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        ◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） おはようございます。悪路の中ご苦労様でございます。ただ

今から議会運営委員会を開会いたします。 

 

○委員長（大渕紀夫君） 本委員会については傍聴を許可することをご異議ありません

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。早速、本日の協議事項に入りたいと思

います。事務局の方から一定のご説明をお願いいたします。スケジュール含めて。 

○事務局長（山崎宏一君）  それでは私の方から本日のスケジュール、概要を申し上げ

たいと思います。皆さんのお手元にレジメを配布してございますが、これについては１

番から１９番まで番号付いておりますが、これについては先般の議運にお いて、いろい

ろ議会改革についてのご意見が出たやつをですね、順序はちょっと不同でございますけ

どもまとめてございます。それとこの中に入っておりませんが、今日の日程の最後に３

月定例会控えておりますので、議会費、議会の方の予算ですね、補正予算で減額、補正

予算で落とす予定になってございますので、それもご説明申し上げたいという予定にな

ってございますので、このレジメの中にはちょっと入っておりませんけども、追加でそ

の他の中でお願い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

っております。 

○委員長（大渕紀 夫君） 申し遅れました。委員外議員であります、玉井議員について

は若干遅れるとの連絡が入っておりますので。それで今、局長から説明ありましたよう

に事務局の方で整理をしていただきました。本日、だいたい一日のスケジュールですけ

れども、大きい３番目の夜間議会の開催についてというのを先議いたしたいと思います。

その後、１、２番目を中心にしながら各会派のご意見を伺いながら、一定の詰め、結論

はもちろんまだまだ出せないと思いますけど、一定の詰めを今日は行ないたいというふ

うに考えております。お昼で終わるのはちょっと難しいかなとい うふうに考えておりま

すので、昼食は用意をしながら、討議の進行状況を見ながら昼食後、午後からも若干か

かるかなという感じでおります。もちろん、討議の内容によりますけれども、そのよう

なスケジュールで本日進めたいと思いますけれども、よろしゅうございましょうか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのように進めさせていただきます。最初にレジ

メの３ページの夜間議会の開催についてということで協議を行ないたいと思います。３

月議会が控えてお りますので、この点については結論を今日出すというふうにしたく思
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いますので、ご協議を願いたいと思います。事務局から説明することございましたら。 

○事務局長（山崎宏一君）  ただ今、委員長の方から話ございましたとおり、３番目の

夜間議会の開催についてということでございます。これにつきましては、日程的には、

皆さんのお手元にも今日お配りしてございますが、先般もお配りしてございます議会の

日程を含めて若干ちょっと説明したいと思っております。４日が本会議の初日でござい

まして、先般ご案内したとおり本来でありますと１０時からとい う予定になっておりま

したが、町側の方の日程がちょっとございまして１３時からということになりました。

そういう中で日程を一応予定として組んでみました。これについてはご承知のとおり、

町の方のまだ最終的な議案の件数、もちろん一般質問の件数なんかもまだ踏まえない中

での、今までのいろんな流れの中での日程を一応組んでみましたので。基本的には予定

ということで押さえていただきたいなと。その中で例年３月定例会、選挙があった年は

６月定例会ということで代表質問を実施してございます。それで今回ですね、日程表に

ありますとおり４日から開 会いたしまして、４日、５日、土日挟んで８日と。ここでは

町長、教育長の執行方針、補正予算、一般議案、また新年度の予算説明ですね、これら

を終える予定になってございます。したがって９日に代表・一般質問締切りというふう

になってございます。これについては町長の執行方針が４日になっておりますので、そ

れをお聞きした後に一般質問、代表質問の締切りということで９日の正午というふうに

なってございます。それで１６日からというふうになってございますが、この間は休会

という形で町の方で代表・一般質問の答弁調整会議が開かれます。それで冒頭と言うよ

りも、１６日、１７日、１８、１９日ということで代表２日間、一般２日間ということ

で一応予定を組んでございます。そういう中で夜間議会でございますが、これについて

は参考までに申し上げますと、平成１１年から実施してございます、夜間議会ですね。

１１、１２、１３、１４、１５と。１１年と１５年については６月定例会でやっており

ます。選挙の年でございましたので。あとの１２、１３、１４については３月定例会と

いうことで実施をしてきてございます。そういう中で今日ですね、今、委員長の方から

話出たように夜間議会の日程、また夜間議会を開催するかどうかということでございま

すが、従来までもこの夜間議会は議会改革の一環として実施して参っておりますが、中

には夜間じゃなくてサンデー議会、日曜日とか土曜日かも入るかもしれませんけども、

そういうことなんかもいろいろ協議をする中で話が出てきておりました。そういう形で

ナイター議会については、代表質問のナイター議会ですね、これを例年、今年はナイタ

ー議会を開催するかどうか、または状況を踏まえてサンデー議会等々に移行するかどう

かという議論もあったものですから、今回あえて出させていただいております。それと

また、傍聴の関係はちょっと長くなりますが、今までの傍聴の関係をちょっと参考まで

に申し上げておきたいと思いますが。１１年、これはナイター議会やっておりますが、

これは代表質問のみですね。傍聴者４３名、これはナイター議会だけというふうにお含
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みいただきたいと思います。それから１２年が４１名。１３年が３９名。１４年が１８

名。それと昨年１５年は一連のことがあったものですから１４４名ということで多くな

ってございますが、その他の以前の状況を見ますと減少してきている状況にございます。

そんな形から今回もこの日程、ナイター議会を含めて周知をしたいということで、ここ

の３番目の下の方に※で周知方法というふうに書いてございますが、町広報の３月号に

掲載する予定でございます。また、庁舎１階ロビーに電光掲示板がございますので、そ

こで日程等を含めてご案内したいと。また、例年やっております、町内会への回覧。こ

れはそれぞれ印刷物も班単位でお願いしたいということで、それぞれ枚数を印刷して各

町内会長さんから班長に届けていただいて、そこから回覧をしていただいていると。こ

んな一連の日程もあるものですから、そういう形の中で今年はどうするかということで

お願いしたいというふうに思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、局長からナイター議会のご説明ございましたけれど

も、まず、質問、ご意見伺って、今後どうするかということを正式に決めたいというふ

うに思います。ご意見、質問等ございます方、どうぞ。実施するしないということの含

めてでも構いませんので。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  ちょっと伺いたいんだけど、アンケートみたいのは取っておっ

たような気がするんですが、そのアンケートの中身はどのようになっているのかね。そ

れから、試みとして土曜、日曜というのも一度やってみる必要があるだろうと。やらな

いで、ここでああだこうだと言っても始まらないんでね。一度、経験として土曜、日曜

はどうなんだろうということも、今回の場合はちょっと無理だと思うんだけども。今回

はナイターでやるとしても、一度試みとして土曜、日曜というのもやってみて、その比

較においてどちらかにしようというようなことも必要じゃないかなと思うんですけれど

も、どうでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、加藤委員から今、ご説明あるようなことが出ました。

アンケートの結果についてはわかりますか。はい、事務局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  アンケート調査の内容はですね、必ずしもナイター議会の

みのアンケートではございませんので、議会全般のお気づきの点とかですね、そういう

ものを中心にしているものですから、ナイター議会については例年、結果的にはもう１

１年から実施してきております。今、思い起こしますとナイター議会を開催した初めの

年ですね、その時は随分来ていただきましたし、また、来た方のアンケート調査の中で

は、日中来れなくてナイター議会だから来れたというようなご意見もございましたので

ね。そういうことも含めて今までも続いているということでございまして、毎回、アン

ケート調査してございますが、夜間議会に限ってだけしていないものですから、ちょっ

とここで具体的なお話は出来ないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） サンデー議会等々も今後考えてはどうかというご意見もござ
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いました。これについて、委員の皆様方のご意見ございましたらどうぞ。吉田正利委員。  

○委員（吉田正利君）  加藤委員の発言ございましたが、今回の場合は前回の夜間議会

との関連もありますし、新年度についてはナイターを実施することにした方がよろしい

んでないかと思います。ついては、今回のナイターへ出席される傍聴者につきましては、

サンデーについてはいかがかなというふうな一項を一つアンケートの中へ入れてもらい

ましてですね、そのデータを取ってからお互いにまた再協議した方がよろしいんでない

かというふうに考えてます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他。ありませんか。無ければ、今のご意見もそうなん

ですけれども、今回はナイター議会で実施をすると。今後については、アンケートも取

りながら来年度に向けて検討するというのが大方の意見、今、出た意見ではそのように

理解をしたんですけれども、そういう方向づけ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。じゃあ、確認をいたします。３月１６、１７日につい

ては、これはまだ正式なものではございませんけれども、ナイター議会を実施すると。

代表質問のみですね。そう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） はい。会派の順序。これは先日くじで決めたやつですね。こ

れは先日決めたものでございますので、この順番はよろしゅうございますね。あと、周

知の方法なんですけれども、事務局どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） 今、委員長の方から話出たとおり、１日目、１６日ですね、

これについては１番、２番、３番までの会派と。それから２日目の１７日については４

番、５番の会派ということになろうかと思います。それと周知の方法の中の一つでです

ね、従来までこういう形でやってきておりますが、先ほど話したとおり、傍聴者も減少

してきているという状況にございます。それで、他の町なんかもどのような形でナイタ

ー議会やっている所もありますし、またはサンデー議会、これは鵡川町だけなんですけ

れども、やっている所もございます。人数はちょっと別にしまして、やはり減少してき

ているというのが実態のようでございます。そういう中で他の町でですね、議員さん方

にもお願いをして、もちろん、こういう広報に入れたり、回覧したりというのはそれぞ

れの町でやっておりますが、各議員さんから２人、でも３名でも声をかけていただいて、

この日程も含めて傍聴にいらしていただくようにというようなＰＲも他の町でも積極的

にしているようでございますので、本町の議会としましても機会ございましたら、ナイ

ター議会ばかりじゃないんですが、今回、今、ナイター議会だけの話なものですからナ

イター議会の話をしておりますが、傍聴にお誘いをしていただければなというふうに思

います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、局長からございましたように、議員が積極的に呼びかけ
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て町民の皆さんに来て、聞いていただくということの周知の方法の中で一役を担うとい

う、これはもっともな話でございまして、ぜひ、各議員さん、町民の皆さんに呼びかけ

て参加をしていただくようなことで考えていただきたいというふうに思います。３番目

の夜間議会については、以上のような結論でよろしゅうございましょうか。 

                            ［「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。じゃあ、３番目については、今、お話をし

たような方向で実施をするということで結論を出しておきたいと思います。どうぞ、局

長。 

○事務局長（山崎宏一君）  ちょっと言い忘れました。すみません。今の中でですね、

１番から５番まで先般の議運で順番決まっておりますが、従来までは町内会の回覧にこ

の順番は実は入れてなかったんですね。 というのはですね、各会派でそれぞれあると思

いますけども、無い場合も有り得るということで入れてはいなかったんですが、無い場

合は別にしましてね、一応、１６日は１番、２番、３番までの会派が代表の質問の予定

ですよと。１７日は４番、５番の会派が代表質問の予定ですよということで、今回、出

来ればそれをちょっと入れておきたいなと思ってますので。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それは構いませんね。入れた方がもちろんいいと思い

ます。それでは３番目の協議事項については以上のような結論で進めたいというふうに

思います。次に１番、２番 、その他が１９番までですか、ございますけれども、特には

１番、２番が中心になるとは思うんですけれども、各会派で一定の議論が行なわれたと

思いますので、特に１番のことにつきましてはいろんな意見を各会派で議論された中身

をですね、今日はちょっと皆さんにお聞かせ願って、そして方向づけを少し煮詰めてい

きたいというふうに考えております。議会報告会の問題につきましては、前回、本吉町

でしょうか、宮城県で行なっているというふうなことで若干の資料も私も見せていただ

きましたけれども、実際はやっぱりこれはなかなか考えているほど簡単なことではない

ようでございます。議員のエネルギーもそうですけれども、どこまで議員がやるべき仕

事なのかと。町の代わりに要求聞いて、答えを出してあげるということがね、そんなこ

とが必要なのかどうかということを含めてですね、先日、議論されました意見要望が出

た時の対処の仕方、こういうこともいろいろございます。そういうところを含めて、先

にちょっと各会派のご意見を伺いたいというふうに思いますのでよろしくお願いしたい

と思います。それでは町清クラブさんから。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブの加藤でございます。いろいろと議論をい たしまし

た。結論的にはやるべきだということです。それから、本吉町は４月でしたけれども、

町内会主催の町政懇談会と言うんですか、あれが秋。予算の前に要望事項等があるもの

だから、その頃にやるんだろうと。それで、その時期にやるのはいかがなものかと。そ

れで、予算が３月の議会終わった時点での予算の結果を含めて町民に知らせるためには、
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４月の上旬辺りがいいんじゃないのかとこういうことでございます。そのためにはいろ

んなルール作りをする必要があるだろうと。それは今後の問題ですが、そこまで深くは

まだ。いろんな議論は出ましたけれども、結論的なものは出してはいません。やはり、

きちんとしたルール作りをして、それに基づいて発言とかいろんな問題が、個人攻撃だ

とかそういうことじゃなくてきちんとした議会としての姿勢というものを示すべきだと

いう話は出ました。具体的な中身については今後皆さんと協議していかなければならな

いことだろうと思います。結局、中身のことについては具体的にですね、これからの詰

めしかないと思うんですね。今、これがいいということになって行くと、来年の春先ま

での検討事項になるものですから、それまでいろいろと議運等で検討してはいかがかと

こういうことで終わっております。個々のことについては、まだいろいろあるんですが、

それは項目としていろいろ出てますね。ですから、その時点で意見を申し上げたいと思

うんですが。大きな１についてはそのようなことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会報告会についてのご意見ということで最初やります。そ

うでないとちょっと全体というわけに行かないですね。続きまして新風さん。 

○委員（吉田正利君）  議会報告会については、前回の場合、昨年の場合は特に町を揺

るがす大きな問題がございましたので、これは非常に目的的には達成され たと思うんで

すが。今後の体制については、やはり町の重要案件が発生した時点で必要であれば行な

うべきだと。定例的な議会報告というのは、これはいろいろな経過の中で改質的に行か

ないものがあるんじゃないかと思いますので、私どもの方は昨年発生したような、重要

案件が発生した都度、必要であれば開催する方向が妥当だろうと。通常であれば、定例

的なものについては一応、今回の場合は私どもは必要ないんじゃないかという考えでご

ざいます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。新政さん。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政は議会単独で開催すべきという意見が最終的にまとま

りました。内容的には町清さんが言っていたような中身も付随して問題が付くだろうと。

だから、やっぱりきちんとした開催要綱というのをきちんとまとめるべきだと。少しう

ちの会派は具現的な話になりまして、定期開催ということを念頭ですから、年のいつぐ

らいがいいんだろうとか、それもやはり町清さんから出てたように、町連合のやはりま

ちづくり懇談会があると、この辺の精査もお互いにやっぱり議会の役割の中で開催の要

綱の中にきちんとして明文化しないとごちゃごちゃになっちゃうだろうと。だから、そ

れも含めてやって開催すべきという意見であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。公明さん。 

○委員（吉田和子君） 私たちの会派でも話し合いまして、新風さんと同じなんですが、

テーマがきちんとしてこないと厳しいんではないかと。これから本当に町民の声を聞か

なければならないこと、そういうことがどんどん起きてくるだろうと。そういった時に
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議会として意見を聞く場をきちんと設けるべきではないかと。定期的なものになると、

先ほどもちょっと意見がありましたけれども、議会は広報も出しておりますし、ただ、

広報は一方的なものですから皆さんの意見を聞くということはなかなか出来ないんです

が、広報という大きな一つの全世帯に配られているというものがありますし。それから、

ただ皆さんの要望を聞くことでどこまで議会が対応出来るのかということも含めて、定

期的なものはやはり広報だとか会派だとかで行なっていけばいいんではないだろうかと

いうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところですけれども、共産ですけれども、これは実施す

べきという意見にまとまりました。なぜかと言うと、町民の意見を議員が出ていって聞

くという必要性、ここが今、議会が変わって行かなくてはいけない部分ではないのかと。

ですから、要望が出た、その処置の仕方についてはいろいろ議論があると思います。そ

このところはやはりルールをきちんと決めて、議会が全部背負ってしまうとかね、そう

いうふうにはならないだろうと。ただ、そういうことを繰り返すことによって町民の皆

様の民意が上がると、向上すると、そこがとても大切ではないかという議論になりまし

た。だから、要望を聞く会では決してないと。議会が白老の中でどういう役割を果たし

ているのかということをきちんと町民わかってもらうね、そういう場が必要ではないの

かなということなんですよ。で すから、町民の方々が本当に議会を理解し、議会が町と

きちんと協議をして町政全体の運営をしているんだというようなことが分かり、その時

にきちんとした姿勢で議員がいられるというのは、やはり町民の声がバックにないと駄

目だろうということで、私たちはぜひ定期的に開いて町民の中に議会入るべきというよ

うな結論でありました。参考のために委員外議員の両名の方のご意見、もし、ございま

したらお尋ねをしておきたいと思います。どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 私もいろいろな町民の方にお話を聞いたりしまして、そ

の中でぜひ実施してほしい という意見が多数いただきました。その意見の中で一番ポイ

ントになったところが、町民が今、何を町のことで重要だと思っているのか、そういう

ことをぜひ議員の方々にお話したいと。議会で重要だと思っていることと、町民が重要

だと思っていることのずれがあると言うんですね。なぜ、議会で重要なのかということ

も反対に教えてほしいし、また町民がこれはぜひ重要だから議会で取り上げてやってほ

しいということを聞いてほしいということで、ぜひ開催してほしいという意見でござい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、ございませんか。いいですか。一定会派のご意見が出さ

れました。意見が必ずしも一致しているということでございませんので、若干、もし、

議論が必要であれば、それぞれ忌憚なく一つ出していただいてね。これはやっぱり一致

しないと出来るものじゃございませんので、ぜひ、いろんな考えを出してみてください。

加藤委員どうぞ。 
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○委員（加藤正恭君）  町清クラブの加藤ですが、先ほどちょっと説明が漏れている部

分が私自身もあったんですが。名称は別にして、議会報告会的なものを開くというのは、

要望事項があるから開く、要望事項が無ければしないというようなことであってはなら

ない。例えば４月にやるとすれば、予算が通りました、こういう方法で今年１年間やり

ますと。したがってという考え方でそれを町民に説明する。これは議会の立場として実

質的にやるわけでございまして、町民の要望があったからやるとか、無かったらやらな

いんだとこういう性質のものではないということをきちんとわきまえての議会報告会で

あってほしいというふうになるとすれば、やはり積極的に、定期的にというのが妥当か

どうか別にしても、ある程度の目処は決めて、予算の終わった後にやるんですというこ

とでやるべきだと思います。その点がちょっと私にも 言うことが欠けていたものですか

ら申し上げておきたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方、ご意見ございませんか。あんまり、何と言い

ましょうか、コンクリートされているものじゃございませんのでね、思っていることを

ちょっと議論した方が、議会の場ですからその方がいいと思うんですけれども。後でこ

う思ってたんだっていったら、やるにしてもやらないにしてもそうなると困りますので

フリーにどうぞ。正副議長もありましたらどうぞ発言してください。私もね、今、加藤

さんが言われたことはもっともだと思います。要望聞くために開くんじゃないんですね。

これは議会が主体的に開くものでから、要望聞くために開くものではないと。それは根

本的な認識として私もございます。ただ、同時に入っていって要望を聞くんじゃなくて、

町民の意見も十分伺うということはその中に要望も入るでしょうけれども、そういうこ

とが必要ではないかのかなというふうに感じてますよね。もうちょっと詰まったふうに

していかないとちょっと。このまま多数決で決めるとかという性格のものではございま

せんのでね。どうぞ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  その点についての新風と公明党さんの考え方、ちょっとお聞き

したいんだけどさ。要望があるからやる、そうでなければテーマが決まらないからあっ

ち行ったり、こっち行ったりしちゃうんじゃないのかという、そういう心配だと思うん

だけども。その辺りはどのように。今、我々が要望に応じてやるんじゃないんですよと

いう考え方についてはいかがなものでございましょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  今、加藤委員の発言に対する一つ考え方なんですが。基本的に

はをの通りだと思うんですね。もし、やる方向性が決まれば全くその通りだと思います。

ですから、やってほしいからやるのかということでは僕はいけないと思うんですね。や

はり、議会の活動に対する報告ですから、やっぱりそれは主体性は議会にあるわけです。

その通りだと思うんです。それについては議論ありませんです。ただ、私は一つこの議

会報告の、先ほどテーマを、ルールをきちんと決めてというご意見ありましたので、も
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し、これを実施するとなると非常にその点は重要なことだと思うんです。例えば予算後

に議会報告した時に町民の皆さんは、例えば予算の意味で考えた時になぜこれを予算化

出来なかったとか、これはどういうふうになってくる と、非常に難しい回答になってく

るんじゃないかなと。理由を皆さんにご報告しなければいかんというようなことも出て

くると思うんでございます。ですから、そんな意味で私はやはりの議会報告の最大の要

件というのは、町民が共通の課題を持って、そして例えば町村合併とか、大きな財政の

捉え方とか、そのように全町民が同じ共通の課題に立って、これだけはということにつ

いてはやっぱり当然自主的に議会もやるべきだと思うんですが。やはり何か日常の議会

報告、そのまま詳細を報告するような体制を取るということはいかがなものかなという

ことで先ほど意見を述べました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君）  私はやる以上はやっぱりきちんと定期的にね、きちんとしたも

のをやっていかなければならないというふうに思ってます。ただ、やっぱり、やる前に

いろんなことを考えすぎるのかもしれませんけれども、本当に内容によっては議会とし

てのものなのか、行政がやるべきものなのかということもありまして、それから、町連

合でもやってますよね。そういういろんなことを含めていくと、持って行き方が大変難

しいだろうというふうに思ってます。だからちょっと、テーマがきちんとした中でと、

私たちはやっぱりそういう結論だったんです。きちんとしたテーマを持ってやらないと

ぼけてくるし、本当にせっかく来てもらったのに・・・。こないだはテーマがあっても

ああいうことになったわけですから、よっぽど本当の町民の方々の意見を伺うというこ

とは大変に厳しいものがあると思うんです。いろんな考えの方がおりますのでね。です

から、その面を含めて、私はやっぱりテーマがきちんと無いと。だから、定例的に報告

会をやることにきちんとしたテーマがあって、それがきちんと出来ていくならいいんで

すけども、ただここの内容的なものを見ても、どこまで私たちがやるべきものかという

ことを、私はまだちょっと私の中でまとまってませんからあれなんですけど。やっぱり

私はきちんとしたテーマがあると出ていきやすいなというのは自分の中にあったもので

すから、そういうふうに考えておりましたけども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方。はい、委員外議員の玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 総合的にですけどね、議会改革だから当然いい方向に改

革していく、これが一番の目的だろうと思います。ただ、今ですね、例えば役場職員、

それから議会、町民とこう３段階あるわけですが、役場と議会は当然、議会今までどお

りやってますからそういう関係はわかります。しかし、議会と町民の間でですね、議会

がすべきことは当然わかっている。しかし、町民がどこまで知るべきなのか。それは全

部知ってくれるに越したことはない。そこまで行けば最高ですね。しかし、それまでは

当然無理だよと。然らば、どの辺までやるべきなのかというね、定かでないけど私自身
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も。この辺の見解がね。決めることも出来ないけど。でも、町民が要望しているからと

言って、私たちは当然、こういうふうにこうしますと言っ て、執行側でないから答えら

れないですね。その辺がどこまで答えられるかという問題があるんです、まず一つ。こ

れは壁ですよ、一つの。だから、今まで議会やっているように、町側はここまでやりま

す、例えばいついつ、何年までやりますという答えが出せるんなら別ですよ。これを出

せない限りは、これは無理だと思うんですよ。その答えも出せれて、そして、みんなと

仲良くと言うか、この町の発展のためにやるというんであれば、これはとことんまでや

ると思います。しかし、それが出せない。結局、簡単に言うとうやむやになって終わっ

てしまうということになりえないと僕は思うんですね。だから、先ほど新風さんの吉田

さん言われたように、何か課題があって町民を話し合いをするというんであれば、こう

いうふうにしましょうということはお互いにやれると思うんですね。それ以外のことで

あって漠然と、例えば予算のことなんか特に問題だと思います。収集つかなくなる。そ

うしたら、何のために議会報告会やったのかというまた批判になる。これなら、足引っ

張りになるから、問題があった時にやるべきでないかなと、私はそう思います。以上で

す。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員、どうぞ。 

○委員（山本 浩平君）  私も個人的な意見として述べさせていただきたいと思います。

今の玉井議員さんもおっしゃられたことと同意見になると思うんですけども。非常にや

ることによって、議会側としてのリスクが大き過ぎるような結果になってしまうんでな

いのかなと。それはやはり、先ほど言われたように答えが出せないということに対して

の、住民側のフラストレーションもあるでしょうし、我々もまた言いたくても言えない

んだというような場面が出てくると思うんですよ。今、白老の議会はいろいろ議会中継

等もインターネットで見られるですとか、そういった形の中でやってますし、先ほど議

論に出てました３番目の議題の中でも夜間議会、あるいはサンデー議会に関してどうし

ようかとかと、こういったところで今、政治的な無関心という部分もあるんでしょうけ

れども、傍聴の人たちが少なくなっているというお話もございました。まず、その辺を

どうやって来ていただくかということを先に努力して、やるべきじゃないのかなと。今、

報告会をやるということに関しては議会としてのリスクが私は大きすぎるので、私は個

人的な意見を述べさせていただきますけど、定期的なものに関してもやるべきではない

という意見を持っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員、どうぞ。 

○委員（谷内勉君） まず、個人的な意見ということで捉えてほしいんですが、今、山

本委員が言われたように、確か、今言った３月の定例議会終わって、予算関係の問題が

出てきた場合に、確かに今言った収集がつかなくなるということはかなりのリスクを負

う形になると思います。ですから、その面においては非常に定期的というのは該当する
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かどうかわかりませんけども、いずれにしてもやはりこういう会を持ってね、皆さんの

意見を聴取する、または報告するとそういうことは絶対必要かな と、そういうふうに考

えてます。それともう一つはですね、年明けまして、やはり町民の皆さんと会った時に、

その時に報告会はどうですかという、そ ういう話はやはりちらっと聞こえてくるんです。

ですから、やはりそれだけの関心があるのかなとそういうふうに考えてますので、定期

的とは言わないまでも報告会は間違いなくやらないきゃならないだろうと、そういうふ

うに考えてます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  定期的ということもあるし、それから４月か５月頃となると予

算議会が終わった後だから予算の問題がテーマになるだろうというだけであって、予算

のことを定期的にやるとこういう意味じゃないんですよ。どっちみち３月議会が終われ

ばすぐですから、今年の予算はこうだああだという問題がテーマとして出てくるだろう

ということで言っただけであって、予算だけをやるんだとこういう意味じゃないことを

ご理解いただきたいと思う。それから、パーフェクトに最初から完全なものばかりを望

むとこういう議論になると思うんですが、いろいろ試行錯誤してやってみなきゃわから

ない面も非常に多いものだから、やってみるということ、そして町民にいろんな自分た

ちの議会議員としての考え方を述べる、または聞く、そういう人間関係が非常に私は大

事だなと思っているんですが。ですから、テーマがあるとか無いとかという、確かに個

人的な、中傷的な問題も出るかもしれないから、そこはきちんとしたルールを設定して

くださいよと、こういう釘を刺しているですが。だから、お互いにざっくばらんに懇談

会的なものに持っていくということも時には必要じゃないのかなと。議員と町民が話し

合う場を作るというふうなものから出発して、徐々に政治的にも高めていくと。お互い

に意識的にも高めていくようなふうに持っていか なければ。最初から決まりきった議会

と同じようなルールを作って、３回しか質問したら駄目ですよとか何とかって、そうい

う煩わしいことはやめて懇談会的なものに持っていってから出発していくような方法。

そういう姿勢を町民に対して議会議員は皆さんとこういう機会を設けようとしているん

だよと。そういう姿勢を町民に植え付けると言ったら失礼ですが、姿勢であるというこ

とをわかってもらえるだけでも非常に政治的にも関心が高まっていくんじゃないのかな

と。そういうところが今まで無かったものですから。後援会でそれぞれ自分を支持する

方々との懇談はあるかもしれませんが、それ以外の人との接触というものがあまり無い

とすれば、そういう機会を作って関心を高めてもらう。そういうことが議会傍聴に繋が

っていくんじゃないのかなと、このように考えるものですから。最初から完璧なものを

期待すべきじゃないと思いますよ。だから、徐々にそういうふうに高めていくような、

試行錯誤しながら、反省を踏まえてやるべきだなということでぜひ私はやっていただき

たいと。以上です。 
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○委員長（大渕紀夫君） 議長どうですか。何かございませんか。 

○議長（堀部登志雄君） 特に皆さんの今のいろんな会派なり、個人的な意見を聞いて

いると、もっともな話でこれをどちらかにというようなあれがなかなか話は出来ないん

ですけど。やはり、お話を聞いている中で町民の中に議会として出ていって、いろんな

形で話し合いをすべきだというもっともな考えもありますし。また一方では本当にきち

んと大きなテーマも無い中で行きますと、お互いただ要望をぶつけ合うだけで終わって

しまうというようなね、そんな形の中で終わるのもこれまたなかなか本質に行かないな

というような感じもするので、これはやっぱりじっくり話して、お互い納得した上でや

るべきでないかな と思いますけどね。どっちだ、こっちだって一気にここのところで話

して結論出すというあれでなくね。私、一番先にこの話し出したんですけども、本当に

前回あのような大きいテーマの中でやって、私なりに感じた中では非常に議会本来のし

くみなり何なりというのは、非常に町民の方があまりにも知られていない部分が多分に

感じられたものですからね。やはり、そういったものも含めて議会とは本来どういうも

のかというものを町民の方に議会の状況を報告した中で、そういうのを知ってもらうべ

きだなという具合に感じたんです。たまたま、前回みたいな大きな報告すべきテーマが

ありましたので、非常にそういった面では入りやすかったですけども。今、いろいろな

意見が多々出ているように、大きなテーマが無ければ、今、議会がこういう具合に終わ

りましたという形だけの報告ですと皆さん心配されている部分も十分考えられますので、

その辺は本当にぜひ皆さんその辺十分煮詰めた上で実施する、しない決めていただけれ

ばなという具合に思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  いろいろと試行錯誤して心配ばかりが先に出るんですが、委員

長、副委員長でもしあれだったら本 吉町に行ってですね、恐らく本吉町もそういう問題

で悩んだんだろうと、悩みがあったろうと思うんです。１回目や２回目、３回目くらい

まではね。わかりませんけど。それをどのようにクリアしたか。なるべく、そういう失

敗した例も恐らくあったろうと思うし、混乱した状況もあったろうと思うんですよ。そ

れで、それらをどのようにクリアして、現在どうやっているのか。まだ２、３年しかや

ってないようですから、その辺りも少し先進地として勉強してくる必要も、情報として

ですよ、あるんじゃなかろうかと思うんですけども、その辺りどうですか。ここでいろ

いろ心配ばかりしてても始まらないんですよ。いや、始まらないと言ったらおかしいけ

れども。ですから、向こうも恐らくそういうことで悩んで、「いや、これはまずかった

な。失敗したな。」ということもあったろうと思うので、それをどのようにクリアした

かですね、その辺りも先進地としてですね、もうおそらく２、３年やってますからね、

その辺りの勉強をされたらいかがかなと思うんですけれどもね。どうでしょう。ここで

井の中の蛙で、ああだこうだって心配ばかりしてたって始まらないと思う。 
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○委員長（大渕紀夫君） 実は私もそのようなことを含めて考えておりました。それで

まず、じゃあこの資料を配ってください。なぜ今のを配布しなかったかと言うと、本吉

町の資料を見ますとそれにとらわれてそれでの議論になりますので、私は白老町議会と

して決めるべきものだと思っておりますから。それで、今の加藤さんの意見はもっとも

ですから、資料を配ります。そういう議論があった前段がちゃんとあって、その上で見

るんならいいんですけどね。これを先に見ちゃうとこれにとらわれてこれがどうのこう

のとなるんですよ。それは僕は違うとちょっと思ってたものですから、まだ配布してお

りませんでした。 ただ、ちょっとだけ局長と話をしたんですけど、ちょっと本州なもの

ですからね。議運で行けないものなのかなということも含めてちょっとお話はしてあり

ます、実を言いますと。やっぱり視察行ってね、きちんと学んでくるということは私は

とても必要だというふうに思ってました。ただ、今の財政事情では本州まで行くのはど

んなものかなって、ちょっとそこら辺が心配だった。全員で行くとなるとかなりの人数

でございますけどね。 

○委員（加藤正恭君）  いやいや。だから全員とは言わないのでね。テープを取ってく

るなりね、何かそういうことでも結構ですから。全員というわけにはいかない、財政状

況から言っても。だから、向こうの人とざっくばらんにそういうお話をされてきたらど

うかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは資料配布しましたので１０分間、１１時まで休憩と

いたします。 

                       休  憩               午前   １０時５１分 

 

                       再  開               午前   １１時０３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。本吉町の報告会の説明

資料というのと、これは調査結果報告書となってますけれども、今、皆さんにちょっと

資料としてお渡しをいたしました。それで、皆さんの中から出てるご意見、もっともだ

と思いますし、私自身も早急に結論を出そうというふうには考えておりません。出来れ

ば実施するにしても、しないにしてもですね、もうちょっと揉んで、そして我々も勉強

して、そして結論出したいというふうに思っております。それで、先ほど加藤委員から

本吉町に行ってみてはどうかというお話がございました。実は私もそういうふうに考え

ていたんですよ。ちょっとだけ局長ともお話をしました。お金の問題もございますので、

ただで行けるわけじゃですからね。ちょっと今、相談しましたら議会運営委員会として

行くことは４月になれば可能だというお話があったんですよね。私は正、副で行くより

も、委員さん皆さんが行かれてね、そして聞けるところを全部網羅して聞いてくると。

これはやっぱり体験するという方がいいと思うんですよね。開かれている時行ってもし

ょうがないと私は思ってます。議会が議会に行くわけですから。そうじゃなくて、議会
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にきちんと要請して議会に行って、向こうの議運なりの方々にきちんと聞くというよう

な形がいいんではないかと。新年度予算になりますとね、もう定例会始まりますので、

３月２４日まではなんぼ頑張っても無理です。３月２４日からは今度、この後議論にな

る専決処分等々の問題が出てまいりますので、たぶん新年度になるしかないですね。そ

の時点で本吉町にちょっと行ってみてはどうかと、議会運営委員会としてですね。もち

ろん、これは議長にお願いしないくちゃいけないんですけれども。そんなようなことも

考えておりました。そのこと含めて意見を頂戴したいと思います。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  本吉町はいいんですが、本吉町だ けでなくて道内でやっている

所があるのかどうか。無いんですか。道内でこういう報告会をやっている所があるとす

ればですね、必ずしも本吉町が、地方議会人ですか、あれに載ったから我々本吉町、本

吉町と言っているんだけど、道内だってやっている所あるんじゃないのかなと思うんだ

けど。その辺りと、それから例えば宮城県まで行かなくたって青森まででもいいしね。

そういう所があればですよ。だから、そういうことを含めてもう少し検討してみたらい

いかと思うんですけどね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ。山本委員。 

○委員（山本浩平君）  私はですね、やるべきかやらないべきかというのはもっと議論

を深めて、やると決定した段階においてそういった形で研修に行ってお話を聞いてくる

というのは意味があると思うんですけれども。今の段階においてやるのかやらないのか

分からない状況の中でお話を聞きに行くと、そういう必要があるのかどうなのかとこの

ように感じます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方どうぞ。私が今、視察のお話をしたのは

ですね、こういうことなんです。今、山本委員の言われたことについて反論するわけじ

ゃとございません。それは一つの考え方として十分成り立つと思います。ただ、先ほど

加藤委員が若干申されましたけども、どういうリスクがあって、どういう困難があって、

どうしてここがやったのかと。もちろん、やることを前提に行くわけじゃございません。

その中で非常に厳しい状況があれば、これはもう止めるということもあるかもしれませ

ん。そういうやる、やらないという前に私は行くべきだろうと。逆な発想なんですよ。

そのことでの大方はやってないんです。皆さんご承知のとおり、胆振管内でもどこもや

ってません。やっている所が圧倒的に少ないわけですから、そこでなぜそういうふうに

やったのかと。町民が何を望んでいるのかと。こういう細かい要望を出して、議会が答

える必要があるのかとか。そういうことをやっぱり聞いて、これはやっぱりやっても、

どうもうちの町には合わないと。逆に言うと、なるほど、ここをこういうふうに改善し

たら我々の町でも出来ると。そういう判断をするための、私は視察だというふうな理解

でございます。ですから、やると決めたらですね、これはやり方を学びに行くだけです

から、文章でも何でも構わないと思うんですよ。決めちゃったらね。だけど、今は決め
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る時、ここが一番大切なことなものですから、そこでのノ ウハウと言いましょうか、経

過をきっちり学んでそこから教訓を得てやるかやらないかと決めるべきではないかとい

う考えで、私はそういうことで視察に行ったらどうかというお話をしたということであ

ります。他の方どうでしょうか。副委員長ございませんか。どうぞ。 

○副委員長（熊谷雅史君）  現実の手法論にもそういう部分のところでイメージを描か

なくちゃいけないのかなという議論に今、進んでいるのかなというふうに思っているん

ですけど。やはり、この議会運営委員会でちょっと後戻りする議論になるかもしれない

んですけどもね。やっぱりこの報告 会を開催する意味合いが本旨がどこにあるのかとい

うのだけは、やっぱり確認取っておいた方がいいと思うんですね。ただ、やはり我々の

資質の向上もその中にあるわけだし、この資質向上を無くして開かれた議会は僕は無い

と思うんですよ。だから、この手法としていろんな取り組みをしている議会の視察も僕

は必要だと思う。許されるなら。だから、僕はこの問題についてはやはり白老町議会が

どういう議会であるかということの確認も含めてね、この問題に固執して行くんだけれ

ども、その辺もとらまった感じの視察になればいいのかなと。その後にどうするかとい

う議論。ただ、やはりそういう意味合いで見ないと、ただ実施例で見ちゃうとちょっと

まずいのかなというふうに僕は感じてますね、今。ちょっと意見と言うか、まとまりな

みたいですけど、すみません。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。委員外議員、玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） この報告書を見てるとですね、こればかり言うわけでな

いんですよ。もちろん、視察に行くことも今、暗中模索の状況だからそれはやぶさかじ

ゃないと思います。ただ、これを見てるとね、昔の町政懇談会と同じような結果になっ

ていると。それをなぜ町政懇談会も テーマを決めてやるようになったか、これはもう改

革してやってきたと思うんだけど。時間的にもきりがない。皆さんの話をただ聞くのが

多い。ここにも何項目ですか、２２５件もあって、このことをまとめたことについては

素晴らしいことだと思います。しかし、今言ったように、昔の町政懇談会のようなこと

であればですね、町内会サイドであってもそのことを廃止したわけですね。結果的には。

それを今の進んだ議会が同じことをぶり返してやるきなのかなと。いやいや、報告会を

やる、やらんはまだ決めてませんよ、私自身はね。しかし、そのようなことが果た して

必要なのかどうか。これが町の発展に繋がっていくのか。そして議会改革なのか。この

辺の議論だと思うんですよね、根本的に。だから、視察に行くのも良しだし、検討する

ことも良しだけども、これを見た限りではそういうふうに思われます。ですから、果た

して本当にこのことについて勉強した結果が議会改革に繋がって、報告会をやることに

よって議会の資質が上がって、そして町の発展に繋がっていくのかどうかというのが、

どうも疑問に感じます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田委員。 
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○委員（吉田和子君）  白老町議会として、この報告会を どうするかということを今、

議論していると思うんですね。さっき、委員長おっしゃったように、宮城県の本吉町で

すか、私、今、ずっと開催主旨読んだんですけど、こういう主旨だとそういうことにな

るだろうなとちょっと思って。今、報告書見るとね。議会に対する批判、意見、提言等、

町民の声を直接かつ広く聴取をすると。こういうことだったら、どんどん出てきますよ

ね。やっぱり、どういうことで本吉町がやるようになったかということもわかりません。

この報告会見てもわかりません。私たちが今、この場で悩んでいることはそういうふう

に成りかねないだろうということを一番悩んでいるわけですね。本吉町がこれでいいと

いうふうに思ってはいないと思うんです。やってみたところで。だから、私は白老町と

してどういうふうな方向性でやっていくのかということをきちんと議論した上で、やる、

やらない結論出す前にやっぱり私は行って、現場で私たちの思い、こういうところ、向

こうは向こうのいろんな思いがあると思うんです。実際にやった上での反省、それから、

これからのこと。それから、もしからしたらすごいいい提言があるかもしれないと思い

ます。だから、ここを参考にしてたら私もさっき玉井委員がおっしゃったように、やっ

ぱり問題多すぎるなって。これは意味ないな、やっぱりテーマがきちんとないと駄目だ

なと、なお、より一層そういうことを思ったんですね。だから、一回一回の議会報告会

にきちんとテーマを持てばいいんじゃないかって私は思ったんですよね。そういうこと

を同時にやった所の、やっぱりやった意味というのはあると思うんです。そして、やっ

たことで問題点をきちんと捉えていると思うんです。それときちんと声で聞く、文章に

なってこういうものだけで見てあまり批判しては、評価してはいけないというふうにち

ょっと思うんですね。 だから、そういうことも踏まえて、ただ、私たちとしてはきちん

としたものを踏まえていく。だから、私たちもどんどん自分たちの考えたこと、悩んだ

こと言ってそういういい意見交換が出来ればいいなと。それは、さっき言ったように本

吉町ばかりではなくて、先進地でやっているところをやっぱり聞くべきだろうと。現場

の声というのはやっぱりすごいものがあると思うんですね。そういうふうに踏まえてや

っていく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） 私、初めにね、この資料を配布しなかったという話をしたで

しょ。それは必ず こういう意見になるんですよ。これを出すと。僕は違うと。これが駄

目だったら、じゃあ白老でどうやればいいのかということをここが考えなかったら何も

前進しないんですよ。改革というのはそういうことなんです。だから、私はこれがいい

なんて思わないし、これを手本にしてこの通りやろうなんて全く考えてませんから、私

は。やるって言ってますけど、会派ではね。だから、これを見たらね、こっち報告書、

僕はこんなものは議会なんか作るべきものでは全くないと思ってますから。なぜ、こん

なことを議会がやらなきゃ駄目なのと、おかしいよと、僕はそう思ってますから、はっ

きり。私たちがこれをもし、やるような方向だったらこんなことやりませんよ。僕はや
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らないという意見出しますよ。ですから、そういう視点で一つ議論をするということが

大切だろうというふうに思ってます。他、どうですかね。たまたま今、どなたも向こう

居ませんのでどんどん一つ。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  私もこれを初めて今、見せてもらってね、これは議会に対する

要望ばかりでね、これでは我々の目指す議会改革ではないなと思っております。それで、

今まで議論された、これはおかしいんでないですかということを 我々も向こうへ行って

ね、例えばそういう機会があったら、議会の皆さんどういうふうに考えているんですか

と。これは町の理事者に要望することじゃないのと。ほとんどがそうですね。詳しくは

よく見てないけれども。これでは本来の議会報告会、名称は別にしても報告会にはなら

ないなという感じをいたしております。だから、これを我々がぶつけることによって逆

に向こうもですね、いや、その通りだなという逆にね、向こうが先進地がどっちだかと

いうふうなことも考えられるかも、言われるかもしれませんよ。だから、これでは意味

がない。うちらにはこうい うことをやってますよと。町の理事者じゃないけども、町内

会が主催してやってますよと。ですけど、これでは満足出来ないから我々は議会として

はこういう考えでやるんですよということとはぶつかりますね。ですから、その点は逆

に、それはそうですねと、逆に向こうが白老町さんの方がやってないけど先進地だねと

いうことになるんじゃないのかな。そうなればだよ。 

○委員長（大渕紀夫君） だから吉田和子さん言われたように、これだったら要望を聞

く陳情会と同じですよね、はっきり言って。これはタウンミーティングに僕はならんと

思いますよ。でも、私たちが思っているのはやっぱり町政に対してどういう意見を町民

が持っているかということを聞かなきゃ駄目なわけですあらね。そこのところを、タウ

ンミーティングの主旨、だ からテーマを持つというのは僕は賛成なんです、ある意味で

言うと。タウンミーティングというのはやっぱりそこで町民がどういう意見を持ってい

るかということを我々が聞いて、それを議会の中でどう生かすかということだから、そ

ういう意味で言えばこれはちょっと違うと思いますし、だから出さなかったんですけど。

はい、どうぞ、玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 報告会の目的というものを逆に設定して、それから始め

る方が求めやすいんじゃないかと僕は思うんですよ。今、僕ちょっと、さっき言ったけ

ど、要するに議会改革は何のためにするのかと、これは今いろんな人が言ったように議

員の資質の向上とか、あるいは僕がさっき言ったように町の発展のためと、まだまだあ

ると思うんですよ、いっぱい。こういうことを何項目か、こういうことのために議会報

告会をやるんだよと。あるいは町民との懇談会をやるんだよという設定をしないとね、

いつまで経ったってこのままの話でずっと行くと思うんですよ。日にち経っても。視察

すればしたでまた結果は変わってくるだろうけども、こういうのが流れて行っちゃって、

いつまでも切りなく進むと思うんですよ。そうすると時間がいくらあっても叶わないん
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じゃないんでないかなという気もするわけですよ。だからその辺の、例えば何のために

目標を掲げるのかという項目を先にある程度出してね、これはもちろん各会派に帰って

皆さんで相談しなきゃならんと思いますが、その方が僕は早いような気がするんですが

いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  これは僕の個人的な意見ですけど、 会派の意見とはちょっ

と違うかもしれないですけど。そもそも、この報告会、仮称ですからね。そのやり方に

ついてもこれは議論をこれからしなくちゃいけないとは思うんですけども、僕は会派の

中でもこのことをやることの意味合いは一体どこにあるのよということを言うんです。

確かに哲学的な言い方になるかもしれないんですけども、やはり我々の置かれている今

の立場を堅持しに行くわけじゃないんですよ。我々も共にこのまちづくりの中に携わっ

ているんだよという部分のところで、やっぱり広い視野と広い見聞を広めるためにも出

ていくべきではないかと、 こういうふうに僕は言っているんですよね。ただ、いろんな

対応出てくると思います。ここにも出てる。議会でやっぱり要望的にあつかわなくちゃ

いけない、だからその噛み合わせがどこにあるのかというのは非常に難しいと思います

よ。受け取る、この会の仕切り役が非常に難しいとは思いますけれども。だけども、Ａ

議員がこういう部分でそれは大事な話しだよねと思う場合もあるし、Ｂ議員はいや、そ

れは違うよという部分もある、これが議論ですから、その場の機会をやっぱり得るため

には僕は議会として行くべきだと。個人の政治生命を懸けてやるんであれば、個人の報

告会をやればいいわけですから。だから、その辺の住み分けをやるためには僕はやっぱ

り報告会と言ってますけれど、町民の前にやっぱり我々がある程度のスクラムを組んで

出ていくという部分が僕は必要だなと。 

○委員外議員（玉井昭一君） いや。だから、出ていくのはいいのさ。目標はなんだと。  

○副委員長（熊谷雅史君）  だから、その意見を自分たちでやっぱりきちんと咀嚼をし

てですよ、この町の将来展望の未来図になるのか、それともこれで対応出来るのか、そ

れともこういう案件の中の町民のフラストレーションを頭に入れながら、やっ ぱり自分

の政治活動と言うのかな、それの糧にもなるだろうと。そういう意味では一種やっぱり

町民との勉強会と言うのかな。 

○委員外議員（玉井昭一君） だから、目標はいろいろあるだろうから、その項目を掲

げて、何項目か、それに向かって話し合いをした方が早いんでないだろうかということ

を僕は言っている。 

○副委員長（熊谷雅史君）  だから結局、ものがあって、それに対してああだこうだと

いう論議をしちゃうと、今、玉井議員が言っているような話に僕はなっちゃうと思うん

ですよ。で、僕はさっき言った本旨というのはそこじゃないんですかと。これを共通理

解を持っていかないと視察に行ったって、ただ見てきたって終わっちゃうなというふう
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には感じているんです。見ることは僕は必要だと思いますけどね。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  玉井さんの言わんとすることもよくわかるのさ。わかるんだけ

ど、漠然としてではあるけれども議会はこうあるべきだなということは、文書化はして

ませんよ、文書化はしてないけれどもわかる。だから、これを見た途端にこれじゃまず

いなと、こういうふうな判断が出来るわけですよ。ですけれども、恐らくやればこうい

う要望がいろいろ出てくるんですよ。それをどのように整理するかということが、これ

はいろんなテクニックの問題もあると思うんだけれどもね。ほとんど、町民と接触した

ら大なり小なりこういう要望がいっぱいあちこちから出てくるんだけど、それを全部否

定も出来ないし、また肯定も出来ないという非常に難しい立場にあるんだろうと思う。

だから、理想像としては文書化はしてないけれどもあるんですよ。それを今、どのよう

に具体化するかということで悩んでいるわけですね。そうなんですよね。僕はそう思う

んだ。だから、その参考のために本吉さんなり先進地を見て、そして、それを取り入れ

ながら白老町のアイデンティティを考えると、こういうふうに持っていくべきじゃない

のかなと思うんですけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、根本副議長。 

○副議長（根本道明君） 意見ね、いろいろ聞いているんですけども、例えばテーマが

ある、ないというふうな話しは今ここで別に必要ないのかなと僕考えるんですね。とい

うのは、テーマなんていうのは、その年度、年度によっていろいろ、その時代、時代に

よって今、出てくるわけなんですね。ずっと振り返ってみたら、例えば議会改革をやろ

う、そういうテーマでやった年度もあった。それから、その次は介護保険がどうなのか

という、町民が介護保険て何なのと分からなくて、いろんなことを町場で聞いた話しも

あった。それから、前回のようなケースもあった。これから考えられると言ったら、今、

ここで具体的に上げたら、例えば道州制が何なのかとか、それから、あるいは財政の問

題がどうなのかとか、そういうふうな大きなテーマはやはりあると思うんですよね。そ

して、今、我々の話しているのは報告会なんだよな。議会報告会なんだよ。報告会だか

ら、ある程度こちら側が主導を握ってテーマを選定して、そういうふうな題材について

話せばいい。これは背骨になっていくと思う。それから例えば、だけども我々議員とい

うのは選挙に立候補した時に皆様方の声を町政に反映しますとか、小さな声を行政に何

とかって我々言ってきているわけよな。そういうふうなことでは町民の人かたというの

は小さな声を持ってくるのは当然ですよ、要望と言うかな。例えば家の前のどぶ板議員

じゃないけれども、家の前の下水がどうなってるとか何とかっていうふうなこと、当然

そういうのは出てくる。これは覚悟しなきゃならないし、また自分たちもそうやって言

ってきているわけなんだから。うちらの会派は４月から５月ぐらいが適当じゃないかっ

て言ったけども、今回の予算の骨子はこうですよという報告をした中で、そして、いろ
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んな要望が出てくる、これはやはり拾い上げて町民の声を聞いて、それは議員の血とな

り肉となり、またそれを一年間の反映するというふうな、そういうふうなソースにして

行けばいいわけであって。だから、別にそんなに今からテーマがとか要望がとかって臆

病になることもないのかなと。議員というのはやはり、そういう所へ飛び込んで行って、

いろんな話を聞いて、いろんな勉強をして。だから、視察に行くということも僕はこの

問題だけじゃなく、他の議会がどのようなことをやっているのかということも重要なこ

とだから、僕は他の議員さん方こういう悩みがあるんでない、こういうことも悩みがあ

るんでないというふうなことで今の議員の資質が上がるのであるならばね、そんな予算

がどうのこうのというけちな話をしないで、それの方が白老町としては実となるのかな

というふう考えるものだから。とりとめもない話しだったけども。熊谷さんの今の話ね 

、もっともだと思うんですよ。だから、そういうふうな形の中でね、僕はテーマ云々で

議論するのはまだ早いのかなって。それ はやると決まってから、そういうふうにして手

法の中で考えていけばいいのかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方。はい、玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 今、僕が言ったのはね、要するに町民も議会も一体にな

ってやろうとしているわけですよね、今、議会改革を。ですから、例えば目標を決めれ

ば町民もその目標を見ただけでわかるんですよね。 

○委員（加藤正恭君）  目標って何。目標が難しい。 

○委員外議員（玉井昭一君） だから、目標を決めてやったらどうですかということを

言っているわけです。僕が言っているのは。 

○委員（加藤正恭君）  すごく難しい。 

○委員外議員（玉井昭一君） いや、難しいって。だから、例えば、さっきから言って

いるように議員の資質の向上とかって熊谷さん言ってますよね。私は町の発展と思って

ます。いろんなことあると思う。だから、その辺の目標を何項目か決めて、それに達す

るためにはどうしたらいいのかという議論をしていかないと。視察するのは悪いと言っ

ているんじゃないよ、もちろん。さっきから言っているように視察することもやぶさか

じゃないし、いろんなことを研究することももちろん大事なことですから。駄目だと言

っているんじゃないんです、私は。そのことはいいことだとは思うんですよ。ただ、今、

僕が言っているように、例えば議員の資質にしようが、町の発展だろうがね、一番掲げ

ているのはこの町を守るためにどうするかということだと思うから、基本的にさ。だか

ら、そのためには何をすべきなのかという項目を決めれば、町民だって当然わかるんで

すよ。そうしたら、そのことの議論をするわけだから、お互いにね。だから、そういう

ふうにしていくべきでないかということを僕は言っているんです。だら、もちろんテー

マもある程度決めなきゃならんということに結果はなるかもしれないし。それイコール

かもしれない。だけど、同じこと言いますけども、要するに白老の町が安心して、安定
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して発展するにはどうするか、皆さんの生活の暮らしが豊かになるにはどうするかとい

うことが目標のはずだから、この辺の目標がどういう項目があるのか、何項目かあげて

進めて行くのが一番いい方法でないかなと思うから、どうですかと僕は問いかけている

んです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  玉井議員のおっしゃることは総論としてその通りだと思う

んですよ。我々、議会の構成員としてそういう役割というのはあると思う。ただ、いろ

んな施策についての方向で、町民に寄与、住民福祉をやっていくというのは、これはや

っぱり選ればれた首長が主な主導権を握ってやるわけですよね。それに対して我々がい

ろんな意味合いの中の資質の向上を含めてですね、チェック機能ですから、そのために、

その一つのアイテムとしてやっぱり町民の前に行って自分たちのやっていること、それ

から、これからこういうふうになるだろうという。テーマあればいいのかもしれません

けど。そして、また町民の考えていることをどのような形で聞くか、これはこれからの

議論だと思いますけどもね。だから、そういうスタイルが僕は今回やる意味合いかなと

いうふうには思っているんですよね。だから、町民が幸せになるためにやるんでしょっ

て、それは当たり前の話しなんですよ、総論として。ただ、その具現策が議会がじゃあ

どういう方向を取るのかというのは、我々が議場でやっぱり論議をするということが最

大のピークの頂点ですから。そのためにどうするかということで、これが一つの手法で

ないかということで論議しているんだと思うんですよね。だかた、目的は確かに一緒の

ところにあるとは思うんですけども、手法がこういうふうになっているところでやっぱ

り我々が出来る範囲、それから今までと違う部分でステップアップする部分というのは

やっぱり僕はこの方法を取るべきだなというには思っているんですよ。だから、最終究

極の目的としては玉井議員がおっしゃる町民の幸せのため、どういうふうになっていく

んだろうということが分かればいいと言うのは当然なんですけど、それはやっぱり我々

議員という立場の中の役割の中では、やはりこれが僕は今のところは最善の改革策かな

というふうには思っているんですけどね。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） その当たり前だと言っていることがさ、掲げるべきでな

いかと僕は言っているんだよ。当たり前だと言ったってさ、どこまで当たり前で、大よ

そは分かってると思います、しかし、きちんと言葉では分かってないでしょう。それを

掲げるべきでないか、どうですかと僕は問いかけているんですと言っているの。 

○委員長（大渕紀夫君） 議論中なんですけどね。要するに玉井議員が言っているのは

報告会をやる意義がどこにあるか明らかにせよとこういうふうにおっしゃっているわけ

ですよ。私はね、報告会と言うか、今、タウンミーティングなり何なり、これを取り組

む意義というのは何かと言ったら、議会がきちんと説明責任を果たすと。そのためにや



２４ 

るんです、目的は。だから、今、玉井さんが言われているのは、その上にもう一つ被せ

てやろうということでしょ。私は議会報告会というのは町民にきちんと議会が説明責任

を持って、自分たちのやっていることを説明する。同時に町民の意見をきちんと聞く。

それを来てくれと言うんじゃなくて、こっちが行くとこういうことなんですよ。だから、

僕はやる意義というのは、それが意義だと思うんです、意義というのはね。で、じゃあ

何のためにやるのよというのは、今、玉井さんが言われた、こういうことと、こういう

ことと、こういうことがある、だからやるんだよということだと思うんですよ。本来、

報告会をやる意義というのは、今、私が言ったところにあるんでないかと、僕はそう思

っています。ですから、その上の部分についてはいろいろな個々、それぞれの考え方が

きっとあると思いますし、それを明らかにした方が明確になるという場合もあるかもし

れません。ただ、今回の報告会について言えば、私は意義はそこにあるんだろうという

ことなんですよ。ちょっとね、意見がずれてるとは思います。よ く分かりますよ。はい、

どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） いや、ずれてないんだ。分かるんだ。意義はそれでいい

んだと分かりました。それから目的は、私が言ったことが目的なんですよね。だから、

意義と目的は違うんですよ、基本的に。だから、意義は分かりましたよ。こっちから報

告して、向こうの意見も聞くというのは分かる。だから、目的はあくまでもこうなんで

すと、そのための意義なんですということであれば、何も分かりますよ。だから、同じ

なんですよ。意義と目的は必ず違うんですから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君）  委員長にちょっと質問。先ほど委員長が議会が説明責任を果た

すのが最大の目的であるというような主旨を述べられたと思うんですけども、意義だと。

例えばですね、こういったような一般からのいろいろな質問ございますよね。一つ例に

取れば、じゃあ緑小、白小の統合問題どう考えるかというような話が出た場合ですね、

議会としてのなかなか一致した意見というのは出来ないと思うんですよ。それぞれの議

員が私はこうだから方針どおりの方がいいと思うと。いやいや、そうじゃない、環境を

考えたら緑小を残すべきだと言う人もそれぞれい ると思うんですよね。結局、結論は出

せない、また我々は行政側の立場じゃないですから、ここの道路直してくれ、ここの下

水早く入れてくれと言われてもその場では答えられないような話になってくると思うん

ですよ。その点、議会が説明責任を果たすためとおっしゃいましたけども、余計僕は難

しいものになるのではないのかなというふうに感じますが。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が考えているのは、先ほど申しましたように、こういうも

のも出す必要がないという意味なんです。で、答えられないものたくさんあります。当

然です。なぜかと、今、議論してい る最中ですから。それは今、議論してますと言えば

いいんですよ。個々にみんな意見違うわけですから。で、私の言っている説明責任とい
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うのは議会が議案として通したものについては説明責任ありますよね。我々が通すわけ

ですから。反対があろうと、賛成があろうと。そういうことを含めた議会が町民にきち

んと知らせ、そして、議決したことだけじゃないですよ、要望ももちろん聞きます、た

だ、それは出来る出来ないということを我々が答えなくちゃいけないような報告会は僕

はやる必要がないと思います。何もそんな説明する必要、僕はないと思う。いや、ここ

の道路舗装出来るよとかそんなこと言う必要ないですよ。だって、そういうことは我々

が決めることじゃないんですよ。そういう意見を聞いて、それを例えばですよ、ちょっ

と今の小さすぎますけど、もうちょっと大きいものだったら、それぞれの議員さんが例

えば一般質問であろうと、代表質問であろうと、予算委員会であろうと、それはなんぼ

やってもいいんですよ。そのために聞くわけですから。ただし、その中で出来ないこと

もあるし、質問に取り上げられないこともありますよ。その時、お前どうしたんだって

なるかもしれません。それはあるかもしれません。ただね、僕はそういうところはね、

議会が責任を負って説明責任があるのはそこの部分じゃないんですよ。それは説明責任

は我々でないです。はっきりしています。なぜかと言うと、例えば白小の問題だって、

町自体が方針出してないわけですから。我々の中にもいろいろあって議論しているわけ

ですから。今、議論の最中ですと。いろいろ個々の意見はありますと。もちろん、それ

でもお前述べろと、誰か名前指してね、加藤議員、あんたどう思ってるんだ、俺はそれ

を聞きたいんだと言ったら、それは個々人の意見を言うしかないですね。それは何も駄

目だなんて言えないと思いますよ。私はそこはそうやって相手が言うかどうかは別です

よ。ただ、僕はそこはあまり心配してないんです。そこを心配しちゃったら何も出来な

くなります。ですから、そこをもう一段階町民の民度が上がればね、私はこれからの町

をどうするかという議論が増えてくると思うんです。そういうふうにしなかったら議会

改革にもならないし、報告会をやる意味もないだろうと私は思ってます。ですから、全

く白老の町内会連合さんがやるものとは、全く異質だという考えですから。同じことで

はない、全く異質なものだというふうに考えてます。そう いうふうな意識でやらないと

ですね、報告会は私は成功しないだろうと。皆さん方の意見を聞いて、ご無理はもっと

もです、私そのために一所懸命やりますと言うんだったら何もやる必要ないですよ、は

っきり言って。私はそう思ってるんです。ただ、そうやって、ここは議会だから言いま

すけど、そのことをじゃあ町民に言った時にそうやって言えるかと言ったらそれは言え

ませんよ。だけど、我々の考え方としてはそういう考え方で議会や議員として考えて報

告会をやらなければ、やる意味がないのではないかと思っております。私はね。委員長

どうだって聞かれたから、私はそうやって答えたんですけど。あまり僕は要望出るとい

うことには、何も恐れる必要はないと僕は思ってます。で、こういうものも私は出す必

要がないという考えです。こんなもの出す必要ないです。議会が作るなんて馬鹿みたい

な話しだと、私は思ってますよ。はい、どうぞ、議長。 



２６ 

○議長（堀部登志雄君） 私が言い出してあれですけども、前回の、去年やった時点で

のやはりあの報告会、どうしても一番先にイメージがあって。そして町民に質問された

方の、議会として今、委員長が最後の方に言った、個人の意見を聞かれたらそれは個人

の意見を述べればいいんでないですかと言ったけど、あれすら禁止したんですよね。そ

れでもって、向こうも言ったけども何も答えてくれないとフラストレーションが溜まっ

ちゃって。そして、こちらの方もいやいやこれだったら、このような報告会ならやった

らどうだって、そういう形で延長線で考えていて。だけども、やはり議会の説明責任、

自分らでやっている議会で決めたことの説明責任はあるという大義名分があるわけです

けども、それはちゃんと広報なり議会だよりなりをきちんと発行して、それで町民に周

知しているでしょうという形で。それであればね、改めて我々が出ていって説明責任を

果たすとこまで、またそこまで行くべきでないんでないですかという形で私ね、新風さ

んとか公明さんの話を聞いてたんですよね。それで要するに今までやってきた議会とし

ての広報活動がまだ町民の方に十分、議会だより出してもいろんなことやっても、まだ

そこまで浸透してないなということでさらにそれを補う意味で議会が自ら出ていって自

分らのやっていることを報告すると。で、向こうの意見も聞いてきて、それを次の議会

活動に反映させると。議員活動に反映させるというような、そういう思いでやるべきで

ないかということです から、やはり前回の報告会に参考にですね、あれを町民を議会が

お互い納得行くような形で出来るようなものであれば僕はいいのかなという具合に。だ

から今、前段出たように、とりあえず今の議会だよりやいろんな議員の出前トークとか

議会の出前トークとかやっている中で、当面このままでちょっと様子を見ようなら見よ

うということで、議会報告はこの様子を見た上で委員長の言っている議会としての説明

責任を果たすような形で取り組んでいくというようなことになるのかな。それのやっぱ

り両方だと思うんですよね。今、実際に議会報告会やっているという内容を見ると、そ

れほど極端にこれは素晴らしいものだなというようなあれにはなってないようですけど

も、そういった面では先進地としてやっているおられる所のいろんな話も聞いた中で、

結論出していくような形に持っていった方がいいのかなという具合に思います。何か、

本当に僕も正直言って、ああいう形で前回の報告会終わったもので、もうちょっと形を

変えてやはりお互いね、議会が出ていったということについては大方は評価してくれて

る部分あると思うんです。一部、あんなことやる必要ない、やる意味もなかったという

人もいますけども、一般的には良かったんですけども。ただ手法、やった結果があまり

にもうまく、だいぶ問題点も残した部分があるものでその辺を解決して行ける部分があ

れば、やっぱり行って説明して報告するというのも非常に議会として意義あることだな

という具合に感じたものですからね、こういうあれを出したんですけども。まとまりの

ない話しですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が一番大切だと思うのは、報告するということと同時にそ
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れ以上に町民の皆さんの意見を聞くということだと思います、今は。今はね。そこが主

になると思います。ですから説明責任は果たすんですけれ ども、それは広報や議会だよ

りで補えないところを補うだけですよ。私はやっぱり全戸配布しているわけですからね。

ただ、町民の意見を聞くということについて言えばそれは無いわけですから。それがこ

れからの合併や道州制や財政問題困難なる、そういう中でもっとも我々が学ばなきゃ駄

目なのは私はそこの立場でないのかなというふうに思っているから出ていくべきだとい

うふうに話をしているんですけどね。だから、ちょっと今、議長言われましたけどね、

報告会とはちょっと僕はニュアンスが違ってきているんですよね。それは議長言われた

とおり、そうある べきだと思うんですよ。だから、うちの広報活動というのは決して劣

っているというふうに思ってませんから、私は。ですから、そう考えた時に逆に町民の

中に我々が入るという姿勢がね、宮脇教授じゃないけども、そこら辺が白老はちょっと

評価されるのかなと僕は今も思ってますから。はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君）  ずっと今、皆さんのお話伺っていて、本当にもちろん広報とい

う素晴らしいものがあるので、さっきも言いましたように一方的なものなので、その返

事がないというのは重々実感していることなんですが。前回、議会報告会をやって、こ

れは議会からの一方的なものだったと私は思ってます。これはこちらの都合でやったこ

となんですね。ですから、町民側は拒絶した人もいますし、批判した人もいると思いま

す。だけど、あれをやったことを評価している人ももちろんいるんですよね。私はこち

らの都合だけであれをやったことだから、今後ね、議会としては本当だったらきちんと

やっていくべきことが、議会が皆さんの意見をこれからどんどん聞いていく考えが、そ

ういう姿勢になったんですよということを知らせるために私は必要だなというふうに思

っているんですね。ただ、やっぱりあの時のいろんなことがありますので、どうやって

議会として、さっき言ったように議会として出ていく、個人ならいろんなやりとりがあ

って失敗しようが何しようがいいと思うんです。ただ、議会として出ていくわけですか

らある程度きちんとしたものがないと、また皆さんの中に不満が溜まったりとかという

ようなことのないような方向性で行くべきだと思うんです。で、私は本吉町のこれはす

ごくいいんじゃないかと思ったの、反対に。こういうことの積み重ねの中から私は段々、

段々意見がいいものが出てくる。町連合の会合に１回行った時に私ね、お酒がちょっと

入った人で、それと個人的な自分の横の道路がどうのこうのと行った時に、それを聞い

ていた人がそういうことを今、言う場じゃないだろうと。で、そういうふうに言った人

も確か居たんですよ。私それを聞いてて、最初からやっぱり立派にやろうと思って考え

ちゃうと二の足踏むのかなと。議会が出ていくわけだから、やっぱりこっち側にもそう

いう一抹のものがありますよね。議会が出ていって変なことになってめちゃめちゃにな

ったらどうしようというものがすごくあったんですね、私の中にも。だから、そういう

ものでは、でも反対にね、この本吉町のこれはいい見本で、最初はこうなんだと。で、
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町連合だって最初こうだったと思う。収拾つかなかったんでない。それを段々、段々あ

そこまでまとめられて、いい方向に、いい方向に変えてきて長年やってきたと思うんで

すね。だから、もし議会も最初から成功しようなんてことではなくて、最初はすっちゃ

かめっちゃかになったり、聞いたり、とんでもない話が出てきたりして収拾つかなくな

ることもあるのかもしれないけれども、段々来ている人がこれじゃいけないんだと、議

会は真剣に取り組んでいるんだと、本当に皆さんの意見を聞きたいんだと思っているん

だと。そうしたら、やっぱり自分たちも町のことを見て行こうじゃないかというふうな、

そういうこっち側が投げかける分、向こうが答えてもらえるようなことを気長にやって

いこうというふうに取り組めば、あまり構えて、ようし議会が行くんだからというもの

じゃなくて、さっき委員長言ったように町民の皆さんの声を聞きましょうよと、まず。

そういうことからすっと入っていったら違った意味でまた開かれた議会になるのかなと。

今ずっと話のやりとりを聞いててちょっと思ったことなんですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平 君）  ちょっと局長の方に質問なんですけど。本吉町の人口というの

は大体どのぐらいなんですか。書いてますか。と申しますのは、平成１５年度議会報告

会の平均参加者人数を見ますと１６．８人、約１７人ですね、平均。どの程度、こうい

ったことに対しての町民のニーズがあったのかということを考えると、議会としては開

かれた議会を目指してこのようにセットされたのかもしれないけれども、町民の参加の

人数はこれはちょっと少ないのではないのかなと。果たして、そういうニーズが本当に

町民の中にあったのかと。この辺をちょっと感じます。この資料を見た分に関してまし

てはですね。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  人口なんですが、今年の１月１日現在で１２，１０１名。

参考までに世帯数はですね、３，４６７世帯。それと議員数は２０名でございます。た

だ、経過として町民のニーズの部分までちょっと今現在では調べてないものですから、

どういう経過であったのかというのはちょっと今の段階ではお答え出来ない状況です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、いいですか。１２時になりますのでね、今、ご意見あ

りましたように、この問題はちょっと引き続 き議論していくというふうにしたいと思い

ます。よく会派で何度も、何度もちょっとお話をしていただきましてね、そして詰める

というふうにしたいんですよ。ただ、これは早く結論出すというのはちょっと私は考え

ておりません。なるべく全体が一致出来るような形で、やるにしてもやらないにしても

全体が一致出来るような形まで議論した方がいいのではないかと。こういう問題につい

てはね。というふうに考えておりますので、事あるごとに一つ会派で議論をしていただ

くと。必要によっては視察含めて考慮したり、その他道内でもしそういう所があれば行

くだとかということを含めて、ちょっと事務局の方と打ち合わせして詰めたいというふ
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うに思います。そこら辺はね。それで、この一番目の議論については、今日の議論は以

上で終わりたいと思いますけど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） 継続審議ということにします。局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  先ほど出てました、加藤委員だったと思いますが、道内で

実施している所はと。あと、また近くでね。近くというのは東北６県の中でということ

だと思いますけども。今、インターネットで調べた限りは無いんですね、道内では。で、

東北６県でも、宮城中心にちょっと調べたんですけども、議会でやっているのは他に出

てこないんですよ。あと会派で、名称は別にしましてね、こういう内容でやっていると

いうのは若干あるみたいですけども、議会でというのはインターネット上ではですよ、

実際やっている所あるのかもしれませんけども、インターネット上ではちょっと見当た

らないということなんですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは１番目の問題ついてはそういうことは議論終わりま

して、昼食休憩に入ります。開会を１時としたいと思いますのでよろしくお願いします。  

                       休  憩              午前  １１時５３分 

 

                       再  開              午後    ０時５９分 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと早いようですけども、休憩を閉じて会議を再開いた

します。何名かの委員さんが、２時過ぎるとちょっと用事があるという方もいらっしゃ

いますので、少し精力的にちょっとやりたいというふうに思います。２番目の問題、議

員定数の見直しの関係ですけれども、一定の資料が出されました。各会派でもしですね、

これについての議論をされているところがありましたら一つお話を願いたいのと。一定

限度の資料をもうちょっと集めた方がいいんでないかなと。ただ、どういうものかとい

うのはちょっとまだ私、頭の中に無いんですけれども、そこら辺でちょっと議論があっ

たりしたところがございましたら出していただきたいと思います。はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政クラブはこの問題につきまして、議論の最中なんです

けども話の中身として、これは皆さんに聞いててもらった方がいいのかなという部分が

あるので、ちょっと言わせていただきます。この定数の見直しに絡んでやはり報酬とい

う部分が出てくるだろうと。その辺の部分でいろいろこの経過、他の自治体も見てもや

はり行政改革、財政問題からの定数の見直しという議論が大方ではないかと。本町にお

いてはやっぱり議会を含めて行政改革をずっと進める中で、ある程度の手当の見直しだ

とか進んでいる状況であると。これはこれとしての議論だろうと。ただし、今回やっぱ

りこの定数見直しということが議会運営委員会の議論としてなるのであれば、議会改革

の一環として やはり定数の見直しを議論すべきではないかと。その一つの問題点という

のは、やはりこれだけ複雑化してくる行財政内容の中で、やはり議員専従化と言うんで
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すかね、専業化というのも図る必要があるだろうと。それはやっぱり議員の質の問題に

も繋がっていくと。そうなれば、やはり議員として環境整備ですよね。生活の整備と言

うか。この辺を考えると、今の報酬の額が果たして活動として妥当なんだろうかと、こ

の議論をやっぱりすべきではないかと。そうすると従来、玉井委員の方からご提案があ

った中身の、要するに定数を減らして、その分の全体の歳費をあん分して一人、一人の

議員の報酬を底上げすべきであるというところにも行っちゃうんですけれども。このこ

とをやっぱりきちんと論議するべきではないかなという意見が出ておりました。私もそ

のように思っています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他どうでしょうか。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  議員定数につきましては、私の考えとしてはやはり現状の諸般

の事情を考えると、現状の定数維持は非常に問題があるという判断をしております。結

論から言いますと、やはり減員の方向性で対応すべきだという考えを持ちます。ついて

は、この一つの基本的な考えはやはり財政問題に関連する事項がございます。それから、

もう一つは今、熊谷委員がおっしゃったように、ともかく議員そのものの一つの活動と

いうことから考えた時に、議員一人当りの報酬制度が適正かどうかという判断に基づい

てもう少し検証した方がいいんじゃないかと。最も効果的に議員活動が出来るという、

その条件をやはり設定すべきだろうという考えを持っておりますので。これは現状まだ、

その基準について相当検証する必要あると思いますけれども、方向性としてはそのよう

な方向性でやはり正規に打ち出した方がいいんじゃないかという感を持っておりました。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他どうでしょうか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  私たちも定数に関しては、１１年度から減にしたんですよね、

確かね。ですから、減がどうのこうの以前に議会改革として議員定数が今の白老町の財

政的なもの、それから町民の意志そういうことを踏まえて、この２０という数が本当に

いいのかどうなのかということを検証する時が来てるんではないかということが一つで

す。それからやっぱり、私も何回も言ってますけれども兼任をしてやっていける仕事で

あるのかどう なのかということを、もう一度皆さんと検証して、そのためにはじゃあど

うあるべきなのか、減らして報酬を増やすべきなのか、その辺を検討していくべきでは

ないかというふうに捉えています。以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） はい。町清さんは議論されましたですか。はい、どうぞ、加

藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブですが、あまり突っ込んで深くは議論はしておりせ

んが、定数の問題はこの次の選挙まで考えるべきことで、今、ここで軽々に結論的なも

のを出すべきではないと。おそらく、こういう問題については議会報告会、仮称ですね、

今、先ほど議論されたような場でいろんな角度から、町民からいろんな意見が出るであ
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ろうというふうに考えます。報酬の問題は白老町の規模から見れば、大体１億ですから

１％ですね。町の規模から行けば議会費というのは１億円ですから、大体１％というこ

とで、それが果たして全国的なレベルから見て１％程度の議会費で運営しているという

のは妥当なのかどうかというのは、今後の大きな検討課題であろうと。定数については、

そういうものも踏まえて最終的には結論出すにしても私は現在の段階では多いとは思わ

ないし、少ないとも思わない。丁度いいんじゃないのかなという考え方を持っておりま

す。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 一通りやってますので、私のところは深い議論はまだしてお

りません。ただ、基本的には私たちは町民の意見をきちんと吸い上げられる数、それか

ら議会運営上、常任委員会がきちんと成立する数、こういうものがあるというふうに思

ってます。それで、現段階では減らすというような考え方は持っていないと。それぐら

いでまだ深い議論にはなっておりません。ですから、基本的には減らすべきではないと

いう考えだということです。第１次、２次の議会改革の中に、今、局長からち ょっと話

し聞いたんですけど、申し送りじゃないんですけれども、その中でちょっとあるんです

ね。持ってらっしゃる方は２ページ。議会改革の検証と今後の取り組み等というもので

すけれども、その２ページの検証結果と今後の取り組みというところにですね、この時

のまとめが書いてあります。その最後の部分。２ページの検証結果と今後の取り組みの

最後の部分にですね、課題として将来的には町民の参加の中で定数のあり方を検討する

必要性があると、こういう指摘をしてるんですね。これは我々が行なったものですから、

このことも十分踏まえて今後定数問題については対処すべきだろうというふうに思うわ

けです。町民参加の中ということは具体的にはどういうあれだったんですかね。いろい

ろな機会の中で町民の意見をきちんと集約し聞いて、定数問題考えるというようなまと

めにしているということですね。当然、そうあるべきだと思います。請願、陳情等々で

出る前に、我々がその前に議論を始めてるということに現段階ではなるんですけどね。

はい、どうぞ、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  今、各会派で今回こういうことで投げかけをして議論を深

めているところ、議論の途中、それからある程度の議論の 集約出てるとこもありますけ

ども。やっぱり報告会と同じようにね、これもやっぱり継続で議論として載せていただ

いてた方がいいのかなというふうに思うんですけど、どうですか。その辺皆さんにお諮

りしてもらった方が。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっとあんまり早く結論出すというわけには、これは行か

ない性格のものでございまして、この間選挙終わったばかりなものですからね。ちょっ

と時間をかけてこれはやると。で、町民に意見を聞くということは組織的にやるかどう

かということも含めて、この次ちょっと課題として各会派で話してもらうと。どう いう

町民の意見の聞き方をするかということね。それから、資料で必要なもの、この間ちょ
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っと言って出しましたけれども、そういうものもちょっと会派で議論していただきまし

てね、少し周りの状況を含めてきちんと押さえてですね、その上で集中審議をする場所

を作って、１年後になるかちょっとわかりませんけれども、そんなような形で議論して

いった方がいいのではないかなと、この問題についてはそう思ってるんですけどいかが

でしょうか。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。議長よろしいですか、これは。 

○議長（堀部登志雄君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） そうしたら、今、熊谷委員からも出されましたように、これ

につきましてはもうちょっと会派で揉むと。必要な書類等々を含めて、町民の声の聞き

方、資料含めて出してもらって、それをまた元にして議論していくというふうにしたい

と思います。どうぞ、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  ちょっと要望ございますがいいでしょうか。事務局にお願いご

ざいますが、先般いただきました議員定数その他についての資料、道内関係いただいて

おりますけれども、出来れば白老町と同規模、まず人口同規模クラス。言うなれば全国

規模でちょっとそのように、たとえ１万以上とか２万以下でなくて大体当町と同規模ク

ラスの、対比できるような条件下のデータをちょっと収集していただければと思います

が。よろしくお願いいたします。  

○委員長（大渕紀夫君） これは本州と比較すると報酬出たら・・・。事務局、それは

用意出来ますか。全国的な。今、言われた。何点かは引っ張れるでしょ。はい、他含め

てございますか。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ぜひ会派の中で議論していただいて、いろんなものを必要な

ものを事務局に用意していただきますので、必要があれば言ってください。じゃあ、２

番目の議員定数の見直しについてというのはもうちょっと時間かけてやるというふうに

したいと思います。３番目については先ほど終わりました。次、４番目議員の審議会・

町の附属機関の就任見直しについてということでございますけれども、別紙出ておりま

す。３、４、５につきましては法律的かつ国の指導等々の中で決められているものでご

ざいます。民生委員推薦会 、都市計画審議会、地方港湾審議会、青少年問題協議会。そ

れ以外の１、２、７がこれはたくさん参画してたんですけれども、これについては町か

らの要請からもあり議会の議員が入るべきだろうということで議運の中で、この３つに

ついては入ることの了承を得て決めてあるものでございます。当然、議会からの選出基

準を見て分かるようにあて職という表現な駄目なのかな、いいんですか、あて職で出て

るということでありまして任意に選ぶということではございません。そういう形になっ

ておりますけれども、この資料含めて４番目の議論をお願いしたいと思います。はい、
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熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  これは私が提案した案件なんですけれども、私はもう平成

１１年に初当選させていただいて議運にも所属していろいろとその経過は分かってはい

るつもりなんです。それで、この時にいろんな町が支出している団体からの要職、兼職

禁止ということで精査してかなりの数が減ったと。それでこういう形で残ったと。いろ

いろ確かに外さなくてもいいんでないのかという議論も逆に言えばあるんでしょうけれ

ども、逆にどうしても出なきゃならないということでも僕はないかなと思うんです。や

っぱり議会としての立場で、やはり議員の立場で言っているわけですから、それはそれ

なりに必要な部分も否めないとは思うんですけども、今回やっぱり法的だとか根拠がし

っかりしているものについてはいいのかもしれないですけど、町のそういう議会に対す

る一種のお手もりと言ったら悪いんですけど、表現ちょっと悪いかもしれませんけどそ

ういうふうに取られやすいんではないかと。だから、こういう部分には入らない方が僕

はいいんではないかということでこないだ提案したんですよね。そういう主旨なんです。

これはやっぱり皆さんで議論してもらいたいな。そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、熊谷委員から出されましたけれども、各委員のご意見の

伺いたいと思います。どうぞ。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  経験ないんでちょっと質問いたしますが、今の熊谷委員の発言

の中で、弊害あるとすれば、例えばどういうようなものが一番、具体的に。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  これは私の感覚ですよね。これがどうのこうのではなくて

ですね、やはり審議会なりに所属することによって議会活動が疎外されるという部分は

僕は無いとは思うんですけれども、逆にそこに挟まっ ているということがですね、逆に

挟まられた立場の方が、僕がもしその立場で入ってたら、僕、入る必要ないんじゃない

かなという感覚で僕は思っているんですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ。 

○委員（根本道明君）  吉田委員。こういうことがあったんですよ。例えば審議会で審

議しますよね。そこで賛否を問いますよね。それをそのまま引きずって今度、議会に来

ますよね。そうした場合に、そこで例えば賛成をしましたよと。そして今度、議会で議

論した場合にそこで同一人物が今度反対の立場になるというふうなことが実際問題、経

験の中であったんですよ。そういうふうなことから審議会というのは出来るだけにあれ

した方がいいんじゃないのかと。議員とは議員の立場でやはり考えるべきであって、と

いうふうなことなんですけど。ちょっと説明あれなんですけど、そういうことがありま

した。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩します。 

                        休   憩             午後    １時１８分 



３４ 

 

                        再   開             午後    １時２８分 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。休憩中に経過について事務局の方か

ら説明がございました。その点含めて、兼職見直しの部分についてのご議論を続けてい

ただきたいと思います。ご意見のございます方、どうぞ。これは各会派では諮ってませ

んね。諮る必要はありますか。もうちょっと時間おいたほうがいいですか。これもあま

り賛成多数で決めるというのも変なものだからね。やっぱり議論を尽くしていくしかな

いんですけれどもね。議員が入るかどうかということの問題ですから、会派で揉んだ方

が良ければ次回に回すことは出来ますけども。はい、どうぞ。 

○委員（根本道明君）  今、休憩前に話しましたけども、これは今、残っている審議会

というのは前回平成９年にかなりの数量が減って、必要最小限度の審議会じゃないかな

というふうに思うんですけど。このぐらいはもう残っていても仕方ないのかなというふ

うに考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、どうでしょうか。はい、どうぞ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  私もこういうのにあちこちに入っておったんだけどね、役場サ

イドとすれば議員さんは入らない方が非常にスムーズに進むんですよ。というのは議論

が無いんです。先ほど副議長言ってましたけどね 、まず、一般の人たちから来た人たち

は同じようなメンバーなんですね。婦人会長さんだ、青年団の団長さんとかね。同じよ

うなグループでそれほど勉強していないでいるのがある。で、特に都市計画審議会など

というのは非常に難しい都市計画法というあれなんですが、まるっきり他の委員さんな

らまず発言ありません。だから、提案されたものが何かということもわからない。それ

で審議会でよくやっているものだなと思うくらい。失礼ですけどもね、そういう傾向が

あるんですよ。それから病院の審議会のその通りですね。これも２年か３年やってると

多少発言はしますけれども、まずわからないですね。それこそ財政のことからまずわか

らないわけですよ。どうして、こういうふうになるんだということもわからないという

ような。ですからね、僕は審議会委員を選ぶ方法論がおかしいなと前から思っているん

です。これに議員さんが全然入らなかったらまるっきり質疑応答もなくですね、ただ、

５千だか６千円もらって帰るというようなね。１時間か２時間審議して５、６千円もら

って帰るようなが。非常にそういうところから見直すべきところなんだけど。だからと

言っていい案は無い。公募したらという話しも私が一般質問で昔やったことあるんだけ

ど、なかなかそれも難しい。そういうことに関してのエキスパートが白老町にも結構い

ると思うんです。病院の事についても詳しい方もいるだろうし。また都市計画の事につ

いても詳しい方もいるんだろうけれども、そういう方々が果たして誰ですかと言われる

と、誰とも言われない。非常に難しい問題なんです。見ると、いろんな会合に出ても同

じようなメンバーなんですね。団体の長ということになりますとね。町内連合会長さん
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なんて言ったらほとんど入ってますしね。それから婦人会長さんとかね、ああいう方も

入ってるし。そういう 同じようなことがあちこちで見られるんですけどね。これは根本

的に議員が入るか入らないかの前に審議会委員、協議会委員のメンバーをどのように選

出するかという方の議論の方が大事なような気がするんだけど。これに議員さん入らな

ければ、まるっきり本当にしゃん、しゃん、しゃんという感じの審議会が非常に多いと

いうことは、事実として私の経験から言ってもそういうことが多いことも事実です。だ

から、これに議員さんが、３つが今のところありますが、僕はこのくらいのことには入

っていてほしいと思うんだけど、果たして議員さんの入っていない他の協議会がどのよ

うなものか我々全然知りません。知らないからどうなのかも言及するわけにいかないに

しても、審議会委員、協議会委員のメンバーを選ぶことの方がより大事だなという感じ

を実は受けてますね。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それはぜひ一般質問か何かでやっていただければいいと思い

ますね。他、どうでしょうか。わかりました。今回、これちょっと結論出しません。意

見が２分されてますので。もし、必要であれば会派でちょっと話し合ってみてください、

その上で。継続で今回結論出しません。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５番目常任委員会の重複配置。これについては法律

的に現段階としては運動中ということでございます。 

  次、６番目の一般質問の一問一答形式を条例化すべきという話がございましたけれど

も、今の段階では全国の標準会議規則の中にもこれは無いということで、新たな条例文

書を起こさなくちゃいけないと。こういう状況であります。で、ほとんどの所が、局長

にこのあと話してもらいますけれども、調べた結果ですね、現在の形で運用すると いう

のが多いようでございます。そんな経緯もございますので、この件について局長もうち

ょっと詳しく話してください。 

○事務局長（山崎宏一君）  ６番目の括弧書きしてますが、質問と質疑という部分。こ

れは自ずと違いまして、質問というのは代表質問、一般質問。質疑というのは議案関係

の質疑というふうに受け取ってください。それで、今の条文の中ではこの質問の条項の

中に質疑の回数、これを準用しなさいというふうになっているんですね。ですから、質

問についても質疑の回数、基本的には３回で議長が許す場合は制限なくてもいいという

ことにしております。そんなことで、この質問の単独条文が今、標準規則にないもので

すから、それでいろいろ道の議長会等々に実は照会をしておりました。ですけども、こ

れはもう全国的な条文の表現をしなければならないということになるものですから、白

老単独でということにはなかなか。やってもいいんですけども、いろいろ他との関連な

んかもあるので、出来れば全国共通的な表現をしたりですね、それはもう少し道の議長

会としても今後詰めていく必要があるなというお話を承っております。そんな中で他の
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町も一問一答方式採用していうんですが、今言ったようなことで全国的な条文がないも

のですから、今のところこの質疑の回数の準用という形でやっているというのが現在で

ございます。そんなことから、これからおそらく、この質問についての条項を条文化し

ていかなきゃならなという状況に来ておりますので、なるべく早い時期に道の議長会、

または全国の方にも働きかけて、この辺を明確化していきたいなと。それまでは当分の

間、現行の質疑の回数という部分を準用していきたいなというふうに思っております。

若干ちょっと時間お借りしたいなというふうに思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） ということで全国的な流れもそうなりつつありますので、そ

の条例文が出た段階で変えると。当面は現行運用で行くと。質問の仕方は一問一答方式

で変わりありませんので。これ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） 次、７番、８番なんですけど、これは議論の結論が出てます。

新たな議運が組織されてからも、この２つについては議論をいただきまして、代表質問・

一般質問の１答目の答弁書はいただくということと、専決処分はなるべく臨時議会が開

ければ開いていただくという議運での結論は出ております。あとはこれを町側に正副議

長、正副議運の委員長になるかどうかちょっとそこら辺を今日話してもらって、正式に

日にちを決めて町の方に申し入れると。これは前回からの引き継ぎ事項でございまして、

前回の議運でも揉んでます。それで、結論出ておるものですから、それを引き継ぎ受け

て町との折衝だけ持ってないということでございますので、そのような処置を取りたい

と思うんですけ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） 日にち等々につきまして、また町との協議の場合は正副議長、

正副議運の委員長でよろしゅうございますか。いいですか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） そこに事務局入っていただいて町とのお話し合いを するとい

うふうにしたいと思います。 

  ９番、１０番につきましては、これも積極的運用をするということで結論が出ており

ます。しかしながら、１１月に再選挙があった後も私の聞いている範囲では移動常任委

員会、議員の出前トークはございません 。ぜひ、積極的に一つやれるような状況を皆さ

んで努力をしていくというふうにしたいと思います。この部分で新たな提案とか何とか

ございますか。それではそういうふうにして行きたいと思います。 

  １１番目、庁舎内のバリアフリー化。これについても一定の議論はいただきました。

ここに書かれているね。これも町との折衝なんで議会の入り口等々は現場の状況は見ま

したし、階段の状況も見ましたけれども。ここら辺は７番、８番と同じような形の中で

話し合うべきかどうかというふうなところぐらいだと思うんですけれどもいかがでしょ
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うか。はい、どうぞ、根本副議長。 

○副議長（根本道明君） 庁舎内のバリアフリー化についてですね、お金のかからない

ものと言ったらちょっとあれですけども。お金のあまりかからないものがありますよね。

そういうものについてはね、特に要望して積極的にやってもらうというふうにしておい

てください。全部一遍にやるということではなく、やれるものからやっていっていただ

くと。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。わかりました。ここの今の根本副議長お話された

部分。この４点について議会事務局の方で町の建築課とお話をして見積りと言うんです

か、調べてありま す。構わなければ回してください。傍聴室の入り口の段差解消経費見

積７８，７５０円とか、廊下の階段（トイレ側３段）の部分２０，４７５円とか、トイ

レの洋式化というのは６８５，０００円とか、昇降機は２，８６６，５００円とか出て

おります。暫時、休憩します。休憩中に説明します。 

                       休  憩               午後     １時４３分 

 

                       再  開               午後     １時４８分 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、休憩中に説明がございました庁舎内のバリアフリー

化。これは議会のスペースが中心になっているわけですけれども、そこについては見積

も取っていただきましたので、こういうきちんとしたものを持って町と協議をする。先

ほどの２つの点に加えて協議をするというふうにいたしたいと思いますけれどもよろし

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） それではそのように取り計らいをしたいと思います。 

  次に捲っていただきまして５ページ。１２、１３、１４。携帯電話持ち込み禁止の徹

底。１３、会議用ボールペンの廃止。１４、会議等で使用した紙コップの各自処分と。

これについては極めて初歩的なことでございますので、ぜひ厳守をしていただくという

ことで、ボールペンは今はもう出ておりません。ここまではよろしいですね。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） １５番目。机を配置した会派室等の設置についてと。控室の

利用の問題ですけれども、これも町との協議が必要だということで、いろいろお骨おり

をしている議員もいらっしゃいますので、含めて一つご議論を願えればというふうに思

います。はい、どうぞ。根本副議長。 

○副議長（根本道明君） ちょっと休憩してもらっていいですか。 

○委員長（大渕紀夫君） じゃあ暫時、休憩といたします。 

                       休  憩               午後     １時５０分 
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                       再  開               午後     ２時００分 

○委員長（大渕紀夫君） 再開いたします。この問題こそ各会派に持ち帰って話を しな

かったら、これは全く結論が出る中身ではございません。今、せっかく根本副議長がい

ろいろ調べてくれましたので、そこのところを十分考えて、本当に必要であればそうい

う形で作るというようなことを含めて可能性があるんだよと。ただ、狭いだとかいろん

なことございますから、それぞれの会派でちょっとこれは考えて議論してみてください。

これは町との協議の中には載せません、今回はですよ。 

  １６番、議会のホームページの中に議員個人のページを設けることをやってはどうか

ということなんですけれども。はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷 雅史君）  ちょっと休憩してもらおうかな。図を書いて説明した方が

分かりやすいから。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩します。 

                       休  憩               午後     ２時０１分 

 

                       再  開               午後     ２時０８分 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。今、出ましたここで書いてる議会の

ホームページに議員個人のページは設けないと。それぞれの議員さんが自分のパソコン

でホームページを作ったものを議会のホームページの中でアクセスした場合はそっちへ

飛ばせるというのは認めるということで、この分については結論出したいと思うんです

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。認めるということです。よろしゅうございます

ね。 

  次、１７番。これは１５番との関係があるんだけれども。女性の議員さんが３名いま

す。当然そういうことが出て当たり前だと私も思います。ただ、どういうふうにするか

というのは、さっきの１５番目の部分と一緒に一つ会派で協議していただけませんか。

これもただで出来るものでもないですから。必要だということは十分にわかりますけれ

ども、その点含めてちょっと会派で協議していただいた方がいいかなと思います。で、

この１５番目を議論する時に合わせて議論をしたいというふうに考えますけどもいかが

でしょうか。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 女性の議員さん、よろしゅうございますか。そういうことで。

どうぞ、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  女性の職員の更衣室ってあるんですか。わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） そうしたら、そういうふうにちょっと女性の議員がいらっし
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ゃる所を中心で、だけということじゃないですけどね、考えていただくというふうにし

たいと思います。 

  次、１８番目。代表質問に一問一答形式の採用についてということなんですけれども、

これは各会派で議論されましたでしょうか。それではどうぞ。じゃあ、町清クラブから。  

○委員（加藤正恭君）  町清クラブの加藤ですが、代表質問にも同様、一問一答方式を

採用すべきとこういうことでございます。理由は特別申しません。 

○事務局長（山崎宏一君） 新風。 

○委員（吉田正利君）  加藤委員の発言と全く同意見です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政。 

○副委員長（熊谷雅史君）  うちは一括方式ということです。うちの方の議論としては

言われている主旨のわかりやすいという部分ではそうだろうという話しは出ました。確

かにそうだと思います。しかし、代表質問の性格上、会派別に聞くということで一問一

答方式であれば最初の会派が全部聞いてしまうと。そういう部分では非常に切り口を出

すということでも非常に難しくなるんではないかと。だから、一般質問との住み分けの

中で代表質問は一括方式の方が望ましいだろうとそういう意見でありました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。公明。 

○委員（吉田和子君）  うちの会派も代表質問は一括方式で。一般質問に対しては一問

一答でということで結論が出ました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。実は私のところも代表質問は一括質疑方式の方がいい

んではないかという意見になりました。理由は代表質問のあるべき姿を考えた時に、代

表質問らしい代表質問をきちんと権威を高めて議会がやるということであれば、一問一

答方式というのは突っ込んでく部分 がございますので、若干馴染まないのではないかと

いうような意見が大勢を占めました。ちょっと私は違うとこもあったんですけども。そ

ういうことであります。さて、今の話でご議論のございます方、まず、どうぞ。困っち

ゃったな。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  今までの代表質問をずっと聞いているんですが、どうも代表質

問にふさわしいようなことではない。だから出来うれば、代表質問というのは会派があ

るから代表質問があるんでしょうけれども、どうも一般質問の類の方と同様行くか、同

様以下くらいのね 、同様以下と言ったら失礼ですけれ ども。これが代表質問か、これが

一般質問かと言って聞いてて、果たして代表質問にふさわしいのかなという問題は常々

持ってます。で、代表質問というのはもちろん会派ですから、会派の人たちの意見を聞

いて、１回目はいいですよ、答弁が返ってきた、今まで答弁書ないから２回目の質問に

なると今度、個人の意見になるわけですね。そうすると、果たしてそれが代表質問にな

るのかどうかということで私は疑問を持っているんですよ。だから、代表質問は、先ほ

どどなたか言ったようにレベルが高いんだからというようなお話もあったけれども、果
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たしてそこまでレベルが上がっているのかなと。私自身は少なくとも疑問を持っている

ものですから、代表質問がやらなきゃならないんであれば、一般質問と同様に徹底的に

聞いた方がいいなと。時間は、向こうは大変だかもしれないけれども、その方がいいん

じゃないのかなということで一問一答方式の方を採用すべきだというふうに考えました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  今、前回の議運で会派に行ってもう一回議論してください

ということでこういう結果出た。これをどっちにすべきかという議論は、これは不可能

だと思うんで す。それで、一般質問についても今、経過措置で進めていると。議会改革

の一環でこれも始めた。時間の問題についても議論のあるところだと思うんです。今回

こういうことですから、次回の代表質問、来年になるのかな、今期は間に合わないです

よね。一回やってみたらどうですかね。事前通告ですから、自分は一括方式でしますよ、

一問一答方式でやりますよというのをどっちでも選択出来るようになっているはずです

から一般質問の時には。代表質問もそういう類で一回やってみて。これは新たな提案で

すけどね。ただ、考え方としてはさっき言ったように、自分はやっぱり一括方式が順当

だと思うんですけども。やはり今、加藤委員がおっしゃるように、そういうきらいも感

じてらっしゃる議員さんがいらっしゃるんであれば、やっぱりやっていただくというこ

とも改革の中で必要ではないかと。ただ、駄目なんだよ、そぐわないよという方の考え

方もあるだろうし。いや、一問一答の方が分かりいいよという考え方もあるんだし。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、熊谷委員が言われたのは一般質問も一括質疑方式と一問

一答方式どちらでも選べるようにして、どちらか選んで代表質問が出来るようにしたら

どうだという意見なんですよ。暫時、休憩いたします。 

                        休   憩             午後    ２時１７分 

 

                        再   開             午後    ２時２９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。代表質問に一問一答方

式の採用について、これは３月は今回は見送ると。従来どおり一括質疑方式で行なうと。

で、しかし、代表質問のあり方等々、確かに私も、どういうふうに一般質問と代表質問

の違いを鮮明すべきだというふうに 私も思います。そこはやっぱり議会の中で本当にき

ちんと学んでね、しなくちゃいけない、直すところは直さなくちゃいけない部分だと思

ってます。ですから、そういうところ含めて、今回については一括質疑方式代表質問と

いうことで行なうと。来年度についてどうするかという議論は今後もうちょっと深める

と。ちょっと玉虫色ですけども。そういうことで経過をしたいと思うんですけどいかが

でしょうか。というのはね、今日やったってちょっとこれ３月ですからね、ちょっと無

理があるんだと思ってね。よろしゅうございますか。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 



４１ 

○委員長（大渕紀夫君） 決して無理矢理ということじゃないですから。議長いいです

ね。それでは１８番目の代表質問に一問一答方式の採用ということについては継続審議

として、来年度の取り組みはどうするかというふうにしたいというふうに思います。 

  １９番目。政務調査費導入の検討についてでございますけれども。どうぞ、根本副議

長。 

○副議長（根本道明君） この政務調査費については自分が提起した問題ですので、そ

の後いろいろ調査してみました。そういうふうなことで最初の認識と、僕ちょっと間違

っていたのは、これが国の１００％補助で来るものだという認識がありましたが、一般

財源の方からの持ち出しが１００％だというふうなことがまず１点。その中で、時代に

逆行してるのかなというふうなところがありました。しかしですよ、今の我々の議員報

酬の中でいろいろ調査するに当たってね、やはり経費がかかるといった場合には議長の

承諾を得て、全く同主旨の費用弁償をしてもらえるという道もあるのでね、改めてこの

政務調査費を導入というふうなことはいかがなものなのかなと。それともう一つ、町側

としての考え方も聞い てみました。そうしたら、町側としては政務調査費は取ってくだ

さいという考え方がありました。政務調査費を取ってもしかるべきじゃないのかという

のは、いろいろな例の中で他の町から議員がいろいろ調査に来ると、その人方の話を聞

くとみんな政務調査費で来てるんだと。そして、白老町の議会の資質の向上を考えた場

合にやはり政務調査費なりを取って、積極的にまちづくりのために勉強してほしいと。

それが僕達にいい提案をしてくれるであろうというふうなのが町長側の考え方でありま

した。そういうふうなことがいろいろ調べてみた結論です。あとは皆さんで。 

○委員長（大渕紀夫君） これは会派では揉んでいますか。じゃあ、会派で意見があれ

ばどうぞお出しください。 

○委員（加藤正恭君）  僕らは根本さんの今、言ったことを了承して、それでいいだろ

うということですから。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政は政務調査費については時期尚早と。確かに議論とし

てこれからするべき事項ではあるけれども、今すぐ導入ということにはならないだろう

と。それはやっぱり議会の資質、これが町民に受け入れられるかという問題も併合して

くるだろうと。それから財政的な問題もあるだろうと。でも、やっぱり議論として、こ

れからずっとすべきではないかという判断であります。 

○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）  これについては、私どもはまだ未検討でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  ちょっとお話し合いはしたんですけども、結論的なことはちょ

っと出せなかったんですけども。ただ、使い方が今後問題になるだろうということと、
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やっぱり逆行しているものもあるだろうという、お互いそういう意見出し合って結論的

なものはちょっと出なかったんですよね。他の方の他町村の方にも聞いてみましたら、

使い方がいろいろなんですね。やっぱり会派室があって、会派室の中のものを用意をし

たとか。機械とかそういうものを用意したりとか、図書を用意したりとか、そういうこ

とに使っているとか。それから、それを積み立てして地方に視察に行っているという話

しも聞きました。使い道によっては本当に効果が出てるのかなというふうに思いました

けれども、それを使うためのものだというところがちょっとあるような、そんな感じも

受け取れたんですね。だから、そういう面では今すぐどう なんだろうという、そんな感

じです、今は。 

○委員長（大渕紀夫君） うちもやや同じで。今の町民感情に合うかどうかというのが

最大の議論の中身になりまして、ちょっと時期尚早ではないかということであります。

提案された根本副議長含めて大方がそういう意見ですから、これについては時期尚早と

いうことでよろしゅうございますか。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、今日の協議事項は継続審議がたくさんございます

けれども、中身については一つ一つ確認 しません。１項目、１項目確認しておりますの

で。これについてはよろしゅうございますね。協議事項については 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 引き続き、議会改革のための議運は月１回程度は開いていく

というふうにしながら、特に１番目、３番目等々の議論を深めるというふうにしていき

たいと思います。その他。はい、どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君）  ちょっと他の議会と言うか、他の役場を見て来たんですけ

れども、議会の開催中にテレビ、今ここでよく多くな った時テレビ写しますよね、あれ

を玄関のホールで、役場の庁舎のホールで写し出している所があったんですよ。そうす

ることによって、例えば町場の人方が今日、議会をやっているんだなというふうなこと

で傍聴に来たり、それから、そのテレビを見たり。そういうふうなことしているらしく、

かなり効果があるというふうに聞いたんですけれども、そこら辺含めて今後ちょっと検

討してみていただきたいです。それは、さほどお金のかかる問題でもないし。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政クラブ熊谷です。我々、会派会議でその他のところで

私が提案したんですけれども、今回の所管事務でいろいろ各委員会で委員会室から出て

いくという時にプレートを、事務局で作っていただいたのを胸に付けました。これは去

年ですね、うちの町職員が首からぶら下げている顔写真入りのネームプレートを作りま

した。これも議会で１名ずつ議員さんのを用意してもらって、委員会だとか議場にいる

時は着用ではなくて、ここから出ていく時に着用するのを一つ作っておいた方がいいん
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ではないかと。そういうのをちょっと提案したいなというふうに思います。そうなると、

首から下げるか、胸に付けるかは自由ですけども、顔写真と名前と所属の委員会が分か

るので、僕は行った先で理解されると思うので、その方がいいかなと思うんですけども。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今のホールでのテレビの放映、ネームプレートの関係につき

ましては・・・。はい、どうぞ。 

○副議長（根本道明君） もう一つなんですけども、そこに議員が出欠の黄色と白のプ

レートありますよね。あのプレートをこの場所じゃなく、それもホールに置くべきじゃ

ないかというふうな。ホールに実際問題置いている所あるんですね。みんな玄関の入っ

てくる所にあれが あるんですよね。だから、それは別にあれなんですけれども、町民の

人方が入ってきた時に、今日は吉田議員がいるな、今日は熊谷議員が来てるなというふ

うなことが一目瞭然で分かるようにね。そういうふうにするべきじゃないかと。これは

何か町民の人からそういうふうに話がと言ってました。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。ちょっと盛りだくさん出ましたので緊急なも

のがなければ次回といたしたいんですけど、どうでしょうか。今日、出たものですから。

事務局にも中身について若干調べてもらうところは調べてもらって結論を出したいとい

うふうに思いますけどもいかがですか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。それでは１５年度の議会の補正予算の説明を局

長からしていただきます。 

○事務局長（山崎宏一君）  よろしいでしょうか。今日、資料お配りしてございます。

２枚綴りで。よろしいでしょうか。実はですね、１５年度３月で終わりますが、いろい

ろ議会の関係で最終的な補正予算、減額になると思います。金額がちょっと大きくなる

と思いますが、ご説明してご理解をいただきたいと思っており ます。 

  まず、１ページ目の議員報酬でございます。右の説明欄に書いてありますとおり、こ

れは４月の統一選挙の関係でございます。これは５月１日から任期でございますが、初

議会が５月９日に開催してございます。したがいまして、１日から議員ではありますが

９日までは議員さんの正副議長、委員長含めて人事案件が９日でございましたので、５

月１日から８日までは役員決まっておりませんので、議員さん方は役職が付いておりま

せん。したがいまして、その分４７，４８６円、これが１日から８日までの間、全議員

が役職名の付いてない議員と、そういうことでこの分が減額になるということでござい

ます。 

  次は解散による部分でございまして、これはご承知のとおり１１月９日に議会がござ

いました。１９日に初議会ということになります。したがって１１月１日から８日まで、

それと１１月９日から１９日まで、これは先ほどと同じような計算になりますけども、
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役員がいなかったということになります。そんなことで１，２１４，４０５円この分が

減額になるということになります。合わせて１，２６１，０００円ということになりま

す。職員手当というとこになりますが、これは内容は議員の期末手当でご ざいまして、

１２月支給分の減、１００分の２５、これ条例改正しております。１２月議会でですね。

１００分の２５、したがって０．２５カ月分の条例改正、削減ありまして、これで１，

２４３，１５０円の減と。それと期末手当の期間率の設定。今までは議員さん方、１１

月９日に入っても、仮に１２月に入ってもこれは一律でしたね。１００％支給というこ

とになりましたけども、今回、就任の期間率を設定しましたので３０％から６０％とい

う中での期間率の設定しておりますので、ここで４，４２９，９７８円の減になります。

それと、この分での最後。削減 分６月から１１月、１，８９６、０００円。これは任意

で議員さん方６カ月間の報酬から、６月から１１月から６カ月分の議長が１１％、副議

長が７．５％、議員が５％、それと１１月分だけ解散の関係ございましたので全員５％

ということで削減しております。これが１，８９６，０００円ということになりまして、

合わせて補正額が▲の７，５６９，０００円ということになります。 

  次のページ行きます。次のページの旅費の関係です。上のが議員さん方で３，３２０，

０００円減になってございますが、これは１５年度で各常任委員会で道外視察予定して

ございました。ちょうど時期が解散時期とぶつかってしましましたので、これは未実施

でございます。これは１６年度の予算で見ておりますけども、１５年度は未実施という

ことで２０名分３，３２０，０００円を減額するということでございます。その下は職

員の随行分です。３名分ですね。これも実施しなかったので４９８，０００円減にして

ございます。 

  それから需用費の中の食糧費、１５万円の減でございますが。実は経費節減のために、

町側も行なっているんですが、議会も合わせてということなものですから、合わせてや

っておりますが、視察を受け入 れる場合、他の町から平均７、８名なんですけどもいら

っしゃる場合ですね、これも行革の一環として経費節減に努めていただきたいというこ

とで、本当にお茶菓子とジュースを今まで出していたんですけども、それも経費節減と

いうことから改善の中に入ってしまったわけです。というわけで議会の方もそれに同調

という形でジュース、お茶菓子等は出しておりません。それと合わせて姉妹都市分の減

ということで、これが特別無かったものですから、合わせて１５万円ということの減で

ございます。 

  それから役務費入ります。一番上、広告料。１４，０００円 減ですけども、これは当

初予算で特別企画というのが何社が今まであったんですけども、それ見ておりましたら

実態としてはなかったという部分でございます。それから手数料。これは議事堂と第２、

第３委員会室の清掃なんですが、これが汚れ具合から清掃しなくてもいい状態になって

おりますので６３，０００円の減でございます。それから筆耕翻訳料。これは例の会議
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録の作成になりますけども、委員会開催が少なかったものですから、７０万円ほど筆耕

料で使わなくても結果的によくなったことで７０万円の減でございます。 

  それから１４の使用料及び賃 借料なんですけども、それの車借上料。これは６３，０

００円落としておりますが、これは委員会等々で視察があった場合ですね、常任委員会、

議運含めて。バスを６３，０００円予定していたんですが、実質無かった分があったも

のですから、その分の減でございます。次が高速道路の使用料３万円。これも当初予算

から比較して執行されなかった部分があるものですから３万円の減でございます。 

  次の３ページ目なんですけども、これは議会だよりの方の発行経費でございまして、

４４６，０００円の減でございます。これもここに書いてありますとおり、議 会解散に

伴い、本来９月定例会分出す予定でいたんですが、議会解散ということで委員会も存在

しなかったものですから、それで事前に特別委員会とも協議の上、これはやむを得ない

だろうということで年４回のものが結果的に年３回になったと。したがって４４６，０

００円の減ということになります。これは印刷製本費です。 

  で、一番最後。これをトータルいたしますと、今回１４，１１４，０００円の減とい

うことになります。雑駁ですけども、大体こんなことで、３月定例回に議会費の補正減

ということで提出したいというふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思っ

ております。 

○委員（加藤正恭君）  補正予算の関係で質問の方いらっしゃいますか。はい、加藤委

員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  職員手当ね。期末手当。４，４２９，０００円となってるんだ

けど。４年ごとに１回選挙があると。１１月になるわけですね。そうしたら４年に１回

こういう現象が発生しますね。 

○事務局長（山崎宏一君） いや、しません。 

○委員（加藤正恭君）  どうして。 

○事務局長（山崎宏一君）  これは解散の分なんですよ。解散で一旦切れてますね。で

すから今度４年後は任期中に選挙ありますから。 

○委員（加藤正恭君）  任期中に選挙と言っても・・・あ、そうか。それであればいい

んだな。 

○事務局長（山崎宏一君） 結果的には継続になってしまうんですけども。 

○委員（加藤正恭君）  継続になるんだな。身分のある時に選挙をやると。そういうこ

とだもな。 

○事務局長（山崎宏一君） 今回だけです、これ。 

○委員長（大渕紀夫君） 解散しなかったら絶対こういうふうにならないもね。 

○委員（加藤正恭君）  ４年ごとにね、かわいそうだなって。１１月の選挙はなと思っ

たんだ。解散だから、その時点で資格でないからな。 
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○事務局長（ 山崎宏一君）  今度はあくまでも任期中に選挙やりますのでこういうこと

は生じません。 

○委員（加藤正恭君）  ということは、これで行けばどういうふうになるんだ。１０月

中まで身分になるか。 

○委員長（大渕紀夫君） １１月の８日までです。 

○委員（加藤正恭君）  だから、それまでに選挙やるわけだな。 

○事務局長（山崎宏一君）  ですから１０月の下旬か・・・。ただ、新しい議員さんは

これに対象になります。継続の方はなりませんけど新しい議員さんはなります。 

○委員（加藤正恭君）  新しい議員さんは対象になるな。かわいそうだな。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。他ございますか。よろしいですか。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

          ◎閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、本日の議会運営委員会は以上で閉会といたします。

ご苦労様でございました。 

 

                                                 （閉会  午後２時５０分） 


