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◎開会の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） おはようございます。ただ今から議会運営委員会を開会いたします。  

本委員会については傍聴を許可することに、ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

 

◎調査事項 

〇委員長（大渕紀夫君） 今日の議運の内容、最初に谷内委員は所用がございまして、ちょっ

と欠席という届出が出ております。 

 今日、協議事項にございますように、議長の諮問による事項でございまして、議会報告会に

ついてというふうになっておりますけれども、これを中心にしながらですね、今までの議会改

革のあり方、そしてその内容、今後白老町議会の議会改革をどうしていくかというようなとこ

ろまで及ぶかどうかは、今後の議論ですけれども、そういうことも含めて、新たな議会構成が

されましたので、この議会改革の検証・確認をしながら再度白老町議会として、議長の諮問に

ございますように、議会報告会等々含めて、現在の町民のニーズに合わせた形で、議会改革を

押し進めるべきかどうかというような点についてのご議論を願えればというふうに考えており

ます。 

 最初に議長から諮問がございました事項について、提起をしていただきます。  

○委員(山本浩平君) 委員長。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。あの、議事進行上の問題ですか。 

○委員(山本浩平君) いいえ。違います。 

 その前に、今回のこの議会改革の議事の前に、先日の１５号議案・１８号議案のイラクの問

題の取り扱い、進め方について、私は非常に異議がございます。その点について、経過説明を

委員長からいただきたいと思います。 

 それで、先日ですね、もうすでに１５号議案・１８号議案の意見書の取り扱いについては、

議会運営委員会において取り扱いを協議されており、何も問題がない状況だったと私は判断し

ております。にも関わらず、１９日のですね、意見書が提出された当日の朝、わざわざ会派の

代表者会議というものを召集され、そしてその問題に関しては会派の中での問題だというよう

な、聞いている話ですけれども、ことで、町清クラブさんの会派会議で相談され、そしてその

前の１８号議案の会派の中で話されていた内容とどうも違うような状況になっているというふ

うに私は感じざるを得ないものでございます。 

 どうして、議会運営委員会において決定と言うか、協議はもう終了したものについて、わざ

わざ本会議を２０分遅らせてまで、そのような運びになったのか、非常に私は異議がございま
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す。 

 その点について、ご説明をお願いしたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) お諮りをいたします。ただいま山本議員から、先日の定例会におきま

す１５号・１８号議案の意見書に関する疑義が出ましたけれども、この点について説明をする

ということについては、よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) よろしいですね。 

 それでは最初に私の方からご説明をしたいと思います。特に、各クラブの中身についてはで

すね、触れないという形の中でお話をしたいと思います。 

 ９日の日に、１５号議案が議会運営委員会で議論をされました。で、議会運営委員会のこの

グリーンの、皆さんのところに行っているこの、このものの意見書の取り扱いということで、

申し合わせの部分の２ページに、請願・陳情及び意見書の取り扱いというのがございます。 

 意見書というのはそもそも、これは以前からそうですけれども、全会一致を原則にしており

ます。全会一致を原則にしております。これは、どこの議会でも同じでございます。 

 もちろん全会一致でないものもございますので、それは提出するのは構いませんけれども、

全会一致を原則とするということになっております。ですから、必要に応じては会派代表者会

議等々を開いてやるということになっております。 

 それで、９日の日には、ご承知のとおり２つの会派が具体的に申しますと町清クラブさん、

私の方で提案したものに対して、町清クラブさんが同意と。文章を変えればいいですよという

ことになりました。新風さんが両方の意見がございますと。新政さんと公明さんがちょっとと。

これには同意できないと。無会派の方のご意見も若干お尋ねをしております。 

 そういう経過の中で、意見書の提出者として、私と町清クラブの代表の加藤委員がなります

と。その時点では、町清クラブはクラブとして、この意見案に全員が賛成をするという意思表

示を、正確にきちっとされました。 

 で、１５日の議運で、失礼しました１６日の議運で、熊谷新政クラブ代表からイラクの意見

書が相反する意見書が提出されました。これもご承知のとおり、５日前に意見書を出さなくち

ゃいけないということになっておりますけれども、緊急性を要するということで、議長を通し

て私のところにもご相談がございました。 

 それで私は、これは当然緊急性があるだろうと、３月議会に出してもこれは意味がないとい

うことで、どうぞと、お出しくださいということで１６日の議運で審議をする経過になりまし

た。 

 この時点では、新政クラブさんと公明党さんが提出者になって出しますよという合意がござ

いました。それは結構でございます。その時点で町清クラブさんは、この１８号議案について

は意見が分かれていますというお話もございました。私の記憶が正しくなければ後で、ちょっ

と訂正していただきたいですけれども。そういう形がありました。 
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 これはあくまでも１８号議案でございます。そういうことで、意思統一がされ、その時点で

は１５号議案に対する異議も何もございませんでした。 

 それで私は、そのまま議事を進めると。１８号議案についてはなるほど町清クラブさんでは

意見が分かれるのだなということで、確認する必要もございませんので、私はそうですかとい

うことでそのまま議事を進めたということでございます。 

 そうして、本会議の始まって１８日の日でしょうか、１５号議案が先議されるということに

なる中で、これは先議ということもその議運の中で議論をされておりまして、先議をするとい

うことになっております。 

 そういう経過の中で、町清クラブさんから１５号議案については、中で反対をしたいと。こ

ういうご意見がございました。もちろん、賛成・反対についてはまったく私は関与する気もご

ざいませんし、それは構いません。 

 ただ、１５号議案議論のときに、これは町清クラブが一致をして、この１５号議案について

は賛成をいたしますという意思表示を正確にし、そして提出をするという運びになっておりま

す。 

 今までの議会運営委員会もそうですけれども、議会運営委員会で意見書の提出の場合は、会

派がそういう形で決めて、そして提出者になった場合は、これはこのまま進めるということに

なっております。 

以前も、今、勇退された議員さんが同じようなことで、中で、意思統一がされていたにも関

わらず反対をされました。これについては議運の中で議論をして、そういうことはきちっと事

前に議運で議論をしておかなければ、その会派が全体として意思統一をしたことを、議運に全

く関係なく本会議で変化をするというのは、これはまずいという議論になっております。 

 当然１５号議案につきましては、町清クラブさんが全体で賛成をすると。要するに、議会運

営委員会は賛成だけれども本会議では反対だよということはありえないということなのですね。 

そういう行為はありえないと。 

 賛否については、これは個人の自由ですから。いくらこちらが言ってもこれは、言える範囲

のものではございません。 

 ただ、少なくても９日と１６日、二度に渡って１５号議案については、そういう確認がされ

ておりますので、それについて本会議で反対するのはいかがなものかということで、これは以

前にもこういう誤りを議会として犯しているので、これはまずいと。 

 まして、議会運営委員会に出られている方がそういうふうになると、今後議会運営委員会で

意見書を取り扱うときにですね、非常に混乱が生じるというふうに私は思います。 

 それで、議長とお話をいたしました。議長の方から、会派代表者会議をやってはいかがかと

いう提議もございましたし、私もその方がいいであろうという判断をして、急きょ１９日の朝

でしょうか、会派代表者会議を開いた。 

 そして、それでもそのときは一致はできなかったのですね。実を言えば。で、後は会派の考
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え方におまかせしましょうということで、会派代表者会議が遅れて終わるということで、本会

議が遅れたことについてはね、これはちょっといけないなと思いますけれども、そういう経過

の中で今回推移をしたと、こういうことでございます。 

 説明について、各会派の長の方もいらっしゃいますので、ご意見がございましたらまた、補

足するところがございましたら一つ補足していただいて、今の疑義について解明をしたいと、

こういうふうに思います。 

 議長、各会派の長の方でご意見ございます方、どうぞ。私の経過説明でよろしければそれは

それで結構ですけれども。 

 議長、それから各会派の長の方、よろしいですか。 

 はい、どうぞ。加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 町清クラブの加藤ですが、山本議員から今、そういう問題が提示された

のですが、その意味はどういう意味なのですか。 

 ただ、経過を聞けばそれで済むわけですか。何か疑問があってのご質問だろうと思うのです

けれども、それについて言っていただけませんか。そうしないと中身がちょっと私どもには分

からないのですが。どうぞ。 

○委員長(大渕紀夫君) ちょっとお待ちください。経過説明、じゃこれでよろしゅうございま

すね。後は議論の中でやるということでね。 

 はい、それでは山本委員どうぞ。 

○委員(山本浩平君) はい、山本です。 

 １８号議案が提出された日の議運の中で、町清クラブの意見が分かれるというのが、その時

点で理解できたわけでございますから、なぜその議会運営委員会の席上で、これは問題あるの

ではないだろうかというような意見がですね、問題視するのであれば、委員長からあっても良

かったのではないのかなと。 

 これは日にちが経過してから、当日に問題ありと。そして、会派の代表者会議を開かせると

いうことは、その賛否のですね、結果について大きくその、何と言いますか、平たく言えば票

読みをした段階で、どうもそういう自分の考えていたとおりではないというようなことから、

当日に問題にされたのではないでしょうか。 

 なぜ、・・・。 

○委員長(大渕紀夫君) あの、山本委員。言葉を慎んでいただきたいですよ。ここは議会運営

委員会で正式な場ですからね。あなたの意見、残りますから。そこはきちっと発言してくださ

い。 

○委員(山本浩平君) はい。 

○委員長(大渕紀夫君) 票読みをやって、足りないからやったっていう、あなたはそういう意

味ですよ。そういう意味で言ったのですね。 

 私が、票読みが足りないからそういう行為でやったというふうにあなたは今おっしゃったの
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ですよ。間違いありませんか。 

そこを正確にしてください。私の答弁の仕方も変わりますから。 

○委員(山本浩平君) はい。 

○委員長(大渕紀夫君) 正確に言ってください。 

○委員(山本浩平君) いや、ですから、なぜその１８号議案が提出されたときに問題視されな

かったのかと。 

○委員長(大渕紀夫君) だから、そこまではいいです。それはいいですけれども、その後の言

葉については間違いありませんか。 

○委員(山本浩平君) じゃ、その後の言葉に関しては・・・。 

○委員長(大渕紀夫君) 私は構いませんよ。ただ、あなたが後で困りますよ。そういうことを

言っちゃうと。 

○委員(山本浩平君) その件に関しましては、適正を欠いたと認めますので、訂正させていた

だきます。 

○委員長(大渕紀夫君) １８号議案が議論された段階で、１５号議案の審議は一切行われてお

りません、その場では。 

 私は１５号議案の審議はもう終わっているのですよ。あのときは１５号議案なのです。町清

クラブさんから、またその意見をお持ちの方から１５号議案について、それは違います、こう

いう意見ですというご発言がございましたか。 

 議事録を見たら分かりますよ。１８号議案以外の議案は一切審議しておりませんよ。 

 それは議論の中で反対・賛成というのは自由でございますから、それは１５号に賛成して１

８号に賛成することだってありえますよね。 

 私はそうあるかどうか分かりませんよ。それはご本人のことですから。 

 ただ、その時点で１５号議案は一切議論されておりませんよ。１８号議案の審議をしていた

のです、あのときは。 

 ですから、町清クラブさんが割れていますよって言うから、ああそうですかと、私はそれを

申しました。 

 反対される方がこの場にいらっしゃっているなら、なぜ私はこの１８号議案が出たときに１

５号については反対しますよっていう意見が出ないのですか。私が言うことですか、それは。

委員長の私が、そうやって言うべきことですか。議論されているのは１８号議案ですよ。１５

号議案は一切上程されていないのです。 

 私は委員長の立場で、１８号議案をきちっと審議していただくという立場で審議をしていた

だいたのです。 

 反対される方は自由に、いくらでも私はこの１８号議案が出たのだから、１５号議案につい

ては先日賛成したけれども反対するということは、いくらでも言えますよ。 

 それは私が言うべき中身でしょうか。議会運営委員会ですからね。各会派の長や、責任ある
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正副議長、そして責任ある議運のメンバーが集まっている中での議論でございます。 

 そこのところは間違えないで一つ。先ほどのようなことで、議会運営委員会を見ていただけ

れば困りますので。 

 私は１８号議案の議論はあそこはしているのですよ。そういう意見がございましたら、どな

たからでも１５号議案についてはこういう議論だという話は、されて私が受け付けないなんて

ことはいたしませんよ。自由にされたら良かったと。どなたでもされたら良かったと思います

から。 

 私からは、この問題については１５号議案でこうなっていますけれども、どうしますかって

私が言うべき中身のものでしょうか。その時点で反対、１５号議案反対されるなんて誰も確認

していません、私も。全く知りませんでしたよ。１６日の段階では。皆さんも知っていました

か。 

 私が聞いたのは１８日に聞いたのです、そのことを。ですから、それはおかしいんじゃない

かと、もちろん言いましたよ。１８日の段階ではですよ。そういう議論、されていましたでし

ょう。山本議員もいらっしゃったよね。それは１８日ですよね。１６・１７日じゃないでしょ

う。 

○委員(山本浩平君) 前日だったと思います。それはそのとおりだと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) ですから私はその時点でそれはおかしいと。１５号議案がこういう形

で決まっているのに、そういうふうにするのはおかしいんじゃないですかっていうことを申し

上げましたよね。何度も。控室でね。 

１８日ですよ。１６・１７はそんなこと言っていませんよね。 

 それはなぜかと言うと、そういうこと分かりませんもの、僕は。分かったのは１８日に分か

ったというだけのことです。 

 ですから、そうであれば１５号議案についてはきちっとした態度で決めたとおりにやってい

ただきたいという旨を、私は申し添えさせていただいた。これだけです。 

 どうぞ、山本委員。 

○委員(山本浩平君) はい、山本です。先ほど委員長からお話がございました、この同じ２ペ

ージですけれども、提出された意見書はですね、この(5)です。議会運営委員会において取り扱

いを協議する。なお、協議によって調整が困難な場合は、議会運営委員長から議長に申し出て、

会派代表者会議を開催するとなっておりますけれども、もう調整が済んでいるのですよ。私は

そういう解釈です。 

○委員長(大渕紀夫君) そうです。調整は済んでいます。 

○委員(山本浩平君) はい。調整が済んでいますよね。１８号議案が提出された議会運営委員

会の中で、調整は済んでいるから、そのまま行っていると思うのですよ。 

 ですから、・・・。 

○委員長(大渕紀夫君) ですからそれは１８号議案じゃないのですよ。今議論されているのは
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１５号議案のことでしょう。 

 １８号議案は当然調整はもう終わっています。１５号議案も終わっているのですよ。両方と

も。ですから決まったとおりやりましょうというようなことです。 

 それを決まったとおりにやらないとおっしゃるから、私はこれはまずいということで議長に

申し出て、会派代表者会議を開いていただいたと、こういうことなのです。 

 お分かりになりません。 

 １５号議案はもう９日の日にもう、議論は終わっているのですよ。今おっしゃったとおり。

１８号議案は、１６日に議論は終わっているのですよ。それについて、違う態度に出た方がい

らっしゃったから、それはおかしいんじゃないですかということで、私が議長にお話をして、

会派代表者会議を開いていただいたのですよ。 

 おっしゃられるとおりです。そのとおりに私はやっているのです。 

 どうぞ、副委員長。 

○副委員長(熊谷雅史君) 熊谷です。今の山本委員が言っている話というのは、そのルールは

ね、今ルールと言うか、経過説明も含めて委員長の言うとおりだと思うのです。 

 この事案の提出者なものですから、あまりそういう口はばった言い方はしたくはないですけ

れども、僕は山本委員が言っているのは、要するに１５号を話し合ったときにはその結果です

と。結果です。それは尊重していますと。 

 ただ、１８号を出したときに、その１５号も相反する事案ですから、変化があってしかるべ

きと。で、そこをやっぱり１８号のときに変わっているという判断は取れないのかという、言

い方だと思うのです。 

○委員長(大渕紀夫君) はいはい、分かりますよ。 

○副委員長(熊谷雅史君) ただ、それのぶつかり合いだから、委員長の方はそうじゃなくて、

ね。１５号も話されて、それも決まったルールで一つあると。そして１８号も一つのルールが

あると。で、そのぶつかり合いなんだよと。ね。 

 ただ、ルールを尊重するのであれば、先に話されたルールが生きているはずだと。 

○委員長(大渕紀夫君) 当然そのようになる。 

○副委員長(熊谷雅史君) そこなのですよね。ただ、山本委員が言うのは、そのルールが生き

ているっていうのは尊重していますと。ただ、１８号が出たときに、それを相反するので、要

するにそれで変化が出たよと。 

 それを１８号のときの話の内容だけで、委員はね、山本委員はそのとき変化があっても、こ

の案件がとおったのだから、賛否はそこでね、変わるんだっていうふうに認識しているのだと

思うのですよ。そこのところだと思うのです。 

○委員長(大渕紀夫君) いや、だからそれは、もしそういう議論であれば、１６日になぜどな

たかが提起されないのでしょうか。 

 私が提起するっていうものじゃないのじゃないですか。それだったら何もそのときに自由に
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私は何を提起してだめだなんて何も言っていませんし、僕は１８号議案の議論を、１６日はし

ていると思ってやっていますから。それ以外の何ものでもない。 

 そのときに議論があれば、どなたでもおっしゃって、皆さん出られている方どなたがおっし

ゃっても構わないのですけれどもね。 

 それを私が提起しなければそうならないということは、おかしいと思うのです。 

○副委員長(熊谷雅史君) いやいや、だから、ごめんごめん。あのね、ちょっとさ、その取り

方がね、要するにこの議会運営委員会を所轄している委員長だから、だからそこまで配慮をし

てほしかったという意味だと思うのですよ、僕は。山本委員が言われているのはね。 

○委員長(大渕紀夫君) それは無理ですよ。１８号議案の議論をしているんだもの。 

○副委員長(熊谷雅史君) いや、だからそこのところだと思うのです。 

○委員長(大渕紀夫君) それはだけど、いくら言ったって無理ですよ。そんなことしちゃった

ら、これから意見書を扱うときに全部そうなってきますよ。 

 私が今言っているのは、１８号議案の議論は１８号議案でしているのだから、１５号議案の

議論があるのであれば、皆さん方から提起していただかないと、私の方で、じゃこの取り扱い

はどうしますかなんて、こういうことにはならないですよ。 

 もう２つとも終わっちゃっているものですから。 

○副委員長(熊谷雅史君) 僕はね、ちょっと曖昧な言い方をしたら失礼かもしれないのだけれ

ども、委員長の言っているルールのところも理解できるのですよ。まさにそのとおりなのです。

ルール上そういうことで。 

 ただ、やっぱり可否の問題になってくると、やはりその変化をね、じゃその認めるか認めな

いかという話まで行っちゃうので、山本委員の言っていることも理解するところもあるのです

よ。 

○委員長(大渕紀夫君) ですから、そうであればなぜ１６日の日に提起しなかったのですかと

僕は言っているのですよ。 

 １８日に僕はその話を聞いて、おかしいから僕はおかしいって言って、会派代表者会議を開

いてもらったのですよ。１６日に分かっているわけないです、僕はそんなこと。何も分かりま

せんよ。 

 そうすれば当然１８号議案の議論をされたとき、その時点でどなたか知っていた方いらっし

ゃいます、１６・１７日で。山本委員、知っていました、そのことを。 

○委員(山本浩平君) 中身ですか。 

○委員長(大渕紀夫君) いや、中身って、その賛否がうんぬんていう話は。 

 僕は全くそんなこと知らないもの、そのときに議論するったって、議論のしようがないです

よ。 

 ですから、そう思った方が提起をしていただかないと、議会運営委員会で議論するっていう

ことにはならないですよ。 
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○委員(山本浩平君) ですから、その、もう議運は淡々と進んで、何も問題なく調整が終わっ

ていたと僕は認識するのですよ。 

○委員長(大渕紀夫君) そのとおりです。全くそのとおりです。 

○委員(山本浩平君) そうですよね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

○委員(山本浩平君) にも関わらず、会派代表者会議を開く必要があったのかということは、

僕は言いたいのですよ。 

○委員長(大渕紀夫君) あの、ちょっと私でない方が説明をされた方がいいのじゃないですか。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 町清クラブの加藤ですが、この問題は、私どもの町清クラブの内部的な

問題なのです。ざっくばらんに申し上げますとですね。 

 それで、１５号議案については、皆さんお聞きのように、会派としては賛成しますと。意思

表示をもうしたのですよ。いいですね。それは皆さんご存知だと思うのです。派遣は反対する

ことに同意しますと、賛成しますと。こういうことで、我々は意思統一をしたのです。 

 中ではいろいろ議論はしました。その中身は言いませんでしたけれども、そういうことで。 

 それで１５号議案は、一応議運をとおって、とおったって言ったらおかしいけれども、スム

ーズに終わったわけですよ。 

 その後にですね、１８号議案ですか、それが提出されたので、僕冒頭申し上げたように、当

然意見書というものは本会議の５日前に出さなきゃだめじゃないのですかと、ね。それを受け

付けたというのは、委員長何なのですかと。ま、ただし書きとして、緊急の場合はということ

があるから、これが果たして緊急になるのですかどうですかということをお聞きした。 

 そうしたら、委員長は、私は緊急性があると思って判断して、受け付けたのですよと。それ

じゃ、分かりましたと。緊急性があるのであればということで、テーマに入っていったわけな

のですがね。それはご存知だと思うのです。改めて言うこともない。 

 で、問題になるのは、１８号議案については町清クラブは、賛否分かれました。それで、１

５号議案と異なり、１８号については自主投票と。ご本人、おりますけれども、会派としての

結論は出せませんと。それは議員各位の考え方でやることにしましたということで申し上げて、

話を進めた。 

 今、問題になっているのは、そういう姿勢が出たときに、ね。どなたか委員の方々が、それ

ではどうなるのよという、１５号をむし返すということがいいかどうかは別にしても、それを

テーマに上げればまだ、まだしも、もう少し今日のようなことにならなかったのかもしれない

のだけれども、各委員さん、１８号議案だけ、いや当然１８号議案の審議なのだけれども、１

８号議案だけを審議して、１５号議案の関連についてはどうなのですかという、誰も質問もし

なかった。私どももしません。 

 それで、１８号議案は各会派の意思がきちっとした状態で、本会議に臨んだと。こういうこ
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となのです。 

 ところが、その後１８号議案が出たためにですね、これはうちの会派の中身をさらけ出すの

ですが、そうなると、１８号議案が出た以上、ばらばらになって賛成・反対するのだけれども、

そうなると１５号議案も、ふらふらしたのです。正直なところ。どうしようと、こういうこと

になったものだから、それは当然議運で町清クラブとしての意思表示をきちっとしているので、

それでそれに従ってもらわなければ、議運で何なのよという問題になるので、そのとおりやっ

てもらうようにということで、会派会議を私ども、議会の開会中でしたけれども、意思統一を

して、そして１５号議案は当初のとおり進めたと。こういうことなのです。 

 そういうことで、皆さんに混乱を与えたということは事実なのですが、議運で決めたことは、

これは従いましょうと。従うべきだと。当然そうあるべきだということで、私どもは意思統一

をして、本会議に臨んだと。 

 それがあの結果になったのであって、票をどうのこうのということじゃなかったのです。 

そういうことでの、ルールはきちっと守ろうじゃないかと。我々もそういう意思表示をしたの

だから。しないのなら別ですけれども。してしまったのですから。それをどうのこうのという、

１８号が出たからって、ふらふらするわけにはいかないよと。ふらふらという言葉は変ですが、

むし返すわけにはいかないよと。こういうことなのです。単純に言えばそういうことになりま

すので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、いいですよ。どうぞ、根本副議長。 

○副議長(根本道明君) 根本ですけれども、町清クラブの判断の中に、２つの大きな過ちがあ

ったことは事実です。というのは、１つは会派会議をやっているときに、確かに反対・賛成に

は分かれました。そして、１番最初に僕の方に考え方を振られた。そして代表者が、その会派

会議の内容をせず、結論だけを話しをしました。 

 統一意見ですよというふうにして話をした。我々の町清はそういうふうに話しましたね。 

 そして、吉田さんがその次に意見を聞かれたときに、新風さんは分かれましたと。こういう

判断。うちらも実はそのように説明をすれば、１５号議案のときにですね、そのような説明を

すれば、何ら問題はなかったのです。 

 ところが、そのまま経過をしていった。そして、１８号議案のときにですね、やはりもう２

つ目のミスというのは、１８号議案のときにきっちりやはり、１５号議案のことを、１５号議

案で分かれたことをやはりきちっとそこで意思表示をすれば良かったのですよね。 

 この２つの僕ら、町清クラブのミスがあったのです。 

○委員(加藤正恭君) 根本君違うよ。ミスじゃないよ。それはうちらの町清クラブでちゃんと

意思統一したでしょう。 

○副議長(根本道明君) やはり言うべきことは言わなかったらだめだったのですよね。 

○委員(加藤正恭君) いや、だから言ったのですよ。皆さんの前で。議論は確かに分かれまし

たと。しかし、字句が、こういう所を訂正していただけるのであれば、それは我々会派として
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は認めますというふうに結論を出したのですから。僕が勝手にやったわけじゃないからね。 

だから、それは皆さんと議論したことでしょう。その中身をね、だからその議論をしたこと

は事実なんだ。それは言いましたよ、私も。 

会派としての意思というのは、きちんとしてかなきゃだめだということ。 

○委員長(大渕紀夫君) 山本委員、どうですか。どうぞ。 

○委員(山本浩平君) 釈然としないのはですね、その性格が僕違うと思うのです。１５号議案

と１８号議案は。 

 あの１５号議案が、いや、これは私の考えですから。皆さんと違うかもしれません。 

 １５号議案が、意見書が出てきたときはまだ閣議決定されていないときです。その当日に、

閣議決定されました。その夜だと思いますけれども、その後１８号議案が提出されたわけです

から、政府で決まった、閣議決定されたのを踏まえて、安全に、万全の体制で行ってほしいと

いうような、・・・。 

○委員長(大渕紀夫君) 山本議員、そういうことじゃないのです、今議論されている中身は。 

○委員(山本浩平君) 最後まで話をさせてください。 

○委員長(大渕紀夫君) 違うんだ。 

○委員(山本浩平君) ええ、話をさせてください。 

○委員長(大渕紀夫君) なるべく簡略に一つお願いします。 

○委員(山本浩平君) ええ、話をさせてください。 

 そういうことで、例え町清クラブの中でですね、考え方が当初の出されたときから、変化を

したと。それが民主主義の中で認められることじゃないのですか。 

 ですから、何も問題にするべきことじゃないと私は思うのですよ。 

○委員長(大渕紀夫君) 加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) はい。そうするとね、議運という公の場で意思表示したのが、２日か３

日してころころころころ変わったらですね、何のための議運なのですか。議会なのですか。 

 それはやっぱりきちっとね、責任取らなきゃだめです、言ったからには。その中で、要請が 

変わったからったってね、そんな簡単なものじゃないと思いますよ。 

 例えばイラクに、これ例えばですよ。これは別な問題ですけど、派遣すると。ところがテロ

があった場合、それでも派遣するかったら、必ずしもそういうふうに変わるかもしれませんで

しょう。 

 だから、それとこれとは全然違うのですよ。我々の場合は議運という一つのルールの中で、

意思表示したのです。良い悪いは別にして、中身はいろいろあったとしても。それを状態が変

わったからって、くるくるくるくる変わったら、議会で決めたことをね、これも議会の一環で

すから。議運も。当然。位置付けられているわけですから。公的に認められているわけですか

ら。 

 だから、それがころころ変わるということにはならないということなのですよ。 
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 だから、１８号議案が提出されたことによって、１５号議案に対する考え方が変わったのは

事実でしょう。議員それぞれは。 

 ですけれども、１５号議案は、決めたことはこれはやっぱりきちっとその態度を示さなけれ

ばならないというのは、ルールじゃないのですか。 

 しかも、１８日の日ですか、１８号議案を審議したときには、１５号議案はどうなるのです

かという意見は、どなたからも出なかったわけですよ。そのときに議論していればまた話はど

うかもしれませんけれども、それが無かったわけですから、１８号議案は各会派の姿勢はこう

だということを披瀝して終わったのです。そうでしょう。 

○委員(山本浩平君) そうですね。 

○委員(加藤正恭君) そうですね。 

○委員(山本浩平君) ですから、町清クラブとしては賛否両論ですよというご意見でしたよね。 

○委員(加藤正恭君) そうです、そうです。 

○委員(山本浩平君) それですべてじゃないですか。ですから、もうその時点で議会運営委員

会の取り扱いの協議はもう終わっているわけですよ。 

○委員(加藤正恭君) だから、何で１５号議案が出てこなきゃならないの、そこで。１５号は

１５号できちんとこれで終わっているのだよ。それで、１８号は１８号で我々の姿勢はこうい

う状態でしたって、皆さんに披露したわけだから。ね。 

 結果がどうなるって、そんなことは別な問題です。それはルールできちっと１５号議案は決

まっているのですから。１８号議案が出てきたからって、１５号議案をまたむし返すというこ

とにはならないということを言っている。 

 そういうふうにしなければ、みんなごちゃごちゃになりますよ。ひっくり返すのだから。 

 だから、そのときに提起してくれたのならまだ、こういう場でね。議運で、１５号議案どう

なるのと、っていうことになるのなら、そこでまたどうなるかは別にして、議論したと思うの

だけれども、そういう議論は一切無かったわけです。 

 ただ１８号議案については、各会派はこういう姿勢で臨みますというだけで、それで異議な

しですねということで終わっちゃったのですから。 

 どうしてそのとき提起すれば良かったのに。 

○委員(山本浩平君) いやいや、それはもう全然何も問題あるとは思っていませんから。 

○委員(加藤正恭君) それじゃ何も問題ない。 

○委員(山本浩平君) いやいや、私はですから、淡々と進んでね、行ってるわけですから、何

も会派代表者会議を開いて、本会議を遅らせるようなそういう必要性があったのかということ

を僕は言っている。それであれば、議運をもう１回開けば良かったじゃないですか。 

 やっと私の意見です。会派代表者会議じゃなくてですよ。 

○委員長(大渕紀夫君) あのね、要するに議会運営上のミスは何もないのです。山本議員が言

ったように、１５号議案が議論されたときに、町清クラブさんは全会一致で、このことについ
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ては賛成ですということは確認されていますよね。いらっしゃったよね。 

○委員(山本浩平君) はいはい、もちろん。はい。 

○委員長(大渕紀夫君) ね。それは、あなたが言うように、整然ときちっと議論されてそうい

う結果が出ていますね。それは生きていますよね。全員反対するということは生きていますね。 

 で、その後１８号議案が出ました。１８号議案については、自主投票ですということが生き

ていますよ。１５号議案が出たら、どういう態度をとるべきですか。全会一致で賛成している

のですよ。町清クラブさんはどういう態度をとるべきだと思いますか、１５号議案のときに。 

 議運で決まっているのです。分かります、言っている意味。 

○委員(山本浩平君) 言っている意味は分かります。 

○委員長(大渕紀夫君) ですから私は、１５号議案はもう、山本議員がおっしゃるとおり終わ

っているのです、全部審議が。 

ですから、そういう態度をとるべきじゃないですかというだけのことですよ。全部終わって

いるのです。 

ところが、１８日の日に、１５号議案が審議されるときにそういう態度ではないというお話

が、直接私聞きました。そうなるとこれは議会運営委員会の権威の問題になりますよね。１５

号議案の審議は終わっているのですから。 

なりませんか。ここが大切なのです。そこが理解できないのですか。そこだけはっきりして

ください。 

○委員(山本浩平君) 閣議決定の後の変化というのはいけないのですか。 

○委員長(大渕紀夫君) ですからそこを、それがなぜ１６日の議運で、どなたでも結構ですけ

れどもおっしゃらないと、変化しようと何しようとそれは構わない。個々の議員さんですから、

私はそんなこと言う権利は何もございません。 

 私は何もその、賛否に関わることは言えないですよ。だけど、議会運営委員会で決まってい

るのですよ、すでに。 

 あなたが言うように、粛々ときちっと決まっているのです。それを守るか守らないかってい

うだけの話ですよ。 

 閣議決定が何があろうと、どんなことがあろうと、守らないなら閣議決定が終わった後に、

私はこういうことですからってちゃんと場が保証されているわけですから、なぜそのときに意

見をおっしゃっていただけなかったのかってことを言っているだけです、私。 

 それ以上の何物もございません。分かります。分かりますか、そこは。 

○委員(山本浩平君) まぁ、分かります。分かりました。 

○委員長(大渕紀夫君) いや、無理して分かる必要はない、何も議論した方がいいのだから。 

 ただ、私が言っているのはそこのところがね、きちっとしておかないと、今後の議運の中で

同じことが起こると大変なことになりますので、そこはきっちりしておかないとだめですよ。 

 私が何かね、その、票読みをやったら負けるからやったとかやらないとか、そんなことで話
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されたらとっても、議会運営委員会の権威なんか何もなくなりますよ。 

○委員(山本浩平君) その件は私も適正を欠いたと思いますので、先ほど訂正させていただき

ました。 

○委員長(大渕紀夫君) そこまではっきりしていただかないと、私は何も議論できなくなって

しまいますからね。 

 はい、議長。どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) 今いろいろと議論になっていますけれども、この件につきましては委

員長が言われた内容で、採決、議案が上程される寸前と言うか、近くなってですね、その件が

どうも揺らいでいるということで、やはり議会運営上、ずっとこう粛々と議会運営委員会で皆

さんで議論してきているわけですから、それが揺れるということについては非常に議会として

も、私としても、不本意なものですから、ぜひ議会のルールどおりやっていただきたいという

思いで代表者会議を開催したと。 

 議会運営上の取り扱いでちょっと疑義があるのであれば、それは議会運営委員会を開催とい

うこともありますけれども、決まってずっとこれ、正直言ってですね、皆さんにざっくばらん

にも言って、そこまで実際に皆さん気づかなかったという面があると思うのですね。 

 それで、きちっと多分こうじゃないかなと思って経過したという経緯があって、最終的にや

っぱりきちっとしたときには、ルールはルールとして、１５号、１８号と分けて議論している

中で、１５号についてはこういう態度と。態度で臨みますという会派の意向が、やはり上程さ

れる寸前といえ、それがそうならないよというような雰囲気が感じたものですから、代表者会

議でそういうことのないようにということで、皆さんにお願いした。 

 そういう意味で、代表者会議でやったということでですね。そういう思いでやったというこ

とだけは一つ理解していただきたいなと思います。 

 議会運営上、取り扱いがおかしかったらこれはまた、議会運営委員会で再度開いてもらって

ね、やるという、そういう形になるのでしょうけれども、あの時点でどちらをやるかと言うと、

やはり代表者会議できちんとルールはルールとして守っていただくべきだという、そういうお

願いをしたという経過でございますので。 

 この件については、総じてこれ以上ですね、議論していただいても次の議題もありますので、

ぜひ今後のね、お互いの継承としてやっぱり考え方、やはりきちんとその場その場で考えられ

るすべてのことをお互い話し合ってですね、守っていくという形にしていただければありがた

いなと思っています。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、他。この問題につきましてはね、私はことの中身じゃなくて、

議会運営上の問題ですから、今後こういうことが出ないようにですね、皆さん理解できるまで

きちっとしておいた方が、私は良いと思います。 

 何か、議会運営上のことで違うというふうな認識になると困りますので、そこは疑問がない

ようにね、された方が良いのではないかなと、私は思うのですよね。 
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 で、委員外議員の方含めて、ご発言がございましたらどうぞ。 

 ここはきっちりしておいた方が良いと思います。 

 玉井議員、どうぞ。 

○委員外議員(玉井昭一君) はい、玉井です。会派から持ち上がってきた事項を、議運で決定

したと。そのことを、ルールできちっと決まっているわけですから、議運で決まったことをそ

のまま本会議に持っていくと。このルールだけ守っていれば、１５号議案・１８号議案に関係

なく、すべて１つづつ審議しているわけだから、その辺をきちっとルールを守って進めるべき

だと。このことが一番、今問題提起されていることだと思うのです。 

 ですから、このルールだけをみんなが守るよというふうにやっていけば、何も問題はないと

いうふうに私は思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 他の委員。 

 はい、西田議員、どうぞ。 

○委員外議員(西田祐子君) 西田です。今ほど山本議員が、議会運営委員会を開くべきだった

という発言がございましたけれども、私はそうではないと思っています。 

 議会で一度、運営委員会で決まったことに関しまして、またそれを覆すというような話の運

営委員会というのはおかしい。 

 ただ、会派代表者会議とか会派会議も、もし何も開かれなかったら、返ってその方が不自然

じゃなかったかなと思っております。 

 ですから、今回の処置は私は正しかったんじゃないかなというふうに、見ておりました。以

上でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

〇事務局長（山崎宏一君） 今、委員長の方から、局長の方からというお話が出ましたので、

今回の一連のことにつきましては、熊谷副委員長もさっき話したように、５日前というね、こ

とも、これは原則的にあるのですけれども、これは緊急、やむを得ないということで、その時

期を逸することにならないということもございまして、議長、議運の委員長の中で取り上げた

と。これは今までもありましたし、これからもあると思います。 

 この取り扱いについてはですね、議会運営上どうこうという問題ではございません。 

 それと、今のやはり尊重しなきゃならないのは、うちの場合は会派制をとっているというこ

とをまず、第一がございます。 

 それで、この議運での本会議の運営をあらかじめここで、議運という中で取り決めています

よと。一つのルール化されております。 

 ですから、その辺のことが基本的にはベースになって、本会議が進むというのが本来の議運

でございますので、その辺の各会派においてはですね、その辺のルールさえですね、守ってい

ただくような格好が、基本的には大事なことなのだろうというふうに思います。 

 ですから、今回の議会運営上の措置については、特に間違った運営ということには、議運、
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本会議含めてないというふうに、私も認識いたします。 

○委員長(大渕紀夫君) この件につきましては、よろしゅうございましょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) それでは議事を先に戻しまして、議長から今回の議会報告会について

という諮問がございましたので、その件について、また議会改革全般についてのご発言を願い

たいと思います。 

 議長、どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) 議長の諮問に関する事項ということで、議会報告会ということで、今

日のテーマにしていただきましたが、この件につきましては今年の９月ですか、９月の段階で

議会報告会、未だ諮っていないようなことをやったという経過もございまして、１回きりとい

うのもいかがなものかということで、これは終わった時点で、今後じっくりこの件については

お互い話し合いをして、今後のどうしていくかということをやろうというような、確かそんな

経過もあったと思います。 

 それで、従いまして、この度の１２月定例会終わりまして、今後この問題についてどうして

いくかと。定例会の度にやるのか、年何回やるのか。それとも形を変えてどうするのかという

のを含めてですね、１回こっきりであとやめちゃうというのは、ちょっといかがなものかとい

う私自身の考えもあります。 

 それと、もう一つは議会改革ということで、平成１０年から取り組んできているという経過

の中で、平成１４年度に第二次の、一次を検証して、次に向かってさらに改革していこうとい

うような問題もあって、そういう課題もあります。これは１４年から１８年まで。第二次の議

会改革を進めましょうという課題になっておりますので、その辺も含めてですね、大変年も押

し迫っておりますけれども、定例議会が終わった時点で、この問題を一つテーマに挙げて、議

運で検証していろいろと話し合っていただいて、今後に向けて進めていきたいなという思いで、

今回この報告会をテーマにお願いした次第でございますので、これと議会改革を含めてですね、

どんなような形でやっていったら良いのか、その辺をぜひ話し合っていただければ、ありがた

いなという思いですので、一つよろしくお願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) ただいま議長から、諮問に関する内容についてお話がございました。 

議会改革の一環として、議会報告会等々の考え方をどう整理するかということでございます。 

 議会改革の検証と今後の取り組みについてということで、第二次までの内容が配布されてお

ります。 

 少しの時間でちょっと、局長の方から経過を説明していただきまして、今後それではそれに

のっとって、どういう改革を白老の議会ですべきかという点について、ご議論を賜りたいとい

うふうに思います。 

〇事務局長（山崎宏一君） それでは私の方からですね、この議会改革、今二次まで進んでご

ざいますけれども、一次の、新しい議員さんもいらっしゃいますので、その前にスタートして



１８ 

いる改革の案件もございますので、簡単に私の方から経過含めて、ご説明申し上げたいと思い

ます。 

 まず、議会改革ということのスタートなのですけれども、実は平成９年のですね、４月にで

すね、これ行政側の方で第三次の行政改革の推進委員会というのが設置されております。これ

は、民間の方々が委員になった部分でございます。 

 そういう中で、それは行政全般に渡る改革の見直しでございました。その中に、議会全般に

渡っての見直しも必要ではありませんかという、実は答申があったわけでございます。それは、

今言った民間の方の委員会から行政側に、そういう諮問の中で１項目があったと。 

 それを、当時の議長の方で、これを取り上げいたしました。それで、早速平成９年の６月に

議会運営委員会におきまして、議会の改革等に関する小委員会を設置したという経過がござい

ます。 

 その小委員会では、平成９年の６月からなりますけれども、約１年間１６回に渡る委員会を

開催するという経過をたどっておりますし、また、その間町民の方々からも、この議会改革に

対してのご意見を伺おうということで、２回ほど町民の方々との意見交換会を実施してきてお

ります。 

 それで、平成１０年の８月になりますけれども、この小委員会のご意見を受けて、議会運営

委員会におきましては、１０年の８月から１１回に渡る委員会を開催し、その小委員会での議

論された内容を十分尊重しつつ、町民の立場に立った議会改革、時代にふさわしい内容にしよ

うということで、議運で平成１０年の１２月、これは議運で取りまとめまして、本会議へ議運

の報告として、各議員にそれぞれ報告をしてまいりました。 

 それで、皆さんの今日お手元に配布してございます項目なのですが、大きく６項目１８件の

改革を実施していこうということで、取り組みが始まったわけでございます。 

 そういう中で、平成１０年の途中なのですけれども、平成１０年から１４年まで、５年間経

過した中で、全般的な取り組みの状況はどうだろうということで、検証の必要性があるという

ことで、平成１４年に検証を始めまして、平成１４年の１２月だったと思いますが、議会運営

委員会において検証の結果を取りまとめ、議運の報告として本会議へ報告して、それぞれご理

解・ご認識を得たところでございます。 

 当時は、平成１０年から１４年までの５年間、丸５年ではございませんが、年度として５年

度、削減額も約４，４００万円に達してきている状況にございました。 

 そういうことで、今後この第一次の議会改革を検証した結果、さらに今後どうあるべきかと

いうことも議論されました。それで、議会運営委員会におきましては、この近年の議会を取り

巻く環境だとか、近隣市町村の状況、そして議会と行政が両輪となって、この町づくりを進め

ていかなきゃならないということだとか、いろいろそういうこともございます。 

 そういうことも含めて、今後もこの検証結果を含めて、新たな第二次としての議会改革も取

り組んでいきましょうということで、結果的には大きく５項目１７件に、第二次として決定し
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たところでございます。 

 それも今日のページの後ろの方に、２、３枚になっていると思いますが、そこに第二次の議

会改革の方針が項目について、それぞれ掲げているところでございます。 

 それと、この議会改革を前後いたしまして、議会改革事項には無かったのだけれども、途中

で急きょ取り上げようとかね、それからこの議会改革を進める前に進んでいる部分、これ参考

までにですね、８ページございますので、８ページのその他改革事項という欄にですね、９項

目か１０項目ぐらい○印で書いてございますが、これはこの改革以前に改革として実施した部

分と、この第一次が始まった以降追加して改革に臨んだ部分、これを参考までに書いてござい

ます。 

 こういう形で、一連の議会改革が一次・二次という形で進んできております。 

 それで第二次のですね、改革については、１４年度から１８年度までの５年間と、一応目途

としてですね、この５年間で推進していこうという、一応目途として期間を定めてございます。

こんな形で第二次が進んでございますが、一連の今年のですね、いろいろこの中では、行政と

のですね、連携を持って進めなきゃならない部分がございます。 

 そういうことなんかですね、今回の一連の町長のいろいろな交代等がございまして、町側と

の連携の中で進んでいない部分もございますし、また、中には進めている部分がございます。 

 そんな形で、この１５年ですか、１５年についてはまだ、今話したように、行政側との協議

が整っていなくて、進んでいない。これから正に進めようという項目も多々ございます。 

 そんなことで、今までの、簡単ですけれども経過について申し上げました。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。この改革の文章につきましては、以前にも配布されております

ので、お読みになった方もいらっしゃると思います。 

 それで、この成果に基づいて新たに改革をしていける中身、そして今議長が提起をされまし

た、議会報告会。これについて、どのような考え方で進めるのが、白老の町議会としては最も

良い方法かというようなところをですね、議論し、かつ会派にも持ち帰り、そして会派でも十

分議論してもらってですね、そして白老の議会の改革がもう少し進めばというふうに、私自身

も議長と同じに考えております。 

 それで今日は、実は１２時半から中出議員のお母様のお葬式がございますので、それにでき

れば間に合うように終わった方が良いのではないかというふうに、私自身も考えておりますの

で、頭出しと言いましょうか。今の議長のご発言を含めて、皆さんの思いをちょっと出してい

ただきまして、また、各会派での議論、どういうふうなことが望ましいのだというようなとこ

ろをですね、一つ頭出しだけでも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

たいと思います。 

 それで、１１時になりましたので１０分間休憩しまして、１１時１０分からそういう議論を

したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 暫時休憩といたします。 
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休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１０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。 

 この議会報告会を中心に、議会改革をどう進めるかというようなところで、今もちょっと、

休憩時間話題になっておりましたけれども、各委員さんの思っているようなことをちょっと出

していただきながら、各会派でも議論していただく元をちょっと、今日議論しておきたいとい

うふうに思いますので、それぞれの委員さんから、今の議長から提起のあったことを含めて、

ご意見ございましたら、どうぞ。 

 はい、熊谷委員、どうぞ。 

○副委員長(熊谷雅史君) 大変恐縮でございます。私のちょっとイメージしていることを言い

たいと思います。 

 私はやはり、今回４月の統一選挙が終わりまして、今回１０月１日に失職する間にですね、

９月に、一連の問題について非常に町民の関心の高かったことについてですね、二つに分かれ

て町民の前に出て報告会をしたという、この意義はですね、テーマがきちっとしていたという

ことで明確だったというふうに思っています。 

 その時に、やっぱり町民の声からも、そういうことがやっぱり傍聴に行くだけではなく、来

るということについて、非常に評価もあったことも事実です。 

 それから、その対応のときの内容について、ある程度その聞きたかったという部分が聞けな

かったという、そういう不満の声もありました。 

 そういうことを全部考えてもですね、やはり議会改革の一環として、移動常任委員会だとか

いろいろな取り組みを僕たちはしてきましたけれども、この議会が一つになって、町民の前に

出て行くということは、僕はすべきだと思うのです。 

 ただ、テーマはやはり、きちっと。その辺は各議員さんの考え方を集約した方がいいと思い

ますけれども、僕はやはり、町民が一番関心を出ているテーマも必要ですけれども、やっぱり

議会の存在という意味は、やはり予算であり決算。これの、やはり議論だと思うのですね。 

 ですから、この節目のときに、取りまとめて町民の前でやっぱり報告会をすべきというふう

に思っています。だから、僕はすべき。 

 それから、議会改革の取り組みもですね、確かに二次でこういうふうに出されましたけど、

やはり新しい議員さんも加わりました。いろいろな意見を持っています。これをやはり、きち

っとするためにもですね、やはりこれも細かくですね、テーマごとに何年というそのパイをこ

ういうふうにぐっと長くするのではなくて、例えば１年なら１年でどの程度進んだかという検

証を、やっぱり議会運営委員会を中心に僕はすべきだと思うし、それから全員の中で、やはり

こういう取り組みをした方が良いという機会を、僕は作るべきだと思います。 

 それに、昨日、一昨日の新聞に、今回のやはり、定例会についての議員の質疑の問題がちょ
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っと、新聞記事の中に出ていましたけれども、やはり、議員のやはり政策能力。それから、そ

の質問する技術もそうなのでしょうけど、その辺の資質向上を望むような声が出ていました。 

 それも一つのニーズかなと思いますので、その辺も含めてですね、やはり僕はやられた方が

良いと思いますけど。 

うちの議会の見識も上げるためにも。そう思っています。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) ただいま、熊谷委員からのお話がございました。他。 

 加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、基本的に議会報告会は、ぜひするべきだと。回数等につい

ては、今後の議論に待つよう仕方ないと思うのですが、ぜひやるべきだと思っております。 

 4 月の選挙、１１月の選挙を通じてですね、議会改革が相当進みました。夜の５時で終わら

せようじゃないかと、こういうようなことから、しからば８時までの時間帯をどうするかとい

うことで、私は各集会所で町民の方々にお出でいただいて、そこでいろいろ議論をしました。

４箇所をやりました。 

 そこで、いろいろ感じたことなのですが、非常に町民の皆さんは議会に対して関心を持って

いるのは事実なのです。事実なのだけれども、相当情報公開が進んでいるとは言ってもですね、

なかなかそういうふうにはなっていない。 

 まず、議会の言葉、用語。我々俗に言えば借金という言葉で言えば分かるのだけれども、地

方債というような言葉を使う。いろいろな言葉でですね、私も初めて議会に出たときに、言葉

の意味がよく分からなかったというのがあります。そういうことは当然町民の方々が知らない。 

 地方債も、私も具体的に説明はしたのですが、例えば２６０億ありますよ、２７０億ありま

すよと。こういうことなのだけれども、２７０億もあって、それを丸々町民が２２，０００の

人が返すのだという単純な、そういう問題じゃなくしてですね、そこに６０何％が地方交付税

で入ってくるのですよと。そういうところの説明をしてですね、実質的には３０何％は皆さん

の貴重な税金を使うのだと。こういうようなこと、それらを具体的に、数字を出して説明して、

納得をさせていただきました。 

 そういう方々が非常に多いということを、実は私自身感じました。 

 ですから、できるだけ多くやってほしいのですが、年に何回もというわけにはいかないので、

まず試験的にいろいろな試行錯誤があろうかと思いますけれども、予算編成前辺り、９月辺り

にですね、ぜひ議会報告会を開くべきだというふうに考えております。 

 中身については、私どもの会派でいろいろ検討をいたします。しかし、私もちょっと読んだ

ことがあるのですが、地方議会人という雑誌、あれを見たら宮城県の矢本町だと記憶しており

ますが、あそこではもう２年か３年前にやっておるのですね。実績があるのですね。 

 ですから、インターネットでそれを先進地と我々言うのでしょうけれども、先進地で最初か

ら完璧なものというのはまず我々としてもできないとしても、でき得ればやるからにはあげ足

を取られないようなことをするためにも、先進地のインターネットで分かればいいし、分から
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なければ視察もするべきだと思うし。 

 そういうようなことを兼ねてですね、内容の充実を図っていくべきだと思います。 

 それで、でき得れば今年の９月辺りにですね、第１回目をやるような方向に持っていってい

ただければありがたいなというふうに思っております。 

 先ほども申し上げましたけれども、議会の情報公開というのがある程度進んでいることは分

かるのですが、私も今回広報委員になりましたので、議会だよりの中にですね、Ｑ＆Ａという、

いろいろなご質問にお答えしますという項目を設けてはどうかということを、実は提案しまし

た。 

 それ、すぐ実現するかどうかは別にしてもですね、議会に限ってですよ。町政全般のことは、

これは広報元気でやることで、議会に限ってやるとすれば、議会のことについて非常に町民の

方々は分からない面があるので、その辺りの疑問にお答えすると。編集委員が分からなければ、

担当の、例えば財政の問題であれば財政課長等にも勉強してですね、それらについての答えを

するとか。 

 そういう１項目を今後設けたいなというふうに、議会だよりの委員長には申し入れてありま

す。 

 そんなようなことで、できるだけ進めていってほしいと。こういう気持ちでおります。 

 中身についてはまた、我々会派でも十分議論したいと考えております。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、他どんどん、一つ思っていることを。 

 はい、吉田正利委員、どうぞ。 

○委員(吉田正利君) 吉田です。報告会については、非常に革新的な考え方を持って進めると

いうことは、非常に良いことだと思うのですけれども、ただ一つ、やはり議会という立場で各

町民に直接接触すると、非常に幅広い意見とか、要望とか、苦情が出てくるだろうと。 

 要するに、苦情処理機関になっちゃったらもう、大変なことになるなというような気がいた

します。 

 これ逆に言いますと、開くことによって、要するに要望・苦情がさっぱり進んでいかないと。

そういうふうな意見で、後処理がですね、大変になってくるのじゃないかと懸念されます。 

 それで、私やっぱりこれからのやはり議会報告会のような、形式で町民と接触するとなると、

やはり、今この町が抱えている問題は何なのかを、やはり全員で検証して、きちっとしたテー

マを持って、そのテーマでやはり町民と意見交換を交わすというような方法をとっていきませ

んと、町長の町政懇談会のような形になっちゃってですね、混同する可能性があるんじゃない

かと。 

 そういうふうなことで、今言ったように、市町村合併なのか行革なのか、それから財政健全

化なのか。今この町の本当に抱えている問題というものをですね、大きくテーマを絞って、そ

してそのテーマに向かってやはりお互いに、町民との対話を進めていくという方法を取りませ

んと、前の場合は一つの目的がありましたので、非常にあれでもう一本化されると思うのです
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けれども。 

 今度は、そういうようなことから外れますと、非常に広範な意見が出てきてですね、逆に議

会そのものが収集しきれなくなっていくんじゃないかと。小さい問題から大きい問題から。 

 そういうふうなことが懸念されるので、私はやはり、今抱えている一番大きなこの町の課題

をテーマにして、そして広範に、各地区のですね、懇談会をやはり開催していくべきじゃない

かと思うのです。 

 ただ無鉄砲にやると、そういうふうなことで、非常にやりにくくなるんじゃないかと。逆に

言いますとですね。 

 本当はその方が良いと思うのですけれども、議会が困るんじゃないかと思います。一応そう

いうような意見で。進めるべきだと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) 議会報告会に関しては、前回も町長の問題があってやりましたけれども、

それっきりにしておくと、議会というのはその都度その都度、その都合のいい方向でやったり

やらなかったりするのかという、批判的なものは出ていると思います。 

 そういうことと、もう一つは、町民の方々にとって初めての議会報告会でしたけれども、議

員の顔が分からないっていう方もいらっしゃったのですね。そういうことを含めて、やっぱり

議会に親しんでいただく。そして議会の人たちっていうのは、こういう人たちがいるんだとい

う。そして、こういう考えを持ってやっているんだということを、しっかり知っていただく良

い機会の場にはなるのではないかなというふうに思います。 

 そういうことで、報告会という形になるか、懇談会という形になるか、ちょっと、これから

の方向性は検討しなければいけないと思いますけれども、やるべきだというふうに思います。 

 ただ、今吉田委員がおっしゃったように、方向性をきちっと決めてやらないと、町民の方々

というのは議員さんに物を言うというのは、要望が多いと思うのですね。そうなったときに、

その部分、きちっと対応していかないと、ああいうふうにしてやって何もやってくれないとい

うことの、批判の方に向いていってしまう傾向があると思います。 

 そういうことでは、かなり町民の方々にやっぱり町村合併だとか、地方財政はどうなるのだ

ろうかとか、そういったいろいろなことに疑問を持ってぶつけてくる方もたくさんいらっしゃ

いますので、そのテーマを設けることで、そのテーマにすごい関心のある方々が集まってきて

くれるのではないだろうかと。 

 テーマを変えることで、またいろいろな方々と懇談ができるという形に、私はなるんじゃな

いかなというふうに考えますので、ある程度のテーマを絞って、そして意見交換をするなり、

意見を聞くなりっていう場にしていくべきではないかなと思います。 

 それとやっぱり定期的に、年２回ぐらいできたらいいなというふうに私も考えています。以

上です。 

○委員長(大渕紀夫君) 他の委員の方、どうですか。 
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はい、どうぞ。山本委員。 

○委員(山本浩平君) 山本です。私はですね、基本的には、悪いことじゃないと思うのですけ

れども、じゃどちらかということで聞かれますと、反対の意見を申し述べさせていただきます。 

 理由は、先ほど吉田正利議員や吉田和子議員からの、いわゆるマイナスになる要素のことが、

どうしてもやはり懸念されると思います。 

 町民はですね、もし議会に関心のある方は、傍聴するというそういう制度もありますし、議

会だよりでも何をやっているかというのは、把握できるわけでございますのでね。 

 そういった中で、十分町民の声はですね、各町内会においてもいろいろ聞くことが十分ある

と思いますので、私は開催しなくても良いのじゃないのかなという意見でございます。以上で

す。 

○委員長(大渕紀夫君) 副議長、何かございませんか。 

○副議長(根本道明君) ないです。 

○委員長(大渕紀夫君) いいですか。議長。委員外議員の方、どうぞ。ご意見ございましたら、

どうぞ。 

 はい、玉井議員。委員外議員ですけど、どうぞ。 

○委員外議員(玉井昭一君) 前回の議会報告会の経験からですね、あのときは特別な要件があ

って、報告会を行ったわけですけれども、中身的に言えばどうも進展していないような、批判

的な報告会であったかなと。このように私は反省をしております。 

 例えば団体で、１つであろうが２つであろうがやる場合にですね、やはり意見が、議員の発

言も限られてくると。そういう点では、やはり差し障りのないことしか言われないのでないの

かなというふうになると、意見交換というふうにならないような気がします。 

 ですから、これが個人報告会というのであればこれは自由でしょうけれども、かなりのとこ

ろまで突っ込んでいって話ができると。しかし、団体でやるとどうもそこまで突っ込めないと。

そうすると、聞いている側については、迫力がないと言うか、聞いていてもあんまりマンネリ

化した格好で面白くないとかね。 

 そういう部分が出てきている。かなり。出てくると思う。 

 ですから、差し障りのないものというと、報道関係で書かれていることぐらいしか言われな

いとなると、何もインパクトがない。 

 こういう点から、やることについては何もやぶさかではないけれども、その辺はちょっとも

う少し考えるべきかなという気がします。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

 はい、委員外議員の西田祐子議員、どうぞ。 

○委員外議員(西田祐子君) 西田です。この春に当選させていただきまして、新人研修をさせ

いただいたのですけれども、その新人研修が大変良かったなと思いまして、これから先、もし

また４年後ということになりましたときにですね、例えば当選回数に合わせてとか、古い議員
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さんは古い議員さん、新人は新人で結構だと思うのですけど、４年に１ぺんくらい、あそこま

ではしなくても、やってもいいんじゃないかなっていうふうなことは感じました。研修を。 

 ４年の間にこうやって、大きく変わっていることもありますし、また改めてというわけじゃ

ないですけれども、そういうこともあってもいいんじゃないかなって。 

 報告会の話ですか。すいませんでした。 

 町民説明会につきましては、前回のような大人数ではなくて、できれば１人づつやられたら

いいのではないかなっていうふうに、個人的には感じています。 

 それから、テーマを沿ってという形をおっしゃっていましたけれども、やはり報告会ですの

で、要望を聞く場ではないのだということをきちっと明示すれば、そのような苦情処理とか、

そういうふうな話にはならないんじゃないかなと感じております。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他ありませんか。 

 私はですね、報告会そのものはやるのは構わないのですけれども、報告会ってするとなかな

か難しいかなと。報告の仕方が難しいかなっていう気は、率直にしております。 

 今、ご意見、皆さんからございましたように、一つは議会側としてはやっぱり予算・決算、

大きな問題に対しての報告会ならいいでしょうけれども、一般的な報告会っていうのはちょっ

となかなか大変かなと。 

 どういうふうに報告すればいいか、よく。まさか一般質問の報告をするわけにはいかない、

いかないわけではないかもしれないけど、難しいかなというふうに思います。 

 ただ、どなたかおっしゃっていましたけれども、テーマをきちっと決めて町民の意見を聞く、

これは報告会とはちょっと僕は趣が違うと思っているのです。名前がそういう名前かどうか分

からないですけど、タウンミーティングっていうのはそういうことを言うのかどうか分からな

いですよ。 

 だけどその、地域に議会が出かけて行って、そして今言われた合併問題だとか、行革の問題

だとかの、その意見を町民の皆さんから聞くということは、私はやったらいいんじゃないのか

なっていう気がしております。 

 その中でもちろん報告もあるでしょうし、当然要望が出ると思います。そのときの対応は対

応で、きちっとしておくということが、各会派で議論していただきましてね、私はそういうテ

ーマを決めてやるのは、とっても良いことではないのかなと。こちらが出て行くっていう意味

でね。いいのではないかなというふうに思っております。 

 他、議会改革全般について。この後ですね、各会派で今のことを踏まえて、例えば報告会も

これ、これ以上ここでやってもですね、どうもならないのですよね。はっきり言って、会派で

きちっと議論をしていただいて、それをもう一度持ち上げるというふうにしたいと思うのです。 

 そうしないとちょっと、ここでね、これ以上練っても無理ですから。 

 ただ、他の項目で議会改革に合う、先ほど西田議員が言われましたように、例えば議会議員

の研修をもっとやるべきだという、多分ご意見だと思うのだけれども、そういうことを含めた



２６ 

議会改革の部分での頭出しの部分で、ご意見ございましたら。熊谷議員、さっき若干おっしゃ

ったかな。何か言ったかな。 

 そこら辺ちょっとございましたら、ご意見賜りたいと思います。 

 加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 議員研修会の方ですな。それいくと、今、年に２回。洞爺で１回と、そ

れから厚生年金会館で１回ということは、全道的に行われているわけですが。 

 我々、両方とも議長会が主催しているのでしょうけれども、どうも総花的でね、各ブロック

別に意見を聞くっていうことはなかなか難しいのでしょうけども、ほとんど講師の話を聞いて、

一方的に聞いて帰ってくるというだけのことでね。どうも気に合うような講師が、まぁお題も

かかるからなのかもしれないけれども、もう少し、今のテーマに合ったような議題をテーマに

するような、についての講師を呼ぶというようなことで、議長会も要望に基づいて各議長さん

の意見を聞いて集約しているのかもしれないのだけれども。その点、ちょっと不満があると。 

 それから、洞爺で集まるのも１つ、横の連絡で市町村の方々と接触するという、親睦の意味

も含めてなのでしょうけれども。あれらについてもちょっと、もう少し身近なものをテーマに

したようなね、ことの講師をお招きするという、できるだけ関心を深めるようにするようなこ

とが、あっていいんじゃないのかなと、ちょっと不満な面があるのですけれどもね。 

 内容の充実っていうことになるのかもしれないのだけれども。そういうふうに考えて、今地

方の自治体で悩んでいることのあれを、すぐ聞きたいなというようなことを、でき得ればテー

マにしてもらえればありがたいなと思うのですけれどもね。 

 今のところはそんな程度しかないと思う。 

○委員長(大渕紀夫君) 他、どうでしょうか。 

 はい、熊谷委員、どうぞ。 

○副委員長(熊谷雅史君) 僕も一等最初に口火を切りましたけれども、報告会のことについて

は今、各委員の意見も拝聴させていただきましたけれども、今日の部分というのは頭出しです

から、報告会については反対意見もありますけれども、それ含めてね、この議会改革の今後の

取り組みの資料に基づいてですね、やはり会派で少し論議をいただいた中で、例えばこういう

項目が欠如しているよというものを取り上げるということを前提にですね、考えてもらいたい

なということがまず１点と、それから、その二次で改革を出したときに、平成１８年までとい

うふうになっていますから、そしてやはり新しい議員さんの顔ぶれも変わりましたし、これは

やっぱり前期の議員が中心となって改革項目を取り決めましたのでね、その辺のやっぱり精査

を含めて、やっぱり年に１回ぐらい、僕は議会運営委員会で取り組むべきだと思うのです。 

 だからその辺も含めてですね、会派に持ち帰ってもらってお話してもらって、項目を集めて、

平たく言えば議会運営委員会の所管項目にするということを確認できれば、僕はいいのかなと

思っているのですけど。 

 お諮りをしていただきたいと思います。 
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○委員長(大渕紀夫君) ただいま熊谷委員からですね、報告会につきましては大方の意見はや

った方が良いのでないかと。形はちょっとまだ、詰まっていませんけれども、やった方が良い

のではないかというような意見がございます。 

 ただ、そうでない方もいらっしゃいますので、そこを含めて各会派で一つ議論をしてもらう

と。で、１２月議会の報告をどうするかということではなく、なく、どういうふうな方向で報

告会なり、また町民の皆さんの意見を聞く会を、どういう形で、やるとしたらやった方が良い

のか。また、やる必要がないのかというようなことを含めてですね、まず一つ会派できちっと

議論をしてもらうと。 

 もう一つは今ございましたように、改革の頭出し、どういうことが今までの改革の中で、不

足をしているか。また、新たな各近隣市町村等々含めて、こういうことをやっているところも

あるというようなことも、各会派で勉強していただきましてね、我が白老町に取り入れられる

ことについてはきちっと取り入れるというようなことも含めて、議会改革そのものをどうする

かと。どういうふうな方向で進めるかと。これは進めることが前提でございます。 

 進めるかというようなことで、各会派で練っていただきまして、私の考えとしては概ね１月

下旬辺りに、までに、もう一度議会運営委員会を開いて、そこら辺の集約をちょっとしたいと。 

 これ、あんまり報告会の部分は置かない方がいいと思います、私は。そこの結論は、改革そ

のものについてはずっと時間をかけてやるのは構いませんけれども、報告会の結論はですね、

やはり、少なくとも３月まできちっとしなくちゃいけませんので。１月末辺りにはですね、各

会派の意向を一応聞いて、取りまとめをしたいと。 

 そのときに同時に、他の議会改革についての頭出し等々含めてですね、ご議論した中身をい

ただくというようなことで今後進めたいのですけれども、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 議長、よろしゅうございますか。いいですか。 

 どうぞどうぞ、議長。 

○議長(堀部登志雄君) 今いろいろ話されましたけれども、特に報告会についてはあまり時間

をかけないでやっていただくということで、非常に良いことだと思うのですが、議会改革全般

のことなのですけれども、特にここに手元にあるこの内容等をですね、ぜひ見ていただいて、

今後これらを重点的にやろうとか、というような形の中で一応話し合ってもらいたいのです。 

 特に情報公開ということで、この議会からインターネットでこう出るようになりましたので

ですね、本当に初歩的なことかもしれませんけれども、その辺も含めてですね、きちっとやっ

ぱり皆さんやっぱり意識して、こう、議会をやっていただくような形も、非常に必要かなとい

うことで、これは本当に例えば議場での態度なりですね。それから一般質問の仕方等々含めて

ですね、非常に今まではこの議会の中だけだったものですから、目立たないですけれども、今

度はもう、すべてこう、公開されていますのでね。その辺も含めてやっぱり、我々ここできち

っと検証を、お互いね。勉強し合っていくべきところもありますので、その辺も含めてぜひ、
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この改革については会派の中で十分話していただきたいなと。 

 それで、取り上げて、これから皆さんで話し合って何とか良い方向にね、改革を進めたいな

と思いますので、一つよろしくお願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、委員外議員の玉井議員、どうぞ。 

○委員外議員(玉井昭一君) 玉井です。私今、会派がありませんので、お願いを申し上げたい

のですが、私９年前から議員に当選したときからですね、議員定数の削減を言っておりました。 

 あのときは２２名だったのですが、そのときに１８名にすべきだというふうに訴えてまいり

ました。 

 人数は正確でありませんが、今私は１６名が良いのではないかというふうに思っていますが、

これは極端な話です。 

 しかしですね、今なぜそういうふうに考えているかと言うと、何年か前に、広報委員会と歴

代議長さんとお話しました。そのときにですね、議員は今は職業だと、こういうふうに認めて

いただいた部分があります。なおかつ昔と違いまして、今は出る回数がすごく多くなっており

ます。 

 私はちなみに、前年度、前々年度、回数を勘定いたしますと、約ですね、１５０日出ていま

す。回数で１５０回ですね。  

そういう中でですね、今、例えば若い人たちが議員になろうとしても、報酬の面でも、今約

３６０万円ぐらいですか、年収。そんな関係で、職業として出てくるのであれば、報酬が少な

くて出られないというきらいがあってですね、どうしても若い人が出てくるのが少ないと。こ

ういう懸念、私はこういうふうに考えております。 

 そんなことでですね、削減した分を私は２２名のときに１８名と言ったときは、４名の削減

した分を１８名の分に上乗せすべきだというふうに言ってきたのですが、そういうふうにでき

るものかできないものかがまず先ですけれども、そんなふうにできたなら、若い方々が議員に

立候補してくるのではないかなと、私は期待しております。 

 で、最小限度、例えば２人ぐらいの子供さんがいる人たちが、大学を出せるぐらいの金額と

いうところになると、やはり５００万円や６００万円の報酬が必要になってくるわけですね。

少なくともですね。 

 そういうような方法にできないものかなと。そうしないと、夢と希望の大きい人たちが出て

これないと。こういう気持ちがあります。ね。 

 いや、歳いったからったって夢と希望が大きい人もいっぱいいますよ。それを否定するもの

じゃありませんが、そういう状況にできないのかなというふうに思っております。常々。 

 で、そのことをですね、この２点をかみ合わせた中で、各会派で検討していただきたいなと。

こういうふうにお願いをしたいわけです。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、ただいま委員外議員の玉井議員から、定数と報酬の問題につい

ての提起がございました。 
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 このことも含めて一つ、提起でございますので、議論の対象にするというのはいかがですか。 

〔「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か。 

 はい、改革の中身につながっていくという、ご認識のようですから、そういうことも含めて

ですね、議論をしていただくと。今の行政との関わり合い等々もございますので、十分一つ各

会派で議論をしていただくというふうにしていただきたいと思います。 

 他、ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) じゃ、１月の中でですね、もう一度、今のこともございますけれども、

議会報告会を中心にもう一度議会運営委員会を開くというふうにしたいと思います。 

 

◎散会の宣告 

○委員長(大渕紀夫君) 本日の会議は、以上で閉会といたします。ご苦労さまでございました。 

（午前１１時４５分） 

 


