
 1 

平成１７年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１７年 １月２７日（木） 

  開 会   午後 １時３０分 

  閉 会   午後 ４時１５分 

 

○議事日程 

 協議事項  ＜議長の諮問に関する事項＞ 

 （１）議会改革事項の協議について（１１／２６、１２／１０議運からの継続） 

① 常任委員会の先進地視察（道外）のあり方について 

② 議員の研修派遣のあり方について 

③ 決算審査特別委員会の審査方法及び日程等について 

④ 議会報告（仮称）について 

⑤ 議員定数の見直しについて 

⑥ 議員の審議会・委員会（町の附属機関）就任見直しについて 

⑦ 机を配置した会派室等の設置について 

⑧ 議員控室に女性議員の更衣室（ロッカー）を設置することについて 

⑨ 議会ホームページに議員個人のページを設けることについて 

⑩ 代表質問に一問一答方式の採用について 

 （２）その他の事項について 

① ３月定例会日程について 

② 会議案の協議事項について 

③ 「平成１６年度まちづくりに関する町民意識調査」における自由意見に対する担当課所見

等について 

④ 胆振関内議員研修会について 

⑤ その他 

 

 ○会議に付した事件 

 協議事項  ＜議長の諮問に関する事項＞ 

 （１）議会改革事項の協議について（１１／２６、１２／１０議運からの継続） 

① 常任委員会の先進地視察（道外）のあり方について  

② 議員の研修派遣のあり方について 

③ 決算審査特別委員会の審査方法及び日程等について  

④ 議会報告（仮称）について 

⑤ 議員定数の見直しについて 
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⑥ 議員の審議会・委員会（町の附属機関）就任見直しについて 

⑦ 机を配置した会派室等の設置について 

⑧ 議員控室に女性議員の更衣室（ロッカー）を設置することについて 

⑨ 議会ホームページに議員個人のページを設けることについて 

⑩ 代表質問に一問一答方式の採用について 

 （２）その他の事項について 

① ３月定例会日程について 

② 会議案の協議事項について 

③ 「平成１６年度まちづくりに関する町民意識調査」における自由意見に対する担当課所

見等について 

④ 振関内議員研修会について 

⑤ その他 

 

   

○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） 

 

 

○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，午前中いろいろな会議がございまして、お疲れのところだと思

いますけれども、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 議長の諮問に関する事項 
○委員長（大渕紀夫君） 議長の諮問に関する事項が、今日の協議事項の内容でございます。１項目

ずつ、順次進めていきたいと思いますのでよろしく願いしたいと思います。 

まず、（１）の議会改革事項の協議についてということで継続でございます。 

①常任委員会の先進地視察（道外）のあり方についてということですけれども、事務局長から説明

を願います。 

○事務局長（山崎宏一君） 項目に下に、・印で書いてあるのは前回の議運の中でですね、主な意見、

決定したことも、また継続されていることもありますけれども、主なものを書いてございますのでご

承知いただきたいと思います。 

①常任委員会の先進地視察（道外）のあり方についてということなんですが、私のほうの説明が、

あまり適当でなかった部分がございます。というのは、東京以南、東京以北というふうに書いてござ

いますが、これは申し合わせ事項が、実はあるのですけれども、この中にはうたわれていないのです

よ。便宜上ですね、今まで東京以南、東京以北という表現の中で、分かりやすくするために便宜上使

わせていただいていたものですから、前回も東京以南、東京以北という表現で、表現してございまし

たが、今いったように申し合わせ事項には東京以南、東京以北という言葉はございません。当然必要

に応じてということになりますので、これについてはこの機会に、正式の委員会の中では使わないこ

とに、私方もいたしますけれども、そういうことでこれについては削除していただきたいと。委員会

の中で、内部だけで使う場合は、分かりやすいから使う部分があるかもしれませんけれども、表向き

にはこの言葉は適当でありませんので、カッコ書きでも結構だと思いますけれども、基本的には、表

に向かっては使わないというふうなことで意思統一しておきたいなというふうに思いますので、その

辺ご理解いただきたいと思います。以上でございます。  

○委員長（大渕紀夫君） ①常任委員会の先進地視察（道外）のあり方については、今まで第１年度

目と第３年度目に行くというふうになっていますけれども、４泊５日だったものを３泊４日にすると。

２泊３日についてはそのままということで、１８年度実施するということで、これについては決定と

いうことでよろしゅうございますね。 

では次、②議員の研修派遣のあり方について 

○事務局長（山崎宏一君） これも前回の議運で意見の出たものをですね、まだまだ細かい意見もあ
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ったかもしれませんけれども、主なものとして掲げてございます。議員の派遣の関係なんですけれど

も、東京白老会、姉妹都市交流については従前どおりということになります。ただし、ご承知のとお

り森田村がこの２月１１日にですね、５町村で合併になりますので、「つがる市」ということになりま

すが、そのことについては、選挙が３月に控えてございます。その後１７年度になってから、正式に

ですね、姉妹都市の提携ということになると思いますので、その辺未確定な部分でございますが、基

本的には姉妹都市交流については従前どおり議員さんを派遣するということでございます。 

 市町村アカデミー町村議員セミナー・全国議会広報研修会、これについては、従前どおり派遣する

ということになりますが、原則一人１回ということになります。特に、広報の研修会については、特

別委員会を設置しまして４年に一度議員さんが決まるわけですけれども、そういう中で２回・３回と

いうこともありえたものですから、今後については原則一人１回と。特別なことがある場合はその都

度ご協議ということになるのでしょうけれども、一人１回という意見がございましたので、そのこと

を掲げてございます。 

 北海道女性議員協議会総会、これについてもいろいろ議論がございましたが、最終的には議員個々

人の意思により自己負担で参加すると。ですからでる場合と出ない場合も議員さんのご判断で出席す

ると。従って出席の場合についても、自己負担でということになったと思います。 

◎がありますが、派遣された場合は報告書、または口頭報告を行う。カッコ書きでありますが、場

合によっては本会議、場合によっては委員会、その他適宜にご判断、当然議長のほうのご判断もござ

いますので、本会議・委員会・その他適宜にということで、行った研修内容によって、どの場で復命

という形でご報告するか、口頭になろうかと思います。以上です。                                                                                                

○委員長（大渕紀夫君） ②議員の研修派遣のあり方について、これは、記載のとおりでよろしゅう

ございますね。確認だけをしたいと思います。ただ、蛇足ですけれども、姉妹都市交流の件ですけれ

ども、先日、正副議長と議運の正副委員長と町長に会ったときにですね、どなたかがおっしゃってい

ましたが、新しい市になった場合正式に話しをしてほしいということは、町長に伝えたら「そのよう

にする」と、確認されておりますのでご報告しておきます。 

次に、③決算審査特別委員会の審査方法及び日程等についてということです。                   

○事務局長（山崎宏一君） これはですね、町長のほうに１２月１６日に正副議長、議運の正副委員

長の４名で申出をしてございました。このことについて、先般、今月２４日に正副議長と議運の委員

長の３名で、正式に町のほうの意向もお聞きしてまいりました。ここに書いているのは、前回の内容

でございます。 

視察等々ということもございました。当然、議会で全員で特別委員会をという意思でございますの

で、町長側も、来年度、１７年度については、一応承知したということを承りました。手書きの資料

１というのがございますけれども、手書きで申し訳ございません。これ、胆振東部と近隣の市につい

てですね、全員でやっているところだけ参考にと思って、電話なんですけれども聞いてみました。東

部のほうは穂別町が全員でやっていると。審査の日数も１日だと。うちは今までは各課単位でやって

おりましたが、全員でやっているところは穂別は款の順番だと、議会費、総務費、民生費という課長
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職以上と。早来も全員でやっていると。但し除く職と書いてあります議長職と、議員選出の監査につ

いては入れていないということになります。全会計２日間でやると、これも款の順番で係長職以上に

入っていただいているということです。厚真町は全員でやっているということで、これは早来と同じ

ですね。ここは課ごとにやっているということでございます。この他にですね、胆振東部では、壮瞥

と豊浦がやっております。これも全員でやっております。苫小牧市なんですけれども、新聞報道等で

皆さんご承知だと思いますけれども、これも基本的には全員でやっております。苫小牧市は正副議長

と議会選出の監査を除いて、２つの委員会を設置していると。従って一般会計のほうは１５名、特別

と企業会計は１４名ということで、それぞれ２日ずつということで、これも款の順番で課長職以上と

なっております。 

 ここで、町村ではあまりやっておりませんが、市辺りがカッコ書きで書いておりますが、個別質疑

と総括質疑というのをやっております。個別はですね、本当に細かい質問、総括のほうはどちらかと

いうと、町長の政策的なことを振り分けて質問していると。個別はもちろんその都度個別にやってお

りますが、総括のほうはあとから千歳辺りで出てきますが、苫小牧市は事前通告制は取っていないと

いうことで、当然ぶっつけ本番でお聞きすると、当然理事者も出ておりますので、こういう形でやっ

ているということでございます。 

 伊達市は、監査だけ抜いていると、あと全員でやっていると。全会計 4 日間ということになります。

款の順番で課長職以上と。ここも事前通告は特にやっていないということでございます。 

 最後千歳になりますが、千歳は全員でやっております。但し、議長と監査を除いて全会計６日間く

らいでやっていると。その年度によって７日間くらいかかる場合もあるのですけれども、基本的には

６日間くらいということのようでございます。ここは苫小牧とやり方は同じなのですが、はじめに６

日間のうち３日間くらい個別の質疑をやって、大きな政策的なことを含めて総括質疑をやっていると。

総括質疑は事前通告制を取っております。それで、この事前通告をとるのですが、これは会派ごとに

とっているというのですね。それで、会派の持ち時間を人数によって配分しているようです。良く代

表質問なんか、国会などは特にそうですが会派の持ち時間、人数によってやっていますよね。そうい

う方式でやっているということで、ここの場合は会派制と時間制がありますが、会派の代表の方がや

ってもよろしいですし、仮に会派に３人いるとすれば、３人でその時間をやってもいいようです。そ

れは決め方だと思いますけれども、そういう形でどちらでも、会派のほうのご都合のいいようにです

ね、代表でやってもいいし３人いれば３人で持ち時間内でやっていいと、こんな方式のようでござい

ます。 

 また戻りますが、白老町については、今年の９月に決算審査特別委員会を設置することになります

ので、もうちょっと時間がございますので、また議運の中でこういうことも詰めていかなければなら

ないなと思っておりますので、大体概略だけご説明をさせていただきました。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま、決算審査特別委員会の審査方法について事務局長からございま

したけれども、皆様方の中にこのことについてご意見ございます方があったらどうぞ。はい、加藤委

員。 
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○委員（加藤正恭君） 資料１で、質問事項の中に町のが通告あり、なしの説明がないのですが、そ

れは聞いていないのですか。豊浦、壮瞥はもちろんのことなんだけれども。 

○事務局長（山崎宏一君） これについては、特に総括質疑ということではなくて、今まで白老町で

やっているような、同じような個別と総括分けないでいっしょにやっているということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他どうでしょうか。ないようでしたらこの件につきましては会派に持って

いっていただきましてね、もう一度会派できちんと議論をして、９月ですから持ち上げると。基本的

には全員でやるような方向で、町も課長以上が出席というような状況の中でやられる状況になりつつ

ありますけれども、そういう形で進めたいのですけれどもよろしゅうございますか。 

 はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 今の説明で、議長を抜いたり、副議長を抜いたりというところがあるのだけ

れども、予算委員会を見る場合は、そういうことをしていませんよね、うちらの場合は。予算委員会

の場合全員でやっていますよね。それでいけば、議長も副議長も全部、監査は決算ですから除外する

としても、というふうにはなるのではないかと僕は思うのだけれども、それらも含めて。 

○事務局長（山崎宏一君） ご説明したいと思いますが、これは各町村の今までの先例というのがあ

ってですね、穂別を見ていただきたいのですが、穂別は監査も議長も入っているんですね、これは、

議長についてはうちの場合は総務文教常任委員会に、これとは違いますが入って、辞退していますよ

ね。これはどこからきているかといいますと、地方自治法の１０５条というのがございます。議長に

ついてはどの委員会にも出席できて、発言ができるという主旨のものがございますので、あえてうち

の場合も総務文教常任委員会に入るのですが、そのことで辞退をしているということの主旨からいき

ますと、決算・予算についてもですね、議長は委員にならないで、地方自治法１０５条の根拠によっ

てどの委員会にでも議長として出れるということなんですよ。 

 ですから、あえて委員に入れなくてもいいということなんですね。どちらかというとむしろ委員か

ら抜くべきだと、議長としてどの委員会にも入るよと。今加藤委員がおっしゃるようにうちの場合は

ですね、予算が全員でやっておりますよね、いままでは議長が入っておりますね。これも長い歴史の

中の前例でやっているのですが、この機会にですね、決算も含めてそうなんですが、言葉上全員とは

いうのですが、議長は除くということを地方自治法上言っておりますので、そういうことに切り替え

ていったほうが明らかになって良いのではないかと、ただし、議長で入った場合は質問したり、意見

を言ったりすることはできますが、採決には加わることができないのです。ですから、その辺、もし

この決算が全員にということになれば、うちのほうも議長と議員選出の監査は除くということになり

ますのでね、合わせて予算のほうもですね、この３月定例会からになりますが、全員といいながらも

そういうことでひとつの線を引いたほうが法的にもはっきりしていいのかなというふうに考えますの

で、この３月定例会からですね、議長については委員にはならないで議長という立場ででると。ただ

し、採決権はありません。質問は自由ですということをけじめとしてやっていったほうが、全般的に

見てもそのほうが適当かなというふうに思います。 

 それで、また戻りますが、穂別町については長い歴史の中で全員はいってやっているということな
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ものですから、あえて今になってから議長を除くということになかなかならないというお話を聞いて

おります。そんなことで、他の町はそのようなことでやっておりますし、早来・厚真についても議長・

監査は除いていると。苫小牧市は正副議長ということで、議長は今いった１０５条なんですけれども、

副議長もそういうことのほうが適当だという判断だったと思いますが、除いております。伊達は、穂

別と同じように議長は入っているのだけれども監査だけを除いている。こんなところもあるんですね。

千歳は議長と監査ということですから、地方自治法上、また議会選出の監査ということから考えます

と、議長と監査委員を除くということが法的にも適当かなということで、議運の委員長とも、前にお

話ししてございましたが、実はですね、監査を抜けるというのは法的にですね、何もないのです。な

いのですが、会議の構成上、問答集がございます。 

全国地方自治関係の議長会のほうの問答集に「議員選出の監査委員を決算特別委員に選任すること

ができるか」という問いがあります。助言者はですね「監査委員と決算審査特別委員とは職務権限が

異なり、法律上兼務を禁止されておりませんので、公的には選任することはできます」と。決算、予

算の特別委員として兼任することができます。「しかし、監査委員として答弁する必要があることや、

監査委員と決算特別委員の立場を区分して活動することは困難であること。公正かつ詳細な審査に疑

義を持たれる恐れがあること等から、監査委員である議員を決算審査特別委員に選任すべきではあり

ません。」という指導的なものがございますので、法的のはいいのですけれどもこういった内容からい

えば、除くことが適当でしょうねという言い方をしてございますのでね、今後の協議の中ではさっき

いった地方自治法１０５条においての議長、監査委員についてはこういった指導的なものがあります

のでね、千歳市・早来・厚真と同じようなことが適当かなというふうには思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか、そのこと含めて。もうひとつ、決算のことで苫

小牧・千歳辺りを視察というか、勉強をしに行く必要はないかということなんですよね。今回そうい

う形で変えるような方向で検討していますので、苫小牧は２つに分かれてちょっと大きいですけれど

も、千歳当たりはかなり良いなと思うのですけれども。そういうところを研修に行くというのはいか

がですか。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 基本的にいいと思うのだけれども、会派で検討した結果を持ち寄ったそのあ

とでも良いのではないかと思うのですが、その前のほうが良いかな。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が今いったのは、会派で検討する材料になって、こういうことを見てき

てから会派でやったほうがいいかなと思って、ちょっといったのですけれども、それはどちらでも皆

さん方のご判断で。 

○事務局長（山崎宏一君） お許しいただいて、実は視察の日程なんですけれどね。市の場合は２月

の下旬から定例会が始まるのです。３月下旬くらいまでということになりますのでね、持ち帰りの検

討もありますが、実質４月以降でないと、なかなか定例会の関係で向こうのほうは無理かなと思われ

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） ４月くらいを目途に、そこら辺を考えながら会派でたたいてもらうという

ことでよろしゅうございますか。次に行きます。 
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④議会報告会（仮称）についてをやります。 

○事務局長（山崎宏一君） ここにも・で大きく４点ほど書いてございますが、これは前回、前々回

からずっと上のほうに日日を書いております。これは議運としてずっとやってきた継続でございます

が、総合的に意見を簡単に分けてみますと、ここにあるように 

・特に報告事項等が発生した場合は、その都度判断するというご意見。 

・テーマを決めて実施する必要がある。 

・仕組みづくり等をしっかり組み立てていく必要がある  

・町民に対し、その事案が発生した場合に実施する。 

・議会改革等のテーマにしぼり実施する。 

 ということで、本当に大ざっぱなんですけれども、箇条書きで書かせていただきましたが、こうい

うような意見が今までの議運で出ていたというふうに考えております。これについては前回１２月１

０日やっておりますが、会派に持ち帰りまだ継続ということになっているかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） この議会報告会については、もう大体結論を出すべき時期かなと思ってい

るのですけれどもいかがでしょうかね。前回相当議論していますからね。考え方がございましたらど

うぞ。 

 各会派でこの議論はされましたですか。前回大分意見は出していただいたのですけれども。 

 今日結論を出すか、それとももう一度持ち帰るかは、もうちょっと後にします。 

 次、議員定数の見直しについて、これも同じですので④、⑤はもう一度あとで議論します。 

 ⑥議員の審議会・委員会（町の附属機関）の就任見直しについてということですけれども、はい、

事務局長。 

○事務局長（山崎宏一君） これについてはですね、正副議長・議運の正副委員長で１２月１６日に

町長に協議を申し出ております。そのときの議運の時の表彰審議会・国保運営協議会・国保病院運営

審議会には申し合わせで就任しないほうがというご意見でした。他の４審議会等の就任者の検討、こ

れもあて職的なもので決めてございますが、これらの意見がございました。これと、審議会等の全般

の委員、これは町民の方々なのですが。重複化を避けるというご意見もございました。 

 それで、別紙資料２ですね、これ１２月２４日、さっきの決算と同じく正副議長・議運の委員長で

町長のところへ正式に結果をお聞きしてきました。 

 ちょっとなおしていただきたいのですが、平成９年からの表なんですけれども、４番の白老町都市

計画審議会、これ、根拠法令等の中に国の指導、通達というふうに書いてございますね。これ再度調

べましたら、法律にございました。それで、法律の下に政令というのが、町でいうと規則的なものな

んですが、政令というのがございまして、そこの第 3 条に市町村都市計画審議会の組織という条項が

ございます。ここで、市町村都市計画を審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議

会の議員につき、市町村長が任命するものとするということで、学識経験と議会の議員さんについて

は、委員ということの組織に入るということに、ただしもちろん町長が任命するのですけれども、そ

ういうことをうたってございますので、当時は国の指導、通達ということで処理してございましたが、
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この機会に再度確認調べたところ、法律にあるということで、この部分を法律というふうに書き直し

ていただきたいと思います。 

 それで、議会のほうから申し出ておりました１番の白老町表彰審議会、２番の白老町国民健康保健

運営協議会、７番の白老町国民健康保健病院運営審議会、これについては本当の申し合わせというこ

とで、この部分については議会の議員が就任しないという言い方をしてございましたが、先般、今月

２４日に町長のところにこのことで、正式にご返事をいただきにあがりました。町長のほうの意向と

しては、１番の白老町表彰審議会についてはですね、根拠法令等に書いてございますけれども、やは

りこれは町民の方々のいろんな表彰をするわけですから、公平、中立的な要素を必要とするものです

から、これはやはり、こういうことからいきますと議員さんも入っていただきたいと、議会として入

っていただきたいという申し出がございました。従って、１番についてはそういう町長の申し出がご

ざいました。２番、７番については議会のほうの申し出のとおりということに、町長のほうで判断し

てございます。従って、あと３番、４番、６番については法律によります。５番の地方港湾審議会で

すけれども、これも国の指導・通達です。これも調べて見ましたら、やはりこのとおりです。法律で

はなくて、あくまでも国の指導・通達ということになってございましたので、逆に町長のほうから、

法律以外の部分ついては、さっきの表彰審議会を除きますけれども、国の指導・通達の部分について

も、就任していただかないと。このようなご説明もございました。 

○委員長（大渕紀夫君） 今説明のとおりですね、１番、３番、４番、６番。１番以外は全部根拠法

令がございます。ですから、１番については我々は就任しないといったのですが、町長側から是非し

てほしいということであります。それから、２番７番は我々が言ったとおり就任しないと。５番なん

ですが、これ指導・通達なので、これも町側としては就任しないということでいいのではないかとい

うご意見でありました。 

 そういうふうに聞いてまいりましたので、現段階としては１．３．４．６ということで、就任する

というようなことでいかがかということをお諮りをしたいと思います。どうですか、ご意見ございま

す方どうぞ。 

（「異議なし」の声あり） 

いいですか。これは決定をいたします。 

白老町表彰審議会、白老町民生委員推薦会、白老町都市計画審議会、白老町青少年問題協議会、こ

の４つについては議会側から町に委員として出すと。それ以外は審議しないということで結論といた

したいと思います。 

それでは続きまして、この４つの審議会の、議会側から選ぶ基準ですね、それを今まではあて職と

いうことできちんとしていますけれども、どうするか。重複化を避けるということについていえば、

町長にきちんと申し入れを議会としていたしました。そういうふうに努力をするというご返事もいた

だいております。議会側から、今まであて職で選んでいる部分をどうするかというご議論をいただき

たいと思います。 

○委員（加藤正恭君） ３番は法律だから問題がないのでしょ。１番は良いでしょ、３番も議長と民
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生常任委員長で良いでしょ、法律的にこうなっているのでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） 根拠法令があって、議会から選んでほしいというのであって、人について

は議会のほうで話しをして意思統一ができれば、それは町長が任命するということです。ですから今

までどおりあて職でいいのかどうかということです。 

○委員（加藤正恭君） あて職の根拠もあて職なんだな。そうでしょ、今までも何もないんだね。人

数は２人と法律で決まっているんでしょ、違うのですか。 

○事務局長（山崎宏一君） これ人数はですね、各委員会ごとに例えば７名であったり、８名であっ

たり、１０名であったり、いろいろ委員会によって違うんですね。そのうちの議会から最小限という

ことでやっているものですから、表の上からいくと表彰審議会は議会から２名、これはあくまでも議

会と町側の話し合いの中で人数決めておりますので、今委員長がおっしゃったように当て職も、これ

議会側が決めているということなんです。法的にはここの割り当ての人数とか、あて職については一

切ございません。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今この４つの委員会、審議会に対しては、この議運で諮って、こういう理由

でこういう方たちを選びましょうと決めるということになりますか。あて職で今までなんとなくやっ

ていたから、そうであれば今度決めた以上は、理由付けもきちんとしてやるというふうにしていくと

いうことになるのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 結果としてはそうなると思います。要するに前回のときに、あて職でやる

のはいかがなものかというご意見が、この委員会で出ました。その結果今の議論をしているというこ

とでございます。ですから結果としては、吉田和子委員が今いわれたような形のなるかと思いますけ

れどもね。 

 はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） そうなりますとね、誰にするかということの議論がされるとすれば、全員で

選ぶというわけにはいかないと思うのでね、議長・副議長さんにお任せするか、それともこれこれの

理由があるから、例えば総務文教常任委員長がそうなるのですよというふうにしなければ、そのとき

そのときによって、解釈が変わって、例えば好きだからやる、好きでないからやらないというふうに

されたのでは、さじ加減をされたのでは困ると思うので、やはりきちんとしたものにしておかなけれ

ばならないのではないかという気がするのだけれどもね。どうだろう。 

○委員長（大渕紀夫君） おっしゃられるとおりだと思います。これどこで選ぶかというのはなかな

か面倒なことなんですね。 

○委員（加藤正恭君） だから、あて職のようであて職でないということも考えておかなければなら

ない。全員２０人で選ぶのといったって、それはいかないですしね。 

○委員長（大渕紀夫君） どうですか、このあて職の件については、みなさん。はっきりいえば根拠

のない話ですから、だからあて職だったんですよ。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 常識的には、この委員会の名称に応じた委員会からということは、大体は、
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輪郭としては分かるのでね。その中で委員長にするか、委員にするかということの問題ではないのか

なという気がするのだけれどもね。 

 例えば、民生委員推薦会ということになると、議会ではどうだといわれれば、やはり民生常任委員

から選ぶのが妥当だろうというのが常識だろうと思うのだけれど、常識といったらおかしいけれども。

良いんじゃないかと思う。だけど、委員長にするか、副委員長にするか、他の人にするかというのは

分からないけれども。６番も青少年問題、こういうことになるとね、大体そういう問題になってくる。  

○委員長（大渕紀夫君） 私は、何もこれは全く疑問をもっていなかったんです。はっきりいえば。

ただ皆さんの中から出ましたからね、それは取り上げてやりましょうということですから、このまま

で構わないというのならこのままで構わないわけですよ。私は、委員長に就任した方そうなるという

に決まっているわけですから、それだけの識見といろいろなことがあるから委員長になられるわけで

すから、私はこれで何か問題があるのかなと思っていましたけれどもね。どうですか。選ぶ根拠とい

ったら、根拠はないのですよ。いくら考えてもないと思います。副委員長にしたといったら、なんで

副委員長にしたのかわからないのだから。このままではまずいですか。まずいですかという言い方も

おかしいですけれども。 

 はい、吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 今、１．３．４．６ということでしばらく来ておりますので、ラップする人

が大変だと思うのですがこのままの状態でいかがでしょうか。私はそう思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。良いですかこのままで、いいですか。それではそのように

各会派にお伝えいただきたいと思います。 

 続きまして、７番目です。⑦机を配置した会派室等の設置について（控室の利用等）ということな

んですけれども、副議長を中心に随分いろいろ努力をしていただいたのですけれども、今の広さじゃ

なかなか大変だというような話しになっているようですけれど、皆さん何かご意見ございましたらど

うぞ。はい、根本副議長。 

○副議長（根本道明君） 部屋のことも、いろいろスペース的に考えてみたのですけれども、やはり

今のスペースでは無理だろうというのはわかりました。だけど議員が、平常時に役場に来て、そして

何かを調べたいなと思うときもソファーで調べるのはいかがなものかと。今喫煙室があっても、ほと

んど議員控室のほうがぽつぽつとしか座っていないような状態。そういうふうな中で机だけでも並べ

てどうかなと思って測ってみました。そしたら、十分置けてソファーも置けるような、今のままでは

だめですけれどもね、ソファーを減らして壁側に机を並べるというふうなことは可能なような気がし

ましたので、一応設置するしないは別にして、そこら辺のスペース的なことは可能だということです

ね。 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩いたします。 

休  憩 （午後 ２時１３分） 

 

再  開 （午後 ２時１６分） 
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○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ただ今お話ございましたけれども、これはどうでしょうかね、皆さんのご意見を伺いたいと思いま

す。 

はいどうぞ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） このテーマが議題に上がっているというのは会派室がほしいと。こういうこ

とで出発したことなんです。それは物理的にできるかどうかという議論をしていたのだけれども、物

理的に狭くてできないというのであれば、今休憩中に、根本副議長からいろいろ聞いたので、ただ、

今のイスのところにテーブルを置くだけの状態では、会派室というのとはほど遠いと思うからね。ス

ペース的にあるのにやらないといのではなくてスペースがないのだから、物理的に無理だとすれば、

会派室はできないと。そうすると個人個人のような今のようなテーブルが必要があるかということに

なると、緊急性はないような気がしてならないのだけれども、と思うのだけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方どうですか。はい、吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 現状のままで推移してみていかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。はい、どうぞ。 

○副議長（根本道明君） 他の町とかね、道議会だとか、そういうところを見た場合にね、やはり議

員の机というのは、控室みたいなものはあるわけなんですよね。そういうふうな所へ少しでも近づけ

て行ったほうが、俺は良いんじゃないのかなというふうに。そんなにお金のかかる話しではないし、

そこら辺のことを検討していって、段階的に将来的には会派室というふうに持っていくのも結構だと

思うんですけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 同じ会派で、どうのこうのとそういう変な問題ではなくてね、道議会議員の

ところへ行く場合、各テーブルに一人ずつ確かにあります。それも、大きな自民党なら自民党。民主

党なら民主党という部屋の中でのなっているわけですよ。だから、同じ会派室があってそこにテーブ

ルがあってという十分な余裕をもってやっているのと、うちらの場合、物理的にそういうことができ

ないような状態で遮二無二やらなければならないかという問題をするとすれば、ちょっと今の段階で

は無理じゃないかと。なおかつ根本議論で行けば、こういうことはあえてする必要があるかといえば、

当初は何回もいうように会派室をということからいけば、吉田委員と同じように今までのソファーと

何も変わらないのではないかということから、テーブルを新たに購入するというようなことには、そ

れこそ無駄になるのではないかと思うもんですかから話をしているのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員さんどうですか。はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） また、同じ会派でちょっと申し訳ないのですが、実際問題として、今副議長

から出た話は、そういうような体制を整えたとしても、それだけのメリットだとかいろいろ考えた場

合に、出てこないような気がするのですけれども、その辺どうでしょうかね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 町民の方々から見て、議員さんはいつも役場にいるという感覚があるんです
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ね。たまたま、そういうことでは会派室があると、仕事を持っている方が多いので、それはどうかな

というのもあるのですけれども、会派室があると、もし相談が起こったときそこで相談を受けたりす

るのも、できることはできるかなと思ったりもしたのですが。今の状況の中では、会派室を作るのは

無理だということになれば、相談室くらい１つくらいあってもいいなって、その気もしたんですけど

もね、それは別としても、それぞれ個々に勉強する方、家で勉強したりしていますしね、お金をかけ

てそこに机を置いたことで、議員さん方がそれを利用すればいいのですけれども、利用度を考えてみ

たときには、あれば使うのかもしれないですけれども、そこまでわざわざお金をかけてやるべきこと

ではないような気がするんです。会派室を作るというのであれば、何とかできるのであれば作ってほ

しいという希望はありますけれども、今の現状では厳しいですし、今後役場の中で改革というか、変

えるという大きなものが出てきたときに、そういうスペースが取れるようでしたらね。私は、最終的

には会派室があると大変助かるなと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。大体の今の意見でいうと、現状で良いのではないかというようなご意

見だと思いますけれども、そういう判断でよろしゅうございますか。それでは、７番目についてはこ

れで協議は終わります。 

 次、⑧議員控室に女性議員の更衣室（ロッカー）を設置することについてということでありますけ

れども、必要なのは十分分かりますけれども、これもスペースの問題等々ございまして、現状で女性

に議員の方、何か不都合がたくさんございますか。たくさん着て着替えるとか。はい、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君） 女性職員の更衣室は別にあるのですか。役場あるのですか。自分が困らない

ならなくてもいいという発言をして良いのかどうか分からないのですけれども、場所はどう考えても

当然ないですよね。だから私は造れないのではないかと思ってあきらめていますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、事務局長。 

○事務局長（山崎宏一君） 女性職員のほうについては、町長室の入口の向かいに給湯室があるんで

すけれども、その奥なんですよ。給湯室のところを通っていくと、女性職員のロッカーがあります。

もちろん個々のロッカーです。議員さんがお使いになっている、控室にあるようなあの細いロッカー

なんですね。あそこになることは事実ですし、また、そこを使うということは物理的にはできるかも

しれませんけれども、しかし、議員さん方があそこへ行ってというのもどうかなということなもので

すから。ただ、職員はああいうところを使っていますという程度でしか今お話しできないんですけれ

どもね。あそこへ行って、一緒に議員さん方もということにはなかなかなりにくいなという気はして

おります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、委員外議員の西田委員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 個室まで入らないのですけれども、申し訳ないのですけれども、男性

議員からちょっと見えないようなところにおいていただけると助かるなというのが本音です。例えば、

ブーツを脱いだりとか、私物のものを入れたり出したりするとき、皆さんが見えるところではなくて、

陰になっているところにあるだけでも十分だと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 問題は場所ですね。場所があれば、今いわれたことぐらいはね、やれたら
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やったほうが絶対いいと思うのですけれども。そういうことを考えていないからな。 

 ちょっと休憩します。 

休  憩 （午後 ２時２５分） 

 

再  開 （午後 ２時３０分） 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 議員控室の女性議員のロッカーの関係ですけれども、ロッカーの位置を変えるということで対応策

を立ててみるということでよろしゅうございますか。 

（「はい」という声あり） 

 それではいろいろ検討してやってみるということにしましょう。 

 次、⑨議会のホームページに議員個人のページを設けることについてということであります。事務

局長。 

○事務局長（山崎宏一君） これについてですね、先般議運の中でも表現というのでしょうか、私な

んですけれども、とらえ方。あまり専門的に熟知していないのにですね、先入観でものをしゃべった

というふうに私自身がなりました。そんなことで、このタイトルについてもですね、これ当初からこ

ういう形で書いているものですから、今回も書かせていただいておりますが、もうちょっと専門的に

といいましょうか、それらを承知していない中でのことでしたので、今回ですね、中村主幹のほうか

らこれについての、実際にできる部分とそうでない部分がありますけれども、ちょっとお話をさせて

いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、中村主幹どうぞ。 

○主幹（中村英二君） ８月２６日の議運だとか、過去に記録もあって、もう一度読み直しておりま

すが、西田委員のほうからですね、発言があった中で受けて、最終的にちょっと誤解があったのは、

個人の持っているホームペ－ジとリンクということが１点と、それから現在ある議会のホームページ

ですか、こういったものに、例えば各常任委員長のコメントを載せて、会議録を見ますと例えば小泉

総理のメールマガジンのような載せ方もいいのではないかというようなことが提案としてありました。 

 １点目の各議員のホームページへのリンクについては、何度かやり取りをしている中で、すでに整

理はついておりますので、これについては時期尚早というか、いろんな問題がありますので見送りま

しょうということで結論づいていると思われます。もう１点、議会のホームページ上での載せ方、こ

れについては提案のあったメールマガジンのことと、最終的に委員長が発言されているのですけれど

も、現在の議会のホームページの各項目、会議録の公開だとか、議員の紹介だとか、今現在あるもの。

こういったものをもう少し見直しをしていきましょうということをおっしゃっておりますので、そう

いった方向での検討をこれからなされると思います。 

 今、局長から言われたとおりで、技術的な部分でということになりますと、例えばメールマガジン

として、定期的に載せるということになりますと、問題点としては、例えば総理のメールマガジンと、

一方的に総理からの発信だけではなくて、当然、国民からの意見を受けて、そういったもののやり取
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りをすると、双方向でのやり取りは当然出てくると思います。現在議会のホームページ以外に、町の

ホームページ、皆さんご覧になっている通り、一部メーリングリストというかたちでですね、各個人

が、町民の方が、町民以外の方も居られるのですけれども、簡単に言えば登録をしていただいて、そ

ういった登録をしていただいている方については、現在やっているのは町の広報の抜粋みたいな、要

点みたいなものを配信して、個人に提供している。当然そういった方からの意見をですね、メールを

いただいてやり取りをする。これ、行政改革推進室のほうで、システムの管理をしている側で管理を

しているのですけれども、そういったやりとりをすることができます。 

議会のほうでそういったものをやるとした場合にもですね、今のような手法であればできるという

ことなんですけれども、当然議会のホームページでの情報を発信する情報、そういうコンテンツ、も

う１回見直しをして、例えば各委員長からの、各議員からのコメントを定期的に載せる。こういった

ものは、今後の議運等議の、もしくは広報特別委員会になるかもしれませんが、今後の議論の中でや

れると思います。そういった意味でメールマガジンとしての、各町民の方からのメールを受けて責任

をもった回答をする。情報を発信するだけではなくて、意見をいただいたものをどんどん来たものに

誰が整備して、ただ受けてそのまま聞きっぱなし、受けっぱなしで、責任ある回答ができない場合、

これはどうするのか。そういったようなことも一応整理しなければいけないことになりますから、そ

んなことで今後、町のホームページの運営なんかも少しずつ変わっていくと思うのですけれども、そ

ういった技術的なことでいくと、全町的なものというのは足並みもありますし、技術的な面での支援

というのもありますので、ここら辺も責任ある回答、受けた意見を何日以内にすぐに回答するだとか

ですね、そういった体制なんかも含めて簡単にいかない部分もありますので、その点ご理解いただき

たいなということでの、雑ぱくな説明なんですけれども、何か詳細があればお聞きしますけれども、

私のほうではその程度であります。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ありがとうございます。今、局長と中村主幹からありましたけれど

も、この件についてご意見ございます方。はい、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 主幹の言っていることで、ひとつ聞きたいのだけれども、広報を登録さ

れた方に送っているといったよね、そっちの人からはメールも帰ってくるんだよね。ブログのことか

い。それはわかったわ。 

○委員長（大渕紀夫君） この件について、はい、西田委員。委員外議員ですけれどどうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） これは私が提案させていただいたのですけれども、２つあると思うの

ですけれども、１つは先ほど最初に中村主幹がおっしゃいましたように、いろいろなテーマのことに

ついて、各常任委員長とか議長とか、そういう人たちが議会とか委員会とかでいろいろ協議されたこ

との中から、こういうことを今やっていますよとのピーアールも含めて載せたらいかがでしょうかと

いうのがひとつなんですね。 

もうひとつメールマガジンというのが、そこの中の発信したものにたいして、つまり委員長とかで

はない人たちもいますよね、例えば特別委員会とか、そういうところの人たち、例えば先ほども話が

ありましたけれども、視察に行ったときの報告書などを出したり、そういうものの出したらどうでし
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ょうかというのを含めて、議会の中だけで持っている情報を、折角あるのでしたらメールマガジンの

ように発信したらいかがでしょうかというのがひとつです。 

もうひとつがメールマガジンという形にしてしまうと、ホームページ上で意見も集約しなくてはい

けないという二つの面があると思うのですけれども、そっちのほうは非常に難しいかなと思うのです

けれども、せめて発信だけでもできるようになったらいいなというのが、どうでしょうかという意見

なんです。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員さん。はい、それでは暫時休憩いたします。 

休  憩 （午後 ２時４０分） 

 

再  開 （午後 ３時０５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。ただ今のホームページの件ですけれ

ども、現段階としてはですね、なかなか大変なところもございますので、この件については良いとか

悪いとかではなくて、もうちょっと時期を見るというふうにしたいと思いますけれどもいかがでしょ

うか。 

（「異議なし」という声あり） 

 よろしゅうございますか。そのようにさせていただきまして、ただ、これがだめだとかいいだとか

そういう結論が出たということではなくて、もうちょっと時期を見て、当然そうなるでしょうから、

そういうこともにらみながら進めたいというふうに思います。 

 次に、⑩代表質問に一問一答方式の採用についてということですけれども、この件、どなたかから

出されたのですけれども、今代表質問をやっていますけれども、これに一問一答がいるかどうかとい

うことなんですけれどもいかがしょうか。はい、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 従前からいっているとおり、確かに言われていることは分からんでもな

いですけれども。代表質問の性格上、やっぱりちゃんと一括方式が、代表質問の論ずる形だと僕は思

いますので、変える必要はないと思います。以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 熊谷副委員長がおっしゃったように、代表質問の性質柄、これは現況でよろ

しいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私も、こちらの会派でもそういうふうにしたほうが良いというふうに決まっ

ております。ただ、自治法でね、３回しかできないということは一問一答はできないということにな

るわけでしょ。ということになりますね、裏を返せば。ということになると思うんだ。３回しか質問

はできませんよと。議長の許可があれば別ですけれども、一応３回しかできませんというふうに自治

法で決まっている。だけれども、それではなかなか論議が深まらないので一般質問の場合は一問一答

方式に変えようということなんです。それを今度、代表質問も一問一答方式に変えちゃったら、自治

法でいう３回しかできませんよというのがどういうふうになるのかね。その辺りちょっと分からない
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んだけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、事務局長。 

○事務局長（山崎宏一君） まず、自治法上はですね、ないんですよ。会議規則で基本的には、本件

については一括質疑ということで３回。それの特例的なものとして、議長が認めれば違う方法でもで

きますよということです。それで、本来一問一答というのはですね、そういう主旨からいきますと委

員会は一問一答が、これは通例になっております。特にしばりが何もないものですから。本会議では

今いったように、全国的には会議規則で一括質疑と。ただ、議会によって一問一答方式でやっても構

わないようにはなっているんですよ。ですから、どちらでも結構なんですけれどもね。ただ、うちの

場合はたまたま、会派がございますので代表質問ということなんです。今、熊谷副委員長がおっしゃ

ったように、当時は全部一般質問も一括質疑だったんですね。それをやり取りの中で、傍聴者も含め

て、なかなか 3 回までとなりますと、一括で質問して一括で返ってくるものですから、聞くほうの議

員さん方も傍聴者も分かりづらいということで、本会議における一問一答方式と。それで一般質問は

そのほうが適当ではなかろうかということで、時間制を設けて、結果的には一問一答でやっていると

いう流れはございます。 

 代表質問については、当然一般質問より政策的な部分での質問が主になりますのでね、それについ

ては、一括質疑３回で町長の姿勢を質すということで適当ではなかろうかと、こういうことの経緯が

ございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 確かにそういうことからいくと、一括方式を採用しているのはひとつなんで

すが、分かるんです。我々も代表質問に限り、一問一答方式は採用しないよというふうに結論付けら

れているのですが、ただ、今議会改革とか、議会の活性化ということになると、やっぱり聞くほうも

一問一答方式のほうが分かりやすいんですよね。ですから、将来的にはどうか別として、議会の活性

化ということからいくと、将来的には私は一問一答方式のほうが良いのではないのかなという気がし

てならない。 

 それは、議会改革であり議会の活性化のためにも、非常にプラスになるのではないなかなという気

はしているのですけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 一括方式でいいと思います。本当は、先ほどいったように一問一答方式のほ

うが聴いている方には分かりやすいのかなと思ったんですけど、代表質問であるということからいく

と、この一問一答を取るために代表質問を止めているところもありますのでね。白老町は会派がある

ので代表質問制度を取っていうということであれば、それに関してはやっぱり一括方式のほうがいい

のかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、私のところも一括質疑のほうがいいという意見ですので、この件に

つきましては、代表質問については一括質疑方式３回質問ということでよろしいですね。一般質問は

一問一答方式ということでいきたいというふうに思います。 
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 確認をします。①、②、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、これについていえばですね、今日の議論で一定の結

論が出たということですので、この件についてはよろしいですね。これは各会派に徹底していただき

たいと思います。 

 もう１件、③の決算審査の関係、④の議会報告会の関係、⑤の議員定数の関係については、継続で

議論をいたしたいと思います。申し訳ありません。再度、各会派のご意見をまとめていただきたいと

思います。③、④、⑤ですね。この３つについてはですね、再度、各会派の意見を求めたいと思いま

すので、各会派で議論をしていただきたいと。 

４月以降になると思いますから、今回の３月議会の中での各会派の会議の中でも議論してください。

決算審査も時間がありますし、議員定数も時間ございますので、ただ、あまり長くおくと忘れてしま

いますのでね。そこら辺考慮して必ず議論をしていただきたいというふうに思います。 

 それでは（１）の部分については、そういうことでよろしゅうございますね。今後は、③、④、⑤

のみの議論というふうにいたします。ただ、時間があるといいましたけれども、⑤の議員定数の関係

は、町民の間からいろいろ意見が出てきてから議論をするのではなくて、なるべく今もう少し深めて

だけはおきたいと思いますので、その辺はひとつ考慮してお願いしたいと思います。 

 では（２）その他の事項について入ります。 

 ①３月定例会の日程について、局長お願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） 今日、皆さんお手元にですね、裏面にあくまでも資料３の素案というこ

とで、実は書いてございますが、これについてはまだ正副議長、議運とは全然すり合わせしておりま

せん。というのはですね、大体例年のですね、日程で振り分けして見ました。今議論ございました代

表質問、一般質問の数もまだ把握できませんし、町側の議案の件数も実は把握してございません。 

その中でですね、４日に本会議を開会するというのは町側から打診ございましたので、これは正副

議長含めてお話しだけさせていただいております。従って、４日の始まりは決まっております。あと

の日程なんですけれども、それは昨年と同じような日程で一応振り分けしてございますが、委員長の

ほうにお願いしてございますが、今日ですね、特に議論していただきたいのは、１６、１７日代表質

問ナイター議会で、これがですね、実は全町内会にナイター議会何時からやりますという、それこそ

さっきの話しではないけれどピーアールする部分があるものですから、この日程をですね、決めてい

ただきたい。それと同時に各会派の順番ですね、これも決まっておりますので、その辺をですね、ご

協議いただきたいなと。 

実は、これ昨年の各町内会に班の回覧なんですが、ということで日にちですね、去年も３月１６、

１７日なんですよ。１６日はどの会派が代表質問するというふうに順番も書いて、あと全体の日程も

今回は４日、前回も実は４日なんですね、去年も。こういう形で、本当に素案なんですけれども１６、

１７日だけ決まればですね、あと４日が決まっていますから、あとは審議の状況で延びる場合もあり

ますし、短縮する場合もありますけれども、この夜間議会のことをですね、ピーアール先にしておき

たいものですから、２月の１５日くらいまでにですね、町連合のほうの回覧をする申請をしなくては

ならないものですから、３月の頭の町広報に入れて、各町内会を班ごとに回覧していただくという作
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業が、日程的にあるものですから、今回このことをですね、含めて全般的なこともございますけども、

ご協議いただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ナイター議会の関係ですけれども、案では１６、１７日というふうになっ

ております。順番はですね、今度は新風が１番で、新政クラブ、公明党、これが１日目１６日ですね。

町清クラブと共産党が２日目というような形になる予定であります。代表質問全部出ればね。そうい

うふうになります。その順番と１６、１７日、よほどのことがない限り、基本的にはこれでいくとい

う確認だけをしたいと思います。よろしいですね、これは。我々のほうでとやかく言ったってしょう

がないものね。その確認だけすれば良いですね。 

 ３月定例会については、４日が決まっております。ですから議会運営委員会は３月１日、それから

９日。この議運もほとんど９０％このまま開かれるというふうに思います。ナイター議会だけは１６、

１７日。あとは町との協議の中で動いたりすることがあるかもしれませんけれども、それは議長にお

任せをするということで、その程度の確認をしておきたいと思いますけれどもよろしゅうございます

か。 

 はい、いいですよ。委員外議員の西田祐子委員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 昨年度のナイター議会の時は何名くらい傍聴者の方がいらっしゃった

のでしょうか。もし分かったら教えていただければありがたいのですが。 

○事務局長（山崎宏一君） 後ほどご報告させていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、その件については後ほど報告します。 

 次、②会議案の協議事項について（議員提出）の部分が、一応ございます。 

 ・議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正。これ３月からまた新たになりますの

で、これが一つございます。この取り扱いとあと、委員会条例の一部改正ということでございますけ

れども。 

 このことについて。 

○事務局長（山崎宏一君） 別紙資料４にですね、書いてございます。これはあくまでも１６年度３

月まで、今現在やっている削減の内容でございます。これについては、ご承知のように１４年度から、

１４、１５、１６というふうに実施してございますが、資料４は今年度１６年度の部分でございます。  

こういうふうになるかどうか、まだ分かりませんけれども、町のほうも職員のについては１月から

でしょうかね。削減を実施しておりますし、議員のほうでやるとすれば昨年同様になるのか、また率

等々が変わるのかですね、その辺、条例を議員提案で出さなければならないものですから、早い時期

にですね、こういうふうにテーブルに上げておいて、早い時期に意思決定をして、素案作りに入って

いかなきゃならないということなものですから、一応、参考までに１６年度の実施内容だけなんです

けれども、資料４として掲げております。 

 これまた、しかるべき時期がきましたら、意思決定と内容をどうするかということになろうかと思

いますので、この意思決定が遅くても３月定例会にありますということの主旨で出させていただきま

した。 
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 ２番目の委員会条例の一部改正についてということ、これもやるとすれば議員提案になると思いま

す。今町長が、議会でも申し上げておりますとおり、４月にですね、組織機構の改正をいってござい

ます。今までの議会でもいっておりますので、仮にそれが実施されるということになれば、これ３月

定例会に議案としてですね、それまでの過程は別にして提案になるというふうに思われます。従って、

今委員会条例の３常任委員会の所管課がございますね、総務、民生、産業建設。これが何課、何課と

所管課が決まっておりますけれども、もし町のほうのそれに伴って、課の名前が変わったり、課が統

廃合されたりということになれば、委員会条例もですね、それに従ってなおしていかなければならな

いということになりますので、そういう部分があるということでご認識だけ、内容は当然まだ来てい

ませんのでね。来た段階で判断しなければなりませんけれども、そういう作業が３月定例会に出てき

ますということでございます。 

 議員の報酬と費用弁償に関する条例の一部改正については、３月定例会が２５日まで、一応予定さ

れておりますので、３月１日の議運時に間に合います。  

○委員長（大渕紀夫君） それではですね、先ほど協議をしていただく中身を申しましたけれども、

もうひとつ資料もついておりますけれども、議会の議員の報酬と費用弁償等に関する条例の一部改正。

要するに今まで我々も報酬のダウンをしているわけですけれども、この率やダウンの継続を行うかど

うかというのもですね、会派会議できちんと、各会派で議論をしていただきたいというふうに思いま

す。それの結果で、議会は対応すると。これはそれしかどうにもなりませんので、そういう形でいき

ますので、これもひとつ議論してください。３月１日で間に合うということですので、何かことがな

ければ２月は議運が開かれないかもしれません。ただ、開かれるとわかったら早いほうがいいね。こ

の問題だけは。ですから議運が開かれる状況がもし２月に起こればですね、その場で議論できるよう

に、何日か前に議運の連絡は行きますから。是非そのときに、それがあれば議論できるような形にし

ておいていただきたいと思います。ちょっと無理な話かもしれませんけれども、その点ひとつ協力し

ていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。  

 次、③「平成１６年度まちづくりに関する町民意識調査」における自由意見に対する担当課所見等

について、そのことについて事務局長お願いします。 

○事務局長（山崎宏一君） 資料５ですね。実はこれ町のほうでいろいろ意見があったものを、議会

関係だけこちらのほうへ廻ってきました。それで一部なおさなければならない部分がございますが、

この６件についてですね、町側にこれから回答するのですけれども、議員の皆さんの共通のですね、

ご認識の中での回答にしたいなということで、実は今日、書いてございますので、これで良いかどう

かまた追加する部分また削除する部分なんかありましたら、ご意見として伺いたいと思います。 

 左のほう、Ｎｏ３８の「議会議員等の視察等はあるか。あるとしたら白老町は現状を把握して中止

すべきである。」とこういうことなんですよ。反映方法として実施の可否ということで、「不可」とい

うふうに書いてございます。これは続けていきますという意味です。この人はやめるべきだといって

いるのですけれども、中止することはできませんという意味です。右のほうにですね、書いておりま

すが、これは事務局サイドで書きました。「常任委員会の先進地視察については、初年度に関東以南に
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４泊５日で行われていたが、平成１６年１２月１０日開催の議会運営委員会において、次期より３泊

４日に短縮することに改正しました。（平成１６年度は実施済み４泊５日で実施済み）。」これ関東以南

という言葉は削除します。 

 ずっといって良いですか、一応説明だけしていきます。あとからご意見伺います。 

 Ｎｏ３９「もう一つ、町議会議員の人数がとても多いように思われます。赤字もかなりあると聞い

ています。この先、白老の町大丈夫でしょうか？温泉、港、白老牛、強みと思います｡」 

 これについてはですね、右のほうに「議員定数については、現在、議会運営委員会にて審議中です。」

という回答を書いてあります。 

 Ｎｏ４０「この第４次白老町総合計画実行計画の概要を作成するに大変な苦労と努力があったと思

います。ご苦労様です。今後、この資料を活かし、実施するには町民と町議と職員の努力が必要とな

ってきます。現在の町議の人たちの活動が少し不足気味に思いますので、各町議さんの活動がほしい

（報告業務）」 

となっています。右のほうでは「更に議員活動が活発化するよう議員個々や議会全体として努力して

まいります。」と。 

Ｎｏ９８「現在実施している町政だより及び議会だよりについて 大変ご苦労され、また費用をか

けられていると思うが、高齢者・若年者はほとんど見ていないでゴミとなっているように思います。

必要事項がすべてと思いますが、実態とかなりギャップがあると思うので検討されたい。特に議会だ

よりは意味がない。」こういうことです。 

実施の「不可」、これはやっていきますよという意味です。右のほうに、「過去に議会が実施したア

ンケートによると、８７．６％の方が議会だよりを読まれているとの回答があり、議会としてもこの

意見を尊重し、実施してきました。しかし、時代のニーズは変わってきているということもあり、議

会では議会だよりだけではなく、ホームページを活用し、議会だより・会議録を掲載し、町民への積

極的な情報公開を行っております。なお、議会だより（紙面）の必要性については時代のニーズなど

も見極め、今後検討しなければならないと考えています。」 

Ｎｏ１６６これ後段の部分だけなんです。上段は職員のことも書いているのですけれども、下から

２行目「町議数も多すぎです。人数削減を進めてください。」ということで、右のほうで、上のほうと

同じく「議員定数については、現在、議会運営委員会にて審議中です。」ということです。 

 最後になります。Ｎｏ１６７「今の白老町は夢も希望も持てない。希望として町職員は１／３減、

町議は半分でよいのでは？能力のない人は不要。」と書いていますけれども、右のほうに上と同じく「議

員定数については、現在、議会運営委員会にて審議中です。」というふうに、一応事務局レベルでのこ

とで書いておりますので。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、まちづくりについての町民の方々の意見に対する、議会事務局の

意見を読んでいただきましたけれども、これについて何かご意見のございます方どうぞ。はい、根本

副議長。 

○副議長（根本道明君） ３８番なんですが、視察等についての意見なんですがね。例えば、４泊５
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日だとか３泊４日だとか、４泊５日を３泊４日にしたということまで織り込まなければならないのか

なと思うんですよね。というのは、こういうふうなことを書くことによって、やぶへびというような

ことでですね、例えば、４泊５日でどのようなことをするのかとか、１泊減らしてどうなるのかって

いうところまで言ってくるんですよね。根拠を、我々は分かっていますよ。分からない人はただの観

楓会か何かに行っているような意識でいっているのだと思うんだよね。 

 議員の視察というのは、僕は必要なことだと思うし、これからもやっていくべきだと思うのだけれ

ども、あえて数字だとか、東京以北だとか、東京以南だとかという活字を入れることによって、それ

に対して、視察は先進地を視察することなのだから、「東京以北」だとか「東京以南」というしばりが

なくても良いのではないかというはずなんだよね。日付もそのようにいってくるんだよ。こういう言

葉を入れないで、先進地視察をするというようなことで、言葉尻を考えたほうが良いような気がする

のですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 根本副議長のいうことをフォローするのだけれども、確かに３８番は、視察

を止めなさいと。こういうことなんだから、従って、担当課意見には３泊だとか２泊だとかと書かな

いで、視察がいかに重要かということを訴えたほうがいいと。こういうことでしょ。重要性を訴えた

ほうがいいということ。それについては賛成ですね。 

 それから担当課の意見、３泊４日だとか４泊５日だとかというのはいらないかもしれないね。この

人の意見は、視察そのものを反対しているわけだから。視察を止めなさいということなんです。 

 それから、その次もね。３９番、とても多いと。とてもという言葉はね、これは一人や二人減した

って、おそらくまた、一番下にあるように半分にしなさいだとかね、こういう極端な意見をいちいち

聞いていたら大変だよ。議会そのもの否定になっちゃうもの。「とても多い」ということはね、二人く

らいの減では、彼等は満足しないですよ。半分にするのなら「とても」という言葉になるのかもしれ

ないけれども。実際は２６名であると、けれども白老は２０名なんですよと。６名減しているのです

よということを多く訴えたほうが良いのではという気がするのだけれどもね。そういう面を。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方。ございませんか。 

今出された意見については、どうですか。例えば視察の、３９番はこれ以上書きようがないと思う

のですけれども。２６名が法定定数、上限はここだよということは書けますけれどもね。ただ、これ

も今度からは上限という表現ですよね。定数がそれだけではないんだよね。一番大きな数字はそこま

ででいいよという意味ですから、減らすのは減らしていいという法律ですからね、あの法律は。１番

目の内容について、こういうふうに書き換えたほうがいいと、数字は出すべきではないと。もちろん

「関東以南」というのは消えますけれども。 

 そういうことは書かないほうがいいのではないかというご意見もございましたけれども、いかがで

しょうか。吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） この３８番につきましては、両委員が今話された内容で結構だと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） では、暫時休憩いたします。 
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休  憩 （午後 ３時３７分） 

 

再  開 （午後 ３時４２分） 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。この議会事務局で、担当課の意見と

いうのを書いていただきましたけれども、Ｎｏ３８は、今休憩時間中にお話ししたように変えます。

それ以外、よろしいですか。よろしゅうございますね。  

 それでは、このように企画課のほうへ出していきます。 

 次に、④胆振管内議員研修会についてということですけれども、議長お願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） この件につきまして、２月２日、３日に管内議長会の会議がございまして、

全道議長会含めて、今後大分、活動も集約化されていくような形に推移しておりますが、たまたま管

内議長会で主催しております議員研修というのが、１０月か１１月に洞爺でやっていますけれども、

現実問題として、講師の問題、１泊２日で泊りがけでやっているわけですね。そういったかたちの中

で、果たしてこの１泊２日で議員研修というのを、管内の議長会としてやる必要があるのかないのか

ということも、今後の改革の中で考えるべきだということがございまして、議長のほうへ宿題として

投げかけられているのですけれども、たまたま今日、議運があるということでですね、この中で意見

を聞かせていただきたいのですが、管内の議員研修会、急に持っていったからといって私の意見が通

る形にはならないかもしれませんけれども、考え方として、議員研修を今の形で続けていくか。全道

議長会で札幌でやるのはあります。管内議長会でやっている洞爺の研修が今後とも継続するか、しな

いかまで含めてですね、継続するかしないか、日帰りでできないか。そんなことも皆さんのご意見を

お伺いして、参考にして持っていきたいと思いますので、今までいろいろと長年やってきたことであ

りますしね、ちょっと意見をお伺いしたいと思って、今日議運へ提案した次第なんですけれども。 

たまたま全道議長会でやるのは３ヶ所でやったのを、今度は２ヶ所でやるということで少なくして

きています。私もいろいろ考えて、札幌へ行って日帰りで帰ってきて、管内でやるときには１泊とい

うような形より、どちらかというと、そんなに遠い距離ではないし、その辺も含めて皆さんどうお考

えになっておられるか。今後こうするべきだということがあれば、是非聞かせていただきたいなと思

います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 研修会というのは、中身がどういうものかというと、全部講師が来て、講師

の話しを聞いて帰ってくると。日帰りになるか泊になるか別としてですね。講師によってね、そのと

きが決まるんですよ。僕も関心を持っているテーマでやるときは行くし、そうでないときは札幌でも

行かない日もあったりですね、洞爺の場合も講師に対するお金の関係があると思うのです。予算の関

係があるから、例えばテレビにしょっちゅう出ているような人を呼ぶということにはいかないのだろ

うと思う。だけど、全道の場合は、ある程度テレビ等で面白おかしくお話する人が講師になるから、

行って見ても面白いなと思うのだけれども。胆振の場合は、あまり行っても勉強にならないなと。そ

のときに一番、全道でいろいろ市町村合併だとか、問題になっているのをテーマにするような話であ
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れば、みんな感心を持っていますからね。良いのだけれども、たいした行って、聞いて、帰ってきて

参考にならなかったなというようなときは、本当は参加しなくても良いような気がするのだけれども、

議長会で決めたことにああだ、こうだというわけにはいかないけれども、クレームをつけるとすれば、

講師によって決まると思うのですよ。 

 ちょっと有名な人というわけには行かないのかもしれないから、今自治体で、最大関心事であるこ

とをテーマに挙げた、それに相応しい講師を選んでもらうと。こういうのが研修会の中身になってい

るのではないかと思うのだけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、根本副議長。 

○副議長（根本道明君） 個人的な意見なんですけれども、今回、僕、私用がありまして洞爺のほう

へは行けませんでしたが、毎年行っています。洞爺でやることは、僕非常に、自分の考えでは大事な

ことではないのかなと。というのは、少なくても胆振の議員同士で、例えば電車の中で会っても、挨

拶も何もできないようなそういうふうなことではなくて、やはり１泊をしてひざを交えて浴衣を着て、

話をするというふうなところに、僕は意味があるのかなって、そういうふうに思うのです。だから、

札幌の研修会は研修会として、勉強会で、昼間やって帰ってくるのだけれども。 

胆振の洞爺湖でやる、あの研修は研修の意味合いが違うのかなと。胆振管内の、「早来の議員さん、

しばらくだったね」。「豊浦の議員さん、どうだいそっちのほうは、合併はどうなの」というふうな話

が、あの場でもたれることが、議員同士のそのような話し合いが、やはり大事なのかな。そのような

場を持つことが必要ではないかと思うのですけれども。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 根本副議長のいう考え方も分かるのですが、酒を飲んだ席で話し合うという

のは、これは大体まともな話しではないのですよ。話し合うというのであれば、研修会の場を、お互

いに交流を深めるというのであれば、例えば３つか４つの分科会にして、部屋で各議会から何人かず

つ出して、一つの議論をするというのが内容のある、講師は要らないからね。できれば、そういう中

身の検討をしたほうが、逆に、そして夜に会食をするのは差し支えはないと思うけれども。酒を飲ん

だ席で、政治の話しをしたって、交流が深まるのは、そういうところで議論した話しの延長で飲むと

いうのはね、これは大変効果があるのではないかという気がするんだけれども。 

 分科会みたいなものを設けてやるのも一つの方法ではないかと、テーマが３つあれば３つ。４つあ

れば４つ作らなければだめだけれども。その辺りを検討してみたほうが良いのではないかという気が

するんだけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方。はい、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 胆振の議長会主催のやつは、やはり、どちらかといったら洞爺湖周辺に

一極集中しているんですよね。でも、やはり胆振管内１０町村あるわけですよ。今、合併問題もいろ

いろ出てきていますけれども、できればやはり、宿泊は別として、日中のそういう部分というのも考

えてもらったほうがいいように思いますね。僕は、宿泊は必要ないと思います。行って勉強して帰る

と、それが一番ベターだと思います。 
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○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私も大体同じような意見なんですけれども、もちろん交流を深めて、親しく

なるって事は大事なことなのかもしれませんけれども、夜の交流会も各議会ごとですしね、他の市町

村とあまり話をすることもないですし、酔っていると、あまりまじめな話しもできないですから。 

 私は、札幌の研修会のように、胆振管内だって日帰りができるわけですから、本当にそれぞれの市

町村が抱えている問題、他町村のいいところとかって、学ぶということであれば、分科会形式が良い

でしょうし、そういう形で議論を深めて、それぞれが勉強をしてくるということでは、私は１泊でな

くても、さっきいったように市町村持ち回りで、勉強をしっかりして、分科会をやったりするとか、

各町のいろいろな参考になるっていっていましたけれども、そういうことをお尋ねしたりだとか、そ

ういう勉強の場にしていくというふうにとらえるといいのかなと思います。宿泊は必要ないというふ

うに私も思っていました。 

委員長（大渕紀夫君） 吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 宿泊は必要ないと思いますが、この研修だけは続行するべきだと思います。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 費用的な問題で、難しくなってくるという意味合いが、もし払拭されれば、

ないのであれば、年に１回の交流会的な意味合いで、僕は十分価値のあるようなものだと思いますの

で、私は個人的には、根本副議長の意見に賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の方、委員外議員の方を含めてどうですか。はい、玉井委員外議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 議長会で話し合われた結果が、このように続いてきたのだと思うんで

すよね。当初どんなふうに決めたか分からないのだけれども。ただ、今は議長会で、持ち回りでやる

べきではないだろうかとか、洞爺にしてみればずっと私のところでやってもらうのが気の毒だとか。

そういう人間関係が出てきてるのではないかと思うんですよね。 

 だから、その辺僕は、当初どういうふうにして洞爺でずっとやるようになったかをね、聞かせても

らえれば、検討する価値もあるのではないかと思うのだけれども。それから、講師についてはね、議

長会が精一杯やっていられることだろうから、それについては今までどおりで良いのではないかと思

います。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長、今の。 

○事務局長（山崎宏一君） 私が聞いているのはですね、虻田町と壮瞥町、町村としては２つなんで

すよ。やはり宿泊なものですから、日帰りで場所だけ提供して昼で終わるというのなら、どこでも持

ち回りでもできたと思うのですが、やはり宿泊を１ヶ所に、懇親会も含めて、そういうことがあるも

のですから、今はサンパレスと万世閣ということで、交互にやっているということがずっと続いてい

ると。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 研修そのものが、どういう目的、形でこういうふうになったのかという話
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ですけれども、この辺については、私も一番最初にやってもう何 1０回も経つでしょうから、その辺が

分からないのですけれども、研修ですからお互い情報交換なり、情報収集してという形なんでしょう

けれども。 

 先ほど、加藤委員もちょっと言いましたけれども、要するに正直いって予算的にも、予算の一部も

絡んでいるんです。この問題のほかに、今まで研修をやった、先ほどの視察研修も含めて、ここと同

じように、今までの泊まる数を減らしたり、そういう形にしてきているのですが、やはり、一般的に

立派な講師を頼むと何十万円も取られるわけですよ。早い話が２０万円弱くらいの予算しかない中で

講師を頼むとなれば、事務局長を頼んだり、どこかの町長さんを頼んでもできるでしょうけれども、

そういう形でやっているから、どちらかというと、やはりマンネリ化して、こういう研修とかであれ

ば札幌でもやっているし、あえてここで、この際、そういったマンネリ化も含めて、ここで見直して

みようかというような形で、今日、皆さんにお諮りしているというそんな経過なんですよね。 

金のほうも、町村合併でだんだん町の数も少なくなってくるし、そうした中で今までみたいなかた

ちの中ではちょっといかないだろうということで、今意見出ました研修テーマで、持ち回りで、日帰

りで、泊まりさえしなければそういうことも、このくらいの人数が集まるところはどこにでもありま

すからね。そういう形で方向を変えて、より実の多い研修にしていくということは、今後やっぱり、

我々の立場からいってもやっていくべきだなと思いますけれども、たまたまそういうことで提案申し

上げたということで、ひとつご理解いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、玉井委員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 分かりました。ただね、もし、予算の面で講師を選ばなければならな

いとなると、持ち回りでやっても同じですよね。なぜかというと、宿泊は宿泊費を別にメンバーから

徴収してやるわけだから。費用的には、結果的には同じになるんですよね。 

 だから、今合併とか何とかという問題があって大変になるということであれば、やはり、極端な話

だけれど、これを廃止するか否かということになるわけですよね。選ぶのが。その辺をどうするかと

いうことを先に、いずれにしても、そういう方向に話し合いを進めていったほうが良いのではないの

かと私は思うのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長、先に。 

○事務局長（山崎宏一君） 経費の問題なんですが、これはあくまでも議会の公費で行っていますの

でね、議員会は関係なく。ですから、宿泊すれば一人１０，０００円か１１，０００円ですか。それ

も公費から出ているということです。それと懇親会の会費５，０００円だったですかね。あれも公費

から出ているんですね。ただ、それは便宜上、各委員さんにお渡ししないで、昼食の関係もあります

のでね。一括こちらのほうで会計して、精算して、余る部分についてはお返ししていると。旅費でも

らっているものですから。そこで足りないのは、議員会から一部持ち出ししてやっているんです。 

○委員外議員（玉井昭一君） 僕が言ったのは、議長会としての費用の中にはそれは入っていないの

でしょ。 

○事務局長（山崎宏一君） 議長会のほうは、講師の関係で。 
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○委員外議員（玉井昭一君） だから、講師を呼ぶことについては、持ち回りにしても同じだという

意味さ。僕が言っているのは。宿泊関係は別の話だから、だから議長会の費用としてやる分について

は今までと変わらない講師しかといったら悪いけれど、そういうレベルの人たちしか呼べないよとい

うのは同じでしょという意味さ。 

○議長（堀部登志雄君） 内容違うから、講師をやらない方法でやるという、皆さんこういうご意見

ですからね。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員いいですか。 

○委員（加藤正恭君） さっき何回もいっている。同じことなんだ。講習会の中身を考えたらどうで

すかと。講師を呼ばないでやればお金がかからないわけだし。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 私も加藤委員の意見に賛成です。洞爺に行かせていただいたときに、

白老町の議員だけテーブルが決まっていて、そこに座って話しを聞き終わったら部屋に戻って、白老

町の議員だけが集まりますよね。宴会のときも白老町の人ばかりですよね。加藤委員の言われたよう

な形でしたら、いろんな町会議員が集まるわけですから、本当にそこでいろんなお話ができますし、

非常に行っても意義深いのではないかと、新しい形の研修会ができるのではないかなと期待できるの

ですけれども。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） そういう意見を参考にして。最後にもうひとつございます。これも各会派

で議論していただくのですけれども、先ほど言いましたように１月２４日に、正副議長と私と、町長

に会いました。前回もお話ししましたけれども今回も提案をされました。それは、こちら側の一般質

問の持ち時間が４５分では、前回の我々で諮って、それはそのままでいきましょうという話は当然町

長には伝えました。しかし、今回再度提案をされました。それは前回の経過がございますよという話

はきちんとお伝えをいたしました。しかし、再度提案されたということですから、わかりましたとい

うことで、もう一度各会派で、そこの議論をしていただくと。どういう点を改善すれば、一般質問が

合理的かつ内容が濃いものになるのかと。それは町の側も一部思いがございまして、例えば担当課に

行って分かるようなことを、質問はしないで欲しいと。私は個人的には言いましたけれどもね、その

ことをいったからって、４５分を３０分にしてそれがなおるわけではないんだよという話もしました

けれども。 

しかし、そういうことで、切磋琢磨できるように時間短縮をしてほしいということだね。４５分で

はなくてもう少し短くして欲しい。3０分というのはちょっと違います。そうとはいっていないです。

この点については、正副議長と私と行って受けまして、各会派で議論していただくと。それはやりま

しょうといってきました。再度、この一般質問のあり方含めてですね、各会派で話してもらって、こ

の場でもう一度議論をしたい。効率的かつ極めて的を得た質問をするにはどうしたらいいかというよ

うなことを含めてですね、再度議論をするというふうにいたしましたので、この件については各会派

で、ひとつもう一度、たたいて、議論していただきたいということであります。 

正副議長、そういうことだったと思うのですけれども、間違ってない。はい、加藤委員どうぞ。 
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○委員（加藤正恭君） ちょっとお聞きしたいんだけれど、時間を、我々４５分としていたのを、３

０分とは言わないけれども短縮してくれと、こういう要望が町の理事者からあったと。この間の議運

では、３０分にしようなんて話を、我々は４５分がいいといったんだけれども、いろいろ我々も聞い

ていると、議員さんの中に要望するとかね、お願いしますとかって、ああいうところが随分あるんで

すよ。それをね、町の理事者が指摘しているんじゃないかと思うんですよ。口では言わないのでしょ

うけれども。そうしたら有に時間は短縮されてくるだろうと。要望事項が非常に多いと思うんですよ

ね。ですからそれらを聞いているのだか聞いていないのだか分からないで、最後になったら要望しま

すで終わりになっちゃうと。向こうは答弁しようと思っていたのが要望だけならしなくていいなと、

こういうふうになってしまうのでね。できるだけ議員さん方も、要望するとか、お願いしますとかと

いうような言葉を使わないで、必ず聞くと。私はこう思うのだけれどもどうだと。こういうふうな質

問方法に切り替えれば良いので、最後になったら要望しますと、こういうことが良く、前回も見られ

たんですよね。それをおそらく指摘しているのではないかと思うのですけれども。どうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 直接そういう話は出なかったのですけれども、出たのはやはり、担当のと

ころへ行っても分かるとか、答弁いりませんとか、そういうのはやっぱり困りますというふうには言

われました。答弁いりませんというのはまずいですね、質問をするわけですから。質問は、させてい

ただくのではないのですね。別にあえてさせてもらうものではないのです。我々の権利としてやるこ

とですから。そこら辺は堂々とやって構わないと思うんです。そこら辺の、今加藤委員が言われた部

分は、もう少しあるのかなと。 

例えば、何々新聞に書いてありましたけれどとか、ああいうのを私がちょっとまずいなと、いつも

思っているんです。新聞報道が全部正しくはありませんから、自分で調査をして、それで質問をする

というふうにしないとですね、何々新聞に出ていたけれども本当ですかと聞くのでは、これは全然議

員の質問ではないですよ、はっきり言えば。ですから、そういうことを含めましてね、今でたような

ことも会派で議論していただいて、ざっくばらんにそういうことも持ち寄ってですね、我々自身もや

っぱり、変えるところは変えるということは必要だと、私は思います。ただ、そのこと時間を短くす

るということが、イコールになるのかどうかということは、これは別の話だと僕は思うのですよ。短

くはなると思うけれども、短くすることと別な話しだと、僕は思うんですよ、それはね。それは、そ

れでもちろん議論の中身だからいいのですけれども、そこら辺各会派でもう一度突っ込んだ議論して

いただきたいというふうに思いますので、よろしく願いいたします。はい、どうぞ。 

○副議長（根本道明君） ちょっと、参考までなんですけれども。前回１２人質問しましたけれども、

平均何分ですか。 

○事務局長（山崎宏一君） 平均ですね、３０分弱です。 

○委員長（大渕紀夫君） それと今の件で、事務局長他になにか。 

 結論をどうしますか。そういうふうには、向こうも言っていませんし、こっちも言っていません。

４５分でやるにしても、短くしてやるにしても時期を。３月からやるとしても１日では間に合うかい。  

 一応３月議会を目途にするということで、３月１日までに結論を出すということにしますか、この
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ことについては。結論を出すというのは短くするか否かという結論ですよ。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） うちらは４５分と決めたのを、議長の諮問で３０分にしようと、具体的な数

字が出たわけですね。それに対して我々は、また４５分でいいよという結論を出したのだけれど、町

の理事者のほうからはもう少し短縮してもらえないかと、こういう話。３０分にしてもらえないかと

は言わないけれども。その中にはさっき言った議論があるので、そういうことをしなければ時間的に

は自動的に短縮になるだろうと。だけど、平均３０分弱とはいうけれども、２５分の人もいれば４０

分の人もいれば、４２～４３分の人もいるわけで、平均が３０分ということはね、やはり４５分が必

要だということなんですよ。時間余しても良いじゃないですか。３０分にしちゃうと質問するほうは

大変ですよ。一般質問ですから。一問一答ですから、代表質問と違いますからね。代表質問なら３０

分でもね、十分だと思うのだけれども、一般質問というのはなかなか、質問の事項も１項目の場合と、

２項目、３項目ということもあるでしょうけれども、それは会派で話をするのだからいいか。 

○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） ちょっと確認します。短縮するかしないかということだけでいいのですか。

理由付けも必要なんですか。 

 私、いつも思うのですけれども、４５分の質問、４５分一杯使わなくても、３０分の質問をしたと

しても、答弁含めると１時間半以上かかっている方もあるんですよ。ということは、私は、答弁も考

えていただかなければいけないのかなと思うんです。もしかしたら、質問の仕方が悪いといわれるこ

ともあるかもしれません。その辺も含めて、きちんと議論をして、もし４５分でいいというのであれ

ば、それなりの理由が必要だということになりますね。  

○委員長（大渕紀夫君） 当然です。局長どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君） 統計出してきますとね、さっき議員さんの質問は平均なんですけれども

３０分弱と。実はですね、答弁のほうもですね、それと同じくらいなんですよ。個人個人に言えば、

２０分の質問であれば大体２０分の答弁。４０の質問であれば大体４０分の答弁をする。大体そうい

うふうになっていますね。特別なものは別にしてですよ。数字的に出していくとほとんど。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことで、各会派で最低でも３月１日まで議論していただくという

ことでよろしゅうございますね。 

○事務局長（山崎宏一君） 最後になりますが、先ほど西田議員のほうからありました昨年のナイタ

ー議会、２日間で傍聴者数はということで、３４名です。大体ですね、一昨年はああいう事態だった

ものですから１４４名とか、いろいろありますけれども、昨年は３４名ということになります。 

 最後、資料６番目、７番目、参考までにということで、今日配布してございます。 

資料６のですね、ホームページのアクセス数ということで、一番最後のページになりますけれども

資料６です。これ１～２２まで各課ごとに書いてございますが、議会は一番上です。７，８２３件と

いうことで、課単位でやりますと一番多いわけですね。当然そうなんですけれども。さっきもちょっ

と話題になったのですが、これが町内・町外ですね、機械的には区分できないようでございまして、

町内の方なのか、町外からのアクセスなのか分からないらしいです。機械の性能の良し悪しではなく
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て、今の状態はそういうことだそうです。参考までに７，８２３件あったと。これは、平成１５年の

４月から平成１６年の１２月までということになります。 

次の最後のページになりますが、これは議会中継ですね。議会中継のアクセス数なんですが、これ

は１５年の１２月から１６年の１２月までということで、１，１７２件ということになります。さっ

きいったようにどちらからアクセスされているのか、町内・外は分かりませんけれども、議会中継で

これだけ見ていただいているということになります。簡単ですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 非常に長時間のご議論ありがとうございました。皆様方から何か、その他

で提起するようなことございますか。ありませんね。それでは、議会運営委員会を以上で閉会したい

と思います。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午後 4 時１5 分） 


