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平成１６年白老町議会運営委員会会議録  

 

平成１６年 ４月２３日（金） 

  開 会   午後 １時００分 

  閉 会   午後 ２時４０分 

 

○議事日程 

 協議事項 平成１６年第２回白老町臨時会関係 

 １．提出議案 

（１） 町長提案（７件） 

・ 承     認  ５件（補正３件、条例改正２件） 

・ 補 正 予 算  １件（工業団地造成事業特別会計（第１号）） 

・ 指定管理者の指定 １件（ふるさと体験館「森野」） 

・ そ  の  他  （町長行政報告） 

（２） 議会関係（１件） 

  ・ 承     認  １件（議員の派遣承認） 

  ・ そ  の  他  （議長の諸般の報告） 

２．専決処分の承認について 

○ 平成１５年度白老町一般会計補正予算（第１１号） 

○ 平成１５年度白老町臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第３号） 

○ 平成１５年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第３号） 

○ 白老町税条例を一部改正する条例の制定について 

○ 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 ３．専決処分の承認について 

  ○ 補正予算  １件 

   ・議案第１号 平成１６年度白老町工業団地土地造成事業特別会計補正予算（第３号） 

  ○ 指定管理者の指定  １件 

・議案第２号 ふるさと体験館「森野」の指定管理者の指定について 

 ４．議員の派遣承認について 

   別紙のとおり 

 ５．議長の諸般の報告について 

○ 専決処分の報告（指定分３件） 

○ 陳情の処理経過及び結果報告（１件） 

 ６．第２回臨時会の日程について 

  ○ 会  期  平成１６年４月２８日（水）  １日間 

○ 議事日程  別紙のとおり 
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 ７．全員協議会の開催について 

○ 第４次白老町総合計画基本構想（素案）等について 

                      （企画課） 

８．その他について 

 議長の諮問に関することについて 

  ○ 議会改革の取り組みについて 

 

○会議に付した事件 

 協議事項 平成１６年第２回白老町臨時会関係 

 １．提出議案 

（３） 町長提案（７件） 

・ 承     認  ５件（補正３件、条例改正２件） 

・ 補 正 予 算  １件（工業団地造成事業特別会計（第１号）） 

・ 指定管理者の指定 １件（ふるさと体験館「森野」） 

・ そ  の  他  （町長行政報告） 

（４） 議会関係（１件） 

  ・ 承     認  １件（議員の派遣承認） 

  ・ そ  の  他  （議長の諸般の報告） 

２．専決処分の承認について 

○ 平成１５年度白老町一般会計補正予算（第１１号） 

○ 平成１５年度白老町臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第３号） 

○ 平成１５年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第３号） 

○ 白老町税条例を一部改正する条例の制定について 

○ 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 ３．専決処分の承認について 

  ○ 補正予算  １件 

   ・議案第１号 平成１６年度白老町工業団地土地造成事業特別会計補正予算（第３号） 

  ○ 指定管理者の指定  １件 

・議案第２号 ふるさと体験館「森野」の指定管理者の指定について 

 ４．議員の派遣承認について 

   別紙のとおり 

 ５．議長の諸般の報告について 

○ 専決処分の報告（指定分３件） 

○ 陳情の処理経過及び結果報告（１件） 

 ６．第２回臨時会の日程について 

  ○ 会  期  平成１６年４月２８日（水）  １日間 
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○ 議事日程  別紙のとおり 

 ７．全員協議会の開催について 

○ 第４次白老町総合計画基本構想（素案）等について 

                      （企画課） 

８．その他について 

 議長の諮問に関することについて 

  ○ 議会改革の取り組みについて 

 

○出席委員（１１名） 

 委員長  大 渕 紀 夫 君        副委員長  熊 谷 雅 史 君 

 委 員  山 本 浩 平 君        委 員   吉 田 正 利 君 

      吉 田 和 子 君              谷 内   勉 君 

      加 藤 正 恭 君        副議長   根 本 道 明 君 

 議 長  堀 部 登志雄 君        委員外議員 玉 井 昭 一 君 

                             西 田 祐 子 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明の為出席した者の職氏名 

 総務課長  白 崎 浩 司 君          財政課長  辻   昌 秀 君 

  

○職務の為出席した者の職氏名 

 事務局長  山 崎 宏 一 君          主  幹   中 村 英 二 君 
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開催の宣言 
○委員長（大渕紀夫君） それでは、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。 

 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。 

 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。 

 

◎ 協議事項 
○委員長（大渕紀夫君） 本日の議会運営員会の協議事項について、事務局長から最初に中身をいってい

ただきます。 

○事務局長（山崎宏一君） 今日、レジメお配りしてございますし、また封筒の中に臨時会の議案が同封

されております。 

 先ず、町長側の提出議案でございますが、７件予定されております。そのうち、５件については承認と

いうことで、専決処分の承認でございます。これ後ほどご説明をいたします。 

 それと、議案が２件。１件は工業団地造成事業の会計の補正予算、それと３月定例会でも一部出て、取

り下げしていましたふるさと体験館「森野」の指定管理者の指定、これが１件でございます。それと町長

のほうから行政報告がある予定になってございます。 

 それと議会関係でございますけれども、これは議員の派遣承認。これも後ほどご説明されていただきま

すが、１件予定されております。その他議長のほうからの諸般の報告と、これも後ほどご説明させていた

だきますが、町長提出案件７件、議会関係１件ということになってございます。 

 簡単ですけれども以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは協議に入ります。 

 専決処分の承認についてということで、５件出ておりますけれども、説明をお願いいたします。辻財政

課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 私のほうからは、予算の補正の３件、ご説明しますけれども、承認第１号か

ら承認第 3 号までと、よろしければ議案第１号が補正予算に関する案件ですので、一括して説明させてい

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。一括説明をお願いいたします。 

○財政課長（辻 昌秀君） 説明のほうはですね、議案のほうは省略いたしまして、別途１枚ものの資料

でですね、平成１５年度の補正予算並びに平成１６年度の補正予算概要をお配りしておりますので、そち

らのほうで内容についてご説明させていただきたいと思います。 

 先ず、平成１５年度補正予算の関係でございますけれども、３つの会計ございます。 

１ 歳入歳出予算の補正規模のところに載せておりますけれども、一般会計の第１１号補正、これは承

認第１号でございます。それと臨海部、承認第２号。特別養護老人ホーム承認第３号、一括してご説明し

ます。 

先ず、一般会計の承認第１号の補正予算でございますけれども、補正額７２，２４５,０００円となっ
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ております。その内容でございますけれども、下の２の一般会計歳出予算の主な事項、こちらのほうに記

載しております。 

先ず、歳出でございますけれども、総務費につきましては財源振替ということで補正額０でございます。

民生費につきましては３，０００，０００円の減額ということになっております。後ほど、特別養護老人

ホーム事業会計のところでご説明しますけれども、特別会計のほうの繰出し金の減３，０００，０００円

でございます。農林水産業費につきましても、財源振替でございます。土木費１７７，０００円でござい

ます。歳出の部分につきましては、土木施設管理事務経費の賠償金ということでございますけれども、竹

浦飛生線と竹浦２番通りの、道路の管理上穴があいていた部分にですね、一般車両が入りましてですね、

車の損害が生じたという部分の賠償金の計上２件でございます。 

港湾建設事業他、財源振替がございます。諸支出金７５，０６８，０００円でございますけれども、こ

れは各種基金の積立金ということで２件でございます。一つ文化振興基金の積立金３０，０００円でござ

いますけれども、３月の末に青色申告会のほうから図書館用図書の指定寄付がございました。寄付に基づ

く予算執行については年度末でもございますので、１６年度に入ってから執行ということにしたいという

ことで、一時的に文化振興基金に積立したいという内容でございます。この繰入れと実際の歳出の計上は

６月補正で予定したいと思っております。 

次、町債管理基金の積立金７５，０３８，０００円でございますけれども、今回の一般会計の１１号補

正で生じました財源をですね、積み立てたいというような内容になってございます。 

次、歳入の内訳につきましてはその裏面の２ページをご覧になっていただきたいと思います。 

（２）の歳入ですけれども、地方譲与税から道支出金までにつきましては３月定例会閉会後にですね、

確定した部分の歳入についてのですね、整理でございます。内容につきましては記載してございます。寄

付金３０，０００円につきましては先ほどご説明した内容の指定寄付でございます。繰入金２，５００，

０００円の減につきましては、都市公園づくり基金の繰入金ですけれども、町債のところで説明いたしま

す財源対策債の調整分が認められたということで、一部萩の里自然公園の事業につきまして、基金からの

繰入を予定したものを起債に振替えるための減額ということになっております。 

諸収入１７７，０００円につきましては、歳出でご説明の交通事故と書いてありますけれども、道路事

故の賠償の保険金であります。 

町債６９，３００，０００円でございますけれども、これは財源対策債の調整分でございます。白老港

の建設事業も含めまして６事業につきまして、道へ発行を要望しておりましたところ、全額採択となった

ということでの追加計上であります。この財源対策債というのは、港湾事業で申し上げますと、起債の充

当率が９０％ということになっております。その残り１０％分につきましては、当初予算では一般財源と

して計上してございましたけれども、その部分につきましても起債が認められたということでございます。 

この起債の償還に当たりましては、地方交付税で５０％措置されるということでございます。 

 歳入につきましては以上でございます。 

 次、１ページに戻りまして、特別会計のほうをご説明いたします。 

 臨海部土地造成事業特別会計（第３号）、これ承認第２号の案件でございますけれども、補正額２，１

００，０００円の減でございます。内容といたしましては臨海部土地造成事業費の減でございますけれど
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も、１５年度で購入することにしていた用地の一部がですね、これが購入できないというようなこともご

ざいまして、２，１００，０００円の歳出の減になってございます。その分歳入につきましては町債２，

１００，０００円の減ということでございます。臨海部土地造成事業特別会計につきましては以上でござ

います。 

 特別養護老人ホーム事業特別会計（第３号）、これ議案のほうの承認第３号でありますけれども、補正

額５０，０００円でございます。歳出のところでは総務費で５０，０００円追加しておりますけれども、

損害賠償金でありまして、来園者、家族の方がご来園のときに転倒した事故の治療費の賠償ということで

の計上でございます。 

 歳入につきましては、賠償金の５０，０００円は諸収入で保険金を計上というほかにですね、サービス

収入、これは介護保険の報酬ということでありますけれども、３，０００，０００円増額が見込まれると

いうことで、一般会計からの繰入金を３，０００，０００円減額するという内容でございます。 

 次、もう一枚の資料ですね。１６年度補正予算の概要をご覧になっていただきたいと思います。 

議案の第１号の白老町工業団地土地造成事業特別会計（第１号）の補正予算でございますけれども、１

０，６７４，０００円の計上であります。歳出といたしまして、工業団地造成費として用地購入費を１０，

６７４，０００円追加するという内容であります。町内の食肉加工業者さんのほうで工業団地に進出した

いということで、工業団地の用地を処分するということで予定しておりますけれども、関連してそれに隣

接する財務局用地、また土地開発公社の用地についても取得の希望があるということでですね、特別会計

で一度購入して、売払い希望者のほうへ処分したいということでの計上であります。歳入につきましては、

全額財産収入を見込むというような内容でございます。  

 補正予算関係の議案の説明につきましては以上で終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今財政課長より、補正予算の説明がございました。特にお聞きをしておく

ことがございます方どうぞ。よろしゅうございますか。吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 今の工業団地の隣接部の購入、どれくらいの面積でございましょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 現状の予定する面積ですけれども、土地開発公社の部分で２，３７５㎡、財

務局用地で２，３４６㎡合計いたしまして４，７２１㎡ほど。これを購入して売払いするという予定であ

ります。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。ほか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 臨海部土地造成事業特別会計で、用地の一部が購入できなかったということだっ

たのですけれども、購入できなかった理由とその部分を他でどういうふうにしようとしているのかという

のが分かれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 辻財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 私も深く聞いておりませんけれども、確か国有地関連のように聞いておりま

すけれども、手続き的な部分でですね、時間がかかるということで１５年度中には処理できなかったと聞

いておりますけれども、内容につきましては議案の説明の中でですね、担当の港湾課長が説明するように

お話しておきます。 
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○委員長（大渕紀夫君） ほかございますか。よろしゅうございますね。 

できれば、委員の皆さん本会議で聞ける中身のものは、是非本会議で聞いていただければ、ここは細か

いことを聞くということではなくて、運営上の問題で問題があるときに議運でたたくということでござい

ますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。  

 財政課長ありがとうございました。 

○財政課長（辻 昌秀君） 失礼いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 続きまして、その他関連の部分で総務課長の範囲の議案説明のほどをよろしく

お願いいたします。はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは私のほうからですね、議案のほうの目次で、承認の第４号と第５号。

これにつきましては先ほど事務局長のほうからもご説明ございましたけれども、４号については白老町税

条例の一部改正、５号につきましては国保条例の一部改正ということでございますけれども、これにつき

ましては３月の第１回定例会におきまして、全員協議会でご説明した内容でございますので、改めて詳細

の説明は省略させていただきます。 

 議案の２号につきましては、ふるさと体験館「森野」の指定管理者についてでございますけども、これ

につきましては３月の第１回定例会において、ふるさと体験館「森野」の設置条例を制定させていただき

ました。その後４月号広報で指定管理者の募集、これは４月２０日までということで募集を行いまして、

申請のありました財団法人白老町体育協会を候補者として、自治法の規定に基づきまして議会の議決を得

たいということで提案をしてございます。なお、指定期間につきましては６月１日から平成２１年の３月

３１日までということで、５カ年間の期日指定ということでご提案する内容でございます。以上でござい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、事務局長。補足ではないのですけれども。 

○事務局長（山崎宏一君） 今、簡単に説明がございましたけれども、特にですね、承認第４号、５号で

すね。これも今話しが出たように３月定例会の全員協議会で、担当課のほうから一度ご説明させていただ

いております。 

臨時会の当日もですね、実は承認第４号の中身を見ていただくと分かるんですが、非常に多岐にわたっ

ている部分が多いんですね。それで、これ、個人のことやら株式のことやらいろいろわたっているもので

すから、この説明ですね。直接住民に関わる部分の改正、これにとどめてもよろしいのかなということで、

担当課ともその辺でですね、そのほうがむしろ分かりやすいということで、担当課のほうとも話しを進め

ていましてね、もし議運のほうへ、今日話させていただいて、この承認第４号については、住民に直接関

わる部分のみ説明をさせていただくと、こんなことでご理解いただければ、そういう形で本会議当日、説

明するというようなことで取り計らいたいというふうに思いはございますが、いかがなものでございまし

ょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今事務局長から、ご説明ありましたように、私のほうへも税務課長から電

話が来ましてね。全部説明すると膨大な量であると、昨年度も町民に関わることのみ質問が出たというこ

とで、そこを重点的に説明をしたいのだけれどもというお話がございました。私は良いのではないかとい

うふうに話しをしておきましたけれども、その点を含めてご議論がございます方どうぞ。 
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 税制の部分の専決処分のついてはそのような説明でよろしゅうございますか。それではそのような説明

で進めたいというふうに思います。 

 それでは２番目３番目、議案の説明まで終わらせていただきます。総務課長ありがとうございました。

ご苦労様です。 

 それでは４番目に入ります。議員の派遣承認について、承認第６号ですけれども事務局長お願いいたし

ます。 

○事務局長（山崎宏一君） 今日、お手元にお配りしてございますが、一件議員の派遣承認ということで

裏を見ていただきますと分かるんですが、地方財政危機突破総決起大会ということで、東京で開催される

予定になってございます。これにつきましてですね、地方６団体ですか、都道府県の行政側と議会側、そ

れと市の行政側と議会側、町村の行政側と議会側と６団体でですね、全国規模で決起大会をして、ここに

書いてありますとおり三位一体という改革の実現を目指した決起大会にしたいということなものですか

ら、これは道の議長会を通じてご案内がございました。そういう形で胆振管内もそれぞれ町村長さん、議

長という中で出席を予定されているものですから、本町においても出席をしたいということの、派遣承認

の願いでございます。簡単ですけれども以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） この件について、よろしゅうございますね。 

 それでは次、議長の諸般の報告について、専決処分の報告３件ございます。これについてのご説明。 

○事務局長（山崎宏一君） お手元に、今日お配りしてございますが、３件ございます。これについては

地方自治法の１８０条、議会が金額的に１，０００，０００円以下の損害賠償については、専決処分をし

てもよろしいということで指定してございます。その範囲の中でございまして、１件目が一昨年の８月２

２日に発生した事故でございまして、これは特別養護老人ホーム寿幸園での事故でございます。 

 これについてはここに書いてございますけれども、歯科の訪問治療のためにですね、歯科助手の方が寿

幸園にお邪魔してございます。その際ですね、施設では入浴ですね、準備をしていたんですが、廊下にで

すね、水がたれたりして訪問した方が滑ってしまったと。胸椎圧迫骨折ということで６週間という診断が

でていまして、これについては後段にも書いておりますが、損害賠償という形で、今回示談が成立したと

いうことで、２年間、１年半以上経過しておりますが、今回甲乙でそれぞれ示談が成立したということで、

実は金額的に４９，５７０円という金額でございますが、今回それの損害賠償をするというものが１件で

ございます。 

 ２件目がですね、これは今年の２月２５日になりますが、町道竹浦飛生線で起きた事故でございます。

これについてはですね、もちろん状況にも書いてございますが、路面、道路が陥没していたところに、車

が入ってしまったということで、いろいろ過失の相殺もございますが、結果的に修理費が１３１，４８１

円かかってございますが、過失割合の８割分を損害賠償するということで、１０５，１８５円をですね、

お支払をするというものでございます。 

 ３件目でございますが、これも今年の３月１４日に町道竹浦２番通りで発生したものでございます。こ

れも道路上のものでございまして、水溜りですね。ここを車が通過した際に、車のバンパー、そういうも

のが損傷したと。結果的には町道の管理ということから言って、これは７割町が負担しなければならない

ということになりまして、１０１，３２５円のうち７割の７０，９２８円、これを損害賠償するというも
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のでございます。３件が議会が指定した範囲の中での専決処分ということになります。これは議長のほう

の諸般の報告ということになります。 

 もう１件なんですが、これも諸般の報告なんですが、陳情の処理経過についてでございます。これは昨

年、石山１区内の町道の舗装ですね、これの陳情が出ておりました。これは産業建設常任委員会に付託さ

れまして、陳情審査の結果ですね、採択というかたちで議決してございます。それを町側のほうへですね、

この対処方を議長名でお出ししてございましたが、今回その処理経過と経過報告というかたちで町の方か

らですね、道路の舗装の今後の対応というのでしょうか、そういうことで出てきておりますので、これを

諸般の報告の中で、報告いたしたいということでございます。以上が５番目の議長の諸般の報告について

ということになります。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、議長の諸般の報告について説明がございましたけれども、特に聞いて

おく必要があると思われることがございましたらどうぞ。よろしゅうございますね。 

 それでは第２回臨時会の日程について、最初に議事日程を見ていただきたいと思います。説明あります

か、はい事務局長どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） 日程ですね、１から１０までございますが、町の方から出てきてます７件、

これと一番最後に承認第６号、議員の派遣承認というかたちで８件ございますが、その他に、今諸般の報

告ですね。これと町長の行政報告があるということでこういうような日程になります。簡単ですけれども

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 別紙の議事日程でございますので、第２回の臨時議会については、４月２８日

１日間といたしたいと思いますけれども、ご異議ございませんでしょうか。よろしゅうございますね。 

 それでは、第２回の臨時議会の日程は４月２８日１日間と決定をいたします。 

 続きまして７番目の全員協議会の開催についてということで別紙ございますので、事務局長のほう説明

をお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） 今日、お配りしております１枚の紙ですが、町の方からですね、全員協議会

の開催の要請がございます。一番最後になっていると思います。 

 これについてはですね、６月に予定されております第４次の白老町の総合計画の基本構想の素案の関係

でございます。それで、６月議会には、本会議に議決事項でございますので提案されると思いますが、今

行政側で町民と共にですね、作っております。その中で素案というかたちで、大体出来上がっているよう

でございます。町の方はこれから議員さん方からのご意見だとか、町民からのご意見というふうに伺って

ございますが、今回はこの２８日の臨時会時にですね、本会議終了してから行政側のほうで、大体素案が

できましたので、これを事前にご説明しておきたいということなものですから、今回そういうことで要請

が上がってきております。 

それと基本的にはですね、基本構想の素案の説明、それと質疑応答とかいてございますが、実はこれ事

前にお配りできればね、一番いいんですけれども、なかなか日程の中では２８日当日配布になるようです。

それで、企画課のほうとも話してございますが、そこで配られてすぐ質疑応答といってもですね、なかな

か奥の深い部分がございますので、それはちょっと無理かなと。もしそこで気が付いた部分だけでも、ご

質疑いただければと思ってます。基本的にはですね、議会含めて５月のですね、１６日、たまたま日曜日
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なんですが、中旬くらいまでに議会、議員さん方から会派通じてか会派であげていただく、また各議員個々

で上げていただくというかたちで５月の中くらいまでにですね、今回説明した内容についてのご意見だと

かね、そういうものをお願いしたいという基本的な考えをもってございますが、説明は２８日にさせてい

ただきたいと。その時に気がついた分だけご質疑をいただきたいなと。それであとの分については５月の

１６日といっていますが日曜日ですので、１７日くらいになるかと思いますけれども、それまでにお願い

したいという意向が当日お話しされると思います。事前にうちのほうでお聞きしてございますので、今ご

説明をさせていただきましたが、そういうかたちで考えているようでございます。 

 説明だけでもですね、大体４５分程度かかるといわれてございます。ですから１０時から開会されまし

て、議案が当初よりかなり増えてございますし、これを入れると概ね午前中か、または１２時ちょっとす

ぎるのかなというふうには思われますが、いずれにしても６月定例会に提案される内容のものでございま

すので、やはりこの時期にやらなければですね、だんだんずれていくような格好になりますので、時間が

若干昼を過ぎるというようなことも考えられますが、今回の臨時会でご説明をということにしていただけ

れば、行政側のほうもですね、日程的によろしいのかなというふうには思ってございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 今説明ございました。当然受けなければいけないものですから、若干昼にかか

っても終われば食事とらないで終わらせたほうがいいかなと思っておりますけれども、いずれにしても臨

時議会ですので、終わった段階ですぐ受けるということで対応をしたいと思いますけれども、いかがでし

ょうか。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 気の付いた部分だけの質疑応答と、こういうようなことなんだけれど、前の日ま

でに配布できないのだろうか、１日前に。 その晩に我々多少は見られるんだけれど、当日配布ですぐと

いうのはちょっと。結構厚いものでしょうから、前の日にでももし配布できれば、晩に我々目を通すとい

う程度ことはできると思うんだけれど、物理的にそれもできないんですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 事務局長どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） その辺も、我々のほうで事前に２日でも３日前でもという話をさせていただ

いていますけれども、実はですね、作業としてですね、今職員がですね、事前に各課担当、議会もそうな

んですが、各担当課に配られております。その中で事務レベルで詰めなければならなことだとか、企画に

対してこの考えは適当かどうかと、またこういうものも入れたらどうかという作業をですね、今やってい

るものですから、それがまとまって議会のほうへ出すということになると、やはり２８日ということにし

かならないというんですね。ずっと残業してやっているようでございますので、今の時点では日程的に無

理みたいなんですね。何回も私のほうからも話させていただきましたけれども、ちょっと無理かなと。そ

れで、当日配られて当日質疑ということにもならないので、５月中旬まで意見を聞く機会を持ちたいとい

うのが一つです。 

それとですね、関連しますが、実はこれは企画のほうでもはっきりしておりませんが、５月２７日に臨

時議会がある予定でございます。工事請負契約の関係で臨時会をしたいというのが情報としてございます。

その辺の関係も日程的に関わってくると思います。ですから、５月２７日にはどういう形になるのかまだ

はっきりしませんが、おそらく５月の中旬までいただいたご意見を集約調整して２７日に、最終的に素案

としておかけするのかなと、こんな考えをもっているようです。 
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そして６月の定例会が今のところ２１日から２２､２３日という予定でございます。ですから６月２１

日の定例会に向けた日程なんかもですね、考慮するとやはり今事前にというのがちょっと大変なようでご

ざいますのでね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 総合計画基本構想ですよね、今後の白老町のことを慎重にやらなきゃならない。

日程的にもつまっていることは十分分かるんだけれども、泡を食ってただ通せばいいということでは基本

的にあってはならないと思うんですね。素案といえどもね。十分議会議員のね、意見を反映させるという

意味においてももう少し十分な時間をね、２８日は止むを得ないとしても、質疑応答をですね、もう少し

時間をかけて５月中でも仕方がないと思うんですが、やるべきだと思うんですが、やはり我々議員の、会

派の意見を聞きたいというのは分かるんだけれども、やはり企画課の方々が来て分からないことに答弁質

疑応答するというところで、いろいろと内容がわかっていくだけであってね、我々議員だけで「こういう

ところどうなんだ。こういうところどうなんだ。」という話をしてもですね、なかなか進まない面がある

んですよ。だと思うんです、皆さんが。だからできるだけそういう機会を作るべきだと僕は思うんですよ、

そのあたり。 

○委員長（大渕紀夫君） 今議長が参加されておりますので、もし今加藤委員のことが必要であれば、再

度議員協議会を持つと、やっぱりそれくらいの構えは議会としては、私は当然、加藤委員の言われるとお

りだと思います。文書で出せというのは、それはそれなりに大切ですと。大切だと思いますし期間が与え

られるとは思いますが。しかしそれだけではなかなか理解がしづらいということも、私はおっしゃられる

とおりだと思うんですよ。ですからもし議長の判断でですね、２８日は説明を聞くと，それは結構だと。

その後にですね、町側が間に合う範囲で質疑応答ができる機会を新たに作っていただくというようなこと

が、議長のほうで考えていただければですね、こちらから議員協議会を持てということでの申し入れを行

い、そして今の交通整理をきちんとするというふうにしてはどうかと思うんですけれども、いいですか。

事務局長もそういうことでいいですね。 

 それでは、町側のこともございますので、その点につきましては議長に一任するというふうにしなけれ

ば、町側との調整もございますから、２８日にいただいてその後少なくても意見が反映できる範囲の日程

ということでお願いをしてはどうでしょうか。よろしゅうございますか。加藤委員よろしいですね。 

 それではそういうような措置を議長に取っていただくということにいたしたいと思います。それでは議

員協議会のことについてはよろしゅうございますね。 

 ２８日はメインの質疑にはならなくても、聴きたいことはお聞きになるということも含めてね、あまり

２８日メインでやらないでそのあとにしてもらって、そのときは本当に単なる疑問点だけ聞くというよう

なことで、そういうとり進め方でよろしゅうございますね。 

 それでは７番の全員協議会の開催については終わらせていただきます。 

 ８番その他について、議長の諮問に関することについて、議会改革の取り組み。その他のことなんです

けれども、積み残しになっておりますですね、議会報告会のことなんですけれども、これ結論でないまま

現段階を迎えているという状況なんです。いろいろお話を個々に伺ったりしますと、なかなか議会報告会

というかたちは難しいのではないかというようなご意見も出始めております。一気にやらなかった私のほ
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うの手落ちもございまして、これやっぱり一気に議論を詰めてしまうべきだったというふうに思っている

んですけれども。 

 ひとつは３月の議運で本吉町に行って見たらどうかというお話もございました。ただ、率直に申しまし

てやらないのに行ってもこれはしょうがないかなとも思っております。まだやらないという結論が出たわ

けではございません。そうではないのですけれどもね、どうも雰囲気がそういう雰囲気になりつつあると

いうふうな環境がございます。ただ、１年に１度か２度は報告ではなくて、議会が外に出て町民の皆さん

の意見を聞くということ。一般的にいうタウンミーティングというんでしょうか、そういうことも含めて

検討してみてはどうかなというふうに思っているんですけれども、ちょっと熱が冷めてしまった段階で申

し訳ありませんけれども、各委員さんで考えていること等々ございましたら、お示しを願えればというふ

うに思いますし、議長の諮問に関わることでもございますので、一定の結論はやっぱり出したほうが良い

のではないかというふうにも感じておりますので、その点でのご質疑を願えればというふうに思います。 

はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 別に会派として結論を出しているわけではないんですが、確かにこの間の議運で、

議会改革の集まりであったんで、すぐ結論を出す段階でないのも良く分かっています。不十分だったとい

うことも良く分かっています。それで準備期間というのはね、この間の話しでは年度当初にやろうと。秋

であればまだ時間はあるのかなと思うんですが、年度当初にやったらどうだと。こういうことになると時

間がないわけですね。ですから準備期間が必要だとすれば本吉町の視察も含めてですよ、本吉町だってす

ぐやったわけではないと思うのでね、いろいろ試行錯誤をして結論を出して今のことをやっているんだろ

うと思うので、我々にとってもやるからには慎重にすべきだとすれば、そのための準備期間というのはあ

る程度必要だろうということになればですね、本吉町を含めて視察をして、それらも検討の内容として議

論するということも一つの方法じゃないかと思うんだけれどもね。 

 ですから何度もいうように、秋に間に合うかどうかは別な問題で秋じゃなくて春先というような話が出

ていたんじゃなかろうか、そこもまだあやふやだな。時期的なものも含めてね、どれがいいのか先輩であ

る本吉町へ行って、どうしてこの時期にやるんだというようなことも含めた総合的な判断をすべきことじ

ゃないのかなと思うんですけれども、いかがでしょうかね。これはあくまでも個人の考え方です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方あれば。はい、委員外議員の西田議員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 前回のときにですね、私は年度替りになったら予算がつくというので、そ

のとき視察も含めて考えましょうという形で終わったような気がしたんですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです、そのとおりです。 

○委員外議員（西田祐子君） 年度替りになったんで、どこかに行く話しが出るのかなと。私は反対に考

えていましたけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） それで私最初にいいましたように、そういうことも含めて議論をしたんだけれ

ども、どうも議会報告会そのものが肯定的な意見があまり聞かれてきていないんです。それでそうであれ

ば、どなたかおっしゃっていましたように、秋口なら秋口予算査定の前に、町民の皆さん方のところに入

って意見を聞くのも一つの手だというご意見もございました。 

 あの時は、今西田議員がいわれたようなことですけれども、そういう意見もございましたので、じゃ報
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告会というのは、事務局で作っていただいてこれにも出ていますけれども、広報活動は非常に行っている

んだけれども、公聴活動がうちの議会は少ないというようなご指摘もございましたので、公聴活動を主に、

広報じゃなくて、広告じゃなくて、聴くほうを主にやるというのも一つの手かということで、ちょっと期

間を置きすぎたために、そこが薄まっていましたので、今ちょっとそこら辺の方向を再度一つ議論という

か方向付けを、詰めて結論を出すものは出したほうがいいかなとこういうことでございますので、ご理解

をしていただきたいと。そういう視点の上でひとつご議論願えればというふうに思います。 

 これどうでしょうかね、私も実をいえば、はっきりいえば、報告会というのはいかがなのもかというふ

うにね、この頃ちょっと思っているんです、実を言えば。聴くことはしたらいいと思います。その時に質

問の中で出た議会に対することは答えると。それは構わないけれども報告をメインでやるかどうかという

のはどうかというふうに思っていると。 

 はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 本吉町の何か資料を見ましたね。あれを見ると全く広報じゃなくて公聴なんだね。

ですからあれもいかがなものかなという気はしていたんだけれどもね、我々町の理事者じゃないものだか

ら、いろんな要望事項をただ聞いてね、傾向が見たらあったものだから、果たしてこれでいいのかなとい

う気がしていたんですよ。町政懇談会はそういう形式でやっているからね。それらも含めてね、考え方と

して２種類あるんだろうけれども、その折衷案が一番いいんだろうけれどもね。 

 だからそういうことを含めて本吉町も議論をしてからのほうが、だから準備期間必要でないかと思うん

ですよ。今年中に急にやるということはね、やっておかしなことになって批判を受けるのであればね、や

らないほうがよかったということになるのでね、１年かけていいという意味ではないけれどももっと慎重

に。来年の春にやることになるかもしれませんしね、４月か５月ごろに。だからそういうことを含めて、

今年はやらないで準備期間にとったらどうかというふうな気がするんですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうこともございましてね、陳情会や要望会になると、それオンリーじゃ

ちょっといかがなものかと私も思います。それでこちらのほうからテーマを決めてうんぬんというお話し

も出ていましたので、そういうことも含めてというふうにとは考えてはいましたけれどもね。 

 議長、何かございますか。どうぞ議長。 

○議長（堀部登志雄君） 折角議論しているんですから、年度始め、秋口、来年度の予算等もあるもので、

年度当初予算が決まってからやるより、そういう形で陳情会になるか報告会になるか、一方的にうまくい

かないんじゃないかというんだけれど、我々町民と相対して、こういうことをしてもらいたい。ああいう

ことをしてもらいたいということについてはね。我々はこういう立場だ、ああいう立場だとお互い議論を

してですね。取り上げられるものは取り上げていくような形で、あまり肩張らないで、出て行って町民と

対話して、それで受けれるものがあればね、議会活動に反映させるというな形で、当面はやっぱりそれく

らいのつもりでやったほうが良いんじゃないかなと。年に一篇やそこらはね。 

例えばですよ、定例会のために報告会をやっても特別なものがあれば別ですが、こう決まりましたとい

うだけでね、一方的になっちゃうものだから、やっぱり報告したり、聞いたり、お互い議論しながら汲み

上げられるものは汲み上げていくようなかたちから入ったほうが良いんじゃないかなというような、そう

いう感じがしていますね。 
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○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。はい、委員外議員玉井議員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 元来ね、議員というのは個々のところへ行っていろんな話しを聞く。議会が例え

ばみんなで固まって、報告会あるいは要望でもなんでも聞くことは構わないんだけれども、だめだといっ

ているのではないけれども、どうしても質問者が固定してくる。それから聞きたい人も、誰に聞きたいん

だとなってくる。そういうふうになっていくと、お互いの座談会みたいじゃないんだよね。 

 本吉町が良く出ているけれども、これも今加藤委員がいったように、全部要望事項なんだよね。町政懇

談会でやっていることとおんなじですよ。これを果たして議会がやるべきかどうかという問題も当然ある

し、個々に行っていれば言いたいことを一杯いってくれるんですよね。その中で、すぐ答えることもある

し、答えられないことはまた行政から聞いて確認して答えるんだろうけれども。その個々に回ったことを

ですね、議会の中で大事なことがあったら、議員同士で話をしあうということのほうが、先に大事なこと

ではないかと僕は思うんです。 

 その結果で報告会をやるというのであれば、活きてくると思うんですよ。しかし、個々に聞いているも

のがそれぞれにあって、その細かいことだけでね、自分自身の中において全体の報告会をするというので

あればね、そういうふうな雰囲気になっているんですよね。 

 だから果たして、それで意味があるのかないのかという状況が出てくる。慎重にやらなきゃならないの

は当然だし、僕はそうやって順序を立てて、議員さん同士でも協議会というかね、開いて例えばこういう

状況で、議員が集まって討論会をするとかね。そういうような状況があってはじめて報告会をやったら良

いんじゃいかなと、僕はそんな気がするんです今は。 

 前回の言い方と大分違いますけれども、今までいったとおりのことなんだけれども。そういうふうにし

ていかないとまとまりがなくて、ちゃらんぽらんになっていくんじゃないかという気がするんですけれど

も、その辺いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 玉井議員からもそういうことでございましたけれども、他の方どうですか。 

 はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 私はですね、会派の中では賛否両論あるんですけれども、あくまでも個人的な見

解として述べさせていただきますと、前回同様ですね、ハイリスク・ハイリターンであれば議会改革とし

て積極的にやっていくべきだと思うんですけれども、どうもハイリスク・ローリターンであまり議会改革

にとってプラスになるかどうかとなると、ちょっと疑問なものがあるというふうに私個人は思います。 

 それとですね、先だって議長がゲストのコメンテイターで出ましたね、ＪＣでやられました「どうする 

どうなる 白老町」これは合併問題をテーマにやったわけでして、この中にもそれを聴きにいった方がい

らっしゃると思いますけれども、どうもあのときの中で、町長選挙の終わったあとの余波と申しますか、

質問された方の中にそういうのがどうもあったかのように思うんです。 そういった空気がまだ、なんか

白老に残っているんじゃないのかなと。 

大変な思いをして、皆さんそれぞれが選挙をやられて、ようやく新しいかたちになってこれから、この

財政危機に中に白老町をどうやって造っていこうかと、こういう場面の中でなんとかこう安定した空気に

なりつつある中で、いまやりますとまたなんかそういう選挙の時のですね、変なものが、余波みたいなか

たちのものの質問だとかいろんなもので、足を引っ張ろうとするような人たちが出てくるような気がしな
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くもない。ですから、やるにしてもやらないにしても、慌てて今やるのはいかがなものなのかなというふ

うに、私は個人的に考えておるのでございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ほかどうですか。はいどうぞ、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君） 確かに委員長がおっしゃるように、ちょっと熱いうちに話をまとめちゃった

ほうが良かったのかなと、いうふうにも僕今考えてはいるんですけれども。議長のほうからの考え方とし

て、いろいろお話しを聞いて、僕は個人的にもやはり、ああいう平時でない時に行った報告会とは違う意

味合いな、町民に向かって議会がするべきパフォーマンスといったら、ちょっと責任性がないような言い

方かもしれませんけれど。やはり発信をするということは、僕は必要だと思うんですね。だからその手法

の問題だと思うんですよ。委員さんの意見を聞いているとやっぱり慎重に、それが実りのあるようにとい

うことの結果を求めようとするのは当然だとは思うんですけれども、やはり雰囲気的にはうちの議会とい

うのは議会改革を中心に、議会が一丸となってやるというのがひとつの方向性でありましてね、構成員が

変わる、それから新陳代謝があるとかという問題も含めてですね、これはずっと先輩方から残されてきた

テーマを、今現状としてやっているわけですね。 

 それをトータル的に考えると、当然委員会で出前トークもしていますし、いろんな事はしていますけれ

ども、ぼくはやっぱり前回のようなことがあったということも事実ですから、この経過を踏まえてあれが

否定されるというのは僕はちょっと違うと思うので、やっぱりこぞってやることについては、僕はすべき

だなというふうに思います。ただ、それがどういうふうにすれば良いというのは、今ちょっと明言はでき

ないですけれども。僕はやっぱり報告会という名前がいいのかどうかは今考えていますけれども、やはり

町民の声を聞くという場は作るべきだと。ぜひともやるべきだというふうに思います。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） 前回の話の中でのことがちょっと忘れている部分もあると思うんですけれども。

報告会というのはテーマを設ければ、それなりの話ができるんじゃないかと思うんですけれど、公聴会町

民の方々の声を聞くということは、これは私たち議員としては基本的なことだと思っています。 

 ただ、町連合関係でやっています。町民の方々の意見を聞くということになると、私はやる以上はずっ

と長くやっていくということになるんじゃないかと思うんですけれども、町民の方々がそういう場にくる

ということは、いろんな結果を期待してくるんだと思うんですよね。そうなったときに結果として町連合

でやっていますように、１年に１回報告を兼ねて「こういうことができます」「こういうことはできませ

ん」ということに、今後つながっていくようなかたち。議会も同じような形でやっていくようになってし

まわないのかなと私は思っているんですね。 

 ということは町民の方々、意見をいった以上は結論が欲しいと。その次にやったときにある程度の結論

が出せるのかどうか分かりませんけれども、ちょっと聞いた話し、今町長がタウンミーティングをやって

いますよ、本当に自分たちの意見を持った方々が３～４人集まってくると思うんですけれども、それぞれ

が個々に言っていることが違ったらしいんですね。そういうのもあったらしいんですよ。すると答える側

もちょっと困ってしまうというところがあったみたいで、ある程度テーマを持ってきてもらったほうが助

かるというような話しを聞いたことがあるんですけれども、そういうことから含めていくと、本当に２０

人の議員が別れるかどうか分かりませんけれども、行って皆さんの意見を聞いていくというかたちが、実



１６ 

は私も地域の懇談会みたいなものを個々にやっています。本当にいろんな要望が出てきます。本当にこれ

をどうやって答えていったら良いんだろうかということはすごく悩むんですけれどもね。 

 これが全体でやって、頭がごちゃごちゃになって考えがまだまとまっていないんですけれども。どんな

形になっていくのかなというのがあるんですね。ですから長くやっていくための方法として、公聴会とい

うことだけでいいのかどうなのか。さっきいったようにその出た中から、テーマを受けてその次やってい

くようになるのかどうなのか。その辺のことをこっち側もまとめなきゃいけないなと思っているんですけ

れども。聞いているほうも分からないかもしれませんが、私の中にはそういう不安もちょっとあるんです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 先ほどいったことと重複すると思うんだけれども、公聴会であれ、報告会であれ、

地方に出るということになると、そして町民が集まるとなれば、町民は必ず要望をいってくることは間違

いないんですよ。「あれやってください」「これやってください」ということを必ずね、報告会でもこの間

町長の選挙の問題でいったときも、あまりそういうことをしなかったことに不満が随分出ていたのも事実

なんですよ。意見はあまり聞かないというようなね。答えるのは一人ですよ。他の議員さんは一言もいわ

ないと、なるべくいわないような方法で、一人の人に答弁を限ったところにも不満はあるだろうし、ざっ

くばらんな懇談会ではないというのも事実なんだけれども、あれで満足していないわけですよ。 

 だから相当慎重にやらなきゃならないし、また最初から完全なものを、完全なものというのはありっこ

ないので、いろいろ試行錯誤をして、年々よくなっていくと。向上してくというような形のもっていかな

ければ、最初から完璧なものということは難しいと思うんですよ。町政懇談会も最初から、「あれではだ

め」「これではだめ」ということ、改善したのかどうかは別として今のようなかたちになっているという

ことを見るとね、議会も同じことだと思う。 

だから、公聴会でやって聞いて、その後どうするかということをまた考えよう。改めて「こういうこと

で失敗したな」「こういうことでやろうや」というふうにして理解を得てね、この形式でずっと行くんで

すよと町民にいうのではなくて、「まずければこの次からは改善します」とか、「こうします」と。そうい

うことも町民の人たちに聞いたらいいんじゃないですか。「こういうことで良いですか」と。「まずいね」

といわれたら「どういうふうに改善したらいいんですか」ということを逆に聞いてね、それをヒントにし

てまたここで練り直すと。こういうふうな方法で徐々に変えていくという方法をやればいいんじゃないの

かなと思う。最初から完全なものなんてできっこないですよ。町民が満足するようなこともできないし、

我々も満足するようなことにはならないと思うので、不満だったらどういうところを改善したらいいです

かということを逆に聞いて、「この次はこう改善しましょう」とかというふうにもっていって、進めてい

くより方法はないのではないだろうか。 

そのためには、本吉町なんかもね、一応研修して、先輩だからいいところ悪いところいろいろそれらも

踏まえて、検討して、白老流の方法を考えるというのもひとつの方法だろうと思うし、本吉町のやってい

ること全部をそのまま採用するなんてということにはならないと思うしね。悪いところは淘汰するし、そ

ういうふうに持っていったら如何かという。時間はまだ必要だと思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今加藤委員からいろいろ話があったんですけれども、今ちょっと思い出して、
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ここに委員長含めて何名か、議員削減の問題で町民の中に意見聞きに入ったですよね。やる前に、町民に

今意見聞いたらぼろくそに言われるんじゃないかということを、かなり皆さんびびっていた部分があって、

最終的にはやはりきちんとした形で、議員削減という問題点であったんですけれども、ああいうテーマで

やると、意外と前回の我々のやった報告会のときとは、全然変わった形でね。 

普段あまりよく聞かれてこないのが、いざ相対してやったときにはきちんとしたしっかりした意見が出

て。我々もこれだったら、何かあったときには町民の中に出て行って意見を聞いても良いんだなあという

感覚を受けたと思うんだよね。実際に出られて回答されたのは、議会改革のメンバーですよね。委員長と

か吉田委員も、聞く側に廻ったんで、その辺の経緯を経験していない方も大分いるもんでね。その辺の話

しもされたらよろしいのではないかと思うんですけれどもね。どうですか委員長。 

○委員長（大渕紀夫君） 定数削減の時は、私は答弁側にいて何点か答えましたけれども、そのときはや

っぱり、こちらが理論武装をきちんとしようということで相当きちんと勉強もしました。定数削減の問題

での議論ですから、多分多いから減らせというのはぶわっとくると思っていったら、あにはからんや５

０％、５０％か、減らさないほうが良いというのが多いくらいのですね、中身でございました事実は。２

回やりました。 

 なぜかというとひとつは、代表者を呼んでフロアーと各団体の代表者方に来ていただいて、その人たち

がメインの議論を行うと。それが終わった後、３０分なり１時間なり時間をとってフロアーからの発言も

きちんと認めて、それはそれで答えますよというようなやり方でやったんですね。 

 ですから、こられた方は各団体の長の方がほとんどでございます。２回ともそうでした。そのために賛

否両論があったんだけれども、非常にルールが守られて、なおかつ先ほど山本委員がいわれたようなかた

ちでの議論には、フロアーからちょっとなりましたけれども、ほとんどないと同じような非常に冷静でか

つ、減らすにしても増やすにしても、理論的にきちんとした意見が多かったというふうなことであります。 

 ただ、全部の団体でいえば、３０人とか４０人というかなり、２回やっていますからね、相当な数の団

体から複数できていますから、一人じゃないですからね。そして議論したという経過でございますね。 

 ですから聞くということについていえば、我々が、混乱はないとはいえないと思います。ただそれを乗

り越えてこっちが入るという部分がないと、向こうもなかなか開襟は開かないのかなという気もしました

けれどもね。はいどうぞ、西田委員。 

○委員外議員（西田祐子君） この間の、先ほど山本委員がおっしゃっていた内容なんですけれども、や

はり私はあの時に、司会をされた方が上手だったなと正直いって思いました。やっぱりああいいふうに、

当然町民の方々から、厳しくチェックしたいとか、何か一言言ってやりたいというのは、あるのは当然で

はないかと思うんですよね。その辺をやはり、もしやるとしたら上手にきちんと片付けられる。そういう

手法がないと、やっぱり上手くいかないんじゃないかなと。この間も、言った人は言った人で思いが一杯

あっていったと思うんですよ。それをどうやって上手く処理するかによってね、会場の雰囲気を見て、そ

の辺が課題かなって感じますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 事務局長何かありますか。 

○事務局長（山崎宏一君） あればというよりもですね、前に今委員長がおっしゃったとおりに、白老町

の議会の広報公聴活動というのをお配りさせていただきましたが、見ていただければですね、分かるとお
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り広報というのは比較的ですね、１００％までいかなくても充実ということからいけば、していると思い

ます。 

公聴、声を聞くというその辺がですね、やはりこれは２０名の議員さんがいらっしゃって、個々に議員

活動、会派の中の活動という中で、町民からご意見を伺うという、町民の声を反映させるために伺うとい

う、これはそれぞれやっているかと思います。 

今ですね、行政も含めていわれているのは、「住民参加」という言葉なんですよね。行政側で考えてみ

ますと、さっきも出ていましたようにタウンミーティングをやったり、町政懇談会をやったりというかた

ちでね、いろんな政策決定する途中の過程の中で、住民の方々の意見を参考までに聞いて、それを生かし

ていくということなんですね。随分白老もそれは早くやっていたんですけれども、全道的、全国的にこれ

は浸透というか、住民参加という中で政策決定していこうというのが、多くなってきていますね。そのた

めに時間もかかっているというのが現状です。 

しからば議会はどうだろうということに置き換えてみますと、確かに議員さんは、さっき言ったように

ここでも議員活動という中で、また会派という中でやっているんですが、やはり求められているのは議会

としてどうなんだろうという、どうしてもここがですね、一般的には言われるんですね。「いやいや、会

派でやっていますよ。個人でやっていますよ」といいながらも、行政とやはり比較されるんですね。 

行政は、「町民参加ということを銘打って、こういう事業をやっているじゃないか」と。「議会はなぜで

きないんだ」みたいなね。ちょっとそういうところがですね、大雑把にいうと出てくる部分も実はあるん

ですね。それで、さっきいった公聴に戻りますが、いろいろ本を見てきますとですね、やはり議会を地方

分権という中で、やはりまちづくりを決定していくための議会の声というのは、もちろん基本的には町民

の方々の代表というものを背負って議会へ出てきているということなんですね。くどいようですけれども

さっきいったようにそれぞれ議論するためには、自分の意見ももちろんありますけれども、町民の意見を

聞いてというのは当然あると思いますけれども、その辺がね、やはり議会活動の流れとしては、そこがど

うしても議会はどうなんだというのがやっぱり一般的に出てきていると。 

それでどうするんだということで、さっきから出てきているように議会報告会をしますか、それとも一

般的に、そのことを調べてみたらね、議会報告会というよりも住民懇談会等の実施という言葉が非常にね、

議会関係の本をみると出てきているんですね。なぜかというと、今いったように住民参加という中での議

会の報告会だとか、住民懇談会だとかという言葉が出てきているんですね、主に住民懇談会なんですけれ

ども。そういうことで、非常に議会がやるということになりますと、さっきから出ているように執行権も

何もありませんからね、やり方だとか、そういうのが非常に大変だということなんだけれども、やること

のよってあるものでは、これは私が言っているのではなくて本がいっているんですけれども、「議員さん

は町民の代表だということ。表に出ることによってそういう意識が高まってくるんじゃないか」と。個人

個人がやるのではなくて議会として出ていくことによって、町民と直接会う、話をするということは、や

はり町民の代表だという意識が高くなってくるという面もありますよといういい方をしているんですよ

ね。だから、ここでいっているのは非常に行政と違って、難しい面はあるのだけれども、やはり住民の代

表、意見を聞いてそれを行政に反映させるということからいけば、なんと銘打つかは別にしてそういうこ

とは必要でしょうねということなんですね。 
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そして、議会報告会というのをいろんなインターネットで調べてみると、本吉町はやっておりますが、

他ではなかなかね、実態としてはやっていないんですね。おそらくそこには、何か本吉町は人口を調べて

みますと１１，０００人までいかないですね。そういう独特な地域性があって、歴史的にそういうものが

なじむという地域なのかなというふうには思っておりますが、ですからうちみたいに人口が倍以上になっ

ている部分だとか、いろんな町民の方々の出入りが激しいということから、難しい部分というのがあるの

かなというふうには、いろんな本を見たりしては感じていたんですね。そんなことです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ありがとうございます。これ、際限なく議論してもしようがありません。

それで加藤委員からもございましたけれども、少なくても、現段階、ここまで来てしまったら、例えば実

施するにしても、報告会というかたちは現段階、現瞬間では難しいというふうに考えざるを得ません。 

 そうすると、９月あたり、秋口ですね。やるとしてもですよ、秋口に予算要望の前に一応聞くと、ただ

しそれはさっきから出ていますように、単なる陳情会だとか要望聞く会では、これは全然だめですからね。

中身がそうなったとしても、そういうレベルの話しでは、こちらはそういう構えではいかないということ

を含めてね、手法、それから内容についてですね、もうちょっと積み上げるというふうにして、やるかや

らないかの結論は今事務局長からもございましたし、他の委員さんからもございましたけれども、私も実

は、広報よりも公聴、町民の中に入っていろんな話を聞くという、そういう姿勢が議員からなくなったら、

これはやっぱりどんな意見でもだめだと思うんです私は。そして会派でやるのと議会がやるのは根本的に

違います。議会が動くか、個人が動くかっていうのは、全く町民が受け取るところは違うレベルですから

これ。議会がやるということが今大切なんですよ、実を言えば。 

ですからそういう立場に、皆さんで一致できればそういう方法も考えてみてはどうか、一致できなけれ

ばできないわけですから、議会としては。個々がやるしかありませんのでね、ですからそういうところを

含めて各会派でもご議論願ってですね、秋口までに一定の結論を出すというようなことで、今回に付いて

はあせって結論を出さないというふうにしては如何かと思うんですけれども、どんなもんでしょうか。 

議長、ご意見、いいですか。よろしゅうございますか。  

〔｢はい｣という声あり〕 

はい、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 秋口といったら９月かそのくらいですから、今もう５月に入りますよね、ですか

らいつまでに、会派としての話し合いをして、結論的にはやるかやらないかの方向性を出していこうと。

結論を出さないうちは次ぎの段階へ進まないわけですから・・・。それをこれからいおうとしたのかな、

すみません。そういうことで区切っていただかないと、秋口なのであせらないといわれたら、まだ８月ま

で９月までいいのかなと、ちょっと一瞬思ったんですけれど、そういう段階をこれからもって進めていた

だきたいということです。 

○委員長（大渕紀夫君） ありがとうございます。それで、今吉田委員がおっしゃられましたけれども、

スケジュールと本吉町についてはどのようにするかと。一応１回テーブルに上がりましたので、その件と

今後のスケジュールについてお諮りをしたいと思うんですよ。 

 スケジュールにつきましては、私が今ちょっと考えた範囲では、６月議会が終わるまでに各会派で当然

会派会議がもたれます。その前にももたれると思うんですけれども、その中で今の問題を持ち帰って議論
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していただきたいと思います。 

 ６月議会が終わると、会議の前の議運ではなくてこの問題での議運を開きたいと思います。そうでない

とですね、何かのついでにやるというのはだめなんです、これ。だめなんです。このテーマでやるという

議運を開きたいというふうに私個人は今、スケジュール的には考えております。ですから、６月議会も出

にご議論を各会派で願って、その後に一定の、このことについての結論を出すと。これは当然 6 月末が議

かですから７月に入りますので、９月１０月といっても、これは期間がありませんから、それくらいでき

ちんとした体制をとりたいというふうにスケジュール的には考えます。 

 スケジュール先にやりますか。これはいいですか、そういうかたちで。 

○議長（堀部登志雄君） はい、いいですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 何かもうちょっといいご意見がありましたらどうぞ。６月前にやるのは不可能

ですので、そういう形が一番いいんじゃないかと思うんですよ。合理的ですしね。よろしゅうございます

ね。 

〔｢はい｣という声あり〕 

 はい、そういうかたちで進めます。ついては、その本吉町につきましてはいかがいたしましょうか。 

 はい、どうぞ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今年は研修旅行の年になるんですね。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです。 

○委員（加藤正恭君） そうすると、たとえば本吉町へ行くといっても、日程的に非常に難しいね、そう

なると。 

○委員長（大渕紀夫君） そうですね、各常任員委員会は秋口、９月定例会が終わったあとに行かれると

思いますので、もしですよ、もし行くのであれば５月中なり６月頭に行かなければ行かれないということ

にはなります。 

○委員（加藤正恭君） だからそれらも検討して、考えながら日程を組まなきゃ難しくなっちゃうんだよ。

後々にしちゃうとそれとぶつかってくるから。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです。ですからもしですね、言い方悪いけれど、勉強に行ったほうが、研

修に行ったほうがいいということであれば、それは当然、今日どうするかということを決めて、５月の中

なら中、６月の頭なら頭、本当の頭ですよ。なぜかというと２１日から議会ですから。だから頭だという

ことで考えないと、これはもう全然意義がなくなります。 

 研修に行くのなら、そのことをもって議論をしなかったら、何も議論する意味ないですから。 

○委員（加藤正恭君） それを考えてやらなければね、ただ漠然とやるべやるべという決め方はできない

と思うんですよ。それ今心配したわけ。 

○委員長（大渕紀夫君） だめですね、そうだと思います。ですからスケジュールが今皆さんにご承認さ

れたとしたら、それにあわせてもちろん、もし本吉町に研修に行くのならそういうふうに考えないと。 

○委員（加藤正恭君） 向こうの都合のことも考えなければならない。こちらの勝手ばかりいってられな

いから調整もしなければならないだろうし。 

僕の意見は当然本吉町はね、行ってそれらを踏まえて今後の検討とすると、そのとおりではなくてね。
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それを基本に考えてほしいということです。うちの会派では、まだ別に結論出していませんけれどもその

つもり、そのほうがいいと思う。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の会派の方、吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 今の視察については、これ早急にスケジュールを組んでもらって参加したほうが

よろしいかと思います。今後の展開の中でですね、非常に参考になると思いますのでお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員どうですか。出ていなかった出ていなくていいですよ、別に。な

かったらないようで結構です。 

○委員（吉田和子君） 考え中です。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。どうぞ。 

○副委員長（熊谷雅史君） 僕は、やっぱり比較対照、それから現状として自分たちの置かれている状況

を判断する上で、やっぱりよそを見たほうがいいと思いますよ。だから僕は行ったほうがいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。お願いします。 

○議長（堀部登志雄君） ある意味ではね、見ないでやるというのもひとつの、やってできないことはな

いと思うんですけれども、やはり今後いろんなことを考えて、他でやっている実際を見学してね、見て話

しを聞いて、そしてできれば万全を期してやると。そういうことを聞いてあまり乗らなければやらないと

いうことも、判断できますのでね。本吉町でね現実やり方を見て、それだったらうちらでこういうことを

やっているから、やらなくてもいいという判断材料にもなると思うので、それは皆さんが希望すれば行っ

てよろしいのではないかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員の方。いいですよ、どうぞ吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） まとまりましたので。早いというかね、そういうことではなくて、本吉町を先進

地と見るのかどうなのかということをちょっと考えていたんですよ。私は、白老町議会というのはね、い

ろんな面で素晴らしい議会だと思っていますから、この間の混乱の中での報告会も、いろんな問題があり

ましたけれども、やっぱり議員たちもすごく考えて構えていきましたからね。いろんな意見が出てもちろ

ん当たり前でしたけれど、無事にというかきちんとそれなりに私たちの目的は達したんではないかと思っ

ていますので、私は本吉町を見なくても白老町議会らしい公聴会をやるのであれば、私は考えていけるん

じゃないかなと思っています。 

ただ、失敗したこととか、そういうことの自分たちの参考にするという意味では、行ってくることは構

わない。予算的にあるのかなとちょっと思って、そのこともちょっと心配していたものですから。行って

みるのはいいと思います。ただ、予算が伴えばですけれども。自前でいってもいいというふうには思いま

すけれども、そういうものを参考にしなくても白老町議会はやっていけるんじゃないかというふうには思

っています。 

○委員長（大渕紀夫君） いや、分かります。参考のために委員外議員の方ご意見ございましたらどうぞ。 

はい、玉井委員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 本吉町の書類を見た限りでは要望事項ばかり出るということで、結論が出

ているかと思うんです。そういう意味では、個人的には聞く必要はないかなと思っているけれども、ただ
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ここまで話が出た以上は、結果がやっぱり行ってくればよかったかなという後悔を残すような気持ちがあ

るのであれば、行ってきたほうがいいかなとこんなふうに私は思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田委員何かございますか、はいどうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 先ほど吉田和子委員がおっしゃっていましたけれども、本吉町が果たして

先進地なのかどうなのかという部分に関しては、私も良く分かりませんけれど、一番いいのはやはり議員

の皆さんが、少なくても１泊はしなきゃ帰ってこられませんね。結局、旅の往復の中でとことん話しあえ

るんじゃないかなというふうには感じます。ですから是非一度そういうゆっくりとした時間の中で、じっ

くり話し合っていくというのもひとつの時間を割くというのも大事なんじゃないかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、大方の意見が出ました。決して反論するわけじゃございません、先進地

ではないと思います、私は。ただ、やっているところはここしかないんですよ。私の言いたいのはそこが

先進だとは決して思っておりません。ただ、やっているところはそこしかないんだから、言えば、そこに

いくしか行きようがないんです。そういうことで何を学ぶかという姿勢がそこで問われるということだと

思います。 

我々はどういう教訓をそこから学ぶかという姿勢で行くのが一番いいのではないかと、行くとしたらで

すよ。ですからどなたか言っていましたけれど、見てきたから絶対やらなくちゃいけないとか、そのとお

りにやろうとかというのではなくて、そこから何を学んで何を白老に生かすかということが分かれば一番

良いだけのことです。視察について私は行くとしたらそういう形でしかいけないなと。率直の申しまして

ね、そう思っています。進んだ議会運営をしているところは他にもっともっとたくさんございますから、

ですからそっちへ行ったほうがいいかもしれません。このことに関してはやっているところはないんです。

ここしか、全道をふくめて。ですから行くとしたらここしかないということであります。 

 予算の心配が出ましたけれども。 

○委員（加藤正恭君） 宿に泊まらなくたって、夜発って朝着いてフェリーだな。 

○委員（吉田和子君） どこなんですか場所。 

○委員（加藤正恭君） 宮城県だ。仙台港の隣。 

○委員（吉田和子君） 宮城県。 

○委員（加藤正恭君） 宮城県、仙台港に入って、フェリーで寝泊りすれば宿代かからない。 

○委員外議員（玉井昭一君） 飛行機なら朝行って夜帰ってこれるよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それではですね。今事務局、議長ともちょっとお話ししましたけれども、

予算は何とかなるであろうということであります。いろいろございますけれども、行けるとしたならば、

この会議に参加している人たちがなるべく全員が参加できるというようなかたちが望ましいであろうと、

私はそう思っております。代理が行くというのは、ちょっといかがなものかと。率直に申しましてね。そ

うじゃなくて全員が共通の認識に立つと。これ、見方全部違いますので、そういう立場で計画をしてみる

と。最小限の費用でいける方法、今ちょっと雑談の中で出ていたようですけれども、そういうことも含め

て事務局に十分検討していただいて、その上で基本的には視察に行くということで結論を出し、準備をし

たいというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

そういうことで、議会事務局含めてですね、行って研修はしてみようということで準備をしています。
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日程等々につきましては、こちらにちょっとお任せ願って、すみませんけれども相手の都合もございます

のでここで何日と決めてもだめですので、そういうことで進めさせていただくということでよろしゅうご

ざいましょうか。正・副の委員長と議長とでちょっとそこら辺日程等々は詰めて見たいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

他、この件についてございますか。よろしゅうございますね。はいそれではその他、２点ほど事務局長

からあるようでございますので。はいどうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） 先般ですね、議会改革の中で話が出ていました２件についてですね、その後

の経過をお話ししたいと思います。 

 玉井議員のほうから出ていました人口２０，０００人以上の、本州を含めて全国の報酬の額はどうなっ

ているんだろうということなんですけれども、実はですね、３０５町村あるんですよ。それで１町村ずつ

調べるというのはどちらかというと困難性があるんですね。それでですね、たまたま全国の町村議会議長

会で調査をした資料が、実はあるんですよ。それで３０５町村の平均報酬額というのは出ているんです。

それで数字的にですね、報告という形にできないかなと。３０５町村全部のというのはないんですよ。平

均はあるんです。人口２０，０００人以上の町村３０５町村の平均の議長の報酬額、副議長、常任委員長、

議員というのがあるんですけれども、それに替えさせていただいてよろしいかなと思いますがいかがでし

ょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はいどうぞ、玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 北海道は、研修会にいったときの本に全部ありますよね。あとの都府県に

はないということ。今言っているのは、個々のはないの、あるのは北海道だけ。分かりました、なければ

方法がないわけだから、一町一町聞くわけにいかないわけだから、それじゃ結構ですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

○事務局長（山崎宏一君） それでここにも、全国の議長会の資料がたくさんあるんですけれども、この

中で今いっていたご要望にお答えできるものがあるものですから、次回のときにですね、これでよければ

配布したいと思っております。これが１点です。 

 それと西田議員のほうからですね、議会のほうのホームページから個人のホームページへリンクさせる

のはいかがですかって。あれについてはよろしいということでお返事した経過がございますが、実は内容

ですね。各議員さんの個人のホームページに内容は何までが良いのかということなんですね。それでです

ね、いろいろ町の方で情報を管理している企画課だとか行政改革推進室、こちらのほうとの打ち合わせを

今やっているんですが、やはり他の町を聞いてもですね、行政のほうのホームページから個人のほうへつ

なぐものですから、なんでも良いということにはなかなかならないようです。個人が全く個人であれば別

ですけれども、行政のほうの白老町のホームページ、議会のホームページから個人へのほうへリンクして

つなぐということになりますとね。何でもいいかということになかなかならないようですので、規制があ

るみたいです。他の町も一部聞いておりますけれども、まだ返事のきていないところもありますけれども、

やっぱり規制をかけているみたいですね。例えば、ひらたく言いますと、後援会活動だとか、会員を募集

しますよみたいなことだとか、政策は別ですけれど個人議員の選挙だとか、そういう部分に関わる部分に

ついてはやっぱり規制したほうがいいだろうという、他の町なんかの実態としてあるものですから、それ
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をもうちょっと詰めさせていただきたいなと思っているんですよ。これ、やってしまってから良い悪いと

いうことになりますとね、またご迷惑をかけることになりますので、今回はじめてスタートすることなも

のですから、やるとしたらちゃんとした考えのもとでやらないと、個人によって良かったり悪かったりと

いうことになりませんのでね。スタートに当たりもうちょっと時間をお借りしたいなと思っていますので、

その辺ご理解いただきたいなと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） はいどうぞ、西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） このホームページのことに関しましては、私はホームページにリンクして

欲しいとは思っていなかったんですよ。議会のホームページに、例えば常任委員会が３つありますよね、

それとか特別委員会がありますよね。そういうところの経過とか、例えばそこの委員長さんたちの意見と

かを載せたらどうですかという意味の、メールマガジンはいかがですかということを前に言ったんですけ

れども、それよりもリンクしたらいいんじゃないのというふうになったんですけれども。 

 私も実は、自分のホームページを持っていますから、事務局のほうに見ていただいたんですけれども、

どうしても私の後援会に入ってくださいとかね、やはりそういうふうになっちゃったら、自分のホームペ

ージ作っていて、これがリンクされたらいいのかなと自分で見ていてすごく疑問に思っちゃいましたし、

これは絶対に無理だろうなという感じがします。ただ、議会が折角ホームページをもっているんだったら

せめて各委員会で、いろいろな情報発信をしても良いんじゃないかなという意味で私はメールマガジンみ

たいな形でやったらいかがですかっていうふうにはいったんですよね。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ここでそういうリンクうんぬんの話が出ました。実は私ちょっと勉強不

足でですね、私もそういうことをいろいろやっているんですけれども、勉強不足で簡単に考えました。こ

れは私自身も非常に謝らなくてはいけないと思っていました。基本的には、議員については各自がホーム

ページを立ち上げると。議会のほうとのリンクは我々が自粛をすると、これは議会事務局一切関係なく。

私はやっぱりそうあるべきだというふうにね、実を言えば考え方変わったんです。どういうふうに謝ろう

かなと思って考えていたんですけれども、やはり個人のホームページをですね、ここにリンクするなら自

分で立ち上げたほうが楽なんですよ。はっきり言えば今西田議員がいわれたように。ですから基本的には

こちらのほうへリンクするのは我々が自粛するというほうがいいし、やる場合はそのほうが楽なんですよ

ね。わざわざこっちにやることもないわけだから、できればそのようにね。このあいだはリンクできると

か何とか議論して、私もそういうふうにいったこと事実でございますので、そこはちょっと検討するなら

検討してもかまいませんけれども、私は自粛したほうがいいというふうな考え方をもっているんですけれ

どもね。例えば議会のホームページとはいっても、議員個人が委員会活動やそういうものは別ですけれど

も、個人のものがリンクするというのは、やっぱりちょっと考えた方がいいのではないのかなという気が、

私はしております。個人的ですけどもお話を伺ってね。  

○議長（堀部登志雄君） 私はそういうことはやっていないから、専門用語が出るとちょっと戸惑うんだ

けれど、要するに議会を通して、個人のホームページにいっちゃうと、どうしてもとるほうは議会という

全体でものをとらえるから、例えば個々で自分の好き勝手なことをやっても非常にみんなに迷惑がかかる

と。議会は議会として先ほど西田議員から出たような、常任委員会でも、例えば委員長のコメントを載せ

たほうが良いんじゃないかとそういうことじゃないかと思うんですよ。普通の会議録だけパッと載せるよ
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り、それに対する委員長の見解を述べるとか何とかという、そういう形を西田議員がいわれたんで、議会

を通して個々のホームページにつながると、個人と公とすみわけつかなくなるんだね。 

○委員長（大渕紀夫君） あの時はリンクしても良いというふうになったのさ、議論した中ではなったこ

とは事実なんだよ。はい、どうぞ。 

○副委員長（熊谷雅史君） ちょっとすみません。僕の考え方ちょっと違うんですけれども、先ずハード

的にできるのかという議論だったと思うんです僕は。それは技術的にはできるんですよ。リンクをしてそ

こにアクセスした人が飛んで、それを見た内容についてはそれは個人の責任なんですよ。今出てくるのは

行政としてみられるという考え方がありますよという、これは要するにセーフティネットの話なんですよ。

だから、それは協議をしていかなくちゃいけませんけれども、あの時出たときにはまだ内容の問題はまだ

話していなかったと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） つなげるってだけだって言うんでしょ。 

○副委員長（熊谷雅史君） つなげることができるのかというハードの面の話しだと思ったので、僕はそ

れは可能だと思いますよと言ったまでの話しで。僕は全部それを肯定したわけではないですからね。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、ようするに僕が今言いたいのは、そういうことを含めてここを通すこ

とは止めましょうと、ここでやりましょうということをいったという意味です。簡単に言えば。 

○副委員長（熊谷雅史君） アクセスをした人の責任もありますからね。自由ですから、その中を見るの

も自由です。そこに書かれていることが我々の立場の中で、公職選挙法だとか、公人としてだめなことは

乗せちゃこれになるよということです。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、議会事務局へリンクしてそこから個々にリンクすることは、飛ばせる

ことは止めましょうということなんです。最悪のことを考えた場合それはやらないほうがいいよと、例え

ば今いえば、大きくいえば、ホワイトハウスの中でも、ペンタゴンの中でも入っていけるんだから。そう

いうことは止めたほうがいいと、うんと平たくいえばそういうことですよ。あんまり良く分からないもの

がいってる話しです。 

 西田議員がいっているのは議会のホームページそのものを、こういうふうに改善したほうがいいと。こ

うではなくて議会のホームページそのものを改善したほうがいいということを彼女はおっしっているの。

それはいいのさ、範囲でね。それは構わないと思うよ。委員長のコメントのことは別ですよ。だけどもっ

と幅広い議会のニュースを発信したほうが良いんじゃないのということをいっているわけだから、それは

いいと思う。個々のやつはそういうことで大体大方納得できますか。いってるほうがあんまり良く分から

ないでいっていますけれども。 

 ホームページは各自それぞれ立ち上げていただくということで、ひとつ行きましょう。それで一件落着

全部丸く収まりますね。そういうことでひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 ちょっと時間かかりまして申し訳ありません。その他ございますか。 

〔｢なし｣という声あり〕 

 なければ、本日の議会運営委員会以上をもって閉会といたします。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午後２時４０分） 


