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平成１８年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１８年 １０月１９日（木） 

  開 会   午前１０時３２分 

  閉 会   午前１１時２９分 

 

○議事日程  

 調査事項  

１．議長の諮問に関する事項について 

○ 「議会報告会」について 

（結果報告及び今後の進め方について） 

２．その他  

 

○会議に付した事件 

 調査事項  

１．議長の諮問に関する事項について 

○ 「議会報告会」について 

（結果報告及び今後の進め方について） 

２．その他  

 

○出席委員（１９名）  

 委員長    大 渕 紀 夫 君         副委員長   吉 田 正 利 君 

 委 員    熊 谷 雅 史 君         委 員    山 本 浩 平 君 

        吉 田 和 子 君                谷 内   勉 君 

        加 藤 正 恭 君         委員外議員  根 本 道 明 君 

委員外議員  玉 井 昭 一 君                西 田 祐 子 君 

        小 西 秀 延 君                鈴 木 宏 征 君 

        土 屋 かづよ 君                近 藤   守 君 

        宗 像   脩 君                氏 家 裕 治 君 

        斎 藤 征 信 君                中 出   正 君 

議 長     堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（０名）  

  

○職務の為出席した者の職氏名  

 事務局長   上坊寺 博 之 君         事務局主幹   中 村 英 二 君 
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◎開催の宣言 
○委員長（大渕紀夫君） 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。 

 お諮りをいたします。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○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。 

 

◎調査事項 
○委員長（大渕紀夫君） 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。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それではご説明申し上げます。本日の議会運営委員会ですが、委員以外の

方々につきましては委員外議員として召集してございます。 

議長の諮問事項に関する点でございますが、議員定数の見直しについて、先般議会報告会が行われまし

たが、その関係についてご審議いただく予定です。資料につきましては、議会報告会で出ました質問項目

を添付させていただいておりますのでよろしくお願いいたします。 

もう１点ですが、今、議会広報を作成中でございまして、議会報告会の内容も掲載する予定になってご

ざいまして、その中に質問項目列挙されておりますので、これがいいかどうかというところにつきまして

も確認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） それでは今、局長から説明がありましたように委員外議員として全議員の参加

による議会運営委員会といたします。なお、発言につきましては、それぞれ自由に発言して結構と、委員

外議員のどなたということは言いませんので、自由にご議論願えればというふうに思います。 

中身につきましては、10 月２日から５日までの間、3 日間にわたり町内７カ所で議会報告会をいたしま

した。このことについてのそれぞれの皆さんの感想、ご意見、また今後の進め方等で、もしご意見があり

ましたら、それぞれ自由にご議論を願いたいというふうに思います。 

なぜこのことをやるかというと、この後、議員定数についての議論を議会運営委員会が行いますけれど

も、そのための皆さんのご意見をきちんと反映すると。また町民の意見も反映するということでご意見を

賜りたいということでございます。 

なお２点目の、議会広報の関係につきましては、それが終了後議会広報についての、これ広報特別委員

会がやられる中身ですけれども、掲載の内容がいいかどうかということでのご確認というか、ご意見とい

うか、これを伺いたいということであります。 

それでは早速、反省を含めた会議に入りたいと思いますけれども、それぞれ４カ所出席されているわけ

ですけれども、そのことを中心にしても結構ですので、ぜひ一つご発言を願いたいと思います。 

最初、議長何かございましたら。議長説明されましたので、口火を切っていただければと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 口火ということなのですが、この度、大変皆さんご苦労様でございました。議

会報告会ということで、結果的に見れば町民の方、来ていただける方が少なかったかなという感じはいた

しますが、やはり少ない中ででも議会が町民の中に出て行くという形の中では、私は一定の来ている人だ

けかと思いますけれども、一定の評価を受けたのではないかと。やはりああいう機会を今後もやっぱりや

っていってもいいのかなという感じは受けました。 

 また、実際に議会改革の報告もやったわけですけれども、やはり多くの町民の、来ない方も含めて考え
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ますと、議会議員の動きがさっぱり見えないということで、なんか議会議員というのは本会議だけが議員

の役目みたいに感じていたのが、改革して常任委員会等を閉会中にやっていることもある程度理解を受け

たのではないかなということから考えれば、重複しますけれども、やはり表へ時々出て行って、町民と意

見交換するのも必要なことではないかという具合に思います。 

 当然質問や何かの内容については、議会議員の動きが分からないという中では、ああいう意見がたくさ

ん出てくるのはやっぱり当然だと思いますので、今後我々としてはできるだけ町民の目に見えるような形

の活動なり動きをしていかなければならないのかなと。それではその動きがどういうことなのだというこ

とになりますと、これいろんなケースがありますので議会全員で、皆さんで考えてこれからそのような方

向に持っていけば、もっともっと議会議員が町民に理解されるような形になるのではないかと、そんな感

じを受けました。 

 こちらの報告の仕方についても、もうちょっと一般の議案ですか、町とのやり取り、これらも大きなも

のについてはこういう経過でこういう議決をした結果なったのですよというようなことも、やはり大きい

ものを選択して報告するのも、意見交換スムーズにいくひとつの項目なのかなという感じを受けました。 

 取りとめのない話しですけれど以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、全議員さんどうぞ思ったことを発言していただきたいと思いますので。

はい、氏家委員外議員。 

○委員外議員（氏家裕治君） 僕は、数カ所に分かれて今回の議会報告会、決して無駄ではなかったよう

な気がします。確かに、その現場に足を運んでくれた町民の方々は、人数的には少なかったようにも感じ

ますけれども、いろいろな意見を聞くことができたという部分では、本当に無駄ではなかったろうと思い

ます。 

ただ、多くの町民の方々は、議会が今後どういう方向性を示すかということを静観しているような、そ

んな気がしてなりませんでした。現場に来てくれた方々の意見、それから来られなかったけれども、議会

としてどういう方向性を示すのかということを静観している人方のほうが、なんとなく平成 11 年度 12 年

度当時のああいった陳情につながってくるような、そういった思いを持っているような気がしてなりませ

んでした。 

ですから本当に今後、議会として一度こういった段階を踏んだわけですから、議会としての方向性、し

っかり議論を進めていかなければいけないのではないかなと。そんな感じをして帰ってまいりました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私は、参加人員の少なかった原因、これはどこにあるのだろうかなと。そういう

ふうに考えていたのですが、これについては、私の地区では広報を配るときに、一斉に何部もたくさんあ

りますよね。例えば 10 枚くらいあるだとか。それと一緒に挟んで、私そのものが回覧したのですけれど

も、この辺に何か問題がなかったのかなと。周知を図れなかったのではないだろうかと、そんなような気

がしてならないのです。ですから、この辺については、やっぱり町民に知らせるタイミング。それと回覧

の方法とか、周知するための方法、これらについてもう少し考えてみる必要があるかなと。そういうふう

に考えております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ鈴木委員外議員。 

○委員外議員（鈴木宏征君） 私は、今回の議題でこういう報告会をするというのか、これ報告会という

のも、最終的には報告会という形になったのですが、最初は意見を聞く会みたいな話だったと思うのです

が、それには反対でした。それでもそういうふうに決まりまして、私も４カ所出て人数は少なかったので
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すけれども、先ほど議長もおっしゃったように、町民と対話をするということは非常に大事なことだなと

感じました。人数が少ない中でもいろんな意見を出していただきまして、非常に勉強になったこともあり

ますし、これから病院の問題ですとかいろいろ町民の多くの意見を聞いて結論を出していくということが

必要な事項が、大きな事項がたくさんありますので、学校の問題ですとか、こういう議題こそ今回みたく

意見交換会というのですか、報告会みたいのを開いて、多くの町民の意見を聞きながら議会も進めていか

なければならないなというようなことを感じてまいりました。 

 報告会は、こういう試みは非常に良いことだなというふうに感じて終わりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 斎藤委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） この報告会が、定数をかなり大きなウエイトを置いて意見を聞こうという

ことだったと思うのですが、その直前に出された町民のアンケートの結果なんかも、かなり参加していた

人は冷静に受け止めていたのだなという気がするのです。随分それが影響あるのかなという気がしていた

のですけれども、かなり冷静だったなというふうに思うのです。 

ただ、そこの中で私が感じたのは、議会が進めている改革というものを決して町民は無関心ではないと

いうことを、よく出ていたのかなという気がするのです。 

実際に定数の問題や何かよりも、すごく強く感じたのは先ほど議長も述べていましたけれども、議会が

良く分からない。議員活動が見えていない。それから町民の利害に関係する重要な課題、それをチェック

しているのかもしれないけれど、チェックの結果を全然住民に知らせていないではないか。こういうよう

な意見というのがございましたよね。これすごく大事なことじゃないかと。やっぱり議会としては改革の

中で随分町民の中に出ているのだという話もしたのですが、やっぱりそれでは不十分、それぞれ 20 人が

２0 人とも地域に出てそれらについて述べる義務をきちんと果たさなければならんということを盛んに言

われたのではないか。そうだとすれば私たちは実際に議会に出ていてやれることといったら、議会報告会

をやるか、それから議会の活動ニュースを出すか、あるいは街頭宣伝をして歩くか。そんなような方法く

らいしか考えつかないのですけれども、やはりそれらを一人一人に求められているのではないかという気

がしたんですよね。 

実は中に、会派のことについても出されました。単なる会派は派閥なのかということが出ていたので

すけれども、決してそうではないのだという、もっともっと議会活動を効率よく、成果のあるものにする

ために会派があるんだ、会派制度をとっているのだということを述べたわけですけれども、これらなんか

については会派って何なのか、もっともっと会派が頑張ってそれぞれの質を向上させていかなければなら

ないのではないかということをずばり言われたような気がするのですよね。ですから、改革のこれからの

方向としては、やはりそれらについて本当に我々一人一人が真剣だったかどうかということを厳しく反省

してみる必要があるのではないかと。私はこんなふうに感じ取りました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 全体的にはいろいろと具体的な意見を聞かせていただきました。ひとつは財

政問題に対する関心は非常に強いのではないかという印象は受けました。特に夕張の問題がございました

のでそれに関連して、白老町の体制はどうなのかと。議会はどこまでそれを厳格にチェックしているのか

なというひとつの提起があったような気がいたします。  

 定数問題につきましては、やはり関心が高いわけですけれども、減らすべきか現状維持かというと、こ

れは具体的には両者半々くらいの意見かなという気がいたしました。 

全体的には議員活動に対する周知度の問題で、やはり理解があまりされていないという観点からの意見
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が非常に多かったのではないかととらえました。 

それから、議会に対する使命の問題で、やはり議会というのは厳格に、町の行政を良く見てもらって、

そしてどのような内容でそれを審査しているのか、していくのかという議会に対する使命感というものの

課題が多かったような気がいたします。最後に私は、やっぱり議員個々に対する良識の問題が問われてい

るのではないかというとらえ方をしてまいりました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） この報告会終了後に、会派の中で検証というものを行っていませんので、あくま

でも個人的な見解として述べさせていただきたいと思います。 

 町民の参加人数を見た限りで申し上げますと、私は今回の議会報告会は失敗であったというように感じ

ております。議会改革や議員の定数には、あまり町民は結果だけを見て関心はなかったのかなと思わざる

を得ない部分がございます。直接町民生活に響いてくるような問題であれば、おそらくもっと関心をもた

れたと思うのです。広報にも出しておりますし、あるいはマスコミの方々も新聞等にも載せていますので、

皆さんこの報告会があることは知っていたと思うのですよ。ところが結果としてこれだけの人数しか集ま

らなかった、議員の数のほうが多かった日もございます。 

 結果的には私は失敗だったと思います。今後議会報告会をやる場合には、議会報告会そのものは、私は

反対ではございませんけれども、賛成をいたしますけれども。もっともっと大きなテーマでやらなければ

意味のないものではないのかなというふうに感じました。 

 それと、この報告会とは別に、もっともっと議会の中で定数をどうするのかというのを並行に詰めてい

くべきであったのではないのかなと思います。12 月までに議会としてはもう結論出しますよというよう

なお話をしていますけれども、もう 10 月の中を過ぎている状況でございます。もっともっと会派の中で

つめて、そして代表者会議で、もうこの時期においては精力的に作業していっても本当はおかしくない時

期だったと思うのですよ。あまりにも時間が長すぎるのではないのかと、この点はやはり反省して、今後

短いスケジュールではございますけれども、どんどん精力的にやっていかないと、なにか、わずかの期間

でばっばっと決めてしまうと、こんなような状況にならざるを得ないような状況でございますので、この

全体的な進め方。議員の定数に関してですけれども、これについては反省すべきところは反省しなければ

ならないのではないかというふうに感じております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の方どうですか。はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 何点かお話ししたいと思います。議会の説明会、前段で説明会は町民の方々にき

ちんとした説明ができるようにということで、議員たちで様々な勉強をしましたけれども、本当に報告を

する時点での、こちら側の姿勢の中にもうちょっと、きちんと分かっていただいていないということを前

提に説明をしなければいけないのではないかということを、改めて感じたものです。 

 それだけ町民の方々は議会議員を選んで出しているということに対して、私たちがどこまでそれに答え

られているのかなということ。議会改革をしているということがどれだけ町民の方々に知られているのか。

ほとんど知られていない。また内容もわかってもらっていないということでは、今回の報告会をさせてい

ただいたことは、本当に少数でしたけれども意味があったと思います。ただ内容については、もうちょっ

と検討すべきこともあったのかなというふうに思っています。 

 それから、昨日も仙台市のほうへ行ってお話ししたのですけれども、２万人の人口と言うのは、やっぱ

り町民の一人一人の中へ議会が入っていけると。そういった意味では大変うらやましいというふうに言わ

れました。私も議会報告会のお話をしました。その中でやっぱりそういう一つ一つのことに対して意見を
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もらえるということの重要性というのを再認識しました。 

 それから、議員定数のことに関しては、町民の方々やはり何のためなのかというのをよく理解してもら

えなかったのではないかというふうに思います。私たちもなぜなのかといわれたときに、「歳費だけの問

題なのか」「歳費だけの問題なら解決する方法があるだろう」「資質の問題なのか」「資質の問題も解決す

る方法があるだろう」ということで、私は改めて議員としての姿勢の在り方というのを、今回いろんな面

で考えなければいけないなと思いました。 

 町民の方々は、「議員が 20 人必要だったら、歳費を下げてでもやるべきではないか」と。そういう話も

出ました。「人数を下げてもっといろんな人が出られるようにしたほうがいいのではないか」そういった、

重みのある幅のある意見が多かった感じがします。ですから本当にこれから、議会が出していく方向性の

説明責任というのはすごくあるなと私は感じました。 

 どちらのどういう結論を出すにしても、報告会でもお話ししましたけれどもこういうことをやっても後

は何もないと。ですからきちんとした報告、説明責任をするべきだろうと。予算に関しても議会と町は両

輪だと私たち良く言いますけれども、そのことが本当に町民にそうなのかと、見えていないという部分、

賛成して今までの町の行政がされてきたのだろうと。だからその説明責任はきちんとするべきではないか

という。これ私はたいへん重く受け止めました。 

 ですから後は、広報のあり方だと思います。議会広報がやはり町民の方々に、議会を知っていただくひ

とつの大きな方法だと思いました。特集を最近あまり組んでいないような気がします。そういう中で大事

な点、大事な項目はきちんと議会広報の中で特集を組んできちんと町民の方々に分かりやすく説明をして

いくべきではないかなと感じました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい他。はい、西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 今回の議会報告会に当たりまして私、個人的に感じたことは、町民の皆さ

んは議員に対して非常に期待していらっしゃるのだなというのを感じました。 

 確かに、参加人数は少なかったのですけれども、来ていただきたいというふうにお話しした中で、一番

多かった町民の方々の声が、来なかった方々の声が議員の定数は議員が決めるべきなのだ。我々が行って

話しするべきではない。「そこまで議員を信用していいのですか」と言ったら、「議会でちゃんとやってく

れるから」という意見が結構あったのですね。当日いらっしゃった方々の多くの意見が、「なぜ議員を削

減しなければならないのか」という意見が結構多かったと思うのです。 

 歳費のことばかりで、議員が減るのはおかしいと言う意見が多かった。最後の日、5 日の日だったと思

うのですけれども、室蘭の市議会の方が見えましたけれども、その方が帰り際に「この議会報告会を聞き

ましてびっくりしました。室蘭市だったら削減しろ。削減しろの大合唱なのに、ここの場所に来たら「な

ぜ削減するのだ」不思議だ、びっくりした。こんなに信頼されている議会なのですか」とそういうふうに

おっしゃって帰られました。 

 私はやはり、議員としての期待感が非常に強かったのだな。それだったらもっと議会報告会で議長の報

告、副議長の報告ではなくて、町民が本当に望んでいるのは懇談会だったのではないかな、そのような気

がいたしました。 

 今回の結論、どのような形になるか分かりませんけれども、これから議員としてどのような姿勢で、ど

のような資質で町民と対話するか、そういう懇談会を増やして欲しいなと思いました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 具体的なことでも結構ですが、一通り人当たり、各議員さん感想でも含めて発

言していただきたいと思いますので、どうぞ。はい、近藤委員外議員。 
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○委員外議員（近藤 守君） 今回の報告会なのですけれども、やはり私どもの地域も 22 名ですか、と

いう数字が出ておりますけれども、私が当日あまり来ないので、動員をかけて半分は来てもらったという

状況です。 

 その中で、私は聞く以前に、やる前には、議会報告、要するに行政改革をやって、そんな報告をするの

は自分たちがやったことを町民に知らせる必要ないのではないかと。その仕事は当たり前ではないかと、

そういうことが結構あったわけです。ですから何も、自分たちがやったことを町民に俺偉そうに言う必要

はないというのは結構おりました。またそれと、定数の問題つきましても、西田委員と同じように自ら自

分たちが選ばれて出た議員なのだから、自らが決めて定数を決定すべきだというほうがほとんどなんです。

そういうこともありまして、今回の報告会に参加者が若干少なかったのかなと。そんな気がしてなりませ

ん。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、小西委員外議員。 

○委員外議員（小西秀延君） 今回の報告会で、私はちょっと人数が少なかったのですが、こういうこと

はやっぱり続けていったほうがいいと考えております。人数が少ないから次回またやめようという形にな

りますと、余計町民との間が開いていくような気がしております。また何かの問題があるとき、こういっ

た回を重ねていくべきだというふうに感じておりました。 

 そして、町民のとらえ方としては、今回この報告会において定数のお話が出たわけですが、定数に関し

ては削減ありきという形で議会が動いているのだろうなというニュアンスが町民の方にはたいへん広く

浸透していたのかなと思います。そういう形がありまして、定数を減らそうという方は自分の意見がもと

もとそっちと合うものだから来る人が以外に少なかったのかなというような感覚を私はとらえました。 

 前の小学校に適正配置の問題のときもだったのですが、自分の意見と違うことがボンと出てしまうと、

そういうのにはいっぱい意見が集まりますが、似ているとなかなか集まらないという形がありますので、

そういう形だったのかなという気がいたしました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 総体的に議会報告会という形を取れたということは、非常に一歩、二歩前進した

というふうに僕はとらえています。内容的にはみなさんおっしゃるとおり参加者が少なかったということ

については非常に残念だなというのが率直な意見であります。 

 内容的には、もっと激しい意見が飛び交うのかなと思いました。だけど現実的には財政の問題を絡めた

中の議員定数の考え方、それから資質向上を伴う議員の定数の考え方、この２点くらいに絞られるのかな

んというふうに思います。 

 今後の我々の議論の中では、大きくこの部分が作用するのかなというふうに、今とらえています。 

 ただ、今本町においてもいろんな懸案が出ています。報告会の中でもいろいろ町民の疑問点というのも

出ました。やっぱり町民の顔が見える議会づくりというのも必要かなというふうに思いますので、議会報

告会が今一番直近の中では良い手法かなと思いますけれども、いろんな手立てを考えるような改革も進め

るべきかなというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他どうですか。ありませんか。はい、土屋委員外議員。 

○委員外議員（土屋かづよ君） 先ほど皆さんお話になっていました、やはり参加する人数が少なかった

ということに対しては、私たち議会人としての責任もあると思うのですけれども、その前に議員定数の問

題について町民の皆さんから出た意見をいろいろくみ取って、一体何のための定数削減なのかということ

が非常に疑問視されていました。やっぱりこれは、私たちもう少しいろんな形で議論を深めていって、財
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政的な問題なのか、本当に定数がそれで目いっぱいなのか、削減しなければならないのかということをき

ちんと精査していかなければならないのではないかなということを思いました。 

 多くの町民の皆さんが、議会に関心がないわけではなくて、この議員定数とか議会改革についての前段

のいろいろな説明がなかったということもあると思うのですね。それはやっぱり、町民の皆さんからいろ

んな形でもっと多くの声を聞けたらなと、今後期待しております。 

○委員長（大渕紀夫君） 他どうでしょうか。同じ方、何度発言さても構いませんよ、どうぞ。 

今の状況でまとめられる状況になればいいのですけれども、今の状況では本音が出ているようには思え

ませんけれども、私は。いかがですか。 

〔「委員長の意見は」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 私は、これはやってもちろん良かったと思っております。皆さんおっしゃいま

したように、意外ともうちょっと定数問題で激論が交わされるのかなというふうに、私自身もある種の期

待、刺激を含めて考えていたのですけれども、そういうものが極めて少なく感じました。それはなぜかと

言うと、事前のアンケートに私は率直に現れていたのではないかという気がしています。 

 それはどういうことかというと、2,000 人にアンケートを出して、答えた人が 200 人。議会の動きがほ

とんど判らないと答えた人は 75％、そして択一方式がそのまま 18、15 と。理由が全くないと。そういう

中でつけられているということを考えれば、逆に言うと私は非常にある意味で関心の高い方が参加された

というふうに私は思いました。これは個人的な見解です。ですからそういうことで言えば、アンケートの

取り方によって非常に変わる中味を持っているのだなということに、後の報告会の中で感じました。 

 ただ、どなたかおっしゃっていましたけれども、町民はやはり議員と接触をしたいというふうに非常に

思っていると。そういう感じはしました。 

 それと、かなり的確にものを見て発言されている方もいらっしゃる。報告の仕方を、議会側がきちんと

精査をしていかなければいけないであろう。報告も答弁もそうですけれど、我々の側のある意味での勉強

の仕方にもかなりいろいろあるのではないかという気が、率直にいたしました。 

 そういう点では今後この種のことをやるときには、全員参加で本当にみんなが共通認識で、町民の皆さ

んにお話をしていけるような、そのような形が必要かなということを、私自身は個人的に感じたと言うこ

とであります。他、加藤大先輩どうですか。 

○委員（加藤正恭君） 非常に参加者が少なかったということを、非常に残念に思った１人ですが、ただ、

少なければ少ないなりの発言の場というのがあると思うのですが、テーブルのセットが、対面にしたとい

うのが、来た人も話しづらい面があったのかなと。コの字かロの字型に、少ないなら少ないなりに、ぐる

っと囲むような方法にしたほうがざっくばらんに話ができたのかなと。それだから参加者が少なかったと

いうことにはならないのだけれども、少ないなら少ないなりの発言の雰囲気作りが、あのままでよかった

のかなと。今後のためにも参考にしてみたらなと思います。 

 それから、定数削減の問題が大きなテーマだったのだけれど、委員長がおっしゃったようにあまり積極

的な発言がなかったと。それは具体的な数値というものが出ていないから、漠然としているという面もあ

ったのかもしれないけれども、それ以上先に進まなかったと。ただ、減るか増やすかだけの議論だけだか

らなかなかそういかなかったのかなと。実はそのような感じを受けた。 

 財政の問題が、議員を減らせば歳出が減るとか、報酬を上げる下げるというような議論というのはあま

りなかったような気がするのだけれども、白老町の財政についての質問が本当に少なかったということで

すね。ただ、夕張の話は所々出たような気がするけれども。私も待ち構えていたのだけどもあまり質問が  
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なかったから、答えることができなかったのだけれども、白老会場で質問があったのだけれども時間がな

くて説明も不十分だったという面がありましたけれども、あまり財政のことは難しいと思うから、質問す

るほうもできなかったのかなというような感じもします。 

 重点的に今後広報などを通じて、白老町の財政をできるだけ分かりやすく説明するような方策を検討す

るように、げんき号に載せるような方向、できるだけ分かりやすい方法で報告する必要があるのではない

のかなという気がしました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他ご意見ございます方。はい、氏家委員外議員。 

○委員外議員（氏家裕治君） 先ほど私が発言させていただいた部分で、多くの町民の方々は静観してい

るのではないかと私言いました。さっき小西委員が言っていた思いを、ちょっと僕も頭の中で整理して答

えさせていただきたいと思うのですけれども。 

 やっぱり最初から、定数削減という形の中で、議員活動の中でもいろいろな会社訪問をしてみたり、い

ろんなところでそういう話をしております。完全に議員削減をするのだなという思いで見ている方がたく

さんいらっしゃったのではないかなと。その中でその方向性を、その場に行ってもし反対意見があれば、

「なんで削減する必要があるのだ」と。「今のままでも十分町民の意見は取り入れられているのか」と言

う意見もたくさん出ていたというのは私も知っております。 

 現場でそういう意見が出るということは、議員削減に対して、僕はさっき反対か賛成かは５分５分だと

いう意見がありましたけれど、なんとなく全体的な雰囲気からいったら、参加された方の意見を見れば「な

んで削減しなければいけないのだ」という意見が多かったような気がするのです。 

 ですから僕は先ほど、小西委員がいったように最初から削減について皆さんの意見を聞きたいという形

の、そういったものが前面に押し出ていた今回の議会報告会だったのかなと思うと、そういう思いを同じ

思いを持った町民の方々が出席されていない方々に相当数いらっしゃるのかなと。私としてはそういうふ

うに考えているのです。ですから、先ほどいったように今後議会の中でしっかり話し合って、その辺につ

いては考えていかなければいけないのではないかなということで先ほど申し上げました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他どうですか、ご意見ございませんか。はい、鈴木委員外議員。 

○委員外議員（鈴木宏征君） 私も、今の氏家委員のお話と似ているのですが、その前に議長が議運のほ

うへ２名か４名削減の方向で検討していたと。意見をまとめてくれないかということを答申された。何で

議運がなかなかきちんと、自分自身にとらえられなかった部分があって、今回町民の方から何で削減する

のだと質問をされたときに、議長が私たちの答弁をする人でしたので、議長からその答弁を会場は違いま

すが２回か３回、同じような答弁をしていたのですが、それを聞いているとやっぱり明確に議長もこれと

いうことで答弁ができなかったなというふうに僕は聞いていたのです。 

 ひとつは、財政が大変だと。ひとつは周辺の市町村を見てもみんな削減しているのでうちも削減しない

で黙っているわけにはいかないのではないかというようなことを。そのようなことが削減を検討してくれ

というふうに議運のほうへ答申した議長の考え方なのだなということが今回なんとなく自分の中で確認

したのですが、このことは、非常にもっともっと事前に議員の中で議論しなければだめな部分ではなかっ

たかと思うのですよ。 

 それが曖昧になっていた部分が、さっき委員長がおっしゃっていたように一枚岩といったらおかしいで

すが、みんなが同じような気持ちで報告会に、それは私だけかもしれませんよ。他の委員さんはそれなり

に理解していたのかもしれませんけれども、そういう部分があったのではないかと自分では思っています

ので、やはりここら辺一番大事なところ、「なんで削減しなければならないのだ」という議論が、何かち
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ょっと抜けていたのではないかという気が、僕はするのですが。ここら辺僕はこれから進めていく中では

一番大事なことかなというふうに感じました。 

○委員長（大渕紀夫君） どうですか。はい西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 先ほどの私のいった話の中で、ひとつ抜けていたと思うますのは、議員の

報酬のことについてなんですよね。議員削減と報酬について、町民の皆さんが説明を聞いてもあまりすっ

きりしなかったような印象を受けました。議員を削減したら報酬を上げて、そういう素晴らしい人たちが

議員になれるのか。専従できるのかといったらそうではないと。やはり報酬等審議会を通さなければ、報

酬を上げられない。そういうような説明の中で、町民の方々がもどかしさを感じているように私は感じま

した。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他ありませんか。はい、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 町民の方々が定数に関して、私も正直、懇談のときに申し上げたのですが、「半

分にすれ」とか厳しい意見も出ると思いましたという話もちょっとしたのですが、一番町民が望んでいる

ことは、議会の役割、チェック機能、それからいろんな政策に対しての意見をきちんと述べる。それから

政策提言もしていけるような、そういった力を議員がつける。そのために２０名が必要なのかどうなのか

という議論を、私はやはり議会がすべきだと思うのです。 

 町民の方々は、一番期待しているのは人数ではなくて、議員がやるべき仕事をきちんとできることをや

って欲しい。だからそれに対しては報酬だとか、そういうことは関係ないのだなと思ったのですね。 

 一番厳しいなと思った言葉は、議員の出席日数のお話をしました。その中で「そしたら１ヶ月平均１０

日ですね」と。「じゃあ、20 万円の報酬だったら１回に２万円ですね」という話が出ました。それはちょ

っとドキッとしたのですが、そんな計算を私もしていなかったものですから、そういう単純に言われちゃ

うとなんて言っていいのか分からない気持ちになったのですが、やっぱりどっちにしても議会はさっきも

言いましたように結論を出すと。町民の方々はやはり大きく見てくれているのだなと、甘えるのではなく

て。 

 だから私たち議員はこれから定数を減らす減らさないではなくて、どういった形で議員が資質を向上し

て、削減をするにしてもそれはきちんと、削減のチェック機能も資質も向上させてがんばっていきますと

いう、そういうふうに説明ができることをやっていかなければいけないのだなというふうに思いました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。具体的なことで何かございませんでしたか。町民の皆様方との報告質問等

の中で、具体的なことでこういうことがあったとか、こういうことはどうなのだろうということはなかっ

たんですか。いいですか、皆さん。ありませんか。はいどうぞ、氏家委員外議員。 

○委員外議員（氏家裕治君） 今回、宗像委員に議会報告会を通しての開催事項についてまとめてもらっ

た、広報にまとめる部分があるのですけれども。僕はこれはいろいろな会場の中でやったすべてのとりま

とめなのですけれども、見ていくと本当に、例えば議員のモラル、また町民との信頼関係、質の向上だと

かですね、人数を減らして報酬を上げるべきだとか、財政的な部分で人数はそのままにして報酬を下げる

べきではないかと。端的にこういった部分でまとまっている部分があるので、僕は具体的なと、今委員長

が言われた部分に関しては、こういったものもあるのではないかと自分なりには解釈していますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） この件についは、もう一度伺いますから。議会広報、議会だよりに載せること

以外のことについてはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それではございませんので以上といたします。 
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後、議会報告会の件なのですけれども、今氏家委員からお話後ございましたけれども、全体的に見てこ

のような形で載せていくのでは、皆さん参加していますので、「こここういうふうに変えていただいたほ

うがいい」とか、これ議会広報の中でもやっていただきますけれども、今回は全員参加していますので、

もしそういうことがございましたら出していただければと思います。議会広報でそれを受け入れていただ

けるかどうかは別にいたしまして、ご意見があればどうぞ。はい山本委員。 

○委員（山本浩平君） 質問なのですけれども、今回の町民参加人数等を載せる予定あるのかどうなのか。

載っていますか、すみません。はい分かりました。失礼いたしました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。内容でもしこういうところを載せたほうがいいのではないかということが

あったらということなのです。ただ、各会派から皆さん議会広報には委員さんが出られていますからね。

今日やるそうですから、もし間に合わないことがありますので、変えていただけるかどうか別ですよ。だ

けどこういうことを載せたほうがいいのではないかというご意見があったら言ってください。 

この会議が終わってから議会広報やって、ここ決めるっていうことなものですから。はい、宗像委員外

議員。 

○委員外議員（宗像 脩君） 実は、広報委員会のほうで、この議会報告会１ページを担当するのが私と

いうことになったのですけれども、７会場でやっていて私が全部の会場に出ているわけではありませんの

で、それぞれ分担をして、ここの会場ではこういう話だったということを書いて、私のほうで集約をしま

した。それを全部載せることは到底不可能ですから、いくつか載せなければならないということで、例え

ば議員定数についても、議員のモラルあるいは信頼関係、資質の問題、そんなことも出ていましたから、

まずそれを載せて、あとは定数を減らす必要がないという意見もあれば、減らしたほうが言いという意見

もあれば、そういうことがあったものですから、大体こっちが多くてこっちが少ないということではなく

て、同じような分量にして載せたつもりです。 

 あと、議会改革についてもいろいろと出ていましたからそんなこと。わずか８項目しか載らなかったの

ですけれども、そんなところで載せてみました。たまたま今日、このあと広報委員会もありますので、ま

だ間に合いますから、どうぞ忌憚のないご意見等を伺いたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今広報の担当の委員さんからもそういうご意見ございました。もちろん議会事

務局で作っていただいた項目別のものもいっていると思いますけれども、中味についてございますか。は

い、斎藤委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） 検討してもらいたいと思いますが。大きな見出しで議会報告会なのですが、

下の議会改革について、議員定数について、その他の意見等がものすごく強い活字になっているのですよ。

別々に見えるのですね。これ、お互いに連携し合っている意見なのですから、ここのところの見出しがあ

まりにも強すぎるということがひとつ。 

それから、もうひとつ。確かに出た意見をそのままいくつか拾っているのだろうと思いますけれども、

その拾い方によってはとらえ方がみんな違ってくるのですよね。そうすると、議会広報だから議会として、

その話し合いの中で歩いてまとめた感想だとか何かを載せていく必要がないのかどうなのか、例えば２、

３人の削減が良いなんていったら、もうこうなったのかというような。こんなふうにとられる。減らせと

いうことがかなりあったのだなと。15 人くらいにしてと具体的になっていくと、それが１人歩きするよ

うな感じもないのではないかなという気がするのですよね。 

ですから、広報委員会として、こういう雰囲気でしたとか、こういうことが要望されましたとか。そう

いうような形でまとめることって必要ないかどうか。それは、お任せしますけれども。というふうな感じ
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がします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今のご意見については広報委員会の中で議論してみてください。は

い西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 議会報告会開催についての、下のほうに議会の動きというのも入っていま

すね。正直言いまして、町民から出された意見の中で、かなり抜粋してのっかってしまっているので、私

は本来は、これ半分ではなくて、両面開き一枚になるくらいになるべく町民の意見をたくさん載せててほ

しいなというのが率直な気持ちです。 

 私こういったのに、俺こうやって言ったのに載っていないのではないか。というふうに思われるよりは、

なるべく多くの意見を載せてて欲しかったなという思いがありました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、紙面が決まっておりますのでそれを編集委員会の中でどこまでできるか

というのは、私のほうではちょっと良く分かりませんので、それはまたやれる範囲で、できるかどうかと

いうことを含めて検討してください。ここでどうのこうというわけにいきませんのでね。他。 

基本的にはこういう形で出されていますけれども、文章がどうのこうのではなくて、今出たような意見

を十分考慮して議会だよりの中で検討していただきたいと思います。 

この件についてはよろしいですね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 今後のことですけれども、明日から議会運営員会を開きます。その中で、今皆

様方から出たことを含めて議論をつくしていくと。当面、今週明日と、27 日ということで２回の議会運

営委員会を準備しております。その後７日もやりすけれども、そういう中で精力的にこの定数問題と、議

会改革の２次改革の検証を行ってまいります。今皆さん方から出された意見を十分考慮しながら、ここで

近日中に意見を集約していくという形をとりますので、３日間の議会運営委員会が決まっておりますから、

精力的にその中でやるということでご理解を願いたいと思います。 

各会派につきましては、１週間に１度くらいの割合で会派会議を持っていただくというふうになると思

いますので、その点も含めてお願いをいたしまして議会運営委員会を以上で閉じたいと思います。ご苦労

様でございました。 

 

（閉会 午前 １１時２９分） 


