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     平成１７年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１７年７月１４日（木曜日） 

開  会     午後  １時００分    

閉  会     午後  ４時２６分 

             

○議事日程  

協議事項  議長の諮問に関する事項について 

     （1）議会改革事項の協議について 

     （2）第 2 次白老町議会改革の取り組み事項の点検について 

     （3）白老町・つがる市姉妹都市提携調印式への議会議員の派遣 

     （4）その他について 

             

○出席委員（１０人） 

委 員 長   大 渕 紀 夫 君      副 委 員 長   熊 谷 雅 史 君 

委   員   山 本 浩 平 君              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 

            

○欠席委員（１名） 

 委員外議員   西 田 祐 子 君 

                                          

○職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 

主     幹       中 村 英 二 君 
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○ 開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  皆さんご苦労様でございます。ただ今より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にご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  ご異議なしと認めます。よって委員会条例第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。次に本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。

○事務局長（上坊寺博之君）  ご苦労様でした。今日の事項としまして、議長の諮問に関する事

項でございます。議会改革の協議ということでございまして 3 点ほど継続事項となってございます

ものをご審議いただく予定です。1 つ、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

ことでございます。もう 1 点は議会報告会についてでございます。3 点目は議員定数の見直しにつ

いて。この 3 点は何回か継続事項となってございますので、これを改めて議論をお願いしたいと思

います。それともう1 つは、第 2 次白老町議会改革の取り組み事項ということで14 年に 1 次を検証

し、2 次を定めていただきましたが、これを 1 度内容を 1 項目ずつ点検をお願いしたいということ

でございます。それと白老町とつがる市の姉妹都市提携調印式が今月の31 日に予定してございます

が、それに伴いまして議会の派遣の検討をお願いしたいということでございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、協議事項の内容が説明されましたが、そういう形で進めると

いうことでよろしゅうございますね。それでは 1 点、2 点。議会改革の協議の持ち帰りの関係なん

ですけれども、かなりの部分が結論が出るという状況になっております。再度、今日、確認をいた

しまして結論が出るものは出すというふうにいたしたいと思っております。 

 それで 1 番目の決算審査特別委員会の審査方法及び日程についてということですけれども、ご議

論をいただきました結果ですね、議長・監査委員を除く全員による決算委員会を持つと。今までの

ような特別委員会ではなく、全員で行うと。一般会計・特別会計の 2 委員会にしているところとそ

うでないところございますけれども、その点等々つきましてですね、各会派でご意見がございまし

たら出していただくと。基本的には 1 本でやるということが、全員でやるということが前回ほぼ確

認されておりますので、今日、このことについては結論を出したいというふうに思います。同時に

一般会計と特別会計を分けている市町村、または全体を一括でやっている市町村、この 2 つを、近

隣ですけれども出来れば勉強会で行ってですね、中身を充実される意味で一度両方のそういうとこ

ろを見てはいかがというご意見も出ておりましたので、その件を含めて各会派のご意向を伺いたい

というふうに思います。町清クラブ。前回の形でよろしいですか。 

○委員（加藤正恭君）  はい。それで結構です。 

○委員長（大渕紀夫君）  今、報告した中身でいいということですね。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブの加藤ですが、今、突然言われてもあれなんですが。前回の

結論では今、委員長が申されたようなことで進めていただきたいというのが我々会派の意思でござ
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います。先進地も含めてと、こういうことなんですが、これ 4 月以降となっていますが今年の 4 月

以降とこういう意味でしたね。出来うれば、今年度からこれを採用してもらえればありがたいんだ

けれども、日時的に間に合うかどうかね。その辺りがちょっと問題ですが。深く内容については各

会派に帰ってもう一度検討させていただきたいと思います。今のことでいいと思います。進め方と

してはですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  新政クラブ。 

○副委員長（熊谷雅史君）  新政クラブ、熊谷です。粗々の話については決特も予特と同じよう

にすべきということでいいと思います。ただ、先進地の視察等々については果たしてどうなのかな

というのは個人的な意見ですけど、そう思いますので。やり方としては 1 本で一般も特別会計も 1

本でやられた方がいいというふうに思っています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  新風。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）    基本的には全員による特別委員会の設置についてはこのままで結構

だと思います。先進地の視察については出来れば、期間ないと思うのですが 1 回、やはり実施して

いただきたいというような意見でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  公明。 

○委員（吉田和子君）  私たちの会派もこのとおりでいいと思います。新風さんがおっしゃった

ように、先進地の視察は決算審査特別委員会が10 月後半からになると思いますので、日程的にどう

なのか。相手の、受け入れ側がどうかちょっとわかりませんけれども、1 回勉強してきていただき

たいというふうに思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  共産党は全員でやるということを含めて結構でございます。 

 他の委員の方でご意見ございます方。委員外議員の方、ご意見ございますか。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブの加藤ですが、2 つのブロックに分けるというのも、これも

先進地の視察をしてから結論を出したいなというような気がするんですが。ただ、1 つのあれでや

るということになるとボリュームの問題がありますからね。日程的な問題が、3 日ぐらいで済むの

であればいいんですが、一般会計と特別会計それらを 1 つの委員会でやるということになると果た

して日程的な問題もあるので、その辺りも十分検討してからの結論がいいんじゃないかと。それも

含めて会派で帰ってから検討したいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他、ご意見ございます方。ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。それではですね、議長・監査委員を除いた全員で決算審査特別

委員会は行うということが 1 点。それから、今期から、この 9 月なり 10 月ですね、9 月議会で決算

が出されると思うんですけれども、今期からこれは行うということ。この 2 点については皆さん、

各会派とも合意をする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）  内容につきましてはですね、一般会計・特別会計分けるかどうかとい

うこと等々を含めてはなるべく早く、議会事務局にお願いをして日帰りの出来る近隣の市町村に行
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って視察をし、その中身を十分熟知した後に内容というか、進め方については決めるというような

ご意見が何点かございましたけれども、そのような形で取り進める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、決算審査特別委員会の審査方法につきましてはですね、基

本的には今、私が申したような形で進めるということにいたしたいと思います。よろしゅうござい

ますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  決算関係について、何か他、ご意見ございます方。 

 無ければ、次、議会報告会ということで、これも何度か、かなりの議論をして参りました。ここ

に書かれていますように「特別に報告事項が発生した場合はその都度判断をしてやってはどうか」

とか「テーマを決めて実施する必要がある」とか「仕組みづくり等をしっかりして組み立てる必要

がある」とか「町民に対して、その事案が発生した場合に実施する」「議会改革のテーマにしぼり実

施する」ということで、これも各会派持ち帰りとなっています。前回まではかなり消極的な意見が

目立ったというふうに思うわけですけれども。昨日、実は栗山町が視察に参りまして、北海道で初

めて栗山町が実施をしました。それと議会広報の特別号。それは皆さんに見せてあげてください。

議長も参加されていますから、議長からもお願いしたいと思うんですけれども。我々の消極的な意

見とちょっと違いましてですね、「頑張って、どうしてやらないの」というようなことで切り返しが

来まして、かなり大変でございました。そういうこともございまして、これは本吉に学んで18 人の

議員が 3 チームに分けて12 箇所やってですね、かなり町民3 百何十人集まったというふうな報告を

昨日いただきまして、私もちょっとこれはいかがなものかということで、ちょっと困っているんで

すけれども。だぶってはいませんよ。12 会場で 3 百何十人ですから、延べではなく 1 人ずつ集まっ

ているということです。そんなこともございましてですね、ちょっと議長からも感想を述べていた

だいた後、議論をした方がいいかなと。ちょっと僕も困っています。 

○委員（加藤正恭君）  その前に中身をちょっと。テーマを設けてやっているのか、フリートー

キングにしているのか。その辺りのテクニックの問題はどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  聞き及んだ範囲でございます。それに書いていますからちょっと読ん

でいただければわかりますけれども。18 人の議員が 6 人ずつ、これは無作為で決めるそうです、班

は。班長さんを決めて、任務分担はすべて記録が 2 人とか、司会進行 1 人とか、答弁する者はなる

べく均等にとか、そういうことを全部事前に意思統一するというふうにして答弁が偏らないとかと

いうことも含めて全員が任務分担を請け負ってやる。報告の中身はですね、これから困るんじゃな

いかなとは思いますけど、今回はこれをやるということが報告の中心になっています。なぜ、やる

かということを。ですから、今回はなかなか良かったかなというふうに思いますね。町民の皆さん

方からはやっぱり 12 箇所ですから、栗山町 1 万 4 千ですから、そこで 12 箇所ですからね、かなり

まめにやっているわけですよ。ですから、そういう意味で言えば、町民からは非常に、彼らの言う

には評価が高かったと。町民の評価が高かったという判断をされていました。持ち方、運営の細か
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いところまでは聞き及ばなかったんですけれども、動員なんかはどうやって、やっているのかね。

広報使ってやっているのかどうか、そこら辺ちょっと聞かなかったんです。視察に来られたもので

すからね。そんなこともございましてですね、大まかにはそんなような形でやられたと。ただね、

議長が 2 度、本吉に行って、議運のメンバーが 1 回、本吉まで行って学んで、我々が認識をしてい

るのとはちょっと違った認識での結論のようでございます。栗山の場合はね。徹底して町民の中に

入るということと、町民にそういうことを知らせるのが議員の義務だというようなことがかなり強

調されていたという印象がありました。ただ、我々が議員の出前トークだとか、移動常任委員会を

やっているということで言えば、そこに学んで我々はやったんだというような表現はしておられま

したけどね。あとはちょっと議長から。 

○議長（堀部登志男君）  議運の委員長がだいぶ言っていたんですけど、総体的に感じたことは

ですね、今回確かやったのは政務調査費について、議会で調査費がついているという関係で、それ

と町民にどういう具合に使っているか、そういう部分も含めて報告し、理解を求めるような形にし

たと。それと議会でやっていること、要するに議会改革やなんかをやっていること、議会はこうい

うものですよというようなこともやはり町民の中に行って、それをテーマに話をしたと。それと最

後に意見や要望、やはり議会に対する要望より行政に対する要望が非常に多かったということで、

それは全部記録してですね、それを行政にぶつけるものは行政にぶつけて、回答するものは回答す

るという形で対応したようです。だから、逆に私が直接感じたのはそういうテーマがある時はいい

んですけども、報告するテーマが無くなった時にはやはり本会議の状況、こういうものがこういう

具合に決まりましたという報告だけで、あとは町民から意見・要望を聞いてくるような形になりは

しないかなということで、長続きはなかなか、これでずっと行けるのかなと。テーマがあるうちは

いいんですよね。例えば、我々がやった議会の15 年のやった報告会と、やはりこれは絶対町民に広

報やなんかを通じてもなかなか行き渡らない部分はそういう形で出て行ってやるべきだなというこ

とで思いますけど、やはりそのテーマの問題かなと。それで、向こうで強調していたのはですね、

議員も選挙の時もみんな来ると。だけど、次の選挙までほとんど自分の後援会組織なり何なりには

顔を出していないというような、やっぱりそういう認識が町民の中にもあって議会が出て行ったと

いうことについては非常に評価が高かったんだなと。だから、これを 2 年、3 年、年に何回かやる

となれば非常に何を報告するかというテーマに今度苦労するんじゃなかろうかなというふうに、皆

さんが報告会に躊躇した、その時点になるのかなという具合に思いましたけど。かなり栗山町さん

は、これについては非常に評価高かったということで声を大にして「白老町さん、何を引っ込み思

案でいるんだ」と「どんどんと出て行くべきだ」というような発破もかかった次第なんです。だけ

ど、いろいろ聞いてみれば向こうで、お世辞かもしれませんけど、そういった面では移動常任委員

会なり、議員の出前トークなり、いろいろやっておられるからということでだいぶその辺を評価し

て、そういうようなのを見て報告会をやったというようなところがありますから、どっちが先か別

として。そんな印象を受けました。非常に自信を持ってやっておりましたので、非常に町民の方か

らも高く議会を評価されたというような、そんな感想をお持ちのようでした。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員どうぞ。 



 - 6 - 

○委員（加藤正恭君）  ちょっとお聞きしたんだけど。初めて今回やったわけですね。そして、

今回のテーマがあったんですか。今、テーマがあったから、今度テーマ無くなったら、無くなるん

でないかというような話だけど、テーマは設けてやったんですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  初めてやったということが、まず 1 つ最大のテーマです。なぜ、やる

かという意味ですよ。なぜ、我々が町民の前へ出て行くかという。それはもう、ものすごいインパ

クトじゃないですか、まず。あと、政務調査費の関係等々ございますから。 

○委員（加藤正恭君）  栗山は政務調査費を出しているんですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  導入しているんです。 

○委員（加藤正恭君）  なんぼだろうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  8 千円だそうです。月 8 千円。その代わり視察は一切ございませんか

らね。その政務調査費の範囲でやると。会派がないものですから、グループを作って、そこで政務

調査費で事前勉強を何日間かして、そして視察をして、レポート書いてとこういうような形。 

○委員（加藤正恭君）  そうしたら、1 年間議員 1 人 10 万足らずだね。 

○委員長（大渕紀夫君）  9 万 6 千円ですね。 

○委員（加藤正恭君）  それであちこち視察旅行をその範囲内でやっていると、こういう意味で

すか。 

○委員長（大渕紀夫君）  そうです。 

○委員（加藤正恭君）  新たに、うちらのようなことはしていないわけですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  ないです。ですから、強調されていたのは札幌や名古屋や北海道でい

ろいろな問題出ているけど、ああいうのとは全く違うんだから政務調査費だって堂々とやればいい

んじゃないかというようなことでございました。 

○議長（堀部登志男君）  それと、報告会のやり方なんですけども、くじ引きかなんかで決めて

3 班に分けてですね、行く所もくじ引きですから、自分の後援会の地域とか何とかってそんなの全

く関係なく行ってですね、それで町民間の質問に対しては全員が均等に答弁できるというような形

で対応したそうです。そのために議会のことについても行く前に何回も勉強会を全員で開いて、我々

は何やっているか、会議規則等を含めてですね、やっぱり全部勉強して同じくらいのレベルで皆さ

ん行って対応したんだと。だから、答弁も 6 人ずつ行ったら満遍なくそれぞれの議員が答弁すると

いうような形ですので、その辺がすごいなという具合に思いました。だから客観的に見て、何質問

されるかわからないというような状況の中でそれぞれが何出て、どう指名されても答えられるまで

自信持って行くということは、局長さんも議員がこんなに勉強したのを初めて見たというくらいに

言っていましたので、かなり事前勉強はすごくやられたというようなお話でした。 

○委員長（大渕紀夫君）  成果はそれが一番だったようです。議員が議会の基礎と政策と 1 年間

の予算委員会を中心とした中身を徹底してやったそうですよ、やっぱり。全員が。これはやっぱり

局長が言っていましたね。今、議長言われたように局長が驚くぐらいの勉強を議員の皆さんがされ

たと。それがベースになってすごくレベルが上がったというような話はされていましたね。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ど。今回は議会のこういう集まりをするこ

とが一つのテーマであったと。だけど、具体的なものは無かったわけですね。だから、そういう意

義についての議論が一つのテーマだったと。したがって今後はどういうふうになるかがちょっと、2

回目以降がどういうふうに進んでいくのかなということがちょっと難しい問題があると思う。で、1

回目は確かにそういうものをテーマにして関心を高めると。こういう面では成功する可能性はある

んだけど、問題は 2 回、3 回目になった時に単純なる陳情のようなものになるのであればね、我々

は理事者じゃないからその辺りがちょっと難しくなる。「あれをやれ、これをやれ」とかね、「これ

を直せ」とか町政懇談会のような集まりになっても意味がないし。議会全般のことの説明と言って

も、それもネタはある程度経ったら切れてくると思うのでね。最終的にはそういうところに行っち

ゃうんじゃないのかなということが心配。毎月、毎月やるわけじゃないから、忘れた頃にやれば、

また元に戻るかもしれないけれども。その辺りは非常に難しい問題だと思う。だけど、とにかく町

民の意見を聞くという姿勢は評価されるでしょうね、当然ね。それは高く評価されると思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君）  言うのを忘れましたけども、報告は文書だそうです。文書の報告です。

一番最初の議会報告というのは 1 年間分の、1 年に 1 回しかやらないわけですから。誰かが、加藤

委員がやるとかじゃないんです。どうやって報告するんですかと言ったら、文書で全員が同じもの

を。同じ文書ですからね、誰が出したって。 

○委員（加藤正恭君）  議事録みたいなものを録るんだな、そうしたら。 

○委員長（大渕紀夫君）  議事録と言うか、作るんでしょ、あの話を。1 年間の白老町なら白老

町の仕事の中身とか、議会で議決したこととか、一番最初はそれを文書で出して、班長さんが挨拶

して、その文書を出して、そして受けると言っていましたね。もちろん、質疑はそういうことも含

めてやるんでしょうけども。それは聞いたんですよ。1 年に 1 度で。 

○副議長（根本道明君）  そういうことと言うのは、出した文書のことに対する質問を受けると

いうこと。 

○委員長（大渕紀夫君）  いや、何でもいいんだけども、報告は口頭が誰かがするんじゃなくて、

個人差出るでしょ、個人が報告すると。そうじゃなくて文書で出せば同じ中身で全部報告になるで

しょ。だから、たくさん印刷して行って渡すということで報告をしていると。議会の 1 年分の中身

を。 

○委員（加藤正恭君）  栗山町議会に視察だな、これ。 

○委員長（大渕紀夫君）  だから、それは言えばね、ネタが無くなると。テーマの部分では無く

なるかもしれないけども、それ以外のことではあるということさ。毎年やるから。それとやっぱり

ね、ビデオ入っているんですって、栗山も議会に。だから、いつでもライブで見られるわけでしょ。

だから、やっぱり傍聴の話は聞かなかったけれども、そういう議会は見られるから議員が直接地域

に行って接するということが大切だということを言うわけよ。そこはなるほどなと思いましたけど

ね。それで、今日ちょっと結論出そうと思ったんですけど、困ったなと思っていたんですけども。

加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  一応やってみて、1 回やってみて、そして、それを元に反省をしてどう
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するかという、やらないうちにああだ、こうだって考えても危ないので。もちろん、栗山さんの例

も参考にしながらなんだけれども、まず 1 回目やってみて、それからどうするかということも検討

する。どういう方向に持って行く、やり方がこうだ、ああだというような議論もおそらく出ると思

うんだけども。やらないうちにああだ、こうだと心配ばかりしていたんでは進まないと思うのでね。

だから、それで 1 回やって、あと、尻切れトンボで止めたというわけには行かなくなるから、その

辺りも慎重に運ばなければ。やるからには続けなければならないし、やってみて、ああだったから

止めようというわけには、町民を馬鹿にしたようなことになると思うのでね。だから、その辺りは

十分慎重な姿勢で長続きするようなものでなければならないと思うんですけどね。その時の都合に

よって、やったり、やらなかったりというわけにはいかないと思うんです。年に 1 度やるとすれば

少なくともそういう問題は検討すべきだなと。十分に慎重に検討すべきだなという気になりますね。

もう少し時間かけなきゃ駄目だな。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方どうですか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  先ほど委員長、本吉町に視察に行って、私たちは行っていないわけです

よね。文章でだけの解釈をしていましたよね。その中でずっと議論しましたよね。視察に行くとい

う話しも見送ったという形になるんですが、この栗山町議会の方々は行ってどのようにそれを受け

止めてやろうということになったのか。やるために行ってきたのか。それとも、それを受け止めて

から議論してやるようになったんでしょうかね。そんな詳しいこと聞いていないですか。私たちが

文章で見て議論しましたよね。その部分と栗山町の受け止め方が違っていたということなんですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  結果としては視察に行ってやっているわけですから、そうでしょうね、

やっぱり。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  本吉町のあれを例に出て、去年でしたか、中身をちょっと見たんですよ。

その時にですね、非常に陳情的なものが多かったものだから、これでは意味ないんじゃないのかと

いうような議論が出たやに私は思うのでね。本吉町はもう実施して 2 年か 3 年経つんでしょ。問題

は現在やっていてどうかという実態ね、現在の。2 回目か 3 回目にもうなるんでしょうけれども。

その辺りがどういう進み方をしているか、非常に関心のあるところなんだけれども。その辺りはど

うですか。調べようないですか。現在の本吉町が、こういう町民との接触機会をやって歴史がある

わけですね。そうしたら 3 回目、4 回目になって果たして1 回目あたりと2 回目、3 回目あたりでは

どのような変化をきたしているのか。より盛り上がっているのか、より続けて行かなければ駄目だ

という雰囲気になっているのか、ちょっと困ったなという例えば問題がないのか。その辺りについ

ての調査をちょっとしてみてはいかがかと思うんですがどうですかね。 

○委員長（大渕紀夫君）  今、加藤委員から出ましたことについて、事務局でやろうと思えば出

来るということでございますので。 

○委員（加藤正恭君）  それらも含めてもう少し検討してみたらいかがかと思うんだよな。 

○委員長（大渕紀夫君）  もうちょっと検討すると言うかね、栗山の状況なんかももうちょっと

詳しく調べてみるとか。栗山だったら近いですから、行って見て来ても構わないと思うんですけれ

ども。そういうことをちょっとやりますか。どうしますかね、皆さん。吉田委員どうぞ。 
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○委員（吉田正利君）  ともかく本吉町の前回の議事録とかなんかも拝見した経過から見ると、

行政の苦情処理機関のような印象を受けました。それで、あの程度であればどうかなという印象を

受けたわけですが、今の栗山町の報告を聞いている範ちゅうでは、それを十分心得た中でまた別な

取り組みをしているのではないかと思います。で、栗山町は近いですから、もし時間があれば 1 回

視察を兼ねた研究を要するのでないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の方どうですか。今、吉田正利委員のご発言にございましたように、

栗山の状況をもう少し視察に行くなり勉強をして、その後に再度議論をして結論を出すというよう

な形にいたしますか。 

○委員（加藤正恭君）  それと先ほどの本吉の方の経過も含めてね。 

○委員長（大渕紀夫君）  もうそろそろ私は結論出そうというふうに思ったんですけれども、ち

ょっとそういう状況がありましたので、もう少し議論をし、調査するものは調査するという中で結

論を出す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）  はい。じゃあ、そういうことで議会報告会につきましてはですね、も

う少し調査をし、後に調査の結果で結論を出すというふうにしたいと思います。 

 次に議員定数の見直しについてということでございます。これもほとんど審議を今までしており

ません。そういう状況の中で議長からの諮問でございますので、本日、議長から若干の提起をいた

だきましてね、それで実質質疑に入っていき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。それでは議長。 

○議長（堀部登志男君）  それでは議員の定数の関係なんですが、今までいろいろな形で会派の

メンバーの皆さんとも議論してきておられると思います。しかしながら、この議員の定数の見直し

についてですね、私、議長として昨今のいろいろな近隣の状況あるいは町村合併等の問題、合併す

る町の例あるいは白老町も現時点で自立をしていくという形になっております。そうした中で現在

の議員定数でいいのかということを率直に私も疑問と言いますか、問題意識を持ちましてですね、

この際、議運の皆さんあるいは議員の皆さんに、やはり今の形でこのまま行くという形には今の情

勢からはなかなか行かないだろうというようなことを考えまして、やはり 2 名なり 4 名の削減です

ね、これをまず頭に置いてぜひ皆さんに検討していただきたいなという具合に改めて議運の皆さん

にお願いしたいなという具合に思います。元より、この議員定数というのは法定から行きますと上

限が 26 名という形の中で今、20 名ですから減っておりますが、先ほどちょっと話題にあった栗山

町も合併するということで進めてきたところ、途中で決裂しまして自立になると行かざるを得なく

なったのですが、その合併協議の中でいち早く現在 18 名のやつを 13 名にするということでもう条

例で決めちゃったんだそうですよ。それが今度、合併できなくなったものですから、もう条例で決

めちゃっているから、この次の選挙から13 名で行きますと。5 名一気に下がったものですから、私

もちょっとドキッとしたんですけども。そういった例もあって、それはそのまま合併しなくても議

員は 18 名から 5 名減らして 13 名で次からやるんだというような、やっぱりそういう形になってい

るようでございます。特に私はこれから自立していくという中ではですね、やはり定数の問題につ
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いてはもうちょっと踏み込んでやっていくべきだなと。皆さんと議論して、何とか削減する方向で

ですね。人数については特定するものではございませんけども、でも、削減しようという中で議論

していただければありがたないなと。ありがたいと言うか、ぜひお願いしたいという具合に思いま

して改めてここに提案して行きたいなという具合に思いますので一つ、議員の皆さん、それについ

ては近隣の状況等知ることやなんかも十分やっぱり時間をかけてですね、やっぱり時間をかけて十

分周りの状況も把握した中で話し合っていっていただければなという具合に思いますので一つよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、議長から議員定数の見直しについての提言がございましたけ

れども、各それぞれご意見ございましたらどうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  ちょっとお聞きしたいんですが、栗山町の人口は今、何名ですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  1 万 4 千。 

○委員（加藤正恭君）  ということは、自治法では上限は。 

○委員長（大渕紀夫君）  22 だと思いました。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）    こうなると今度、委員会も、13 名のうち 1 名が議長ですから 12 名

ですね、議員さんはね。そうすると委員会が 2 つしか作れないというような状況になると思うので

ね。1 議員が 1 委員会という自治法の根本的な問題も今、議論されていますね。1 人の議員さんが2

つの委員会にも入っていいんですよというふうな改正をすべきだというような議論もされているけ

ども。今の自治法で行くと、1 議員は 1 委員会所属とこういうことになりますとね、例えば12 名の

議員さんが委員会を組織するといったら 6 人、6 人の 2 つで最高もね。それとも毎回、全員協議会

の委員会を作るか。そんなようなことも考えるとですね、僕は委員会活動というのは議会活動でも

非常に重要なものだと思っていますからね。あまりにも13 名というのは極端すぎるかなという、私

どもは感じします。白老町の場合、2 万 2 千の人口で行けば26 と。現在、6 名減でありますからね。

あと、せいぜいやっても 2 名くらいの減かなというような感じは私自身は持っていますけども。こ

れもまた、もう少し時間をかけて、この次の選挙まで間に合えばいいという意味じゃなくてね、や

はりじっくり町民意見なんかも踏まえて。町民はおそらく減らせというのははっきりしています。

増やせなんては言いません。必ず減らせと言われますからね。これはもうわかるんですが。果たし

て議会活動がスムーズに行くかどうかということも十分考えながらやらなければならない問題だろ

うと思うんですよ。そういうことから言って、会派にもちろん持ち帰りますけれども、もう少し時

間をかけて十分に検討したいというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方で、この定数問題でご意見を述べたいという方がいらっ

しゃいましたらどうぞ。はい、どうぞ。山本委員。 

○委員（山本浩平君）  参考までにお聞きしたいのですが、近隣の室蘭が削減決定されたという

ような話も聞いています。それに追随して登別も多少そういうような動きもあるような話も聞いて

います。現況を教えていただければと思います。わかる範囲で結構です。 

○議長（堀部登志男君）  室蘭の方はね、確か決まっているはず。24 にするということで。登別

についてはですね、今、議長の方から投げかけまして諮問して、減に向かって、今、検討されてい
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る最中でございます。これは前任の議長から引き継いで新しい議長さんもやっているという中では

やはり、たまたま個人的に話す機会があって話した時には、室蘭がそういう形で人口 9 万、10 万弱

ですね、それで 24 という中では単純にいっても 5 万 6 千の登別市ではこのままの状態では行けない

という形で削減する方向で検討されているというような具合に私は感じております。そうなると押

し並べて今度はやはり、それよりさらに半分の白老町がということになると、削減してくると少な

くとも 20 とか 18 とかという形になってくればですね、当然やはり白老町も、いろいろな町の事情

はあっても人口的にいってもやはり削減すべきというような大方の町民の考えも出てくるんじゃな

いかなということで。やはり、どちらかと言うと前向きにですね、我々、出てからやるという一つ

の手法もあるんでしょうけども、やはり我々、議会議員として特に自立していくというような中で

は、ここでじっくり議員として定数はどうすべきかということをやっぱり議論すべきだなというこ

とで提案したとこういうような状況です。苫小牧の方は今のところ、そういう話は一切聞いており

ません。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君）  私が考えるのはですね、やはり近隣の動向というものも全く無視はでき

ないことになるんじゃないのかなというふうに思うのと、行財政改革の点を考えますとですね、人

数は別にしてもやはり削減の方向で検討せざるを得ない状況じゃないのかなというふうに考えます。 

○委員長（大渕紀夫君）  他、ご意見ございます方。谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  私も今の山本委員と同じような意見です。今、ここの 3 番目に書いてあり

ます「判断データを集積してから取り組むべき」だという要するに集積をするということは、今、

言った当然周りもあります。そして、この近隣でなくて全体的なあれもあります。こういうような

ことをもう一度確認してから、こういうことに取り組んで行くべきかなと。ですけども、実際問題

としてそういうような形で動いてきているということに対しては、全く否定することは出来ないと

思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  先ほどちょっとポケットに入っていたのでね。「これで良いのか地方議会」

というのをちょっと途中まで読んでいたんだけどね。これはやっぱり地方議会というのは自治法に

基づいているんですよ、全てね。だから、自治法を全然改正しないで、検討もしないでただ議員数

を減らすとこういうわけにはなかなか行かないんですよ。だから、勝手なことはしちゃまずいんで

しょ、これ。例えば、先ほどとちょっと重複するけども、1 人の議員さんが 2 つの委員会に入って

もいいんだということを白老町がやれば構わないわけですよ。そういう方法で行けば 14 人でも 15

人でもいいと思うんだけども。1 人 1 委員会しか所属できませんよという地方自治法に基づいてい

けばですね、委員会が成り立たなくなって行くんですよ。7 人や 8 人では出来ないんですよ。その

中に議長・副議長・監査も取られるわけですね。白老町で独自の議会を作るのであれば、また別で

すけど。それが認められるのならいいんですよ。自治法が厳然と自治法に基づいて、自治法の何条

の何項によってとこういうふうに決められていればですね、我々が例えば斬新な方法でやろうと言

ったって、そうは進まないんじゃないかなと思うんですけどもね。その辺りの兼ね合いというのは、
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議長あたりはどのように考えておられますかね。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長。 

○議長（堀部登志男君）  常任委員会の 1 人ということについては自治法でそうなっているから、

これを改正しない限り現時点ではならないんですけども。やはり総体的な考え方としては、今はや

っぱり地方分権の時代になって地方のことは地方で責任を持って、自らの責任と義務をきちんと果

たして行かなければならないという中では、やはり自治法という大きなものはあってもですね、そ

の範ちゅうの中でやはりその町、その町の考え方でやっていく方にした方が。自治法があるからこ

ういうことがなかなかやりづらいんだということじゃなくですね、逆にやっぱりその町、その町の

自己責任、自己判断の元にやって、それに基づいて何とか、でかい話をすれば法律の方を少し改正

してもらうような形で働きかけていくようなね。栗山町さんでも言われて、それに同調するわけじ

ゃないですけど、委員会構成も 6 人くらいまでが限度じゃないかということで、そういう具合に考

えれば白老町も今 3 つの常任委員会を、やはり削減、見直しが中では 2 つぐらいの形にして専業的

な形で議員の方がどんどんやって行くような形になっていくのかなという具合に思います。常任委

員会 2 つに入れないというのと、削減のことは直接今のところはあまり関係ないのかなという感じ

しますけど、どうでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  前回、この件について私の会派の意見として、ここで書いておりますが、

「見直しは必要だけれども時期が尚早でないか」という案件で申し述べておったんですが、周りか

ら見ますと、また近隣市町村の情勢も随分変化してきております。先ほど議長が 2 名ないし 4 名と

いう案を出されましたが、当然そうなりますと 2 名ないし 4 名ということは町民の意向をという判

断で見た時に 4 名になっちゃうんじゃないかという気がいたします。それで、人員は別にいたしま

して、現状、固定概念からそろそろ脱皮する時期に来たんじゃないかというような推測がされるわ

けでございますので、これは時期の問題は別にいたしまして具体的なやはり見解をそろそろ出す時

期ではないかという判断に立っております。今のところ、そのような状況でございますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。ありますか、玉井委員。委員外議員の玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  皆さんの言っていることがほとんどだと思うんですけども。私は

一貫して以前から18 人にすべきじゃないかというふうに話しをしていましたけども。今でも、もち

ろんそのとおりに思っております。その辺が限度かなと。今、2 人とか 4 人とかという話がありま

したけども、私は18 人ぐらいが限度にしておかないと、今、加藤さんも言われたように委員会が成

り立って行かないのかなと。そんなふうに思っているところです。 

○委員長（大渕紀夫君）  他、無ければ、もちろん、このことについては今日結論を出すなんて

ことには全然なりませんので、各会派でこれは徹底的に議論をするということで、この次の議会運

営委員会では結論は出せる状況にはならないと思いますけれども、一定の会派の見解をまとめて述

べていただくという状況ぐらいまでにはしなくてはいけないだろうと思っておりますので。次回の

前に出せればですね、事務局に言っておりますので資料を各会派にできれば渡すと、その前にね。

そういう努力を事務局にしていただきますので近隣市町村の動向、それから人口 2 万前後の道内の
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町村の状況。それから、どうも今、一番、私は問題あると思っているんだけども、合併をするとい

うところと、しないというところの差が出ているんですね。ですから、そこが引き金になってどん

どん進んで行っているような状況です。合併してもしなくても。しなかった場合でも、昨日の栗山

の話じゃ元に戻した町村もあるんですよ。だけど、そのまま進んでいるところもあるって、ギャッ

プがたくさん出てきているんですね。その判断基準は例えば人口何人に 1 人の議員ぐらいがいいの

かと。500 人がいいのか、1，000 人がいいのかね。例えば、そうなると大滝村さんは合併しますけ

ど 1，000 人に 1 人になら 2 人しか議員いなくなるわけですから、そんな理屈にはならないんですけ

れども。しかし、指標としてはそういうものを指標にしているんだそうでございます。それが本当

にいいのかどうか私は疑問であります、はっきり言えば。それは、その町の作り方によっても違い

ますからね。だから、そこら辺も含めて出せる資料は出していただく、これは客観的な事実を我々

が認識をするという範囲で出していただくと。それに基づいて各会派で議論を深めていただくとい

うようなことで進めたいと思うんですけどもいかがでしょうか。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  会派、会派と言うんだけど、もちろん基本的には会派でいろいろ議論す

るのも結構なんだけれども、ざっくばらんに全員の議員さんで一堂に会してその辺りは一つ議論す

るところも時には必要かなと思うんです。会派だけですとね、意見が偏るような気もするのでね。

それで結論としては会派ではこうなりましたと言うけれども、中にはね、うちらの場合は例えば 3

対 2 だとかに割れる場合もあるわけでね。だから、そういうのも一つの考え方として、会派は会派

としての考え方を資料に基づいて議論するのもいいんだけれども、ざっくばらんに20 人の議員で一

つ集まって自由に話をする機会もこの問題については必要かなと思うんですよね。議事録とか何か

じゃなくてね。そういう機会を作ってもらいたいと思うんですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  それはもう、おっしゃられるとおりだと思いますね。この件につきま

しては一度会派の意見をまとめた後に、今の加藤委員の意見も踏まえて会派会議にかけていただき

まして、意見とりまとめをしながらそういうことが必要だということで大方が合意すれば、今、加

藤さん言われた手法も取り入れながら、最大限町民の意見を聞くということも出てくるでしょうし、

いろいろな多様な形で対応していくというふうにしてはいかがですかね。 

○委員（加藤正恭君）  そうしていただきたいと思いますが。 

○委員長（大渕紀夫君）  それは次回の取りまとめ後で結構ですよね。 

○委員（加藤正恭君）  結構です。 

○委員長（大渕紀夫君）  委員外議員の玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  今、委員長がその前におっしゃられたね、元に戻したところがあ

るというのは何か条件があったのではないかと思うのですけども。戻すということは、議員は多い

方がいいんだという意見もあったから、そういうふうにして戻したのか。何かの意味があって戻し

たと私は思うんです。ただ、ところによっては報酬が安くても議員は多い方がいいんだとかね。そ

れによって意見が多く集約されるというような意見のところもあるんですよね。だから、その辺を

どういう条件でそういうふうに元に戻したのかだけはちょっと聞ければね、内容を聞きたいなと思

うんですよ。そういうところがあればね。ちょっと事務局サイドでも聞いていただければとこんな
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ふうに思うんですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  私が推測でものを言っては駄目ですけど、それは明らかに合併が失敗

したために元に戻すということのような印象でしたよね、議長ね。間違いないですよ、それは。た

ぶん私の推測じゃなくてそうだと思います。ですから、合併する時はこれだけの人数になるとやり

ますでしょ。そのままやるところと、合併破談になったから、また元に戻して同じ数にしようとい

うところがあるらしいです。ですから、減らしたわけでもない、増やしたわけでもない、元に戻し

たよという。ただ、栗山さんはそのまま行ったと。条例で決めちゃったと。はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志男君）  今の話なんですが、極論から言えばですね、頭の中にぜひ入れてもら

いたいのは、うちは全然どっちに行くかは将来わからないですけど、例えば登別と合併した場合、

苫小牧と合併した場合、もし合併すると言ったらどっちかの市になっちゃうんですけど、そうなっ

た場合に条例で人口規模からいってどのくらいの定数になるのか。そうした場合に白老町からどの

くらいの議員が出て行かれるのかというようなあれも資料としてぜひ作っていただいてね。だけど、

極端な話が最終的に合併するとそんなふうになっちゃうと。だけど、そうかと言ってそこまで行く

のが、それが定数だよなんてことは毛頭ないんですけども、やっぱり判断材料としていろいろなも

のを持った中で十分時間をかけて町民の聞くべきところはみんな出て行って聞いてね。やっぱり時

間をかけて、これは検討すべきで。そう簡単に 2 ヶ月、3 ヶ月で結論出ました、こうしますという

形には、そんな単純なものでは私はないと思いますので、その辺は十分やはり検討していただきた

いなという具合に思っています。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、ただ今出た意見、資料の問題を含めて会派に持ち帰って議

論をしていただくと。その後、どういうふうな会議の運営にしていくか。それは、全体で議論をす

るだとかということを含めましてね、そういうことも次回の議運の中で議論をしていくという形で

収めたいんですけれどもよろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。それでは議員定数の見直しについてはそういうことで継続協議

というふうにいたします。2 時になりましたので暫時、休憩をいたします。10 分間。2 時 10 分再開

といたします。 

休   憩      午後 2 時 00 分 

                                          

再   開      午後 2 時 10 分 

○委員長（大渕紀夫君）  休憩を閉じて会議を再開いたします。次に「第 2 次白老町議会改革の

取り組み事項の点検について」ということで別紙に文書が出ております。今まで終わっていること

等々につきましてはですね、細かくは行いません。何度もやるということになりますから。現在、

進めているもの含めてですね、若干点検をしていきたいというふうに思います。事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは順を追って説明したいと思います。まず、2 ページ目か

らであります。大きく分けて第 2 次につきまして 5 項目挙げてございまして、まず 1 項目目の「議

会の議決権の範囲拡大」ということで、これは専決処分のあり方ということで改革項目として挙げ
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ていました。これは16 年の 3 月に町長に一応要請書は提出してございます。 

 2 番目の「議会機能の充実と政策議論の活発化」ということでございますが、これについては 4

項目ございまして、その内3 項目については何らかの形でスタートしてございますが、1 番目の「議

場にパソコン導入」これについては経費的にまだ積算していませんけど相当かかるだろうなという

部分もありまして、まだ未整理の項目でございます。 

 それと 3 番目の「町民に開かれた議会づくりについて」でございますが、これについては 9 項目

取り上げてございまして、3 ページ目の項目につきましてはほぼ進められている状況にあるかなと

思っています。インターネットは15 年 12 月に既に配信済みでございますし、「議会の単独ホームペ

ージ」となってございますが、これは単独ではございませんけど町のホームページに特定の部分を

設けていただきまして管理は議会で行っております。ちょっと字が間違っていますけど、実施状況

の 15 年 1 月、最後は運用です。15 年 1 月に町のホームページ上で運用させていただいてございま

す。これはライブ中継も併せてやっております。3 番目、4 番目の項目につきましては陳情・請願並

びに移動常任委員会等で既に取り組んでいる事項でございます。次のページの 4 ページでございま

すが、4 ページの項目については未整理の項目が 3 点ございます。未整理の部分につきましては 5

番目の「傍聴規則の見直し」。それから「議会に対する意見箱の設置」。それから一部、私のちょっ

と記載誤りで8 番目の「議会だよりの音声版の作成」ということ、これは12 月、1 月に迎える広報

については一部やった経過があるということで私の把握不足です。ただ、全部の議会だよりはやら

れていませんので、これはボランティアの協力が頼りですけど、これをどのようにしていくのかと

いうことが残っています。 

 あと 4 番目の「議員報酬・手当等について」でございますが、これについては 2 番目の「政務調

査費について」はまだ正式に結論というのは出ていませんので、これも整理していただく項目かな

と思っています。 

 それと 5 番目「事務局体制の充実」。これについては本年の5 月にグループ制をひかれまして、正

規職員を 1 名減にして嘱託職員を配置したということで整理がついてございます。 

 それと議会項目には上がっていませんが、その他で進められて来たものとしては大きく分けて 2

項目の 3 点あると思います。一つは「審議会・委員会の就任の見直し」ということで本年の 1 月に

3 協議・審議会を、就任を除いたということで今現在、就任をカットしているものについては 4 委

員会・協議会・審議会があります。3 項目は法律に基づくものと、1 番目の表彰審議会は中立を保つ

ということでこれだけ可としてございます。それと 2 番目の「議員報酬の日割計算」。これについて

は 15 年 3 月 18 日で条例を改正してございます。それと「議員報酬の削減等」でございますが、こ

れについては15 年 11 月 18 日に削減して現在まで継続して進めて来ているものであります。 

 一応 7 ページから10 ページにつきましては第1 次改革から継続された部分でございます。と申し

ますのは14 年度に第1 次の検証をした時に概ね全ての項目については2 次以降についても継続して

やっていくべきという提案がなされていますので、これは継続管理していきたいということで 10

ページまではそれぞれやってきた項目を載せているものでございます。簡単ですけど説明を終わり

たいと思います。 
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○委員長（大渕紀夫君）  それではですね、現在、審議が必要と思うべきところをやっていきた

いと思います。1 つは 2 ページ目の1 番最初、「専決処分」の関係ですけれども、これは開く暇が無

いということなんですけれども、告示日を今、3 日、それを本当に緊急を要する場合は例えば 2 日

にするとか、1 日おけばいいということがあるんですね。緊急な問題が起きた場合。ですから、今

までは告示日を含めて 3 日いるということで 3 日前に議運をやって、そして臨時会をやるというふ

うになっているんですけども、これを短くしても専決処分をしないで臨時会を開くべきかどうかと

いうことは 1 点ございます。手法としては、これは間違いではございません。そういう処置を取っ

てもですね、専決処分を止めていただいて臨時議会で対応するかと。そういうものというのは皆さ

んご承知のとおり、例えば議会運営委員会を9 時半なら 9 時半からやって10 時から本会議というこ

とが、ほとんどが可能な中身でございます。事前にやらなくてもですね。ですから、専決処分出来

るわけですけどね、はっきり言えば。そういうことになりますので。そういうことがございますの

で、その点についてはぜひご議論を願いたいということが 1 点です、まず。今日やるかどうかは別

ですけれどもね。これは運用規定等々含めてございますので、その点が１つ。 

 それから 2 番目の「パソコンの導入」の関係なんですけれども、これについてはやっぱり議会本

会議の時だけ、議場でパソコンやるというのは町の費用を使ってやって果たしていかがなものかと。

今、ファックスも全部自前でございますので、今の状況の中でちょっとこれは私はもう落としては

いいんでないのかなというふうに感じておりますけど、その点いかがかということであります。 

 それから「議員研修の充実について」は後ほどもう少しやるというふうにしたいと思います。 

 あと「傍聴規則の見直し」4 ページです。これにつきましてはたたき台が出来ております。今ま

での傍聴規則が果たしてこれでいいのかどうかということもございますので、次回の議運で傍聴規

則の雛型を、議会事務局で作ったものですけど出していただきます。それで改善すべき点は改善す

るということで傍聴規則については次回の議運でたたき台を出したいというふうに考えております

ので、それはそのように取り進めるというふうにしたいと思います。 

 それから 8 番目の「意見箱」ですけど、これは付けた方がいいのかどうかというのは、もし、ご

意見があれば後で伺いたいと思います。 

 それから「議会だよりの音声版の作成」ですけど、現在、年頭の所感というのを議長が行うわけ

ですけれども、それを議会だよりに載せるものをボランティアの方が吹き替えを行って、耳の不自

由な方々のところに届けているということはやっております。それ以上広げる必要があるかどうか

というところを、ただ議会で我々がやるというふうになるのかどうかということも含めてございま

すのでね。全部ボランティアに頼んでずっとやってくださいよというわけに行くものなのかどうな

のかね、ちょっと検討が必要ではないかなというふうに思っています。 

 続いて 5 ページ目の「政務調査費」の関係です。これについては一度結論らしきものが出ました。

時期尚早という結論らしきものが出ておりますけれども、それでいいかどうかということでありま

す。以上です。 

 それでまず最初から行きます。「専決処分の関係」私がちょっと説明しましたけれども、これにつ

いてご意見を伺えればと思います。ちょっと中身について局長から。はい、局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君）  今、委員長が申し上げましたのは地方自治法の規定にもきちんと

明記されていまして、地方自治法の 101 条に明記されています。これは議会の招集の規定でござい

ますが、基本的には地方自治体の長が議会を招集するわけですが、原則は都道府県・市にあっては

7 日、町村にあっては 3 日までに告示をしなければならないという規定がございます。これが一応

原則です。但し書きがございまして、「ただし、急施を要する場合はこの限りでない」という規定が

ございます。ものの解釈で言いますと、告示期間の主旨は会議に臨む準備をしていただくと。議員

さんに会議に望む準備をしていただく期間ですよと。それともう一つは会議公開の原則がございま

すので、議会の招集を住民に知らせるとそういう主旨があって告示期間というのが設けられていま

す。ただし、急な場合は最低開会日の前日に召集・告示を行うことがよろしいでしょうという解釈

がございまして、急施の場合は法律で依っている告示期間に依らなくて構いませんよという規定が

あります。これは通常、急施の臨時会って用語では書いていますけど。そういう規定でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  そのような状況、法律的な解釈で言えば十分、前日で結構ということ

ですから 2 日間というふうになりますかね。今までの専決処分はかなり厳しく言ってきましたけれ

ども、結果としては申し入れもいたしましたけれども、専決処分がされるという状況なんですけれ

ども。これはやっぱり専決処分でない方向に持って行くというのは、私は議会としては当然なのか

なというふうに思っていますけども、ご意見を賜りたいと思います。各委員の皆様方、どうでしょ

うか。ちょっと、ざっくばらんに言ってみてください。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  専決処分というのは出来るだけ避けるという方向で行けばですね、ルー

ル的に可能であれば、そういう方法が可能であればそういうふうにしてもらいたいと思うんだけど

も。どうしても物理的に出来ないのは致し方ないとしてもね。ルール的に出来るのであればやって

もいいんじゃないんですか。専決処分は出来るだけ無くすると。たまたま 3 月末にはよくあります

ね。国会がまだ通っていないと、通ることは間違いないんだけれどもという、ああいう場合は前も

って説明がされていますから、ああいう専決処分とこの専決処分とは意味が違うんですから、そう

いう場合と区別して 3 日間という余裕があるのであればそういう方法にしてもらいたいと思います。

出来るだけ専決処分は避けるべきだと。本当にやむを得ない、そういう専決処分というのはあるん

だろうか、現実の問題として。どんなものですかね。考えられるんですか。突発的な事故だとか。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私も行政側に、財政とかに居ましたので、実態上としてはある場

合があるんですよ。というのは、特に多いのは起債の許可の関係で、あれは 4 月に通知きても 3 月

31 日で起債の変更が来るわけですよ。だから、例えば減になった場合は範囲内ですからいいんです

けど、増になった場合、どうしても補正しなきゃならないと。そういう場合がございましてですね。

ですから、どうしても 3 月 31 日までに間に合わないという実態は、こればかりではないんでしょう

けど議決に絡む部分では現実にあると。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  今、これを限定して、即、結論に持って行くというのは非常に難しいと

思うんでございます。それで私一つ、考え方なんですけれども、これから派生するあらゆる専決処



 - 18 - 

分に対してシミュレーションを作るか、基準を作るかの問題なんですが、例えば 3 日前あるいはや

むを得ず緊急というようなランクを付けて、どのランクに当てはめて運営されているのかをやはり

しっかりと掌握する必要あると思うのでございます。それで、そのようなランクを付けてしばらく

様子を見させてもらったらいかがかなと。これは当然、町理事者の方には申し入れてあるわけです

から、それを守っているか、守っていないかということはこの段階を進めるに当たってランク付け

をして状況を把握するというような方法を取るべきではないかと思うのでございますが。 

○委員長（大渕紀夫君）  なるほど。他の委員の方。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  結局、これは町の理事者の考え方なんですよね。我々がああだ、こうだ

じゃなくて。間に合うならやればいいじゃないですか。ただ、それが理事者が招集しても間に合わ

ないんだと、まだ内部的に調整しなきゃならないのでと、その内日にちが来てしまうとこういうよ

うなことがあるんでしょうから、あくまでも町の理事者の考え方に、出来るだけこういう申し入れ

をもちろんしてあるわけですから、理事者は十分承知していると思うので出来るだけそういうこと

のないように臨時議会を招集するようにしてくださいよと、こういうことを強く申し入れるより仕

方ないんじゃないかなと、最終的にはですよ。我々が判断すべき問題じゃないわけですからね。で

すから、そういう方法で持って行くより仕方ないと思うんですがね。どんなものでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君）  委員外議員、玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  ここにも書いてあるように、「今日の交通・通信手段の発達した時

代に議会を招集する暇がないような状況は考えにくく、先例・慣行が理由になっている」とこう書

いているんですよね。このとおりだと思うんですよ。だから、今、加藤さんも言われたように理事

者の考え方次第だけども、議会を出来ないなんてことはないと私も思うんです。だから、最も急遽

な時に欠席される方もおられるかとは思うけども、でも半数以上来れば可能なわけですからね、そ

のような方向に今、加藤さん言われたようにこっちの方から言っていくというふうにしていった方

がいいんでないかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  他、ございませんか。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  町議会としては専決処分はなるべく無くするようにということは申し出

ているわけですから、今までのやっぱり 1 年なら 1 年間をちょっと振り返ってみてね、それが本当

に可能だったか、不可能だったのかを検証してみて、もう一度きちんと言っていく。何となく出さ

れてきて、私たちも「はい」という感じで受けてやってきていましたからね。それはもう一度検証

をして、きちんと理由を明確にしてもらって、それを検証して今後その件数を少なくしていくとい

う方向できちんとわかるような状況にしておくというのがやっぱり。先ほどランク付けもおっしゃ

いましたけど、本当にそれが無理だったのかどうなのかというのはわかるんだと思うんですよね。

後からそれが本当にそういうふうに時間が無かったのか、臨時議会を開くあれが無かったのかとい

うことがわかるんじゃないかと思うんですよね。そういうことを検証して、申し入れているのにな

ぜそういうことにならないのかということを、きちんとまた一つずつ検証しながらやっていくとい

うことでないと、申し入れてはいるけれども何となく専決事項で受け入れて来ているというのがち

ょっと私たちの中にもあるんじゃないかというふうに思いますのでね。そういう検証をきちんとし
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て申していくということも必要じゃないかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  大方の意見は理事者側に善処をもう一度きちんと言って、専決処分が

なるべく行わないと。原則、専決処分は本当は無い方がいいんですよね。これはもう当たり前のこ

となんです。ですから、そんなことでちょっと呼んで、やるというところまでは行かないでしょ。

私と事務局長とでも白崎総務課長のところへ行って、状況がどうなっているか聞いて、そして、こ

ういうことも出来るんだと、議会ではそこまでやっていますよと、出来ないのということをちょっ

と言って参ります。そういう形でちょっとやらせてもらうというのはどんなものですかね。議長ど

うぞ。 

○議長（堀部登志男君）  それで何とかやってもらうようにするんだけど。今、3 日前というや

つはね、例えば 2 日前にするでもいいよというような形でやっぱりしていくのか、その辺ね。それ

だけあれして、それでも出来ないのかと。その辺、確認をして。 

○委員（加藤正恭君）  2 日というのはどういう意味ですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これは、そういうところの解釈ですから。これにはですね、招集

を応ずるに必要な時間と余裕を持って招集を行わなければならない、全ての議員がですね。どんな

に短くても開会日の前日に招集・告示を行うことが必要であるという解釈。これは先ほども言いま

したけど、急施の臨時会というのはですね、急を要するかという判断の客観性がないと駄目だと言

っています。 

○委員長（大渕紀夫君）  その内容を含めてちょっと聞きます。そういう急施の場合は当然やる

べきだと。急施の場合はですよ。急施の範囲がどこにあるのかというのは聞いてきますけれども。

そういう形で急施の場合は今の 3 日前というのにこだわらないと。それ以外については急施でない

場合は 3 日で取れと言うんだから、本当に出来ないのかどうかということを含めて、吉田正利委員

が言われたような内容も含めてですね、とりあえずちょっと聞いてみるというようなことでいかが

でしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、よろしゅうございますね。 

 次、議場にパソコンの導入の件ですけど、これについてはちょっと現実論としてはね。だって、

使用頻度ほとんど、1 年間のうち何回かしかないんだから。それを公費で作るなんていうふうには

ちょっと今の状況ではならないでしょ。はい、熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  今、言った議論だと思うんです。パソコンの導入等々を議場にとい

うことは今の状況の中では非常に困難だというふうに思われます。ただですね、例規のシステム、

それから従前の議事録がＣＤ-ＲＯＭ化になっているわけですよ。これで一応、事前検索は自宅にパ

ソコン持っている方は出来ることなんですよね。ところが議場の議論の中でそういうことが発生し

た時に暫時、休憩をお願いしてこちらで調べることは可能ですけれども、やはりＬＡＮシステムの

コネクタ、それからやっぱり、要するに質問席にそのコネクタを付けていただいて、パソコンにつ

いては自分で持ち込んでやれるという方法もあるのかなと。この辺も議論していただきたいなとい
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うふうに私は思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今、庁舎内ＬＡＮが走ってね、議会にも 1 台あります。今、ＬＡ

Ｎの場合ですね、いろいろな情報がありましてセキュリティがかかっていて、外部から侵入できな

いようになっているんですよ。ですから、パソコン管理されていて、私用のものを持ってきても受

け付けないんですよね、ＬＡＮでは。ですから、もしくはそういう形で最低限でも質問席にという

ことであればやっぱり公費で設置しなきゃならないかなと。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  自分の家で見るしかどうにもならないということだな。あとは必要で

あれば自分の家でプリントアウトして持って来るかというふうにしかならない。現在の状況で行く

と、若干、時期尚早かなというような雰囲気でございますけどもいかがでございましょうか。今日、

結論出すということを避けますか。いや、私が言ったのはこれを落とすかどうかという意味です。

じゃあ、このまま残すというふうにしたいと思います。ただし、ちょっとすぐは出来ないというこ

とだけは一つご理解願いたいと思います。 

 次ですね、議員の研修をちょっと飛ばしまして 4 ページ、傍聴規則の見直しについてはよろしゅ

うございますね。この次に案を出します。 

 それから、この議会に対する意見箱の設置って、これはどうですかね。どこか、そこに置くとい

う意味なのかな。 

○委員（加藤正恭君）  事務局長。これはどうなの。ファックスでも可能と言うけど、そういう

意見かなんか過去に来たことあるんですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私が居たときにはないです。 

○委員（加藤正恭君）  そういう話は聞いていないですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ファックスやったのがね、そんなに古くなかったはずですね。フ

ァックスでは私が居たときには無かったです、正直言って。ただ、議会広報等には意見を伺いたい

と書いた時もございます。ちなみにファックスをやり始めたのが13 年の3 月定例会からなんですよ。

ですから、その前にファックスを、お古をもらって設置したという経過があるんですよね。で、私、

13 年 3 月で異動になっちゃったものですから、その後の経過というのは私ちょっと押さえていない

です。ファックスでは今まで無いそうです。 

○委員長（大渕紀夫君）  要するに「町民の皆さん、ご意見があるなら、どうぞファックスをこ

こに送ってください」と言うことを議会だよりに書いて出すとかね。あと、意見箱がここにありま

すから、ご意見ある方はどうぞ議会事務局に意見を書いて持ってきてくださいとかということを議

会広報に載せて出すかどうかという範囲の話じゃないでしょうか。 

○委員（加藤正恭君）  ちょっと参考に。電話とか何かあるんですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  電話はございます。委員会の情報公開ですとか、いろいろな部分

はあります。苦情とかそういうのはあまりないですけど。ただ、私が異動した後にもしかしたらメ

ールでは入っているかもしれないと。というのは、今、町のホームページに議会の部分がありまし

たら、それでもメールで意見もらえる部分というのがございまして、それはあった・・・。 
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○委員（加藤正恭君）  定期的にそれ見ているんでしょ。 

○事務局長（上坊寺博之君）  見ています、毎回。 

○委員（加藤正恭君）  だから、その中に議会のやつが入っているかどうか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  いや、議会のアドレスありますので、議会の方に入ってきます。 

○委員（加藤正恭君） なるほど。それにも入っていないですか、あまり。 

○事務局長（上坊寺博之君）  そんなに件数はないと思います。ぽつんとぽつんと。 

○委員（加藤正恭君）  それでもあるんだ。 

○議長（堀部登志男君）  企画とかそういうところには入っているの。広報広聴の方に入ってく

るのは。 

○事務局長（上坊寺博之君）  その部分は回ってきます。失礼いたしました。ファックスもメー

ルも 1 件も無いそうです。で、企画から通じて来るのは、正式に前にもご審議あったかもしれませ

んけど、たぶん議運だと思いますけど、上げて回答している部分はあるんじゃないかなと思います。

企画の方は正規のルート回ってきますので。 

○委員長（大渕紀夫君）  どうですか、これ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  意見箱というのは傍聴に来た人の意見箱なの。それとも、そうじゃなく

て、諸々の役場に来る人とかなんかが、箱をどこに置くかは別にしても、玄関口に置いておくのか、

そういう意味の意見箱なのか。役場の中のいろいろな提案事項を含めて、いろいろな問題があるや

つの意見の中で議会に関してのを言うのか。どういう意味なんだろ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  議会全体じゃない。全体の町民に対してじゃないの。 

○委員（加藤正恭君）  だから、傍聴に来た人の意見だけじゃなくて。常にどこかに置いておく

という意味なのか。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  近いものなのは町立病院で患者さんの意見を聞くための意見箱というの

があるというのは聞いていますよね。ですから、そういう意味合いも含めて常にそれがあれば、来

た人がちょっと気が付いた時に入れられるんじゃないかということで設置をするべきだというふう

な考えなのかなというふうに思うんですよ。この設置箱をするというのは。 

○委員（加藤正恭君）  そうしたら、玄関に置くわけだな。場所とすれば。 

○委員（吉田和子君）  だと思うんですよ。ここまで来るというのはなかなかね。皆さんがわか

りやすくて、一番目に付く所で、いつでも自由に投稿が出来てという形じゃないかというふうに思

うんですよね。ですから、今、ホームページで議会も皆さんにお知らせしていますから、個人的な

意見のある方は手紙とかで個人に、私も来たことあるんですけど。質問に対して、こういうことで

ということで来たことありますから。それぞれね、興味があったり意見がある方はここに来たりと

かってすると思いますしね。ただ、先ほど言ったように広報でそういう意見等がありましたらファ

ックスでお寄せくださいということがたまに皆さんにお知らせするのは、私は十分それは必要じゃ

ないかなというふうに思うんですけど。議会の定例会の時に傍聴された方にもありますけど、ほと

んど書かれないで帰られる方が多いですのでね。ここに来て議会を見ていても無いわけですから、
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なかなか。だから、無くていいのかと言われたら、あった方がいいのかなとも思っちゃうんですけ

ど。 

○委員（加藤正恭君）  行政全般に対する意見の中での意見箱、その中の内の議会に関するもの

とこういう考え方なんですかね。 

○委員長（大渕紀夫君）  挙手をしてお願いします。副議長。 

○副議長（根本道明君）  あまりね、この意見箱に関してはそう議論するあれもないと思うんだ

けれども、作って下に置けるものだったら置いた方がいいと思うんですけれども。それに対して何

か弊害があるのかと言ったら、別に無いわけで。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、他。局長、置くということは、町に許可を得なくてはいけない

とかってなりますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  やはり確認は取らないと駄目でしょうね。 

○委員長（大渕紀夫君）  委員外議員、玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  今、局長もね、電話はあるけども手紙は無いとか、ファックスは

無いとかね。という話でしょ。それから、さっきから話しているように、例えばね、まだこれはは

っきりしていないけども、報告会をやると、仮にだよ、1 年に 1 回。そうすると余計無くなるんじ

ゃないかと思うんだよね。だから、果たしてそれがね、今、副議長言われたようにたいした問題じ

ゃないけども、箱作ることぐらいはね。金額だって知れてるから。だけど、果たして必要なのかな

と思うけどね。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  いや、そうなると困るな。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  この「議会に対する意見等の意見箱の設置」というところで、「議会をさ

らに身近に感じてもらえて、親しめる議会を目指すため、広聴活動の一環として町民の声が活発に

届くように」と言ったらあった方がいいのかなというふうに思うんですよね。それを拒否する何も

のもないのかなというふうに思うんですよね。あるということで、また町民の意識が変わっていた

だけるのかなというふうにも思いますから、無いよりはあった方がいいのかなというふうには思う

んですよ。ただ、町側は全然そういうものを設置していませんから、病院側とまた違った状況であ

ると思うんですよ、議会が置くということは。その辺が他に法的なものだとか、町の場所に、窓口

に設置するということが問題ないかどうなのかということを別にすれば、こういう目的をきちんと

しているのであれば、そのことをちゃんと書いて、明記して置いておくということであれば親しま

れる議会づくりの一貫としてはいいのかなというふうにはちょっと思うんですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  いろいろ話を聞くとね、やっぱり議会だけに限らないで町政全般のご意

見を聞きたいと。中におそらく議会の問題も入るでしょうから。町としてはあるの。あるなら、そ

の中から議会に対する意見をやればいいわけでしょ。あるんですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  暫時、休憩します。 

休   憩      午後 2 時 50 分 
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再   開      午後 2 時 52 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、事務局に確認をさせま

したら、ご意見箱はございません。無いということでございます。ただ、経営企画課でただ今、設

置のための検討をしているというお話でございますので、先ほどの専決処分のことと一緒にですね、

総務課含めてお話を伺ってくるということでいかがでしょうか。その時に議会の意見もあったら、

そこに入れさせてくださいというふうにすれば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、行きます。議会だよりの音声版の作成ですけど、現在、先ほど申

したような状況でありますけれども、これはちょっと議員がやるというのは難しいでしょうね。は

い、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  私のところにね、家内の親がいるんですよ。伊達に居ったんですが目が

不自由になんです。目の身障者なんでね、それで毎月、どこから来ているのかそれまで確認してい

ないけどテープが送らさって来ています。そして、それを今度袋になってね、それをまたポストに

入れると無料で伊達の市役所に戻ると、こういうあれになっています。現在、竹浦に来ていますか

ら、その後はわかりませんけれども、伊達ではそういうテープをね。もちろん登録されているんで

しょう。そういうのが来ていましたね。白老では、さっき言うと耳の不自由な人には何か出ている

んですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  ごめんなさい。目の不自由な方です。 

○委員（加藤正恭君）  目の不自由な人でしょ。ということは録音版だね。それを現在やってい

るわけですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長の年頭の所感だけはボランティアグループが来て議長の言葉で吹

き込みましてね、それはそういう方々に配布されているということですね。 

○委員（加藤正恭君）  だけど、お金はどういうふうになっているの、これ。タダじゃないでし

ょう。ボランティアって言ったって大変ですよ。結構いるんじゃないの。テープ買ってきて、テー

プだって安くはないでしょ。どこかから出ているんじゃないの。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  社会福祉協議会にボランティアで読んであげるとか、電話でお話すると

かという、確かボランティアがあるので経費は社協で出しているのかもしれないですから、その辺

確認した方がいいと思うんですけど。ただ、今、認知症を防ぐために耳から聞かせてあげるという

ことの、今後そういう対応、新聞とか、それからやっぱり議会もそうだと思うけど、町の今の現状

をお知らせするという意味では必要ではないことではないと思うんですよ。やっぱり見えないばか

りに読めないから来ても置いてあると。それを行って読んであげるのが一番いいんでしょうけれど

も、なかなかそれが出来ないとそれをテープに録音したものを希望者に贈呈をすると。そして、ま

たそのテープをさっき言ったように袋に入れて返してもらえば、テープはそのままずっと使えます

からね。ただ、読むこと、それを誰がやるかということになると、それは議員自らやるとボランテ

ィアにお願いするか、その辺は検討課題でしょうけども。今後はやっぱりそういう高齢化がどんど
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ん進んでくると、広報も一人でも多くの人に読んでいただきたい、見ていただきたいということに

なるとそういうことも必要になってくるのかなというふうに思う。今、する、しないは別にしても

将来的には高齢化が進んで行く中では、そういう認知症にならないためにも必要なことにはなって

くるんだと思う。それに広報を入れるかどうかということはまた別問題なんですけど。今の社会情

勢の中ではそれは必要事項として入ってきているはずですけども。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、わかりました。この件については、これ以上議論しても中身を

わからないで議論しているわけに行きませんので、事務局の方で次回までこの音声版の作成、目の

不自由な方に対して行っている状況を調査できますか。玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  加藤さんが言われたことのね、伊達市でやっている袋に入れてポ

ストに入れれば自動的に役場に戻るんだと、その費用は誰が持っているのかということも調査して

おいた方がいいんじゃないんですか。そうすると、どういうふうにしたらいいかわかるからさ。 

○委員長（大渕紀夫君）  わかりました。そういうことを含めて事務局でちょっと調査してもら

います。その後にどういうふうにするかという検討をしたいと。よろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。それから次のページ、5 ページの政務調査費については前回、

一定の結論が出ておりますので、いろいろお話はございますけれども今回はもう少し置くというこ

とでよろしゅうございますね。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは戻りましてですね、2 ページの議員研修の充実についてとい

うことで先日、理事者側と議会側のお話もあったようでございますので議長からの若干の提起をお

願いいたします。 

○議長（堀部登志男君）  議員の研修の充実という項目なんですが、これはずっと継続しておら

れることなんですが。先日、6 月の定例会終わった後、ちょっと町長と正副議長と議運の正副委員

長と理事者と話した経緯があるのですが、その中でですね、一般質問等を振り返って非常に質問が

長いというような、端的にそういうお話がございましてですね。我々ももうちょっと具体的に簡潔

にきちんと聞いていただければなという部分も感じました。また、内容等によっては事前に担当課

で聞けば十分掌握できるような形のものが一般質問になっているというようなことも私自身も感じ

ておりました。その辺のお話もざっくばらんにさせていただいた中でですね、やはり私としてもこ

の辺で一般質問を中心に質問の仕方等の、絶えず研修と言うんですか、そういうのもやっていくべ

きだなという具合に感じまして、今、議員会の方にお願いをして、また、そういう議員研修と言う

んですか、項目はそんなような形で誰か講師を招いて研修したいなというつもりでおります。ちな

みに具体的に言いますと、質問時間 45 分あるやつを出来れば 30 分でやってみてもらえないかとい

うような実際のお話もありました。それらのことについてですね、私としては今、45 分を試行的に

やっております。ここ2 年間ぐらい続いていますか。そうした中ではやっぱり一度30 分なり何なり、

ある程度の時間を短縮して、その中で何回かやってみて、やはりうまくないなというような形であ

ればまた皆さんで検討して元に戻してもらうとかね。そういうことも、ぜひ。この場でそれをどう
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するかということは今すぐ結論出ないとは思いますけども、そんなような話がありました。したが

って、議員の研修の充実という課題についてはやはり毎年と言いますか、適宜にその時その時の自

分らの行動を振り返って研修して、第 3 者の話を聞きながらよりよい議員活動、議会活動にしてい

ければなという具合に思いますので一つよろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  これは前回もちょっと出ていましてね。全道、全国的に放映されてい

るという中でかなりなアクセスもあるようでございます。そういう中で議員の質問のあり方という

ことで理事者側からいろいろ提案を受けたということで今、議長言われましたけれども、そこら辺

を我々議会側としてどのように受け止めればいいのかということなんですね。3 月にも 1 度そうい

う議論をして結論は出したんですけれども、我々にはもちろん言論の府ですから議論をするあれが

あるんですけどね、そこら辺のことについてもうちょっと充実させることが出来ないのだろうかと

いうような形での投げかけだったんですよね。ここら辺について各議員が思っていることがもしあ

ったら、いろいろちょっと話をすべきかなと。もちろん、研修はやるんですけれども、うんとざっ

くばらんに言えば一般質問のあり方と。どういうふうに質問をすべきかというようなことから始ま

りましてね、議会運営全般について、ここは議会運営委員会ですから、熟知をして議会に臨むとい

うようなところでもうちょっと議論が出来ればなと。議会改革をやっている中で一般質問がどうも

きちんとしていないというのは、やっぱり一番議会側としてはまずいと言うか、なかなか言いづら

いところなんですけども、そこら辺がね。それで我々が質問をしなかったら何の意味のないわけだ

し。そこら辺ちょっとざっくばらんに議論できれば、してみた方がいいのではないかなというふう

に私も感じてきたということなんですよね。吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  この案件について具体的に、客観的に例えばどうなっているのかという

ことについて、ちょっとまだ内容わかりませんから、で、そういうふうなことがもし派生している

とすれば僕はざっくばらんに言ってもらった方がいいのではないかと思うんですがいかがでしょう

か。そう言われましても、誰がどのような質問に対してどのような問題があるのかということにつ

いて、やはり明確にしないと何が何だかわかりませんので、そういうふうな意味で僕はざっくばら

んにそれを証明してもらった方がいいのではないかと思うのでございますが。 

○委員長（大渕紀夫君）  委員外議員、玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  これは名指しで言うということにはならないと思うのですよ。た

だ私もちらっと聞いていて思ったことなんだけど、要望事項なのか、質問なのかわからないような

状況になっていって、そして理事者の意見を求めるとかね。だから、その辺がね。要望事項はしな

いでくださいというような話ももちろんしているからね、はっきりね。だから、その辺の見解がは

っきりしないのではないかなと僕は思うんだけど。今、言われるように名指しで言っていたら、ま

ずいことになっちゃうからね。それは当然言えないんだと思うんです。今、僕が言ったようなこと

が往々にして出ていたのではないかなと僕はそういうふうに感じたんですよ。だから、質問という

ことを明確に、こういうことを質問したいんだということはもう当然、事前に通知しているわけだ

から、そのことを明確に聞くということだと思うんです。僕はそういうふうに感じていましたね。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長。 
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○議長（堀部登志男君）  私も議長という立場でずっと聞いていてですね、皆さんからも時間的

なことはともかくとして議長として感じたことは、随時、注意すべきだということで前から言われ

ていて、自分なりにもそういうつもりではいるんですが、質問者とやりとりしている中ではその間

に入って「ちょっと待ってください」というのはなかなか言いづらい部分もあります。そうした中

でですね、最終的に質問を終わってみて、よく考えた時にこの人は例えば何を聞きたかったのかと。

質問する項目はあっても何を聞きたかったのか、そこに行くまでにいろいろ聞いて、いろんなこと

を聞いて最後にこれを聞きたかったんだと。そのいろいろ聞いているのは、例えば少なくとも担当

課へ行けば十分把握出来る、今、実態がこうだからこうすべきではないかとかね、そういう質問で

あれば非常に時間もかからないし、簡単に具体的に端的にこれはどうなっていますかという形で質

問すれば、それで終わるんですけど。それがそこへ行くまでに何回もいろいろなことを聞いて、そ

して最後にそこへ行くというような、そういう質問の仕方と、それから質問は通告しているわけで

すから、何を聞きたいかということも皆さんも理事者の方に言ってありますので、あまり前段の説

明と言うんですか、それをあまり長くは必要ないと思うんですね、何をどう聞きたいのか。だけど、

ただぶっきらぼうに「これどうですか、あれどうですか」というのは、それは味気も無くそっけも

無いですから、多少のこういう観点でこういうことをどうなっているのか聞きたいという程度なら

いいんですけど、それがあまりにも長くなっちゃいますとどこまで行ったら質問の項目まで入って

くるのかなというのがありまして。そういうのが今回、感じられたということでですね、やはりそ

れは裏を返せば、質問時間 45 分あるんだからその範囲内であればいろいろなことを話して聞けばい

いのではないかという具合に、逆にそういう具合に感じられる部分もございましたのでね。そうい

うことなんです。だから、別に質問するなとかね、項目多いから、少ないからじゃなく、やはり単

刀直入に簡潔にやりとりすれば、かなり多くの質問が出来ると思うのでね。そういう点について出

来れば改善して行けたらなということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の方。例えば、担当課で聞けば十分わかることが質問の中に随所あ

ると。それから、45 分長く使う方が質問の技術が優れているように思ってはいないだろうか、僕を

含めてです。短くやった人は下手くそで、長い人はすごく立派な質問だと思っていなかったらいい

んですよ、思っているというふしがないかどうかと。それから、数字を聞くんです。数字を聞かれ

るのは結構だと思うんです。出来れば、数字を聞く場合、事前にやっぱり書いておいた方がいいと

思うんですよ。書いておいた方がいいということは、質問通告用紙に。ところが突然ぱっと数字を

聞かれる、審議が止まる、わからないから向こうは用意していない場合、止まって答えが来たらで

すね、その答えの数字を使わないで「ああ、そうですか」って止めるんですよ。止めるんだったら

どうして聞いたのかな、向こうに行って聞いてくればすぐ聞けるのにね。その数字を聞いて、「その

数字はおかしいんじゃないか」と言うんだったらいいんだけど、数字聞いて終わったら「そうです

か」と止めて次の質問に移るんだったら、「どうして数字聞いたんだろうな」とかね。そういうこと

はやっぱり、もし改善出来るのであればね、やっぱり議員として傍聴者もいれば、今はもうパソコ

ンで皆さん見ていらっしゃいますから、そういう評価が実際に来るということは事実です。もちろ

ん、我々の態度含めてですけれどもね。見られているという意味では我々の態度含めてそうなんで
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す、質問していない者も。だけど、今言ったようなこと、それから、よく言われる「新聞報道によ

ると」という質問の仕方。それから、どなたか言っていらした要求、「要望で終わります」という締

め方。それから「質問をさせていただきます」と、議員ですからさせていただくものじゃないんで

すよ。議員は質問をするものなんですよ。「すみません、させていただきます」とへりくだってやる

ものじゃないと私は思うんですね。もちろん、それは言葉遣いですから構いませんけれども、私は、

質問はするという議員という立場で見たらするという立場じゃないのかなと思っていました。そう

いうことを含めてざっくばらんに言われたから、私が気が付いているのはそんなことなんですけど、

改善出来る部分は皆でやっぱり改善していった方がいいのではないかと。それは皆のためになるの

ではないかというふうに思ってちょっと。私が言うのも変ですけど、口幅ったいようですけど、ち

ょっと今、そういうことが感じられたということで言いました。根本副議長。 

○副議長（根本道明君）  今、委員長が言ったことがほとんど網羅されているんですけども、も

う一つちょっと忘れたことで。よく、大きな声を出してね、そして投げやりな、質問じゃなくて何

かを訴える。感情じゃなくてさ、威嚇的な質問の仕方。それもちょっと、そう受け取られるのでね、

そこら辺も。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  言われることもよくわかりますし、私なんかもまだ 1 年生ということで

議場に立ったら非常に上がってしまうんですよね。何を言ったのかわからないような状態になる時

もあるんですけれども。やはり、そういう町民の声も役場の方に聞こえてきているということであ

れば、何らかの形で研修出来るようなもの、例えばどこかの議会にですね、非常にきちんとしたと

ころだというようなところがあればですね、その議会に皆で傍聴をしに行くとかですね、そんなよ

うなことも一つかなというふうに思うんです。ただ、苫小牧はですね、一度私、傍聴しに行ったん

ですけども、いい、悪い抜きで割とどっちかと言えば演説調の長く、何十枚も原稿を持って一人で

しゃっべって、そして最後に質問するようなスタイルなんですよ。ですから、そういうやり方もあ

るんだなというふうにも思いましたし。ですから、どれがいいのかわからないという部分もちょっ

とあるんです。私どもですね、宗像議員が入られて、全員が新人じゃないですけど元々新人 3 人で

出発したところでありますから、会派の中で勉強して研修しなさいと言っても、これはなかなか難

しい部分もありますので。そういった形の中で研修出来るのであれば、ぜひやっていただきたいな

というふうに思います。 

 それともう 1 点。ちょっと逆説になるんですけども。担当課に行って聞けばわかると言ってしま

ったら全部のことがそうなると思うんですよ、全てのことが。しかし、あえて議場の中で話をした

いがために議員としてこの問題は重要な問題だから、わかってはいるけれどもあえて議場の場で聞

きたいんだということも僕もあり得ると思いますので、その辺はやはり尊重するものは尊重してい

ただきたいものだなというふうに感じます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  山本委員の言わんとするのはよくわかる。確かにね、担当課に行って聞

けばいいことを一般質問するなと言うけれども、そういうものじゃないんですよ。ですから、最終
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的には議長の言うように 30 分にするとか、45 分とかという時間の問題じゃなくて最終的には議員

の資質の問題になるんですよ。それをやっぱり勉強していただかなければならないと思う、最終的

には。だから、30 分にするか、45 分にするかというのは最終的な考え方でね。何も 45 分あるから

皆さん 45 分使ってやるんだという意識を持ってやっているんじゃなくて、やっぱり壇上に立てば多

少上がるんですよ、どなたでも。ですから、時々頭の中が白くなる場合もある。こっちから質問を

する、向こうはいろいろ議論をして答弁をするのですが、こっちの言うのは向こうから来る答弁が

どんな答弁になるかわからないわけですから当然なんですよ。だから、時々あっち行ったり、こっ

ち行ったりするような質問になるのはやむを得ない。これは当然仕方ないと思う。どんな議員さん

でもそうだろうと思う。だから、問題は議員さんがそれぞれ勉強をして資質を高めていくような努

力をするということしか、抽象的にしかならないですけども。研修で上手くなるとか、上手くなら

ないとかというそんな簡単な問題じゃないんですよ。だから、自分自身が徐々に勉強をして行かな

きゃならない。 

 それと、一般質問と代表質問とごっちゃにしているけどね、代表質問は 3 回しか出来ませんから

多少演説調にならざるを得ないんです。1 回聞いて、1 回答弁したら、あと 2 つしか出来ないわけで

すから、どうしても代表質問の場合は自分の意見を述べると、そして、最後に質問する事項が、何

を聞きたいんだということを最後に言わざるを得ないのは代表質問だと思うんですけど。一般質問

はね、時間の範囲内でやれるわけですから一つ一つ聞けばいいわけですね。おそらく苫小牧市議会

で見たのは代表質問だろうと思うんです、演説調になるのはね。一般質問で演説調になったら時間

ばかりくっちゃうからね、それはおそらくやらないと思うんですけどもね。代表質問の場合はそう

いうふうにやむを得ないと思うんですが、一般質問の場合はなかなか議場に立って簡単にやれるよ

うだけどね、実際にやってみたら本当に難しいものなんですよ。これは永遠の議員の、僕はテーマ

だと思いますね。辞めるまでおそらく、これで良かったのかなというふうに。これで終わったんだ

というような反省は、完璧なものなんていうのは絶対ありえませんよ。議員さん辞めても、そうい

うことで良かったのかなとおそらく反省のテーマだと思うのでね。それぞれ議員のうちにみんな勉

強をして、少しでも建設的な意見を聞くというふうに努力するということしかないと思うのでね。

一般の方程式なんていうのは在りっこありません。これはその人、その人の性格もあるんだしね。

それから、いろいろ環境も違うわけだからいろいろ問題あると思うのでね、一定の法則で縛るなん

ていうことにはならない。縛れるのはせいぜい時間だけですよ。時間と、あと 3 回しか出来ないと

いう代表質問だけですよ。その中でうまく我々はどういうことを聞くかということをお互いに勉強

を、お互いにと言うか、議員は一人ですから自分でやっぱり勉強せざるを得ないと思う。なかなか

難しい永遠のテーマじゃないかと思うけどね。 

○委員長（大渕紀夫君）  副議長。 

○副議長（根本道明君）  今、加藤委員の言ったことは確かにそのとおりだけれども、しかし、

だからと言ってそのままにしておいていいのかということなんですよね。だから今、話し合いをし

ているわけであって、例えば一般質問をする場合においてはこういうふうなことを注意しましょう

よというふうなことを今、話し合っているわけであって。であれば、何も進歩も何もないわけだ。
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だから、例えば、前回見られた時に「これはいけないな」と思って自分で感じたことは、質問者に

立っていて、そして答弁が来て、その答弁の数字だとか、言っていることの答弁をまた繰り返し質

問者が言っているわけよな。こうやって、こうやって言いましたねって言ってから、また入ってい

く。というのは、議事録を作るにしても何をするにしても、時間にしても、これは全てお金なんだ

よな。だから、そんな無駄なところは省いて答弁したんだったら、その答弁から入っていけばいい

わけだよ。それから、質問の中の同じ繰り返しが何度か見受けられたから、やはりそういうふうな

ものは注意して会派の中で話し合いと言うかな。昔、会派の中で終わってから「あの質問悪かった

ぞ」とか「あれはこういうふうな方向で質問したら良かったんじゃないのか」とかというふうなこ

とはやはり会派の中でやっていたものなんだよね。今は無いのかなと。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  私の場合はやっぱり新人というようなことがありまして、いろいろな文章

づくりをしますよね。そして当日、例えば同一質問が出て、それを今度は変更をして聞かなきゃな

らない。これは非常に、今まで作った文章が全ておかしくなってしまうんですよ。そうするとです

ね、その内容を今度は整理してその場でね、加藤委員みたいにベテランは別ですよ、そういうよう

なことで聞くというのは非常に大変かなと思います。これは現実として私自身がそういうふうに感

じています。ですから、その辺で今、言った、意見を集約しながら質問をしなさいと、これはもう

当たり前のことです。だから、例えば 30 分、45 分、この時間にこだわることなくそういう事態が

出てきた場合に非常に負担に感じて何を聞いたかわからないと。終わってみたら何をあれしたんだ

ろうかなと。そういうことが現実だということをやはり皆にちょっと訴えたいなと思います。です

から、加藤委員が先ほどいろいろこういうことあって、加藤委員も実際上がるんですとこれはもう

当然のことです。まして我々は新人で。ただあそこへ行っただけで雰囲気に飲まれてしまって、何

を言おうかなと思っていたことも、実際文章作りしたやつでも十分に発言できるかどうかなとそう

いうことが本当にあるんですよ。ですから、この辺のところをやはり時間とは別にわかっていただ

きたいと。これは意見になるかどうかわかりませんけど、そういうことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  もう少し付け足すと。要望事項をあまりやるべきじゃないと、これはい

いと思うんですよ。だけど「あれも駄目だ、これも駄目だ」と言ったらやる人いなくなります。と

てもじゃないけど一般質問出来なくなりますよ。ですから、あまり規制はしないで自由闊達に議論

できるような雰囲気を作らなければ。そうでなくたって時間は決められているわけですから。時間

を気にしたらこっちの方が出ない、こっちの方ばかりやっていたら時間を忘れるというようなこと

もあるんです、現実の問題としてね。だから「こういうところはまずいな」と言うことはいいと思

うんです、そういう議論するのはいいけども。だけど「ああだこうだ」って言うとね、新人議員の

人たちなら大きな負担になって、「これは最初からしない方が利口だわ」と。下手な質問をしてああ

だこうだと言われるならやらない方がいいわって、それなら議会議員としてあれが無くなりますか

らね。だから、大いに発言していただきたいと思うのであれば、ある程度、多少間違いがあるとか、

失礼があるとかというのは大目に見てあげなければならないと思うのでね。それをいちいち、ああ
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だこうだって控え室に行ってから言うことは簡単であっても本人に対しては失礼なことですからね、

それはなかなか。影でこそっと個人的に言うならどうか知らないけど、皆の前で「あんなことを言

って何よ」なんていうことはね、これは絶対、議員としては口にすべき問題じゃないと僕は思うん

だけどね。どうだろう、その辺り。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  私は今、議員になってもう10 年近くなりますけれども、本当に先ほど皆

さんおっしゃったように一般質問というのは大変緊張しますし、誰でもそうですけど。ただね、ど

うして最近こんなに言われるのかなと私すごく疑問というか。私が議員になった頃も本当にとんで

もない質問したりしていたことがあると思うんです。ずっと、そういうものの積み重ねでやってき

たんですよね。でも、理事者はじっと我慢して聞いてくれて、答弁もちゃんとしてくれていました

よね。ただ、1 問 1 答になったことで45 分という時間が長いと、そこから出発して来られているよ

うな気がするんですよね。でも、前は 3 回目まで終わっていても 2 時間半もかかった人もいますよ、

質問の中で。それに対して別に「質問がこうで」とか「同じことを繰り返している」とか「ああだ、

こうだ」とかというのはあまり無かったような気がするんですね。ところが今回、理事者が代わっ

たということがあって、その理事者の考え方なのかもしれませんけれども、45 分という時間を私た

ちが決めて、与えられて、それをめいっぱい使ってやろうなんて考えている方は誰もいないと思う

んですよ。それだけは私、今日、強調して言いたいと思うんですね。ただ質問していく中で、やっ

ぱり議論は深まって行ったり、このことは聞きたいということがあれば、それで使った時間が長い

と言われたら、そこに無駄があるかどうかというのは自分が検証して次に活かして行くということ

は絶対必要だと思う。で、質問が良かったかどうかというのは皆それぞれ終わった時に、さっきお

っしゃたように反省していると思うんですよ。「今回の質問はちょっと失敗だったな」というのは皆

が思っていることだと思うんです。ただそのことを、会をやる度に言われてくることが、私は以前

よりもすごく皆さん考えて質問しているというのは受け止められることが多くなってきているよう

な気がするんですよ。私たちも新人の時は同じことを繰り返しだとか、本当に数字的な、初歩的な

ことを聞いたりとか。でも、それはさっき山本委員がおっしゃったように必要なことだってあると

思うんですよ。それを一つ一つ担当課に行って聞けばわかることだとか、そういったことは前の理

事者は言わなかったような気がするんですね。今の理事者が悪いとか何とかではなくて、なぜ急に

そういうふうになったのかなというのが私、最初にいつも疑問に思っていることなんですよ。なぜ

最近こうやって言われるのかなと。皆、一所懸命勉強して、それぞれの立場で、それぞれの自分の

個性で質問しているんじゃないかとそういうふうに思うんですよ。ただ時間が長いということだけ

で内容がどうのこうのというふうに言われてくることが、こっち側がそれを全部受け止めて行かな

きゃいけないことなのかなと。もちろん議員皆さん、資質の向上を図っているわけですから反省も

しているし、向上しようという努力もしているんだと思うんです。そのことをやっぱりきちんと言

い切って行くべきだというふうに思うんですよ。議長はいらっしゃるわけですから、本当に無駄な

ことを、本当に何回も同じことを繰り返していたら、議長から、それは見かねて停止されるんだと

思うんです。それがまだ出てこないということは、私はまだ、そこの域まで行っていないのではな
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いかってそんなふうに思うんですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  誤解をしていただいたら困るのは、町側が言ったことを我々が全部伝

えているとかそういうことじゃございませんからね。私たちは町の代わりにやっているわけじゃご

ざいません。そんなことはやるはずもないですから。ただ、効率的な議会運営というのは言っちゃ

いけないとか、駄目だとか、規制するとかということじゃないんですよ。これは町民みんなが見て

いるんですよ。自分たちはやればいいということじゃないんですよ。町民の評価がどうかというこ

とが私は一番大切だと思います。格好つけていくらやったって駄目なんですよ。本当に町民が今の

議会をどう評価しているかということを皆さんどう受け止めていますか。僕はやっぱりね、そうい

う視点から僕らは物事を考えないと、やっぱり議会というところは皆さん選んでもらって出てきて

いるわけですよ。町民は非常に感心を持って見ているわけです。その時に、やっぱりちょっと言い

づらいことでも言って、切磋琢磨して、自由にするのではなくて、私は何度も言いますけれども、

そこはいろいろ違うところもあるんですよ、向こうに行った場合だって、当然ありますよ。議会と

いうところは独立したところですから、行政の言いなりになるとか、行政の言うとおりにやるとか

って、それは全然関係ありませんから。議会は独立したものですからね。私はその立場を絶対貫き

ますよ。ただ、向こうから言われたからじゃなくて、本当に我々が町民から見た時に、本当に町民

のためにやる議会の質問とはどういうことなのかという立場でね、やっぱりやらないと。山本委員

が言われたことは尤もです。ただね、聞けばわかることをずっとやったら駄目なんですよ。それが

政策的に私はこういう主張をするための前段であるならいいですよ。そればっかりずっとやってい

たらどうなりますか。私が言っているのは言っちゃ駄目だとかそんなことを言っているんじゃなく

て、そういう構成でなくて、やっぱりそれが政策的にこういうことを私は訴えたいんだと、それに

ついてどうだと僕もやりますよ。聞きますよ、いくらでも。わかっていることだって聞きますよ。

それはそういう結論があってやることだと思う。そればっかりだったら駄目でしょ、やっぱり。誰

が思ったって。僕はそんなことを言っているんじゃないんですよ。議員個人の自由なものって絶対

にありますから、それは加藤さんが言われたようにうんとやった方がいいですよ。ただ、改善出来

るところはやっぱり議員としての資質として、やっぱりここまでということは誰かが言って直せる

ところは直した方が我々は理事者とやるんじゃなくて、町民のバックアップを受けてやっているわ

けですから。そこのところで言えば、やっぱりそういうことをちょっと議論した方がいいかなと。

決して止めるとか、縛るとか、駄目だとかそんなことじゃないんです。 

○委員（加藤正恭君）  吉田さんの言わんとするのは、そういう意味で言っているのではないと

僕は理解している。何でこうやってうるさい、うるさいという言葉は変だけども、この頃になって

からそういうのが出てくるのだろうと。やっぱり、一般質問が時間を決めてからなったんですよ。

だから、当然なんですよ、これ。何回でも聞けるんだから、時間の範囲でね。だけど、前は 3 回し

か聞けなかったから、そこまで行かないうちに終わっちゃっていたんですよね。今はもう、しつこ

いくらい聞く気なら聞けるんですよ。確かにそのとおりなんだ。だけども、あまりにも規制してあ

れも駄目だよとこう言ったら、必ず頭のどこかにあるんですよ。そうしたら、これは聞いちゃまず

いのかと思ったら聞くことが出来なくなる議員さんも数の中にはいるんじゃないかと思うものだか
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ら。そうしたら、いい質問が出られなくなるなと。だから、それよりも逆にどんどん言って、その

反省も踏まえて、経験しなきゃわからないわけですから。だから、やることによって徐々に今度、

自分なりに反省する。この次はこういう失敗をしないようにやろうと自分で思ったりなんかする。

それはもうお互い様ですよ。だから、議員さんというのはね、これで立派な質問できたなんてね、

そんなことは絶対ありえません。一生付きまとって、議員やっている間は悩みの種だろうと思うん

ですよ。だから、一所懸命やる人は恥をかくと言ったら語弊があるけど、しゃべらない方が本当は

いいんですよ。だけど、それが正しい議会かと言ったら、そういうものにはならないんですよ。や

っぱり、しゃべりたくなるんですよ、当然のことなんだ。だから、大いにやってもらいたいと思う

よ。あれやったら駄目だ、これやったら駄目だというようなことをあまり規制しないで、「要望しま

す」で終わるようなことだけはちょっとガクンと来ますね。それだけは「何を聞くんだろうな」と

思ってて、最後になって「要望します、答弁はいりません」と。これだったらね、まずいと思うん

ですよ。やっぱり聞くことは聞かなきゃまずいと思うのでね。そういうところは、注意することは

何点かはあると思うけども、規制をするということはなるべくしないようにしていただければと思

う。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  先ほどらい、いろいろ参考になる意見いただきました。それで、私から

の一つの要望なんですが、例えば、議長にお願いしたいのですけれども、議会が終わった時点で適

当な時間を選んでですね、先ほど委員長が話されたように時間の問題とかいろいろと質問のテクニ

ックの問題とか、いろいろと気になっていることがあると思うのでございます。私はさっき、ざっ

くばらんに言ってもらった方がいいと言ったんですが、出来なければ何らかの方向で今回の議会に

おいて、このようなことが気になるとか、このようにしたらいいんじゃないかということを出来る

だけ、メモでも結構ですから、そのようなことを一応教えていただければ非常に参考になるなと思

うのでございます。言動で言い合っても非常に問題があるのでございますけれども、そのようにし

て、個人的でも結構でございます、公にしても問題のないところは公にしても構いませんけれども、

質問の主旨についてそのようなことで教えていただければ非常に助かると思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  委員外議員、玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  今日、ここでね、これだけ話しただけでものすごく意義があった

と僕は思うんですよ。要するに、この根源は与えられた時間を無駄にしないような方法をどうすれ

ばいいかという話し合いですからね。だから、これだけ話しただけで僕はものすごく効果があった

とこんなふうに思うんです。今、吉田さんが言われたように議長に求めることも大事だけども、こ

こで皆さんが自覚をするということを思っているだけでね、これをまた会派に持っていって会派で

話すこともまた大事なことだろうしね。僕はこれはすごく意義があったと思うんですよ。だから、

この辺で私はいいのではないかなとこんなふうに思いますよ。打ち切るわけじゃありませんけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。あれば、どうぞ。山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  いろいろ皆さんの議論を聞いていて、そのとおりだなと思うこともたく

さんございまして。やはり何かしないと改革にはならないというふうに思いますので、先ほど、吉
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田正利、うちの代表がおっしゃいましたとおりですね、例えば一人ひとり個人的にとなると議長も

なかなか大変でしょうから、例えば会派の代表を呼んで「おたくの会派の今回のこの人の質問はち

ょっとこの部分は気を付けた方がいいんじゃないか」ぐらいのアドバイスがあっても良いのではな

いのかなというふうに思います。 

 それともう 1 点はですね。ちょっとまた逆説っぽくなるかもしれません。先ほど、吉田和子委員

さんが言われたこともよくわかるんですよね。というのは議会の言論の府ですから、決してその 3

日間、4 日間が町側にとってスムーズに終わる議会が決していい議会ではないと私は思うんですよ。

ですから、やはり町側もですね、まだ成長過程の議員はたくさん居るわけですから、長い目で見て

いただく部分もあって然りだなというふうに思いますのでね。その辺は町側の方もぜひ認識してい

ただきたいなというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。じゃあ議長、最後にちょっとあればどうぞ。 

○議長（堀部登志男君）  いろいろとお話が今、出ました。私も先ほど 45 分から 30 分というよ

うな話をしましたけれども、決して一般質問を少なくしてくれとか止めるものでも何ものにもござ

いません。先ほど、加藤委員からも話がありましたが、従来から一括質疑という形で 3 問のやりと

りですから、非常に質問も事細かに説明してやらないと向こうも答弁も困るだろうと。困ると言う

かね、しづらいだろうという形の中でいろいろと時間をかけて説明していましたけど、今は 1 問 1

答方式ですから。やはり非常にわかりやすくなったというんですけども、最初のうちは良かったん

ですよね、わかりやすくなって非常に傍聴者が聞いていてもわかるんだけども。最近になってくる

と、私は感じたんですけども、これは時間があるから同じことを何回も、聞いていてね。本人は違

うと思って、いろいろやっているんでしょうけども。理事者が「これはこうします」と言っている

のに、また何回もそれを繰り返し、それでも、まだ聞きたいみたいなそういうことが結構見受けら

れる部分があるものですから。やはり一般質問は 1 問 1 答方式になったのですから、逆に言うと、

今までより数多く、短時間で結論をきちんと聞きだせるような仕組みになっているわけですから、

そういった面でやはり聞いている方が「随分、同じことをずっとだらだらやっているな」という具

合に感じられる部分が我々、議員ばかりではなく他の聞いている方、答弁する側の方もそういう具

合に感じている部分が多分にあると思うんですよね。傍聴者の意見もある時もあります。そういっ

た中でですね、私はやっぱり、ぜひ、今、話しておられたような形で、やはり聞いている方に飽き

られないような質問をしていただければ全く時間なんて感じないで皆さんが聞き入っているわけで

すけども。やはり、ちょっとした質問の仕方によってはそういう具合に聞こえるということも十分

ひとつ認識してやっていただければなという具合に思います。最後に議長から議会が終わったら質

問に対してコメントというようなことで、出来るだけそういうような形で。私も正直言って、おた

くの質問おかしいとか、いいとかというのは真剣になってやっているわけですから、それについて

とやかく言うというのはなかなか言いづらいところありますけども。やっぱり私も、議会改革を皆

さんこれだけいろいろな改革をやっているんですけども、肝心の議会でのですね、町民に放映して

いる部分で、町民から「なんだ、あの議会は」とかという形で見られるのがやっぱり。せっかく今

まで議会改革やってきても根底から崩れるような感じがするものですから。やはり議員の方もそれ
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なりに研鑽していただいて、一つ頑張っていただければなという具合に思います。極論を言います

と、議会は研修の場ではないという町民も。実際に私も言われました。議会議員は議会に来てね、

議会は研修の場ではないんだよというようなことを言っている厳しい意見もあるということで、

我々やっぱり町民に対してはより活発に議論を展開しているようないう形の議会に何とかして行き

たいものだなと思いますので、一つよろしくご協力のほどをお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。それでは第 2 次の議会改革の取り組みの中間の総括については

以上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）  では、ささっと行きたいと思います。3 番目、白老町とつがる市姉妹

都市提携調印式への議会議員の派遣の件です。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは私の方から説明したいと思います。この件については一

応まだ 20 日の日の議会運営委員会にかけたいと思っておりますが、先般、7 月 6 日につがる市の福

島市長が来られて、その時に議長も表敬訪問に同席しましたが、その時に町との関係で姉妹都市提

携を結んで行きたいと。つきましては、議会の承認を得られた暁でございますけど、7 月 31 日に調

印式をさせていただきたいと。それもつがる市側でやりたいという意向をお持ちのようです。町に

もその要請をされたという形で聞いています。翌日、町側の方から議長の方に姉妹都市提携の調印

式には議員さんも同行願いたいということで、今、町の方からは議長並びに姉妹都市交流の担当委

員長に随行していただきたいという依頼が参ってございます。向こうも交流担当の委員長さんが調

印式に出席されるそうです。そういうことで要請されていますので、20 日の日にご審議いただけれ

ばいいんですけど、航空券の手配とかがあるものですから出来ましたら今日、決定していただけれ

ばありがたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。今、提起ございましたけれども、議長と担当の委員長というこ

とですから、総務文教常任委員長吉田和子議員ですけれども、そう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）  はい、いいですね。そういうことで、つがる市に対する派遣について

はそのようにいたしたいと思います。 

 その他がまずは 1 件ございます。局長から、自治基本条例の関係。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは資料を配りますので少しお待ちいただきたいと思います。

今、お手元に配りました白老町自治基本条例でございますが、この関係につきましては既に町の方

の執行方針でも述べられていますように、来年に向けて策定して行きたいということで、理事者会

議である程度の進み方の合意を得たので企画担当の方から、今日、私の方にお話がございまして、

昼に正副議長と正副議運の委員長、それから担当の常任委員会の総務の正副委員長さんにお集まり

いただきましてご説明をいたしました。町は自治基本条例の中に議会の役割と責務を盛り込んで行

きたいということで、これは町側で素案を作って出すものでもありませんし、議会の意向も必要で

すということでお諮りがございました。ちなみに条例の制定は18年6月の議会に提案するべく、今、
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町民の方々、行政内部の職員の検討会も開きまして進もうとしているところでございます。その中

で、議会の部分を盛り込むのであれば議会の中でもご検討をしていただきたいという経営企画課の

方からの要望でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。自治基本条例制定にあたって、議会の部分は議会で議論をして

いただきたいということで申し入れを受けました。そのことについては受けましょうということに

なったわけですけれども、それをどういう機関、どういう組織でやるかということのお諮りでござ

います。担当常任にするのか、議会運営委員会にするのか、それとも特別委員会を作るのか。11 月

に委員会が全て改選をされます。そういうことも視野に入れて。特別委員会の場合は11 月でも改選

されませんので。どういう手法で、この自治基本条例の議会の部分の議論に携わって行くかという

ことのお諮りでございます。もちろん、議会運営委員会の委員長としては何も案はございませんの

で、ちょっと出していただいて。先ほど、正副議長皆さん出席されておりますので、どういう議論

の仕方が一番いいかね。ちなみに行政側の検討部会、町民の検討部会、議会の検討部会ということ

で 3 つできまして、9 月辺りまで学習会を 3 回程度やると。それは我々も参加してやるということ

でありますけれども。どのような方法で行くのが一番ベターかということでのご議論を願いたいと

思います。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  議会部局の検討については11 月の委員会の改選もありますし、私は長期

展望に立ってものを見たほうがいいと思います。よって、これについては、やはり特別委員会を今

から形成して、じっくりと検討すべき問題じゃないかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、吉田委員から特別委員会を作った方がいいのではないかとい

う意見がございますけれども、その他の委員の方。特別委員会で行った方がよろしゅうございます

か。何人にするかということはもちろんありますけどね。例えばね、委員会が変わるということが

ございますから、そこでやるわけに行かないとしたら、勉強会があるんですよ、3 回程度の、です

から、特別委員会を作って全員が勉強会に出るかという手もありますし。全員が特別委員会になっ

て、勉強会には出るけれども、条例制定の時は小委員会なら小委員会で各会派なり何なり出て、そ

の小委員会の中で作って特別委員会全体で確認をするという手、手法としてはそういう。全然変わ

らない、ほとんど同じようなものですけど、全員が参画して議論をして決めるのも全員で決めると。

しかし、その中でそういうことをやりながら小委員会なら小委員会を作って、そこで条例の案文を

検討するということなんかもやれば出来ない手法ではないですけれどもね。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  私も委員会の構成、その他についてはいろいろとあると思うのですが、

これは基本的に白老町の憲法でございますから、やはり当初の勉強会は議員全員で参加して勉強す

べき問題だと思います。集約の時点で、ある程度目途がついた段階では特別委員会に移行して、特

別委員会の構成については各会派の中から、基本的にいろいろとあると思うのですが委員を選定す

ると。無会派もありますので、その内容についてはまた特別に加わってもらうというような方法で

持って行くべきじゃないかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  基本的には勉強会を 3 度ほどやるというのも今、初めて聞く言葉ですし
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ね。そういう機会があるとすれば、全体でもって皆で勉強をして、それから特別委員会を作ると。

その時はまた、特別委員会の構成は構成で改めて考えると、その時点でですね。そういう方に進め

ていった方が良いと思います。我々も会派へ帰ってから検討しますけれども、今のところはその方

がいいんじゃないかと思います。これについての議会の基本条例との関わり等もどういうものか少

し勉強してみないとわからないな。 

○委員長（大渕紀夫君）  ちょっと進め方でですね、局長から今の話をちょっとしてください。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今、吉田委員と加藤委員の方向性で行きますと勉強会が全員で聞

く必要性があると。これは聞くべきだと。特別委員会は別に設置するべきだということになると、

今、全体の役割としたら全体で聞くのはフリーという形になるんですね。要するに全員協議会と同

じような形になると思います。ただ、前段、委員長が言ったように全員の特別委員会を設置します

と、それは議会活動の一環という形になります。その中に小委員会を組めば、同じように特別委員

会の役割を果たします。だから、どちらがいいかという定め方です。企画の方の今の要請としては、

いずれにしても勉強会と試案の作成も含めて並行して進めたいということです。ですから、なるべ

く早くと。今日、実はその他でかけさせていただいたのは25 日に臨時会があるものですから、もし

くはこれに間に合うのであれば特別委員会を設置した方がよろしいかなという意味で今日、取らせ

いただきました。議決事項ですので。 

○委員長（大渕紀夫君）  要するに、勉強会と条例づくりは並行していくということなんです。

ですから、特別委員会を作らないといけないと。ところが特別委員会を作って、7 人なら 7 人の特

別委員会を作ると残った人が研修会に参加する時はどういうふうにするかということになりますよ

ね。ですから、全員で特別委員会を作れば研修も出来るし、必要な時は議論も出来るし、しかし、

条例案作っていく時は小委員会を作って、そこで条例案を作っていくことも出来ると。手法はいく

れでも出来ると、全員入っているわけですから。そういう意味でお話をしたんですけれども。加藤

委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  特別委員会と小委員会というのはどういう関連ですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  特別委員会の中に小委員会を作るという意味です。全員委員会にすれ

ば、特別委員会の中に小委員会。そうすると全員が参画できると。決める時にも参画できると。 

○委員（加藤正恭君）  全員が特別委員会でね。なるほど。わかった。それで小委員会とね。 

○委員長（大渕紀夫君）  という手法があるけれども、それだと全員が参画して、全員で議論で

きるし、緊急な時はその特別委員会だけを開くことも出来るし、小委員会を開くことも出来るとい

うことになります。ただ、全員で条例を作るということはちょっと不可能だと私は思います。 

○委員（加藤正恭君）  でも、全議員にやっぱり理解を得るということで行けばね、全員特別委

員会を作ってやった方がいいと思う。で、具体的なことになるとね、やっぱり小委員会でやるとい

う方が進め方としてはスムーズに行くんじゃない。 

○委員長（大渕紀夫君）  そうであれば全員ですから、25 日に全員の特別委員会を設置できると

いうことになるんですよ。最低でも勉強会には全員出なくちゃ駄目でしょ。もちろん当たり前です

からね。 
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○委員（加藤正恭君）  どっちみち全員出なきゃ駄目です。それは当然です。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ、必要なら特別委員会を開けば、いくらでも開けるわけですから、

そういうキャパが広がるという意味で言えばすごくいいんじゃないですか。 

○委員（加藤正恭君）  その方がいいですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  いかがでしょうか。それでは白老町自治基本条例の制定について、議

員が関わる部分については議員全員による特別委員会を設置すると。これは一番早い議会、25 日に

なりますけれども、決めるというふうにいたしたいと思います。20 日に議運がありますから、それ

まで各会派徹底していただいて、いろいろ議論をしていくと。基本的には中に小委員会を設けて、

条例案についてはそこで議論をするというところまで話をしてください、各会派で。で、20 日の日

にそこは確認をして、そういうふうにしていくかどうかということを決めると言ったらおかしいで

すけど、それは特別委員会の中で決めるということになるのかな、小委員会を作るというのは。特

別委員会の中で小委員会は決めるということになりますけれども、考え方としてはそんな考え方だ

ということでご説明をしていただきたいと思います。それでは全員による特別委員会を作るという

ことでご異議ございませんね。 

［「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して行きたいと思います。どうぞ、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  7 月 25 日に臨時議会で全員の特別委員会を設置しますよね。その小委員

会の人選も同時に並行して行かなきゃならないということはないですか。全体でやって行くんだけ

ど、条例作りも入っていくわけですから、同時に。だから、そうなると小委員会も特別委員会が設

置された時点で、また設置していくということになりますか。 

○委員長（大渕紀夫君）  そうなると思います。ですから、第 1 回の特別委員会を開く時に正副

委員長を決めますね。その時にやっぱり一定の方針を下ろしておいて、そこで決めるというふうに

なると思いますけれども。ただ、それはここで決めることじゃございませんので、そういう考え方

の方がいいんじゃないかというぐらいの話でございます。自治基本条例のことについてはよろしゅ

うございますか。はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  ちょっとお時間を拝借いたしまして。まず、こういった問題で発言をお

許しいただけるかどうかなんですけども。6 月 23 日の靖国神社参拝の意見書の質疑の回答の前段で、

回答者である大渕議員、議運の委員長という立場でもあると思うんです、その議運の委員長から発

言がございまして、私自身一議員としての名誉のためにはこれはうやむやにするわけにはならない

というふうに感じまして発言をお許しいただきたいのですが。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  まず、第 1 点目は先般の回答の中で大渕委員長さんはこのようにおっし

ゃられました。まず、第 1 点。きちんとしておきたいことは、「議会運営委員会できちんと議論され

ております」と「その中で山本議員も議運のメンバーとしてこの場に出られているわけです。当然、

本会議での議論は許されておりますが意見書の性格上、議運で叩いて本会議にかけるものという認

識をしております。その点、十分ご認識の上での質問かどうかということを含めてきちんとしてい
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ただきたい」とこのような発言がございました。私はこの靖国の意見書に関しての開かれました議

会運営委員会は 2 回あったと思うんですよ。1 回目の議会運営委員会ではですね、「私ども、新風は

賛否両論なので自主投票を表明しております」とこういうお話をいたしました。この際、賛否の理

由を求めるような議事進行では決してありませんでした。各会派に聞いて、委員外議員に意見を求

めました。果たして十分議論を尽くすような状況であったかどうか、私はちょっと疑問に思います。

一部、文章の訂正すべきという意見もありましたが、それによって賛成するかどうか全員に諮った

という認識も私はございません。よって、2 回目の議運の中で意見書そのものに対して反対だと私

は表明しておるわけでございます。私はなぜ今回の定例会の時に反対討論をしたかというきっかけ

の一つになったものがございます。3 月の定例会終了後に共産党の機関紙「民主白老の号外版」、こ

れは号外版でしたから私の住んでいるアパートにも全員入っていました。道警報償費の問題の意見

書の中で次のような内容がございました。これはちょっとかいつまんでいますけれども。「道議会の

自民党と公明党は反対討論も無いまま反対に回った」と。この流れは町議会の中にも見られ、新政

クラブ、公明党を名指しし、同じ状況であったかのように記述がございました。議会のルール上は

討論をしなくても、賛成や反対の意思表示は出来るものであるというのは認識しておりましたが、

私は先の民主白老での号外版を見て正々堂々と議会の中で質問し反対討論をいたしました。にも関

わらず 1 回目の議運の中で発言の機会を私自身が逸してしまったのも悪いのかもしれませんが、本

会議で質疑を行ったことを批判するということは問題であるというふうに私は感じております。 

 また、もう 1 点あるんですけども。なぜ、駄目かという理由についてお答えのところにこういう

ようなお話がございました。「最初の文章をお読みになりましたか」と。「その中に書いてあります」

と。「議運の中で変えた方が良いという処置の元で変えたという経緯があります」と。「そういうこ

とをきちんとご認識していただきたい」と。私は 2 回とも出席しており、最初の文章は十分読んで

おりました。しかし、それを自主的に撤回し、新たな文章が出てきたわけであります。ですから、

正式なものとして私は新しい文章を対象として、なぜ駄目なのかという理由がよくわからないとい

う質問をさせていただいたわけでございます。また、さらにですね。私は席で、決して初めて反対

したわけじゃなくて議運の中で反対を表明して、今、この場に立っているんだというお話もさせて

いただきました。大渕委員は「意見書はそもそも全会一致で出すものである」と。「叩いて、叩いて、

叩いて議会の意思として出すものである」と。「他の議会は全会一致で出ているところもたくさんあ

ります」と。「白老はたまたまそうではない。そのような議運のルールに則って議会に出てきてもら

いたい」というようなお話しです。私はもし、その意見がそのようなことで本当に感じていられる

のであれば私も大賛成でございます。少数意見として 2 名以上が賛成の場合は出せるとはあります

けれども、もっと本当に叩いて、叩いて、揉んで、例えば会派の中で割れたとしても、それは多数

決で決めるか何かしてですね、全会一致になるかどうかをよく十分話し合ってそういう形で出して

行くことに私は賛成いたします。ちょっと話が変わってきましたけれども、まず、そういった発言

に対して私は議運の委員長の23 日の議会での発言に対して撤回を求めたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  それではですね、この議会運営申し合わせ事項というのがございます

けれども、それの申し合わせの 2 ページ、申し合わせ等というのがございます。その 2 ページをち
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ょっと開いていただきたいと思いますけれども持っていないかな。読みます。そこの 3 に「意見書

の提出は全会一致と原則とする」とちゃんと書いてあります。これは申し合わせで決まっている。

皆さん、読まれていると思うんだけども、ここに書いています。それからですね、「提出された意見

書には議会運営委員会において取扱いを協議する。なお、協議によっても調整が困難な場合は議会

運営委員長から議長に申し出て会派代表者会議を開催し、提出会派の意見聴取をもって再調整をす

る」とこうなっております。で、今までこれはやらないで出しましょうというふうな通例になって

おります、今は。それで全会一致を旨とするというふうになっているんですけども、それは議運の

中でお話をして、これは全会一致でなくてもいいから出しましょうという確認をされて今までやっ

ていることなんです。ですから、私が言った全会一致を原則とするというのは当たり前のことです

し、これを読めば、必要であれば皆さん方から議運の委員長に「これはちょっと全会一致にした方

がいい」とか「ならないなら止めた方がいいのではないか」とか「これは会派代表会議に、議長に

言いなさい」とかというふうに言っていただければ私はいくらでもそういう処置は取りますし、私

が単独で「この意見書については全会一致じゃないから、議長すぐ会派代表会議を開こう」という

のは私の権限で言うことではございませんので、皆さん方から出た段階ではいくらでもそういう処

置は取れると。で、昨日、来られた栗山町議会なんかも意見書は全て全会一致でございます。全会

一致じゃないものは出しておりません。見たらわかりますけど全て全会一致でございます。意見書

というのは議会の意思ですから、本来から言えばそうなんです。それで、初め出た文書と全く違う、

玉虫色まで変えても出そうという場合と、これはそれじゃあ駄目だから私、引き下げますよとかそ

ういうふうに行われるべきものなんです。 

 そして、もう一つは、私が本会議で言ったのは「質疑はここでやるべきですよ」という意味で言

ったんです。討論は、私はやっちゃいけないということは一言も言っておりません。討論は当然う

んとやるべきですし、ここで叩いたものがもし反対であれば本会議出た時にうんと討論をされた方

が私はいいと思います。ただ、意見書というのは全会一致で出すとここに明記されています。お読

みになっていると思うんですけどね。明らかにはっきり書いています。「意見書の提出は全会一致を

原則とする」と書かれています。原則でない場合は、ぜひ、皆さん方出してもらって、私が議長に

言えば会派代表者会議を開いて、そこで全会一致にならなければ没です。全会一致になれば、例え

ば、ここを直して、ここを直してって全会一致になれば出ると。こういう性格なものだと私は理解

しております。ですから、そのような処置を取ってきたと。ただ、今までじゃあなぜ採決をしてき

たかと。それは「採決でやった方がいいんじゃないですか」というご意見がございまして、「じゃあ、

そういうふうにうちの町はやるんですか」ということで、そういう踏襲をしてやってきたというこ

とも事実でございます。そういう経過の中で今回の意見書が取り扱われたと、取り扱ったというふ

うな私は解釈をしておりますけれども。以上です。どうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君）  しかしながらですね、前回の議会の中であたかも議運のルールに則らな

い状況で私があそこで発言しているかのように取られるようなお話をされたことに対して私は非常

に遺憾に思っているわけでございます。であれば、その議運の時にもっと詳しく、本当に叩いて、

叩いてやるのであれば、一人ひとりどうなんだということをもっと議論、なぜ賛成で、なぜ反対か
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と、そういうような議論をすべきであったと思うんですよ。そういったような議事の進行ではなか

ったと思います。にも関わらず、あの場であのような発言をされたということは私は承服できるも

のではございません。 

○委員長（大渕紀夫君）  失礼ですけど、この中身をわかっていておっしゃられていましたか。

この申し合わせ事項をわかって言っておられましたか。この中身を全部わかって、この間発言され

ていたんですか。この議運の申し合わせの中身をわかって発言をされていましたか。それであれば、

議運の時に私は封じる気も何もありませんから、どんどん言っていただければ発言は自由ですから、

反対でも何でも言っていただければ。求めなければ発言できないということじゃございません、議

会というところは。ですから、それは皆さん方の合意でこういうふうに進めますよということで、

それは反対であれば反対と言っていただいてもいいですし、「私は承服できないから、これに基づい

てぜひ会派代表者会議を開いてください」と言えば、私はいくらでも開きますよ。何も私はそうい

うことの手続きは誰にも言われませんから手続きを取らないだけです。同時にこのことがきちんと

わかっていれば、私はあそこで諮っているのは山本委員が反対、賛成ということを、私が「あなた、

個人的に反対、賛成ですか」ということをお聞きして中身を聞くということじゃなくて、議会です

から発言をどんどんされていいんじゃないでしょうか。私は発言を封じたなんていう気はさらさら

ございませんよ。皆さんにいつも確認をして、ありませんか、ありませんかと何度も聞いてやって

いるつもりですけれども。私があの時点で発言を封じるとかそんなことは一切ないですし、これが

わかっていれば「会派の代表者会議を開いてください」ということで言えば、私は会派代表者会議

をいくらでも議長にお願いをして開いていただくということは出来ますから。ですから、私はそう

いうふうに言わせていただいたんです。議会運営委員会というのは、このルールに則ってやってい

ることでございますので、そこのところをきちんとわかって認識してやられているんですかと言っ

たのは、このことを知ってやっていますかということを言ったんですよ。これは決め事ですから。

皆さんで決めた決め事ですから、これを守らなくちゃいけないんです。私が山本委員の意見を封じ

て「反対したら駄目だよ」とか言ったというなら、それは私は極めてまずいと思いますけれども、

あの時点だって発言は皆さん自由にされているし、意見書でも何でも発言しちゃいけないとかとい

うことは私はやっていないと思いますよ。ただ、意見を求めなかったと言われたら、反対意見を求

めたかどうかというのは議事録を見ないとわかりません、私も。ただ、それは議会というところで

すから挙手されて、私が「山本委員、駄目です。発言したら駄目です」と言ったと言うなら別です

けどね。そうでなければ、私は発言を阻害するようなことは何もしていないと思うんですけど。は

い、どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  議運の中において、別に発言を阻害しているとか何とかということを私

は申してはおりません。先ほども申し上げましたが、2 回目の議運の中で私は「かれこれ、こうい

う理由で私は反対です」と。「文言を変えるとか変えないとかじゃなくて意見書そのものに対して私

は反対です」ということを表明して、あの場に立ったわけなんですよ。それに対して前段でですね、

先ほど私が言ったようなお話をあそこでされたということに対して。 

○委員長（大渕紀夫君）  ですから、それはこれに基づいて話をしているんです。意見書の取扱
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いというのはこういうふうに取り扱うということになっているということはお分かりですよね。 

○委員（山本浩平君）  はい。 

○委員長（大渕紀夫君）  そうであれば議長に「会派代表者会議開いてください」と言われなか

ったんですか。ですから、そういうことをきちんと議運で叩くという意味なんですよ。そうすると、

本会議で質疑がなくて、反対討論、賛成討論は行われますけども質疑はここで行われるということ

になりますよね、当然。それで納得できない場合は会派代表者会議が開かれて、そして、そこで会

派の代表の中で揉んで、どうなるかと言うと「全会一致じゃないから止めようか」「取り下げる」と

かってなるわけですよ。ですから、私はこの中身に基づいて運営をしておりますのでね。どこがか

み合っていないのかちょっとよくわからないんだけど。 

○委員（山本浩平君）  本会議で質疑がありますかというお話の中で、私は確かに議運のメンバ

ーですけども、私もルールに基づいた中で質疑があるから質問をしたわけでございます。何かそれ

に対して問題はありますか。 

○委員長（大渕紀夫君）  何もありませんよ。私、それははっきり言っていますよね。「質疑は問

題ありませんけれども、議運はこの中で叩くべき中身のものなんですよ。それはご認識ありますね。」

と言ったんです。それはこういう情報があるからそういうふうに言ったんです。質疑をやったらい

けないなんてことは、私は言っていませんよ。ですから「質疑はここの中でやるべきものですし、

討論はどうぞおやりください」という考えですから、私の考えは。で、ここの中にきちんとそうい

うことが明記されていますから、その中で取り進めたというだけのこと。それ以上の何ものもござ

いません。これを読んでいただければ一番わかると思いますけど。 

○委員（加藤正恭君）  山本さん、ちょっとわからないんだけど。問題なのは、本会議であなた

が反対討論をしたね。 

○委員（山本浩平君）  討論もしましたけども、今、言っているのは質疑のことに対して。 

○委員（加藤正恭君）  質疑はどういう質疑したのかな。 

○委員長（大渕紀夫君）  こういう 3 項目について「意見書に書いていないけども、どういうこ

とですか」とお聞きになられたんです。それは確かです。その時に私は「意見書というのは、こう

いう中身のものですから、ここできちんと叩くべきじゃないでしょうか」という話をして、「そのこ

とをご認識の上で聞いていらっしゃるんですか」と言ったことは事実です。私、はっきり覚えてい

ますから、それは言いました。それは、こういうことをきちんと認識して、なぜ、こういう手続き

を取らないでやるんですかということを私は言っているんですよ。もちろん、皆さん議運のメンバ

ーですから、これを読んでいると思っていますから私はこういうふうに言っているというだけの話

で、他意も何も無くて。意見書というのは全会一致を原則とすると書かれているわけですし。一致

できない場合は会派代表者会議開けるということになっているわけですから、それの申し出が無か

ったということで採決になったというだけのことですからね。 

○委員（加藤正恭君）  山本委員、具体的にどこが問題なんだ。 

○副議長（根本道明君）  言ったでしょ、一番最初に。 

○委員（加藤正恭君）  いや、納得していないからさ。大渕さん。 
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○委員長（大渕紀夫君）  いやいや、納得するもしないも僕はちゃんとルールに則ってやってい

ますよと言っているだけですよ。納得するもしないも、私の議事裁きの仕方がまずいと言うなら、

どこがまずいか言っていただかないと駄目なんですから。 

○委員（加藤正恭君）  いやいや、それに対して、山本さん納得していないから。 

○委員長（大渕紀夫君）  それは納得していないかもしれないけれど、私はこのルールに則って

やっているんですよ。それ以上、何も言いようがないですよね。 

○委員（加藤正恭君）  納得できないところは何なの。 

○委員（山本浩平君）  今後と申しますかね、私、冒頭にお話しましたけども、新風は賛否両論

なのでね、自主投票を表明いたしました。その時に特にその理由だとか、そういうことは伺われま

せんでした。その時には決して。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。聞いていません。それは当然ですよ。 

○委員（山本浩平君）  その中で自然に流れていったわけですよね、そのまま。で、僕は 2 回目

の議運の中で、これもはっきりと反対だということを表明した上で、議会の上で発言しなきゃなら

ないなという認識の上で私は行ったんですけども。それに対して、もっときっちりしておきたいと

いうようなお話がありましたので、その点について私は今、抗議しているわけです。 

○委員長（大渕紀夫君）  いえいえ。はっきりしておきたいというのは、これに基づいてはっき

りしなきゃ駄目でしょ、だけど。抗議するもしないも、ルールがあってやっていることなんです、

議運というのは。ですから私は、仲間が割れているとおっしゃられたから「ああ、そうですか」と。

それは何も聞く理由も何も必要ないでしょ、個々のことなんですから。それで反対されるなら、反

対されても構いません。それは全然、構わないですよ。討論もいいですよ。ただ、ここに書いてあ

るように割れている場合はそういう処置をとりなさいってなっているんですよ。ですから、全会一

致が原則なんです。全会一致が原則だということは、あそこで質疑なんて起こるはずがないんです

よ。だって、全会一致が原則なんだもの。わかりますか。ですから、山本委員、以前にイラク問題

の時にも私が云々て話がございましたけども、あれも会派の代表がここで必ず自分の会派はこれに

ついてこっちだよってちゃんと表明されたから私は言うだけのことであって、ここがいいとか、僕

の利益がとかそんなこと全然無いですからね。それはルールに則って全部やっていることですから。

この問題もそうですし、この間のイラクのことも、何度も言われましたけども、あの問題だって私

は個人のことを言っているんじゃないんですから。会派で、この議運で一致して、私の会派はこう

ですと言われたから、それは守っていただかなければ。ですから、初めから割れていますと言われ

たら、「はい、そうですか。それは結構ですよ。」と、別に割れたら悪いとか一本化すれなんて僕は

言わないですよ。 

○委員（山本浩平君）  決してそんなことを言っているのではなくて、私はですから、議運でま

ず反対を表明をして、質疑の中でまず質問したわけですよ。それが議運のメンバーにも関わらず、

やっちゃいけないというような発言に。 

○委員長（大渕紀夫君）  いやいや、議運のメンバーということは、この議運の申し合わせです

よ。これに準じてやるのが筋じゃないですか。だって、そうでなかったら議会運営委員会必要なく
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なっちゃうもの。全会一致を原則とするなんて書く必要ないでしょ、全然。好きなようにやりまし

ょうと書いた方がいいでしょ。だけど、ここにはちゃんと意見書の提出は全会一致を原則とすると

書かれているんですよ。それが無い場合はどうするかという手順も書かれているんですよ。ですか

ら、私はこの手順どおりやらせていただくというのは当たり前だと僕は思いますよ。ですから、山

本委員はなぜ、その時にじゃあ一致出来ないのであれば、一致できないからこれは駄目ですという

ことで会派代表者会議開いてくださいということにされなかったのか。そうしたら、どうなるかと

言うと、全会一致が書かれているじゃないかと、これは全会一致じゃないよというふうになれば会

派代表者会議が開かれて文書直しでも何にしても絶対に一致できないとなれば、それは没になるわ

けです。私が引っ込めるか、没になるかどっちかになるわけです。それは、ちゃんとそういう手立

てがあるんです。ですから、その手立てを取られたらいかがでしたかということを言っているんで

すよ。他の委員のご意見どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  それは委員長の方が筋通っているもの、しょうがないよ。 

○委員（加藤正恭君）  問題ないと思うんだけどね。 

○副議長（根本道明君）  今度、ああいう意見書が出た場合は反対の会派がありましたよという

ふうなことで、そういう手順を踏めば全会一致じゃなかったら止めましょうよということになるん

ですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  当然なるんじゃないですか。それは当然なると思いますよ。だから、

意見書の時に私、何度も確認していますよ。これは賛否でやりますかと言ったら、やりますと言う

からやるだけのことであって。これを読めば、そういう他のことでもたくさんございます。そうい

うやれる手法とか、いろいろなことが書いています。ですから、これをきちんと読めばですね、議

会のルール、質問のルールを含めて全部書いていますから、これに則ってやるというのは議会のル

ールだと私は思っていますので、そこはきちんとやらせていただくということで私は議運の委員長

を務めさせてもらっているということです。ですから、これで意見書が一致しなかったら、私に言

っていただければ、私が議長に言えば会派代表者会議を開かなくちゃいけないということになりま

すから、当然。それで、その中で議論する。で、全会一致を原則とするということであるから、原

則でない場合は取り下げるか、それでも頑張って出して否決されるか。それだって、出すと言えば、

出したら駄目だというふうにはならないかもしれない。だけど、全会一致を原則とするというだけ

の話なんだ。 

○議長（堀部登志男君）  今、山本委員の件ですけども、委員長の方でルール、ルールと言って

いますけども、要するに意見書の出たものについてはここで十分議論をしてですね、全員賛成でき

るものは全員賛成という形で持ち回りで提案します。それで、賛成もあれば反対もあるという中で

は議会で賛否は両方とも取るんですけども、そういう形でやっております。今回の場合も、山本委

員は議運で議論しなかったので本会議でやったんだと、質疑をしたと。委員長の方は、質疑は本来、

この議運の中で十分やって、そして、本会議では反対であれば反対の討論、賛成なら賛成の討論す

るのは当たり前の話ですけど、あそこで質疑するのはいかがなものかと。反対なら反対の討論だけ

にすれば特に問題ない。で、山本さんが質疑になったものですから、大渕議員の方から議運のルー
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ルはきちんと掌握している中でやっているんですねという念を押されたという、私はそういう具合

に理解していますので。十分、意見書については賛成、反対、内容まで含めて賛成、反対するかと

いうのは、ここで十分やはり議論して、そして、どうしても私は賛成できないという中ではやっぱ

り、それは賛成しないで結構だし、向こうで質疑はしなくて、ここで質疑をやって議会では討論の

方でやる分についてはごく自然な形だと思いますけど。質疑となると、やっぱり今の議会運営上か

ら行くとなかなか馴染まない部分があるのかなと。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ、質疑はしちゃいけないということは書いていないからね。やっ

たっていいんだよ。ただ、これは申し合わせであるからさ、これはやっぱり皆で守りましょうとい

うことを言っているだけの話ですよ、僕は。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君）  いろいろお話を聞いている間にですね、私自身の認識不足というような

ことがわかりましたので、今の私の発言は撤回させていただいてお詫び申し上げたいと思います。

ただし、ちょっとこれに関連していることなので、これは議運で話すべきかどうかというのはまた

言われるかもしれませんけども、7 月 3 日のまたこの機関紙「民主白老」の中で、「提案に対して山

本議員から、①最近の中国・朝鮮の動きは不穏、②東京裁判は不当裁判、③主権国家への内政干渉

そのもの」この文章に対してですね、2 番、3 番はそのとおりで私は何の異論もございません。ただ

し、1 番の「最近の中国・朝鮮」。私は韓国の話も、朝鮮の話も一切しておりません。朝鮮というの

は韓国のことを意味して言っているのか、北朝鮮のことを意味して言っているのか。あるいは言っ

てもいないことを意図的にそのように書かれているのか。私はこの白老においてもですね、在日の

方や、あるいは帰化されて何年も経っている方、あるいはその方たちの友人もたくさんおりますし、

実際に支援者の方もおるわけでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  ちょっと待ってください。この問題についてはちょっと議運でやると

いう中身ではございません。それは私なら私のところに個人的に言ってください。そうでなければ、

議会というところは議事録取られますから、そのこと自体が今度、逆に言うと山本委員の立場を含

めて問題になりますのでね。そういうことはやらない方がいいと思いますよ。 

○委員（山本浩平君）  わかりました。では、これは出版責任の方に抗議をしたいと思います。

正式な形で。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、そういうふうにしてください。それはそういうふうにやってい

ただいた方がいいと思いますよ。 

 他、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

                                          

     ○閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  無ければ、以上を持ちまして本日の議会運営委員会を閉会いたします。

長い間ご苦労様でございました。 

（閉会 午後 4 時 26 分） 


