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 平成２４年１１月議会改革活性化推進特別委員会 

                     

平成２４年１１月 １日（木） 

 

○議事日程 

 （１）地方自治法の改正に伴う条例・規則の改正について  

（２）今後の進め方、議員提案による課題整理について 

１．議会活動等について 

 

   ２． その他各議員からの検討課題について 

 

（３）その他  
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     ５番 芳 賀 芳 夫 君       ７番 川 上 絹 子 君 
     ８番 日 置 紳 一 君       ９番 村 本 照 光 君 
    １０番 山 本   豊 君      １１番 村 瀬   広 君 
    (議 長 徳 田 栄 邦 君) 
 
    
○欠席委員（１名）  
     ６番 上 村 義 雄 君 
 
○出席事務局職員 
 議会事務局長   勝 山 英 敏 君 
 議会事務局係長  中 川 真 希 君 
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開会 午後３時０３分 

    ◎委員長挨拶 

○委員長(山崎 仁君) 本日は午前から様々な行事がありました。また、今日は

３時からということで皆さんお集まりをいただきありがとうございます。特別

委員会の本来の使命である議会改革活性化について、いよいよ議論が深まると

ころであります。今日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎開会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) 上村委員より欠席の届出があります。 

ただ今の出席委員は１０名で定足数に達しておりますので、議会改革活性化

推進特別委員会を開会いたします。 

  これより議事に入ります。 

 

◎（１）地方自治法の改正に伴う条例・規則の改正について 

○委員長(山崎 仁君) まず始めに、地方自治法改正に伴う条例・規則の改正に

ついてであります。事務局より説明をいたさせます。 

  局長 勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (配布資料・資料№１～４説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) やや一方的ではありますけれども、説明をいたしました。

もう一度整理をいたします。今金町議会基本条例新旧対照表の中で、改正前、

改正後。これは基本条例の改正を以前から検討していた部分であります。文言

の中では、討議という言葉が使われています。この討議という言葉がいかがな

ものかということでは、文言を変えたらどうだということが一つ。それからも

う一つが、法の改正により総合計画の位置付けが変わりました。これにより、

以前は法律第２条第４項の規定に基づく、いわゆる総合計画を指すわけですけ

れども、これを具体的に今金町における総合的かつ計画的な行政の運営を図る

ためという文言に変えるという。この２点が基本条例に関わる改正が必要だと

思われる部分であります。これは以前からお話をしてますので皆さん再確認と

いうことではよろしいですか。 

  (｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) これが今言った通りの理由で、改正が必要であろうとい

うことであります。それからもう一つは、標準会議規則の改正がこの度ありま

した。その改正に伴って今金町議会・委員会条例も変える必要が出てきたとい

うことであります。その新旧対象が、今局長のほうから説明がありましたけれ

ども、質疑があればお受けいたします。基本条例に関わる部分、２点でありま

すけれども、これに関してご意見ありましたら。 

  基本条例の中で規定をされているのは、条例の見直しは議会運営委員会によ

って行なうというふうに規定されております。今回、この特別委員会を設置し
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たことにより議会運営委員会だけではなく、特別委員会の中でもその考え方を

議論するということが、当初の委員会の中で発言がありました。それに則って、

今皆さんに、この条例改正に向けてのご意見をお伺いしているわけです。 

  いかがですか。自由で闊達な討議を通じて。いわゆるその討議という言葉の

意味合いと使い方。これが基本条例の中ではいかがかなということであります。

これをどのような文言に変えるか。もしくは変えなければどういう意味合いで

これを使っていくのか。このようなことを皆さんからご意見いただきたいと思

います。 

○３番(向井孝一君) 非常に難しい問題だと思うんだけれども、基本条例を作っ

た根本というのは、この文言の通り、積極的な討議をするというのが目的だっ

たのではないかなという気がする。それを無しにするということになるとどう

いうことなのかな、と思うんだけれども。文言をそのまま残しながら、どうし

たら自由で活発な議論が出来るのかということを考えるべきじゃないかなと思

うのだけれども。 

○委員長(山崎 仁君) 答弁する立場には無いのですけれども、以前、議会視察

にこられた時に自由闊達な討議ってどういうことをしているんですか、という

話がありました。 

○３番(向井孝一君) 討議はしてないよね。 

○委員長(山崎 仁君) してないというか討議ですから。議を闘わせる、こうい

う意味合いでは、言葉の使い方がどうなのかなということがこの話題になった

スタートにあります。ですからこの言葉を残す、いわゆる討議を残すというこ

とであれば、議論を闘わせるような場所。今向井議員がおっしゃる通り、どう

いうふうに作っていくかです。ですからそのことを、ではどうすればいいかと

いうことでアイディアをいただきたい。残すのであればそういう。ただ、討議

は実際はしていません。そこをどう捉えるか。もとより、現実的な表現に変え

たほうがいいのではないかというのが、このスタートですから。 

  村瀬委員。 

○副議長（村瀬 広君） 討議という使い方をどうするかということなんですけ

れども、今日いただいたこの資料の中で、論議と討議の違いが書いてあります。

それで考えた時に、確かに中身的には何かの意見が１つあってそれについての

是非を論じ合う。討議となると、対立する意見があるとなってますので、中身

的には論議のほうがよりいいのかな、ということと。併せて、そうなった場合

に、議論と論議とは同じとありますので、私は分かりやすい言葉で思い切って

議論のほうが良いのかなと考えます。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見があればお伺いいたします。 

いただいたご意見は、討議という言葉はこのまま置いて、どう討議をするか

を考えようというのが１つ。もう１つは、もっと具体的に討議ではなくて議論

という言葉に置き換えたらどうかということであります。他ご意見があればお
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伺いいたします。 

  先ほども申し上げましたけれども、基本条例の見直しは議会運営委員会で行

なうと。しかし特別委員会を設置したのだから、情報提供をしながら基本条例

の改正について皆で考えようというのが、ここで今情報提供してご意見をいた

だいていることであります。規定でいくと、議会運営委員会でこれは決定する

ものでありますから、ご意見をいただくということでこの会を進めていっても

よろしいですか。ここで決定するのではなくて、ご意見をいただいてそれをも

って議運で決定をする。決定されたことはまた皆さんにお知らせをするという、

そういう流れ方でよろしいですか。 

  (｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように進めますので、ご意見があればこの場で

いただきたいと思います。 

  山本委員。 

○１０番(山本 豊君) いつも言っていることなんですが、それぞれのもってい

る考え方を論ずることが議会・議員の原則だと思っています。ですからいわば、

議論ができる場所を作ること。それが討議であっても或いは文言の解釈はそれ

ぞれいろいろありますから、口語文で言われている言葉を使うことが一番分か

りやすいでしょう。俗に言う議会用語だとかではなく。そうすれば、ああ議論

することか、と分かることが一番の理解がし易いし。立場で求められているの

はこの場所で議論をすることなんですよ。だから２つの意見があって可否の判

断をするということもそれが通るまではあるんですが、その前段の中で議論を

し合うということが。前に作った、だからそこまで思いが至らなかったという

ことが多分私も含めて反省があるのですが、要は議論すること。今前段で同僚

がおっしゃっておりまして、そういう場所を作ることがその最大の。それでそ

こを仕切る人方がどんなふうに誘導するかということが、その使命だというふ

うにして。言葉としては俗にいう口語文で作ることが、これからの文章っての

はなかなか理解のしづらい専門用語ではなく、普段皆さん方が使っている言葉

に置き換えることが、身近な議会としての使命かと思うのですが。それはさっ

きおっしゃったように議運の中でも十分ご論議をいただければよろしいのかな

というふうに思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見ありませんか。今それぞれからご意見をいただ

きました。より分かり易い、町民が接して理解し易い基本条例ということで作

ったつもりでありますけれども、いかんせん不備なところは多々あるというこ

とでは今見直しの話をしてます。今いただいたご意見を元に、議会運営委員会

で協議をしながら案を皆さんに提示するということで進めてよろしいですか。 

同様にもう１点。総合計画、いわゆる基本条例第８条にある法律第２条第４

項というのを、今金町における総合的かつ、という言葉に変えるということ。

これに対してのご意見があれば。これも先ほど同様、議会運営委員会で協議し
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て正式な案をお示しをするという運びでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長(山崎 仁君) では以上の２点については議会運営委員会で協議をし皆

さんに改めて正式に案を提示させていただきたいと思います。 

それから次に、標準会議規則の改正に伴う今金町議会・委員会条例の改正で

あります。これについてでありますけれどもご意見があればまずお伺いしたい

と思います。それぞれ何点か改正を要する部分が局長から説明あったと思いま

すが、これらについてそれぞれ意見があればお伺いいしたします。 

（なにごとか言う声あり） 

○委員長(山崎 仁君) これは標準会議規則の改正による、今金町委員会条例の

改正が必要とされる部分でありますから。当然この件に関しても議会運営委員

会でお諮りをしながら、今は例として示しておりますけれども、原案はその時

点で協議・提案することになると思いますけれども。その進め方でよろしいで

すか。 

  (｢よろしい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) これに関しましては、全道或いは桧山も同じで。桧山

ともちょっと連絡をし合いながら改正についてやっておりますけれども、他の

町はまだそこまで手を付けていないということで。今金は最初にこういう特別

委員会ということでお示しをしたのは初めてですので、もし自分の考えと他の

町といろいろ連絡を取り合いながらやった中で必要な分が出た場合には、速や

かにまた皆さんにお示ししながらと思っておりますので宜しくお願いいたしま

す。一応これを見た中ではこれでいいと私は思ったのですが、他の町との進め

方についても情報交換をしながら進めたいと思っておりますので、宜しくお願

いいたします。 

○委員長(山崎 仁君) ただいま局長から近隣町議会の動向というような話があ

りましたけれども、それに捕らわれずに今金町議会としては対応が必要かなと

いうふうに思います。 

議長いかがですか。この委員会条例の改正については議会運営委員会で協議

をしながら原案を作成するという流れで、議会としてはよろしいですか。 

○議長（徳田栄邦君） けっこうです。 

○委員長(山崎 仁君) 皆さんもそれでよろしいですか。 

  (｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは議会運営委員会にこられらを委ねるとうことで。

正式に案が出来ましたら改めてお示しをしていきたいというふうに考えます。 

本日の議案の（１）ですけれども、条例規則・規約の改正について、他ご意

見があればお伺いしたいと思いますけれどもいかがですか。次に進んでよろし

いですか。 



 - 6 - 

  (｢はい｣の声あり) 

 

◎（２）議員提案による課題整理について 

○委員長(山崎 仁君) それでは次に議員提案による課題整理、議会活動等につ

いてを議題とし、局長に説明をいたさせます。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (資料説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) いよいよ議会活動についてでありますけれども、今局長

から説明をしたように何点かに分けて考えていきたいと思います。 

  まず本会議主義。このことに関して、今後とも本会議主義で進めていくとい

うことで考えていいのか。それとも委員会を重視したそういう考え方になるの

かどうかということ。それを併せてご意見をいただきたいと思います。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 本会議主義にしなければならなかったという、その経緯

をお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) まず例えば予算、決算。それまでは委員会に付託をしな

がら委員会で審議をしてきたという経過があります。しかし、例えば本会議に

おいて今行なっているような予算、決算、そういうのを本会議でやるという、

これは他の町村では未だ委員会を設けてその都度協議をしているということで

は、今金町は多分平成１８年～１９年くらいだったと思いますけれども、当時

からこの仕組みに変えてきました。これはどうしてそうなったかと言うと、ス

ピーディーな議会運営を行いたいという、いわゆる特別委員会を設置し付託を

し、その中で委員長を決め審議をしながら議長は当然外した中で協議をしてい

くという。議員定数が当時の以前から１８、１６、１２というふうに変わって

きていますから、議長が退席をし委員長がその中から選ばれていくと、１２名

の議員の中で言うと１０名が議論の中心になるという。非常に人数的にも少な

くなるということでは、スピーディーかつ効率的な議会運営を考えた時に、本

会議で決しようという、こういうことの流れだというふうに私は理解をしてい

ます。ですからどうしてなったのかということは今のようなことで、これから

では委員会を中心にして進めていくのか。これは常任委員会は別ですから。進

めていくのかというと、皆さんのご意見をいただきたいというふうに思います。 

○３番（向井孝一君） そこで分からないことがあるんだが、本会議主義って、

本会議については今のままでいいと思うんだけれども、その分例えば常任委員

会でいろんな質疑はしないよと。本会議で質問するから常任委員会ではしない。

こういうやり方というのはちょっと納得いかない所があるんだけれども。聞き

置いといて、いろんな質問は本会議でしなさいよ、ということなんでしょう。

私は果たしてそれで本当の議論というのが町民のためにやっているのかどうか

というと、非常に疑問に思っているということなんです。やっぱり常任委員会
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でもある程度議論をしながらも、少なくとも本会議でも。本会議で同じ質問を

すると拒否されるような感じだよね、今の議会の中では。やっぱりそういうこ

とではなくて、常任委員会でもやるんだけれども本会議でもやっても、私はい

いと思うんだけれどもその辺はどう変えればいいのかなと。 

○委員長(山崎 仁君) 先ほど私の説明に足りない部分は議長にまた改めて説明

をいただければいいと思うんですけれども、常任委員会の中で議論をしても決

定ではないわけです。決定するのは本会議なんです。 

○３番（向井孝一君） それは分かる。 

○委員長(山崎 仁君) だから議論は十分していただいて結構です。ただ、本会

議の中で決するという。先ほど言った予算、決算に関しても、予算委員会で決

定してそれを本会議で報告をするという、その方式ではなくて、本会議の中で

決するという、そのことが本会議主義という。ご理解をいただければと思うん

ですけれども、議長いかがですか。 

○議長（徳田栄邦君） 向井さん誤解していると思うんですけれども、後段委員

長が言ったように、委員会で質疑をしては駄目だということは決めておりませ

ん。これは当然、委員会というのは行政側としても主任クラスまで出席してい

るわけですから、よりその中身の質疑の内容の深いものができるのは委員会で

すから、十分委員会で質疑を尽くして本会議で、自分の決をきちんとするとい

うことが本会議主義でありまして。決して委員会で質疑を駄目だということは

一切言っておりません。十分その所管の委員会で質の濃い質疑或いは考え方を

正していっていただきたいと思います。それともう一点、今の委員会或いは議

会を見ていても、質疑の回数が３回に決めているわけです。ですけれども議員

の数も減っているんだし、私はその３回というものを別に決める必要はないん

でないかなという考えを持っているんですよ。と言いいますのも、やっぱりあ

る程度その場その場によって、行政側の答弁によっては３回の枠を超えてでも

質疑しなければ、自分の聞きたいことが返ってこない場合も当然あるわけです

から、必ず３回じゃなきゃ駄目だよということでなくて、やっぱり議員は議員

としてのモラルというものをもっていますから、あまり同じことを何回も聞く

ということ、それは止めていただいたとしてもやっぱり角度を変えて質疑をし

ていくわけですから、とことん納得できるような場にしてほしいので、あまり

３回に捕らわれないで。決まりは決まりとしていいですけれども、私は進めて

いきたいと思いますけれども、各委員長さん方のお考えもあるでしょうから、

皆さん方どう思っていますか。その辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 向井委員。 

○３番（向井孝一君） 私は今議長おっしゃったように賛成です。やはりその問

題によっては３回で収まらない部分というのがあるんです。だから一問一答で

３０分という時間は守って、３０分ぐらいであれば私はそれにこだわる必要は

ないと思っています。 
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○議長（徳田栄邦君） 向井さん、それは一般質問です。一般質問と質疑とは違

いますから。 

○委員長(山崎 仁君) その件に関しては、３番目に質疑・議論の在り方という

ことでこの後ご意見をいただきたいと思いますので。ただいまの本会議主義と

いうことに対してご意見があればいただきたいと思います。山本委員いかがで

すか。 

  山本委員。 

○１０番（山本 豊君） 皆さん方ちょっと誤解をされているのですが、本会議

というものは可か否かですから。提案されたものが良いか悪いかですから。そ

れについてそれぞれ皆さんおっしゃるような討論に導いて自分の思いを申し上

げながら、例えば山本なら山本がこの提案されているものについて駄目だよ、

とそれなりの討論をしますよ、そしてなる程なと思ったら賛成してくれれば、

賛成が多ければこの町長の提案を否決されますよ。反対にどなたかが賛成だと、

この町長が提案されている言葉についてまったくその通りだと言って、そのこ

とが皆さんがそっちのほうが正しいなと思えば、これは可決になりますよ。こ

れが本会議の最終的な本質ですから。委員会というのは、その権限実は無いん

ですね。至る中でのいろんな審査をする。一般的に審査と言いますよ、委員会

の審査。十分深く、多分本会議で出るであろう他の中の問題をちゃんと議論さ

せてもらう。そしてそれについて必要があればあらかじめ局長を通じて資料の

提出をちゃんと求めておく。資料の提出を当日に求めるのは本来ではありませ

んから。だからそんなことをして議論を深める。そこまで熟慮しておいて本会

議に、これは良いこれは悪いという判断になるんですよ。ですからその審査に

ついては準備委員会でやるべきだし。 

先ほど議長、委員長もおっしゃったが、回数については一定のルールがない

と駄目ですよ。それは議長の過程で必要があると思えばその時に仕切っている

人方が許しますからそれはそれでいいと思うんですよ。だから物事について一

定のルールがなければ駄目ですから、そこら辺のことは議論する側が節度のあ

る議論の仕方をすればいいんだと思います。ここで深めておけば出来る範囲も

あるでしょうし、それがだからこうやってどうしても議論が生じれば、それは

仕切っている議長なり委員長なりがどうぞと認めてくれるわけですから。それ

は全体の雰囲気で分かります、これはもういい加減にしたほうが良いのかと、

或いはやっぱりもう少し事の次第を分かるためには深めたほうが良いなと思え

ば、そこを仕切っている人方がどうぞ、という表現になると思うんです。した

がって委員会で議論を深めないでそこで自分の胸に秘めておいて、本会議で一

発でやるというのは、もっとある意味その議論の深まりが無くなってしまう。

委員会で自分の思いを話しておいて、なる程なと思ってもらって本会議にもっ

たほうがいいんですよ。そのことが議論が深まる。事前の議決ではありません

から、事前の審査ですから。このことだけは、たくさん思いを含めて。さっき



 - 9 - 

も言った議論を深めなければ、次に繋がっていきません。本会議一発で委員会

にすると、全然言わなかったのにな、委員会で言わないでここで一発でやって

意地悪かな、とある意味そんな承認をされることがあります。議論というのは

町民に対して皆の共有ですから。こんなことが誰がこんなふうに言ってという

ことは共有ですから、大いにしたほうがいいんですよ。議論のない議会は審査

員と同じですから、やっぱり議論はあったほうが、委員会も含めてですよ。同

じことなんですが、そこはうんと議論しておく。あまり喋らないでおいて本会

議に一発でやるということのほうがある意味町民に対する不義理だというふう

に私はずっと思って、皆さんに議論をしてくださいというお願いを個人的に思

ってしている。そのように申し上げているつもりです。どうぞたくさん議論し

ていただくこと大賛成ですし、一番年齢を重ねていてあんまり言い過ぎるのも

悪いなと思って少し静かにしながらお伺いをしているところですが、もっとも

っと議論をされることがいいんだと思います。 

○委員長(山崎 仁君) いかがですか。本会議主義という考え方について他にご

意見があればお伺いをいたしたいと思います。 

  村本委員。 

○９番（村本照光君） 私も皆さんの意見を聞いて大分わかってきたような気も

しているのですけれども、私の認識も先ほど向井委員が言った通り、委員会で

聞き置いておいて本会議で自分の意見を述べる、というのが本会議主義という

ようなそういう捉え方というのがされてきたような経過があります。私もその

ような感じを受けていました。今山本委員の話を聞きますとまったくごもっと

もな話で、やはり委員会ではいろんな意見を闘わしておいて、そうすることに

よって理事者側も本会議に備えてもっと内容のある答弁になってくるような気

がしますし、ですからやはり委員会で誠心誠意自分の思っていることを発言し

て理事者側の回答をもらうと。その中でどうしても納得いかないものについて

は本会議でやるとかということになるかなと思っておりますので、どちらにし

ても今まで私思っていましたけれども、委員会では理事者側の説明については

聞き置き程度でいいという認識はこれは改めなければいけないと思っておりま

す。そんな意味で今議論の中で自分の考えもいくらか整理されてきたので非常

に良い話し合いになっているかなと思っています。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見があればお伺いしたいと思います。 

  村瀬委員。 

○副議長（村瀬 広君） いま本会議主義という話それぞれ委員から発言があり

ましたけれども、それぞれ考え方多少ズレがあってきたのかなと思っています。

私はやはり自分の所管で入っている委員会につきましては常任委員会の中では

きちんと、それこそ聞きたいものを聞きながら、そしてその内容によってはき

ちんとまた本会議でも考え方を聞きながら、そして賛否にかかわるということ

ですから。私は今のところそういうつもりでやってきましたので、この本会議
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主義という考え方は今まで通りでいいのかなと思います。ただし、全員多少思

い違いもありますので、こういった特別委員会を通じて皆さん同じ考えを持ち

ながら委員会は委員会に臨む姿勢、そして本会議に臨む姿勢を認識できればい

いのかなと思っています。以上です。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見があれば。 

  加藤委員。 

○４番（加藤三明君） 自分の所属している委員会についてはルール説明があっ

て中身も十分把握できますけれども、他の委員会についてはいろいろな中で資

料をいただいていますからそれなりにはわかりますけれども、やはり説明を受

けてもらえればわかるということなので。必要に応じて今は合同委員会という

ものをやっておりますので、その内容によっては必要だと思えば全員の議員に

理解してもらいたいという、話を聞いてもらいたいということの合同委員会と

いうこともありますので、今までなりの本会議主義の形がいいのではないかと

思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他いかがですか。 

ただ今様々なご意見をいただきました。本会議主義、決するのは本会議です

よと。専門性をもった常任委員会においても十分に議論を尽くす。それから冒

頭私が言いましたけれども、予算決算については過去は委員会に付託をしてい

た。委員会に付託をして決したものを本会議で了承したと。決定はあくまでも

本会議ですべてやろうという。このことについては可否をこの中で決するとい

うそういう意味ですので、議論は十分前段の常任委員会なりでしていただくと

いうことで。今まで通りという考え方でよろしいですか。 

  (｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見があればお伺いいたします。 

  それでは、４時１０分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午後４時００分 

開議 午後４時１０分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り会議いたします。 

  次に、一般質問の在り方についてを協議していきたいと思います。一般質問

はもう既に皆さんご承知の通り、事前通告をしながら答弁書を前日の３時まで

でにもらう。質問については１問３０分以内で政策論争を行なうということで

進めてきております。この進め方について何かご意見があればお伺いをしてい

きたいと思います。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 過去一般質問については全文の通告の必要があるのかと

疑問に思った経過もあったのですけれども、できれば例えば箇条書きにプラス
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アルファくらいのものでやってはどうかなと。ただ、自分も今回議運のメンバ

ーになって、前とは違って自ら出された文言を直すという部分があまりなくな

ってきて、自分の思いを本当に伝えれるような環境にはなってきたということ

については大分改善されてきたのかなというふうに思いますけれども。もしで

きればもっともっと一般質問の数が増えるように、なにか方策があれば、さき

ほど言ったように箇条書き程度でいいよとかっていうのであればもっと増える

のではないかと思うんですけれども。その辺は皆さんがどういうふうに思って

いるのかをお聞かせいただければなと思います。 

○委員長(山崎 仁君) いかがですか、一般質問。通告の仕方、それから一般質

問を活発にされるような方策はないか、というただ今のご意見ですけれども。

現状の質問の方法を含めた在り方、こうあるべきだというものがあればお伺い

したいと思います。今ご意見があった箇条書きでもいいんじゃないかという部

分に関しては、論点を明確にするという、箇条書きにすることによって、当初

１回目の議論が噛み合わないんじゃないかという。通告をした内容に沿って議

論をしていくわけですから、そういうことがあって全文を通告をし、これも平

成１９年、基本条例が制定された当時に回答、答弁を貰う等仕組みになってい

ます。それまでは通告をするだけでした。あと答弁は本会議の中でいただくと

いうことが、それまで行なわれていた方法であります。 

  局長、勝山君。 

○議会事務局長（勝山英敏君） うちのほうにも各管内或いは近隣町村の議会だ

より来ております。そういう所でも本当に１人で４本も５本もやっている方も

いらっしゃいます。中身を見るとやっぱりそれが一般質問に値するのか、数だ

け出せばいいのかどうなのか、という部分もあるかと思うんですね。一般質問

の部分で政策論争となると、やっぱりそれに対して質問する側も反問権がある

からではないと思いますがある程度下調べをしながらそれに対応する部分もあ

るとすれば、数が出たほうがいいかもしれませんがそういう部分を考えると、

ある程度自分の考えしっかりした中で出るということになれば数もある程度限

られてくるのかなというふうには思ってます。あと箇条書きはやっぱり、何故

それが今みたいになったかというと、やっぱり噛み合う噛み合わないという部

分が。箇条書きで出てその後質問の言葉の中でいろんなことが想定される部分

が出てきた時にそれに対して今度理事者が答弁できない、という部分のものあ

って今の状態になっているんじゃないかなという気はいたします。 

○委員長（山崎 仁君） 村瀬委員。 

○副議長（村瀬 広君） 私は一般質問の在り方につきましては、今までの最初

は２０分という答弁も含めて３０分に延長したということでは、時間的な流れ

については今のところいいのかなと思っています。今向井委員さんの意見で、

私も今局長から説明あったように一般質問につきましては、特に今金町の議会

につきましてはあくまでも理事者側との政策論争だよという位置付けをしなが
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らきています。ですからこれについては、箇条書きにすれば増えるということ

ではないと思っています。例えば、より多くの人に毎回やってもらうようにす

るためには、今局長も一部触れていましたけれども他町の広報とかを見ますと、

やはり今金では普通の予算或いは決算での数字に関する質疑の中で或いはその

数字を絡めた中でいろんな考え方を聞く場面数多くありますよね。でもその他

町を見ると、それらが一般質問の中で例えば何々の工事の進捗状況がどうなっ

てるんですか、とか或いは国の政策に関する問題で理事者側はどう動考えます

かとか、こういったことが一般質問で取り上げられている例が他町で見ます。

例えば今金町もそういったことまで幅広くなれば増えるかもしれませんが、あ

くまでもこの基本条例の中であくまで一般質問については政策論争ですよ、と

いうことになっているのであれば、私はやっぱりそういう方向でするとなれば、

箇条書きにする云々で一般質問する方が増えるということは考えられませんの

で、今まで通りでいいのかなと思います。ただし、その政策論争をもっと幅広

く皆で考え方を変えるのであれば別ですけれども、その考えを基本的に持つこ

とになれば今までの通りでいいかなと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 他ご意見があればお伺いをいたします。 

村本委員。 

○９番（村本照光君） 今お話を聞いていて思ったのですが、ちょっと皆さん方

の意見を聞きたいのですが、例えば町長に今時の問題でＴＰＰに対する姿勢の

問題、それから原発に対する問題だとかそれぞれ国政的に国民的な大きな議論

を呼ぶような問題について、町長の考え方、思慮を正すということについて一

般質問として大いにやるべきなのか、それともなにもないのか、その辺先輩議

員の考えを聞きたいのですがいかがですか。 

○委員長（山崎 仁君） 国政レベルの部分までという意味での、考え方ですね。 

○９番（村本照光君） 全国民的な方について、町長が一個の町としてどういう

考え方をもっているのかという、そういう意味。 

○委員長（山崎 仁君） 議長いかがですか。 

  議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） 私はやっていいと思います。例えば今の泊の問題にして

も、３０キロ圏内から今金は外れているわけですけれども、今の福島の状況を

みますと１００キロ以上のところでも水田の稲、或いは２００キロ離れている

岩手の山の松茸からセシウム等が検出されて、それで今大きな問題になってい

るわけです。ですからその状況になってみなければわかりませんが、決して泊

や大間の影響が今金にないとは言い切れませんので、やはり町長はどういう考

え方をしているのかと、これは国の政策についてどうこうだということではな

くて、今金町長としての立場での答弁を求めることであれば私はやって構わな

いというふうに考えています。 

○委員長（山崎 仁君） ということで村本委員いかがですか。これは議会とし
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ての考え方、一般質問を出す時のベースになることでありますから。今議長が

おっしゃったような内容で今後取り組んでいくんだということで、確認ができ

れば。ただし、国政の中身に入るようなことにはならないというふうに思いま

す。今議長がおっしゃったように、今金町長としてどう考えるのか、どう取り

組んでいくのか、というところで押さえていただくという進め方で確認ができ

ればと思うんですけれども。他の委員の皆様はいかがですか。 

  加藤委員。 

○４番（加藤三明君） 私なりに今までの経験で自分でも体験した話をするので

すが、例えば同じ同等的な内容の一般質問が出たというような時、私もありま

したけれども、誰々委員が多く出しているから、止めれということではないん

ですけれども、控えたらどうですか、というような話をされたこともあるんで

すけれども。ただ、思いの違いでやりますから、町長なりにはたとえば返る言

葉は同じような質問、同じような返答が返ってくるのは勿論あるのは当然だと

思いますけれども、思いの違いの聞き方をするのですから、その辺もう少しど

うなのかな、というふうには私なりには感じているんです。やはり関心のある

時関心のある質問についてはやっぱりこの時期でなければというタイミングも

あるものですから、そういうような時にもう少し幅広く、同じような質問の内

容であってももう少し広い気持ちで受けてもらえばいいかな、といような思い

はしたことはあります。 

○委員長（山崎 仁君） その前に村本委員からの発言があった、一般質問の言

い及ぶ範囲。これに関しては皆さんで確認をしながら。これも議運の中で一般

質問の内容を見させていただくわけですから、もし今金町に直接関わらないよ

うなものについては協議が必要だということも出てくるかもわかりません。し

かし今議長がおっしゃったような範囲ということであれば、委員の皆さん確認

をしながらこれからどんどん一般質問をやっていっていただきたいと思います

し、後段の加藤委員の発言ですけれども、同一の内容については同一の答えし

か返ってこないと。これは先に受け付けたほうが優先だというふうになってま

すから、これは同じ質問にならないような質問のテクニックを使っていただき

たいというふうに思いますけれども、これについてもご意見があればいただき

たいと思います。 

○３番（向井孝一君） 自分も今加藤さんと同じような体験はあるんですけれど

も、やはりそれをどういうふうにして。例えば同じテーマであってもその思い

の角度を変えるという部分については、やはり最初に出した人の文章を悪いけ

れども見せて、こういう内容だよということを知らせた上でにこれに変わるよ

うな質問の仕方をしてくれませんか、というのが私は親切じゃないかなと思う

んですけれども。これは議運で協議して決めることだと思うんだけれども。こ

の間来た名護市の人達は、同じテーマが何人も続くと。茨城県の八千代町でも、

同じ農業問題がいっぱい続くと、全部言葉を変えて答弁をしていると、町長立
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派だなと思ったんですけれども。 

○委員長（山崎 仁君） 今の流れで言うと、質問を事務局に提出をして事務局

が受理をする、受理をする段階で同様の質問があるかどうかは事務局の中で判

断をする。よって、今向井委員がおっしゃるように、同一の内容であればその

旨その時点で伝えていただいているというふうに議運では思っていますけれど

も、違うのですか。同一の内容であれば、事務局で受付をする段階でお知らせ

をする。 

○３番（向井孝一君） 伝えて、そして変えるか、止めてくれ、ということにな

っている、前は。 

○委員長（山崎 仁君） それは議運に諮った後ですか。 

○３番（向井孝一君） 勿論。前任者の議運の委員長からそうやって言われた経

過があります。 

○委員長（山崎 仁君） それは受付をする段階で、今発言があったように同一

内容であるということは十分に質問の文章を見ながら。 

○３番（向井孝一君） 結局これも問題になるのは。ちょっと休憩をしてくれま

せんでしょうか。 

○委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後４時２６分 

開議 午後４時４５分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

一般質問の在り方、進め方については、休憩中を含めて様々なご意見をいた

だきました。これまでのやり方を確認しながら、積極的な一般質問の回数が増

えるようにということで、この中身についてはまとめていきたいと思いますけ

れども、それでよろしいですか。 

  (｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように、一般質問についてもまとめていきたい

と思います。 

  次に、質疑・議論の在り方であります。この件に関しても、先ほど若干では

ありますけれどもご意見をいただきました。質疑についてもしっかり回数の中

で対応していただくという。それから議論についてでありますけれども、先ほ

ど条例改正の中でも討議という言葉を議論に変えたらいいんじゃないかという

ことがあります。分かり易い言葉に変えて取り進めを行なうという。大いに議

論をする、議論の場だということで、確認ができればと思いますけれども、こ

れに関してご意見があればいただきたいと思います。質疑の在り方についてご

意見があればお伺いしますけれども。 

○副議長（村瀬 広君） 質疑の在り方について皆さんに確認したい点が１点あ
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ります。これは常任委員会における質疑なんかですけれども、私も議員になっ

てからそれぞれ常任委員会の中で例えば委員長発言の時なんですけれども、前

回は委員からの意見・質疑があった後に委員長から質問という場面もありまし

た。それから今は、委員長席でもって休憩を取ってその席から質問という場面

もありました。これも他の常任委員会の話を聞きますと、いろいろやり方がま

ちまちなようですので、私はきちんと本会議であれば議長から発言がある場合

は自分の議席に戻ってということがありますけれども、その辺そういったスタ

イルを本会議に併せて取るべきなのか、そういったことをやっぱり常任委員会

の委員長から質問がある時、その仕方を、今日はきちんと決めていただきたい

なと思っております。同じように。 

○委員長(山崎 仁君) 委員長が質疑ある場合には、副委員長と交代をして自席

に戻り質疑を行なうという、常任委員会においてもそのような進めだというふ

うに理解をしておりますけれども。基本条例を作る以前は、委員長席から質疑

をすることがありました。委員会において。がしかし、基本条例を制定した後

は今村瀬委員から発言のあったような方法に統一されていると思っていますけ

れども、そうじゃなかったですか。 

  村瀬委員。 

○副議長（村瀬 広君） 基本条例制定後もちょっとそういう場面がありました

ので、私はきちんとこの場で確認して、今後対応していただけると思っており

ますので。今委員長が言われたことであれば、きちんと確認して両方の常任委

員会それぞれ対応していただきたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 村本委員。 

○９番（村本照光君） 今の件ですが、私の認識ではそういうふうに思っていま

せんでしたので。本会議と違って委員会の場合に、もうちょっと気楽に発言で

きるという意味でも、委員長が全員の意見が出なくなった後で委員長としてお

聞きしたいことがあれば委員長としての発言が許される、というふうに思って

おりますけれども、その場合あえて委員長と副委員長の席を交代してやるまで

の大げさなものではないんじゃないかという気がするんですけれども、そこま

でやる必要があるのかどうか。その辺はっきりさせていただきたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩します。 

 

休憩 午後４時４９分 

開議 午後５時０２分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り会議いたします。質疑議論の在り方につ

いても、休憩中を含めて様々なご意見をいただきました。それらも整理をしな

がらまとめていきたいと思います。このことに関して、ご意見等他にありまし

たらお受けします。よろしいですか。 
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  (｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) では次、最後になりますけれども、サンデー・ナイター

議会、いわゆる開かれた議会ということで、皆さんからご意見をいただきたい

と思います。ナイター議会は毎年１回、３月定例会の一般質問において実施を

しております。サンデーは行なったことはありません。もう少し広げると、子

ども議会というのもやったことがあります。これらについて皆さんのご意見を

いただきたいというふうに思います。 

まず現実行なっているナイター議会でありますけれども、この在り方につい

てはいかがですか。継続するもしくは協議をする、更には変更する。いろんな

考え方があると思いますけれども。 

  村瀬君。 

○副議長（村瀬 広君） 今、委員長のほうからナイター議会の内容等について

今後の考え方ということですけれども、これにつきましては皆さんご存知の通

り町民との懇談の中で要望があってスタートしたわけでございますし、先進地

のそれぞれの毎回の取り組みを見ますと、やられているところもあるようです

けれども、今金としては町民の要望で始めてまだそんなに年数も経過はしてい

ませんので、若干ちょっと傍聴者の減が見えますけれども、私は今の内容で続

けてよろしいかなと思っております。 

○委員長(山崎 仁君) 他の意見があればお伺いいたします。 

  村本委員。 

○９番（村本照光君） 私も今の村瀬議員と同じ考えなのですが、やはり町民の

方に少しでも議会に対して理解を深めていただく。そういう意味では目先を変

えたこういう議会の持ち方も大事だろうと思います。ですから、是非これはも

うちょっと宣伝も含めながら、またできれば私共も公聴に来てください、と議

員自らお願いしながら来ていただくということも必要かなと思っておりますの

で。そういう意味では１人でも多くの皆さんに関心を持っていただくという意

味で、是非続けていただきたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見があればお伺いをします。理事者側の執行方針

をいただきながら一般質問をナイター議会でやるという取り組みです、この進

め方。一般質問を中心にナイター議会を行なうという方法でよろしいですか、

それとも予算等をナイターでやる等いろんな考え方があると思います。折角の

機会ですからご意見をいただきたいと思います。 

今ご発言があったように、積極的に傍聴をいただくということのためには、

多くの皆さんから一般質問をしていただかなければ傍聴者も増えていかないと

いう気もしましますので、それも併せてご発言をいただければと思います。 

いかがですか。ご意見、またご要望でもあれば。今いただいたご意見はナイ

ター議会を継続する、更に町民の皆さんに関心をいただけるように一般質問を

中心にということで、まとめてよろしいですか。 
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  (｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それではそのようにまとめていきたいと思います。 

  今日ここまでの議会活動等についてで、全体を通して何かご意見があればお

伺いしたいと思います。よろしいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは今日の議会活動等について、それから以前から

委員会でいただきましたそれぞれのご意見等を踏まえながら、議会改革活性化、

条例を改正する部分も含めて活性化についての意見を今後まとめていきたと思

います。今までいただいたご意見を精査するのに若干時間が必要ですので、そ

れをまとめてから再度委員会の招集をし、その中身を改めて協議いただくとい

うことで進めてよろしいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは今後の日程については、正副委員長、事務局を

もって対応してまいりたいと思いますけれども、それでよろしいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは今後については、改めて通知をいたします。 

  その他でなにかありませんか。 

  議長。 

○議長（徳田栄邦君） これ皆さんでひとつご検討をいただきたいのですが、実

は今年度も議会報告をどのような形で開催するかというのは今鋭意検討中です

けれども、先日全道の議会事務局長会議にて新潟県の津南町の２５歳東大大学

院生が初めて議会に挑戦し、トップ当選を果たしてそのことが何故私が議会議

員を目指したかというご後援をなさったそうです。ですから今金町においても、

若い人達にもっと議会に出てきていただくということから考えると、今年の議

会報告会あたりは青年会議あたりのご講演をいただきながら、そういう方を招

いてひとつご講演をいただくことも、議会のひとつの役割として良いんじゃな

いかなと思うと私は考えたんです。ですけれども相手があることですし、それ

から予算もかかることですから、どのようになるかはわかりませんけれども、

もし皆さん方のご賛同をいただけるのであればこれから議長会の勢籏事務局長

さんに、どのくらいで来ていただけるのか、またどのくらい前の日にちであれ

ばいいのかその辺の情報もいただきたいと思っているのですけれども、皆さん

方いかがでしょうか。 

○委員長(山崎 仁君) いかがですか。ただ今議長からの提案でありますけれど

も。ただ今の提案に賛同いただけるのであれば、詳細については議会報告会に

ついても議運で検討しておりますので、議運に一任いただければと思うのです

けれども、いかがですか。よろしいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように議長、改めて情報があれば議運のほうに
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提案をいただきながら。 

○議長（徳田栄邦君） では議運のほうに諮らせていただきます。 

○委員長(山崎 仁君) それでは、その他なければ閉会へと進めたいと思います

けれども、いかがですか。 

(｢意義なし｣の声あり) 

 

    ◎閉会の宣言 

○委員長(山崎 仁君)  それでは本日も大変お疲れの中ありがとうございまし

た。これをもってテーマとした全ての協議が整いました。あとは先ほど申し上

げました内容を精査し、改めて活性化案を提示していきたいと思います。後日

また特別委員会の招集になると思いますけれども、宜しくお願いいたします。 

本日はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

閉会 午後５時１４分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


