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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１１月２１日（水曜日） 

   開  会  午前１０時００分  

   閉  会  午前１１時３６分  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項  

１．市町村議会議員特別セミナーの派遣について  

２．地方自治法改正に伴う関係条例の整備について  

３．平成 24 年度補正予算及び平成 25 年度予算要求について（議会費） 

４．その他  

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 大 渕 紀 夫 君      副委員長 本 間 広 朗 君  

委  員 吉 田 和 子 君      委  員 西 田  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 及 川   保 君 

議  長 山 本 浩 平 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    岡 村 幸 男 君  

     参      事    熊 倉 博 幸 君  
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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。  

（午前１０時００分）  

                                         

○委員長（大渕紀夫君） 調査事項４点ほどございますので、それぞれの調査事項に基づきま

して議論をしていきたいというふうに思います。  

最初に１番目、市町村議会議員の特別セミナーの派遣についてでございますけれども、資料

もついております。  

説明を求めます、岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 資料１に詳細が書いてございますけれども、来年の１月 15 日、16

日の２日間の日程で特別セミナーが開かれるということになりまして、その案内が届いており

ます。経費につきましては、予算措置として２名分の派遣費用については見てございます。 

資料１の次のページを聞いていただきたいのですけれども、過去からの参加状況でございま

すが、一応 23 年 11 月の改選期までは全員が派遣を終了しているという状況になってございま

す。ただ書いていますとおり前田議員と松田議員は、派遣を辞退されているということになっ

てございまして、現状の中で言いますと行かれていない方が未派遣ということで書いてござい

ますが、坂下議員、広地議員、吉谷議員、山田議員という４名の方が現在の議員の皆さんの中

では未派遣という形になっております。まず派遣についてということと、どなたを派遣するの

かということになるかと思います。 

坂下議員は体調の関係もございますので、事前に私のほうからお話をしてございますが、坂

下議員につきましては体調の関係で今回は行なわないというお話をいただいております。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまご説明ございましたように２名の議員を派遣するというこ

とで予算も措置されておりますので、坂下議員が辞退を申し出ているということですから、残

りの３名の方々の中で２名派遣するということになると思うのですけれども、そこら辺につい

て何かご意見ございましたらどうぞ。  

小西委員。  

○委員（小西秀延君） 未派遣の方を優先するのが筋かなと思うのですが、坂下議員が行けな

いということですので、残り３人はうちの会派の議員ということになりますので、１名行ける

かなと思って山田議員を推薦したいと思っていたのですが、２名ということであれば予定とし

て吉谷議員も推薦したいと思うのですが、いかがでしょうか。  

○委員長（大渕紀夫君） それは本人のこと含めてですから、当然未派遣の方が行くというこ

とですからどなたが行っても構いませんし、今小西委員が言われたように山田委員、吉谷議員

が行くのは全然問題ないと思います。  

ほかに何かご意見ございますか。  

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕  
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○委員長（大渕紀夫君） それでは、なければ山田委員、吉谷議員を派遣するということで進

めるというふうにしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね、小西委員。  

○委員（小西秀延君） 小西です。山田委員は本人から了承いただいているのですが、日程的

に吉谷議員からちょっと確約いただいていないものですから、本人から確認でき次第オーケー

ということにしていただければありがたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） それはそのようなことでよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのような形で市町村議会議員の特別セミナーについて

は２名派遣するということにいたしたいと思います。  

続きまして、地方自治法改正に伴う関係条例の整備についてということで、先般地方自治法

がかなり大幅に改正されました。同時に通年議会が地方自治法でも認められると、また本会議

で参考人、公聴会等々が委員会ではなくて本会議でもできるというような自治法の改正がござ

いました。それに合わせて当議会としましても議会条例と委員会条例の関係がございますので、

改正をきちんとこれからしていかなくてはいけないというふうになります。今回事務局のほう

で一定限度のたたき台含めてつくっていただきましたので、その説明を受けたいと思います。  

岡村事務局長お願いします。  

○事務局長（岡村幸男君） ２番目の地方自治法改正に伴う関係条例の整備についてというこ

とでございますけれども、まずは中身の説明をさせていただきたいと思います。資料２－１を

見ていただきたいと思います。これは総務省自治行政局のほうで出している地方自治法の一部

を改正する法律（概要）についてというものでございます。この法律につきましては８月末に

決定しまして、公布が９月５日ということで既に公布されているということでございます。 

１、改正事項ということですけれども、（１）地方議会制度について。今大渕委員長のほうか

ら言われたとおり、①地方議会の会期ということで、議会について条例で定めることによって

定例会ですとか臨時会の区分を設けずに通年の会期とすることができるということです。中身

的には細かく書いてございますけれども、これは後ほど説明をさせていただきたいと思います。 

それから、②臨時会の招集権でございます。これは議長等が臨時会の招集請求をした場合に、

執行機関の長が招集しないということがあり得るわけです。それが問題になってございまして、

そのことをしない場合でも、議長が臨時会を招集することができることとするという、こうい

う法律改正が行われてございます。 

③議会運営の関係でございまして、委員会の規定なのですが、今の法律上は常任委員会、議

会運営委員会、特別委員会というこの三つに分かれた法律の規定をされておりますけれども、

この法律の規定が簡素化されて、委員の選任方法等については条例に委任するという形になっ

ています。条例で定めるという形になってございます。こういう内容に変更になっているとい

うことです。それともう一つ、議会運営に関して、先ほど委員長のほうからも言われたとおり
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本会議においても公聴会の開催、参考人を招致することができることとするという法律改正が

されているということです。 

④議会の調査権でございますけれども、100 条の関係でございますが、議会が調査を行うた

めの関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求するということが、これは特に必要があると認

める場合に限るという形で変更になっているというものでございます。 

⑤政務活動費ですが、これにつきましては従来の政務調査費という名称であったものを政務

活動費ということに名称を変更しまして、交付目的自体が議員の調査研究その他の活動に資す

るためということに改められております。その経費の範囲については条例で定めるということ

になってございます。こういう改正がされているところでございます。 

２ページ目です。（２）議会と長との関係についても改正がされてございます。①再議制度で

ございますが、条例・予算以外の議決事件についてもこの再議制度を拡大すると。例えばとい

うことで、総合計画などということもありますけれども、拡大するということになっています。

条例・予算の再議については３分の２以上の多数議決ということでございますが、その他の拡

大する一般再議については、いわゆる過半数をもって決するということに変わってございます。 

それから、②専決処分です。これについてもいろいろ問題があった中で、いわゆる副町長の

専決処分を行った事例があるということでありまして、これについては専決処分から対象外と

するように今回の法律で改められています。それからなおかつ、町が行った専決処分を議会が

不承認とした場合どうなるのかということの規定を新たに今回設けられてございます。 

それから、③条例公布ですが、条例の送付を受けた日から 20 日以内に公布を行わなければな

らないというように改められてございます。 

（３）直接請求制度については、現行では有権者の３分の１以上の署名件数があれば有効と

いうことになってございますけれども、40 万を超える部分については６分の１、80 万を超える

部分については８分の１というふうに緩和をされているということです。 

それから、（４）国等による違法確認訴訟制度の創設、これはいわゆる市町村の場合は道が、

または国がという形になるのですけれども、いわゆる是正の命令に従わなかった場合、そのま

ま放っておかれたらどうなのかというのが実態としてございまして、これがいわゆる違法確認

の訴訟を起こせるような制度に変わったということです。例えば先ほど言いましたように、条

例が議会の議決で通ったにもかかわらず、長が放っておいているということがあった場合に、

これら今の法律では、例えば 20 日には変わりましたけれども、そういう取り扱いはだめですと

いう是正が例えば県からあったと、知事からあったと、それにも従わないというふうな事例と

いうのが考えられるわけです。そういうことを訴訟として起こせるという内容になっています。 

それから、（５）一部事務組合・広域連合等の関係ですが、これは協議会等からの共同設置か

らの脱退の手続きについて簡素化されたというものでございます。 

簡単に言いますとこういう内容の法律が改正されたということでございまして、施行期日に

ついては記載のとおり 24 年９月５日から施行されているものと、９月５日に交付されています

が、公布後６カ月以内で、政令で定める日というふうになってございまして、この政令につい
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てはまだ公布されてございません。関係改正文については、９月５日から施行されているもの

とまだ施行されていない部分があるということでご理解をいただきたいと思います。 

以上、まず資料２－１の説明でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま地方自治法の一部を改正する法律の概要について説明がご

ざいましたけれども、委員の皆様で理解が不十分だということで聞いておきたいということが

ございましたらどうぞ。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） ないようですので、資料２－２に入りたいと思います。  

岡村事務局長、説明願います。  

○事務局長（岡村幸男君） 関係する条例について、詳しくご説明したほうがいいと思われる

項目について拾い上げをしてございます。今回改正があった部分です。自治法改正の改正後と

現行、改正の中身はどうなのかということをご説明したいと思います。それに伴って条例改正

等を本町の議会会議条例等の改正が必要になるという部分について記載をしてございます。 

まず、第 16 条の関係でございます。先ほども概要でお話ししたとおり、条例の改正事項のほ

うを見ていただきたいのですが、長は、条例の送付を受けた日から 20 日以内に再議に付す等の

措置を講ずる場合を除き、当該条例の公布を行わなければならないこととする。施行は 24 年９

月５日です。これは現行法で言いますと下線を引いている部分ですが、再議その他の措置を講

ずる必要がないと認めるときは、20 日以内に公布しなければならないということになっていた

のです。ということは、その他の措置を講ずる必要があると認めれば公布をしなくてもいいと

いう解釈がとれるということがあって、そうなると条例を公布しないでそのまま放っておくと

いうことがあり得るという、こういう条文だったのです。それを必ず公布しないとならないと

いう、いわゆる改正では 20 日以内にこれを公布しなければならないと。これは前提です。ただ

し、再議に付す等した場合はこの限りではないということなのです。ですから、実際に何かや

った場合はこの限りではないですよということで、基本は 20 日ということに変更がされたとい

う内容です。これについては本町の条例改正等の必要はありません。考え方としてこういうこ

とをご承知おきいただきたいということです。 

それから、現行法 76 条、80 条、81 条、86 条になります。１ページから２ページ目にまたが

ってございますが、先ほど言いましたとおり直接請求制度の緩和条件です。ですから、議会の

解散の請求、議員の解職の請求、長の解職の請求、副町長等を言いますけれども役員の解職の

請求、これらの請求に必要な署名の緩和がされているということでございますが、40 万を超え

るとか、80 万を超えるということは、うちのほうにはほぼ該当はないので、こういう改正がな

されたということをご承知おきいただきたいと思います。 

それから、２ページの第 100 条です。現行 100 条であります。議会の調査権ということで、

いわゆる 100 条調査の関係でございますが、従来の規定は、下線を引いてあるとおり、調査を

行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。とい

うことで、いわゆる特定はしてございませんでした。それが、加重要件として改正後は、調査
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を行うことができる。という規定に直りました。この場合においてということで、特に必要が

あると認めるときは、という規定が置かれて、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記

録の提出を請求することができる。特に必要があると認めるときは、というふうに改正されて

おりまして、いわゆる条件が付されたということでございます。従来の場合でいえば、調査を

行う場合にはそういう方たちの証言、出頭を求めることがそのままできるということでしたが、

特に必要と認める場合というように改められたということでございます。同じく 100 条の 14

項の中に政務調査費というものが規定されてございました。これについて当町では取り入れて

ございませんけれども、政務調査費の名称を先ほどもお話ししましたとおり政務活動費に、交

付目的についても議員の調査研究その他の活動に資するために改めまして、政務活動費を充て

ることができるということは、この内容については条例で定めるという形になってございます。

ただここについては、改正後の 16 項を見ていただきますが、議長は、第 14 項の政務活動費に

ついては、その使途の透明性の確保に努めるものとする。ということで、いわゆる何らかの措

置を講じなければならないという規定が新たに追加されているということでございます。 

次からが、ちょっと説明を加えたいと思います。101 条です。101 条に５項、６項が追加され

ました。改正後、101 条の５項、６項です。本町の場合は通年議会制度をとっておりますので、

これについてはほぼ該当ないと言ったほうがいいと思いますが、これまでは議長が招集をする

ということはできなかったわけですが、請求をすることはできました。長に対して臨時会を開

催してくださいという請求はできたのですけれども、みずから招集をするということはできな

かったわけです。それが今回の法律改正の中で、首長が臨時会を招集しないとき、いわゆる議

長が要請して、請求して首長がそれを招集しなかった場合は、議長においてこれを招集するこ

とができるという、そういう改正がなされたということでございます。それともう一つが、議

員の皆さんからもこの招集の請求ができるのですが、案件を付して請求ができるという形にな

っていますが、これは４分の１以上の者ということになりますけれども、この場合も首長がそ

れをしなかった場合は議長がこれを招集することができるという形になってございます。この

ように、議長に臨時会の招集権限が新たに臨時会の部分についてもつけ加えられたということ

でございます。 

それから、次の 102 条は条文が追加されていますが、その前をちょっと見ていただきたいの

ですが、現行の 102 条の第２項になりますが、定例会は、毎年、条例で定める回数を招集しな

ければならないとなってございます。これは変更ございません。白老町議会は、この 102 条の

第２項の規定に基づいて定例会を年１回とするという形で通年議会を導入しているという内容

になっています。まずここは押さえておいていただきたいと思います。５項の追加分は先ほど

の臨時会の付議事件の告示の関係ですので、ここは説明を省略させていただきます。次のペー

ジを見ていただきたいのですが、102 条の次に 102 条の２ということで新たに条文が追加され

ています。全部で 102 条の２の第８項まで追加されていると。これが新たに地方議会の会期を

定めるということで、通年議会の関係が条文として追加されたという部分でございます。６ペ

ージです。この規定の仕方なのですが、通年の会期で 102 条の２です。普通地方公共団体の議
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会は、前条の規定にかかわらず、この前条の規定というのは 102 条のほうの定例会、臨時会の

関係です。条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から

翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。こういう規定が置かれたのです。ですか

ら条例で、例えば１月６日からというふうに決めれば翌年の１月５日までが会期ですと、こう

いうように条例で決めることができるという内容になっています。それと、２項のほうはどう

いうことかということ、この通年議会の場合、会期が条例で定められればこの当該日に招集し

たものとみなされますということです。あえて招集告示をしなくても法律で招集したものとし

てみなすということですので、この日に集まることは必要ありません。ですから、今うちは招

集を町長が行って、例えば１月６日に議会を開いて１年間の会期を決定していただいていると

いうことでございますけれども、条例で会期を決めてしまえばそれは招集されたものとみなす

ということで、集まる必要はないということです。ただし、解散とか任期途中で終わったとか

そういう場合はきちんと招集されてということになりますけれども、この通年会期制でいう部

分については、これはみなされますので出席の必要はありません。３項については、条例で１

年間という会期を定めていても、解散とか任期満了があればその日で会期は終了しますという

ような規定です。その場合におけるという招集の考え方は４項に書いております。それで、次

の中で説明を加えたいところが６項です。７ページのほうに６項がありますが、第１項の議会

は、ということは、通年で、条例で定める議会はということになります。この議会は、条例で、

定期的に会議を開く日（以下「定例日」という。）を定めなければならないということで、通年

で、条例で会期を定めたところは、定例的に会議を開く日、定例日という形になるのですが、

この日を条例で定めるということになります。これはまた後ほど説明いたしますけれども、予

見可能性があるようにということが考え方にあります。ですから 102 条の第１項の通年会期制

を導入した議会は、定例日もきちんと条例で決めなさいということなのです。こういう内容に

なってございまして、非常にこの部分については、私どももちょっといずいかなというような

感じで見てございます。もしこの通年会期を導入するということになれば、条例の改正は有と

いうふうに書いていますとおり、やらなければならないということになります。ですから、き

ょうはその辺を議論いただきたいということがございます。 

次に、８ページをご覧いただきたいと思います。先ほどの議会運営の関係でもお話ししまし

たが、委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任方法等について条例に委任するということ

でございます。８ページに 109 条で常任委員会の項目がございます。それから、10 ページに現

行法 109 条の２で議会運営委員会の規定がございます。それから、11 ページに現行法 110 条と

して特別委員会の規定がございます。改正前の法律ではこのように三つの委員会ごとに規定を

置いていたということでありますが、改正後は常任委員会ということで 109 条として一つにま

とめられています。条文が簡素化されております。簡素化されてございますので、この選任方

法等については条例に委任するということになりますので、これは委員会条例のほうの改正が

必要になるということになります。ただし、これは施行が政令で定める日ですから、今の段階

ですぐにということではなくて近いうちにこの辺の整理を必要とするということでございます。 
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よろしいでしょうか、11 ページまで言いましたので、次に 12 ページです。先ほどもご説明

したとおり、本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができるという形に

なりました。改正後は 115 条の２ということで１項、２項条文が追加されております。これも

基本的にはできるという規定になってございます。２項もできるという規定になってございま

して、今までは委員会でできましたが、本会議においてできるということになります。ここで、

大変申しわけありません、改正の必要性なしと書いていますが、これは皆さんがやる環境をつ

くっておくということであれば、これは会議規則等の改正が必要になります。それから、今は

委員会ができるという形で進めていますけれども、本会議できちんとできるという規定を、そ

の規定の書き方は、開催をどのようにしていくかというような方法を決めると。例えば議決で

公聴会を開くようにするとかということを規定しなければならないということでありますので、

ここは皆さんのご意見で、こういうことをきちんと整理しておくということであれば会議規則

を直すということになります。 

修正動議発議の手続きについては、これは条文の移動だけですので、ここは省略いたします。 

次に、長その他役員等の出席義務の関係でございます。これは新たにただし書きとして追加

されていることです。どういうことかというと、通年会期をすることによって、長等が、町長

等です。説明員なのですが議場に出席できない場合があるだろうと、それが正当な理由がある

場合については、議長に届け出たときは義務が解除されますという考え方のものです。こうい

う規定が通年会期をやるということで盛り込まれたということでございます。これは本町にお

いても議会のみの審議を行う場合は、説明員の出席要求はあえてしないということでしたが、

逆に町当局のほうからもそれは出席したほうがいいということで、本会議においてはこのよう

な形で進めさせていただいておりますが、法改正では、通年議会の中で幅広くやるのであれば、

ここまでは解除していいのではないかという法律が追加されたというものです。 

それから、先ほどお話ししました 176 条の部分の再議制度の関係でございます。第 176 条で

すが、ここは先ほども話したとおり一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件に拡大します

というものであります。条例・予算以外の議決の再議決要件は過半数となりますということで

す。あくまでも条例の制定もしくは予算にかかわるものについては３分の２以上です。これは

あくまでも多数議決ということになりますので、それ以外のものについては、過半数というこ

とで、これは９月５日に直されているということです。これにつきましては、特に関係条例等

の整備の必要性はありません。 

次の 14 ページの 177 条についても、これも再議の関係でございますが、これについても同様

ですので、説明は省略いたします。 

次の 179 条の関係は、先ほどもお話ししたとおり、副知事、副市町村長の選任を専決処分か

ら外すということになってございます。それから、４項で追加されております、専決処分が報

告されて不承認ということになった場合については、町長は必要と認める措置を講じなければ

ならないという規定が追加されたということであります。 

次に、207 条、250 条の２は省略させていただきます。 
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251 条の７の関係ですが、国等が是正の要求をした場合に、地方公共団体がこれに応じた措

置を講じず、かつ、国地方係争処理委員会への審査の申し出もしないとき等に、国等は違法確

認訴訟を提起することができるという規定です。先ほど言いましたけれども、国等から、上か

らここは直しなさいと是正の命令がきたと、命令が来た市町村は、それを本来であれば何か申

し立てをするのであれば、国地方係争処理委員会へ審査申し立てをすることができるのです。

それもしないで放っておくという場合があるわけです。そういう場合が、国等が違法確認訴訟

を提起することができると。これが事例としてはいわゆる阿久根市の関係ですとかそういうこ

とだったと思います。こういう事例があるのでこういう変更があったということでございます。 

252 条では、市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起ということでございます。同じ

考え方で、そういうことがあった場合には逆に提起されますということです。 

それから、一部事務組合、広域連合等の関係については、脱退の手続きを簡素化するという

ことで、ここは非常に長い条文があるものですから、すべて省略させていただいております。 

以上、このような新旧の改正が行われておりますので、これに伴って先ほどもお話ししたと

おり、本町の通年会期制度を現行の 102 条の規定に基づく年１回の定例会の制度としてそのま

ま行うか、それとも、新たに条文が追加されました 102 条の２の規定に基づく通年会期を定め

るか、どちらを選択して今後進めていくかということのご議論。それから、先ほど言いました

本会議において公聴会、参考人それらの制度をできる規定になってございますので、これを本

町議会でも取り入れるように会議規則を見直す、そういうような準備を進めるかどうかのご議

論をいただきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、ただいま説明がございましたけれども、通年議会の関係

と本会議での公聴会及び参考人制度の問題がございます。常任委員会等々につきましては、こ

れは後ほど整理しなくてはいけなくなります。当然三つの部分が一つになるということでござ

いますので。それで、きょうは特に通年議会、我々今までやってきたわけです。そういう中で、

今までの形と今回の地方自治法で制定された形とが若干違っております。違っているというこ

とではないのですが、そこをうちの議会としてはどのように整理していくかということでのご

議論をお願いしたいということでございます。最も大きい部分は、今事務局長も言いましたよ

うに定例日をきちんと条例で決めてしまうかどうかというあたりが一番面倒なところでござい

ます。今の説明の中で質問がございます方、わからないこと等々ありましたらどうぞ。  

及川委員外議員。  

○委員外議員（及川 保君） 及川です。この定例日という、今回初めてこういうことを聞か

されたのですけれども、今まで私たちの議会運営をやってきた通年、ほぼ内容的には大きな変

わりはないのですけれども、この定例日というのは、要するに条例でどことどこでやるかとい

うことを規定しなさいということなのですか。このあたりをもう少し今までやってきたことと

比較して説明願いたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 標準会議規則みたいなものもきているのですよね。  

岡村事務局長、それを含めて説明願います。  
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○事務局長（岡村幸男君） 資料２－３を見ていただきたいと思います。もし 102 条の２の新

しい法律に追加された条文に基づいて通年会期をした場合にどのような規定になっていくのか

ということがあります。その比較表もつくってあります。備考を見ていただきたいのですけれ

ども、通年の会期制度の創設という考え方なのです。これは全国議長会からもきている内容な

のですが、地方行財政検討会議及び第 30 次地方制度調査会は、通年会期制度の創設についてと

いうことで、通年を会期とすることを選択できるようにする方式では、定例日を条例で定めて

予見可能性のある形で定期的に会議を開くこととすることによって、これまでとは異なる議会

運営を可能とし、議会運営の方式の選択肢が広がるのみならず、より幅広い層の住民が議員と

して参画しやすくなることにつながるものと考えられ、ということになっているのです。つま

り、定期的に開く日を決めることによって、いつ開くかはっきりわかるので参加しやすくなる

という言い方なのです。それで、○○議会の会期等に関する条例（例）ということで、全国議

長会の参考例なのですけれども、２ページ目の第２条です。法第 102 条の２第６項に定める定

期的に会議を開く日は、ということで、例として、(１)毎月第３水曜日、木曜日及び金曜日と

する。(２)何月何日、何月何日とする。(３)３月、６月、９月及び 12 月の第３水曜日、木曜日

及び金曜日とする。ということで、はっきりこれがわかるように書いてございます。ただし、

それが休日に当たるときは、という考え方なのです。ですから、あくまでも定例日というのは、

予見可能性ということですからいつ開かれるのだということがはっきりわかるように条例にう

たうということなのです。先ほども読みましたけれども、備考のほうに下線を引いています。

なお、これまでの規定の中で会期を長期化して実施されている、いわゆる「通年議会」は、全

国の町村議会で十数例実施されているが、これまでどおり現行の条例、会議規則に基づく運用

で差し支えないと書いているのですが、これは実は当初きたものの内容でして、後から全国町

村議長会からきた文章からは、この文言は削除されています。ただし、だからといってだめだ

ということではありません。これまで私どもが 102 条の規定に基づいてやっている定例会１回

ということがだめだということではありません。ただし、総務省が 102 条の２で新しく通年会

期制度を導入したにもかかわらずこのようなことを書けば従来のままでいいですということに

なりますので、そこが多分削除された理由だと思います。結局、総務省は通年会期制度をせっ

かくこういう 102 条の２で設けたのですから、その法律に基づいて会期をきちんと１年間決め

て開催する定例日も決めなさいという法律の主旨にのっとるべきなのに、現行やっている方法

は１回として、あとは議会の裁量に任せている部分ですから、そういうことはそのままよしと

はしないという考え方なのです。法律上抵触するかしないかは、しないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 及川委員外議員。  

○委員（及川 保君） 内容はわかりました。今事務局長が最後に述べたことに尽きるのでは

ないかと。とういのは、通年の意味合いなのです。やはりその時々にいろいろな案件があるわ

けですよね。それに合わせた中でやっていけるという、何か突発でも起きれば議長が招集でき

るという意味合いで常任委員会もそうだったのですけれども、やってきた経緯が実はあるわけ

ですよね。その中身というのがなかなかこの中で読み取れないものですから、私は非常に厳し
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い法改正だなと、見た段階では感じております。これを今までどおりの状況の中で議会運営を

できないものなのか、そのあたりが一番ネックになるのかなと私は感じております。  

○委員長（大渕紀夫君） 山本議長。  

○議長（山本浩平君） 通年議会の利点と申しますか、よいところは融通がきくというところ

が一番意味のあるところでございまして、過去において我々よそのお客さんが来たときに必ず

解説の中でお話をさせていただいて、議運委員長なり私なりがそのときにあいさつを述べさせ

ていただいたりもしているのですけれども、過去にばい煙の問題が生じたとき、すぐに委員会

を立ち上げて行動した。または、安愚楽牧場のふん尿の問題が心配されたときは、すぐにほか

の安愚楽さんの北海道にあるところに調査に入った。あるいは、聖域なき関税撤廃の TTP に関

して北海道で真先に反対の意見書を提出した。白老牛を抱えている町村としてそういったメリ

ットがあったわけでございまして、定例日を決めるとなると全く役人の考えていることと、実

際に議員活動されている皆さんと大きな開きがありまして、例えば白老に研修に来られている

議員の中からこういった質問が出るのです。自分たちのところは何人ぐらいの村で議員も何人

だけれども、ほとんど農家の人が多いのですと、そういう中で全く議会に出られないような月

日もないわけではないと、そういった中で通年議会というのは果たしてどうなのかというよう

なところも全国にはあるわけなのです。ですから、この通年議会は融通がきくというところが

やはり最大のメリットだと思うのに、定例日を設けなければならないというのはいかがなもの

かというのを率直に感じるところでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 全くそのとおりだと私も思います。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） 今局長から説明があって、おおむね理解しました。一つだけ法例の関

連性について聞きたいのですけれども、２条の会期について先ほど説明があって、ここで決め

れば従来のような当初の議会を開かなくてもいいということはかなり合理化されていると思い

ますけど、２－３の資料でいうと、会期の２条の部分、全国議長会の参考例が１条になってい

ますけれども、この部分だけ改正した場合は、次の３条の今議論されている定例会の日にちを

決めることが連動していくのかどうかということです。その辺がどうかと。先ほど説明したと

おり現行の部分の運用も理解した上で言っていますので、その辺がどうかと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 簡単に言いますと連動します。先ほど地方自治法一部改正の新旧

対照表で説明しましたけれども、まず 102 条の２の第１項の規定は、定例会及び臨時会とせず、

毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができるというふうにな

っていますよね。同じく 102 条の２の６項を見ていただきたいのですが、第１項の議会は、つ

まりこういう会期を定める議会は、条例で定例日を定めなければならない。ですから、連動し

てしまうのです。通年の会期制をとる議会は定例日を設けるということになります。 

○委員長（大渕紀夫君） 逆に言えば、今まで私たちがやっているように、１月６日に町長に

招集していただき、そのままやればそれは連動しないしそういう形でできるということですね。 
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○事務局長（岡村幸男君） そうです。あくまでも定例会を１回と定めているだけで、ただ運

用として今までうちが１月６日に開いて翌年の１月５日までを会期と定めているということは、

基本的に通年会期になっているのです。ですから、場合によってはそこをきちんと通年会期で

はなくて閉会日を設けるということも検討する必要があるのではないかと思うのです。つまり、

１月６日に開いてその年の 12 月の例えば 30 日で会期を切ってしまって、31 日から１月６日ま

では閉会日を設けると。これは今言っている 102 条の２でいう通年の会期制をとっているわけ

ではなくて、事実上の通年議会で閉会日をきちんと設けていると。 

○委員長（大渕紀夫君） 事実上は通年議会なのですが、法律的には通年議会ではないことに

なるということです。  

ほかに質問意見等々ございましたらどうぞ。  

岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 地方議会人に何人か今回の通年議会に対して解釈を出している部

分があるのですけれども、その中で、新潟県立大学の先生が会議の時期ということで、ポイン

トということで書いているのですが、通年の会期制に関する改正は既に公布日９月５日から施

行されている。この改正はこれまでの運用による通年制議会を排除するものではないし、もち

ろん通年の会期制が強制されるわけでもない。しかし、前述のとおり、これまでの議会の会議

が妥当な時期に開会されているのかは議論が必要であると。この後にちょっと続くので、この

部分コピーして皆さんにお渡ししたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午前１０時５５分  

                                         

再開 午前１１時０７分  

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。  

一定限度の議論が進みました。２枚ほど資料が出ましたけれども説明ございますか。  

岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） ２－３の資料を見ていただきたいのですけれども、あくまでもこ

の新しい 102 条の２の規定に基づいて通年の会期をした場合にどうなのかということで、改正

した場合どのような形になるかということで会期を書いています。ですから、現行の定例会の

回数ですとか会期ですとか会期中の閉会ですとかそれらは一切なくなって会期ということで、

改正案、第２条として、１月６日から翌年の当該日の前日までとする。というような規定を設

ける改正になるだろうと。うちが通年会期制をとった場合ということです。今の通年議会と通

年会期の考え方を分けていただきたいと思いますが、通年議会ではなくて通年会期という考え

方でとった場合にはこういう形になるだろうと。２ページです。定例日というものをどういう

ふうに書いたらいいのかということになります。そうした場合に、第３条で、法第 102 条の２

第６項に定める定期的に会議を開く日は、３月、６月、９月及び 12 月の第２月曜日から金曜日

又は第３月曜日から金曜日のいずれかの日を、その初日とすると。２項に会議の審議又は議案
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の審議のため、議長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、定例日を変更すること

ができる。こういう規定を置けばある程度柔軟性を持てるのではないかということで書いたも

のです。というのは、もう一枚の資料をきょうお配りしましたけれども、21 年から 24 年まで

の３月、６月、９月、12 月会議を見るとこのような状況になっておりまして、曜日によって第

２、第３が変わるのです。もしくは 23 年の場合は、改正後の第１回目の 12 月会議ならば、第

１金曜日に開いているのです。町長の執行方針が読まれますので、こういうような議会日程に

なっていますので、なかなか単純にはいかないだろうと。それならば、第２、第３のかなり幅

広い範囲で規定をするしか方法はないだろうと。こういう形でつくっています。もし通年の会

期制をとるならば、こういう規定の方法はあるのではないだろうかと。ただ、法律でいう定例

日の概念からは少し外れると思います。いわゆる予見可能性という部分で言うと、いつになる

かは、はっきり言いますとこれだと幅広過ぎるという部分があるので、恐らくこういう規定の

仕方をすると余り好ましい規定ではないのではないかというふうに考えられます。 

道内ではうちと福島町と森町と豊浦町が通年でやっているのですけれども、福島町は私との

会話の中では、こういう考え方の中で整理できるかどうかという話をしているのですけれども、

当初はこの 102 条の２の規定に基づいて直そうと考えていたのですけれども、よくよくその辺

の整理をしていくと難しいということになりまして、見送る方向になるだろうと。あくまでも

これは正式な決定ではありませんけれども、そういう方向になるのではないかということです。

豊浦町は、改正されて間もないので、まだそこまで検討していないということです。それと、

森町ですが、規定の仕方が条例でいつからいつまでと決まっているそうなのです。もしそうだ

としたらその辺は直さなければならないかもしれないと。その辺はまだこれから検討するとい

うことです。大きなところでどのような解釈でやっているのかなということで聞きました。例

えば三重県の四日市市議会もやっているので聞きましたけれども、今の段階ではまだそこまで

の検討はしていないということで、つまり１回の定例会での対応ということで、通年の会期制

ということについては検討していないと。それから栃木県議会にも聞いてみたのですが、別表

を毎年直す方向で検討していると。毎年議会を開いて１年間の日程を全部決めて別表に条例改

正として載せてあると。つまり定例日を１年間決めまして、毎年条例を改正して定例日を決め

るという方向でしか、ちょっと難しいかなということで検討しております。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま事務局長から説明ございました。全体としてのご質疑を受

けたいと思います。質疑、意見等ございましたらどうぞ。  

小西委員。  

○委員（小西秀延君） 私どもが通年議会を入れたのは、やはり臨機応変な対応という条件に

通年議会が合ったものですから、それをやはりこれからも運用したほうがいいのではないかと

いうことで、102 条の２の規定にのっとらない、閉会も入れた考え方で進めてはどうかと考え

ています。  

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員。  

○委員（西田祐子君） 確認だけさせていただきたいのですけれども、もし今回こういうふう
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な新たな形の通年議会ということをやるとした場合、日程を決めてしまわないとならないとい

うふうになった場合の弊害というのはどういうものが考えられますか。この辺だけちょっと確

認させていただければと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 日程を決めるということになれば、先ほど言ったように方法が何

点かあるかと思うのです。その日程の決め方が、先ほどお話ししたとおり１年間分全部決めて

しまうという方法もあると思います。あらかじめ開く日はもう決めてしまうということが一つ

あります。それと、もう少し限定的に、第２水、木、金というかなり限定的に規定するという

方法もあります。もしくは何月何日、何月何日と決めてしまうという方法もあります。定例日

を決めるということに関して言えばです。ただ、それによってはやはり町側との協議の中でい

つ開くかという部分でいうと、いろいろな日程が毎年毎年入ってきますので、その中では必ず

しもその日程どおりいくかどうかというのは非常に難しい部分があるのかなという気がします

し、議会のほうの日程調整だけでは済まない部分が出てくるのかなという気がいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 白老町は、全国を先駆けて通年議会をやってきまして、本当にいろい

ろなことをすり合わせをしながら今少し現状的には問題がなくなってきているかなというとき

に新たにこういうふうに出てきましたので、不都合があって出されてきたもののほうがよりい

いのであれば私たちは参考にすべきとは思うのですけれども、今私たちがやっていることのほ

うがきちんとした形で委員会にせよ日程的なものにせよ問題なくやってきていますし、先進的

な私たちの白老町の意見を聞いてもっと参考にしてほしかったなと反対に思っていますけれど

も、そういう意味では私たちは今までどおりの形でいいというふうに思います。  

○委員長（大渕紀夫君） どうですか、会派に一度持ち帰ったほうがよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） そうであれば、今議論をした、先ほど議長も意見は述べられており

ますし、私も今吉田委員が言われた、全く同じような意見なのですけれども、一たん会派にお

ろして、そしてもう一度持ち上げるということで、その中で決定していくというような措置の

ほうがよければそういうふうにしたいと思いますが。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。それでは、地方自治法改正に伴う特に通年議会を中

心とした考え方、あとは本会議で公聴会、参考人の部分、この２点について各会派で取りまと

めをしていただきたいと思います。次回の議会運営委員会の中で結論を出していきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  

山本議長どうぞ。  

○議長（山本浩平君） 資料２－１の中で、政務調査費が政務活動費という名称に改められて

いるのがありますけれども、現在政務調査費という扱いではなく、旅費か何かというふうな扱

いになっていると思うのだけれども、８万円、年間個人あるいは会派が使えるものがございま
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すよね。現在どういう扱いになっているのかというのが１点。この内容を見ると政務活動費と

いうふうに置きかえられるのではないのかなというふうに思うのですが、この点について事務

局の見解をお尋ねしたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 現状では、いわゆる政務調査費というものではありません。あく

までも旅費です。旅費として、１人８万円を計上しておりますので、その使い方はやはり旅費

に充てるということになっておりますので、その他の費用としては使えないという状況です。

政務調査費というのが政務活動費に直りますけれども、経費の範囲というのはどういうものが

使えるのかというのは、もしこれが必要だということであれば具体的に条例で定めることにな

ります。ですから、金額は別として、８万円の旅費ということで今名目がはっきりしておりま

すけれども、８万円を政務活動費にするのですということになれば、条例をきちんと設けて条

例の中でその経費の範囲を定めるという形になろうかと思います。その辺のご議論はもっと深

めていただいた上で、８万円の使い方についてもご議論いただければというふうに思います。  

○委員長（大渕紀夫君） いいですか、山本議長。  

○議長（山本浩平君） わかりました。いいです。  

○委員長（大渕紀夫君） とりあえずはそういう形の中で２点について各会派の意見をまとめ

ていただくということでよろしゅうございますか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのようにしていただきたいと思います。 

３番目、平成 24 年度補正予算要求及び 25 年度予算要求の内容についてということでござい

ます。 

岡村事務局長、説明をお願いいたします。 

○事務局長（岡村幸男君） 議会費の補正予算の関係です。例年議会費が年度途中で補正をす

るということは、特に必要な経費等がなければ最終的に３月で整理を行うということが基本に

なってございますけれども、今回は町が経常的経費を削減していくという中にあって、私ども

の議会費においても 12 月で一定の整理ができるものについては整理させていただきたいとい

うことでございます。今回 24 年度の 12 月会議に出させていただく補正予算でございますが、

全体として約 115 万円落とさせていただきたいということであります。中身的には、一つは費

用弁償でございますが、これは本会議・委員会の費用弁償、実費の部分でございます。実費の

部分ですが、最終見通しを見ても 21 万 4,000 円ほど余るのではないかということがありますの

で、この分についてまず減額補正。それから、道外視察研修についても欠席されました議員も

いらっしゃるということと、基本額９万 2,000 円が今回７万円から８万円の範囲で収まってい

るということもございまして残額が生じておりますので、この部分についても合わせて削減を

させていただくと。補正額で減額をさせていただくということで、費用弁償から 70 万円の減額

補正。それから、需要費ですが、これは印刷製本費です。議会だよりの印刷単価が入札の結果

下がっておりますので、これについても 20 万円ほど不要額が出るということで、これも減額補
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正。筆耕翻訳料につきましても、現在の見通しの中では 25 万円ほど余るということでございま

すので、これも減額補正させていただきたいということであります。合わせて 115 万円ほどの

減額補正をさせていただきたいという部分であります。従来でありましたら議長の決裁を受け

て事務的な部分で説明させていただきたいと思っておりますけれども、今回についてはこのよ

うな状況も踏まえて議長に相談の上、議運にもご説明をしておきたいという部分でございます。 

次のページですが、25 年度の予算要求についても概要を説明させていただきたいと思います。

前年度の当初予算、合計で 8,779 万 9,000 円に対しまして、25 年度の予算要求は 8,035 万 8,000

円で、前年度対比 744 万 1,000 円の減ということになってございます。その主なものとしては、

議員報酬経費等のうち、議員年金廃止に伴う共済掛金の負担金なのですけれども、これが 25

年度は 1,700 万円ほどで済むだろうと。前年度対比で 483 万 3,000 円ほど下がるという部分で

あります。それから議会運営経費のほうでは、道外視察研修旅費ですけれども、来年度は今の

ところは各委員会での視察研修は１年次、３年次ですので、これがなくなるということでの減

額分です。交際費につきましては、議長にもご相談いたしまして 30％強削っていただくという

ことです。それと、筆耕反訳料が 172 万円ほど減額になってございますが、今検討してござい

ますのは、会議録作成システム、今データをテープで取っているのですけれども、それをデジ

タルで取ることによって音声認識ソフトでそのまま変換するというシステムがございます。そ

ういうシステムを導入することによって大幅に筆耕反訳にかかる時間を短縮できるだろうとい

うふうに考えてございます。そういう意味で 172 万円の減額、特にこの中では本会議、いわゆ

る定例的に開かれます３月、６月、９月、12 月の本会議につきましては、会議録センターとい

うところに議事録の作成を全部委託していました。それを取りやめまして、システムを導入し

て、それで大体７割か８割ぐらい今の段階では一番よくてそのぐらいまで反訳されるというこ

となのです。それで、筆耕反訳を町内の主婦の方に本会議も含めてすべてお願いすることによ

って削減できるという考え方です。賃借料については、議場のマイクの賃借期間が終わりまし

たので、改めて新しいもの入れるということはしないでこのまま継続して使うということでこ

の賃借料が減ります。ただし、故障した場合には今後町の備品という形になりますので、修繕

費がかかるということがございますが、こういう考え方で整理しました。一方で、先ほどお話

ししたとおり会議録作成のためのシステムを賃借しなくてはならないということがございます

ので、107 万 1,000 円ほど計上させていただくということでございます。車借上料なのですが、

これは議員研修会に使っていた車借上料、福祉バスを使っていたのですが、福祉バスが耐用年

数を過ぎて老朽化したために廃止ということでございますので、次年度以降は借り上げバスと

いう形になるということでございます。会議録の作成用デジタル録音機の購入です。これはマ

イクではなくて、デジタルで録音するのですが、今はテープの機械になってございますので、

テープではなくてデジタルの録音機を購入するという形になります。これは 32 万 500 円です。

その他もろもろの増減がございます。46 万 4,000 円、これを合わせまして 744 万 1,000 円ほど

減額して 25 年度については予算要求をさせていただきたいということでございます。事前に議

長のほうにはお話をさせていただいております。 
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○委員長（大渕紀夫君） ただいま補正予算と 25 年度の予算要求の中身についてご説明がござ

いました。ご質疑ございます方どうぞ。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 25 年度の反訳のことでお伺いしたいのですけれども、デジタル化して

町内の方にしていただくということなのですけれども、議会の本会議ですとかホームページに

アップされる期間というのはこれで短くなりますか。どうなるのでしょうか。その辺どういう

ふうな見通しでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 実質的には今までとほぼそれほど大きく変わるということはない

と思っていますが、ただ日頃からその辺について事務局内でも努力して、なるべく早く議事録

はつくっていきましょうという考え方でおりますので、ここにつきましてはシステムを入れて

早くなるということではなくて、そのシステムを入れることによって経費的な部分を削減した

いということが主で今やってございますが、今西田委員が言われたとおり、期間についても短

くしていくような努力は今後もしていきたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員。  

○委員（西田祐子君） つまり、今までとほとんど変わらない期間でできるというふうに理解

してよろしいですね。わかりました。  

○委員長（大渕紀夫君） ほかにございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（大渕紀夫君） それでは、４番目に行きたいと思います。  

岡村事務局長。  

○事務局長（岡村幸男君） 次回開催日ですが、11 月 30 日金曜日になります。これは定例会

12 月会議の一般質問、意見書等についてでございます。既に意見書等の提出についてのご案内

を差し上げてございますので、よろしくお願いしたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） ４番目について何かございますか。第４次の議会改革が来年の３月

31 日まででございます。今事務局のほうと私のほうでいろいろ整理をいたしまして、そしてど

のような形で今後進めるかと、当然今後の進め方については議長とも相談しなくてはいけない

のですけれども、今までの一定の総括はきちんとしておかなければいけないと。来年の３月 31

日までですので、一定限度まとまれば１日なら１日、２日なら２日の議会運営委員会を開き、

12 月の定例会以降になると思いますけれども、開いてまとめをきちんとしておきたいというふ

うに考えておりますので、12 月の定例会以降、議会運営委員会単独で何回か招集するというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 今大渕委員長からお話があったとおり、実は議運の中でも何点か

積み残しになっているものがございます。例えば議員の派遣に関する要綱は、既に改正の内容

についても皆さんにお話ししておりますけれども、これはまだ検討まで入っていない状況があ
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ります。政策研究会の設置についても懇談会が終わった後にテーマを決めるという形になって

ございますので、その辺についても議論していただかないとならないと。ただ、少なくとも私

が感じておりますのは、今回の懇談会の内容で研究会を立ち上げるだけのテーマになるような

ものがあったのかということになると、そういうような状況にちょっとないのかなということ

もございますので、改めてこの辺については議題を設定する必要があるのかなというふうに考

えてございますので、その辺もお含みおきをいただきたいというふうに思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 回数を余りやる考えもございませんけれども、12 月中には一度か二

度はやって、一定の方向は出したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

山本議長どうぞ。 

○議長（山本浩平君） ３番目にもかかわってくる内容の話だと思うのですけれども、昨年の

予算額から比べると約８％強も減額できたと、大きいのは議員年金廃止あるいは道外視察研修

がなくなったとか反訳料とかということですが、結果的に８％も本当によく事務局のほうは努

力されたなということで、評価したいというふうに思います。非常に財政が厳しいということ

で、それこそ聖域なく各課にわたって５％削減というような話がございました。実は理事者の

ほうから私のほうにも具体的な話もありました。しかしその具体的な話に関しては、私自身が

抵抗を示しているところもありまして、まだ皆様方にはご相談を申し上げてございません。一

応具体的にあった文言だけお話ししますと、８万円の旅費ありますね、これは毎年ですから、

４年間で 480 万円ですね。これを隔年というような考え方になりませんかという相談がありま

した。しかしながら、いわゆる政務調査にかかわるような旅費に関しては、議員一人一人の資

質向上にもつながることでもありますし、町側からお話があったときに、22 名のときから比べ

たら今は 15 名だと。議会独自に７名も削減して、削減ということに関しては自主的に議会も十

分貢献してきていると。それと、他の本州の町村議会から比べると、皆さんご存じのように報

酬も決して北海道は高くない。昨年の報酬等審議会の三度にわたっての答申のいろいろなこと

がありました。そういった中で、現在その町からの話に関しては、議会としては今のところ動

くつもりはないのですけれども、しかしながら、万が一、町側が今の財政の状況、それと財調

にお金をためていくというような方針の中で、町側がもし痛みを伴うようなことを実際にやる

ようなことになったときは、町民の皆様方の世論あるいは各議員の意見を踏まえた上で、その

ときには方法は別にして、議会運営委員会に相談を申し上げるというふうに考えてございます。

ただあくまでもそれは町が言ってきたことでやるのではなくて、議会として自主的に皆さんの

意見を拝聴しながら決めていきたいと思っておりますので、お話だけさせていただきました。  

○委員長（大渕紀夫君） ほかございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） 以上をもちまして議会運営委員会を閉会いたします。  

（午前１１時３６分）  


