないでこれを皆さ

んに通知するときに、こういうような文章で通知すると。そういうようなご意見になろうかと。

ただ、今小西委員と前田委員の考え方が違っていたということがありますけれども、議長、副

議長が町側と調整しているということもありますので、私はこの原則制限しないというのは、

これがもう確たるものだと思いますので、あとこれ本当に委員長の采配で３回を取ってしまう

と、４回、５回いいですよという話になってしまうような気もするので、これは申し合わせで

はないですけれども、皆さん紳士協定でできるだけ３回で努力してください。これ３回、極端

な話４回でもいいと思うのですよね。本当にちゃんと向こうから答弁いただけるなら４回でも

許可できると思いますので、その辺、皆さん質問するほうも判断いただいて、決算審査に臨む

ような形でいただければと思いますが。 

小西委員。 

○委員（小西秀延君） 運営基準に載せる、載せないというのはもう少し時間をおいて皆さん

と議論してもいいかなというふうに私も思います。ただ、先ほど前段に言わせていただいた、

やはり会議を経て、トップ会談まで開いていただいて決めた内容については、お互いそこで折

り合おうというお話で、お互いのトップが決めて進めていくという確認をしているものですか

ら、一任をした以上は、もう全部自分の意見が通るというふうに考えるのは一任ではないと思

います。それならば、文章を送ればいいだけですので、協議の上でお互いが納得してそういう

ふうに進もうと決めたものは、それは遵守すべきというふうに私は思いますので、それを運営

基準に明記するかどうかはまた別問題として今後話していけばいいのかなと考えております。 

○副委員長（本間広朗君） 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） そうしますと、今のお考えは各会計決算審査方法について、四角

囲みをしているところをこのような訂正でということでよろしいということですか。 

○副委員長（本間広朗君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） よろしいです。 

○副委員長（本間広朗君） 吉田委員。 
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○委員（吉田和子君） 今皆さんの話を伺っていて、私もいろいろと考えていたのですけれど

も、今までの議論は一体何だったのかなとちょっと思ったのです。というのは、３回と制限す

るのはおかしいということで、議運でかなりもみました。会派にも何回も帰って、試行もやり

ました。その上で問題ないのは当然ありました。問題はなかったわけですから、そんなに。だ

から、その上でもうやっぱり向こう側があって、こちらがないということで、こちら側は撤廃

すべきだというふうに結論を出して、その上で相手があることだから協議をしてくださいと持

って行っていただいたのです。これを議運の運営基準に載せないということになると、今まで

撤廃しようと決めたことはどこへ行ってしまうのですかということなのです。そうでしょう。

この質問回数について議長が町理事者と協議をしてこういう形に、これは事務局がつくったの

かもしれませんけれども、議長の意向を受けてつくったのだと思います。協議を経た意向を受

けて。だから、制限しないものとするというふうに載せたということは、議運の大きな意思の

反映だと私は思っています。その後に、超えないということは願いだと思うのです。願いとい

ったらおかしいけれども、言葉の言い方ちょっと違うのかもしれないけど。だってもう試行で

も何でも４回超えて、議長の指示に従って認めたら何回やってもよかったわけですから。そう

いった問題はクリアされてきているわけですから。私はこれはきちっと話し合って、最終的に

賽を投げた議長、副議長がこういう結論を出しているということは、私は重く見るべきだとい

うふうに思います。ですから、申し合わせとかそういうのは、私は前に何回もそういうことで、

申し合わせに何の意味があるのだと、何回も言われたことがありますから、やっぱり載せるな

らきちっと基準に載せて。だってここまで結論出したのでしょう。制限しないとまで言わせた

のですから、そこまで持っていったのですから、これ載せなかったら今まで議論したのは何の

ためだったのかなというふうに思うのです。だから、その中でその３回ということに抵抗があ

るのであれば、そういう審査方法でこういうような形になるのですということで、わざわざつ

くってくれているわけですから、議員の権限がないとかそういうふうに考えなくても、言いた

いこと言っているのではないですか。質疑でも何でも。そんな制限されているから、回数少な

いからやめますとか言っている議員１人もいないと思います。だから私は、今まで３回という

のは、やっぱり時間だとか会議の進め方だとか、日程に合わせて組まれてきているものだから、

これはやっぱり必要であれば、みんながその考え方を変えればいいのではないですか。制限な

いと言葉として出るわけですから、質疑の中で制限ありますよね。どうしてもその今の答弁で

は納得できないからまだ質問させてくださいと言って、議長がいいといったら進められるわけ

ですから。なおかつ文書にこうなって、その３回が入っているからどうのこうのではなくて、

制限しないものとしたわけですから、私はそれでいいと思っています。あとは議長と副議長が

協議をしてこられたわけですから、そのことでやっぱりきちっと重きを置いて、議会が一つの

ことをやり遂げるときに、最終的に議長、副議長が結論出したことをまた変えていくというこ

とは、議論する必要がなくなってしまいます。こちらで決めて一方的にやればいいわけですか

ら、そういうふうになると。だから、その辺の考え方をもうちょっと、なんと言うのでしょう、

幅を持ってというか、そんなふうに思いますけれども。 
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○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 議長に一任したのではなくて、基本的に議会としてどういうことだと

議論しているのです。何回も言うけれども、大渕委員長も撤廃という意見が、前回の議運でま

とまったのだから、そういう形で私たちが行ったときには話が終わらなかったから、トップレ

ベルとして言ってくださいと言っているのです。３回だったらいいのだけれども、それは逆戻

りしたということですから。議長だとか何とか決めたら、そうしたら我々にしたら一任したら

いいかという話にはならないでしょう。そのためにまた議論して、どういう形で改革のために

持っていくかということでいかないと、これからだって議長と副議長決めて、変な話、政治的

な判断の中で方向性間違ったほうに行ったときに言えなくなります。極論だけれど。そうでは

ないですよね。私が言っているのは、３回ということは、言葉に、ここに出てきた人、今まで

議論して３回残っているから、ここで延々と議論されているのです。それがまた同じようにな

ってしまっているのです。前段で制限撤回しないというけれども、「ただし」なんて入っている。

私が言っているのは、なぜそういう回数今まで議論してきてだめだと言っているものがまた入

るのかといういい方をしている。そして、そうであれば、３回という言葉、ここで合意できる

ような言葉に直して、現実的に資料の２の４に、皆さんが認めてやっているのだから、やると

言っているのに、なぜここに３と入れなければだめなのですか。３入れなくてもこれでいいと

言っているわけですよね。私は議長が決めてきたからもう議論しなくてもいいとかではなくて、

予算ずっといるわけですよね。３回というのはおかしい、撤廃すべきだと議論してきたわけで

す。これは戻ってしまったのです。だからいいかというのではなく、これ合意する、皆さん理

解得るためには、３回というものを何かの比喩の方法とか、皆さんで合意した中でいい基準に

できないのかと、私は提言しているのです。だけれど当面忙しい、もう目前に迫っているから

こういう形で３回以内で質疑を行うよう努めましょうと言っているわけで、それはそれでいい。

やむを得ないでしょうと。だけれど、基準はずっと続くのですから、それをもう少し議論した

ほうがいいのではないですかと私は言っているのです。だから、皆さんも正、副議長が行って、

けちをつける話ではないけれども、みんながいいと言って、私が反対するなら、私は先ほど言

ったように、私は自分の考えとしてちゃんと町民向けに私の考えを主張していきますと言って

いるだけの話だから、何も一人でワアワア反対しているわけではありません。ちゃんと提案も

しているのですから。 

○副委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） わかるのです。私は３回にこだわらないのです。だって撤廃したのだ

から、撤廃しているのだから。だから、こちらに書いて基準だから残るからと言ったけれど、

審査方法に３回と入ったやつ、それもそうやって言うのであれば、消したほうがいいのではな

いですか。それを議論してきたわけだから。そちらはいいけどこちらはだめだよということで

はなくて、そちらで入るのだったら私は同じ理論だというふうに思います。だってそのために

１回、１回その審査をやるたびに、そういうふうに１回だとか、４回にしようだとか、決める

わけではないですよね。それは基準として、やはり３回というのは必要だろうということで、
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その審査方法にはいいというわけですよね。だけど基準には入れたらだめだというのはなぜな

のか。こだわる必要ないのだと私は頭から思ったから。もう制限ないですよというふうに言っ

ているわけだから、もちろん議長、副議長がいってやったことは、それ私は敬意を表する、そ

れは重いというのは、私言いました。だけれども、それ以前に言葉として今までなかったもの

が入ってきたわけですから、だから私はこれでいいというふうに。だから、先ほど斎藤委員外

議員が言った、ただし審議の円滑な進行を図るために、議長の判断にゆだねることとするとい

うような言葉を言いましたよね。それだったら試行でやってきたことと同じです。こちら側は

一応３回をなくすということは言ったわけだから、それでいいのであればいいけれども。 

○副委員長（本間広朗君） 及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） 皆さん議論されていることは、きょうまで撤廃するのだという

ことで皆さん同じなのです。みんな同じ思いでおります。吉田委員もおっしゃっていましたけ

れども、今ここに質疑の回数は原則制限しないものとすると。これは本当に重いのです。ここ

に尽きるのです。相手があることですから、先ほどから何回も言うけれども、決まったことだ

よとボンと突きつけてきてこれでやるのですというのであれば、何もここで決めて進められる

わけですからいいわけです。今申し合わせ事項にいろいろ入れない話もありますけど、それは

どちらでも私はいいと思っています。この協議がこれで完結したのだと、このことがもうこれ

で終わったのですと、ずっとこれからあるであろう予算委員会、次の決算、いろいろまた出て

くるのです。これはきちっと町側に理解していただく努力の時間も私は必要だと。１回、２回

やって、これで結論して、これで絶対決まったことだからそれで進めていくということではな

くて、今後も町側の理解を得るために、議長もそうですし、私は皆さんの総意というのはわか

っていますから、それに向かって努力する、この文言が入らないような形で必ず進めていくと

いうことを、議長ともお話ししますので、継続してきちっとこのことをやっていきますよとい

うことでいかがですか。これで理解していただければありがたいなと思います。 

○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 先ほど小西委員からもお話があったように、もう少し協議の時間を持

って、今副議長が言ったように、もう１回正副議長でその辺協議してみてください。これから

はもうぶり返したくないけれども、１段目でいけば制限しないとこうなっているのに、なぜ３

回と入ってくるのかということで、今局長から話したけれども、その辺もうちょっと整理した

ほうが私はいいと思います。これ絶対一人歩きしますから、結果的に記述に入ってしまったら。

その時、その時によって。撤廃ときていたのだから、どういう交渉したのかわかりませんけれ

ども、なぜここに３回というのが残ってしまったのかなと。この間言っているような形で、副

議長が言うような形で、若干うるかしたほうがいいのではないですか。 

○副委員長（本間広朗君） 町側との協議ありますので、余り試行という言葉は使いたくない

のですけれども、まだこれやったわけではない。そして、原則撤廃というのは大きな動きだと

思いますので、これをまず押さえておいて、調整案というのを押さえておいて、本当にこれが

また本当に４回も５回もとめどなく何十分もやるとなると、またここで皆さんといろいろ協議
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しないとだめだと思いますので、これがまたスムーズに３回以内で終わるとなると、もう原則

ではなくて本当に撤廃したらどうだということも町側に言えると思いますので、その辺やはり

今回の決算委員会の中でも問われると思いますので、ぜひそういう形で将来というか撤廃に向

けて進んでいくという考え方でよろしいのではないかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。 

○副委員長（本間広朗君） 及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） この申し合わせ事項に入れる、入れないですけれども、やはり

入れていただいて、これはもう絶対改正できないようなものではないわけですから。今後決算

委員会もう控えているわけですから、きちっと早めにそれに向けて対応していくと。正副議長

が対応していくということで、入れるということでいかがでしょうか。 

○副委員長（本間広朗君） 今回初めて本当に原則撤廃するので、大渕委員長もおっしゃって

いたのですけれども、やはりこの決算も予算もあるのですけれども、その中で、議運で反省会

のようなものを設けて、今回の審議はどうだったかといういろいろ反省会やりながら、次にま

たつなげていくというようなこともおっしゃっていますので、議員の皆さん方にその辺お互い

チェックしていただいて、よりよい議会運営ができるように進めていただければと思います。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） まだ議論するのですか。まだというのは、これから継続すると今言い

ましたね、載せないと言いました。今まで試行はやってきて、そして全会一致で制限しないと

決まったのです。何を決めるのですか。３回を撤廃するかどうかですか。それは行政とのやり

とりしかないのではないですか。だから議長と副議長がやってきたことをもう１回やってもら

うのか、そういうことになりませんか。また同じことを申してもまた同じ議論になっていきま

せんか。３回という言葉を入れたの、私その辺わからないのですけど。議長が３回という言葉

を入れてくださいと言ったのか、一応は３回を限度とすると言ったのか、その辺本人がいない

ので聞けない。副議長いらっしゃるから、どういう意味で事務局によってそれをつくったのか

私わかりませんけれども、全会派一致で３回は撤廃しようと言って、そのことを向こうへ伝え

てくださいと言ったのですから、そうしたら、載せないでまた試行的にやりながら議論しまし

ょうと言ったって、皆３回撤廃するというのは一緒なのです。あとは行政がうんと言わないわ

けでしょう、早い話が。議長、副議長が行って話をして、いろいろな思いもあって話を聞いて、

議長が判断したのですよね。それをまた元に戻してまたもう１回試行的にやって、また議論を

どういうふうに進めていくのですか。その辺がよくわからないのですけれども。また元に戻っ

て、でも３回を撤廃するという、もう一緒になっているわけですよね。これ以上の何を議運で。 

○副委員長（本間広朗君） 及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） 先ほど私が申し上げたのは、ここで改めてまた議論するという

ことではないです。もう撤廃するということで、議運で決めているのです。町側に話している

のです。その議論をまた改めて、ぶり返して議論を最初から進めるのではなくて、今後先ほど

も、何回も言いますけれども、それをまた特別委員会発生するわけです。その前に、事前に、

町側と正副議長がきちっとまた、この３回の部分、皆さんから今いろいろ出ているので、これ
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を継続して町側との話し合いを進めていくと。ここから今改めてまた議論してやるのではなく

て、町側に対してやっぱりきちっと努力をしていくと。正副議長で。これでどうですか。 

○副委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） そうしたら、小西委員とか私が言った、議長、副議長が１回協議、交

渉してきたその重みというのはどうなのですかというお話をしたときに、また協議をやるとい

うことなのですね、納得しないということを言っていくということなのですね。その結論を早

く出してください。ここでやるために何回も議論してきたのです。今回も決めようと、やって

きたわけです。最終的に議長と副議長に、あとは向こうとのやり取りやったわけですから、そ

れで持ってきた答えでだめだというのであれば、また向こうに行かなければだめなのではない

ですか。またこれを、今回だけはまた延ばすということになるのですか。 

○副委員長（本間広朗君） 及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） 今回のこの決算特別委員会についてはもう難しいです。それで、

先ほどから言っているのです。この文言は変えられるわけだから、次の予算委員会のときまで

にこのことについて、案件について問題視して。町側と皆さんの意向はわかっているわけだか

ら、決まっているわけだからここで。撤廃するのだと。だからこの文言については例えば今回

の決算委員会では、申し合わせ事項に載せていただいて、これはまた変更できるわけだから、

こういう状況なりましたと、皆さんの意向どおりにこうなりましたと、また報告できるような

形にすればいいわけでしょう。正副議長で。そうですよね。 

○副委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 載せることに賛成なのですか、だめと言っているのではないのですか。 

○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私たちは、今議論ぶり返す、撤廃だということを受けて行ったのが、

また３回に戻ったのですかということを言っているのです。 

○副委員長（本間広朗君） 及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） ３回、ここに載っていないですよね。原則制限しないとして。 

○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） しないけれども、ただし、３回以内で質疑をと。 

○副委員長（本間広朗君） 及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） 先ほど説明しているではないですか。 

○副委員長（本間広朗君） 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 基本は議会側の考え方です。制限しないということが基本的なも

のです。ただし、町側とそのままでは歩み寄れないということなのです。だから、ただし書き

の中で、議員の皆さんは３回以内で努めるようにしてくださいというのがこの考え方なのです。

ですから、戻って言えば、制限しないということが１番重みはあります。ただし、議事運営上

は、できるだけ３回以内で質疑を行うように努めるという、そういう努力目標なのです。です

から、そのことの努力目標も含めてだめだというのであれば、これはこのまま基準に載ること
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はだめだと思います。どうしても議長が、こういう内容で調整してきたとしても、どうしても

皆さんがそういうことはできないというのであれば、載せられないです。ただ、少なくとも目

の前に迫っている決算審査の状況においては、どういう形かでまとめなきゃならないわけです

から、この審査方法については、少なくても直さなければだめです。このままでいいのであれ

ば、いいです。一度の質疑において、３回を原則とし、と。このままでいいというのであれば、

いいですけれども、これまでの議論からすればそうはならないので、私のほうから、いわゆる

議長が理事者と調整した聴聞を受けて、このように直すことはどうですかということをさせて

いただいているということです。ですから、議論としては、少なくともこの議会運営委員会の

基本的な考え方は踏襲されているということです。あとは３回ということにこだわるかどうか

です。このことを載ったとしても、当然議員の皆さんには、議事を運営していく上で迅速に進

めていくとか、効率的に進めていくという、当然そういう義務が生じます。ですから、その回

数が３回なのか、４回なのかというのは、当然考え方としてあるかもしれませんが、一般の会

議規則に言われている３回というのは、めどにすべき、いわゆる標準値だと思います。そうい

う中で整理されているということです。それと、会議規則のように３回までだというふうには

決めていません。そこで言っているのは、撤廃ということをとらえて、あくまでも努力にして

いるのです。努めるという形にしている。ですから、その辺で議長が折衷案を出したというの

は、相手側、町のことも考えて、相手側もこちらのこと、議運でのこれまでの議論も考えて、

両方が納得できるような折衷案としてどうかということをこの文章にしたのです。 

ただし、それがまだ議論が必要だというのであれば議論を続けていただく必要があるでしょ

うし、基本的には、事務局としてはきちっとした形で基準に載せるべきだと考えていますが、

基準に載せるまでのまだ議論に至らないというのであれば、それは基準に載せるための議論に

していただきたいと思います。ただし、町側とのやりとりの中でその考え方は議長が伝えてい

るはずですから、納得しているはずですから、そのことを踏まえて、実質的な審査方法には必

ずある程度議長が調整した範囲のことはちゃんと盛り込んで、当面そういう整理をしておく。

こういうことだと思うのです。そういう整理をしておく必要があるかと思います。 

○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 言われているのはわかります。だけれども、ただし云々ということは、

局長だからある程度そういう論理的にものを話せるけれども、これを１面に読んだらまずわか

りません。そして人によっては今言ったように解釈違ってきますから、３回というのが一人歩

きする可能性があります。私は、だから前回ここで言っているように妥協する部分は妥協して

いますし、この制限しないという部分については認めますけれども、３回という言葉を、前回

も３回を撤廃しようと言ってきているから解釈としてはそういう解釈になるけれども、１目読

んだときにわかるかどうかという問題を、我々素人ですからちゃんとしておかないといけない

と、そういう部分で言っているのです。局長の言っていること言っていたらみんなわかると思

います。だけども、先ほど斎藤委員外議員も言ったように、「ただし」はおかしいのではないか

という部分が出てくるのです。そういうことはすぐわかるようにしておかないとだめだという
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ことです。だからここで、私たち初めからここの３回言ったら、前と変わっていないと思って

いるから言っているのです。前段では前に進んでいるのです。後段では押えているみたいにな

ります。局長はいろいろ読んで解釈できるかわかりませんけれども、素人は今みたいに論理的

に議論できますか。私はそういうことを言っているのです。 

○副委員長（本間広朗君） 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 会議規則では、質疑は同一議員につき、同一の議題について３回

を超えることができないと、はっきり言われているのです。これは完全に制限です。超えられ

ませんということを言っているのです。３回以上できますという、議員側に裁量はありません。

考え方としてはありません。これまで３回という考え方は裁量のない考え方です。３回を超え

られないという考え方で裁量はありません。ただし、特に議長に許可を得たときはこの限りで

ないということで、特別に認められて本会議は３回以上できるという考え方です。いいですか。

実はこれを受けてこれまで３回という考え方だったのです。そうですね、いわゆる決算審査の

考え方というのは、そういう考え方、本会議の会議規則を受けて、準じて３回という制限を設

けていた。ところが、今回のは制限ではないということをまずご理解いただきたいと思います。

努めるということで議員側のほうに裁量権を持っているということです。よろしいでしょうか。

あくまでも努めるようにしなければならないですよということで、そういう努力目標という考

え方で整理をしたということですから、会議規則で言われるような裁量権のない、３回を超え

ることはできないということとは違います。判断の仕方としては違うということをここで理解

してください。その中で、この文言をさらに整理をするということはなかなか難しいのかなと。

あとは本当に、今私が言ったこの解釈の仕方をご理解いただいた上で、そういう整理ができる

が、それでもまだ議論が必要だというのであれば、当面運営基準には載せないで、もう少し議

論を深めていって整理をするか。ただし、一方で町側とのやりとりの中というのは、先ほども

言いましたけれども、こういうことで折り合いがついているということですから、今回の審査

の内容については、そのことを受けた文言に整理をして、町側との決算審査の運営上の共通の

認識は取れるだろうと思います。そういう方法で整理するか、それともここの場面で基準に入

れる、入れないまで相当突っ込んでやるのかということになるのか。 

○副委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 会議規則の３回から話がきているのですよね。私が見たら議会運営基

準の追加となってしまったから今議論しているのだけれども、根本的にはここの問題もあるけ

れども、さかのぼれば会議規則にいくのです。だから撤廃しようという話があったのです。そ

れが今回のとりあえず決算と予算でまずやってみましょうという話だったのです。過去はそう

いう話があった。それで今きているのです。だから私は３回という部分について話しているの

です。ここでもそういう会議規則を受けて、予算・決算になったときにまた３回と入っている

わけです。だからさっき言ったように予算審査ではまず３回というのを撤廃してはどうだとい

う話になってきたのです。それをここで今言ったように、解釈の問題は、局長の言う解釈はわ

かります。だけれども我々実際に議場に入ったときに やったときに、これが今言ったように
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頭に整理されてできるかといったらわからないと思います。だから私は、先ほどどうすればい

いのだと言うけれども、このそういう文言をもう少し議論できないのかなと思います。最終的

には私も会議規則の３回を超えないというふうにいこうと議会改革の中で思っていますから、

そういうことです。だからいいです。私は私の考えだから、ここで突っ張る必要もないし、い

いのであれば、何も運営基準ですからいいけれども、これはあと会議規則にいくと思いますか

らいいです。私はそういう主張だというだけで、あとは皆さんで議論してください。 

○副委員長（本間広朗君） 先ほど前田委員言われたように、議運の中ではある程度理解でき

たと思いますが、ほかの議員が本当にこれを理解していただけるかといったら、このまま読ん

だら前とそんなに変わらないのではないかという話になってしまうので、これをやはり理解し

ていただくためにはどうしたらいいかということも考えなければならないのかなと思います。

例えば、会議の前に委員長がいろいろ説明しなければならない、どのような形で。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） この文言は、議長が最終的に理事者と調整を図ってつくった文言

ですから、つくった文言というよりも向こうもこの内容だったら理解できるということで調整

のついた文言ですから、そのことは皆さん大事にしていただきたいと思うのです。ただし、議

会の運営基準に追加するかどうかということはまだ議論が深まっていないということでしょう

から、そのことはこれからも議論していただく。ただし、議長が調整してきた内容というのは

尊重していただきたいという部分だと思います。その上で基準を直すかどうかということの議

論をちゃんとしていただきたいと思います。 

それと、今回の決算審査は、議長が調整していただいた文言を活用して、これまでの「３回

を原則とし」という制限より、ちょっとやわらかい形になった、「おおむね３回以内で質疑行う

よう努めるものとし」という直し方で整理をしていただくということでよろしいかどうかとい

うことだと思うのですが、そういうことで決定をしていただければよろしいのかなと思います。 

○副委員長（本間広朗君） 今後の議論にするということで、あとは調整案について、皆さん

これでいいかどうか。これをおおむね３回以内にしますよという、資料２のほうに。いかがで

すか皆さん。そういうことで、今後またやるということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（本間広朗君） 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） それでは、２の（２）を直すということでよろしいですね。資料

２のこの四角の囲みに直しますということで、実質上、議長に調整をしていただいた内容で今

回の決算審査は進みますよということになります。そういう文言に直すということであります。 

私のほうで出したその他のほうの４ページ、こちらのほうの調整案の議会運営基準に追加と

いう部分については議論がまだ整っていないので、これについて今後も議論を入れるかどうか。

入れるとした場合に、最終的な文言をどうするかは整理をするという、そういう議論の仕方。 

○副委員長（本間広朗君） 今局長の言われたとおり進めていきたいと思いますので、ご理解

をお願いします。 
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暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時５８分  

                                         

再開 午後 ３時４４分  

○副委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開します。  

                                         

◎閉会の宣告 

○副委員長（本間広朗君） 以上をもちまして議会運営委員会を閉会いたします。  

（午後 ３時４４分）  


