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○ 開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  皆さん、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］ 

○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。委員の谷内委員は午前中、病院に行くということで欠席をされ

ております。午後からの出席になっておりますのでご了承願いたいと思います。それではさっそく、

協議事項に入りたいと思います。局長、ご説明願います。 

○事務局長（山崎宏一君）  おはようございます。今日のレジメ、お手元に配布してございます

ので、それにしたがってご説明申し上げたいと思います。まず、提出議案で町長提案のものでござ

いますが、１１件でございます。今日、お手元に議案等を配布してございます。補正予算が３件。

一般会計、国保・介護保険特別会計と。条例関係が６件ございまして、いずれも一部改正でござい

ます。それと財産の取得１件。工事請負契約が１件と。合わせて１１件と。その他に町長の方から

行政報告が予定されております。 

 それから議会関係でございますけども、冒頭ちょっと一部抜けておりますので恐縮でございます

けども、手書きで追加していただきたいと思います。議会関係２１件になっておりますが、２２件

でございます。それと追加の部分はですね、諸般の報告の下になりますが、ちょっと窮屈でござい

ますけども、議員の派遣承認という項目を一つ起こしていただきたいと思います。諸般の報告の下

の方に議員の派遣承認１件、これを追加していただきたいと思います。内容については後ほどご説

明をさせていただきます。それで、元へ戻りますが、諸般の報告が６件ということで、ここに書い

てありますとおり、議会閉会中における動向、専決処分の報告、これは議会が指定した分１件でご

ざいます。例月出納検査・定期監査、財政的援助団体等の監査でございます。それと議員の派遣結

果報告、これも後ほどご説明をさせていただきます。その後に今の議員の派遣承認１件と。それと

意見書。今のところ１件でございます。請願・要望書等６件になりますが、その内請願が１件、陳

情・要望書等については５件になっておりますが、これは後ほどご協議の中で本会議に上げるもの、

そうでないものという振り分けがなされると思います。それから、所管事務等調査報告ということ

で３件ありますけども、これは今回、道外の先進地視察をしてございますので、各３つの常任委員

会から報告がございます。それと特別委員会の審査報告ということで１件。これは決算の審査が終

わってございますので、今定例会で報告をするということになってございます。その他として４件。

これは次期所管事務調査でございまして、３常任委員会と議会運営委員会でございます。以上が今

回の提出・町長提案、議会関係でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  さっそく協議に入りたいと思います。それでは最初に補正予算の説明

及び財政課関連の説明を求めたいと思います。どうぞ、財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  それでは財政課の方からは議案第１号から第３号までの補正予算３件

と、あと議案第１０号、議案第１１号を一括してご説明したいと思います。 
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［録音中断］ 

○委員長（大渕紀夫君）  どうしても聞いておきたいというような中身がございましたら委員の

皆さんどうぞ。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは財政課関係の議案の説明については以上で終わりたいと思い

ます。ご苦労様でございました。続きまして、総務課長より他の議案についての説明を求めたいと

思います。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  それでは私の方から議案４号から説明をいたします。 

［録音中断］ 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、総務課長より提出議案の説明ございましたけれども、今、聞

いておくべき必要があるという件がございましたら、委員の皆様どうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  ございませんね。それでは総務課長ご苦労様でございました。それで

は委員の皆様にお諮りをしたいと思うんですけれども、議案第６号白老町企業等立地促進条例の一

部を改正する条例の制定についてというのがございますけれども、先般、産業建設常任委員会の委

員会協議会がございまして、このことが事前に報告がございました。その中で緊急性等々を含めて

議論をした結果、極めて緊急性があるということではないという確認を得た上で委員会に付託をし

て、きちんと議論をすべきではないかという意見がございました。町側も担当助役も出ていまして、

それについては影響がないという確認を得ております。その結果ですね、当条例につきましては委

員会付託として産業建設常任委員会の中で十分審議をし、その上で町に報告をしてはどうかという

意見がまとまっておりますけれども、そのような処置でよろしいかどうか議会運営委員会の皆様方

にお諮りをしたいと思います。当然、この場には産業建設常任委員長も参加しておりますし、もし、

必要であれば補足をしていただきますし、また疑問な点があれば局長も出ておりますので、そのよ

うな処置を取りたいというお話しがございましたのでお諮りをしたいと思います。産業建設常任委

員長何か補足ございますか。局長何か補足することないですか。 

○事務局長（山崎宏一君）  今、委員会付託すると。産業建設常任委員会ということに決まりま

した。それで本会議の場の流れなんですけども、一応、この条例が提案されまして条例の内容が説

明されます。提案説明ですね。その後にですね、一応、委員会付託する場合は基本的には質疑を得

てから委員会付託という、こういう流れになってしまうものですから。前にも環境基本条例なんか

もあったんですけどもね。基本的には委員会の中で議論されると。ですけども、本会議の中で質疑

を得てからということになっているのは、できれば大局的なと言いますかね、大きな部分での質疑

を得てから委員会付託という流れになるものですから。言葉はちょっと適当ではありませんけども、

そこで細々とした質疑は委員会付託という中で委員会の中でやっていたくというご理解をいただい

ているわけです、今までも。そんな形で議長の方から質疑ありませんかというふうな問いかけしま

すけども、今、言ったようなことで細かいことではなくて、大局的な部分、１点か２点あるでしょ

うか、そんなことの質疑という意味で取っていただきたいし、そういうことで今までもやっており
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ますので、そういうご理解をいただければなというふうに思ってございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  取り扱いの件につきましてはただ今、局長の方からお話ございました

けれども、委員会付託という処置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）  それでは議案第６号についてはですね、産業建設常任委員会に委員会

付託をするということでの処置を取りたいというふうに思います。続きまして４番目、一般質問に

ついてですけれども、局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  これについてはここに書かれてありますとおり、８日正午に締め切

りまして、先般８日の議運において１２名、２５項目についての調整済みでございます。以上、確

認の意味で報告をさせていただきました。 

○委員長（大渕紀夫君）  一般質問の関係、よろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは続きまして諸般の報告について。 

○事務局長（山崎宏一君）  まず、議会閉会中における動向ということで、これは今日、お手元

に議案とは別に机の上に置かせていただいております。これは１枚、裏表印刷したものでございま

して、これは９月の定例会以降の部分での議会の動向でございます。それと、専決処分の報告とい

うことで、これは議会が指定した部分でございまして、今日、お手元に順番から行けば置いてござ

いますけども。これは２枚つづりになっておりまして、概略を申し上げますと２枚目の右の方に書

いてございますけども、９月２日に経済センターの駐車場付近においてグレーチングの蓋が車の移

動の時に跳ね上がりまして、苫小牧の方なんですが、千引さんという方でございますけども、この

方の車に損傷を与えたということで、左側の方に書いてありますとおり２５９，０３５円を町が賠

償するということの専決処分でございます。本会議の中では総務課長の方から内容が具体的にはご

説明なると思いますが、大体、概略はこのような内容でございます。それと定期監査、財政的支援

団体等監査については議案の方の封筒の方に同封されております。それと議会側として議員の派遣

結果報告という形で、これも３枚になってございますけども。これは冒頭書いてありますとおり、

会議規則１２１条第１項の規定に基づき、これは議長の職権でできる部分でございます。原則的に

は議会の議決ということになりますが、自治法の改正によって２年前ぐらいから議長の職権ででき

るよという部分の報告でございます。以上で議長の諸般報告の中身でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  ５番目についてはよろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは６番目お願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  ６番目ですね。ここに一つちょっと入れていただきたいと思います。

先ほど話をした議員の派遣承認。ちょっと項目漏れておりましたので。１ページ目は入れていただ

きましたが、ここに議員の派遣承認についてということで、今日、お手元に承認第１号という形で

配布をさせていただいております。中身をですね、裏を見ていただきますと、今のところ決定され

ているのが管内の議長会の総会でございまして、来年になりますけども２月２日・３日厚真町でと
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いうことでの部分でございます。今現在はこれだけでございます。これ以降、出てきた場合につい

ては先ほどの会議規則１２１条の１項の但し書によって議長の職権によりまして決めていくという

ことになろうかと思います。 

 ６番目意見書の取り扱いについてということでございますけども、これは先般の８日に各会派、

委員の皆様にご配布をさせていただいている部分でございます。これは道の議長会から要請があっ

たものでございます。介護福祉士の試験の資格者の関係でございます。前回配布したものでござい

ます。そういうことで、今まで介護福祉士の国家試験を取得する、受験資格と言った方がいいと思

いますけども。それについてですね、今の考え方については指定要請施設を卒業した者が受験資格

を取得できますよということの主旨でございます。しかし、高等学校の福祉科の生徒がこの受験資

格を得るという、現行はそうなっていますけども、改正では高校は駄目ですと。指定要請施設のみ

ですよという言い方になってきております。その辺を、高校生が受験資格を持つという現行制度、

これをやはり現行どおり考えていっていただきたいと、こういうことの要請でございます。簡単に

言いますとそういうことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  全道議長会から出されている意見書でございますけども、このことに

ついて、全会一致で出すのが原則なんですけれども、ご意見ございます方。吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  やはり、この介護福祉士の資格そのものについては一般的には高卒で与

えて後で訓練するというのが筋だと思いますので、資格の取得については現行どおり進めるのが筋

だと思いますので、これは出来るだけその様な方法で行くべきだと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。他の会派等々でご議論ございましたら、どうぞ。これは全く問

題ないと私も思いますけれども。当然のことだと思っておりますが。よろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  それではですね、これは道の議長会から来ているものでございます

ので、輪番制にしてございます。それで、今回、皆さんのご同意いただきましたので意見案第２１

号になりまして、共通の部分でございますので順番的には新風の吉田正利代表が今回の提案者と、

提出者ということになりますので、その辺ご承知をしておいていただきたいと思います。あと賛成

者には全会派ということになろうかと思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは続きまして７番目の請願・陳情・要望書等の取り扱いについ

てということで局長の方でお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  レジメの方の３ページ、７番目になります。まず、請願でございま

す。請願第２号というふうに番号ふってございますが、これは町道の柏洋団地東通りということで、

これも前回の議運でお配りしてございますが紹介議員が谷内議員ということになってございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。請願第２号「町道柏洋団地東通り」道路拡幅に関する請願書で

すけれども、どのような取り扱いにすればよろしゅうございますか。はい、どうぞ。熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  産建に付託した方がいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、産業建設常任委員会付託ということで、その中での審査とい
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うふうにしてはいかがというお話しございましたけども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）  はい。それでは、ただ今の｢町道柏洋団地東通り｣道路拡幅に関する請

願書については産業建設常任委員会の付託といたします。次、陳情書。 

○事務局長（山崎宏一君）  陳情書の仮番号ふってございます。陳情第１号という方でございま

す。これはここに書いてありますとおり、札幌に事務所がございます自由法曹団北海道支部長さん

から郵送で送られてきたものでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  参考配布ということで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）  はい。それでは参考配布といたします。次、陳情第２号。 

○事務局長（山崎宏一君）  はい。これはですね、ここに書いてありますとおり難病連の白老支

部長からのものでございます。ウイルス性肝炎、橋本病対策に関しての北海道への意見書を提出す

ることを求める陳情書ということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  この件につきましては委員外議員の西田委員の方から各会派にぜひこ

の意見書を提出したいというお話しがございました。各会派でご議論願ったところがございました

ら、また、態度がきちんとしているところがございましたらご意見を述べていただきたいと思いま

す。町清クラブ。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ございます。私どもの会派ではこの陳情第２号につ

いて、即、採択をすべきというふうに結論を出しております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  ということは意見書で提出するという意味ですね。 

○委員（加藤正恭君）  そういう意味です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、わかりました。続きまして新政クラブ。熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政クラブの熊谷です。特段、会派会議はしていないんですが、内

容等々については別に問題ありませんので賛成ということでいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。新風。 

○委員（吉田正利君）  全く前者のとおりで結構でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。公明。 

○委員（吉田和子君）  うちの会派も賛成ということでよろしいです。 

○委員長（大渕紀夫君）  私のところも賛成でございます。このことについては全く問題ござい

ません。それで、全会派が賛成ということなんですけれども、私が西田議員から個人的に伺った時

には提出者はこだわらないというお話しもございましたけれども、この点での取り扱いは正式には

何かあるの、全会の場合は。はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  基本論から話をしますと、基本的には各会派からの代表者から上が

ってきた部分ということになります。というのは、各会派もう２名おりますのでね。提出者、賛成

者２名が条件として整えば、それで出来るということになります。今回の場合、結果的に全会派一

致になりました。それで、これについては提出された会派が提出者。あとの会派が賛成者という取
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り扱いになりますが、今回の場合、今、委員長の方から話が出たように最初、西田議員の方のご希

望もございましてこういう取り計らいがあったんですが、いか様でも出来るんですが。提出者が西

田議員と、あとの会派の５会派については５名の代表の方は賛成者ということでも結構ですし。そ

の方が主旨としてはですね、西田議員が冒頭そういうお話されていますので、書類上もその方が適

当かなというふうには考えますけども。それも議運の中でよろしければそれで全然構わないという

ふうに思っています。 

○委員長（大渕紀夫君）  お諮りをしたいと思います。今、局長から説明ありましたように、事

実、各会派の長に西田議員からお話しがございました。そういう点からいたしますと提出者は西田

議員というのは一番私も妥当ではないかというような判断をするわけですけども、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）  はい。西田議員提出者で、あと各会派が賛成ということで提出をいた

したいと思います。ご確認願いたいと思いますけどもよろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それではそのように陳情第２号につきましては意見書として各会派賛

成ですので、提出者西田祐子議員で提出をするというふうにいたしたいと思います。続きまして、

要望書３件ですけれどもお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  上の（１）、（２）は実は先般お手元に配布してございますが、商工

会に対する平成１７年度市町村補助金についての要望書ということで、これも例年出てきておりま

して、これも要望書という形で参考配布という取り扱いになっている部分でございます。まず、そ

れだけですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  １番目は参考配布でよろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。次。 

○事務局長（山崎宏一君）  ちょっと宿題がございましたので、私の方から２番目の北方領土の

関係をちょっと若干説明申し上げておきたいと思います。議論をする前にですね。竹島の関係のお

話しがありまして、その辺、北海道または全国というレベルでどうだったのかということの経緯で

ございますが。実はですね、先般お配りしました９月７日の文書が写しということで付いてござい

ます。これはここに書いてありますとおり、北方領土返還関係と超党派で全国の議会議長会の方へ

出された文書でございます。これについてはですね、確かに文書の中を呼んで行きますと竹島とい

う言葉は入っておりません。しかしですね、その後に、今度は前の方で１０月２６日にそれを受け

て全国の議長会から今度、都道府県の方へ行っています。これはちょっと別にしまして。そして、

１１月８日に道の議長会から道内の各議長へ出てきているんですが。実は経過として全国の超党派

からいろいろ全国の議長会のところへ来たやつは、文書上は表現は竹島というのはしていないとし

かし、ここで全国の議長会ということの取り扱いからいって竹島は入れるべきだということで、そ

の時点から入っているようでございます。北海道に来た時に入れたというのではなくて、この時点
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で、ここにあります９月７日の北方領土返還４島交流促進議員連盟、それと各会派または超党派の

方々がなっておりますが。この中で、この時点から竹島という文字は入っていると。この文章には

入っていませんよ。入っていないんですけども、こういう流れの中でここにあります要望書、これ

が作られているんですが、この要望書の中には竹島とはっきり言っているんですが、要請の文書の

中には特に竹島という言葉は入っていないんだけども、全国レベルでやるという基本的な考えから

行けば、当然、竹島は当時から考えとしては入っていたようです。ですから、北海道に来た時に入

れたというんじゃなくて全国レベルのところから竹島は入れてということのようでございます。そ

れが一つです。 

 それと北海道の議長会の方で管内、この胆振管内も含めてなんですけども竹島でいろいろ問題

等々がございまして、これは絶対入れなきゃならないのかという実は議長会の方の意向を聞いてみ

ましたら、これはあくまでも全国レベルの要望書でありますと。したがって、北海道の場合は直接、

北方４島は隣接していますのでどちらかと言うと考えるところが主になりますけども、竹島はちょ

っと全国レベルの中で入れただけで、もし、これが北海道の中で竹島を入れないでやろうやという

ことであれば、それはそれでいいですよと、このような考えなんですよ。だから、それはあくまで

も強制ではなくて、竹島の問題についてはいろいろご議論があるところだし、各町村、地元で話が

時にいろいろご議論もあってなかなかまとまりにくいという主旨からいって、いい、悪いという話

は出来ませんけども、それは各町村でそれぞれ検討の結果、入れても入れなくてもというその程度

の話でございました。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、局長からお話ございましたけれども、これは局長に質問して

もしょうがないんですけれども。これは、局長は我々が調べてくださいということで調べていただ

いたわけですから、局長にいくら聞いても局長の責任も何もございません。あとは自主的に我々が

どう判断するかということでございますけれども。そこの点踏まえた上で、もし、局長答えられる

範囲あるかもしれませんけれども、聞くことも含めてありましたらどうぞ。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  このあいだの前回の議運の後、私個人も十分に全国の町村議長会の要請

というものをよく読んでずっと見ました。そうするとですね、この北方４島というのは日露和親条

約締結１５０年が来年になるんだと、こういうことが主でですね。また、ここに書いてある文章も

そういうことがメインなんですよ。それから連盟とありますが、これも北方領土返還４島交流促進

議員連盟と、こういう主旨から行けば竹島は入っていないんです。この主旨で行けばね。これは当

然なんだと思うんですよ。ところが議長会では竹島が入ってきたというのは、今、局長からの経過

で大体わかったような、わからないようなことなんだけれどもね。なぜ、竹島だけが入るのという

のは前回の議論と同じでね。せっかく、尖閣諸島もそれであれば竹島と同様に入れるべきじゃない

のかという議論から頓挫していたと思うので、局長から調べてくださいというような要望になった

と思うんだけど。どうでしょうね、竹島。僕らもそういうことまで深くは竹島と尖閣列島云々のこ

とまでわからないんでね、一応、私は竹島を除いて北方４島ということで絞った方が、トラブルと

言ったら語弊がありますが話はスムーズになるんじゃないのと。なぜ、尖閣入らないのという議論

にもなるかと思うのでね。その辺、北方４島に限ってやった方が今回の主旨になるのではないのか
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という気がするんですけど、いかがでございましょう。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員は竹島を削って決議をすべきだということですね。 

○委員（加藤正恭君）  そうですね。竹島を入れなくて。 

○委員長（大渕紀夫君）  そういうご意見ございましたけれども、他の会派と言いましょうか、

他の委員の方。ご意見どうですか。私はですね、決議すべきかどうかということが一つあると思う

んです。今回、決議をすべきかどうかということも含めましてね、議論がたくさんあるのであれば

若干延ばしてもいいのかなという考え方もございます、一つはね。当然、国全体ではなくて国会議

員が自主的に集まって決めたところでございます。当然、このあいだも申しましたように千島列島

全体の中に北方４島も入っていますから戻ってきた方がいいに決まっているわけですから、そのこ

とについてはそういうことになるんですけども。今回、こういう状況の中で決議をすべきかどうか

というようなことを含めて考えてはどうかなというふうに思っておりましたけれども。はい、加藤

委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  ただね、前回の８日のあれでも言ったんですが、これが連盟のあれを受

けて全道議長会でこういうふうな運びになったと。その経過がですね、全道の議長会で受けたんで

しょうけれども。それにうちの議長なんぞは、胆振の管内の議長さんも出ていなかったというので、

どういう議論がなされて竹島が入ったかという経過についてはね、先ほど失礼だけども、わかった

ような、わからないような話があるものだから。その辺りの議論がちょっとね。おそらくロシアの

あれを受けてこういう結果に、全道議長会のあれになってきたんじゃないんですか。これとは関連

ないんですか。その辺りの関連性はどうなんでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  これはですね、さっき言ったように全道で議論して竹島を入れたと

いうことじゃないんですよ。全国の議長会の中で議論して竹島が入ってきた、当初から。それが全

道の方へ下りてきたということです。だから、全道では竹島を入れる、入れないの議論はしていな

いわけです。全国レベルでしているということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  全国の町村議長会で議論して入れたということですか。 

○事務局長（山崎宏一君）  そういうことです。 

○委員（加藤正恭君）  そうしたら、これを受けたわけじゃないんですか。この北方領土返還の

これを受けて全道議長会でやったんじゃないんですか。全国議長会の、何かその書類はあるんです

か。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、議長。 

○議長（堀部登志男君）  今、質問の経過についてちょっと私の方から説明したいと思うんです

が。たまたま１１月の６日・７日ですか、全国都道府県の町村議会議長会の大会がありました。一

応、その全国大会というのはどういうことをやるかと言いますと、来賓を呼んで１年に１遍ですか

ら、大会ですから、こういう大会の資料を基に真の三位一体改革の実現を目指してということで大

会を開いたわけです。その時にですね、大会の冒頭来賓の挨拶等ありまして、それで議事に入って

ですね、その議事の中には特別決議をその大会の名の元に三位一体改革の特別決議をして、その後
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に今度、要望という議事があるんですよね。これは全国から各都道府県からの、どういう議論をし

たかは知らないけど日本全体のことを考えて政府に対する要望事項として４０項目を羅列してあり

ます。要望という形でですね。地方分権の実現に関する要望から始まりまして４０項目あるんです

が、その内の２５番目にこの問題がこれと同文書で入っております。それを大会の名の元に決めた

ものですから、それを受けてですね、先ほどの超党派の議連がこういうことを決めているんだから

北海道の各町村議会の議長では決議をしてくださいという、そういう要請に変わったと。それで議

長会の方で、それではということで各理事会で道内の議長会に流してきたというのが、順序として

はそういう順序ですだから、その４０項目、各地区からの要望という形で大会で審議されたと言い

ますけど。全体の会議の中で１時間しかない大会ですから、その後にまた推進会議とかいろいろな

大会がありましたので、当日３つの大会をやっているんですよね。その中の最大のメインなんです

けど。１時間の中で４０項目の要望をだして、各地区からの要望ということでこれもまた北海道か

らは新幹線の整備とか何とかを出してですね、特別大きいものを７つ出して、それでこういう形で

今後進みましょうということで大会で決まったというものですから、今度、超党派の、何回も言う

ように議連から北海道の議長会に決議を出していただきたいという要請を今度してきたというのが

経過でございます。だから、その４０項目をどうやって議長決めたんだと言われても、これは当日

その場所に行ってのことだから、この全国の大会に出した４０項目なるものはやっぱり今のそれぞ

れの幹部の方がいろいろ日本全体の課題を要請・要望という形で載せたというそういう経過でござ

いますね。 

○委員長（大渕紀夫君）  ということは、竹島の領土権保全等というのは、この中身というのは

全国議長会で決めたものだということだね。 

○議長（堀部登志男君）  そっくり、そのままです。私も確認しましたのでね。文章を確認した

ら、そっくり、そのままの形でここに載っているものですから、先ほど局長が言ったような・・・。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  それはわかるのさ。議長会で決めたからそれでいいとか、悪いとかじゃ

なく、いいと思うんです。ただ、その裏づけとして、ここに一つに綴じてありますね。これに議員

連盟という、何回も議長言うけれども、この議員連盟というのはあくまで北方領土返還４島交流促

進議員連盟なんですよ。したがって、これには竹島は入っていないんですよ。そうでしょう。だか

ら、その要望に基づいて全国議長会が受けてということになれば、このとおりであれば問題ないん

だけど途中で竹島が入ってきたものだからおかしくなっているわけですよ。竹島が入るのはいいの

よ。だから、入るんだったら尖閣諸島もなぜ入らないのということを我々は聞きたいということな

んですよ。それだけなんですよ。だから、竹島だけということになると、そうしたら尖閣諸島は関

係ないのというふうな議論になっちゃうものだから。それは考えなくてもいいんですかということ

が僕は出てくると思うんですよ。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  前回の議運でもこの件は論議された上で議長もこれに関しては全員が賛

成一致で決議されるんであればいいんけれども、それでなければということで、どちらかと言えば
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時期尚早というような見解を示されたと思うんですよ。それで前回の議運の中でそういう方向でと

いうことになったと私は認識しておりますので、この２番目の件に関しましては前回どおりでよろ

しいですかという確認だけでよろしいんじゃないでしょうか。私の意見です。 

○委員長（大渕紀夫君）  委員外議員、玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  これは逆にね、北海道だから北方４島だけども、竹島は竹島とし

てその地区の状況で竹島だけの陳情があるんじゃないかと。もう一つ、尖閣諸島は尖閣諸島として

僕はあるんでないかと思うんだけど。この辺がもし、あるとすれば北海道は北方４島でいいなとこ

う思うんですよ。だから、その２点は局長わからないんですか、その辺は。わからないんだ・・・。

その辺があるとね、個々にやるんだから北海道は北方４島でいいんだとこういうふうに思うんです

よね。そうすべきだと。だから、この辺の原点があれば特に問題なくなってくるんでないかと思う

んだよ、逆に考えれば。 

○委員長（大渕紀夫君）  先ほど、私、申しましたけれども、今、山本委員もおっしゃっていま

したけれども、議論を尽くすのはいくら議論尽くしても構わないと思うんです、僕はね。例えば、

単独で出すということも一つの提案ですから、加藤委員が言われていることはもっともですから。

ただ、今のような議論の中で提出することがいかがなものかということなんですよ。それで意見書

も出さない議決ですよ、それもまたちょっとこう幅のあるものですよ、どうしても出せということ

ではないですよというのはそういう意味なんですよ。一番最初、前回の議運で言ったのは極めて歯

切れが悪かったということも事実ですから。私もそう思っていましたから。ただ、今のような議論

になって行くから、ちょっとこう、どうしても出せということではないんだよというのはそういう

ことなんですよ。この議論を通じてそういうことがわかったと思うんだけれども、処置については

どういたしましょうか。これを出すことは出せますし、意見書じゃなくて決議なものですからね。

やった、やらないというだけなんですよ、言えばね。ですから、報告すれとは言って来ていますけ

ども、もうちょっと継続的に議論して行きましょうというようなことの方がいいのかなと。尖閣列

島は当然、政治的なことが極めて、中国との問題で政治的な部分が介在していると思いますし、竹

島問題については漁業問題が介在しております。これはもう明らかでございます。そういう中で北

方４島とはまた性格を異にしていると、私が調べた範囲では。そういうことで言えば、それを強行

するのはなかなかちょっと大変かなというふうに思っております。ですから、加藤議員のおっしゃ

ったようなご意見になったんだと思うんですけどね。それは何も間違っているわけじゃございませ

んので。ただ、現段階でこれを今回どうしてもということではないような気がするんですけどいか

がでしょうか。継続的にちょっとやって行こう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）  それじゃあ、そのようなことで今回につきましては参考配布というこ

とでさせていただきたいと思います。よろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。じゃあ、３番目。 

○事務局長（山崎宏一君）  ３番目はですね、今回新たに提出させていただきました。これはで
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すね、本来、前回の８日の日にお渡しという考えでいたんですけども、内容的に、これから説明い

たしますけども、この措置をどうこうということではないものですから、ちょっと事務局の方でこ

れについては出す必要ないなという話もしていたんですけども。ただ、地元のＪＡの方の関係もあ

るものですから、ご認識しておいた方がよろしいかなということで今日、お手元に配布させていた

だいております。主旨はですね、とまこまい広域農業協同組合から来ておりますけども、これは１

７年度の予算編成に当ってということで、地方６団体のことも書いておりますけども、「国庫補助負

担金に関する改革案」これが明らかになったと。特に農林水産関係においては、約３，０００億円

を廃止対象にリストアップされておりますよということで、この三位一体改革の中で農林水産関係

の国庫補助負担金改革に当っては、廃止という方向性が強いものですから廃止ではなくということ

の意味です。それで、最後には国及び地方関係団体、これは６団体のことを言っていると思います

が、三位一体改革に取り組まれるよう強く求めるものであるということで、こういう主旨をご認識

しておいていただきたいということです。これについてはＪＡの方にも確認をさせていただいてお

ります。そうしますと、今言ったような、これを意見書とかということじゃなくて、あくまでもこ

ういう内容になっておりますのでご認識をいただきたいという程度でということを確認させていた

だいております。そんなことで今日、１０月に来ておりますけども新たに配付をさせていただいた

ということの経緯でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  内容が要請でございますので参考配布ということでよろしゅうござい

ますか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、そのようにさせていただきます。１１時過ぎましたので２０

分まで休憩といたします。午後からも今日は議論ございますので。改革等々の議論ございますので

２０分まで休憩といたします。 

休  憩      午前 １１時０８分 

                                          

再  開      午前 １１時２４分 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。ただ今、全道議長会よ

り平成１７年度地方交付税所要総額の確保に関する意見書案の提出についてという文書が来ました。

読まれていると思いますけれども、これは前回も出しておりますけれども、全道議長会から来てい

ますので。これは、１７年度は１６年度以上は絶対減らすなという総額確保の意見書ですので、か

なり厳しい文書になっておりますけれども、先ほどから話題のとおり状況がそういう状況でござい

ますので、これは再度提出するというふうにした方がいいと思うんですけどいかがでしょうかよろ

しゅうございますね。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。それでは局長、順番はどなたでしょうか。これも道の議長会か

ら来ていますので共通の分でございます。これは西田議員のやつが意見案第２２号で、これは２３

号になりますが、これは新政の熊谷代表が順番でございます。 
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○委員長（大渕紀夫君）  それでは全道議長会から来ました意見書については新政クラブが読み

上げるということで、全会一致で提出するということでよろしゅうございますね。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、続きまして８番目。委員会の報告について。局長、お願い

いたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  ８番目の３常任委員会の所管事務の一環であります道外先進地の視

察の調査報告でございます。総務文教の方からは｢まちづくり条例｣と防災のまちづくりについてと

いう２件でございます。民生の方からは環境問題、高齢者等の生きがい対策についてという２件で

ございます。産建のほうは観光行政の現状と課題、商業振興についてという２件でございます。以

上が今定例会で報告書が用意をされてあります。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  この点はよろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは９番目。 

○事務局長（山崎宏一君）  これは９月定例会で決算審査特別委員会が設置されまして、そこへ

付託されている１５年度の決算の審査でございます。認定１号から３号まで、これは全会計になり

ますけども、いずれも認定すべきものと決定されております。また、報告１号から３号まで、これ

は付随する報告書でございますけども、これもいずれも報告済みとすべきものと決定がされており

ます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。決算審査の関係よろしゅうございますね。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  １０番目お願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  これは次期所管事務調査でございまして、３常任委員会と議運、４

委員会からの次期の所管事務調査の件でございます。これは、議事日程の方でまた後ほど日程的な

ものをご説明したいと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君）  １０番目、よろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは１１番目。白老町議会定例会議事日程［全日程］というのが

ございます。それを出していただきまして、日程関係の説明をお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  ２枚綴りで第４回の議会定例会の議事日程［全日程］ということで

通し番号でお配りしてございますけども。今日、お配りしてございます。よろしいでしょうか。そ

れでは通し番号になっておりますけども、まず、ご説明を申し上げたいと思います。まず、１５日

からの予定でございますので１日目になります。日程第１、２、３の一般質問についてはもちろん

先般の議運で決まっております通告順で吉田正利議員、大渕紀夫議員、宗像脩議員、土屋かづよ議

員と４名にしてございますが、参考というところをちょっと見ていただきたいんですけども。実は

今日、ご案内の予定でございますけども、本会議終了後、議員会の総会を考えてございます。これ

は例年ですと４月か５月に総会やるんですけども、任期が１１月８日・９日に分かれているという
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ことで、今回、１１月９日から新しい期が始まっておりますけども、そういうことなものですから

例年とは時期がちょっと違いますが総会をしていただくと。総会のための役員会はすでに終わって

ございます。そういう中での議員会の総会でございます。それと、この議員会の総会が終了後、各

常任委員会で、先ほど話をしました時期所管事務調査の決定でございます。これを決定していただ

くと。特に産建の場合は先ほど条例ですね、これが審査付託になっております。そんなことも考慮

と言いましょうか、入れていただきたいというふうに思っております。それと、請願の関係もです

ね、町道柏洋団地東通り、あれも産建に付託になってございますので、２件あるということでご配

慮いただければというふうに思います。そんなことから１日目、４名の議員さんの一般質問という

ふうに一応叩き台としてはやっておりますけども。 

 次、行きます。２日目、１６日になりますが通告どおり、吉田和子議員、山本浩平議員、西田祐

子議員、齋藤征信議員、鈴木宏征議員ということで５名を一応みてございます。この日は本会議終

了後、特に何も日程ありませんので日程上５名ぐらい進めればということで５名を書かせていただ

いております。 

 ３日目、１７日なんですが、通告順で近藤守議員、玉井昭一議員、氏家裕治議員ということで３

名になっております。このことが午後の何時ぐらいか、ちょっとですね、もちろん進んでみないと

わからないことなんですけども、一応この３議員さんが一般質問終わってからですね、この日は上

３つの補正予算、一般会計・国保・介護保険の３補正。それと４号、５号の職員の給与条例の一部

改正、特殊勤務手当支給条例の一部改正と。この辺が一般質問の流れによってどの程度で終われる

か、全部どうなるかちょっと想像できませんけども、一応こういう形で区切ってみました。 

そうなってきますと、一般質問が２日半ちょっとぐらいということになればですね、あとの１１

議案と、これから説明します議会関係の残っている議案を見ますと、ちょっと３日間では無理かな

という考えの中で一応２０日の日、月曜日になりますが４日目として一応区切って見ました。条例、

先ほど来、出ていました企業立地条例、これは委員会付託になりますけども、６号、７号、８号、

９号、１０号、１１号ということに。これで全部、町側の議案が終わります。で、承認１号から議

員の派遣承認。次のページの３ページになりますけども、これは決算審査特別委員会の委員会報告。

これは一括でとなります。それと意見案がこの他に２つ増えることになります。２２、２３が増え

ますけども、それがございます。それと請願１件ございます。それと３常任委員会の先進地の視察

報告。そして、最後に次期所管事務調査になります、３常任委員会と議運ということの流れになろ

うかと思います。で、最終日に本会議終わってから、参考で書いてございますが毎回やっておりま

す、次期所管事務調査または審査付託になったところの日程調整も正副委員長お集まりの中で決定

していきたいというふうに考えております。あと若干、議員会の役員会で決まったことだとか、ま

た、そういうものについてはその他の事項で最後にご説明申し上げたいというふうに思っておりま

す。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、議事日程について局長より報告ございましたけれども、会期

の決定でございますけれども、会期を１２月１５日から２０日までの６日間というふうにいたした

いと思います。実質、審議は４日間ですけれども、６日間にいたしたいというふうに思いますけれ



 - 15 - 

ども、これにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  ご異議なしと認めます。よって、第４回定例会の日程につきましては

１２月１５日から２０日までの６日間といたしたいと思います。議会関係は以上をもって終了をい

たします。 

 続きまして５ページをお開きください。職員の不祥事と申しましょうか、それに関わる点で議会

運営委員会が取り上げたことについて町側からの検討結果報告が来ております。これにつきまして

は午後１時から町長、助役出席の上、報告がございます。町長の日程もございますのでこの件につ

きましては１３時から入りたいというふうに思います。よろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それではめくっていただきまして、議会改革の中身についてご議論を

各会派でしていただくということになっております。相当ボリュームがございますけれども、この

件について意思統一が出来る部分については今回の中で一定の結論を出して行きたいというふうに

考えておりますので、これから、その案件について中身に入って行きたいと思います。６ページを

お開きください。まず、議会改革事項の協議についてということで先日の２６日の議運からの継続

でございます。常任委員会の先進地視察・道外視察のあり方について、大方の意見はお伺いは前回

しているわけですけれども、東京以北、東京以南、この先進地視察についてどのような取扱いに今

度していくかということについて各会派の意見がまとまっていればご報告をお願いいたしたいと思

います。はい、町清クラブ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブの加藤でございます。過日、会派会議をいたしました。まず、

東京以南については１日減らそうじゃないかということです。で、東京以北については１日、２日

というのはちょっと物理的に難しいので現状維持と。２泊３日になりますか。そういうふうにした

方がいいだろうという結論でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。新風、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  私どもも今回初めての視察でございました。いろいろと今回の視察を見

ていますと最終的には東京以南については、１日減らすことについては可能じゃないかと。一つは

運び方に研究を要するだろうという見解でございます。それを詰めていって合理的に視察を行なう

と１日は減るんじゃないかと。で、以北については出来るだけ現行の方法で取っていただきたいと

いうことでございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、次、新政。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政クラブの熊谷でございます。前者と同じでございます。そうい

う見解でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、公明。 

○委員（吉田和子君）  私たちも、前回も申し上げましたけれども同じです。 

○委員長（大渕紀夫君）  私のところも同じでございます。それでは、常任委員会の先進地視察

につきましては東京以南につきましては次回から１日減らすというふうな処置をとりたいと思いま
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すけれども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）  失礼いたしました。委員外議員の玉井議員、西田議員ご意見ございま

したら。申し訳ありません。先に言っちゃいましてごめんなさい。 

○委員外議員（玉井昭一君）  異議なしです。 

○委員長（大渕紀夫君）  よろしゅうございますか。西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君）  異議なしです。 

○委員長（大渕紀夫君）  よろしゅうございますね。それでは全会派、委員外議員の方含めてま

してですね、常任委員会の視察につきましては、東京以南につきましては１日短縮するというふう

にいたしたいと思います。 

 続きまして、議員の研修派遣の件でございますけれども、特に集中的な議論になりましたのは女

性議員の研修会。あとですね、姉妹都市交流の関係、東京白老会の関係等々ございますけれども。

この件につきましては表があるんですけれども、それに基づいて各会派のご意見をお尋ねしたいと

思います。東京白老会、市町村アカデミー、姉妹都市交流、女性議員研修会、全国広報研修会とい

うことでちょっとおさらいをしますとですね、東京白老会、それから姉妹都市交流、ここは人数が

どうかということであります。市町村アカデミーと広報につきましては一度も行っていない議員さ

んが行かれて、それであとは考慮すると。２度ずつは行く必要ないのではないかと。それから女性

議員研修会につきましては、現時点では役目を果たしたのではないかと。大体、大まかには前回こ

のようなことでご議論がされておりますけれども、その件について各会派のご意見をお尋ねしたい

と思います。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブ加藤ですが、いろいろ検討しました。前回決めた１度行った

方は行かないような方法にすると。出来るだけ初めて行く方に割り当てをすると、こういうことで

は異議がございません。それから、女性議員の問題については、こういう会が組織されているので

あれば個人で実費負担と言いますか、それで出席していただいた方がいいだろうと、こういうこと

でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  東京白老会及び姉妹都市交流の人数についてはどうでしょうか。 

○委員（加藤正恭君）  人数まではちょっと議論しなかったな。予算の範囲内でしょうから、３

人がいいのか２人がいいのかですね、その時によって・・・。４年間毎年あるわけですね。そうす

ると、最後になったら０ということも考えられるわけですね。１回行った方は行かなくなるよと、

こういうことになればですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  ここの場合はね、人数が適当かどうかということなの。東京白老会４

人、議会から４人行っているんですよ。それから姉妹都市交流は３人かな。 

○委員（加藤正恭君）  議長が行かれるわけですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  そうです。 

○委員（加藤正恭君）  そうすると、あと議員さんは３人じゃなくて２人でいいだろうというこ

とです。 
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○委員長（大渕紀夫君）  現状でいいということですね、そうしたら。 

○委員（加藤正恭君）  いや、これは議員が３名じゃないですか。この他に議長は別でしょ。 

○委員長（大渕紀夫君）  これは込みです。それでは、ちょっと現状を局長から話していただき

ます。 

○事務局長（山崎宏一君）  ここにありますとおりですね、基本的には原則３名ということで通

年行っておりますが、たまたまそれに合わせまして町長の方といろいろな要望等々入る場合がある

ものですから、その場合はそれも含めて行っているものですから実質的には今回４名ということに

なりましたけども、基本的には議決いただいているのは３名でいただいておりますね。ですから、

その年によって日程的に絡めて他の活動もということがあるものですから、先ほど言った４名にな

る部分というのは特殊な場合であるかもしれませんけども、原則的には３名ということで現在やっ

ております。総枠です。 

○委員（加藤正恭君）  それであれば３名でいいんじゃないかと思います。で、先ほども言った

ように、原則１回行った方は避けるということになると古参議員はもうほとんど行けなくなるわけ

ですね。そうすると新人議員ということになれば、議長以外に２人ずつの新人が行けば４年で８人

で終わっちゃうわけですよね。ところが７人の場合は一番最後の４年目になると１人しか行けない

ということになっちゃうんですけど、その辺りはどんなものなんですかね。 

○委員長（大渕紀夫君）  暫時、休憩いたします。 

休  憩      午前 １１時４５分 

                                          

再  開      午後  １時００分 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて、議会運営委員会を再開いたします。町長、助役、出席ご

苦労様でございます。議長の諮問に関する事項でございまして５ページをお開きいただきたいと思

いますけれども。職員の損害賠償に関することについてでございます。１０月８日の議運の時の検

討結果の報告が来ておりますので、その報告を受け、内容についての報告結果の精査をいたしたい

というふうに思います。それでは①、②、③の経過報告についてご説明を最初にお願いいたします。

三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  それでは１０月８日開催の議会運営委員会において検討を求められて

おりました件について私から報告をさせていただきます。 

まず、１点目の一般質問に対する答弁内容についてでございます。平成１６年第３回定例会の齋

藤議員の一般質問に対する担当課長の答弁の中に説明不足により誤解を招く内容の部分があり、先

般の議運において私の方から損失にかけた額が２７万円程度、これはあくまでも推計でと。このよ

うに答弁した内容を、この推計額２７万円をもって損害額と決定したと、このように訂正したとこ

ろでございますけれども、このことにつきましては来たる定例会の場において再度訂正をさせてい

ただきますのでよろしくご理解をいただきたいと思います。 

 それから、２点目の書類の再出力経費を国保連合会に支払う事務手続きについてでございます。

廃棄した書類の再出力に係る経費を本人に直接支払わせたことについては、前回も申し上げました
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とおり、総計予算主義の原則からも事務手続き上、適正を欠いたものと判断しております。このこ

とから、正規な事務手続きに戻すということを前提に１０月２１日に担当課長が国保連合会に出向

き、審査第一部次長さん他、関係する担当職員の皆さんと面談し、先に納付した額を一旦白老町に

返戻していただけないかというようなことでお願いをしてまいりましたけども、国保連合会でも検

討して最終的な結論としては、連合会からすれば請求したものに対して正当に納入されているとい

うふうに判断され返戻する理由はなく、返戻は困難であるとこういった回答を受けました。このた

め、議運でもご説明したとおり、本件の白老町と国保連合会との間における債権、債務の関係をよ

り明確にするため文書による確認をお願いしてまいりましたが、去る１０月２５日に国保連合会か

ら再出力経費は完納しており債権、債務はない旨の正式な文書をいただいたところでございます。

が、しかし、本来、町の歳入、歳出については予算を通すということが正規な手続きでありますが、

その対応が出来ないことからやむなく文書をもって整理させていただくことといたしました。しか

し、再出力経費を原因者に直接支払わせた当時の判断は適切さを欠くものであり、その事務処理に

ついて深く反省すると同時に心からお詫びを申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんで

した。今後、このようなことが無いよう、より適切な事務処理に心がけていく所存でありますので

ご理解をいただきたいと存じます。 

 それから、３点目の本件に係る現状復帰のための時間外勤務の状況についてでございますけれど

も、これにつきましてはお手元に資料としてお配りしてございますけれども、この資料についてご

説明をさせていただきます。本年４月から９月までの国保医療係担当職員５名の時間外勤務の状況

です。本件に係る部分は資格照合表という部分でありますが、資格照合表業務での時間外は行なっ

ておりません。しかし、高額医療費払い戻しの業務においてトータル１１６時間の時間外勤務があ

りますが、この部分についてはこの度、処分を受けた職員が勤務当事において事務処理を一部停滞

していたということも起因しているというふうに判断をしております。なお、本来の業務時間にお

ける時間外勤務、大変多くなっておりますが９３２時間。この部分については、この春に担当係長

及び主査が人事異動により交代したこと。また、本年１０月１日から北海道の医療制度改正がござ

いまして、これに伴って新しいシステムの導入を含めた諸準備が重なりまして、こういった新たな

業務に対応するために実施したという内容になっております。それから、今後の議会対応というこ

とで、これも議運においてご指摘がございました。このようなことは二度とあってはならないこと

ですが、今後このような事案が発生した場合にはより透明性を確保しつつ、議会や町民の皆さんに

速やかに公表してまいりたいというふうに考えております。そのために、時間外勤務手当ての次の

ところに添付させていただいておりますけれども、職員の懲戒処分の公表基準というものを１１月

１日に制定をいたしまして、職員に対しましてもこのような不祥事の再発防止を徹底するとともに、

公表の範囲、時期、その方法等を明確にしたところでございますのでよろしくご理解をいただきた

いというふうに存じます。以上で報告させていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、１０月８日議運時の検討結果の内容について助役から報告ご

ざいました。各委員の皆様方でご質問のございます方、ございましたらどうぞ。ございませんか。

それじゃあ、私から１、２点だけお尋ねをちょっとしておきたいと思いますけれども。 
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 １点はですね、最初の部分。総計予算主義の関係で、そこはそういう形で行なうというのはわか

りました。ただ、一つ、この総計予算主義をきちんと認識出来なかったということが私は一番の問

題だと。そのことにつきましては助役さんが今、陳謝もされましたのでそれはそれで結構ですけれ

ども。どういう形で決定したのか。決めたのかと。ここら辺が、もし、差し障りなかったら一つ、

きちんと理事者までいって決めたことなのかどうかというようなことはですね、今後、再発しない

ためにはとても大切だろうということが一つです。 

 もう一つは高額医療費の払い戻しの関係なんですけれども、我々に対する説明の中でですね、こ

れは申請主義だからここまで遅れてわからなかったんだというようなお話しがあったやに記憶して

おります。しかし、町民が申請するにしても、その中身がわからなかったら申請出来ないわけです

よね。だから、実際は申請主義だけれどもそれがわからないから申請されなかったわけですよ。だ

から、遅くなったと。他のところは全部、今、残業やって皆さん方がやられたこの中身になってい

るわけですけど。ここら辺がきちんと指導されていたのかどうか。それはどこが指導するか、ちょ

っと私はわかりません。しかし、そこはやっぱりすごい小さなことかもしれませんけれども、私は

とても大切だと。町民の責任ではないはずなんですね。だけど、申請主義だということになると、

申請しないのは町民だということになりますから。そうではないのではないかと私は思うんですよ。

そこら辺がきちんとやっぱりしておくべきじゃないのかと。この２点については、今後起こさない

という意味で言えばですね、どちらの側で物事を考えるかということなんですよ。町民の側で物事

を考えるか、行政が勝手に物事をやってもいいのかと。勝手とは言いませんけれども。そこら辺は

やはり一つきちんとしておいた方がいいのではないかと思いますので、この２点だけお尋ねをした

いと思います。はい、助役。 

○助役（三國谷公一君）  まず、１点目ですけれども、これは先の議運の中でも申し上げました

けれども、非常に当事、私どもも判断するに当たりいろいろな混乱がございまして、まずは平成１

４年の１１月から１５年の１２月までの１３ヶ月分のデータが処理されていなかったというような

ことそれから、それを廃棄してしまったというようなことが明るみに出ましてですね、本当にこの

対応をどうしたらいいかということで随分、混乱もいたしました。そういう中でまず、データを先

に回復することが先決だろうと。物事を解決する手段としてですね。そういうことで国保連合会と

掛け合って、事情を話して出していただいたと。そういう中で６月の中旬に実はデータがまいりま

して、すぐ請求書が来て、その支払が６月の末ということだったものですから、議会の方にも事情

を話すにもなかなか全容を話せない中で、予算も上程出来ないだろうというようなこともありまし

てですね、これはもう本人に払わすということしか実は頭が無くて、当然、本人もそのことの現状

復帰については自分でやりたいと、こういうことだったものですから、これは言い訳になりますけ

れども本人に払わせるという中で確かに担当課長の方の判断ありましたけれども、私も実はこれを

聞きました。本人に払わせていいかということ。で、私もこれは本人に払わせるべきだと。これは

当然、請求権がありますから。そういうことで私も言ったんですが、そこで明確にこういう形でこ

うしなさいということを私もしっかり言わなかったということでですね、やはりこういった手続き

になったというふうに思っております。ですから、担当課長のことありますが、これはその責任者
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である私の判断の誤りだったというふうに思っております。ですから、先ほどから申し上げており

ますが、いろいろ当事のことを振り返ってみればですね、現時点になってみるともうちょっといろ

いろな、例えば請求の期日をもうちょっとお願いして伸ばしてもらうとかですね、そんなことも今

となっては考えられたんですが当時としてはそういう判断の誤りがあったのではないかというふう

に率直に思っております。そんなことで、このことについては今後、教訓にして二度とないように

心がけてまいりたいというふうに思いますのでご理解をいただきたいと思います。 

 それから２点目のことについてはですね、これは確かに申告制度、申告して初めて物事が動き出

すということは事実でありましたが、これは町長とも話しておりますけど、町長もそういうことで

原課の方に指示して、今回全部整理させましたけれどもね。当然、本人達は申告制度だと言っても

内容がよくわからないんですね。ですから、申告制度だ、そうでないと言う前に行政の姿勢として

当然本人に対してこちらの方から出向いてでも説明するなりしてですね、少しでも町民の不利益に

ならないような措置を講じるのが当然のことだというふうに思っております。これも今となっては

反省でございますけれども、こういった事例は今後も出てくると思いますのでそういった時には町

の姿勢として町民のためにどういう仕事をしなければならないという原点に返って、このことを教

訓に今後これについても誤りのないように事務を進めて参りたいというふうに考えておりますので

一つご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  他、委員の皆さん何かございますか。無ければ、町長ご発言ございま

すか。はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君）  この度の不祥事が明らかになりまして、４月から長きに渡って町民の皆

さん、そして各議員にも大変ご心配をおかけいたしました。また、本日もそうでございますが一部

事務処理に不適切な対応がございまして大変申し訳なく思っております。申し上げるまでもなく、

このことは全て私の責任でございます。このことによってですね、一部のこの職員の不手際により

今現在一所懸命頑張っている職員、そして役場全体が町民から不信を招いたということは事実でご

ざいます。本当に私にとっては真に遺憾なことでございまして、今後のまちづくりにおいては影響

が出ることと自覚しております。私も今後このようなことが二度と起きないように、私たち理事者

はもちろんでございますが、管理監督にある職員が先頭に立って、各職場で業務体制の再点検を行

なっております。今後は職員一丸となって議員の皆様、そして町民の皆様の信頼回復に努めている

ところでございますので、議員各位のなお一層のご指導とご理解をお願いいたします。本当に誠に

申し訳ございませんでした。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、職員の損害賠償に関することにつきましては、議会運営委

員会では以上をもって議論を終結したいと思います。よろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。それではどうもご苦労様でございました。続きましてですね、

１番目の一般質問に関する答弁内容の件ですけれども、議会事務局長より若干補足説明を行ないま

す。 

○事務局長（山崎宏一君）  今の議運で助役の方から１番目の推計、損害額として決定したよと



 - 21 - 

いうことの取り扱いでございますが、今の話では本会議の中で町長の方から説明不足ということで

ご訂正をしたいということでございます。手続き的にはですね、１５日の１日目の町長の行政報告

がございますので、それが終わりましてからそういうことになろうかと思いますが。ただ、理解し

ていただきたいのはですね、会議規則に発言の取り消し、または訂正という条項がございまして、

これは実は議員さんのみに規定でございます。今回は議員さんじゃなくて、町側の理事者でござい

ますけども、そういう時があった場合はこの６４条は実は働かないんですが、実態としてあるもの

ですから、それはいろいろ今までの道の議長会やら全国的にそうなんですけども、その場合はこの

規則は議員さん用に作られてはいるんだけれどもあった場合はこれを準用しなさいということに取

り扱いがなっていますのでね。この６４条を準用して取り扱うということになります。それが１点

です。 

 それともう一つは、今までもこういうことが何回かあって町長が陳謝という形でやっておりまし

たけども、実は訂正、取り消しというのは基本的には会期内なんですね。これは９月の出来事です

から、９月の３日間なり４日間の会期内ですれば本来議事録も全部直っていくんです。今回１２月

ということで会期も全く違うわけですね。ですから、前の齋藤委員の一般質問に対する議事録は直

りません。しかし、経過として１２月に本会議の中で町長が、どういう言葉で言うかわかりません

けど、一般的に陳謝という形になりますと９月だけ見たのでは解決がしておりませんが、１２月の

定例会でそれが陳謝されているという、こういう取り扱いになりますのでね、その辺お含みいただ

きたいと。したがって９月定例会の文言は直りませんので、その辺ご理解いただきたいと思ってお

ります。そんなことで、この訂正については議長の判断と言うんでしょうか、議長の許可をもって

発言を許すことが出来ますので当日は議長の方からそういう発言を許可しますということで町長が

登壇して陳謝という形になろうかというふうに思いますので、あらかじめそういうことでご理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  よろしゅうございますね。この件につきましては町長の陳謝と申しま

しょうか、議事録変えるということで、それで全て終わりということにいたしたいと思います。 

 それでは先ほど休憩中に議論がございました議員研修のあり方についてという部分を引き続き審

議をして参りたいというふうに思います。休憩は先ほど取りましたので、もう取りませんので、こ

の件につきましてですね、アカデミー、それから議員のアカデミー研修と広報、これは１度行って、

それで全て終わらせるかどうか。それから東京白老会、姉妹都市交流の関係、議員数の関係をどう

するか。それから、女性議員研修会をいかがいたすかということをどうしても結論出さなくちゃい

けないということではございませんけれども、先ほどの休憩中の多くの皆さんのご意見にも基づい

てもう少し議論をしていただきたいというふうに思います。意見のございます方どうぞ。会派の意

見でも構いません。個人の意見でも構いませんので。先ほどからの議論を聞いていますと、東京白

老会の関係、姉妹都市交流の関係については減らす減らさないという議論になりそうにないもので

すからね、これは賛否両論ございますので、もうちょっとこれはこのまま状況を見ながら推移する

と。女性議員研修とアカデミー関係、それから広報関係、一度行った方でもういいのではないかと。

ここら辺のところ、もし結論出せるものであれば今回出した方がいいのではないかというふうに思
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いますけれどもいかがでしょうか。先ほど、町清クラブさんのご意見は伺ったんですね、確か。他

の会派の方。吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  総括しまして、２回、３回必要ないと思いますので１回研修で閉めて結

構だと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  女性議員の方はどうでしょうか。 

○委員（吉田正利君）  同じです。 

○委員長（大渕紀夫君）  他どうですか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  議会広報に関しては前回やっておりましたので、１回行ってくると後は、

また新たに行った方の新しい情報をいただければ大体同じことをやっていますので１回行った議員

はいいと思います。それから、やっぱりアカデミーの方も１回行ってくると何回もということには

ならないのかなというふうに思います。それから、女性議員の方は私は自分の意見も前に述べてお

りますので、ぜひ参加したいということであれば自費で行っていただくような形にしていいのでは

ないかというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  新政クラブ、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  各委員の言っているとおりですね、やはり１回研修で足りる部分の

というところはそのように進められた方がいいのかなというふうに思います。それから、女性議員

の問題につきましては、前回の議運で行かれている方の委員さんの意見も拝聴させていただきまし

たので、その研修の意味合いが段々薄れてきているようにも思いますので、ご理解もあろうかと思

いますけれども、もし、自己でかまわないというのであれば考えてもらった方がいいなというふう

に思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  うちの会派もこの件については相当議論いたしました。一つは女性議

員研修会は、私の会派にも女性の議員が居ますけれども、これはもう個人参加で結構ですとはっき

り言っていました。それはね、やっぱり成立していないという。原則論で成立していない所に公費

で行くというのはいかがなものかということでありまして、そこはもうはっきりしていました。そ

れとアカデミーと広報。広報についてはそのとおりで、私も広報委員会でやりますからね。新しい

方だけが行かれたらいいんのではないかと。ただ、このアカデミーというのは古いと言うか、期数

の多い議員は行っていないんですけどね。これはどんなことに・・・。そういうことを含めて、今

まで行った人でいいということなのかどうかということがやっぱり出るかもしれないなと思って。

吉田和子議員は行かれましたか。 

○委員（吉田和子君）  私は行きました。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長は行きましたか。 

○議長（堀部登志男君）  いや、行っていないよ。 

○委員長（大渕紀夫君）  我々、行っていないんだよね。 

○委員（加藤正恭君）  僕も行っていない。新人議員の研修みたいな感じで出ていたんだけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  ところがね、後で議員研修会、このあいだ視察来られた時に聞きまし

たら、全然そういうことでない所もあるんですよ。他の町村では。吉田委員さんおっしゃられた古
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参の議員さんが随分行ってらっしゃって交流がございましたというようなお話しがあったものです

から。私はどちらでもいいんですけども、そこら辺もあるからはっきりしておいた方がいいかなと

思って。根本副議長行かれましたか。 

○副議長（根本道明君）  行ったね。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは事務局。 

○事務局長（山崎宏一君）  これはですね、経過ございましてね。古くからある研修ではないん

ですよ。そして、たまたま道の議長会を通じてご案内が来た時に、その時のおそらく主旨としまし

てね、新しい議員さんに勉強で行っていただこうと。当然、これはアカデミーの議会の方の研修で

すから内容的に。ですから、その時から途中からにおそらくなったはずです。その時にそれじゃあ

古い議員さんはどうするかということはおそらく決めていなかったと思いますね。ですから、１回

で５人も６人もというのではなくて、２人なり３人なりでやっていますので丁度そのサイクルがま

た議会の改選時期に当って、また新しい人が来て、それじゃあまた新しい人という形で人数が少な

く対応していたものですからそういう形でなっていると思いますが。実はこの件については今年も

２名・・・３名ですか。実際に残っているのは確か２名なんですね。２名残っておりますので、２

名は今年行けばですね、新しい議員さんは途中からなんですが大体行ったような形になります。そ

れで今、話が出ています、それじゃあ行っていない議員さんはどうするんだということになります

から、これは今後続けてですね、研修ですから行くという方針でも全然構わないというふうに思い

ますけども。その辺の決め方はいろいろ、当時はとそういう決め方をしていたものですから、それ

でずっと流れてきましたが、来年以降どうするかという取り扱いについてはご協議いただければ、

その主旨に沿ってやるようなことになろうかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  今、局長から説明があったとおりでございます。どのようにいたした

らよろしゅうございますか。新しい方で２人行ってらっしゃらないんでしょ。 

暫時休憩します。 

休   憩      午後  １時３０分 

                                         

再   開      午後  １時３３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。このアカデミー研修につきまし

てはですね、新しい方２名、今までのルールが局長から今、説明ございましたけれども、若干期数

の古い方が行ってらっしゃらないということもございます。とりあえず、一巡するまでとりあえず

１回行くというようなことに。あと、行く、行かないは本人の自由ですから、とりあえず一巡する

までは行くということでよろしゅうございますか。アカデミー研修につきましては。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それから、広報の研修につきましては、これは委員会が開かれてその

都度報告されますので、これはやっぱり一度行ったらそれで大体いいんじゃないかということで。

ただ、これも私行かせてもらいましたけども、結構まじめな研修でございましてね。時間もきちん

としていますし、私は極めてこれはもうものすごい勉強になりました。実際にそれを生かしてやっ
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たということも随分ございましたので。ああいうものはやっぱりいいもので。私はもうお金を貯め

ても、道の研修に行かなくても国の研修に一人ずつ行った方がいいかなというぐらい、それぐらい

の中身は持っているというふうに思っておりましたけどもね。先ほど、休憩時間に山本議員言われ

ましたようにね、やはりそういう部分について研修できちんとしているものは参加するものは参加

された方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどもね。どうぞ、谷内議員。 

○委員（谷内勉君）  話と聞きますと一巡してしまえば、それ以後は行く必要がないのではない

のだろうかと。私はその意見には全く同感です。ただ一つ、ここでちょっと確認したいことは、要

するに研修に行った時の講師とかタイトルとか何とかってありますよね。これが大体毎年というの

は、必ずしも違うと思うんですが、その辺についてどうですかね。わかる範囲でちょっとお話しし

ていただきたいんですが。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは局長から若干の説明を行ないます。局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  今の関係なんですけども、共通している部分とその年によって、も

ちろん先生が変わるというのがありますね。共通しているのは広報誌、これは事前に出すか出さな

いかなんですけども、出していただいて、そこの広報誌を題材にやる研修。それと写真の関係。こ

れはおそらく共通していると思いますね。その他ですね、ちょっと私もそこに具体的には出ていな

いんだけれども、お話を聞く限りでは共通している部分と、その時の講師によって若干内容も変わ

ってくるやに伺ってはおりますけどもね。ただ、事前にですね、行く時にあまり具体的な話という

のは聞いてもいなかったんですけども、下りるような仕組みにはなっていないものですから。もし、

そういうことが必要で、それによって行ったり行かないなりということがあるとすればですね、事

前に聞いておいて何か特にあれば参加ということも考えられるのかもしれないんですけれども。ち

ょっとその辺はあまり具体的には話は聞いていなかったんですけども。 

○委員長（大渕紀夫君）  よろしゅうございますか。それでは今までの議題について委員外議員

の方のご意見を伺いたいと思います。玉井議員何かございますか。研修の関係でのトータル的な意

見で。 

○委員外議員（玉井昭一君）  いずれにしてもね、広報にしろ、アカデミーにしろね、講演を聴

くことは必ずプラスにはなるわけですよね。誰が聞こうと。だから、許される限り行けるものであ

れば行った方がいいかなと、そんなふうに思いますよ。だから、必要ないということではないと。

ただ、個人的には差異があるわけだから、先ほど事務局長が言われたように希望される方、されな

い方、これは自由にしていいのではないかなと、こんなふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  西田議員ございますか。 

○委員外議員（西田祐子君）  研修派遣としまして、私は政務調査費というものは白老町もいた

だいていませんし、そういう中で議員が研修する場としては非常に大切な場所じゃないかなという

ふうには思っております。先ほど、人数減らしてどうのこうのということではなくて、むしろ議員

として自ら勉強するために積極的にこういう場を活用するべきじゃないかなと。ただ、東京白老会

からは始め、姉妹都市からはじめ、それから特別委員会ですか、そういうところではちょっと議会

での報告とかもないですよね、特に。委員長報告もないですよね。むしろ、そういう研修派遣にき
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ちんと行かれているのでしたらレポートでも何でもきちんと報告書を出すことが、反対に町民にと

ってはうちの町議会議員というのは本当にまじめに研修してくれているんだなって心強く思ってい

ただけるんじゃないかなと、そんなふうに思っております。 

○委員長（大渕紀夫君）  若干の提起も含めてございましたけれども、全体としてまとめて行き

たいと思います。一つは東京白老会及び姉妹都市協会、これにつきましては現状の状況で若干考え

るというようなことで行きたいと。その中でいろいろ議論ございますから、これから議論できるも

のはしていくと。それからアカデミー研修及び広報の研修につきましては、大方の意見が原則論と

して１度行った方についてはそれで大体研修はいいのではないかという意見が圧倒的な意見でござ

います。それから、女性議員研修会につきましては個人参加とし、町からの補助はしなくてもよろ

しいんではないかと。大まかにはそういうことでございます。ただ今、西田議員から出ましたけれ

ども東京白老会及び姉妹都市交流につきましては、これは交流でございます。ですから、私の判断

なんですけれども、これはちょっとレポートは必要ないのではないかと。私はそう思います。広報

及びアカデミーにつきましては、これは必要かどうかということはこの後もう少し議論が必要かな

と。私が思っているんですよ。研修ですから、そういうことについては考える必要がある場合もあ

るかなというふうには思います。ただ、姉妹都市交流と東京白老会については、私はこれはちょっ

と馴染まないのではないかなというふうに考えているということでございます。大体、そのような

まとめになるかなと。ただ、研修の報告書につきましてはこれはどうなんだろう。わかりました。

ちょっと失礼しました。私ちょっと参加しておりませんので。他のものについては報告書出ている

そうでございますので、東京白老会と姉妹都市交流は出ていないと。これは私は出さなくてもいい

のではないかと思っていますけれども。大体、そのようなところでまとめたいと思うんですけどい

かがなものでしょうか。ご意見ある方どうぞ。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  今、報告書。大変結構だと思うんだけど。ただ出したというだけでね、

それを例えば全議員に知らしめるという方法はどういう方法があるか、それが問題なんだよ。それ

を西田さん言っているんだろう。だろうと思うんだ。その辺りの議論ね。議会だよりに載せるのか、

何か別な方法を考えるのか。ただ提出しましたよと。おそらく議長宛に出すだろうと思うんですが。

議長はただ机の下に入れておくだけではね、どういう研修してきたのかはわからない。他の議員さ

んはわからないわけですから。それをどのように報告するかと、こういうことだろうと僕は思うん

だけれども。その辺りは今すぐここで結論出さなくても。時間かかるかもしれないから。継続の方

に入れておいてもいいと思うんですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  ３常任委員会の報告書につきましては、これは委員長見られています

ね。それを中心にまとめていらっしゃるじゃないでしょうか。それは反映されていると、私はそう

いうことで結構だと思うんですよ。それは議長に出してね、そして少なくとも委員長報告にまとめ

られていますから。それは不十分であれば、まとめの時に意見を自分で言えばいいだけですからね。

それはいいと思うんですけれども、それ以外のことについては今、加藤委員が言われたような点は

あるかなと。局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  そういうふうにそれをですね、行く方は限られているわけですから。
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そのことをレポートとして書いた時にですね、それを他の議員さん方に周知をして議員の皆様も行

ってはいないけれども、こういう状況であったということを認識するということは出来ると思いま

すね。ですから、その辺の取り扱いを今までは、委員会は別にしましてその他のことについては、

もし、そういう取り扱いをして議長まで出していただいておりますけども、いやいや、これは全議

員に周知しておいた方がよろしいのではなかろうかということであれば、取り扱いとしてはそれを

コピーしてその他の議員さんに配付ということは出来ると思います。程度問題ですけども、その程

度でいいのか。または、それを議会広報でどう扱うかということはまたちょっと２次的にあるんで

すけども、１次的には少なくとも議員さん方に。その程度のことでいいのかですね。それともっと

高く言えばね、例えば全員協議会でも開いた時に口頭でご報告していただくと。そんなことも考え

ていけば、いろいろ手法はあると思いますけども。それも限られた時間でしなきゃならないもので

すから、どの程度で収めておくかということになろうかなというふうには思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  ここまで来ましたのでどうですか、そこについて継続審議もいいんで

すけれども、意見ございましたら。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  今、局長の話を聞いていて、まず、行ってきたのであれば議会報告をす

べきだと。段階としてね。そして、議会の他の行かなかった方々に報告するという程度をまずやる

ということね。それは当然必要だと思う。私も実はですね、何年か前にヨーロッパへ行った時に旅

行記みたいのを書いたんですよ。で、議会事務局に出したんだけど、どこにも載せるものがないん

です。だから、やっぱり私個人の名前になると売名行為みたくとられるのも嫌だしなと思ったりし

てね。ですから、出来るだけ研修を深めて、こういう経験をした、ああいう経験をしたということ

を出来るだけの人に知らせるということはいいことだとは思うんだけども、今の段階では議員さん

だけにはコピーでいいですからお知らせしておくということは最低限でもやっていただきたいなと

思うんですけども。少なくとも議会の金を使って行くわけですから。ですから、その辺りを考えて

もらうということと。それから、次の段階はまた、その様子を見てね、これは町民全体に知らせる

べきだという時はまた考えなきゃならないと思うんだけど。まず、それを第一歩としていただきた

いと思うんですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志男君）  今、議員研修の報告のあり方についての議論ですけども、そもそも、

こういう報告書を個人が書くというのは議会改革の中で当然常任委員会等は委員会として議会で報

告会もやっているし、たまたま海外研修の代表者が議会で報告しているという経緯もありました。

それで、せっかく皆さん行ったのだから一言でも委員長、副委員長に「はい、報告書」、副委員長で

すよと、委員長ですよと任せるような過去にそういうような傾向があって、それではその報告は報

告として行った議員全員が少なくとも感想文なり何なりを書いて議長に提出してくると。自分らも

研修して来たんだというような、やっぱりそういう意味合いもあって報告書を書くようになったん

ですよね。それで今、その流れでずっときているという経過なんです。今、情報公開ですから、例

えば議員さん何を研修してきたのと言われた時でも議員として実際にこういうことを研修して各議

員からこれだけの報告書も出ていますという、そういったことに対応するためには非常に良かった
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なということで我々の議会が評価されているところもあるんですけども。そこまでが第一段階です

から、今、加藤委員が言われた、次のステップにそれをいかにもっと充実したものにしていくかと

いうのは今、加藤委員が言われたような形でやっていくような形を今度皆さんで考えて、少なくと

も全員に書いてきた感想文を皆さんに配付するとかね。そういうような形が第二段階としてそうい

うのがあるのかなと。それと、広報に載せて町民にも行くのかなと。そういうようなものは今後。

今までは今までとして、さらに次のステップでどうするかというのは、やっぱりそういう形で考え

てもらった方がいいのかなという具合に思います。そういうのはやっぱり今、加藤委員が言われた

のが第一弾の改革でないかなと。さらに前に進んだ我々の対応かなと思うんですけどね。そういう

面で一つ議論していただければいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君）  全員がレポートと書くというのは前に視察の時に書いていないというこ

とがあって書くべきではないだろうかというふうに思ったんですが。全員に配るというのは私はい

かがなものかなと思うんですね。いろいろな書類きますけれども、本当にきちんと目を通すのか。

多い方だったら１０枚も書く方もいらっしゃいますからね。ですから、私は議会に視察・研修報告

か何かを作っておいて見たい方がきちんと見ると。私は、みんな２０人来たらね、印刷する枚数も

すごいですよ。 

○委員（加藤正恭君）  いや、そういう意味じゃないよ。 

○委員（吉田和子君）  皆さんに配るって言いませんでしたか。配るようにした方がいいという

ことでしたから。今、いろいろな用紙をどんどん使うということではなくて、やはり皆さんに知っ

ていただくということが前提であれば、皆さんの書いた視察・研修報告書というのを１冊のこうい

うものにまとめておいて、そして皆さんが時間があったら興味のある方は見ていただくと。皆さん

全員に、２０人に配って重ねて置かれるなら、そういう必要はあまりないのかなというふうに思い

ました。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  そういう意味じゃないんです。委員会の３つの常任委員会あるでしょ。

それをまとめるのは委員長なんだけれども、議長がさっき言ったのは、例えば６人の委員さんがい

たら６人の委員さんが視察をしたあれを出すということなんですよ、そこにね。それを今度まとめ

るのは委員長がまとめますよとこういうことなの。それは議会で報告されているからそれはそれで

いいんだけれども、問題は例えばアカデミーに行って勉強してきましたと、３人行ったと。それを

どのような勉強してきたかということを行かない人方に知らせて欲しいという、そういうレポート

を全員に、行かない人のために出したらいいのではないかということなんですよ。そういう意味な

んです。 

○委員（吉田和子君）  だから、みんながいろいろなものに出たものを全員２０人に配ってね、

いや、ちゃんと見ていただいて、読んでいただいて参考にしていただくというのは前提ですから、

それはそれでいいんですけども。今ね、どんどん印刷して何でも出す時代ではないのかなというふ

うに思うので、そういうレポートはレポートで綴っておけば、皆さん見たい方は見られるわけです



 - 28 - 

から。だから、そういうふうにしたらいろいろな経費節減になるんじゃないかなと思っただけです。 

○委員長（大渕紀夫君）  他どうですか。今の問題提起はですね、広報は広報の特別委員会で報

告されます。これは全議員にする必要は私はないと思います。それから、くどいようですけど東京

白老会、姉妹都市はこの必要がないと思います。女性議員研修会はやりませんから、これは必要あ

りません。そうするとアカデミー研修だけなんですよ、残るのは。それで、もし、皆さんが良けれ

ばやっぱりアカデミー研修というのは議会のことを直接やるわけですから、３人なら３人、２人な

ら２人行かれたら議会の後なら後、早く終わった議会の後にやっぱり口頭報告されると。感想でも

結構です。１人の方がまとめて報告して、残った２人の方は感想でも結構ですから。やっぱり、そ

ういう形できちんと議場でやるということは極めて僕は意義のあることだと。文書で出しても結構

なんですけど、それよりもうんとそういう意味で言えばやっぱり報告する方は一定の文章作らなき

ゃ報告出来ませんからね、感想とは言え。やっぱりそういう形でやるのがね、たくさんあるわけで

はございません、これは１年に１回しかありませんから、ですから、そんな形でやる方が。新人さ

んが行かれた時はそれはそれなりの新しい目で、新鮮な目で見ていただけるというようなこともご

ざいますから、うちの議会はこういうことを学ぶべきだというようなことで出してもらう。長くや

らなきゃ駄目だとかそんなんじゃなくてね。先生と同じことをしゃべったってしょうがないわけで

すから。ですから、そういう形の方が何か現実的だし、いいんじゃないでしょうかね。吉田委員ど

うぞ。 

○委員（吉田和子君）  そういう時間を取っていただけるんであれば私はそれはいいと思います。

ただ、先ほど私は一つだけだと思っていませんでしたから、いろいろな研修に行ったものを全部に

配るというのはどうなのかなというふうに思ったものですから。そういう場があれば最高にね、皆

さんが研修してきたものを知っていただくというのが議会の代表として、選ばれて行くわけですけ

ど代表として行っていただいているわけですから、そういう部分では行かない人も同じように学べ

るという点では素晴らしい、そういう機会を作るべきだなというふうには思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  他、どうですか。他、常任委員会・特別委員会で行ったものについて

は、やっぱりその中できちんと消化してもらうと。そうでないとこれは、そんなことを全部やって

いたら大変なことになりますから、それはやっぱり特別委員会と常任委員会の中で消化をきちんと

してもらうと。それは委員長責任でやっていただくということでやれば数は少ないですから、そう

いうふうな形の方がいいのではないでしょうかね。いいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、アカデミー研修に今年行く方大変ですけれども、今年からは

そんな形でぜひ時間を取って報告をしていただくというようなことも含めて考えたいと思いますの

でよろしくお願いしたいと思います。これはあくまでも議会の中での申し合わせで行なっていくと

いうことですから、いいとか悪いとかということではなくてそういうふうに進めたい。じゃあ、議

員の研修派遣のあり方についてはその程度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）  それでは暫時、休憩いたします。２時５分まで休憩いたします。 
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休   憩      午後  １時５５分 

                                         

再   開      午後  ２時 ５分 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。２番目が終わりまして

３番目。決算審査特別委員会の審査方法及び日程についてということでございますけれども、この

件についてどのように各会派で意見がありましたかをお尋ねをしたいと思います。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  前回、これは協議いたしましたけれども、やはり決算という重要な案件

でもありますし、今までのように決算審査特別委員会に付託するという方法でなくて全員で協議す

べきだという考え方になりました。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  全員の特別委員会という意味ですよね。はい、他。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブです。これもいろいろと全員でやるという、今の吉田委員の

ご発言もありましたが私もそういう面ではそういう方法を講じた方が予算特別委員会と同じように

すべきだという考えを持っております。ただ、ここに※になっていますが町側との協議を要すると

いう項目がありますね。たまたま副議長がその時に発言したのは、町側の都合もあるだろうと、そ

の辺り議運の委員長、副委員長等で町の理事者といろいろすり合わせをすると言うか、意見交換を

した結果を待って、また考えようとこういうことだったろうと前回は思うんですが。それがそうい

う作業をされておられたかどうかですね。それは今すぐやらなければ駄目だという問題でもないか

らいいんですけども、その辺りは経過としてどうだったかちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  申し訳ありません。私ちょっと、これを忘れていたわけではございま

せんけれども、助役に会った時にちょっと話はしましたけれども、それは結論が出るような話では

ございませんで。ちょっと申し訳ありません。正式にはやっておりません、まだ。申し訳ありませ

ん。ただ、全員でやる分については特別委員会を２つに分かれてやるとなれば、かなりいろいろな

ことが出ますね。予算もどうするかということになりますし。２つ分かれてやるということは、だ

ぶってやるかどうかは別にして全部課が分かれますので。全員でやる場合は予算委員会と同じよう

な形になりますので、さほど問題にはならないのではないかなというような。正式なものではあり

ませんけれども、そんなようなこともございましてちょっと正式には話しておりません。はい、加

藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今、委員長のあれを伺うと、まだ十分にすり合わせはしていないという

ことなので、今すぐどうのこうのじゃないんですが、私も予算審査特別委員会と同様に決算審査特

別委員会というのは非常に重要だというふうな考え方から町長、助役も出席した上で本会議上でや

るべきだという考え方は持っているんですが。ただ、そうなると３日なり何日間は町の理事者の方

の時間的な制約も取られますから、技術的にそういうことが出来るかどうかね。委員長、副委員長

さんのすり合わせの結果を見てね、もう少し詰めてから。現段階では継続審査にしておいてもらっ

た方がいいんじゃないのかなと思うんですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君）  申し訳ありません。そういう点はそうです。ただ、ここで大まかに、

今のご意見ですと全体ということで捉えていいのかどうか。そうであればですね、その方が我々は
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話やすいんですよ。どっちがいいかというのはちょっと調子悪いんですね。それで、こういう形で

やるということを議会で考えているけどどうだと。決定はしていないと。考えているけどどうだと

いう投げかけの方が極めて我々は・・・。じゃあ、どちらがいいのと言われたら、それはまだこれ

から持ってきて話をしますというのはちょっとうまくいかないものですから。 

○委員（加藤正恭君）  それでは、うちらの会派はですね、全体でやろうとこういうことです。

この間申し上げたとおり。ただ、そこに、何回も言うようにすり合わせの問題があるものだから、

それを待ってもう一度検討しようという考え方だけど。それが出来ないんであればまだね。ですか

ら、継続審査にしてこの次の辺りにした方がいいのではないかと思います。で、うちの会派として

は全体でやろうと。こういうことには決まっております。希望としてね。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  新政クラブ。 

○副委員長（熊谷雅史君）  この決算特別委員会の審査方法と日程についてですが、結論から言

いますとまとまっていません。なぜかと言うと、従来的でいいという議員と、それから、やはり今

言ったように全体でやるべきだという議員との意見が分かれております。従来どおりという議員の

中にはやはり決算特別委員会に参加している議員ですから、内容的にやっぱり全体でやるというの

はそぐわないのではないのかという意見がありました。それから、全体の方はやっぱり日程的には

今は長すぎると。５日間だと。これがやっぱり短縮出来るのではないかと。そういうメリットがあ

るのではないかという意見でありました。ですから、他の会派の意見を聞いて、それを持ち帰って

意見をまとめたいというのが新政クラブの考えです。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  私たちの会派も全員でやった方がいいのではないかという結論になりま

した。ただ、日程については全員でやるかどうかということが決まらないと日程というのはある程

度詰まってこないのかなというふうに考えております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  私のところは相当やりました、これは。それで分けてやる場合のメリ

ットも多々あるというふうにはなったんですけども、そうなるとやっぱりいくらいろいろなことを

言っても予算委員会を分けないわけには行かなくなります。これは予算委員会を分けないで決算委

員会だけ分けるなんてということにはちょっとなりません。どう議論をしても。それで、そうなれ

ばやはり全体でやるしかないだろうという意見でまとまりました、うちは。予算委員会が大体３日

間ぐらいで上がるわけですね。なぜ、決算委員会がかかるのかちょっとよくわからないんだけど、

僕もね。で、そう考えた時に少なくとも日程が短くすることが僕はいいとは決して思っていないで

す。全く思っていないです。ただ、そういうことで言えば、予算委員会が３日で上げて、決算委員

会が３日以上かかるというのも何か変な話ですから。そういうことで言えば、そんな形になるのか

なというふうに思っています。それでうちの会派は全体でやるという意見に一本にまとまりました。

そういうことであります。これで委員外議員の２名の議員のご意見も伺いたいと思います。玉井議

員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  全体で決算をやるというふうにすればいいかなと思います。日程

は２日もあればいいのではないかなと。私はこんなふうに思います。以上です。 
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○委員長（大渕紀夫君）  西田委員。 

○委員外議員（西田祐子君）  全員でぜひやっていただきたいなと。今回もちょっと視察した所

を聞きましたら、ほとんどのところでやはり予算委員会・決算委員会を全員でやる方が望ましいよ

うな、そういうようなことをおっしゃっていましたので。私もやっぱり出した予算について責任を

持って決算するという姿勢が必要でないかなと感じております。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  これは会派で別に相談したわけではないんですが。例えば決算審査特別

委員会をやるという場合に前もって会派でもいいし、個人でもいいんですけど質問事項を前もって

出すと。例えば会派なら会派でもいいですし。個人なら個人でもいいから。私はここと、ここと、

ここを聞きたいよというものを前もって出しておけば時間的にスムーズに行くんじゃないかと。ご

自由にどうぞと言われたらですね、３日かかるか、４日かかるか、５日かかるかわからないという

ことになったらね、これはやっぱり事務方の方の停滞にもなるのでね。前もって、うちの会派では

ここと、ここと何点。１０点でも５点でも構いません。そういうものを前もって質問事項として出

しておくと。そういうふうにすると時間的に、一般質問・代表質問と同じように時間が２日なり３

日なりというふうに組めるのではないのかなという感じがするんだけどね。それはうちの会派の意

見じゃなくて私個人の考え方なんですけども。その辺りも今後の検討事項にしてもらえればありが

たいと思うんですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方、このことはかなり重要な部分だと思いますのでご議論

ある方どうぞ。熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政クラブです。うちの方はまとまっていないと言っていますけど、

この意見も出ました、実際のところ。ですから、現行でやる場合には本来であればそういうスタイ

ルを組むべきではないかと。ですから、現行ということになれば、これも提案して欲しいという意

見は実際にありました。ただ、今、全体の中でもこの手法としては生かされるべきだと思いますの

で。これは僕は非常にいいことなので支持をしたいと思いますね。ただ、提出をして、それ以外の

意見が聞いている時に出たというところの采配も、当然、決算の委員長が采配をしてくれるような

形を取ってくれればいいのかなというふうに今は思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今のあれに気が付いたんだけども、やっぱり通告していないものを出す

のではなくて、誰かが出した、それについて関連で聞くということはあり得ると思うんだけどね。

やっぱり出していないものを聞くというわけには。これは一般質問・代表質問と同じだという感覚

になると思うんだけど。その辺りは検討事項だろうと思うんだけどね。予算審査特別委員会だから

関連で聞いたって僕は、議会とちょっと違うから。いや、例えばだよ、そういう決め方も出来るで

しょうと。だから、質問事項以外のものをポンと出されてもね。それこそ同じくなっちゃうの。元

の木阿弥で３時間も４時間もまたかかるかもしれないよ、余分にね。決め方なんだろうけども。そ

ういうふうにした方が早くと言ったら語弊がありますが、より濃いもので効率的な議論が出来るん

じゃないかなと思うんだけど。検討事項にしてください、今後の。 
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○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方どうでしょうか。どうぞ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  そういうのは委員会では認められるわけでしょう。例えば、俺が質問足

らないところを吉田さんなら吉田さんがより聞きたいということだってあり得るわけですから。 

○副委員長（熊谷雅史君）  だから、全く違うものを出すというのは無理だよということですね。

僕は出した方がいいのではないかという意見ですけどね。 

○委員長（大渕紀夫君）  やっぱり決算委員会の持ち方含めて考えなくてはいけない部分ですよ

ね。例えば、特別会計なんかが予算委員会も決算委員会もほとんど質問が出ないで通過していくと

いうことが、ここは議員さんしか居ませんからあれですけど、私は絶対に駄目だと思っています。

議会の立場で言うとね。やはり款なら款に１回は質問は出る。特別会計なら特別会計に１度は質問

が出るというような。特に決算委員会はチェック機構ですから、金が正しいとかどうとかそういう

ことじゃなくてですね。政策的にどうだったのかということの議論は必ず決算委員会でされなくて

はいけないと、私はそういう考え方を持っています。今、議論しているのは、もちろん効率的な運

営もございますけれども、より活発な議論にするにはどうすればいいかという議論だというふうに

私は理解しておりますから、そういう形でも提案をどんどんしていただいてね。一つはやっぱり、

こういうこともあると思うんです。例えば、苫小牧の例がよく出されますよね。大きな市だとは言

ったって特別会計と一般会計に分かれているということはあるんだけれども、なぜ、ああいう質問

形式になっているのかということを私もよく熟知しておりません。一度、例えば我々が苫小牧の議

会運営委員会視察に行って、そして議会運営委員会として苫小牧の決算委員会はどういうふうにな

っているのかというふうなことを事細かく運営状況を聞いてくるなんてことも私はとってもいいこ

とじゃないかなと思っています。苫小牧は分かれてやっていますから、そこの違いはあるかもしれ

ませんけれども、どういう形で質問形式になっているのかね。ちょっと白老より自由に意見を述べ

ているような感じではないですよね、新聞報道によりますと。もっといい所があるのかもしれませ

ん。私はわかりませんけれども、千歳かどこかですか、全体でやっているね。そういう近くの所に

やっぱり優れた所があるのであれば、バスでちょっと行けるわけですからね、ちょっと勉強してく

るとか。そんなことを含めて検討してみたらどうかなというふうに私は思うんですけどね。だから、

今、ここで結論出すのではなくて、そういうことでも議論出来ますからね。そういう意見含めてち

ょっと出していただければと思っていました。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  決算委員会のことを言われているのに申し訳ないんですけど。決算委員

会がもし全体でやって質問形式、通告制のような形にやるということになった時に予算委員会とい

うのは今までの形で構わないわけですね。全然構わないんですね。すみません、決算やっているの

に予算のことを聞いて申し訳ないんですけど。決算委員会は来年まだ早いですけど、来年の３月は

もう予算入りますのでね。片方だけはそうなるけど、片方だけは今までと同じという方法でいいの

か、私わからないので聞きたいんですけど。今までの方法でいいのかどうなのか。先ほど分けるな

ら分けなきゃならないという話もちょっと出ていたので。じゃあ、決算を通告式でやるなら予算も

そのような形でやらなきゃいけないのかなと今ちょっと思ったものですから。 

○委員長（大渕紀夫君）  だから、そうなって来ますとね、例えば苫小牧なんかは事前に各会派
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に理事者側が全部説明するんですね。一括説明じゃなくて、理事者側は各会派全部呼んで、予算説

明を全部するわけですよ。そうしたら、予算委員会入りますからね。ですから、ああいう形になる

んですけれども。白老でそんなことが可能かどうかということを含めて。会計分かれていませんか

ら全部ですからね。これは膨大な量ですからね。それを款なら款ずつにやるのかね。それとも、ど

ういうふうに款と特別会計でやるのかというようなことまで、やはり言及しなくちゃいけなくなっ

てきますよね。当然ね。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今、たまたま予算委員会の話が出たけど、予算委員会はもう目の前に来

ているから今、議論をここでしても時間的に間に合わないと。だから、それはそれとして、来年の

決算までにはこういう結論を出そうと。その時には予算特別委員会の問題もその時点で検討しよう

と、こういうふうにしていったらいかがですか。 

○委員長（大渕紀夫君）   わかりました。今、大方の意見はですね、全体でやったらどうかと

いう意見が、一部違うところもございますけども大方の意見はそうです。そこの点で一つは理事者

側と私と熊谷副委員長ですり合わせとちょっとしたいということでよろしいかどうかということが

一つ。これは今度、確実に近日中にすぐやります。 

 それともう一つはですね、そういう中でじゃあ運営をするかということが出てきます。今、種々

議論されていますけれども。その運営につきましては、すり合わせが近日中にすぐやりますので、

その報告だけいたしますから、出来る、出来ないということをね。そうすると、その後の運営につ

いては逐次、今、副議長言われましたように期限を切って、そして議論をしていくと。その中で近

隣市町村、たまたま私、苫小牧と言いましたけれども、事務局にもよく相談して進んでいる所、千

歳さんが全体でやっているとしたらその方がいいかもしれません。わかりません、私ね。それで、

そういうことも事務局と十分相談して、そういう所、近い所を１ヶ所か２ヶ所。例えば千歳と苫小

牧なら１日で十分行って帰って来られますから。十分出来ますからね。ですから、そんなことを含

めてよく納得した上でやれるような体制を取ってはいかがなものかというふうに思うんですけれど

もどうでしょうか。いいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、そのような日程、段取りで決算委員会については進めたいと

思います。今日はすり合わせはそういうふうにしますけれども決定ではございません。全体でやる

ということが決定ではございませんので、そこを誤解のないように一つしていただきたいと思いま

す。そういうことで決算特別委員会の審査方法及び日程については以上のような形で今後、議運で

再度検討するというふうにさせていただきたいと思います。  

 次に、議会改革として今年の２月２３日、１１月２６日から継続審議としている案件について、

もう少し議論をしたいと思います。４番目、議会報告会でございますけども、これも今年の秋ぐら

いまでに何とか結論を出したいと言った中身でございまして、ちょっと意欲が失せつつありますけ

れども。ただ、先日、私言いましたけれども、来られた何という町かちょっと失念しましたけれど

も、本吉町に行って来たと。非常にいいからやりたいというふうに言われている議会が実際にござ

いました。で、我々もこうこう、こういう理由だと言ったんですけどね。向こうはやっぱり、そう
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いう意見・要望が出ても報告会はやるべきだというふうなニュアンスが濃く。まだやっていないみ

たいですけどね。濃く言っていた議会がこの間の視察でございました。議長も一緒に出席していた

だいたんですけどね。どこだったか、ちょっと忘れちゃいましたけども私。たくさん来られるもの

ですから、ちょっとあれなんですけど。本吉町とはっきり言って、行って来たと、非常にいいとい

うふうに言っていたんですよね。で、ここら辺をうちの議会としては、この議会報告会について、

いずれにしても結論を出さなくちゃいけませんので、どのような考え方で進むかということでのご

議論を願いたいと思います。議長、このことは議長も提案者の一人でございますし、この間のこと

もございますけども何かご意見ございませんか。ないですか。吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  この議会報告会はいろいろと重要性もありますし、慎重に考えればきり

がないと思うんですが、私は一昨年から昨年にかけての当町議会のいろいろな問題点を町民に知ら

しめるという意味では非常に効果的でいいと思うんですが、この段階、安定してきますと果たして

どうなのかなという気がいたします。そういうふうなことで私はこれはこのような問題が、報告す

べき問題が発生した時点でその都度報告を要するような状況においては報告会をもっていくべきだ

ろうと。ただし、この恒常化した現在の情勢の中でそれを実施すべきかどうかということについて

はいささか疑義がございます。そういうふうな意味で私の会派は、発生した問題についてはその都

度協議して報告会をするというような手法を取ったらいかがかなと。今、当面これを定例化すると

いうことについてはやめた方がいいのではないかという意向でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。他の委員の皆さんどうでしょうか。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  実はうちの会派ではこの分についてちょっと失念して十分に議論してい

ないんですが、この議会報告会という名称、仮称ですけどこういう形にすると先ほど吉田委員の言

われたように何かテーマがあった場合の報告会ということになる。ですけれども、町政懇談会、町

内会が主催して町の理事者が行っている町政懇談会を垣間見れば、あれはあくまでも町民からいろ

いろな要望事項をいろいろな形としてまとめて聞いていると。それに対していちいち答弁している

というような形になる。しからば、議会が主催でやった場合にどういう形になるかということにな

ると、やはり陳情の方が強いんじゃないかなと。ああやってくれ、こうやってくれという陳情の方

が強いんじゃないかと。それに対して我々がお金を持っているわけじゃありませんから、すぐやり

ます、やれません、やりましょうとか、そんなことまでは言える立場ではないと。しからば、そう

したら何のために議会が主催してやるかということは、町民の声を聞くという姿勢は非常にいいん

だけれども、苦情を聞くだけの話になる。本吉町の原稿と言うか、あれを見ましても、この町にこ

うしてくれ、ああしてくれという陳情の方が多いというのが出ていたものですから、ちょっと二の

足を踏んだ面があるんですがね。ただ、先ほど委員長おっしゃったように本吉町に行ったら素晴ら

しかったと言うけど、その視察に行った議会がどの程度の議会改革をしているかと。失礼だけどレ

ベルの問題もあるのでね。いや、本吉町に行ったらびっくりしたというのは必ずしも白老町議会が

行って参考になるかどうかと。失礼だけどレベルの違いも私はあるんじゃないのかなと思うんです

よ。ですから、一概にはね、褒めたから俺らもやるというわけには簡単には行かないような気もす

るんだけれども。単純に陳情になるのであれば、我々は執行権あるわけじゃありませんからね。だ
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から、町議会で一般質問するとか代表質問するという一つのヒントは与えられるかもしれないけれ

ども。それは例えば１０人行った場合、私一人の専売特許ではございません、みんながそういうこ

とを質問する権限もわけで。私一人だけでやれるという問題じゃないものだから、その辺りが非常

に難しいなというふうに。会派でやるのであればね、会派同士でそれぞれどこかに行って聞くとい

うことになれば会派を代表して誰かが質問をするという形になるんだけど。１０人のバラバラの議

員さんが行っていろいろ聞くといった場合に同じ質問が何人かから出てしまうというようなことに

もなる。そういうところで果たしてね。持って行き方だと思うんですよ、要は。持って行き方によ

って随分違ってくるんでないのかなと思うんだよ。何しゃべったかわからないけど、結局はそうい

うところに落ち着くんじゃないのかなと思うんだけどね。どうだろう。 

○委員長（大渕紀夫君）  どうですか。吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  今回の議員視察で岸和田市か東海市、どちらかちょっと定かではないん

ですが、やっぱり本吉町の話をしておりました。視察も行なっているようなことを言っておりまし

たけれども。間接的な話を判断すると、そう参考になったなということは言っていなかったなと。

もう一つ。愛川町をお邪魔しましたら逆に白老町のことについて非常に・・・局長が言っておりま

したんですが。要するにそうようなことなんですね。ですから、白老町が自主的に来られたのか、

こっちから要請来たのかというような、そんなような言い方までしておりました。非常に改革その

ものについてはハイレベルだなということを東京のある方がおっしゃっていたということを強い印

象で受けておりました。参考までなんですが、ともかくそういうふうなことで私は一般的にプロジ

ェクト的な一つの判断で、絶対これはやっぱり町民に報告すべきだという課題が発生した場合は早

期に対応するというような、やはりテーマを残しておくべきじゃないかと思うんですが。これはそ

のような考え方で進めたらどうかと思っておりました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政クラブの熊谷でございます。実はうちも議長会派でございます

ので議長の提案の主旨というのは十二分に理解をして議論をしているところなんですが。やはり相

手もあるという、町民があるということですよね。町民に主眼をおいての議会の立場ということを

考えると、やっぱり当初は町民の皆さんに議会の今の状況、それから考えられていることをこっち

から出向いていくというスタイルについては、やはり堅持をしなくちゃいけないだろうと。ただ、

それが定期的なのかどうなのかという時になると、やっぱり議論になったと。それで最終的には吉

田代表が言っているような、やっぱり事案ですね。これはやはり町民の皆さんに議会の立場として

どうなんだろうという事案が発生した時には報告会をすべきだろうと。で、このことの考え方をや

っぱり残したいと。で、やっぱり全会派一致でないとこの方向性にはならないということも会派の

皆さんともお話をしているんですけれども。やはり、よその会派の意見を皆さんにお伝えすると、

それも理解出来るという中身でちょっと揺れているというのが現状ですね。ただ、ポイントとして

はその２点は、やっぱり我が新政クラブは譲れないというところがあるものですから、もし、そう

いう形で皆さんお話を進めて行ってくれるなら考えていただきたいということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員どうですか。 
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○委員（吉田和子君）  １０数人の人達が集まった時にこういう話があったんですね。やっぱり

町民の方々は議員さんの話をいっぱい聞きたいよねという話しが出たんですね。たまたま私も居ま

したので、吉田さん、何か報告することないのと言われて報告させてもらったんですけども。その

時にもう一人の方が、男性の方なんですけども、こういう場って必要だろうなって話しが出て。た

だ、議員さん方にあれやってくれ、これやってくれというのは駄目だよなって。だけど、議会が今、

何をテーマにやっているとか、議会がどういう問題に取り組んでいるとか、ここの議員さんが今、

こういうことを今、訴えたとかそういう報告というのは聞きたいという話がちょっと出たんですよ

ね。ただ、それが全体的にね、不特定多数の人達を相手にして今度やっていった時にどうなのかな

というのはちょっといろいろな問題が出てくるのかなというふうに思ったんですよね。だから、私

は前から言っていますように、やっぱり吉田委員が言ったようにテーマがきちんとないと駄目だろ

うと。で、個々に議会活動の自分の報告をするのは、それは個人になるでしょうし、会派になるで

しょうし。ただ、議会としてやっていくわけですから、やっぱり一つのテーマがないと何をやった

のかわからないで終わってしまっては意味が無いだろうということで。私は、さっき本吉町の話も

出ていましたけれども、前も言ったと思いますけど白老は白老なりのやり方を考えて、白老が視察

に来てもらえるようなきちんとした形を作り上げていくべきではないか。もし、やるとしたら。だ

けど、そのやり方をきちんとやっぱりみんなで議論しながら。ただ、あまり間が空きすぎちゃうと、

やろうと思った時には解散時期に近くなっていたら、なんだ、選挙のためにかと言われちゃいます

のでね。その辺を早く、やるのであれば早急にきちんと形を決めてやるべきなのかなというふうに

思っていますけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  私の会派も議論しましたけれども、なかなかいい案は出ないと、はっ

きり言ってね。それで、札幌に研修に行った時に宮脇さんのお話がありましたけれども、確かに町

民は今、お話されたように聞きたいと言っているんですね。それに本当にタイムリーにきちんとか

み合うような議論が出来るかどうかと。そこら辺がやっぱりかなり難しいと。で、本来からいった

らそういう部分の民意を上げていかなければ町は良くなっていかないわけですね。ですから、理論

的に言えばやっぱりそういうことがきちんとされるということは極めて望ましいとは思うんですけ

れども。じゃあ、今の段階でどういう仕組みづくりをするかということになるとですね、これはや

っぱりちょっとうまく行かないと。例えば、合併が訴状に上がったという時は議会としてどうする

のかというような形にはなるんですよ。ただ、今、加藤委員言われたように何か要望ありませんか

というのは、これはやっぱりちょっとやってもしょうがない話でございましてね。それは個々の議

員なり、個々の会派がやればいいことですから。ただ、政策立案に町民と議会が一緒にやれるとい

うようなものがあれば僕は一番いいと思うんですけど。ちょっと難しいかなという気が・・・。初

めとちょっと私も意見変わりましたけれども、ちょっと違うかなというような気が実際はしていま

す。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  今、いろいろ皆さんの意見も聞いていたんだけど。陳情であってはなら

ないと。議会改革だけに絞るというのも一つの考え方としてあるんですよ。いろいろ項目考えてみ

たんですけど議員の定数というのは多いんじゃないかという意見がまずありますね。それから、議
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員報酬も高いんじゃないかとか。それから、研修に行っていて何を研修して来たんだとか。それか

ら、旅費をもらっているってどうなんだとか。そういうわからないことが町民にいっぱいあると思

うんですよ。だから、漠然と２０名と決まっているのはあるけれども、ルールが一つあるわけです

ね。うちの場合は２万人以上で２６名ですよと。したがって２６名というのは、そこまで説明刷る

という場合には、２６名まで白老町の場合はいいんですよと。だけども現在は、１８がいいか、２

０がいいかは別にして、６名減らして２０名でやっているんですよという説明。それから、議員報

酬もどうなんだという問題もあります。そうしたら苫小牧市の場合はこうだ、札幌の場合はこうだ

とか、それから白老近辺のあれではこうなんですよと、何も高くないんですよとこういう説明もし

なきゃならないだろうし。旅費もこういうわけで実費にしたとか、いろいろなことで日当も廃止し

た部分ありますね。そういうようなものもカットしていますよと。ちょっと余談になるけど、札幌

市議会なんかは１日議会に出ると１万２，５００円出るんだそうですね。札幌市内から市議会に行

くのに１万２，５００円。それをカットして１万にしたと。２，５００円カットしたと。我々はそ

れもらっていませんからね。年間なんぼですから、月給８０万くらいもらっていて、その他に議会

があれば１日１万円が付くというのは、我々、新聞見てびっくりするんですが。そういうことを町

民に知らせると。そして、理解を求めるというだけでもいいじゃないのかなと。限ってですよ。そ

れらに限って。議会改革ということで取り組んでいるんだけど。白老の現状はこうだということを

集まった人方に説明するだけでも私は効果があると思うんですよ。他の市町さんはこうだとか、あ

あだとかと。だから、そうなると議員の数は多いじゃないかという議論はまずね。２０にしている

のはなぜよと言われたら、それは困るけども。それはいろいろ委員会構成を作るためとか何かいろ

いろな理由はあるだろうし。報酬だって、あなた方は高いと思っているかもしれないけど現実はこ

うですよという説明をするだけでも私は効果があるんじゃないのかなと思って。今、ちょっとそん

なことを思ったものですからね。その辺りの説明をまずするということはある程度誤解も解けるん

じゃないのかなと僕は思うんだけどさ。その辺りどうですかね。一つのあれとしてね。 

○委員長（大渕紀夫君）  その点含めて、委員外議員の方々含めてご発言あればどうぞ。ただ、

だから、そういうことで言えば、議会広報にそういうことをずっと載せていくという手もあるんで

すよ。これは全戸配布されるわけですよね。全国、全道と比べてどうなのかとか。議員定数は法律

では２６名だけど６名減にして２０名ですよとか。読んでいただけないのかな。ただ、直接話し合

いたいという人はたくさんいらっしゃるんですよね。これはなかなか難しいかな。はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  今、加藤委員から出たような話というのが、やっぱりかみ合う時に

はすごくいい事案だと思うんですね。だから、その時期がいつなのかというのはここで明言は出来

ないかもしれませんけど。今、提案されているテーマというのも非常に大きなテーマだと思います

よね。ただ、やっぱり我々の問題もあることだけれども、やっぱり町民がどういうふうに考えるか

というのも我々が逆に吸収できる部分もあるから。町村合併の話にしてもそうですよね。僕も早く

からこの話はしているんですけれども。やはり、町村合併のあり方だとか状況というのを新聞だと

かテレビではなくて、うちの町議会はどういうふうに考えているんだろうという考え方はね、やっ

ぱり町民も興味あるのではないかなと思いますけどね。それなりに勉強もしなくちゃいけないと思
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いますけどね。でも、時期はちょっと明言はできないですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただね、今日の新聞報道によると伊達・壮瞥・大滝は破談になりまし

て、伊達と大滝で飛び地でやるかというようなことになっておりますから、いろいろなことを考え

ますといろいろなことが起こる可能性もございますので、そこら辺は十分我々も意識をして勉強を

したり、また、いろいろなことをしなくちゃいけないかなという考え方はちょっと私も議会として

合併問題含めてちょっとやらなければならないかなというようなことで私自身はちょっと思ってい

ましたけどね。だから、そういうことで言えばね、出ないとは限らないわけでね。結論としてはそ

ういうものが出た時に議会報告会をやるというような、何かちょっと玉虫色的ですけども、そんな

ような形でまとめるかというようなところになるかと思うんですけど。ですから、やれる範囲を残

すという意味です。僕が今言ったのは。議会報告会をやれる範囲を残すということですよ。そんな

ことを議会は絶対・・・。ただ、そういう状況だっていう話をしただけですから。山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  時期をやっぱり見計らわないとですね、例えば僕も個人的ないろいろな

団体名会合に出てですね、山本君の個人的な見解でいいから、ここと、ここと一緒になるんだった

らどっちがいいとか、それはどうしてだとか聞かれるんですよ。ですけども、その回答というのは

なかなか今の段階では出ないし、下手なこともまた、個人的と言っても議員であるのをわかってい

てですね、議員である山本君はということですから、なかなかこれは難しいですね。ですから、や

っぱりそういう大きなテーマの時は先ほど委員長が言われたようにですね、本当に町の将来がかか

っていることでもありますし、首長が辞任したようなところもありましたしね。それはやはり議会

として対応しなければならないと思いますけれども、本当に時期を見てそういった町民に対する説

明もやるべきではないかなというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  大切なのはやっぱり、そういう時期をきちんと見誤らないということ

と、行政とは違う形で、よく確かめた上でですけども、議会は議会で独自としてやるというそこの

ところが大切なんですよね。それさえはっきりしていればいいんですよね。いくら遅れても構わな

いと思うんだけどね。議長、ご意見ございませんか。 

○議長（堀部登志男君）  やはり我々、１回昨年やっているという実績も踏まえておりますので、

議会として町民に対して報告するような形がある場合にはいつでも出来ますので、こういうのが生

じた時にやるというような形でいていただければいいと思いますけどね。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは今、議長の発言もございましたけれども、定期的に議会報告

会という名前で実施することについは当面、もう少し考えようと。きちんと議会が責任を負わなく

てはいけないようなことを含めたテーマが出た時に、その時には町民の意見を聞くなり、議会が報

告するなりということを含めた、町民との接触を含めた、議会報告会という名前が正確かどうかは

別にいたしましてね、そういう形のものを今度、議会運営委員会なら議会運営委員会の中で考えて

行くと、その程度の結論にしかならないのかなというふうに思うんですけどいかがでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  いいですか。そういう形でこの問題には決着をつけるということでよ

ろしゅうございますか。加藤さん、よろしゅうございますか。加藤委員どうぞ。 
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○委員（加藤正恭君）  決着というのはいかがなものかと思うんですよね。いろいろ議論してみ

るとわかるんですが。町民が議会のことを知らなすぎるという面が非常にあってですね、そして議

員さんを批判する面が非常に多いということを我々経験しているんですよ。説明するとわかってく

れるんだけどね、そういう説明する場所がない。先ほど会報に書くからいいじゃないかと言うけど、

やっぱり積極的に前に出て町民に説明するという姿勢があればですね、町民の方も納得するんだけ

ど。議会だよりに書いてあるから、それを読めばいいんだというだけでは議員の姿勢は逆に問われ

るじゃないかと思うものだから。一度ですね、議会改革をテーマにして、テーマがないと言うから、

議会改革ということテーマにして一つやってみていただけないかと思うんだけど。それに絞ってで

すよ。それ以外の問題は今回は私どもは執行権を持っているわけじゃないから受けられないけど、

議会改革で実はこうこう、こういうことやっているんですよと。皆さんわかっていただけますかと。

そうしたら、いろいろ報酬高いだの、ああだこうだっておそらく出てくると思うので、そういう時

にはそれなりの説明をしてみたらどうかなと。１回そういうことをやってみたいと思うんですけど

もね。その結果を見て、また継続するとかしないとかを検討してみてはいかがと。すぐ来月やれと、

こういう意味じゃなくてね。私はそういう考え方を持った方がいいんじゃなのかなと思うんですけ

どもね。 

○委員長（大渕紀夫君）  なるほど。はい、根本副議長どうぞ。 

○副議長（根本道明君）  今、これは議会の中での話しですけども、必ず相手のいることですよ

ね。それは町連合だとかそういうふうなところからね。我々、前に出前トークという、これはまだ

残っているわけでさ。相手からオファーがあればいくらでもお伺いいたしますよというふうなこと

は持ってわけなんですから、そういうスタンスで。例えば、議運で議会の中はこういうふうな考え

方だというふうなことをちょっと打診と言うかね、町連合だと思うんですけれども、相手としては

ね、そういうふうなところに打診してみるのも一つの手だと思うんですけれどもいかがなものでし

ょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  今、加藤委員、根本委員からいろいろ出されました。いずれにしても、

ちょっと議会報告会とは違うんですけれども町民と議会がきちんとこちらが出て、いずれにしても

両者とも出て行って共通のテーマ、特に今は議会改革についてというテーマを下に議論をしたらど

うかというお話しでございますけれども。この件につきましてどうでしょうかね。各委員の方々の

ご意見を述べていただきたいと思います。山本委員。 

○委員（山本浩平君）  加藤委員のお話もわからないわけではないんですけれども、町民の期待

するところは議会改革をしてそれがどうやって政策に反映されるか、強いて言えば、自分たちの暮

らし向きにどう反映されているのかというところだと思うんですよ。町民の最終的な興味はですね。

ですから、議会改革をこうしていますよというだけの町民に対する説明会というのか、報告会をや

ったにしても結局は何と言いますか、ああ、素晴らしい改革やっていますねでは終わらないと思う

のですよね。それがどういうふうに、どうなの、こうなのというような話にどうしてもなっていく

ような気がします。ですから、その辺を考えると当初、お話を何名の方がされていたように大きな

問題点がやるということの方がよろしいのではないのかなというふうに個人的には思います。 
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○委員長（大渕紀夫君）  他の委員さん。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  そういうことも心配されます。ただ、その次にあります⑤番の議員定数

の見直しについてなんてということもですね、これは我々で勝手に決めるわけに行かないわけです

よ、これ。こういう問題が次にあるわけですね。ということになると、町民の意見も聞きたいとい

う姿勢も必要じゃないのかと思う。だから、それに関連した問題が出てくるものだから。報酬の問

題もあるでしょうし。先ほど言ったいろいろな視察をどんなふうにやっているんだとかさ。そうい

う問題もいろいろ批判を受けるものだから、それらを少しでも理解してもらえるふうに一応説明す

ると。おそらく陳情会みたいな部分も出てくると思うんです。それはいかなる時にもああやってく

れ、こうやってくれと言われるけども、それは我々執行者じゃないけどあらゆる機会に町側に訴え

ますよという程度で帰ってくるより仕方が無いと思うのでね。その辺りがあるものだから。議員報

酬の問題から何から批判を受けるんですよ、みんな。高いとか安いとか。それから議員の資質の問

題もありましたね。だから、そういうこともおそらく出てくると思います、確かに。ですけども、

そういうことも我々は積極的に議会改革としてこうやっているんですよということを訴えるという

ことはね、当然、少し資質も良くなったのかなというふうにして多少は和らげる作用も私はあるん

じゃないのかとふうな気がするものですから。一応テーマを絞るということになると、今、大きな

テーマがあれば別ですけど、無ければ全然やらないわけですね。それじゃなくて、せっかく議会報

告会というのをやった。だけど、今度、議会報告会と言うとテーマの問題になるから、そうじゃな

くて皆さんと懇談したいと。議会改革についてということで。ということで忌憚の無いご意見を承

りたいというふうにもっていったら。一つやってみたらいかがかなと思うだけのことです。それだ

けです。 

○委員長（大渕紀夫君）  なるほど。はい、委員外議員の玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  手前味噌の話なんだけれども、今まで、例えばですね、今、加藤

委員言われたように批判を受けたり、非難を受けたりしたこともあります。しかし、その非難する

人達と言うか、批判している人達は会議に出てこない人が多いんですよね。面と向かって、たまた

まあった時にいろいろな批判をする。直接言う時もあるし、間接的に言う時もある。で、その人達

に言いたいんだけど、今、言ったようなことはね。それが肝心な人が出てこないんですよね、どっ

ちか言うと。出てきてくれている人達はやっぱり理解してくれているんですよ、平均。今、加藤議

員が言ったことをやるなと言うんじゃないけど、やっていいことだと思うんだけどもね、だけど、

果たしてそれが実になるかならんかね。やらないよりはやった方がもちろんいいんだろうけども。

そういう点がちょっと疑問に思うんですよね。だから、批判する人達がみんな出てきてくれるなら

素晴らしいことだから、ぜひ、やるべきだとこう思うんです。で、今、根本副議長が言われたよう

に町連合サイドの人達はそんな特別なこと言っていないと思うんですね。みんな会員だから、町民

なんだけど出てこない人に限ってそういうことを言っているというのが、今までの私の経験上はそ

ういうことなのさ。だから、言いたい人に伝わらない、間接的には伝わるかもしれないけどね。だ

から、それが無駄だと言っているんじゃないけど、そういうことが多いから果たしてどうなのかな

とこういうふうには思います。 
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○委員長（大渕紀夫君）  はい、他の委員の方。わかりました。このことにつきましては具体的

にやるかやらないかという話でございます。ちょっと今まで期間置きましたけれどもね、これはち

ょっと会派に持ち帰っていただきましてね、やる、やらないかというようなことですから、ちょっ

と会派で議論してもらうというのはどうでしょうか。それで結論出すということは出せるわけです

から。そのようにして、いずれにしてもここまで来たわけですから、当初の予定もあまり早くとい

う話でもなかったようですから、そのようなことでちょっといったらいかがでしょうかね。これ以

上、ここで議論して結論出るというような状況にちょっとなりそうにないものですから、そういう

形でよろしゅうございますか。それじゃあ議会改革をテーマにして、そして、出前トークになるか、

それとも議会が出て行ってやるかは別にいたしまして、そういう形での議会報告会的なものを検討

してはどうかということで、それは各会派に持ち帰って検討していただくというような結論にした

いと思いますけども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）  はい、それではそのような結論にいたします。それでは、もう少し進

めますので３時１０分まで休憩といたします。 

休   憩      午後  ２時４７分 

                                         

再   開      午後  ３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。議会報告会については先ほど説

明したような形で今後取り進めを行ないたいと思います。続きまして５番目の議員定数の見直しに

ついて。これ、議論されている会派ございましたら、まず、意見を述べていただきたいと思います。

はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  議員定数の問題については現況２０名という体制で進んでおりますが、

いずれにいたしましても判断する期間が非常にないということで継続審議にさせていただきたいと

思います。方針からすると、いささか、ちょっと背いておりますけれども多いも少ないもまだそこ

まで判断する体制にないという結論にございます。以上。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の会派。はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政クラブです。新政クラブは定数見直しについては、確かに議会

改革上必要であろうということでありますが、この議論をする今、時期ではないと。時期尚早とい

うことで。テーマとしては残しておいてもらいたいですけども。しかるべき時期が来たら議論をし

たいということであります。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君）  私たちも議員定数に関しては題材としてはきちんと持っておくべきだろ

うと。で、状況判断をするべきいろいろなデータだとかいろいろなものは時折収集しながら、勉強

をしながら定数の問題に取り組んでいくべきではないだろうかということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  議員定数の見直し、これは最終的にはうちらは継続、もう少し検討しよ
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うとそういうことなんですが。私個人的な考え方とすれば、先ほどもちょっと言ったんですが、根

拠は何よということになると自治法では２６名で、それから６名減ですよということから言えばで

すね、私は２０名は少ないとは思いません。もう少し、２２でも構わないと思うくらいなんですけ

どもね。いろいろな兼ね合いから、予算の問題を含めれば２０名という数字は今のところ妥当じゃ

ないのかなということです。ただ、会派としては継続。もう少し慎重にですね、町民の意見等も聞

かなきゃならない機会もあるでしょうから、それらも含めて継続審議にしてもう少し検討したいと

こういうことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  我々はですね、この問題については一貫しておりまして、議員定数は

減らすべきではないというのが我々の考えであります。これは道の議長会の勉強会の席でもですね、

議員自らがそのようなことをするのはおかしいのではないかというお話しもございましたので。私

たちはこれはもう一貫しております。多くの町民の意見を聞くためにも今の定数は守るべきではな

いかというのは、基本的には我々の考えでございます。継続的にお話しすることは構いませんので。

態度ははっきりしております。他、委員外議員の方含めてご議論のございます方どうぞ。はい、玉

井委員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  私は１０年前から一貫して１８名にした方がいいだろうというふ

うに考えておりますので。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他、ございませんか。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  個人的な考え方も含めて申し上げたいんですが、この議員定数という問

題は総合的な問題から考えなきゃ駄目だということですね。議員定数が多いか少ないかという議論

をしたんではうまく行かない。やっぱり予算の問題もあるし、それから、町民の意見を十分聞くと

いうこともあるでしょうし、いろいろな角度から総合的に判断して、しからば議員が多いか少ない

なという議論であればいいんだけれども、単純に多い少ないという議論にはなかなかならないとい

うことで、より検討する必要があるだろうということです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。加藤委員申されましたけれども、白老町の場合は港がある。町立

病院が独立をしている、単独ですね。それから消防も単独というようなことも十分考慮に入れた形

での議論が今後されるべきであろうと。そういう中で議論されて行かなければ全くおっしゃられる

とおりだと思いますので。その中で議論されるのはいくらされても構わないということでございま

す。当然、町民の皆さん方のご意見もある場では聞かなければいけないという状況がでるかとも思

います。４番目のこととの関わり合いも出てくると思いますので、総合的な中で判断をしていくと

いうことで、これについては早急に結論出すとか何とかということにちょっとならない問題だと思

いますので、そのような形で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）  はい。それでは議員定数の問題につきましては、基本的な考え方はお

尋ねをいたしましたけれども、今後、継続的にはあらゆる諸情勢を考慮しながら議論をしていくと

いうふうにいたしたいと思います。 

 次に６番目。議員の審議会・委員会（町の附属機関）の就任の見直しについて。ただ今、７つの
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審議会に議会から送っております。これはこれの中にも書いてありますから見ていただきたいんで

すけれども。その内、法律的にある意味では義務付けられているものが４つございます。それ以外

の白老町表彰審議会、白老町国民健康保険運営協議会、白老町立国民健康保険病院運営審議会、こ

の３つにつきましては法的な拘束力はございません。町側が議会に入っていただきたいという要請

の中で議会から表彰審議会２名、国保運営協議会１名、国民健康保険病院運営審議会３名、これだ

けの委員を送っております。このことについて、今後どのように取り計らうかと。ちなみに国で正

式に決まっているのは白老町青少年問題協議会、これは法律で決まっておりますし、白老町民生委

員推薦協議会、これは法律です。あと国の指導、通達等々で入れた方がいいであろうというのは都

市計画審議会と地方港湾審議会と、この２つでございます。この４つにつきましては、そういう根

拠がございますので議会から送ることについては全く問題がないということであります。この３つ

について、どのような考え方で進むかということでございますけれども、ご意見のございます方ど

うぞ。山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  意見じゃないんですけども、この見直しということで出てきた経緯と申

しますか、問題点というのは何があるんでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  私どもが取り上げてきた経過というものもございまして、審議会・委

員会で議論されて、それが町の政策方針が立案された段階で議会にかかる前に審議会にかかります。

ほとんどがそうでございます。一番いい例は財産管理委員会等々でございますけれども。上下水道

事業審議会なんかもそうでございますけれども。例えば値上げ、値下げ含めて町の方針・政策が決

定され、それが審議会にかけられます。その後議会にかかると。で、その審議会に携わっている者

が賛成、反対の態度表明をした後に議会にかかるということで、これはやっぱり態度上非常に困る

と。そこに関わるとですね。議会議員としての固有のきちんとした議論が出来なくなるのではない

かと。要するに執行権に関わる問題ですから。それで各市町村、今も局長とちょっとお話をしまし

たけれども、白老は結構早い方でしたけれども、各市町村がずっとそういうことを外してきていま

す、今。そういう中でこの３つについても検討すべきではないだろうかというご意見がいつぞやの

議会運営委員会の中で出まして、それが継続審議となっていたということでございます。ちなみに

全部出来るかどうかは別にいたしまして、この議事録、それから傍聴等々につきましては議員の皆

様方でも十分出来ますし、情報公開は十分されるということの結果から、立法機関と行政機関が一

緒になるというのはおかしいという形の中で現在のような状況になったというふうに私は理解をし

ております。局長、付け加えることがございましたら。そのようなことでございます。この点はど

うでしょうか。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  １番、２番、７番の問題ですね。ただ、これは委嘱するのは町長ですね。

町長が委嘱ですね、この３つとも。ですから、例えば議会ではこういう姿勢を取りますよといった

場合にね、町長は意識的に議会議員に委嘱しないよという姿勢になるわけですね。ただ、よく言わ

れるように議会と町の理事者は車の両輪だとは言うけれども、いつもくっ付かないんですね。こう

いう状態で行っているわけですよ。方向だけは間違わないように行って、ピタッとくっ付いたら一

輪車になっちゃうからね。ストップしちゃうわけで。だから、これはこういうふうにいっているわ
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けで。その辺りを考えるとね、協力はもちろんすることはやぶさかじゃないんだけれども、あまり

くっ付かないように、あまり離れないようにという意味も含めてのことだろうと思うんでね。その

辺りを考えると丸々議会議員がこの中に入っていないということになると非常に難しい問題も。僕

は町の理事者じゃないからその辺りはよくわからないけれども。そういういずい面も出てくるんじ

ゃないのかなという配慮が僕はあると思うんですよね。だから、こういう形でできるだけ少ないけ

れども１人や２人は入れておこうと、こういう作用が働いているのではないのかなという気がして

ならないんだけどもね。その辺りは聞いたってしょうがないんだけど。町の理事者がいるわけじゃ

ないからしょうがないだけども。そういう配慮もあるんじゃないのかなと思うんです。特に１番目

の表彰審議会なんていうのはね、別に入っていたから、入っていないからって大きな問題になる場

所ではないと思うんだけど。なるとしたら２番と７番くらいのものですね。１番目は正副議長が入

るというのは常識的には私はいいと思うんだけども。そんなことを今、感じたわけですけども。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方どうでしょうか。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  例えば、２番、７番。国民健康保険から国保病院という一つの課題があ

るわけですが、私は今の制度からして議会議員がこの審議会委員として参入しなくたって十分協議

できる、判断できるシステムになっているので、あえてここに議員が投入されなくても、これはい

いんじゃないかと思うんですね。で、先般もありましたけども、この審議会に入っているためにい

ろいろと質問の問題についてもなかなか明確に運ばれないという面もありますし。あえて、今回の

場合は私はこの審議会に議員が入るということについては無くてもいいのではないかという判断を

しております。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  ちょっと参考に聞いてもらいたいんですが。例えば４番目の白老町都市

計画審議会というのがありますね。これはそういうあれによって議長、各常任委員長３名と、４名

がこれに入っているんですが。たまたまですね、いつでしたか、都市計画マスタープランというも

のが住民参加でもって作られました。それを都市計画審議会に上程されたんです。そこでいろいろ

議論もしたんだけれども。民間から出ている委員の中にはね、町民が参画して作ったマスタープラ

ンですよと、今ね、ああだこうだというのはおかしいという意見を述べる方が実は居たんですよ。

で、原案のとおり可決することに決まりましたと言ったら手を叩いて喜ぶというね、非常に嫌な感

じを実は受けたんですよ。ざっくばらんに申し上げてね。ですから、町民参加ですから町の姿勢と

しては非常にいいことだし、何も悪いとは言っていないんだけれども、その中には我々は参画して

いないから、だから、この点はどうなんだ、あの点はどうなんだと聞くと非常に何か根掘り葉掘り

粗探しをしているように受け取るんですね。だから、町民参加をして決めたことなんですよと。今

になってから何ですかと。そうしたら何のために都市計画審議会委員会があるんですかと僕は聞き

たくなるんですよ。異議なし、異議なしであればですよ。ですから、その辺りね、町民の中には非

常に誤解をもっている方がいるということも現実の問題としてあるんですよ。我々もまた議会にマ

スタープラン案として出されますから、審議は議場では出来ないわけではないんだけれども。都市

計画審議会の委員になっているがために、そういう所で議論をすると。だから、そういう誤解を受
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けるということがたまたまあったものですからね。あまりいい感じをしないで、実は帰ってきたと

いう経験があるということね。参考に申し上げたんですけどもね。その辺りについてもね、僕はあ

る課長に言ったの。こういう町民参加も結構ですよと、何も悪いとは言っていないけれども、どう

いう指導、指導という言葉はおかしいけれども、いろいろな計画を立てる中でどんな話をしている

んだと。これから手続きとして都市計画審議会にかからなきゃ駄目ですよ、それから議会にかから

なきゃ駄目ですよということを教えているのかと言ったら、いや、ちゃんと言っていますとは言う

んですが、そういうふうに感じない町民の方もいるということ。完璧なものだというふうな認識を

持たれたら議会なんか無くたって良くなってしまうじゃないですか。それじゃあ、まずいわけです

ね。そんなことが経験としてあったということ。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。他のところはどうでしょうか。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  例えば、この審議委員会の開催の回数とか、そのようなものを分析する

と年に２回ですね。その中で議会議員がこれに参加して、運営委員でも何でもいいんですけれども、

全てを承知した中でその審議会の決定事項に対して自分で同調できるかどうかというのは、期間、

時間がないと。要するに年に１、２回の中でどうなのかなという見解もあるようでございます。そ

ういうふうなものを含めるとやはり私はこの段、はっきりしちゃった方がいいんじゃないかと。や

はりそのように考えます。 

○委員長（大渕紀夫君）  私が知っている範囲では表彰審議会はたぶん１回でしょうね。国保運

営協議会は毎月１回ですから、少なくとも１１回から１２回はやられていると思います。私も一度

やりましたので。それから、国保病院運営審議会はどれぐらいやっているのかな。ちょっと僕わか

らないですけど。 

○委員（加藤正恭君）  年にね、予算と決算と２回ですね。前回ね、私もやっていたんだけど、

その時は諮問事項があったんですよ。町立病院どうするかということの。そのためには自由に何回

もやりました。黙っていたら年に２回ですね。予算の時と、決算の時だけです。ある時は議会で決

算審査特別委員会終わってから、審議会で決算をやっていたのがあって私も腹立ったんだけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  どうでしょうかね、これ。実ははっきり言えば、これを決めたのは現

町長じゃないんですね。現町長ではない時に、要請と言うか、町側の要請でこのようになっている

んですよ。ですから、４つはいいんです。４つはいいんですけど、法的根拠がない３つにつきまし

ては現町長の考え方もあるかとは思うんです。どうしても残して欲しいとか、いろいろなことがあ

るかもしれません。ただ、我々の場ではどうしてもこういうことだということを含めて、こういう

ふうにしてほしいとか。それは今、いくらでも言えるわけですよ。で、そういうことも含めてね、

先ほど、加藤委員からありましたように１番目の表彰審議会はいいんじゃないかと。２番目と７番

目については入る必要はないと。違うね。 

○委員（加藤正恭君）  そこまでは言わなかったけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  検討してもいいのではないかということですね。それから、吉田正利

委員につきましてはね、１、２、７含めて入る必要はないんじゃないかというようなことでござい

ますけれども。そういうことですけれども、そういうことを含めて町側にね。これは決めたのは違
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いますから。一応、先ほどと同じように全体の案をいただきまして基本的にはどうするかというよ

うなところでちょっと打診をしてみるということでいかがでしょうかね。ということは他の会派の

方。はい、根本副議長。 

○副議長（根本道明君）  ちょっと先ほどの山本委員の質問に対して、もう一つちょっと付け加

えたいんですけれども。つまりね、町側としては議会がそこに入る、まだまだあったんです、その

項目は。議員が一緒にその中に入るのはまだあったんです。前回だいぶ削ったんです。削ってこれ

だけになったんです。そして、その時の真意はね、これだけはともかく入ってくださいと。入って

くださいというのはどういうことなのというふうなことでは、例えば議員はいろいろなことを知っ

ているわけよな。そして、その人方がそこに入ってくれることによって、そしてまた、議員の人方

というのは歯に衣を着せないで、ここにいる人みんなそうですけども、思ったことをどんどん、ど

んどん意見を述べてくれる。そうしたら、その審議会が何となく厚みが帯びてくるというふうなこ

ともあったんですよね。それで、やはり議員の一人か二人はその中に入って、他の例えば町民の人

方は皆、町民の方もちゃんと言う人もいますけれどもね、大概出てきたものについては、「はい、賛

成」「はい、賛成」で終わっちゃう、それでは審議会としては成り立たないというふうなことで、議

人がそれじゃあここまでは入ってくださいというふうなことが経過としてあった。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  ありがとうございます。それでですね、先ほど、うちの会派の会長の吉

田会長もおっしゃっていたんですけれども、前回の議運の中でそういう審議委員会に入っている議

員が本会議でそれに関わる質問はいかがなものかというお話がございまして、それを受けて先だっ

て会派会議を私ども開いたんですけれども。その中でのお話しですけれども、町立病院の審議委員

会の中においては、本当に決算の時であって町立病院のいわゆる経営ですとか、あるいは何て言い

ますかね、いろいろな職員の対応だとかそういう細かいことを一つ、一つ話の出来るような場面と

いうのは雰囲気からいってもほとんどないというようなお話が実は会派の中であったんですよ。そ

れであればですね、そういうことも問題になっているんであれば、やはりはっきり分けて議員は議

員で自由に質問できるような体制をはっきりと作った方がよろしいんじゃないのかなというふうに

思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  提案の根っこというのは私のところから出ていまして、今、議論の

ある中身と同じでやっぱり議場の質疑ですね、質疑上、やはり審議会、協議会に入っていると、そ

うではないのかもしれませんけども、やはり発言だとかいろいろな制約を受ける部分が多いと。そ

れにやはり、その審議会の中で知り得たことの話で、やはり議会を代表して入っているんだけれど

も自分の情報として捉えてそれを質問にぶつけるということも見受けられた経緯があったと。だか

ら、やはりそういう部分のところには議員の立場としては入るべきではないと。それで、やはり法

律的に認められていないところについては極力遠慮した方がいいだろうというのが我が会派の意見

であります。それで法的に入っている審議会等々についてもですね、果たして役職だけで入ってい

いものかどうかというのも議論がありました。なぜかと言うとですね、これは法律だからそういう
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立場の人が入らなくてはいけないというんだったら、これは仕方ないと。ただ、極端な話ですね、

例えば都市計だとかの部分のところに自分は、例えば所属している各常任委員長が議長を含めて行

かれるんですけれども、委員会の中でやっぱりそういうことで協議会の中に入りたいということで

あれば、そういう許容範囲もあってもいいのではないかという意見も実はありましてですね、その

辺のところもご議論をいただきたいなと。これは３、４、５、６については法律上ですから仕方な

いと。これは行っても構わないんですけども。行く人の中身ね、これももし、法律的に問題が無け

れば議長、議運を経てですね、人選も変えてもいいのではないかというふうな意見がありました。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員、ございますか。 

○委員（吉田和子君）  今までいろいろな意見出ましたので、私たちもそういう意見が出まして、

やっぱりいずい面がいっぱいあると。で、やっぱりこういう審議会には議会を代表して入っている

わけですから、自分の個人の意見というのはなかなか厳しいものがあって言いづらい部分も結構あ

るんですね。それが議会の意見になってしまうというところもちょっとあったりすることもあるん

ですね。そういう部分ではやっぱりいずい部分があるというを含めると、やはり町民の方達でこの

審議会を。一人でも多く町民の方が参加できるような状況を作ってあげるということも大事じゃな

いかなとふうに思いますので、議会としては１番、２番、７番については私はいらないのではない

かというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  私のところはもう以前から入るべきではないということで、一番最初

に提起したのはここですから、それは全くその通りでございます。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  それに対して別に異論を申し上げるわけじゃないんだけど。委員に選ば

れるのは町長が委嘱することはわかっているんだけど、法的なことは別にしてですね。いつも同じ

ようなメンバーがね、民間の場合ですよ、多いんですよ。どこへ行っても同じ婦人会とか、例えば

何かの会とかのあれが来ていてね。そして、失礼だけれどもね、勉強していないんですね。これは

報酬が出るんですよ。結構、いいお値段いただけるんですよ。６、７千円ぐらいもらえるはずです

よ、今。ところが全然、行っても話しにもならない、失礼ですけども。特定の名前を言うわけじゃ

ないからいいんですが。全然わからない人が委員の中に選ばれているというのも結構あるんです。

しかも何々の長だから、何々の団体の上だからと、こういうので来てね、あっち行ってもこっち行

っても同じようなメンバーになる。その辺りの選考も条件として、これはそこまで我々は権限あり

ません、権限はないんだけれども議員さんの委員としての参加も含めてね、一般の方々の委員の選

考にも十分配意していただきたいなということも希望として申し上げたいと思うんですよ。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君）  この間、視察に行って、それがいいかどうかわかりませんけれども、愛

川町でまちづくり基本条例の中に審議会を兼ねないと、２ヶ所以上。謳っているんです。で、いろ

いろな各団体の代表で出るのも兼ねないと。同じ人が出ないようにすると。その会からの代表は出

すけれども、出すにしても兼ねないと。同じ人が出ないようにすると。その団体で話し合って出し

てもらう。条例化しちゃっているんですよね。条例でなかったかい。要綱だったかい。それが守ら
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れて、きちんと徹底してやっているということでお話しがあったんですね。私はこれはすごい画期

的なことかなと思ってお話を伺ってきたんですけども。ただ、町で審議会をやる時に出てきてくれ

ればいいですけども、そういうふうにしてね。団体からは誰か他の人というのは出てくるでしょう

けれども。一般町民から公募するとか何とかと言った時になかなか出てこないのでだぶっているん

じゃないかなということもありますのでね。そういった点はやっぱり見直しをかけていかなきゃい

けないのかなというふうに、何かでそういうものがあると一人で３つも４つも、それが自慢げに私

は４つもやっているよとかと言う町民の方を見ると、本当に偏ってしまうのではないかなというよ

うなことがいつも気がかりになっていましたからね。議員が抜けることで、そこをまた町民で補わ

なければならないということになってくると、町はそこのことでは悩まなきゃならないんじゃない

かと思いますけれども、そういうことを基本においてやっていくとだぶらないでやっていけるよう

な方向性が出てくるんじゃないのかなというふうに思うんですけども。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  私もある青年団体の長をやっていました時に当て職みたいな形で本当に

たくさんの審議委員会に出席させていただいた経験があるんですよ。その時に感じたのは加藤委員

さんが今、言われた全くその通りでございまして。ちょっと言葉悪くなるかもしれませんけれども、

町は形だけの協働のまちづくりをやるために審議会というのを設けて、実際は審議するような場で

はなくて、今までの町の政策の年に１回か２回の発表会であって、それに対して本当にじゃあ新し

い意見言えるかと言ったら、そんなような会議でもないような審議会も中にはあったんですよ。で

すから、人選もそうですし、審議会の会議のやり方ですか、これもやはり時代に応じて見直してい

くべきじゃないのかなというふうに感じました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、他。委員外議員の方含めてどうぞ、ご議論ございましたら。は

い、どうぞ、西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君）  先ほど、熊谷委員がちょっとおっしゃっていたんですけども、議

会の方もやはり委員長ばかりとかではなく、正副議長ばかりではなくて、それにふさわしい人を委

員会から出すなりとか、何かそういうことも含めてもうちょっと考えていただいてもいいかなと思

いました。 

○委員長（大渕紀夫君）  わかりました。いずれにしても、町長が委嘱することでございますか

ら、もちろん議会側にはきちんと相談ございますから、はっきり言えば。議会側に相談があってや

っていることでございますので。今までいろいろなことがございましてね、このような経過になっ

たわけですけれども、そのこと含めましてまず、基本的には１、２、７番については議会としては

委員を送らないと。１、２、７番、法律的なもの以外につきましては委員を出さないと。基本的に

は出さないということで、まず、町側と協議をする必要があると思います。こちらが勝手に決めて

やめたというのは、これはちょっと審議の上まずいです。そういう経過があってやっているわけで

すから。ただ、そういう意見をこういう弊害もある、こういう弊害もあるよということで、一つは

お話をすると。もう一つはですね、審議委員が掛け持つようなこと、うんと悪い言葉で金太郎飴で

どこを切っても同じ人ばかり出てくるという、それは本当に感じています。それで、それだけの審
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議会が本当に今いるのかどうかということは、審議会も新しい時代に入ったんだからやっぱり審議

会そのものも見直す必要があるというようなことを含めて町側にこのことと一緒にご提言を申し上

げると。今の時代に合わせた審議会を作るべきだろうし、また町民の意見を聞くということで言え

ば、よく言われたアリバイ的に町民の意見を聞いたんだから俺らの、町の執行部の意見というのは

正しいんだよというようなそういうことではなくてですね。実質審議がきちんと行なわれるように。

例えば、議案が早く委員の皆さん方のところに送られているのかどうかとか、そういうこともござ

いますので、十分そういうところもお話申し上げて、その上で決定していくというような手段を取

ったらいかがなものかと。それで、決算委員会のこともございますので、ここまで来ましたらちょ

っと簡単には行きませんので、正副議長、正副議運委員長の４名で町側と話をすると。決算委員会

と審議会の派遣の問題につきましてはね。そうして、間違わない形で町側ときちんと折衝するとい

うような形にさせていいのではないかと。複数でやった方がいいと思いますので。そのような形で

ちょっと取り進めて、次回なりその次の議会運営委員会の中でご報告申し上げるというふうにさせ

ていただいてはいかがかと思うんですけどいいですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。十分、今の意見、４名の方が聞いておりますので、そこで町側

ときちんと話をして詰めて行きたいというふうに思います。どうしてもという部分があるかもしれ

ませんので、我々としてはそういう考えだということでお話しを申し上げるというふうにしたいと

思います。それで、もう４時になりますので、この後その他でもう一つ、企画課からのお話しがご

ざいます。それで、７、８、９、１０につきましては次回ということにさせていただきたんですけ

どいかがでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは暫時、休憩します。４時から企画課に入ってもらって、企画

課からの提案がございますので。 

休   憩       午後  ３時５１分 

                                         

再   開       午後  ４時００分 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。協議事項につきまして

は打ち上げをいたしまして、その他の事項について何点か議論をいたしたいと思います。最初にで

すね、企画課からお話しがございますので企画課長の方での説明を願います。はい、企画課長。 

○企画課長（岩城達己君）  お手元の方に１枚のペーパーをご用意させていただきました。実は

平成１７年度、新年度事業でございますが青少年海外交流キャンプ事業でございます。これにつき

ましては３月の定例会においてご承認をいただいて事業展開しなければならないところでございま

すが、実はケネルとの交流という事業の中で来年につきましては４月２７日から５月５日の９日間、

子供達ができるだけ参加しやすい環境ということでゴールデンウィークを挟んだ中でカナダの方に

行きたいと。で、受け入れ側のカナダの方もできるだけそういう日程で来ていただいた方が、長く

居てほしいと、こんなこともございまして期間日程を一応定めてございます。で、参加対象、経費
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等につきましては記載のとおりでございますが、この参加募集にあたりまして、実は１月３１日ま

でを募集期間ということで１月の広報で募集に入りたいと。で、４月に実施するということもござ

いまして、実は１月いっぱいで募集した中で２月、３月とある程度の英会話ができるように子供達

の英語の勉強期間を設けたいとこういうような中でですね、どうしても事前に募集をかけなきゃな

らないという状況でございます。今日、お時間取っていただいた中で事前周知するという部分のご

了解をいただきたいとこう思いまして、今日ちょっと説明に伺った次第でございます。３月議会前

でございますが募集をこの後かけていくという部分のご承認をいただきたいというふうに思います。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、説明がございました内容と言いましても、内容について聞い

ていただいてもちょっと困るんです。予算が通っていない中で事前に通知することについての是非

の質問で一つよろしくお願いしたいと思います。質問ございます方どうぞ。これ、よろしいですよ

ね。全く問題ないですよね。予算通っていないからね。予算通っていないやつを、予算通っていな

いんだけれども事前に募集するという意味ですから。いや、いいですよ。内容について聞きたいと

ころ聞いてください。ただ、あまりここ変えれとか、あれどうだとかということは言わないでくだ

さい。はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  ※で主催者は生活保護世帯などの参加者については経費の２分の１を助

成しますということがあるんですけども、生活保護世帯の子供がこういうイベント的なものに、お

金はかかりますよね、半額とはいえ。参加ということに対しては、私は生活保護の条例は法律的に

わからないんですけど、最低限生活を保障するという制度ですよね。その中で海外にこういうこと

に参加するということは問題がないのかなとちょっと思ったんですけど。その点ちょっと確認した

いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  岩城企画課長。 

○企画課長（岩城達己君）  その点につきましては内部でもちょっといろいろ議論があったんで

すが、子供が行くという中でですね、やはり生活弱者と言いましょうか、生活困窮者がそういう事

情の中で子供が行きたいという部分の芽を一方的に潰すのもいかがかと。で、確かにいろいろ生活

保護世帯という位置づけは十分理解しているんですが、そこにいる子供がやはり将来まちの宝、財

産となっていきますから、やっぱりこういうところでいくらかでも支援して行ってもらいたいとそ

ういうふうな行政側の枠を広げてあげたと、そういう意図でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  そういうふうにしてでも参加したいということ、教育のことですからす

ごくそれはいいことだと思ったんです。ただ、胆振支庁とかという所でそういうことを認めるのか

どうなのかと、ちょっとその辺が心配だったんですよ。８万円というお金がかかると事前にわかり

ますよね。で、８万円というのは一人生活する分の生活費というふうになっちゃうと思うんですよ。

で、そういう部分をいっぺんに出すということに対してのね、今、貯金することは許されたみたい

だから貯金していますということなんですけど。それだけのまとまったお金をそういうことに出す

ということ自体に問題がないのか。問題がなければ私はこういうのはどんどんするべきだとは思う
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んです。芽を摘まないということではね。ただ、そういう状況下の中で行くということの、胆振支

庁との法的な関係で問題がないのかどうなのかだけ。せっかく、そうなった時に、いざ行くとなっ

た時に問題があって、それはちょっと許されませんよということになっちゃたら反対にかわいそう

な思いをさせるんじゃないかなとちょっと思ったものですから。その点をちょっと確認したかった

んですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  岩城企画課長。 

○企画課長（岩城達己君）  今の点、胆振支庁にはこの内容のところはちょっと確認していませ

んので、早急に確認して誤りのないようにだけはきちんと対応したいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員ありますか。どうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君）  ボランティア指導員というのは公募でしょうか。それとも蔵のメンバー

ということを考えているんでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  岩城企画課長。 

○企画課長（岩城達己君）  現在のところ公募というふうに考えております。 

○委員長（大渕紀夫君）  根本副議長。 

○副議長（根本道明君）  私、今回ケネルに行かせていただきました。その中で気が付いたこと

でお話ししたいんですけれども。やはり、こういうふうな事業は白老町の子供達にたくさん行って

もらうというのは前提ね。これは変わりないんです。行った方がいいな、こういう経験をした方が

いいなというふうなことは、白老の子供達、できれば希望者たくさんいればいいなというふうに思

いました。その中で、今、生活保護の人方を８万円にしますよという捉え方、これは非常にやさし

いように感じるんですけれども、逆に言ったら僕は酷な話じゃないのかなってそういうふうに思う

んですよね。確かに半分の８万円もらうんだからいいよって、表面的にはそうやって思うけれども、

その子供達の中で外国に行って、そういうふうにして補助もらいながら外国に行ったということが

生活保護だから、それをずっと引きずって一生行くのかなというふうなことになれば非常に何かち

ょっと寂しいような気がするんだよな。それであれば、そこまで子供達のことを考えてね、貧困者

のことを考えてやるんであるならば、いっそのこと奨学金制度じゃないけれども、奨学金制度のよ

うにね、あなた方、今、ここで肩代わりして町で払ってあげますから、１６万、それからいろいろ

な経費を見たら２０万払ってあげますよと、そのかわりあなた達が２０歳になってから毎月１万ず

つ返しなさいよというふうな考え方を持った方が。例えば、生活保護受けている人は例えば３００

万以下だとかいろいろあるんですけども。そうしたら４００万の人どうなると。３２０万の人どう

なるっていうふうになるよね。３００万、今、２００万ぐらいなのか、生活保護受けている人そう

なのか知らないけれども。やはり子供達の本当の将来のことを考えたら、あなた達が働けるように

なった毎月１万円ずつ２年間返しなさいよと。だけど今ね、ここで立て替えてやるからねっていう、

何かそういうふうなものがないのかなって、出来ないのかなと思うんですけどもどうですか。そう

すればもっと出たいな、行きたいなという人が、行きたいけどもお母さんに１６万くれって言えな

いしなという人方にしたら、みんな公平になるんじゃないのかなと。いや、出せる人はいいよ。出

せる方はそれでいいんですけど。 
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○委員長（大渕紀夫君）  岩城企画課長。 

○企画課長（岩城達己君）  大変難しい部分でのお答えになろうかと思うんですけども。今、ご

意見あった部分と言いましょうか、手法として例えば奨学金制度みたいなものを設けて、こういう

参加のしやすいような、将来自分が働くようになった時にお金を返していくんだよとか、そういう

部分は確かに検討しなきゃならない位置に一つはあるかなというふうには考えております。今回に

つきましはですね、これは隔年で事業展開しておりますが前回と同じような方法でスタートさせて

行きたいなというふうには考えております。ですから、今、ご意見あった部分もですね、これちょ

っと１月に周知というのもございますけども、残された期間の中でそういうことも出来るかどうか

は私どももまた再度調整を図りたいなというふうに考えております。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方。よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、予算はまだですけれども広報で出るということだけは各会派

に徹底していただきたいと思います。それでは結構でございます。ご苦労様でした。 

 それではその他２番目。先日お話ししました胆振の議長会が行なわれまして、一部のお話しが先

日ございましたけれども、短時間で５分程度で一つ議長会の中身について報告をしていただきたい

と思います。議長よろしくお願いします。 

○議長（堀部登志男君）  それでは、６日に行なわれました１６年度第３回定期総会、議長会の

管内の定期総会がございました。その中で一応、議長会総会ですので、それぞれ平成１６年度の事

業内容、それから１７年度の事業計画等々が予算を含めて話されました。その中でですね、個々の

ことについては私どものところに資料ありますので、また見ていただいて、ちょっと今まで変わっ

た状況になりつつあるということについてお話したいと思います。まず、予算面では議員数がどこ

も減ってきているということで非常に予算的には、１年の議長会の予算では管内では３３０万程度

なんですが、これは各町村でみな負担して、割合で負担するような形になっておりますけども。こ

の辺が各町村の財政事業があって予算が１０％削減されると。全体ですと５％ぐらいになるんです

けど。それぐらいの削減のような形で決めております。それで、そうした中でですね、順序逆にな

りますが次の議案では町村会の胆振管内の役員体制が、会長が追分だったんですが選挙に出なかっ

たということで空席になっております。それで、私ども選考委員長という形でその場で選考委員を

やらせていただいて、胆振東部と西部の議員が２人ずつ出て決めたんですが。新しく会長には厚真

町の河村議長ということで、これは残任期間ですから平成１９年の３月までですかな。それで副会

長には大滝の真野議長がそのままと。で、監事については西では豊浦の仲田議長、東では厚真の河

村議長が監事だったものですから、その代わりに白老町の私が監事になるということで決まりまし

た。そういう形であと残り２年間ですか、そういう形で行くと。これは西部で会長出したら、次の

時は東部というような形で交互にきていたんですけど、たまたま前回までは朝倉虻田の議長さんが

３期、我々の上部団体の道の議長会の会長ということでいたものですから、その間は議長を降りる

までずっと西部で会長をやっておりました。それで、東部は今回初めてなったんですけども。それ

も半年と言うかね、１年ぐらいで辞めちゃったものですから、次また西部の方に、東部やったんだ
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から西部と言ったんだけども、やはり東部として残りは東部でやらせていただくということで厚真

の河村議長を会長にしたというような状況ですのでご報告しておきます。そして、必然的に管内の

会長になりますと全道の議長会に行きますと副会長になるというような形になっています。それで

議長会の理事、公務災害組合議員の理事になるということで、副会長の場合は評議委員という形で

道の議長会の役員の中に入っていくという形になっております。 

 それからですね、町村議会の議長会も金がないということで議員研修会も３ヶ所でやったのを、

皆さんも聞いているように２ヶ所になるというような、そんなような方向。それで、特に１８年度

以降大幅に町村合併の状況がきますと、大幅に議会の数も減ってくるものですから、これらについ

てはかなり今後の運営については大幅な変革と言うんですかね、変更が考えられるという話でござ

います。特にその他の協議事項ということで若干お話ししますと。町村数ではですね、１８年度以

降大幅に変えなければならないと。それで、合併の今の状況なんですが、これをかいつまんでいき

ますと、１１月２６日現在で道内で３５の合併協議会をやっております。その中ですでに６つが破

談してきていると。最近また、ここ胆振管内でも破談しかけているというのがありますけれども。

もし、これが全部やられますと、今までの中でですね、現在２１２から５つ減っていますけども、

現在３４市１５４町２４村あるんですが、これが合併の協議が進みますと実際には今度２１２が１

５１町村ぐらいまでになると。実際にはもう破談しているところありますから、これ以上増えます

けどね。そのぐらいな形になるということで大幅に検討を加えていかなければならないという状況

にあるということです。そのようなものですから、あとは当面、話として出ていたのは共済会って、

何か町村議会の共済会があるんだそうですけれども、これは全国であって各支部運営になっている

んですけど、これは支部運営を廃止すると。そして、インターネットで皆さんそれぞれ引っ張って

もらうような形で。これに職員２人ついているんだそうですね。それをやめて、今まで６人体制を

今度４人体制に、道の議長会の方の人件費削減で歳入が減るものですから。それでインターネット

で情報を発信するということで支部運営を体制を見直すというようなことも取り組まれます。 

 それから、議会時報については今まで毎月発行しているのが隔月発行というようなあれがありま

す。 

 それから、全道議長会の情報もインターネットで今度情報公開されるということで、そういうよ

うなものはそれぞれの町村で情報を収得するというようなことでございます。 

したがいまして、今度この町村合併の進行状況では、今までいろいろなことやっておりました、

研修会の関係もいろいろやっておりましたけども、これらもどんどん減っていくのかなというよう

な感じでございますので、その辺皆さんも一つそういう認識でお願いしたいと。いろいろ議長会の

会長がいなかったものですから、情報的にはなかなか入ってこないで非常に苦慮しましたけれども、

今度についてはいろいろな形で議長会の動き等についてはできるだけ情報を収集して皆さんの方に

お知らせしたいという具合に思っておりますので、以上、雑駁ですけど報告に変えさせていただき

ます。資料等はありますので、ぜひ。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、議長から報告ありましたけれどもよろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（大渕紀夫君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午後  ４時２０分 

                                        

再   会      午後  ４時３６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。 

                                        

○ 閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  以上で本日の議会運営委員会を閉会させていただきます。長い間ご苦

労様でした。 

 

（閉会 午後４時３６分） 


