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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１１月７日（火曜日） 

開  会     午前  １０時００分    

閉  会     午後   ３時１６分 

             

○議事日程  

審議事項    1. 議長の諮問に関する事項について 

        2. 一般質問の資料配付の件について 

3．その他 

            

○出席委員（１０人） 

委 員 長   大 渕 紀 夫 君      副 委 員 長   吉 田 正 利 君 

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

吉 田 和 子 君              谷 内  勉  君 

議   長   堀 部 登志雄 君      委員外議員   根 本 道 明 君 

   玉 井 昭 一 君              西 田 祐 子 君 

            

○欠席委員（１名） 

 委   員   加 藤 正 恭 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） 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） 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） 皆さん、おはようございます。今日の協議事項ですが、１点目とし

まして、議長の諮問に関する事項、２項目ございます。議員定数の見直しについて、それと第２次

議会改革の検証についてということでございます。 

 それと２点目に先般、一般質問で資料配付がございまして、後日、議会運営委員会の中で協議す

るということになっておりました。管内の町村の状況を掴まえましたのでそれを提示して、まず１

回ご検討いただきたいと思います。 

 その他でございますが４項目あります。新年度の予算編成がすでに入ってございまして、前回の

議会運営委員会でも執行方針を示させていただきまして、非常に財政が厳しいというところもござ

います。今、事務局レベルで計数を出しまして、１回財政の方に上げておりますが、査定に入りま

すまでに議会の意向としての考え方をいただきたいと思います。それと２点目ですが、全員協議会

の要請が来てございます。それのご審議をいただくということでございます。それと、報告事項と

してウォームビズの取り組みについて。それと、年賀状の欠礼についてをご報告申し上げていきた

いと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） なお、本委員会に加藤委員が欠席をするという届けが出ておりますので、

欠席をしておりますことを報告いたします。 

 それでは、調査の順序ですけれども、状況によって若干変更しながら進めるというふうにいたし

たいと思いますので、今日、どうしても３番目は、特に予算関係は今日、議論しておかなくてはい

けませんので、１番目の１、議員定数の見直しの議論の後、先にそちらの方をやりたいというふう

に考えております。いずれにしても、午後からにはかかりますけれども、議会の検証の部分を最後

にいたすというふうな取り扱いで行きたいと思いますがよろしゅうございますか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのように進めさせていただきます。 

 それでは、最初に議員定数の見直しについて。この件についての調査に入りたいと思います。資

料が出ております。説明することがございましたら。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方からご報告申し上げたいと思います。昨年ですが、管内の動

向を１回お示しさせていただきました。先般、議会報告会の中では、公表されている定数の数値を
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もとに公表させてもらいましたが、最近の動きが必要でないかということで押えさせてもらいまし

た。内容等は見ていただければわかると思いますが、右から３番目、改定予定数のところが今後、

各町村で改正される動きのある部分です。もう条例改正したところと、今後、条例改正するところ、

それと、今、審議中のところとございますが参考にしていただきたいと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、資料の説明ございましたが、何か聞くことありますか。ありま

せんね。それでは、参考にしながら議論を進めたいと思います。前回、各会派から数字の状況を出

していただきました。それを持って帰って、各会派で議論をしていただくというふうになっており

ましたけれども、まず、最初に各会派のご意見、会派会議でのご意見を賜り、その後、議論に入り

たいというふうに思います。各会派の現状認識について、まず、お話を願いたいと思います。 

町清クラブ、谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 先ほど、話がありましたように、代表が今日、所用がありまして参加できな

いということで私の方から発表したいと思います。 

 一番最初に議員定数の件ですが、これについてはですね、前回発表しましたとおりに、17 名とい

うことでしたいと思います。あとの法的根拠から始まって、議会運営上の必要な議員、議会のチェ

ック、町民の声、これらにつきましてはですね、前回、説明終わっていますので、そのように了解

してもらってよろしいですね。そういうようなことで前回どおりということで確認をしておきます。 

 それと、ちょっとだぶるかもわかりませんけども、この辺の話がちょっとまとまりましたので話

しておきます。一つはですね、議員報酬の件について。これについて、やはり、若い人が出られな

いって、前回も全く同じような意見出ました。それと同じような意見としまして、やはり若い人が

出られるような体制づくりが必要であろうというような話が出ています。これについては、苫小牧

あたりも報道関係にちょっと出ていましたけども。これについては、44 万ということですけども、

ある人はですね、やはり、このままでは生活は出来ないと。ですから、やはり、これは上げるべき

でないかという、そういうような意見もありますと。そういうことでですね、これはやはり、均等

に若い人が出られるような条件づくりは今後、検討していくべきじゃないかとそういう話が１点あ

ります。 

 それと、もう１点なのですが、特別職の報酬審議委員会ありますよね。これについて、前回、メ

ンバーをいただきました。あの確認はしておりますけども。この審査委員会に議長がオブザーバー

として出席してはどうですかという意見が出されました。これについて、どういうふうにするかと

いうのは検討していただきたいとそういうふうに思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 次、新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブは従前、報告したとおりの中身で変わりなしということであり

ます。人数的にも考え方についても。ただ、各会派、それから、委員外議員の言われた数字を皆さ

んにお知らせしましたところですね、だいたい共通認識に立ったのかなというような認識を持って

いるということの意見がありました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 前回、報告いたしました人員、それから、各々の理由については全く
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変わりなくて、そのままの状態でございます。いろいろと話はありますけれども、特に今回の場合、

類似市町村の議員定数がだいたい出ておりますけれども、それらを加味して検討すべきでないかと

いう見解に立っております。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところですけれども、会派会議で相当議論をいたしました。一つは、

以前から言われている全道議長会の事務局なんかの話を参考にいたしますとですね、自分達が自ら

議員定数を減らすということは、まさに議会の自殺に近いことだというふうに、これは一貫して全

道議長会の事務局はそう言っているわけですね。地方自治法の視点から見ても、やっぱり、それは

おかしいと。自分達が自分達でそういうふうにしていくということ自体がね、地方議会をどう考え

ているのかなというふうにね。これは、今までの事務局長さん全て同じ意見でございます。そうい

う視点から見てね、地方自治ということを考えた場合にいかがかということであります。 

 それから、２点目に町民の議会報告会の中身を考えますと、もちろん全町民の意見ではございま

せん。非常に関心度の高い方が出られたということも事実かもしれませんが、しかし、そこに来て

いる方々の意見のお話を聞きますとね、「議会を充実してほしい」と、「もっと、きちんと議会活動

をやりなさい、議員の皆さん。」と、「質を上げる、上げると言うのだけれども、実際にどこが上が

っているのですか」というような疑問がかなり出されました。「そのことをやってから議員定数のこ

とをやった方がいいのではないの」という意見も各会場で出ました。私は全くそのとおりだと思い

ます。定数削減があって、議会の質が上がるのではなくて、質を上げて町民に問うという姿勢が我々

の中に必要ではないかと。例えばですね、これ、広報「げんき」なのです。お読みになっていると

思うのですね。ここに町民活動、行政活動の充実というのがございます。町職員の能力向上、町議

会活動の充実に期待大って、こういう見出しで「げんき」に。これは町民アンケートの結果ですよ。

そのトップ、関心の高いもののトップが議会活動の充実になっているのですよ。町民の皆さんの意

見ですよ。70.6％です。ほとんどお読みになっていると思うのですけれども。こういうところに町

民の意識が、実際にこれは報告会に来た方じゃございません。そういう形で議会活動の充実。定数

減らせって書いていないのですよ。ですから、そういうところで考えた時ね、本当にどうなのかと

いうふうに私たちは考えています。 

 もう一つ、報酬の問題です。若い方が出られるというのは、何かいかにももっともらしく聞こえ

ます。しかし、ここの今の現議員の方々、これより定数減らすと若い方は出るのはなかなか大変に

なります。私は、報酬で本当に出ないのかなと。報酬を上げるということは、イコール、ほとんど

の現職の方々の報酬が上がるということに繋がっていきます。当然です、これは。今の方々がじゃ

あ若くないのかと、こういう議論になって行った時に、私は財政問題の議論がされている中で報酬

を上げるために議員の定数を減らすというふうに取られかねないと。議員の皆さんの報酬を上げる

ために定数を減らして報酬を上げるのかと。それだったら、何のために定数減らすのということに

なりはしないかと。そうしたら、逆に言うと、報酬を上げないのだったら定数を減らさなくてもい

いという議論になりますよね。報酬を上げないということを前提にすれば定数は減らさなくてもい

いという議論になるのかどうかということですよ。ですから、そこは我々が考える範囲のことと、

そうでない範囲の部分があるのではないかと、こういう議論がずいぶんされました。私が申しまし
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たように、今の状況で言えば、財政的に本当に大変なのであればね、私は報酬を下げても定数は減

らすべきじゃないというのは我々の会派から出ました。ですから、根拠というのを明確にすると。

報酬を上げるために議員定数を減らすのか。そうであれば、それが本当に若い人たちが出られると

いう根拠になりえるのかどうかと。ここら辺がですね、非常に問題。じゃあ、我々の歳費、いっぺ

んに 40 万まで上げられるかと言ったら、これは上げられませんよ。10 年経って 40 万にするという

のは至難の業ですよね。段階的に上げていくと言いますけど、何年間でどれだけ上げれば若い人出

られるのというふうになるのではないのかなと。そういう点では説得力は極めて乏しいのではない

かというような議論になりましたので、その辺だけお話をしておきたいと思います。議論はその程

度です、私たちの会派はね。次に公明党。 

○委員（吉田和子君） 私たちもこの間、意見を述べましたのでそのとおりということで。人数的

にはちょっと幅がありますけれども、白老町にとって本当にチェック機能、この間も言いましたよ

うに、十分そういうことが出来る体質を作っていくということが重点ではないだろうかというふう

に考えております。私は、議員定数を減らす前に議員の資質を上げるという話もありましたけれど

も、うちの会派でもそういう話がありましたけど、議員の資質というのは定数によって変わるもの

ではなくて、それは個人の研さんであり、会派のやっぱり、持っている意味も重要でしょうし、そ

ういった中で自己の研さんというのはしていくべきでしょうし、やっぱり議員としてどう自覚を持

つかという、それぞれ個々の本当に持つものが多いのではないかというふうに思います。ですから、

資質と定数とは私たちの会派では関係はないだろうと。ただ、人数が少なくなった分、チェック機

能が悪くなったとかそういったことがないような意見交換をしっかりして白老町として必要な定数

をきちっと出すべきではないだろうかというそういうお話になりました。報酬等については、この

間言ったとおりです。その後は話はありません。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員の２名の方、発言があれば発言を求めます。発言ございまし

たら、どうぞ。玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） この間から、今日も資料配られておりますけれども、近隣の町の議

員定数、特に白老町の次の人口である虻田町が18 になっていると。こういうことも加味すれば、私

が前回言ったような18 人ということが妥当かなと、こんなふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、ありませんか。無ければですね、今、各会派のご意見が出ましたけ

れども、それに対してお聞きをしたいこと、それから、また、議論をしておくべき必要があること、

ありましたら、どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 町清クラブの方から議論の中で議員報酬の絡みの話をお聞きしたのですけ

れども、前回もその議論をしていたと思うのですが、やっぱり捉え方として、気持ちとしてはわか

らないでもないのですけど、やっぱり仕組みとしてはこの間言ったとおりだと思うのですよね。そ

れで、議長が特別職の報酬等審議会にオブザーバーで入るという中身は、やっぱり、ちょっときつ

いのかなと思うのですよね。これは僕の個人的な意見なのですけども。この間も、加藤代表が言わ

れている中身も一種、捉え方としては筋が通っている話なのですけれども、その仕組みの状態と言

うと、報酬等審議会のそもそもの性質上、やはり報酬を決められる立場の人間がアドバイザーと言
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うか、そういう立場の中で入るというのはなかなか、やっぱり厳しいのかなと。求められたら出て

行ってもいいのだろうけども。そういう考え方にならないのですかね。ちょっと変な言い方ですけ

ども。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 今の意見なのですけども、いろいろ今あった、そういうような話もいろいろ

出ました。しかしね、今、言った審議会の中にというのはね、内容というのはですね、全く我々に

聞こえてこないようでは困るのではないかというそういう話なのですよ。ですから、やはり、そこ

の会だったら会に出て、そういう状況を把握すれば、いろいろな流れとか何とかというのが分かる

んでないですかという、そういうことから出てきているわけです。ですから、全くこことは別個な

形で進んでいってこっちという、その繋がりを持ちたいというそういう考え方で出してきているわ

けです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 局長に聞くのですけども、この報酬等審議会は開示されているのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には情報公開の条例が適用になって、全部の委員会、原則公

開ですからね。たぶん、非公開にしているという意味合いでは聞いておりませんから、たぶん議事

録等は取れるのでないかと思いますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そういう意味では、今、谷内委員おっしゃった、何をやっているのかとい

う部分のところはある程度掌握できますよね。ただ、やっぱり、意見を述べられる立場でアドバイ

ザーで行くという中身はなかなかきついのかなと。この辺はやっぱりね、我々きちんと認識してお

かないと。何か行けそうだみたいな話になっているとね、我々も報酬のところで我々の意見が入る

みたいな捉え方をされるとちょっとまずいのかなというふうに思うのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 今言ったアドバイザーという言葉が不適切だったかもしれません。ただ、や

はり、私が言ったのはそういうアドバイザーというよりも、意見をそこにある程度述べるというの

ではなくて、要するにその状況を知るということでそういうところに参加をして、やはり傍聴を含

めたというようなそういうこともちょっと言いたかったのですけども。そういうことでその席に参

加するというよりも、やはり傍聴すると言うかな、逆にそういうような感じでも居たほうがいいか

なという考え方の方が強いです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっとはっきりさせておいた方がいいと思うのですけれども。今、定

数の議論で報酬の議論ではないのですけども。ただ、傍聴は、今のところ傍聴が拒否されていると

いうことはございませんので、傍聴されたかったら、どうぞされた方がいいと思います。傍聴は出

来ますから。今の段階で拒否をされたという話は聞いておりません。報酬等審議会が別だというこ

とであれば別ですけれども、他の委員会は全部、財産管理委員会でも何でも傍聴出来ますからね。

私も傍聴したことございますから。傍聴ということであれば、それなりに傍聴されたらいかがかと
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思います。 

 他。一定の議論をしていかないとですね、これは詰まっていきません。このまま、ずっとやると

いうわけにはいきませんので。それぞれの考え方を含めてね、各会派会議の中で出たこと等々含め

て議論をしていくということが必要だと思うのですよ。私はやっぱり、今、議論になっている報酬

と定数の問題をどう考えるかあたりはそれぞれ出されたらいかがでしょうかね。それぞれの考え方

あって構わないわけですから。そういうことをちょっと詰めていかないとね、このままずっととい

うのは、そうはないことで。少しずつ、こう。私は報酬と定数は切り離して考えるべきだという考

え方ということをさっき述べましたけど、そうじゃないよという意見がありましたら、どんどん議

論された方がいいと思うのですよ。山本委員、先ですのでどうぞ。 

○委員（山本浩平君） 前回、私どもの会派の方もですね、報酬に関しましては、レベルを本州並

みに少しは近づけた方がいいのではないかという我々の意見なのですよ。決して、若い人が出られ

る環境を整えることを優先すべきだからということばかりではなくて、それも一つあるのですけれ

ども。私どもは16 という数字を想定していますね。その想定した中においてはですね、今後、委員

会構成も変わっていく可能性も秘めているというふうに捉えているのです。その中で当然、出席し

なければならない日数もかなり増えていくだろうと。その辺もやはり加味した場合ですね、やはり、

それだけのことをこれからやっていくわけですから、少しは本州のレベル並みに報酬を上げるとい

うよりも近づけるべきだという意見でございます。ですから、決して若い人が出られる環境を作ら

なきゃならないからという理由だけではなくて、そういった部分も含めて私どもは考えております。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 一つ、先ほども年齢の話が出ましたが、私は基本的には年をとってい

るからとか何とか、そのような若さの判断でなくて、年配の方でもやはり精神的な若さがあれば十

分対応できると思いますし、そういうふうな意味ではあまり固執はしていないのでございます。 

 今の報酬の問題なのですけれども、ともかく、主張は主張でいいのですけれども、私はやはり今

回の議会改革の中で我々がやろうとしている改革の内容を町民がどの程度認識してくれるのか、そ

れが逆に我々内部から報酬の高さをどうこうということを主張するのではなくて、町民の中からそ

のような声が出るということを期待した中で進める方法がいいのではないかなという考えを持って

いるわけでございます。そういうふうな意味では、ともかく、いろいろと議論あると思うのですけ

れども、間接的な考え方で、直接、審議会に参加するとか何とかということはやはり町民の誤解も

受けやすいという捉え方があると思いますので、私は直接的な、そのような審議会に参加するとか

ということについては、今回の場合は避けるべきでないかという考えを持っているわけでございま

す。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私たちの会派も、前回も述べましたように、議員定数を減らしたからとい

って報酬どうのこうのということは議論すべきではないというふうに考えています。というのは、

私たちは議員ですから、もちろん町民との議会報告でいろいろお話を伺いました。その中ではいろ
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いろな意見が出ましたけれども、私はその中で一番思ったのは、財政が大変であれば報酬を下げて

定数を減らさない方がいいとかという意見もありましたし、私はやっぱり議員ですから財政のこと

はきちんと考えるべきだと思います。ですから、議員定数を減らした分は、私は、他に使うことが

あればそちらの方へ回して当然だろうというふうに思っています。16 人ないし、何人になるか分か

りませんけれども、報酬等審議会という正式な場があるわけですから、16 人にした中でその審議会

の方たちがどう判断されるかだと思います。やっぱり人数が少なくなった分、委員会とかあり様を

全部点検してくれるわけですから、その中で本当に日数が多くなって、今の報酬では駄目じゃない

かということが結論として出されれば、それは、専門的に勉強して、そういうふうに検討された結

果を私たちは尊重すべきだというふうに思っています。私たちは、今、白老町の議会の今の形態の

中で、本当に何人になったら一番議会を、また、今までのやってきたものを低下させることなく、

しっかりとやって行ける数が何人なのかということの議論をしっかりすべきだというふうに思いま

す。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 吉田和子委員のセコンドではないですけども、やっぱり全くそのとおりだ

と思いますね。我々の会派も前回言ったとおり、今、１議員の、変な話ですけど 400 万という数字

を提示されたことを鑑みてですね、定数を４減らすということは 1,600 万の財政留保が出るという

ことなのです。そのことについて、それを分配してくれという中身ではないのですよね。要するに

他のものに使っていただくということもありますけれども、質を上げるために議会の研修費だとか

いろいろなことにも充当してほしいと、これがうちの会派の全体の認識なのですよ。16 でやりきる

ということになると、やっぱり内容的にもかなり精査する部分が出てくるので、やっぱりいろいろ

な学習だとか研修を行わなければ対応出来ないだろうということなのですね。今、やっていないの

かと言ったら、そうではないのですけども、さらにやっぱり、我々が目指している議会改革の到達

点に行くためにも、やっぱり質の向上というのが永久の目的ですから、その部分のところの費用に

回していただきたいというのが我が会派の意見です。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 新政クラブさんに、ちょっと今の意見に対しての質問になるかもしれませ

んが。これはこういった考え方でしょうか。議会費全体の底上げをすることであって、例えば政務

調査費だとか報酬だとかに関しては上げる必要はないと。あくまでも議会費としての考え方でしょ

うか。政務調査費を考えておっしゃっているのでしょうか。その辺をちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 政務調査費という、そういう名目が出ましたけれども、それに固執してい

るわけではありません。ただ、我々が考えている16 という数字になって新しい体制の中で会派構成

だとかということがきちんと明確になった時にですね、その必要性については論ずればいいとは思

いますけども、今の考え方で言うとやっぱり議会費の底上げということになると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、どうですか。谷内委員。 
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○委員（谷内勉君） 今、言った議員定数と報酬の件についてね、誤解されたら困りますので確認

しておきますけども。要するに、減らした分だけ上げなさいというそういうような言い方ではござ

いません。これは全く切り離して考えるべきと。これはもう当然のことだと思うのですが。この辺

について、やはり、ちょっと僕がはっきり言わなかったもので、その辺だけはっきりしておきたい

と思います。ただ、やはり、その中でいろいろな話が出たのは、要するに、議員の資質の向上とい

うのは我々の会派の中でも大きな声で出てきました。そのためにはどうするのだということ。その

ためには、先ほど山本委員からちょっと出ましたけども、政務調査費ですね、これらを有効に使う

という考え方も必要でないかとそういうような意見も出ております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 例えば具体的に質を上げるという話で言えば、例えばね、もちろん用事

で出られない場合もありますよ。だけど、本会議や各種委員会の出席状況、遅刻の状況、こういう

ことをやっぱり公表する。これは、やっている議会たくさんあります。当然やっているところもあ

ります。やっぱり、そういうことも含めて、我々、議論をしていかないと。町民の皆さんに理解し

てもらうということは、じゃあ、具体的にどういうことをするのというふうになった時に、ただ単

に質をあげますよということにはならないわけですから。具体的にそういう項目があれば、政務調

査費だけが質を上げることでは全然ないと思うのですよ。我々自らが努力をするということは、や

っぱり皆さん町民に選ばれているわけですから議会は最優先ということになっています。議会に出

られないという時は議長が許可をしないこともあります、こういう理由だということで。駄目です

よという場合あるのですよ。それに無視して議会に出なかった場合は懲罰の対象になりますから、

議会というのは、議員というのは。そういう厳しいものなのですよね。ですから、そういうところ

まで考えたら、やっぱりね、この出席の状況、それから、遅刻の状況、病気で出ない場合もありま

すから病気なら病欠って書けばいいです。そういうところまでやっぱりね、精査されていくという

意味なのですよ、質を上げるという意味は。ですから、そこら辺の議論もきちんとした方がいいの

ではないですか。それが違うのであれば違うというふうにしていけばいいわけですから。ただ、会

議規則の中ではそういうふうにあります。議会を最優先して出席しなさいということがあります。

出席出来ない場合で、公の理由として認められない場合、懲罰の対象になるということは書いてあ

ることですから。ですから、そういうところまでやっぱりきちんと議論をしておくという必要が私

は、今の例ですよ、他の部分も含めてきちんとやっぱり議会の原点に帰って議会活動をするという

ふうにしていかなくてはいけないのではないかなと思うのですけど。単なる問題提起です。そうい

うことにご議論があればね。そうして、議論を深めていかないとですね、やっぱり町民の皆さんに

見える議会にするという意味はそういう意味だと私は思っておりますので。今の例ですから、他に

もたくさんあると思うのですよ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） それは、すごく大切なことだと思うのですけれども、質を上げるというこ

とはさっき僕も言いましたけども、議会改革の中でのテーマなのですよね。それはやっぱり、ここ

で区切りがついたということではないと思うのですよ。今、委員長の方から提案があったことも、

やっぱり改革の中での議論だと思うのですよね。それが一つの質の向上のアイテムと言うんですか、

それはやっぱり、受け取る方の判断だと思いますから。発信は必要だとは思いますけれども、それ
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を議論するという中身になるのですかね。やらなきゃならないことでしょ。そう思うのですけども。

一つの例だと言っていましたけども。非常に抽象的になっちゃったかな。 

○委員長（大渕紀夫君） いやいや、僕が言っているのは何かと言うと、今、町民の皆さんが今の

議員定数をどう考えるのかって投げかけて、そして、我々、議論しているわけですから、そういう

ことがよく町民の皆さんにわかるように議論を我々していくべきだろうという意味なのです。一つ

の例として挙げたのは、質を上げるというのは、我々はこういうことでも質を上げるから、これだ

けの定数で大丈夫ですよというものを示していかないと駄目でないのという意味ですよ。ですから、

今、熊谷委員言われたように、当然、議会改革の中で今まで出席率の議論をしてこなかったという

のはまずかったかもしれませんし、提起もされておりませんから。ただ、私はそのことを言ってい

るんじゃなくて、そういうことも含めて質を上げる手立てをどうやって取るかということの議論も

なかったら、ただ、質を上げると言ったってどうやって上げるのってなりませんかと。町民の皆さ

んはそう思わないですかということを言っているだけですから。その一つとして、そういうことも

議論をしていけば、本当に町民の皆さんによく見えるような議会になっていくのではないのかなと

いうことですから、誤解をしないでください。そういうことをしなきゃ駄目だ、議論しなきゃ駄目

だ、そんなことを言っているのではないのですよ。全然違いますから。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 僕らの会派は従前からずっと言っているのですけども、質の向上というこ

との判断基準になるかどうかはわからないですけども、やっぱり議会をよく理解されていないとい

う声をよく聞きます。どんな活動しているかわからない。それで、議会改革の中の取り組みの中で

は、やっぱり出前トークだとか報告会だとかということに取り組んでいます。今回も、評価は別と

してですけども、今回の議会報告会というのは非常に僕はやって良かったなと思っているのです。

ということは、やはり町民の前に議会が向き合うという姿勢ですね、知ってもらおうという姿勢を

示したということは捉え方によっては資質の向上に繋がっているのかなというふうに思うのです。

だから、僕はずっとこういうことをやり続ける、これもやっぱり資質の向上の一つのアイテムかな

というふうに思いますけどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。ご意見ございませんか。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、ずっと考えていたのですけど、資質と姿勢と違うような気がするので

す。もちろん、資質を上げることで姿勢に表れるのかもしれませんけれども、先ほど、委員長がお

っしゃったように、出席だとか遅れるとか連絡も無しに来ないとか、それはもう姿勢の問題だと思

うのです、議員としての。だから、それをやっぱりきちんと、これは会派でもきちんと今、締めて

いかなきゃならないでしょうし、もちろん議長・副議長、それから、議運の委員長・副委員長、そ

れから、各委員長・副委員長のそれぞれの委員会に対する、やっていく中できちんと言っていくべ

きでしょうし、それを公表する、しないは皆さんの意見を統一して出すべきなのかなというふうに

は思います。ただ、質を上げるということは、今、政務調査費というのがありますけれども、やっ

ぱり、このあり様がすごく誤解をされて町民の中にあるというような気がするのです。ですから、

どういう形で私たちが質を上げるためにどういったお金を使いたいのかということを明確にすべき

なのかなというふうに思います。それが政務調査費という言葉になった時にきちんと説明がつく、
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きちんとした形に出来る、そういったものにしないと安易に質を上げるために、政務調査費が無け

れば上がらないということにはならないと思うのですよね。ですから、そのあり様、研修のあり様

をしっかり精査していく中で必要としたものを政務調査費としてやるべきなのか、それとも、議会

の中の何か違う形でもっていくのかということはしっかり議論しなきゃならないことなのかなとい

うふうに思うのですね。 

 あともう一つ、資質の向上というのは、お金には変えられないいろいろな手法があると思ってい

ます。だから、それをやっぱり自分自身がどう研さんをしてやっていくかだと私は思っている方な

のですね。ですから、今、委員長が言ったように、資質と姿勢とちょっと別に分けて考えた方がい

いというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 最終的には意見を統一していかなくてはいけません。それぞれの会派の

言うことだけでは決まって行かないわけですから。そういうところを詰めていくためのご意見を、

こういうふうにしたり、こういうふうに改革すればこういう形になりますよというようなところに

意見をまとめて行かなくてはいけないと思うのです。ですから、そういう意味でやっぱり町民の皆

さんが納得するというような議論の積み上げに私はしていきたいと考えていろいろなことを申し上

げているわけですけども。そこら辺でご意見ございましたら、どうぞ。これは、賛成多数で決める

ものじゃございませんのでね。委員外議員、西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 私も、皆さんのお話を聞かせていただきまして定数に関しましては

お話し合いの中で決められた数に従わせていただきたいなと思っておりますけれども、そこの中で

報酬のこととかお話が出ていましたけど、私は前回も申し上げましたように、政務調査費というも

のに関してはもう少し白老町議会で考えていただきたいなと思っております。例えば、市町村アカ

デミーで年間、議員のための講演会と言うのですか、そういうような研修会がございます。白老町

議会では毎年２名ずつという形でやっておりますけれども、本州の方の自治体ではやはり政務調査

費を使われて、ほとんどの議員が参加していたりとかそういうこともされております。別の委員会

なのですけども、町立病院の小委員会の方で話が出ておりましたけれども、長さんという方の講演

会がお一人参加費１万円ということで、どうなのだろうという意見が出ておりましたけれども、や

はり、そういう時にも政務調査費を使って行く、そういうような形で白老町議会として議員の資質

を上げる、向上させたいということであれば、そういうところにお金を使っていけるような、そう

いうような議会費であってほしいなと思っております。ですから、先ほども吉田和子委員がおっし

ゃっておりましたけれども、政務調査費を明確にするべきだということで、やはり使った分に関し

ては領収書を１円からでもきちんと公開する、そういうような姿勢があれば、私は町民からも受け

入れていただけるのではないかなと思っております。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、どうですか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） これは会派と関係なく私の提案ですけれども。私も約８年、町議会に在籍

させていただいているのですが、従前はよその市町村の議会も見る機会がありまして、当町の議会

というのは議会改革、それから、要するに倫理条例、これもいち早く取り組んでいることは私が町

議会議員になる前から高く評価されていたということも事実であります。その中においてですね、
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今回、議長の諮問の形で定数の話をずっとさせていただいているのですが、非常に皆さんのご意見

の中というのは葛藤もあったし、すごく理論立てて考えられている方もいらっしゃいますし、非常

に内容的には、僕は非常に高い議論をしているなというふうに思うのですよね。それは何かと言う

と、やっぱり議会改革だと思うのですよ。これをやっぱり進めることによって、今、政務調査費の

話も出ましたけれども、結局、研さん、あとは要するに能力を高めるための努力というのは、金銭

的なこともあろうかとは思うのですけれども、やっぱり、その土壌というのは、うちは出来ている

と思うのです。あとは手法の問題を議論するだけの話の状態かなというふうに思っているのですよ

ね。その中でやっぱり、今、これでやりきれるだろうと、チェックも落とさないでやりきれるだろ

うという議論に集中すべきかなと思うのです。ということは、前回出ていた常任委員会の話だとか、

中身のチェック体制はどうなるのだろうという議論を進めた方がいいのかなというふうに思います

けれどもどうでしょうかね。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、熊谷委員から議会が機能を果たせる数と言いましょうか、定数

がどれぐらいかということの議論を少し、中心とは言いませんけれども、きちんと議論をしておく

必要があるのではないかというご意見がありました。私も、もちろん、そう思いますけれども。こ

の点について、ご意見のございます方、どうぞ。 

それではですね、ちょっと議会事務局から、今までの中で法律的と言いましょうか、考え方で基

本的に違っている点、違っている点と言ったらおかしいですね。法律的に違ったところへ行っちゃ

ったら困りますから、そういうことを含めて何点かありましたら。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは１点だけ。先ほどらいから議員報酬と定数の議論になって

いるかと思いますが、これは、一緒にすべきじゃないなと思います。というのは、報酬等審議会が

出来た経過というのはですね、長い歴史の中で、従来、議会が報酬額を決めていて批判があったと、

お手盛りであるという部分がかなり昔から批判があった。それが、今の総務省も含めて、それぞれ

の全道の議員会がいろいろな折衝の中でこういう制度が生まれてきたという部分がありますのでね、

これは議会が関与すべきでないという部分がたぶんあるのだろうと思います。ですから、さっき議

論出ているように、そこに議長が入れば、ましておかしな形になりますのでね。だから、こっちの

部分と、こっちの部分は一緒にすべきではないのでないかなと。確かに若い人が出て報酬額がとい

うのもございますが、その辺が、議会が自ら言うということが、また過去の部分に私は戻るのかな

という気がしまして。本にはそういうような形で書いてありますのでね、その部分はちょっと分け

て考えた方が、私はおかしくならないのかなというような気がちょっとしたものですから。余分な

あれかもしれませんけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、話されたことは基本的にはそうだと私も思います。そういうことを

押さえた上で、しかし、必要であれば議論することは構わないわけですから、そういうことを踏ま

えた上で一つ議論を。そういう経過がありますよということを踏まえた上でご議論願うというふう

にして行きたいと思います。 

 それでは、議会の機能の問題で、一つは来年の４月から常任委員会が複数に参加できるというふ

うに自治法が改正をされました。今、ちょっと事務局に聞きましたらね、施行例は11 月の中頃では
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ないかということと、条例そのものをここで作らなくちゃいけませんから、条例自体、準則みたい

なものがまだ来ていないとなると。準則は来ているそうです。だぶって出られるというのは、全員

がだぶって出てもいいのかどうかとかね、あるのですよね。だから、全員がだぶって出られれば、

例えば 16 人なら 32 人、延べで出られるということになりますよね。そうしたら、８×４＝32 で、

８人ずつで４つの常任委員会が作れる可能性があるのです。そういうふうになるというのは考えら

れないし。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 法律の、要するに地方自治法の条文は今まで議員１人１つの委員会

を所属しなきゃならないという規定があったのですけど、今度から少なくとも１つとなるのですよ。

ですから、１つが必須なのですよ。少なくとも１つですから。だから、裏を返せば２つでも３つで

もいいということになります。今まで、便宜上、常任委員会的な特別委員会というのがございまし

たよね。例えば、うちで言うと議会広報がそうなのですよね。というのは、常設の特別委員会とい

うのは基本的に好ましくないのですよ。ですから、こういう部分を常任委員会に移行するとか。例

えば、予算に関する特別委員会を常任委員会制にする、決算のそれを常任委員会制にするという部

分が今、この間の26 日でいった時の、正式なものじゃないですけど、全国の政務調査部長さんとい

う方がお話されていた中での表現としてはそういう部分がありました。ですから、これからはそれ

ぞれの議会がどのように取り組むかというのは決めようだと思います。ですから、今の常任委員会

形態を元にして広報の特別委員会をやれば、２つ加わる人は必ず出てきますよね。今は特別委員会

ですからそうじゃないですけど、広報を常任委員会とすれば２つ関わることになりますよね。です

から、それぞれの常任委員会の決め方。例としては、さっき言った、予算、決算の常任委員会。期

間でしか関わりないのですけど、例えば補正予算も当然関わりますし、そういう部分が示されては

おりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そういうふうに今の局長のお話を聞くと、特別委員会の性質というのは目

的を果たしたら解散ということになりますよね。常任委員会というのは所管を持てるということで

すから、事務調査を持てるということですから、かなり、やっぱり中身的にはチェック機能が果た

される部分というのは多くなりますよね。言っている意味わかりますか。今の白老町の特別委員会

の形態と常任委員会の形態を見てですよ。だから、特別委員会はその目的が達成すると委員会が無

くなるわけですから、その目的に沿っての、要するに所管しか出来ないわけですよね。だけど、常

任委員会になったら、それに関わる所管の全般を全部議論出来るということですから、かなり議論

の幅が出ますよね。調査の幅も。これはやっぱり、そういう部分の地方自治法の改定によってです

ね、そういう制度が活用出来るのであれば、16 でも僕は十二分に機能は果たせるのではないかなと

いうふうに思いますけども。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ、それは常任委員会の作り方ですからね。今の範囲では全て網羅さ

れているわけですから、今の状況で。ですから、今でもそこをやろうと思ったら出来ないことはな

いのですよ。ただ、縛りがあって、３つ分かれていれば、自分が所属したのはそこしか出来ないと

いうだけの話ですよ。そこを深めることは今の状況でも出来るのですよ、同じことですから。それ
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を幅を広げて新たなものを取り組むということではなくて、例えば私が民生と産建に所属すれば広

がるという意味と同じことなのですよ。今、言われたことは同じことなのですよ。変わらないでし

ょ、考え方としては。と思うのです、僕は。だから、私が言っているのは新たな特別委員会を常任

委員会化するのではなくて、新たな常任委員会に参加できるということであれば、チェック機能は

確かに上がりますよね。倍、出るわけですから。その人は大変だけど。それは、そういうふうには

なりますよね。だから、今の話では、今ある既存の常任委員会、例えば広報をそうやって作ったと

しても。ちょっと話、途中ですけれども、暫時、休憩をいたします。 

休   憩      午前 １０時５７分 

                                           

再   開      午前 １１時１０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。ただ今の常任委員会

の件ですけれども、事務局から若干説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、私の方から。これは26 日にその会議でもらってきた準則

と言うか、全国町村議会議長会で示した文章ですが、その中の常任委員会の所属制限の撤廃という

ところがあるのですよね。法律上は、先ほども言いましたように、「少なくとも１の常任委員会とな

るものにする」と、「少なくとも」なのですよ。従来は「１の常任委員会」という規定だったのです

よね。ですから、「少なくとも」ということは撤廃されたということなのですよ。その中でですね、

「常任委員会の数及び定数は各議会が自由に決定するものであるため、標準会議規則の改正は行っ

ていない」と、全国では示していないのですよ。「この改正による各議会では、従来の１人１委員会

制をとるか、複数委員会制にとるかが判断になる」ということなのですよ。「１人委員会制を採用す

る場合にあっては、委員会条例を改正する必要はない」と、「複数委員会制にする場合は常任委員の

数だけを改正する。」当然そうですよね。常任委員会を増やすか、数を増やすか、どっちかなのです

よね。「この改正を機に常任委員会の数も改正するということも考えられ、各議員よりわが町の常任

委員会の数、定数をどういうふうにするか検討を行うことが必要である」という書き方です。それ

で、「また」という書き方してあるのですよね。先ほど言ったような関係で、「従来、予算や決算、

議会広報の編集発行に関しては、これらを特別委員会で行っていたところもあるかと思われるが、

常任委員会として設置し、常設的に審査を行うことも考えられる」ということが書いてあります。

だから、予算常任委員会、決算常任委員会、議会広報常任委員会。決算も長くかけるという意味な

のか、予算も補正予算まで加わるというのか、それははっきりはしませんが。それは、中で考えれ

ばいいかと思いますけど、そういう部分だと思います。ですから、たぶん、これからは、一つとし

ては議会広報の特別委員会というのは作れないだろうと。特別委員会の主旨からしたら常任委員会

にせざるを得ないだろうなと思っております。「なお、常任委員会の議員の所属にて一定の規律が必

要な場合は１議員の所属する常任委員会数を制限する。国会も規定を委員会条例に置くことも可能

である」と。国会では規定しているのですね。２個を超えてやってはならないとか、２個の常任委

員会になるとかいろいろ規定がありますけど、そういう規定を条例の中に加えてもいいという書き

方がされています。ですから、そういう中でイメージを立てていただきたいと思います。以上です。 
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○委員長（大渕紀夫君） 今の聞いている範囲では、現存の常任委員会にだぶって加わるという意

味ではないね。だから、予算常任委員会というのを作れば、臨時議会で付議されるもの、それから、

定例会で補正されるもの、全て予算常任委員会で議論をするということが可能になるということだ

な。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２通りだと思うのです。今の３つにね、例えば定数を増やす、広報

と委員会を増やす方法２通りだと思う。 

○委員長（大渕紀夫君） 定数を増やすということは全員でやってもいいという意味。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば、今は６・６・８ですよね。６・６・８を１０・１０・１０

にするとかって。そうしたら、何人かはだぶりますよね。そういう方法と、常任委員会の数を増や

すと。定数も増やすかもしれませんし、そういう方法があるということです。いずれにしても、そ

の方法はそれぞれの議会で決めなきゃならないと。 

○委員長（大渕紀夫君） 質問、意見。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 考え方として、そういう大きなリブが出たわけですから、あとは今、言っ

たとおり、わが町に合うような構成の形をとればいいと。それをやっぱり議論することが、議会の

チェック機能の維持・向上ということに繋がると思うのですね。ここが大事だと思うのですよ、僕

は。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ、今の話で言えば、新たな常任委員会を作るということではないね。

新たな常任委員会ということは、今まで審議していたものが常任委員会に移行するということはあ

るけれどね。 

○委員（熊谷雅史君） だから、極論を言えばですよ、今ある３つの常任委員会を２つしてしまっ

て、16 を完全に半分に割ってしまうと。それで、新たに今、言ったような予算の常任委員会を作る

か、広報の特別委員会はもう無くなるわけですから、これは例えば議運にそのままスライドさせる

とかそういう考え方でやっぱり議論していくより仕方ないのではないですか。さっき、大渕委員長

が言ったように、４つにすることだって可能なわけですから。変な話、総務の中で所管を分けて、

要するに総務と文教というのを切り離しちゃって作っちゃうと。それから、民生は独立する。それ

から、産建は独立させる。こういう作り方出来ますよね。それで、産建の中に港湾促進のやつを入

れちゃうとか。例えば、民生の中にイオルを入れちゃうとか。そういう考え方って出てくると思う

のですよ。そうすると、完全にすっきりした４常任委員会で。だから、予算も、変な話、決算も総

務の方に入れちゃうとか、所管を。それだって可能でないかなとは思いますけどね。 

○事務局長（上坊寺博之君） いろいろな方法あると思いますよ。 

○委員長（大渕紀夫君） どうでも出来るでしょ。 

○委員（熊谷雅史君） 総務は予算と言うか、お金と条例と、それに固執しちゃうと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前は構成する数でやっていましたよね。６人いなきゃならない、８

人いなきゃならないと。だから、こういう議論がいらなくなっちゃうのです。 

○委員長（大渕紀夫君） イメージ涌きましたか。そのことを含めてもう少し議論出来ればと思い

ます。だから、チェック機能を高めるためにどうするかという議論になって行けば、今の状況で行
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けば、やっぱり休憩中にお話が出ていた通年議会というのが極めて有効な役割が果たす可能性があ

ると。いろいろ問題点は出るかもしれませんけれども。その代わり、議員の拘束というのが、今ま

でのように決められていなくて、ランダムにどんどん、どんどん入ってくる可能性はありますね。

状況に応じて議会が開かれるというふうになりますから。ですから、そういうことで言えば、やっ

ぱり、かなりチェック機能は高まります、今よりも。議会議決を取らなかったら出来ない所管事務

調査が、議会議決を取らなくても出来るようになりますから。そうなるとやっぱり、拘束されるの

はかなり決まった形にはなりづらくなるだろうなとは思うけどね。ただ、チェック機能ということ

で言えば、やっぱり他の隘路は別にして、通年議会というのはやっぱり、かなり有効に働く可能性

はあると思うのね。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、言った、通年議会の関係で言うとね、やはり、それだけ１年間会期

中ですから、休会はあってもね。全て、やはり、今、言ったように、何がどこで入ってくるかわか

らない部分がありますから。先ほどらい、いろいろ出ている資質の方の、大きな資質という面でね、

そういう面で見ると本当に 100％議会オンリーという考え方でないと、個人的な予定というのは全

く長期的には立てられないというような状況も出てくるからね。だから、やっぱりその辺もね。そ

れが議員の本来の当たり前の姿だって言われてしまえば、そのとおりなのですけども、そういった

のがやはりね、きちんと自分ら守れないのにただ決めちゃって、後から全部首絞められてね、あん

たら議会何やってのだ、議員何やってのだということにも。両刃の剣みたいな形になる可能性もあ

りますからね。その辺やっぱり慎重にね。なので、時間をかけて。やっぱり、非常にやったことな

いことですから、アピール度は 100％高いものなのですけどね。だけど、自信が伴わなかったら本

当にただそれで終わっちゃうものだから。非常にいい、今の段階でいい制度だなと思うけども、や

っぱり、よほど慎重に検討して議会改革という面からも考えていくべき課題だなという具合に思い

ます。だから非常に、そうすると簡単に議会やりますよというような形でどんどん、どんどんね。

やることは出来るのだけども、果たして２０名の議員がそこまで全部意思統一して動ければ、これ

は素晴らしい理想的なものが出来ると思うけど、なかなか現実的には正直言って、やはり、かなり

皆さんで議論してね、全員が意思統一を図って納得していかないと大変だと思います。全員がやれ

ば、町の方がどうのこうのということは、やっぱり町だってそれにはほとんど従ってくると思うの

でね。だけど、やったはいいけど、今度こっちの方が体制取れなかったら非常にみっともない感じ

になるからね。これは時間をかけてやるべき問題だなという具合に思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、言っている通年議会ということの考え方になると、定例会というのは

ないということですか。その辺はどうなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 定例会というのは、定例会という名前がつくかどうかは別にして 1 年間

に 1 回だから、それは定例会という名前じゃなくて制度として４回なら４回と決めれば出来る。局

長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 条例上は１回となるのですよ。１月に招集すると。通年だから。議

長の権限で、極端に言うと会期 365 日と定めるだけなのです。というのは、招集権は今はまだ議長
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にはないですから、町長にありまして、議会の運営上会期を定めるとかそういうものは議長の権限

があると。ですから、たぶん条例上は１月に招集すると、そういう形になると思います。だから、

定例会は１回です。国会と同じですよ。参考に申し上げますとね、国会は通年なのですよね。とい

うのは、なぜ国会議員さんは歳費と言うかと言ったら、１年間拘束されるから歳費なのですよ。地

方議会はなぜ報酬かと言ったら、１年間議会活動でないから報酬なのですよ。というのは、議会を

招集されている期間しか議員としての活動能力を持たないのですよね。ですから、12 月定例会が 12

日に招集されて14 日までが議員としての活動能力を有すると。そういう形になるものですから報酬

なのですよ。だから、その部分を理解しておかないと。案外、皆さん、歳費って使っていますけど、

それは間違いなのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 通年議会になっても、一般質問やなんかは手法として、いつでも出来る

という形になるでしょ。今みたいに前半で一般質問で、あと終わりじゃなく。常時、やり方によっ

ては、皆さん一般質問したいから、この議題について一般質問しますと通告すればすぐ出来るとい

うような形にまでなるようですからね。だから、ものすごくいいようなあれですけどね。だけど、

それにはやっぱりそれなりの一つのあれがありますけどね。そういう具合には出来るのだそうです

よ。だから、１年中会期ですと言われて、休会中でもね。やっぱり、そうすると全部拘束されるよ

うな感じですから、かなりきついですよ。 

○委員（山本浩平君） 今度、出馬する、しないとかそういったような検討になってきますね、そ

ういうふうになってくると。そういう人も出てくると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、今は検討中です。厚真も今、ちょっと検討しているという話

をちらっと聞いていましたけどね、局長にはね。たぶん、無節操にはならないと思います。という

のは、議長は休会を宣告しなきゃならないですよね。例えば、３月の一定期間終わったら、たぶん、

いつまで休会にするかというような判断が出てきますよね。そうしたら、たぶん６月まで休会する

という形になると思います。議長の権限として、休会中でも必要があれば招集出来るのです。会議

を開けるのですよ。ですから、それが俗に言う臨時会のような正確を持ってくると。ですから、本

会議で行けば、そんなに今と、４回にしようって町側と決めたらそんなに変わらないと思います。

ただ、先ほども言ったように、一番いいのは委員会活動なのです。委員会活動というより、ずっと

休会中ですから。会議開かれていますから。閉会していませんから、そこの中で自由な活動が出来

るのですよ。従来ですと、閉会中は議会活動出来ないものですから、議決してもらって所管事務と

いう特別な案件を作って活動しなければ活動できないのですよ。だから、これが無くなるというこ

となのです。だから、通常の所管事務になっちゃう。委員会協議会もなくなるのですよ。全部、委

員会になっちゃうのです、今度。だから、記録を録らないということが無くなる。 

○委員（熊谷雅史君） 絶対にそうしたら残るのだ。言った、言わないという話じゃないのだ。 

○事務局長（上坊寺博之君） なくなると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、常任委員会活動で言えば、飛躍的に前進するとは言えると思う。
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それだとか、例えば４回しか打ち合わせでやらなくても今は町長が行政報告したけど、その行政報

告のことを聞きたくても一般質問出来ないでしょ。３月は出来るけど、３月以外は行政報告したけ

ど、それについて聞くことは出来ないのだよね、一般質問では。だけど、今度は、それをちょっと

ずらせば、なんぼでも一般質問で聞けるというのさ。そういうテクニックは簡単に取れるというふ

うになるね。だから、その点ぐらいはすごくいい。特に常任委員会活動については極めていいので

はないと言うか、チェック機能というようなことで言えば、本当に飛躍的に前進する。だから、そ

れを乱用しなければ、かなりいい議会活動になる可能性はあると思いますけど。やっぱり、所管事

務調査取らなくてもやれるということは、政策形成過程に年がら年中参加できるという意味ですか

らね。例えば、町から問題起きて何かやるという時、所管事務調査通っていないから議員協議会し

か出来ないわってそういうことではないから、常時そういうこと出来ますからね。問題起きた場合

でも何の場合でも。 

○委員（吉田和子君） じゃあ今度は専決処分も無くなるの。 

○委員長（大渕紀夫君） ないです。専決処分は無くなる。 

○事務局長（上坊寺博之君） よっぽどでない限りは。 

○委員長（大渕紀夫君） 開けないという場合もあるかもしれないけどね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと参考にいいですか、専決処分の話が出ましたのでね。専決

処分も法律変わるのですよ。今までは暇がないという表現だけだったのですが、今度ね、確実に要

件が厳しくなるというかね。確か、具体的に専決処分をしなきゃならないという理由が立たないと

駄目になるはずなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。ただ今、11 時 30 分ですけれども、今、議論されているよう

なことを含めてね、議論をしていくということが・・・。ありましたか、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ありました。従来は議会を招集する暇がないという規定だったので

すよね。今度、新たに専決処分の規定が見直されましてね、議決すべき件について特に緊急を要す

るため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める時に専決処分が出来ると。

こういうふうな形でもうちょっと緊急性を明確に表さなきゃならなくなったということなのです。

ですから、暇がないという抽象的な表現じゃなくて、きちんとそういう部分が明記されたと。これ

も今回の中身の改革の大きいところだと思います。まだ不十分だと思いますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） このようなことをね、もう一度会派に帰って、チェック機能を充実させ

るためにはどうすればいいかと。そのことがやっぱり一つ大きなこととして出ています。それから、

先ほど局長からもありましたように、報酬と定数削減については切り離して考えましょうというこ

とですね。そこら辺、明確にして、やっぱり議会が議会として機能できる、その数がどの程度なの

かと。それをするために我々は、先ほどから熊谷委員も言っていますけれども、どういうような議

会改革に継続させて行けばいいのかね。そのことをやっぱり明確にしていくということが町民の理

解を得るという、もっとも理解しやすい中身になりますので、そこら辺のご議論を各会派でしてい

ただくというふうにしたいと思うのですけど、いかがでしょうかね。簡単にというわけには行きま

せんので、次回は21 日に議会運営委員会を予定しておりますけれども、それまで会派で会議をやっ
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ていただいて、このチェック機能を強化するためにどうするかと、また、政策形成過程に我々が参

加していくためにはどうすればいいかと、どれだけの人数でやれば議会の機能が落ちないかという

ようなことでのご議論を願えればと思います。どうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君） ちょっと、今の委員長のお話の点について、理解出来ないところがござい

ます。と申しますのは、当初、この議会のチェック機能というのは、現在20 名から、それぞれの会

派が何名にしますかと、それでそれぞれ数字が出たと思うのですよ。その数字を、この数字でもど

ういうふうにすればチェック機能が果たせられるかと。それで例えば、複数に参加するとかいろい

ろな意見が前回出たと思うのですけども。今、委員長がおっしゃっていることについては、もうか

なり議会改革の中身に踏み込んでいると思うのですね。僕は、そんなことよりは最低限のところで

どうやって今のチェック機能を低下させないかというぐらいに踏み止めておかないと非常に、先ほ

ど議長が申されたようにですね、本当にじゃあ自分達で出来るのかというようなことまで、理想的

なところの意見が会派でまとまってきてですね、実際に非常に自分達の首を絞めるようになりかね

ないようなことになるのかなという、ちょっと懸念が感じました。そこまで踏み込む必要があるの

かどうなのかというふうに私は思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、山本委員からそういう意見出ましたけれども、その点について、も

し、皆さんご意見ございましたら。そういうことだとことであれば、現状の中でチェック機能が落

ちない方法を考えるにはどうすればいいかという議論になってきますので。どうですか。無ければ、

これを定数問題の中で決めるとか、決めないとかということには当然ならない話でございます。我々

が目指している議会のあり様、あり方というのは、やっぱり、本当に町民のために、また、町議会

が議会の権能を果たすためにやるわけですから。いずれにしろ、どういう中身になるかわからない

けれども、そういうことは考えていけなくなると思うのです。ですから、そういう意味での議論を

願うと。要するに、今のままで黙っていたら、今のままと同じですから、減らすには減らすなりの

チェック機能が落ちない根拠が必要でしょ。その根拠を議論しているわけだから、そこまで行かな

くても結構ですから、そういう議論に止めますかという意味です。要するに、「やらなければいけな

い」、「これはやることが条件だよ」ということじゃなくて、「こういう方向で向かって行きましょう」、

「この後、こういうことが議論されることによって、定数を減らしても議会の権能は落ちないよ」

というような議論をするのか。それとも、現状の状況がチェック機能で維持出来ればいいですよと

いうか、そういう形での議論にするかという話です。ですから、それは両方やっても、僕はいいと

思っているのだけどさ。そこら辺でご意見あったら、どうぞ。要するに、これからの方向づけをど

うするかということですから。要するに、山本委員言っているは、例えば通年議会を今回のこれで

結論出すとかそんなことやっちゃ駄目だよということ言っているのでしょ。そういう意味だよね。 

○委員（山本浩平君） 先ほど、局長から説明あったと思うのですけども、報酬の件に関しては切

り離して考える方がいいですよというお話があったと思うのですけども。そうなってくると、絶対

これは切り離して考えられない事項に、僕はなってくると思っていますので、今、委員長がおっし

ゃったようなことを懸念しているのですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 議運ですから決められるけど、そこまでは踏み込んで、この場で、この
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定数の問題の中でそこの結論を出すということは、私はちょっと時間的にも不可能と思っています

から。ただ、そういうことを議論していきましょうということをね、やっぱり、いろいろ、もっと

もっと、もっとあれば広く見て、地方議会が出来る最大限の幅を見ながらやった方が定数問題です

からいいかなと思っただけですから。縛りはかけない中で議論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） どこまで行けるか分かりませんけども、やっぱり、そういう議論をきち

んとした方がいいと思いますので、それは新たな第３次か４次の改革の中で検討するということを

含めて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。その他のことでも、ぜひ、議論し

て意見を持ち寄るというふうにして行きたいと思いますので、その点よろしゅうございますか。そ

れでは、定数の見直しの調査事項につきましては、次回、引き続き21 日まで各会派で議論をしてい

ただき、意見を持ち寄り議論をして、より詰めていくというふうにいたしたいと思います。 

 続きまして、その他の部分について入りたいと思います。全員協議会からやります。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと変則になりますけど、全員協議会からやらせていただきた

いと思います。町民課からですね、次期高齢者医療制度の改正について全員協議会を開いていただ

きたいということです。これは今の老人保健の絡みで制度変更になると。それに伴いまして、12 月

議会で全道を区域にした広域連合を組まなきゃならないという条例案が出るのだそうです。その前

に制度を理解していただくために全員協議会を開かせていただきたいということで、今、予定を考

えていますのは、24 日にある病院のシミュレーションが全員来られます。それを終わった後にでも

開かせていただければなという考え方を持っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、全員協議会の日程及び内容について説明がございました。この

件につきまして、何かご質問ある方どうぞ。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、11 月 24 日病院特別委員会の後に全員協議会を行いたいとい

うふうに思います。 

 それでは、次。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次、ウォームビズの取り扱いについて。一応、ご連絡とお願いでご

ざいます。今、役場庁舎、特に議会と、それから、第２線の裏側ですね。ボイラーがストップしま

して、ストーブが設置されました。議員の皆さん、もうすでにご承知とは思います。ストーブにな

ったことから、集中暖房じゃなくて各課で管理しなきゃならないということになってございまして、

温度を上げようが下げようが各課の判断になってしまうのですが。今、総務課から示されているの

は設定温度20 度ということで、今、自動的に20 度で止まるようになっています。今、21 度ありま

して止まっております。そういう状況でですね、これを議員の皆さんにも、ちょっと寒い環境なの

かもしれませんが、活動しやすい服装でお願いしたいという要請がございました。 

 それでもう１点、事務局の方からですが。今、見ていただいて分かると思いますが、議会の方は

壁がある程度ありまして、戸を閉めさせていただいております。というのは、議員控え室、事務局、
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なるべく暖房が逃げないようにストーブが運転しないで止まっているようにということで心がけて

おりますので、この辺、閉まっているということをご了解いただきたいなということをご連絡申し

上げたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ウォームビズについてなにかございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、各会派で一つ徹底をお願いしたいと思いますのでよろしくお

願いします。次。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一番下の年賀状の欠礼についてということでございまして、これは

すでに議会の中で申し合わせ事項となっています。まして、公職選挙法の違反になるということで

ございますので、年賀状を失礼させていただくということを町内会の回覧でご周知したいと。11 月

20 日ぐらいに町内会に出ますので、その時に回したいと思いまして文面を見ていただきたいと思い

ます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 書いていますように選挙区内の住民ですから、苫小牧や登別に出すのは

いくら出しても構わないということであります。 

○事務局長（上坊寺博之君） それで、グリーンのページ、申し合わせ事項の最後から２ページ目

に年賀状の欠礼が書いてあるのですよ。そして、平成７年 12 月 14 日に議員全員で申し合わせした

ということになっております。ちなみに、公職選挙法の違反行為ですので併せて申し上げます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件、何かございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、この件につきましても各会派に徹底していただくと同時に自

分の周りの町民の方々に言われますから、言われた時にはこういう理由で出せないのですというこ

とを言ってあげていただきたいと思います。 

 それでは、一般質問の資料配付の関係だね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 横長の資料が付いているかと思います。一般質問の資料配付の件に

ついて。９月議会で加藤議員から、自分の作った資料を一般質問の時に配りたいということがござ

いまして、議運の中で揉んでいただきました。結論が出なくて、前回限りはそのまま行っても仕方

ないのではないかというご判断で前回のような結果になりまして、後で議会運営委員会で揉むとい

うことになっておりました。遠くはちょっと確認しておりませんけど、管内だけ一応確認させても

らいました。市はお付き合いのある苫小牧と登別だけですが。その中でですね、苫小牧市と厚真町

とむかわ町については許可をしていないということでございました。内容的には、前に本の抜粋を

配らせていただいているように議会運営上の問題で会議録編さん、議会議員さんは自分の言葉で喋

ることが原則だということもありまして許可をしていないということでございます。他の町村は事

例が無いのだそうです。安平、豊浦、洞爺、壮瞥、過去にそのような事例が無くて分かりませんと

いう部分で、最終的には議長の判断になるのでないかということもございました。先例が無いので

議運で対処するようになるのではないかということも１ヶ所ありました。登別市は明文な規定を設

けておりますが、議会運営委員会でその都度協議するというようなことでございました。これでご
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議論いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。前回も「この資料によりますと」というふうに言ったり、「そこの

何番目の下に書いています」と言ったら、議事録にはそういうふうにしか残らなくて何を言ったの

か分からないというふうになるのです。そういうことが困りますということでやっていただいたの

ですけど。今日、残念ながら加藤委員は欠席ですけども。やっぱり、議長が注意をしなければ、そ

ういうふうに質問の中では、結果的にはなりましたけれども。そういうことも考慮した上でどのよ

うに取り計らえばいいか各自のご意見を述べていただきたいと思います。根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 局長、その資料を議事録に載せるということは技術的に不可能なの

ですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議事録には資料添付するものでなくて、議場の中で議員さんが自分

の言葉を使って発言されたものが記録として残るものですから、会議録と資料の部分とはまた別な

部分だと思います。発言された言葉を一言一句。「あ」とか「う」とかというのは当然取りますけど。

それが記載されるのが会議録なのです。 

○委員外議員（根本道明君） そうしたら駄目だよな。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前にも本の写しをちょっと配らせてもらったけど、「好ましくない」

という書き方をしているのですよ。ただ、その取り扱いは議会、議会で定めるべきだと。最終的に

は議会運営委員会に委ねられているという部分が結論でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 資料を添付するということは、僕は基本的にはいいと思うのです。

というのは、深い議論が出来るということ、それから、その質問を理解しやすいわけであって、そ

ういう面では資料配付というのはいいと思うのですけれども。議事録の関係でですね、そういうふ

うなことが許されないということになれば、議事録に載せる方法というのは全くないのかどうなの

かということが、その道がないのかどうなのかということなのですね。そういう方法はないのです

か。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議事録は最終的に編さんするのですけど、今のやり方としては、分

かりますように、録音した部分を全て載せるのですよね。議長が逆にその部分を故意に修正すると

いうことになってしまった場合、逆に言ったら、正しく伝わらない可能性もあるのではないかなと

いう気がしますけどね。会議録には、本質的には資料は添付されないものです。当然、そういうふ

うに喋ったよということを自分で確認して、議長以下署名しますよね。言葉の記録ですから署名し

ますので、それに使った資料というのは添付されないというのが基本的なのですよね。だから、そ

れを無理やり入れようとしたら、その部分を修正するということになりますので、私としてはなか

なか好ましくないのではないかなという気がします。ただ、そういう部分があっても町側と議員さ

んとの質疑をスムーズに行かせるのに、必要か必要じゃないかと認めるか認めないかという部分だ

と思います。ですから、ものの部分によっては、また違う書き方をしているものについては、必要



 - 23 - 

最小限と言っているところもあるのですよね。ですから、むやみに認めるという解釈ではないので

すよ。質疑を助けるために必要最小限、議長の判断でという書き方をしているところもございます

し。なかなか、難しい部分があるかと思います。ただ、基本的には総合しては好ましくないという

使われ方をしております。 

○委員長（大渕紀夫君） 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） よく国会やなんかでね、テレビ映りでもってパネルを持ちながら質

問をしていますよね。あれはやはり分かりやすくするためにやっているわけだよね。ああいう場合

の議事録の作成というのはどのようになっているのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと国会の場合は、私、そこまで細かく詰めていませんけど。

国会ならテレビ放映になっていますよね。当然、そういう委員会報告というのはテレビ放映。テレ

ビ放映でたぶんモニターとか使われている場合が多いですよね。ですから、一つのアピール度。対

相手でなくて、映像に対してのアピール度が意識されているのではないのかなという気はしますけ

どね。 

○委員長（大渕紀夫君） 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 僕の考え方ですけど、基本的には一問一答を取り入れたというふう

なことも白老町が先なのですよね。今、ここに他の町のあれが出ていますけど、これは議会をより

深く、より町民に分かりやすくやる上においてはそういうふうなことを絶えず白老町議会は追及し

ていると思うのだけれども、そういう意味においては資料を添付して分かりやすく一問一答をより

深く位置づけしていくというふうなことでは、僕はいいのかなというふうに考えますけれども。そ

うしたから、先ほど言ったように国会でやっぱり速記議事録作っていますよね、テレビじゃなく。

そういうふうな時も国会議員も「このグラフを見て、この位置でこういうふうになっているのです

よ」というふうな、よくそういうふうな議論はされているけれども、何かそういうふうないい方法

が、議事録に残るいい方法があるんじゃないかと思うのですよね。議事録の中に言葉だけじゃなく、

そういうふうなものの資料添付というのは、議事録の中に収められるような方法があると思うので

すけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員、どうですか。吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） これはケースバイケースで、常時このような事態が派生するというこ

とはあまり考えられないと思います。それと私は、当面、やはり質問者が必要とする資料を提示す

る場合は、当初、議会運営委員会に図って、そして、事前協議をして認めるか認めないかを判断す

べきであろうと思います。初めから許可しないとなりますとやはり、この考え方に初めから拒否す

ることになりますので、そうではなくて、常時あるわけではございませんので、やはり議会運営委

員会で協議した段階で、それを容認するかしないかを協議して決定すべき問題ではないかと思いま

すが。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。議長。 

○議長（堀部登志雄君） ちょっと確認なのですけどね。議長が確認するというのは、ちょっと変
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な話かもしれませんけど。資料配付ですよね。したがって、例えば、先ほど副議長の方からちょっ

と懸念される話が出ていましたけど。要するに、言論の府ですから出来るだけ言葉で全部説明して

質問したりね、答弁もらったりするような形なのですよね。だから、質問者がいろいろな資料を作

って、それに基づいて質問をするということについては、これは全くいいことでね。だけど、その

作った資料を他の議員に全部配って、そして、その資料に基づいて、「この資料にありますとおり、

これこれこうなっています」と言うと、後で会議録に書く時は、「この資料に」と言ったって、どこ

に資料があるのか、会議録には載っていないから分からないというそんな理由で、やっぱり言論の

府ですから出来るだけ言葉で。資料を作っても、質問者が自分で作った資料に書いてある、それに

基づいて分かるように説明すれば、それは質問者の意も十分通じるだろうしね。自分でいろいろ調

べたのが活きてくると思うのだけど。それを他の議員に一斉に配布してやることと、それとちょっ

とやっぱり違うような感じがするものでね。それで、今、副議長の方から出ました、特にいつもあ

ることではないからということなのですけども。ものによっては出してもいいのだよというような

形になりますとどうしてもね、この問題についてはあくまでも言論で質問するのだ、答弁するのだ

という形に最初からしておいた方がですね。どっちでも出来るのだとなると、これはちょっと説明

がなかなか。やって出来ないことでないけどしづらいなと。そうしたら、資料出してパッとやるか

というような形になってくるとね。段々、解釈して資料出して説明すれば一番質問しやすいわけで

すから、そっちの方に安易に行かないのかなというような感じもあって。どっちかにきちんと、や

っぱりしないならしないという形に僕はしておいた方が何となく、私の立場だと議事裁きにおいて

も非常にそういった面ではなかなか、この間もあったように、実際に資料をみな配ってから、どう

しても「この資料の何番目でこうですから、どうなのですか」というような質問になってくるとね。

「ちょっと待ってください」と言っても、なかなかそのタイミングも議事運営も厳しいところもあ

るものですからね。出来れば、その辺ははっきりしておいた方がいいなというような感じを受ける

のですよね。そういうことで一つぜひ検討していただきたいなと。 

○委員長（大渕紀夫君） 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 議長のおっしゃること、もっともだと思うのです。だから、会議録

にその資料を載せる道はないのか研究してくださいというふうなことを。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 発言の記録ですから無いです。皆さん、サインしているとわかりま

すよね。何時何分から始まって、何時何分に閉めたという記録を書いてあるのですよ。今、全文記

録ですから、発言した言葉をそのまま書いているのですよね、間違いのないように。「あ」とか「う」

とかという言葉の訂正はさっきも言ったようにあります。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） これから議運にかけるということもありますけどね。資料をどこかからか

抜粋してきた場合は著作権の問題もあると思うのですよね。それを資料として出して、議事録に載

せるとかそういうふうになった時には、そういう著作権。自分が調べたものは関係ないのかもしれ

ないけど、もしかして、どこかから抜粋して、こういう資料がありましたのでと出すことがね、そ



 - 25 - 

ういうことまで調べることが出来るのかどうなのか。出した本人が一番説明出来るのでしょうけど

も。そういう問題も関係ないですか。議事録に残っていくことですから。「こういったことがありま

したけれども、これはどうなのでしょうか。こういうことではないですか。」という事例を出して言

うのは構わないかもしれないけど、資料としてきちんと提出して残るということがね、その辺はど

うなのだろうかなとちょっと。すごく著作権の問題って難しいのですよね。写真なんかも新聞とか

に載ったものを出すということも許可がないと駄目だと聞いたことがあるのですよね。そういうの

を見ると、そういう関係まできちんと調べなきゃならないのかなというふうにちょっと思うのです

けど、その辺どうなのでしょうかね。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 参考に言いますけど、さっき議長が言ったように議会は言論の府で

ありますよと。自分の言葉を使って話して質疑を受けたりするのが基本原則なのですよ。ですから、

参考文書を配布して引用するのも好ましくありませんよと言いましたけど、もう一つはですね、ど

こかの文献を引用して自分の言葉で使うこともあまり好ましくないと書いてあるのですよね。だか

ら、その辺で判断していただきたいなと。あと、自分の言葉じゃなくて、誰々が言った話だとか、

誰かが見て話したような話って、自分の責任でないような話をしちゃ駄目だと議員必携の中にも書

いてあるかなと思うのですけど。そういうような部分で質疑質問をしてくださいよという部分の原

則ではないですけど、そういうような部分があるのですよね。だから、その部分で議会運営委員会

が認めるか認めないかを判断されたらよろしいかなと思いますけど。 

○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） ただね、基本的なことで自分の言いたいことを優先的にするのか、

会議録を優先するのかということになれば、意見が優先だよね、基本的に。会議なのだから。だか

ら、議事録はその次に来ると思うのですよ。両方ともいいに越したことはない。しかし、会議とい

うのは自分の意見を言う時間であってね、会議録を優先することではないと思うのだ。だから、そ

こら辺をもうちょっと議論すべきでないかと僕は思うけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 会議録は先ほどから何度も言っていますように、全文筆記ですから。資

料は載りませんので。言ったことしか出ないのです。だから、「ここに書いているように」と言った

ら、「ここに書いているように」って載るだけの話なのですよ。ですから、それだけのことです。た

だ、それでね、例えば、ここに書いていますけど、議会は言論戦であり、傍聴者も含めて聞いてい

る方がわかる活動でなければなりませんとこうなっている。そうしたら、「ここに書いているように」

と言ったら、傍聴者はわからないのだわ。「ここに書いている」の「ここ」は無いのだから。だから、

資料はなるべく使わないで自分の言葉でやってくださいというのはそういう意味なのですよ。それ

は確かにそのとおりだと僕は思うのだ。ただ、それは禁止されていることではないと、法律的には。

禁止されていないのだから、やる人は好ましくないけど「どうしてもやる」と言ったら、議運にか

けて議運が認めればやれるということになっているわけさ。ですから、他の市町村では、これは駄

目ですよと議運で決めているところもあれば、そうでなくて協議してやるというとこも決まってい

るということですから、うちの議会はどうしますかとこういうことを聞いているのですよ。今はも



 - 26 - 

う、それのどちらかしかないということです。ただ、ものの本によれば、ずいぶんいろいろなこと

が書いています。質問は、質疑は言論戦ですから、第三者の見解を間接話法で述べるのではなく、

自らの思考に基づいて述べる必要がありますとも書いているのですよ。だから、「新聞にこうやって

書いているけど」というのは本当は駄目なのですね。事実関係を確認するという意味でいえばいい

んだけど、新聞というのは事実関係を確認出来るかどうかはわかりませんからね。ですから、本来

からいったらおかしいのですね。というようなことで、その他、写真はどんなことをしても議事録

には載りませんから。だから、そういうことは好ましくないというふうに書いていることは書いて

いるのです。ただ、禁止されていないから議会運営委員会で取扱基準をきめなさいと、こういうふ

うになっているということであります。どういたしましょうか、この件につきましては。山本委員。 

○委員（山本浩平君） もし、出来ればですね、今日こういった各市町村の資料もいただきました。

そして、また議長のご意見も拝聴いたしました。その上でですね、どうしても今日決めなくてもよ

ろしければ、持ち帰って会派の中で再度協議させていただければありがたいなというふうに思いま

す。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、山本委員から会派に持ち帰って、この次の21 日の議運で決めた

いというお話ですけども、よろしゅうございますか。よろしゅうございますね。それでは、各会派

でこの件についてもご議論願ってですね、次回の議会運営委員会で決めるというふうにしたいと思

います。 

 それでは、昼食休憩に入ります。午後から、最初に新年度予算についての報告と質疑を行い、そ

の後、議会改革の検証と今後の予定についてを議題で引き続き会議をもちますので、13 時開会とい

たしますのでよろしくお願いいたします。 

休   憩      午後 ０時０７分 

                                           

再   開      午後 １時０８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。最初に19 年度の予算概

要の説明を事務局長からしていただきます。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、19 年度の予算の概要をご説明申し上げます。まず、総括

的に申し上げます。費目としては、議会の場合３つあります。議会報酬経費等ということで、議員

報酬並びに共済費にかかる部分でございます。それと、議会運営費。これが一般に言う委員会活動、

旅費等を含めました議会活動です。もう一つは議会広報発行経費ということで、議会広報の特別委

員会にかかる部分の経費がございます。今現在、議会事務局である程度積算していまして、一応31

日が提出日でございましたので１回は財政の方に出しております。この数値で集計になると思いま

す。ただ、11 月中過ぎましたら、実際にヒアリングが入っていきますので、そこまでにちょっと議

会の意向として最終的なご判断等も含めましてしていただきたいと思っております。 

 まず、議員の報酬等ですが、昨年度と比べまして 226 万８千円増えております。2.84％の増であ

ります。これは後で申し上げます。議会運営経費につきましては、203 万７千円の減額になってお

ります。20.62％の減です。議会広報費につきましては、13 万６千円の減でございます。合わせま
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して、トータルとしては９万５千円増えているということを申し上げておきます。 

 先般の議会運営委員会で申し上げましたとおり、今年から枠配分になっておりまして、概ね20％

減の枠配分が来ております。実際には、今、議会費で求められておるのは、配分額が一般経常経費

ですが 704 万４千円でおおむね 150 から 160 万円減をしなさいということで来ていまして、実際に

は減になっておりません。もう昨年度も 100 万ちょっと減らしまして、一応、経常的経費について

はもう限界に達しているのかなと。若干、後でもご協議いただきます。最低でも、減らしていって

も、費目ごとに５万とか10 万とか、そういう程度しかないのかなと思っております。 

 それでですね、要求の内容の内訳として増になる特殊な要素でございます。それの要素は議員の

共済会の負担金。従来、通常分として11％負担しておりました。それが、議員年金の改正によりま

して議員年金が減額される、負担金が増えるという部分もありまして自治体の負担も１％上がりま

す。11％が 12％になります。これが20 人分で 12 ヶ月分トータルしますと、50 万４千円が結果的に

増えるようになります。 

 それで、議員年金も下がるという部分がございまして、激減緩和処置を取るために、平成28 年度

まで順次追って下がっていくということになります。まず、今年がですね、激減緩和処置で 3.5％

特別負担しなければならないです。来年の20 年から４ヵ年が4.5％逆に増えると。それ以降は、暫

時、減っていくというような特別負担が取られますよということに今なっておりまして、現実には、

3.5％分ですから、今、標準報酬 21 万×100 分の 3.5×20 人分×12 か月分ということになって、ト

ータルして176 万４千円増えるのですね。20 人分合わせますと、トータルで226 万８千円と非常に

大きな金額が増えると。共済会の負担金だけで申し上げますと 40.91％増えていくということにな

ります。昨年度が 554 万４千円で、今年が 781 万２千円。これが増として非常に大きな要因を示し

ております。 

 それと、減額の要素ですが、昨年、道外研修、任期中３年目ということで今年行くことになりま

すが、これで 213 万９千円予算を組んでございまして、これが一括落ちるという減要素になります。

それを増額要素と減額要素を差っ引きますと、平年ベースではどうなのかということになりますと、

３万４千円の減額になります。実際に 0.04％減ということでございます。それの内訳としましては、

一般職員の普通旅費の節減が４万３千円マイナスです。 

 それと来年、改選期にあたりまして、議員の改選に伴う消耗品、例えば議場の卓上の名前と番号

が全部変わるものですから、あれを取り替えなきゃならないと。前回は８名の方という人数もござ

いましてけど。それと被服の関係と、諸消耗合わせて 10 万３千円前回かかっているわけですけど、

これくらいが増になるだろうと。 

 それと、会議録の反訳手数料を精査しまして11 万８千円減しております。 

 それともう一つは、管内の議長会の道外視察ということで、任期中に１回行うということに決ま

りました。従前は毎年やっていたのですが、それぞれ町村の財政事情によりまして任期中に１回や

るということで、来年、統一選挙で改選期になるので、たぶん来年の議長会併せてやるということ

になると思いますので、それに 16 万ぐらいなるだろうということに。たぶん、改選になりますから、

新しく選任された議長さんということになろうかなと思います。 
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 それと、議会広報が昨年度、単色刷りにしていただきまして、そのまま予算組みしておりました

ので 13 万６千円落ちるというような予算組をしております。トータルでは平年ベース、議員報酬を

除きますと３万４千円減ということで、当初、予算編成目標である20％減には程遠い状況になって

おります。 

 ちょっと飛びまして、次の次のページを開いていただきたい。グラフがあろうかと思いますけど、

議会費の当初予算決算等の推移ということで記載させてもらっております。議会改革が始まる前の

平成８年度から平成19 年度要求額までの推移を書かせていただいております。平成８年度当初では、

予算組みしているのは１億１千４百万ということで、現在より約２千５百万ぐらい多かったのです

が、諸々の改革が進みまして現在は９千万ということになっております。下の直線の傍線が決算額

です。15 年に極端に落ちておりますが、15 年には解散等の要因がございまして極端に落ちている、

特殊要因でございます。それから、14 年から端数、点線で三角印で書いているのは議員報酬を下げ

ていますので、下げたと仮定した時の予算額になります。こういうことで平成８年度から見たら相

当落ちているということをまず、ご報告しておきたいと思います。 

 次のページをお開き願いたいと思います。次のページは、第１次から第２次議会改革に伴いまし

て、いろいろな改革をしてきた削減額でございます。効果額と言っていいのかなと思います。まず、

一つは、区分の１の１ですが、議員定数の見直しということで 22 名から 20 名にしております。２

名減に相当した金額が 11 年から 18 年度までに 5,798 万４千円減額になっているということでござ

います。それから、道外視察の日程を短縮しております。それぞれ一泊１日減らしておりますので、

これをトータルすると１回で１万４千円減額になりますので、それぞれの時になるということで、

これが 112 万円。それと、海外行政調査派遣の凍結。これも議会改革によって11 年から凍結してお

りますので、トータルで 1,152 万円。行ったとして仮定した場合ですね。それともう一つは、平成

14 年に郵便料をやめまして、委員会等本会議を含めまして案内をファックスで行うということに改

善いたしました。これに伴いまして、これも積算上の金額ですが20 万ぐらい落ちるという計算をし

ましたので、トータルで５年間で 100 万落ちていると。それともう一つは３の６として、議会事務

局を体質強化するに伴いましていろいろな効率化を図ろうということで、会議録を印刷をやめてＣ

Ｄ-ＲＯＭ化でお配りするということを 14 年にやっています。これは定例会、委員会の会議録全部

含めましてやめると想定して、１年間で50 万６千円出るという計算を立てましたので253 万トータ

ルで。それと、平成12 年にですね、従来は定例会の会議録、会議録センターで印刷していたのです

ね。ちゃんと製本して。これを町側管理職、理事者を含めて 70 部ぐらい印刷していたのですけど、

それもやめましょうということで最低限の内部印刷だけしか今しておりません。それをやめたこと

によりましてですね、12 年度は途中からでしたが 106 万５千円、それと通年ベースで行くと242 万

７千円減額になるものですから、トータルで 1,562 万７千円になります。それと議員の報酬。自主

削減で平成14年度から削減しております。これはトータル合わせますと1,626万８千円になります。

平成 14 年と 15 年は半年でしたかね。あとは通年ベースでやっておりますので、こういう金額にな

ります。 

 それと、費用弁償の見直しということで町側の旅費の改正に合わせまして、議会も町内の費用弁
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償のうち日当を削減、それと道外ですね、これも減額していますのでトータルしますと 205 万９千

円積算上はかからないということで合わせまして 823 万６千円になっております。 

 それと、その他の見直しということで森田村、従来２回行っていたのですが１回に１４年から直

しました。それが 18 万３千円です。17 年に合併になりまして行っておりませんので、ここには効

果額としてはなっておりません。 

 それと、管内の議長会の宿泊数も減らしております、17 年度から。それと、管内の議員研修も日

帰りにしております。これをトータル合わせますと４万４千円。小さいですけど70 万２千円という

ことになっておりまして、今まで金銭的に現れる議会改革トータルしますと、11 年から 18 年度ま

でに一応、積算上の金額でございますが１億1,558 万円の効果が出ているのではないかと思います。

これを一応、参考にということでご報告申し上げておきます。 

 それでは次にですね、次のページから 19 年度の積算した細かな内訳です。先ほど説明しました、

9,096 万２千円の内訳になります。一番上はかがみですので次のページからご説明を申し上げます。 

 まず、一番目に報酬でございますが、議員報酬については現在、改正の見込みがありませんので

減額前の報酬であげております。要するに、自主削減する前の額になっております。5,188 万８千

円でございます。職員手当でございますが、議員の期末手当、これにつきましても削減前ですね、

2,212 万９千円。プラスマイナス０です。 

 共済費、議員共済会事務費でございますが、これは１人１万８千円の 20 人で 36 万円。これは事

務費として納める部分です。これも一応、変更はありません。ただ、今、全道議長会の方から情報

をいただいているのは、これが１万７千円になりそうだということですが、まだ確定しておりませ

んので１万８千円で計上しております。 

 それと、議員共済会負担金。先ほど説明申し上げましたとおり、アップ率が上がるということで

本年度は 781 万２千円かかります。226 万８千円、トータルで増えるということでございます。私

ちょっと、さっき、あやふやな中で申し上げましたので、はっきり申し上げますと19 年度はですね、

特別負担金として3.5％です。これの特別負担金の激減緩和の処置は10 年間、平成19 年から 28 年

度までの時限措置によって大幅な削減になるのを防ぐという処置をされるということでございます。

来年度は 4.5 になります。失礼しました、4.5 が 19 年度から 28 年度までですね。そして、29 年度

から 33 年度で、その4.5 の特別負担金を暫時削減していくと。削減の方法は書いていません。それ

で、34 年度に全廃ということだそうです。これは、議員年金の給付の見直しに伴いましての処置と

いうことになっております。議員報酬に伴っては 226 万８千の増になっております。 

 次に、次のページお開き願いたいと思います。旅費ですが、旅費につきましてはトータルとして、

費用弁償につきましては189 万４千円の減額をしてございます。 

 それと、削減の意味もありまして本会議、各委員会の費用弁償については実績を出していただき

まして、多少減額してもいいだろうということで１万１千円減額しております。 

 それと、道外旅費の実績によりまして、２万３千円の減額をしております。 

 あとの部分につきましては、回数的には実績で見させてもらっております。また後でちょっと協

議をいただくところがございます。 
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 それから、普通旅費につきましては、28 万８千円の減額をしております。これは職員の分です。

道外研修、今年、東北地方に行くわけですが、これの分が27 万９千円と、実績見合いで落とさせて

もらっております。旅費につきましては、トータルで218 万２千円の減でございます。 

 次に交際費。議長交際費ですが、これにつきましては、前年度同様の 27 万円を見てございます。

一応、これについても削減目標を立てたいなと思っております。 

 それと、次のページでございます。消耗品費でございますが、10 万８千円を見てございます。追

録代は実績見合いで多少落としておりますが、先ほども説明しましたように改選に伴う経費が若干

見込まれるものですから、これに17 万２千円見てございます。 

 それと、食料費については、前年度並みの５万円です。 

 印刷製本費には１万１千円。前年度よりか実績見合いで多少落としてございます。 

 それから、12 節の役務費でございます。広告料。新聞広告、これについては、今の段階では前年

度並みで計上してございます。 

 手数料、これにつきましても前年度同様の額で計上してございます。 

 筆耕翻訳料。会議録の翻訳でございますが、これにつきましては、見直しをかけまして、11 万８

千円を減額したいと思っております。予算特別委員会については、会議録センターに出しておりま

したが、これを経費節減図るために、ちょっとテープの本数は多いのですが町内の方に回したいと。

それで、11 万８千落ちるだろうということを思っております。なるべく、会議録センターをやめて

町内の方に移行したいと。奥さん方もちょっと大変ですけど、そういう部分で節減を図りたいと思

っております。 

 次に 14．使用料及び賃借料でございます。これにつきましては、使用料から通行料まで前年度並

みで計上いたしてございます。 

 19．負担金・補助及び交付金。これにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、議長会の視

察が増えるということで負担金で計上しておりますので16 万円、この部分だけ増えるということに

なってございまして、トータルで203 万７千円減額になりますがそういう処置をしております。 

 次に最後、これは議会だよりの経費でございます。議会だよりにしましては、旅費、需用費等は

前年度とほぼ同様でございますが、印刷製本費は昨年度、２色刷りから単色に変えさせてもらいま

したので、その部分はそのまま計上になってございましたので、その部分を落とすと27 万６千円で

ございます。 

 それと、改選期に伴いまして写真の録りなおし等が必要でございますので、これに一部計上して

おります。 

 それと、13．委託料。これにつきましては、毎年、広報の方で議員の似顔絵、イラストを作成し

ておりまして、それに 20 人分で６万円かかっております。これも改選期ということで計上させてい

ただいております。一応、そういうことでトータル的にはほとんど落ちていないということで申し

上げたいと思います。 

 失礼しました、議員報酬のところでプラスマイナス三角になっていましたけど、これはプラスの

間違いですので直していただきたいと思います。三角は付きませんので。増額要素です。 
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 それでは、表から次のページを開いていただきたいと思います。平成 19 年度歳出削減検討表とい

うのがございます。この表は何の表かと言いますと、先ほど言いましたように20％目標で、目標値

が 704 万４千円なのですね、一般財源で。それで、見込みよりか 150 万ぐらいは減らした金額で要

求しなきゃならないのですけど、現在、先ほども言いましたとおり、３万４千円しか減らすことが

出来ておりません。それで、この表を財政の方に上げなきゃならないのですよ。それで、まだこれ

は予算に反映はしておりませんけど、削減出来るものでどういうものがあるかということで事務局

もちょっとみんなで協議いたしまして、少しでも削減出来るものは何かということでちょっと計上

させていただいておりまして、こういう方向性で行くのかどうか、ご議論願いたいと思います。 

 まず、上の段は経費削減に取り組んできた議会、私ども議会ですから、議会の状況を書きなさい

ということなので、先ほど説明させてもらいました議会改革で過去８年、９年取り組んできた部分

をトータル的に書かせてもらっております。それで、下の方はですね、今後、予算査定の中で参考

にしていく部分。本当は 150 万ぐらい出さなきゃ駄目だったのですよ。ただ、もう限界があって出

すことが出来ないものですから、一応、皆さんにお願いをしてこの辺はどうなのかどうかというこ

とでお願いしたいなと思っています。 

 まず、一つはですね、議員旅費の削減ということで、東京白老会、現在３名行っております。１

名減すると５万５千円削減が出来る可能性があるということでちょっとここに書いております。 

 それともう一つは、港湾大会の部分。これも現在３名行っておりまして、これも１名減すると６

万９千円ぐらい落ちるだろうという部分で書かせております。 

 それと、議会で今、新聞広告行っておりますが、これも内部で議論しましたところ、議会とか他

の委員会も含めて単独で出すのではなくて総務課で一元管理してはどうなのかという部分もありま

して、この部分が全部で12 万６千円組んでいるから、これも議論の対象にしたらいいのではないか

ということで挙げさせてもらいました。 

 議長交際費。27 万組んでおりますが、これを20％目標値で落としますと５万４千円出てきており

ます。議長交際費も主に多いのはお酒の関係の部分が多いものですから、総務の方も含めてどうい

うような取り扱いにして行くのかということで。一応、４件これだけは挙げて出させていただいて

おります。 

 それとまだ議論をあげてはどうかと思っているのは、一つは改選に関わる部分で。当然、必要な

ものはかかると思いますが、被服の関係ですとか、従来、バインダーですとかそういう部分も公費

で買っていたのですがその辺の取り扱いをどうするのかという部分と、もう一つは広報の、今、町

側から投げかけられているのは広報誌を合体ということも投げかけられているわけですよね。だか

ら、その部分もどうするのか。それを全部含めてやったとしても 100 万以上には絶対にならないと

思います。ちょっとその辺でご議論いただきたいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、局長から説明を受けました。かなり厳しい内容でございます。

今の歳出削減検討表に基づきまして、この下に 10 番目で書けるようになっていますけども、ご意

見・質問等々ございましたら、どうぞ。議長。 

○議長（堀部登志雄君） この中には入っていないのだけど、削減するね、今もやっていて今年か
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らやったのかな、事務局体制で正職から嘱託とか臨時職員にしたでしょ。その関係はこれに関係な

いのだ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 入ってこないです。あれは給与費に入っているのです。 

○議長（堀部登志雄君） 給与費に入っているから、それは向こうで今度、削減したことになって

いるわけかい。あれだって、結構、効果は上がっていると思うのですね。実質的な影響力は無いで

すけども。そういうあれですか。 

 それでですね、この中でもう一つ。議長の道外視察。これは確かですね、秋口なのですよね。そ

して、前回、豊浦で、たまたま、この時期に選挙やって、当時の議長さんは選挙中で行けなくてね、

やった経緯があるのですけど。この辺も、今から削減しておくというのはちょっと問題もあるのか

なとは思うけども、最終的には決算でいかなければ余るのだけど。どうも何か、その辺が。案外、

載せておかなきゃ。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう、でも、改選終わっているのですよね。 

○議長（堀部登志雄君） 終わっていますか。だけど、ちょうど・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 10 月末で、たぶん11 月の 20 日過ぎです。 

○議長（堀部登志雄君） そうですか。そうしたら、新しい人が行けばいいんだよな。 

○事務局長（上坊寺博之君） になるかなと思いますけど。議長だけ行かないというわけにいかな

いという。 

○議長（堀部登志雄君） それと、議長交際費。20％削減ですけど、これは実績見合いでもうちょ

っと削減出来ないのですか。特にあまり無いようですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議長の交際費というのは、議長が何かに使うということではなくて

ですね、各行事があった時にお酒を出してあげたり、例えば成人式のお花をやるとか、例えば公職

者がお亡くなりになった時に香典をやるとかという部分が。そんなに滅多にないですけど、そうい

うものが主なのですよね。今、町側もお酒の基準があって、出す、出さないと決めてやっているの

ですけど。今、お呼ばれして、そういうものがあったらお酒を持って行くのですよね。だから、そ

の部分が非常に大きいのですよね。月で２万、３万。たいした金額じゃないですけど。総体的に２

７万ですから、そんなに大きな金額ではないのですよね。去年もですね、10％減で３万落として27

万にしているのですよ。それで、その中でやりくりしている。だから、今年も20％減と言ってくる

んじゃないかなということで。先ほど説明させてもらいましたけどですね、本当に落とす項目とい

うのがないのですよね、もう。本当にもう、限界に来ているかもしれない。たぶん、こういうこと

がいいかどうかという部分なのですよね。 

○委員外議員（根本道明君） 一番最後の、ここにこだわるんじゃないけど、議会だよりイラスト

作成委託料３千円書ける20 人になっているよな。例えば、これを写真にするとか、それから、新し

く入ってきた人だけ書くとかさ。何も20 人全部作らなくてもいいわけだろう。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは構わないです。それは議員さんのあれ。ただ、年数が上がっ

ていくことによって。写真はですね、前回撮っているのですよ。毎回、撮りなおししているのです
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よね。というのは、任期中使う写真ですから。撮らないと最終行くまで８年、再任される人でも使

わないという。 

○委員外議員（根本道明君） これイラストでしょ。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、写真も撮るのです。 

○委員外議員（根本道明君） 写真も撮って、イラストもやって６万円か。 

○事務局長（上坊寺博之君） 写真はまた別です。 

○委員外議員（根本道明君） イラストが６万でしょ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 写真も８万かかるのです。 

○委員外議員（根本道明君） いや、俺が言っているのは、このイラストのことを言っているの。

議会広報のイラストのことを、前のイラストでいいのでないかのかというふうなことか、それから、

写真そのままでもいいのでないかということ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 言っている意味わかります。それを揉んでいただきたいと思います

けど。 

○委員長（大渕紀夫君） 今これ、事務局案でですね、歳出削減検討表の中に議員旅費の削減、東

京白老会３名から２名、北海道港湾大会３名から２名。新聞広告、議長交際費出ております。また、

今、写真とイラストの関係が出ていますけれども、こういうことを含めて削れるところがあったり、

また、今の状況でいいのかどうかと。東京白老会や港湾大会ですよ。いいかどうかという辺りのご

議論を願いたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） この 19 年度の表は予算では全然まだ反映していませんので。これは

無しという形で上げているのですよ。だから、査定の段階で財政としては、配分額に近づけるだけ

出して来いという部分になっているのですよ。だから、削減されない可能性もあります、査定の中

でこれはこういうふうにならないのでないかという議論も出てくるかもしれません。 

○議長（堀部登志雄君） 一応、事務局案で20 万４千円は、もし、折衝ね、呼ばれて話をしてやっ

た時に、このくらいまでは任せてやると。だけど、向こうで削らなくてもいいと言えば、このまま

でいいのだろうけども。そのくらいの裁量を持って、予算の査定に向かうという形で考えてやった

方がいいのかなと思うのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会でないとですね、有無も言わさず、「これを削れ、これを削れ」

となるのですよ。ただ、ここは議会ですから議会活動が中心ですからね、議員の皆さんがこれは、

例えば、議長交際費をこうやって落とすことはないのでないかという議論があれば、それはそのま

ま伝えなきゃならないのです、向こうに。例えば、旅費の問題、ここでは、新聞広告も挙げていま

すけど、これはやっぱり議会としているのでないかと言ったら、これはきちんと向こうには伝えな

きゃならないですし。予算編成するのは町長の権限ですから、どうなるのかはわかりませんけど。

そういうつもりで一回ちょっと中身も含めてね、ご議論いただきたいなと。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに、今、言っているのは、東京白老会３名から２名、北海道港湾

大会３名から２名にするという案を出していいかということであります。 

○事務局長（上坊寺博之君） たぶん、これは議会内でも議論されて、いいですよとなったら町は
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もう簡単にこうやって切ると思います。町は１万でも５千円でも積み上げですから、どんどん、ど

んどん切る作業はすると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） あと、さっき出ている写真だとかイラスト。再任された方は撮ったり、

イラスト書いてもらわないと。 

○事務局長（上坊寺博之君） ８年なのですよね、任期。 

○委員長（大渕紀夫君） あと、みずから、いくらも出ないとおっしゃっているけれども、広報を、

去年抵抗したばかりですけど、今回、「広報げんき」と「議会だより」を合体すれば、最低、表紙の

１枚ぐらいは違うかもしれない。それと、今、聞きましたら、部数増えるから単価が下がると。少

し下がるという可能性はあると。 

○事務局長（上坊寺博之君） そんな何十万も違うということにはならないと思います。もう限界

と言うか、減らしようがないのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、全部足したら 20 万ということは 170 万削ってくれと言うのに、20

万しか削れないという意味ですからね、今、言っているのは。意見を、ぜひ、出してください。山

本委員。 

○委員（山本浩平君） たまたま私、港湾の特別委員長をやっているものですから、その辺の立場

と言うか、見地から発言させていただきますと、この北海道港湾大会と全国大会に関しましては、

今まで白老町としての考え方はですね、ほとんどが大都市の重要港湾のもっと大きなところとの、

何て言いますかね、国の予算も限られていますのでね、そういうところを相手にしながら少しでも

白老に予算をつけてもらおうと。そのためには誠意を見せる意味合いでなるべく、小さな町だけど

も少しでも大きい人数を行きましょうという考え方の中でやっていたやに私は伺っています。その

ために今、港湾振興会からも、今回は２名でしたけども、第３商港区の予算がつくまではもっと多

い人数で行っていた経緯がございます。国土交通省に対しての表敬訪問等もですね、やはり、これ

がいいかどうかは別として、役所に対しての営業というのは名刺の数というのも非常に一つの誠意

の見せるところになっていますので、果たして一律こういったことで予算が厳しいから削減すると

いうことに関してはいかがなものかなというふうに率直に感じます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 私も広報の方を担当しておりますのでね、やはり、これの削減というような

ことになったら、根本的にと言うか、基本的には反対ということなのですけども。これを減らすと

いう形で持って行く場合には、一つはですね、今だいたい14 ページが基本なのですけども、それを

半分ぐらいまでに減らすとか。もう一つは、今、言った、広報と一緒にして合体してやると。この

二つに一つだと思うのですが。これについて、今の広報の内容について、やはりちょっと全面的に

見直しする必要の時期にはきているかなという気持ちも、今、考えています。ですから、それにつ

いて、やはり、どうするかということについてはですね、最終的にいけば、削減からいった場合に

は、今、言った、一本化するというのが非常に効果があるかなとそういうふうに思うのですが。そ

の辺の基本的な、自分自身としては残してほしいという気持ちもありますけども、この辺のところ

はやはりみんなの意見を聞いてと、そういうことになろうかなとそういうふうに思います。 
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○委員長（大渕紀夫君） 他。吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） まず一つは、東京白老会の件なのですが、これは議会内部だけでなく

て、白老会全般的な問題として一回練る必要があるのではないかと思うのでございます。それで私

は、こういうふうな事情ですから３名を２名にすることについてはやむを得ないと思うのですが、

一つ提議いただきたいのは、東京白老会そのものの目的があるわけですから、それを実際、部分的

に協議することによってどうなのかなという気がいたしますので、出来れば、東京白老会全体的な

練り直しをやるべきではないかというように感じます。 

 それから、さっき被服とバインダーの話が出ましたけども、これをもう一回説明いただきたいの

ですが。被服というのは、作業衣のことでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。 

○副委員長（吉田正利君） なるほど。私は、これについてはね、当初、大変だろうけれども個人

負担でいいのはないかと思うのでございます。バインダーも一番最初のことなのでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。 

○副委員長（吉田正利君） そうですよね。それについても、当初の費用ですから、これは個人の

負担でやっていいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 先ほど、山本委員が話しました港湾大会の問題なのですが、これはやっぱりポートセールスの問

題で、白老町はあまり大きなセールスもやっていないように私は感じますので、やはり、これは残

すべきだと思います。営業でございますので。東京白老会とはちょっと違うのではないかと思いま

す。そういうようなことで、これはやはり残すべきではないかという考えを持ちます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 改選に伴う消耗品と申し上げましたのはですね、一番大きいのはカ

ッティング文字なのですよね。というのは、議場の立てる記名札ありますよね。議席番号で全て変

わるものですから作り直しするわけですよ。それと、ここの出退板の書いてもらう部分。これが一

番大きくてですね、前回の改選期で17 万ちょっとかかっているのですが、その内の９万５千円はそ

の文字等にかかってしますのですよね。だから、その他のものが約８万ぐらい。これがあと、作業

服の貸与と言うか、従前から当選されますと作業服と文具と言うのですかね、一式差し上げた。そ

れが残りの部分なのですよね。ですから、そういう部分の、今、吉田副委員長が言われたようにい

くと、だいたい半分ぐらいは節減出来るという部分です。ただ、それがずっと続いて行きますので

ね、そういう部分は自己負担して行きましょうということであれば、それはそれで続けて行くもの

ですからいいかなと思います。ただ、前回部分は支給させてもらっているということなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 今、８万なんぼね、記名費にかかると言いましたけども、全部替え

ちゃうのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全部、番号変わるのですよ。名前は変わりませんけど、番号変わる

のですよ。議席が替わる。あれはもう１回外がすと駄目ですから。 

○委員外議員（根本道明君） じゃあ番号だけを替えるの。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 新しい人は名前も替えますよ。 

○委員外議員（根本道明君） 古い人は。 

○事務局長（上坊寺博之君） 古い人は替えないですよ。番号だけです。 

○委員外議員（根本道明君） ここもですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ここはそのまま。ここは番号ついていませんから。 

○委員外議員（根本道明君） それだけで９万も 10 万もかかるの。 

○事務局長（上坊寺博之君） かかります。カッティングシートですから、あれ。新しい人は名前

４面ですし、古い人でも議席替わると４面替えるのですよ。文字だけでも。当然、議席番号変わら

ない人もまれにはいるかもしれません、ほとんど変わりますので。 

○委員外議員（根本道明君） そうしたら、何も番号だけ替えればいい。上の番号だけ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 番号だけ替えるのですよ。新しい人は名前も当然替える。古い人は

替えないですよ、番号だけですよ。 

○委員外議員（根本道明君） 古い人は番号だけ４面替えるということね。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） これは報酬の範囲に入ってしまうのではないかと思うのだけど、正副議

長の名刺の印刷。これは、それぞれで買った方が。やっぱり、今、いろいろな見直しの中で、正副

議長だけ名刺を作ってもらうのだけど、これは印刷製本費に入れない方がいいのではないだろうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） じゃ、議長のご好意で。 

○議長（堀部登志雄君） いや、ご好意でって。これはね、お互い名刺みんな、委員長でも何でも

持っているわけだから、それはいろいろな議員として報酬や何か全部にその分も入っている範ちゅ

うではないかな、名刺というのは。正副議長だけ、何となく分かるような気もするのだけど、これ

はただ肩書きだけの問題だから、これはそれぞれの立場で個人で負担すると。みんな、負担してい

るわけだからね。正副議長だけこっちの方から出すというのはちょっとな。そういうのはもう見直

していいのではないかなと思うのだけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） たぶん、公務で出るからということだと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） そりゃそうですよ。当然、議会を代表しているわけですからね。 

○議長（堀部登志雄君） そういう意味で言えばね、どこか行く時にいっぺんにね、10 枚や 20 枚

なら絶対足りないのだわ。40 枚も持って行かなかったら間に合わないのだけども、それはそれで。 

○事務局長（上坊寺博之君） でも、陳情とかに行く時、結構、使いますよね。国とかに行く時。 

○議長（堀部登志雄君） そういう時に３、40 枚使うのだけど。だけども、これはやっぱり、報酬

も議長、副議長は違うわけだから、みんなとね。委員長も違うしさ。その範囲に入る具合に解釈す

ればね。名刺だから、そんなに極端にさ・・・。 

○委員外議員（玉井昭一君） 自己負担するってかい。それはないさ。 

○議長（堀部登志雄君） 自己負担の形で、名刺は。議員の名刺だって、委員長だって、みんな自

分でしょ。私と副議長の今の感覚では、それは自分の懐から出した方が一般から見れば見やすいの

ではないかなという感じがするのだよね。ここまで節減しているわけだから。 
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○委員外議員（玉井昭一君） 正副議長が良いと言うならいいですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） ただね、やっぱり、いろいろあるのだけど、僕はやっぱり正副議長とい

うのは議会を代表している方々なのですよ。今、言われたように、みずからそういう立場に立つと

いうのは、私は悪いとは言わないですけども、ただ、やっぱり議会を代表しているということで言

えば、正副議長は議会を代表しているわけですよね。ですから、公費できちんと作るということだ

と私は理解しています。ですから、削減するなんて全然頭から考えておりませんでしたので。そう

いうふうには僕は思いますけど。しかし、こういうことをやって行ったら、ちょっと違うような気

がしてどうにもならないのだよな、僕はね。我々自身が議会として必要なものをやっぱり必要だっ

て言うべきことですから。無駄なものは駄目ですけどね。必要なものは、やっぱり必要だって言っ

た方がいいのではないでしょうかね。 

○委員（吉田和子君） 議長・副議長の名刺というのは、白老町議会の必要なものと見た方がいい

のではないですか。議長・副議長にはなっていますけど、やっぱり、それだけ出て行かなきゃなら

ない部分が多いわけですから。 

○委員長（大渕紀夫君） いや、こういう議論をしていくと、テレビの受信料ってあるから、テレ

ビ違う所へ行って見ればいいじゃないかってそういう議論になって行くでしょ。そういうのって、

それでいいのかなって・・・。 

○議長（堀部登志雄君） たまたま、俺の感覚では全体的に見たら、これだけちょっとね、異様に

見えたものでさ。 

○委員長（大渕紀夫君） 記者さんいらっしゃるけど、地方紙の記事なんかというのはさ、現実的

にコピーして皆さんのところに配付されているわけですよ。もちろん、それぞれのご家庭でとって

いらっしゃる方がほとんどだとは思うのです。だけど、共通認識のためにはそういうことも必要。

そうやって言えば、庁舎内で一つとって、白老町の記事だけみんなに回せばいいという議論になっ

て行くでしょう。そういうことでいいのかな。 

○議長（堀部登志雄君） いい、悪いは別にして、議論するのも、また一つのね。 

○委員長（大渕紀夫君） 議論は必要だと思うのだけど、考え方としてそうなっていいのかという

ことです。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 参考までにちょっと、名刺の関係ですけど申し上げます。基本的に

は財務実務提要の中で名刺というのは、個人負担するのは好ましくないと言われているのですよ。

というのは、私用でも使います。公務じゃないですから。今、役場の取り扱いは、基本的には私費

なのですよ。ただ、考え方として、３役については代表をもって行くので公私の区分けというのは

なかなかつきづらいという部分ありますよね。外に出ても、私的なものであるのか、公的なものか。

だから、３役については公費ですよ。課長以下は私費ということになっているのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会は正副議長が公費で、一般議員は私費と。３役そうで、議会だけが

私費なんてことにはならないですよ。 

○事務局長（上坊寺博之君） これからはわからないですよ。従来はそういう取り扱いで来ていま

す。 
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○議長（堀部登志雄君） そういうふうになれば、なった時でまた。はい、わかりました。 

○事務局長（上坊寺博之君） 正直に言いますとですね、負担金、要するに会議の負担金でなくて、

議長会等の負担金も含めましてですね、これで約80 万ぐらいあるのですよね。それと、議場の会議

録のマイク借り上げだけで96 万あるのですよ。その前を開いてもらったら、翻訳料だけで317 万あ

るのですよ、現実にね。その前に行くと、費用弁償として本会議・委員会、これはもう絶対減らす

わけに行かないのですよね。だから、これを含めますと相当なウエイトが占めてしまって、トータ

ルとしては 800 万ぐらいあるのですけど、引かれる要素のものが無いということなのですよね。で

すから、苦肉の策として、事務局では、小さい話ですけど一人削ったらどうかとか、例えば交際費

の 20％切ったらどうかという部分で、背に腹は変えられないであげたという部分はあるのですよね。

というのは、役場全体的に、今、そうですから。議会も努力しなきゃならないということであげさ

せてもらったと。今年って、共済費が大きいのですよね。220 万というのが大きいものですからね。 

○委員外議員（根本道明君） 写真があるよな、それはいいのだ。そして、あそこに一本ずらして

棚一本付けたのだよな。要するに棒一本付けたのだよ。その棒一本付けるのに５万円取られている

のだよな、確か。何ぼかかったかと言ったら、５万円って言うのだよ。俺ね、そういうふうなとこ

ろが何か。今、俺、気にしていたのはラベル代が９万円かかっているという。絶対、９万円もかか

るはずないのだわ、４面取り替えたとか何だとかって。一般常識で９万もかかるはずがないのだよ。

看板だよ。パソコンで打ったものをシールで作るわけだよな。そういうふうなものの考え方は、ど

うも脇が甘いような気がするのだよな。ラベルに９万もかけていたら、相当書けるぞ。だから、見

積りとってやってもさ。何ぼかかったのだ、そうしたら、５万かかったと言うじゃないか、その棒

一本。おいおい、ちょっと待てよと俺、思ったのだけどな。 

○事務局長（上坊寺博之君） わからないけど、それは。５万円もかからないでしょ、たぶん。 

○委員外議員（根本道明君） かからない。誰見たってかからないのだよ、５万も。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。それで、そういうことを含めてね、これはちょっと、議

論をこれ以上積み重ねてもしょうがないような気がするのですよ。ですから、今まで出た意見につ

いては十分考慮しながら、町の財政の方に出していただくという辺り以上は。あとはもう正副議長

に任せてね。ここはもう、そういうふうにして行くしかないような気がするのですけど、どうです

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） これ以上、議論したからってどうなるものでもないような気がします。

よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、財政関係につきましては、今の意見を十分考慮して出してい

ただくという事にいたしたいと思います。 

 続きましてですね、第２次議会改革の検証をやれる範囲でちょっとやりたいと思いますので、こ

の第２次議会改革の取り組みというのを出していただきたいと思います。前回、２ページ目まで終

わっております。３ページ目から。改革区分３というところから検証を行って参りたいというふう
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に思います。町民に開かれた議会づくりについてという部分でございます。１番目、本会議のイン

ターネット中継。これにつきましては、ここに記載されているとおりですけども、事務局何かござ

いますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特には無いです。常々、ご報告申し上げているとおり、計数は伸び

ているのが現状かなと思いますけど。これはナイター議会も含めまして議論が必要かなと思います

けど。 

○委員長（大渕紀夫君） 今は本会議・予算委員会・決算委員会、この３つの会議を放映している

と。残念ですけど、私、ここでは意見がたくさんあったのですけれども、今の予算の議論をしまし

たのでちょっと差し控えます。ただ、あれ１つだけというのは、僕は良くないと思っています。吉

田委員。 

○委員（吉田和子君） 私、このＬＡＮの設置するのにはお金きっとかかったと思うのですが。町

民の方々から画面が同じということでの意見があったので。確か、カメラを設置するのにかなりの

経費がかかるということで。これは日数だとか、それから、さっき言っていた本会議・予算・決算

委員会、放映すればそれだけその分お金はかかるのですか、余分に。こっちの予算を見たら別に載

っていないから、その分はかからないということですよね。ただ、そういうカメラをもうちょっと

方向を替えたのがもう一つ欲しいとかそういうことになるとかなりの経費かかるのですね。どのぐ

らいかかるものなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、議場の中で設置しているカメラにつきましてですね。町が当初、

情報化に取り組む時に、国の事業も含めてやる時、地域情報化推進計画の中で急遽出てきた事業だ

ったのですかね。ですから、中で整備するＬＡＮも含めて整備したものですから、そんなに金額か

かっていないのですよ。カメラ設置するだけで 30 万ぐらいしかかかっていないのですよね。30 万

です。ただ、栗山の画面とか見て来ましてですね、あそこは光ファイバーでやっていて、あのぐら

いの設備ですると、たぶん３千万ぐらいするのですよね。だから、高度なものを求めるとしたら中

途半端になるのですよね。ですから、たぶん千万単位でかけないと難しいのではないかなと。そう

なった時に、今、サーバーがちょうど出納室と税務課の間に部屋があって、あそこにサーバーがあ

るのですけど、もっと大きなサーバーを入れなきゃならないとなってくるのですよね。全部、今、

使っているものが使えなくなるという部分がありましてですね。たぶん、本格的にやると、わから

ないですけど３千万ぐらいかかるのではないかなという気がします。ですから、私どもも欲しいで

すよ、固定カメラじゃなくて、例えば、後ろから前から撮れるように。例えば、議員さんに向くと

か町側に向くとかという部分があると本当にね、３千万で出来ないかもしれません。というのは、

今、職員が３名ですよね。それをやるということになりますと、カメラを動かして、会議の記録を

取って、マイクやって、タイマーを管理してと、一人で４つも５つも管理しなきゃならないですよ

ね。現実には出来ないと思います。そうなると、一体型に取り込んだ、全部ディスプレー一本で出

来るやつでないと難しいと思います。というのは、Ａという議員が発言する時に、Ａという議員の

マイクをつけた時にカメラがそこを向くというようなシステムを取り入れないとたぶん出来ないと
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思います。そうなると、どのぐらいの金額がつくのかというのは想像つかないのですよね。参考に

言いますと、タイマーありますよね、減算するタイマー。あれを本当に金をかけないでやるとした

ら、あれはバスケットのカウンターなのですよね。２つ付けて、30 万で付けているのですよ。その

前に八雲を議会運営委員会で視察しているのですよね。あの時も１問１答方式のタイマーも含めて

見て来ているのですね。八雲で聞いた時に、そのシステムいくらでしたと聞いたら数百万したので

すよね。確か、４百万だか５百万と言っていた。たぶん、うちの町では無理だということでやった

ものですからね。今、ライブの部分を改善するということになったら、本当に町にそれだけの部分

をお願いしないと出来ないのかなと思いますけどね。金額はちょっと推測ですけど。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、私も同じことを思っていたのですけれども、これはやっぱりちょっ

と金銭的にかなり無理なようでございますね。ただ、ライブ中継そのものについてはアクセス件数

がすごく増えてきているということで言えば、これはやっぱり良かった、評価出来る中身だなと。

いくら傍聴が減ってもね。根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） そういう考え方もわかるのだよな、人が３人で足りない。だけれど

も、本会議やっている時は、町長の秘書課の人は仕事無いわけよなと思うのだよな、俺。だから、

ここに来て、議会の中継をお願いをするとかそういうふうな方向で考えられないものかい。何だか

んだ、タイマーでもって時間やって、固定でこうやってやったら何千万もかかるという論理よりか

も、例えば、空いている職員の人にそこに入ってもらって手動でやってもらうとかというふうな検

討はしないものかい。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、そこは研究してみなきゃわからないですけど、どういうシス

テムがあるのかって。単体でカメラを動かす部分があるのか、どういう部分があるかというのはわ

かりませんけど。総体的に、私が言ったのは一般的な整備なのです。今、あそこにスイッチ何個も

あるのですよね。今、１人で管理していますけど。テープのスイッチを押す、タイマーのスイッチ

を押す、そして、誰が発言したか記録している。だから、私が言ったのは職員が一人でやるとした

ら、それは無理ですねという話をしたのであって。だから、その部分がどこかでそういうような形

のものが出来るのであれば、研究してみる必要はあると思いますけど。 

○委員外議員（根本道明君） だから、そう言っているのではない。縦割りじゃなく、グループ制

にしましたよとか、そういうふうなことというのは、そういう意図があってやっているわけなのだ

から、これは何だかんだ議会の仕事なのだから議会３人でやりなさいというようなことではないと

思うのだよ。だから、そういうふうな柔軟性を持って、「あなた、議会の方手伝ってくれ」とか「総

務課手伝ってくれ」だとかってそういうふうなことをもっと広く考えていった方がいいんじゃない

かと思う。 

○委員長（大渕紀夫君） その点については、全くそのとおりだと思います。カメラを買って、あ

そこで動かして、どんなことになるのかというのがちょっとよくわかりませんけど、僕には。ただ

ね、カメラを買って動かすことだけでも、だいぶ違うことは確か。違うとは思うけど、そんなふう

にはなるのかな。 
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○事務局長（上坊寺博之君） だから、システム的にあるのかどうかという意味です。 

○委員長（大渕紀夫君） そうだね、それはわからないな。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、従来やっているようなね、モニターをあそこで撮ってと、

それは出来るかもしれませんけど、インターネットに繋げてとなるとどういうふうに繋げられるか

というのは私もまだわからない。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。ここでモニターを映すのは出来るのですって。だけど、イン

ターネットに繋いでやるというのはよくわからないですから。 

○委員（熊谷雅史君） 技術的にも難しいし、設備的にもかなり重装備になる。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。考え方としては、そういうことを含めて考えていこうと

いうことで。 

○事務局長（上坊寺博之君） 経費も含めてですね。 

○委員外議員（根本道明君） 出来ることなら、そっちの方向で考えて。 

○委員長（大渕紀夫君） 基本的な部分についてはね、これで解決しておりますので、これはこの

まま進めるということで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、議会単独のホームページの開設。これは今まで言っているとおりで

あります。局長、何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ホームページですね。最終的には 14、15 と、12 年からの会議録等

の公開もしてきたのですけど、正式に出来たのは14、15 の中でホームページが出来たのですが、そ

れ以降改訂していないのですよね。実際に第１次の改革の部分しか載っていませんので、体系的に

今、整理されていないという部分があって、全面的な見直しはやっぱり必要なのかなと思っていま

す。ただ、その部分で、手が回す部分がちょっと今まで少なかったということで。今後もやっぱり

改訂はしていかないと駄目だと思いますので、それは必要かなと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） ホームページそのものを変えていくというのは、これはしないと、見て

いる人は同じところばかり見ていなければいけませんので。これは、そういう形で行っていくとい

うこと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 継続してね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。この件、何かありますか。いいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、次。請願・陳情提出者に審査日程を連絡し傍聴を促すととも

に、傍聴者に請願・陳情書の写しの配布。これは件数出ておりませんけれども、実施しております

よね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ないのですよね。陳情がないのですよ、まだ。確か、数件しか出て

きていないのですよ。 

○委員（吉田和子君） でも、16 年にいっぺんと、17 年は請願。こっちの方をあとの見たらあった

よ。陳情であったよね。だから、そこで書き入れたの。16 年に請願１件。17 年に陳情・・・。 
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○委員長（大渕紀夫君） 請願・陳情、すごく少ないようですけども。ただ、これは連絡きちんと

しております。私、たまたま携わったような記憶がありますけれども。虎杖浜と北吉原じゃない、

確か。 

○副委員長（吉田正利君） はい、そうです。建設委員会で・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 虎杖浜と北吉原だと思いますけれども、これは連絡行っていまして傍聴

者もたくさん来ておりました。もし、あれでしたら数字入れていただければ。何名ぐらい傍聴者が

来たというようなことで入れることが出来ればいいかなと思います。これは実施していますから問

題ありませんね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 陳情・請願が少ないということであります、今は。３番目についてはよ

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、４番目。傍聴者との懇談会。これは移動常任委員会及び各常

任委員会の請願・陳情・審査等で実施中。これは何かあるかな。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 移動常任委員会の場合は、各請願・陳情があった場合は、そこの関係者と

出前をしてやっているということで、それはそれでいいと思うのですが。最初のこの移動常任委員

会の考え方というのは、その時、その時のテーマがあって、町民の多くが関係性がある、前は介護

とかゴミだとか、全町民に関わりがあることを所管として持った時に、各地域ごとに出向いて常任

委員会をやって傍聴していましたよね。だから、そういったことを年に１回常任委員会としてもね、

所管の中でこれはというものがあったら、それを取り上げて、やっぱり出向いて行くということが、

やっぱりこの時はすごく好評でしたので。今後のまた委員会活動の中できちんと考えて行くべきこ

となのかなって。例えば、今、病院の特別委員会、これは特別委員会なのですけど。これも町民全

員に関わることですよね。これを移動して歩くのはちょっとどうかなと、わからないですけど。こ

んなこともやっぱり考えの中には入れて行くことも、その時、その時の対応で考えて行くべきこと

なのかなというふうには思いましたけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 移動常任委員会につきましては、今、言われたとおりでございまして、

後で１次の改革案の中で出て参りますので、この場ではちょっとこれ以上議論しません。なぜかと

言うと、その移動常任委員会の時にやりますからね。それで、これは各委員会で傍聴に来られた人

と懇談しましょうという、移動常任委員会と一緒になっているのですけどね。そういう意味ですの

で、これはやっているということで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。これはちょっと、まだやっておりません。傍聴規則の見直しです。

書いていますように、３回の議論をしたのですけど、これはまだ結論が出ていなくてですね、自治

条例を今、議論して、もうすぐ12 月に条例案が出るわけですけれども、その時点でそこも十分見て、

これをやろうということで引っ張っている中身なのですよ。それで、ちょっと２次改革案の中では、

議論はしたけれども全く進んでいないというのはこれです。それで、自治条例の中の議会の部分が
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条例化された後にこれを議論するというふうな意思統一になっているのですけど、これはこれでよ

ろしゅうございますか。 

○委員（熊谷雅史君） 根拠がないということで条例化されたので作りましょうということですか

ら、それでいいのではないですか。今、議論しても何もならないですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしても12 月に条例化がされますとね、２次改革の中で出来ない

可能性はないのです。ですから、もうちょっと引っ張って３次改革の前にやれればやるという意思

統一にいたしましょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員（熊谷雅史君） うちはいらないのだわ、署名も。どうぞっていうこと。ところがやっぱり

名前書いてほしいとか、子どもはどうするのだという問題がありましたので。これも大事な問題で

すからね。やっぱり、きちんと役割が決まれば、来た時の対応も決まるわけですから。 

○委員長（大渕紀夫君） 自治条例制定後の課題として、その中で精力的にこの件については結論

を出して行きたいというふうに思います。 

 ６番目、議会に対する意見等、意見箱の設置。 

○委員（吉田和子君） 設置しているのだよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 箱そのものは作っていないのですよ。傍聴に来た方がご意見を述べられ

るようにはなっております。これは、ご意見箱となっております。箱なのですね。 

○委員（熊谷雅史君） これは、あれなのですよね、町が下のカウンターに置くという時から、議

会も傍聴したらということで確か載ったような気がするのです。それで今、局長がおっしゃたよう

に、議会では傍聴に来られた方にはご意見をどうぞということでいただいていますという絡みで、

それから進んでいないのですよ、全然。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、これは広聴の部分ですよね。広聴の機会というのはあるので

すよ、まだね。というのは、議会広報にホームページの番号を書いたり、直接インターネットだと

かファックスで入るようにはなっているのですよね。ただ、過去には今まで一回も入ったことない

のですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） しかし、ただ、これはやっぱり、今のこういう社会の中でご意見箱って

必要かな。 

○委員（熊谷雅史君） やっぱり、どうしても聞くというスタイル的にはああいうキャッチャーも

必要ですからね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 逆に言ったらね、ネット上にご意見箱作るのか、ホームページ改訂

する時にご意見箱として、そこにメールが入るようにしちゃうのか。ただ、ファックスとかでは、

もう入るような体制にはなっているけど、実際には入ってこないですよね、過去には。「ご意見くだ

さい」って、確か議会広報に書いてあるのですけど今までは一件もないです。入っているのは、傍

聴に来て傍聴の意見を書くぐらいですね。 

○委員長（大渕紀夫君） それぞれ、ちょっと、ご意見。 

○委員（熊谷雅史君） ここで大事なのは、姿勢の問題はそういうことで間口も広がっているわけ
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ですよね。だから、さっき僕が言ったように、僕の記憶ですよ、町が何らかの形でご意見箱を置く

という時に、そうしたら議会も一緒に置こうかというような感じのスタイルだったような気がする

のです。 

○委員長（大渕紀夫君） そうだったっけ。 

○委員（熊谷雅史君） そういう話から検討しようかということで、項目で載ったと思うのですよ。

町も置いていないのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 病院だけだね、あるのはね。 

○委員（熊谷雅史君） 病院のは置いています、きちんと。だから、これはご意見箱の設置じゃな

くて、議会討議に関する意見の集約と言うか、手法の検討だとかというので考えていった方がいい

のではないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ、この後のこともありますからね。だから、自治条例の中では、当

然、住民の意見を我々は聞くとなっているのさ。だから、箱って限定するのかどうかということも

含めて町民の皆さんの意見を聞くということの姿勢は我々はあるわけですから。玉井委員外議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） ご意見箱という箱ということに関してはね、堂々と意見を述べられ

る人は入れないのだよ。自分の名前もあまり言いたくない、だけど、思いっきり言いたいのだとい

う人が入れるのだよね。投書すると。そういう関知から考えると、やっぱり必要だとは思うのです

よ。ただね、実施してみて、３年なら３年、その中に２通しか無かったとかね、こういうものだっ

たら、意味はなくなってくるから。だから、３年なら３年実施して、後にやめたということに関し

ては問題ないと思うのだよね。ただ、でも、せっかく箱作ったのだったら、ずっと置いておくぐら

いは問題ないだろうから、それを置いておくという意味では問題ないと思うけども。その辺の考え

方しかないのではないかと私は思うけどね。 

○委員長（大渕紀夫君） ここの文章には書かれていますように、「ご意見箱の設置を検討すること

とした」とこう書いているのですよ。それで、これはやっぱり、自治基本条例との関係がございま

すので、条例制定後に先ほどの傍聴の問題とやや共通していますのでね、これちょっと、そこで議

論したらどうですか。「検討することとした」となっていますよね、文章は。ですから、設置すると

いうふうなことじゃないのですよ。私もね、なんかちょっと消極的な考え方でいたというのは、そ

ういう印象がちょっとあったものですからね。それだったのですよね。じゃあ、そういう形でちょ

っと広聴をどうするかというようなことで検討したいというふうに思いますけどよろしゅうござい

ますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 次。庁舎入口と当日の議会委員会の日程の案内板設置。これはやってお

りますね。下に書いているもね。玄関のところに書いていると思います。私は見たら書いていまし

た。黒いサインペンみたいなので書いているのです、白いボードに。議会事務局が書いているのだ

そうですから、よく見てください。我々じゃなくて、町民が見るということです。 

○委員（吉田和子君） 町民の目にやっぱり映るようにしないと。議員もわからない、町民もわか

らなかったら何もやっている意味ない。もうちょっと考えた方がいいかもしれません。 
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○事務局長（上坊寺博之君） あれはうちばっかりじゃないですよね。会議の掲載が。 

○委員（吉田和子君） 他のも全部書いてあるのですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 審議会とか委員会とかやる時も書いているのだわ、みんな。 

○委員（吉田和子君） そういう行事のあれに書いているということね。別に改めて書いているわ

けではない。 

○委員長（大渕紀夫君） これは今後もね、議会事務局の方、大変ですけれどもやっていただくと

いうことでね。やっぱり、わからない方もいらっしゃいますから。 

 ８番、議会だよりの音声版の作成。これは一度だけ、新年の挨拶だけ議長がやられているという

ことなのだけど。ご意見ございます方、どうぞ。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これは一応、議長の新年挨拶を音声版として障がい者に提供しているので、

それでいいということになるのですか。というのは、「ボランティアグループと協議し積極的に対応

することとした」と。じゃあ、これ以上拡大するという意味を含めてのことなのか。そういうボラ

ンティア団体と協議をして、これ以上拡大できる、また、これを必要としている、ぜひという声が

あるのかどうなのか、そういう確認はしていないですよね。それは議会がすることなのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） そうですね。 

○委員（吉田和子君） そうだよね。だから、これ以上拡大するかどうかということは、やっぱり

議会として、今、検討して、そのためにボランティアグループと懇談していくということになるの

ですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） これについてはね、今、ボランティア団体の方がこれだけやってくださ

いと言うからやっているのですけども、さらにこれを議会として拡大していくためには誰と相談し

て、協議して、どこまでやるかというのがちょっと今のところね。今のところはボランティア団体

だけなのですよ。それから、例えば、このあれで理由として、改革する項目の中にこれを入れて、

それじゃあ、ここまで音声版を作ろうということにするかね。それでもって積極的に前に出て行っ

て、これに対応していくか。ボランティア団体からこれ以上の要請があった場合には受けて行くと

いう程度にするかね。これはやっぱり３次の中でと言うかね、今後、この辺の検討はした方がいい

のかなと。はっきり言うとね、もし、外部からそういう要請があった時には、議会として積極的に

対応して音声版を作っていくということにするのか。例えば、議会だより音声版、そうしたら、あ

れを全部読み上げるようなね。読み上げた音声版を作るか、作らないかというのはやっぱりどこに

主体を置くかなというような感じを受けているのですよね。今まではこうでしたけど、今後につい

てどうするかというのはやっぱり皆さんで検討してもらいたいなと。どこで主導権を握ってやって

行くのか。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私は、何人ぐらいの人が今そういうものを利用されているのかはちょっと

わからないのですけど。私は議会広報をもし、やるとしたら、やっぱり議会広報委員会の中でそう

いった人を必要とする人が何人ぐらいいるのか。そのために録音しなきゃならない、どこを一番、
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全部なんてことにはならないでしょうから、一般質問を要約したのを知りたいとか、委員会活動の

ところを知りたいのですとかということが、相手のやっぱり希望も聞くというような状況で一歩一

歩進めて行くという形にして行くべきなのかなというふうには思っているのですね。ただ、今、イ

ンターネットで流していますけど、そういう機械を持って聞いている人は声は聞くことは出来るの

ですけど、そういった機械を利用する方がじゃあどれだけいるのかと言ったら、やっぱり、この音

声を必要とする、読み上げたものをテープでという方もいらっしゃると思うのですね。私は、これ

はやっぱり議会のことを知っていただくということももちろんそうですけど、やっぱりこういう

方々が社会参加を積極的にしていただくということも大きな目的の一つなのかなっていうふうに思

ったものですから。これは広報の方とかでボランティア団体と一回懇談するなりしてね、どういう

ような要請があるのかもお聞きすることもやっぱり今後の進め方として必要なのかなとちょっと思

ったのですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） これはやっぱり、今、吉田委員が言われたようにね、相手が要望してい

るかどうかという調査をしないと駄目ですね。いらないものをこっちで一生懸命作ったってしょう

がないわけですから。そこはちょっと調査が必要だと思います。ただ、現在、議長がやっている中

身についてはボランティア団体から要請があったということですから、それは要望に基づいてやっ

ているわけですから、とても結構なことですけれども、今後これが広がるかどうかというのはやっ

ぱり、そういう要請・要望があるかどうかという、まず、調査をしないと駄目ですね。そこをちょ

っと然るべきところで調査して、議会事務局なら議会事務局にちょっと電話をかけて聞いていただ

くとか、そういうことを含めて予備調査をしながら、議会がどれだけ関わればよいのかという辺り

をちょっと調べてみませんかね。いらないものを作ったってしょうがないと思うのです、はっきり

言ってね。そういう形でちょっと、電話でも結構ですので聞いてみてください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全体的に３次に向けて、基本条例の中で広報・広聴という部分です

よね。どういうふうに捉えるのかというのを。音声版という部分で押さえるのではなくてね、全体

で議論していく必要があるのではないのかなという気がするのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほどね。いずれにしてもね、自治条例ができますので、そういう形

でちょっと調査をしておくというふうにいたしたいと思います。 

 ９番目、報道関係者の傍聴席でのパソコンの使用。これはやっておりますから結構ですね。 

 次、議員報酬・手当について。旅費支給の見直しについて。これは実施をしております。結果も

出ておりますので、これは問題ありませんね。 

 政務調査費について。これも検討・意見が出ております。いろいろな議会活動の中で、今回の中

でも出ておりますけれども、研修等々の中で考えて行くということについては、これは今回、結論

を出すということにはならないと。今までの経過の中でね。そういうことではよろしゅうございま

すか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○事務局長（上坊寺博之君） この額面どおりでいいのですか。引き続き。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。引き続き検討項目です。これはやっぱり検討項目にしなくちゃい
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けないと思いますけれども。根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） この政務調査費、例えばね、白老町の議員が１人２万円ずつ請求し

ましたと。そうしたら、20 人だから 40 万になりましたと。こういうふうなお金というのは一般財

源から出るのか。それともね、国の方に請求をして交付金で戻ってくるのか。それは、どちらなの

ですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会費については、全て一般財源だと思っていただいて結構だと思

います。議会の部分でひも付きに補助金入るという部分は過去には例はあまり見たことはないです。 

○委員外議員（根本道明君） わかりました。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） この政務調査費の関係で出たついでですから、あれですけど。この政務

調査費を付けるということでは、先ほど、いろいろ議会の予算をやったけど、その中でこれを付け

ることによって外れてくる項目がどれとどれがあるのかも、その辺もきちんとやって両方で見ない

と。これだけ付けたって、開けて見たら、あの研修も減らされる、これもみんな政務調査費に入っ

ていますとなっちゃうとどっちが高かったのかわからなくなるということもあるもので、その辺も

きちんと、これを付けるということについては、今、実際に研修費でやっている、これとこれの項

目は一切外れますと。全部、政務調査費で賄うようになりますというような形ね。その辺のことを

今後の中できちんとやっていただければ、より検討しやすいという具合に思います。ただ、自由に

改革できるなりね、こっちで出来るなりになるけども、今まで支給されたものは一切、今度無くな

りますというようなね。全体の研修も無くなるとか、あるとかということはあると思うのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全道の実態を掴まないと駄目ですね。市は別にしても。 

○委員長（大渕紀夫君） 南空知関係の議会は、全て町村議会ですよ、今、言っているのは。町村

議会、南空知関係は全部政務調査費付いております。これは、南空知の議長会かどこかで要求をし

て統一的にやっているのですね。ですから、そういうところの経験なんかも聞きながら。ただ、余

計なことですけど、うちの場合は、例えば視察についてはそんなに、他のところよりも恵まれてい

ると思ってもらって結構です。北海道内では、もう道内１回とかというところが結構ありますから

ね。道内に１回という予算とかというのが。そういうふうに削っていっているのです、今。ですか

ら、うちの場合は要求の仕方によっては認めていただける部分の範囲がございますので、今、議長

言われたように、そういうところをきちんと精査しておかないと、市の苫小牧なんかの場合は常任

委員会で行く分については議会費で、会派で行く分については政務調査費というふうになっていま

すよね。ですから、政務調査費の範囲ではほとんど職員は付かないのですけど、常任委員会で行く

時は職員が付くとかね。そういうふうになっているのですよ。それから、特別委員会でも行きます

ね、苫小牧は。ですから、そういうところをきちんと調査して、将来、禍根を残さないようにね。

図書の範囲までいいのかとかさ、いろいろなことありますよね。市なんかの場合、携帯電話もみん

なＯＫというところもたくさんありますからね。じゃあ、持っていない人はどうなるのだとかいろ

いろなことになるのだけど。そういうふうになって行きますので、町村の場合は携帯電話認めると
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ころはあまり無いと思いますけども、市なんかはもうかなり認めています。新聞は認められます。

ですから、そういうことをよく研究して、本当に資質を高めるためにやる場合はきちんと検討して

やった方がいいと思います。これは引き続き検討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） 次、事務局体制等の充実について。これは係制の廃止、スタッフ制の導

入。議会事務局が最も早く取り組んでいただきましたけどね。局長、何か言うことありますか、こ

こで。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、人事管理計画というのを第２次のやつを立てているのですけど

ね。その中で 10 年で 20 人だったかな、ちょっと人数忘れましたけど、やっている最中なのですよ

ね。ですから、今後、再編が出てくるかもしれないのです。今、ちょっと議論に乗っているのはで

すね、参考までに、議会と監査の統合という部分が出ています。正式ではないですけど。事務レベ

ルではちょっと出ています。管内のほとんどが今、議会と監査を兼ねているのです。そういう部分

もあって、検討するという部分がちょっと若干出てきたと。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私の立場からするとね、議会のスタッフの人数なのだけど、今、我々は

あまり各近隣の町村、定数のことについてはえらい神経使って見ているのだけど、事務局体制とい

うのはほとんどノーチェックなのですよね。だけど、数多いところへ行ったら結構、小さい町や町

村は別ですよ、だけど、このくらいのレベルになったら、ちょっと市になるとむちゃくちゃ多いの

ですよね。だから、我々、今、定数をやっていく中でやっぱり、こっちの体制をきちんとしてもら

わないと、逆に今度、みんな両方とも全部減らしてしまったら、やっぱり大変になってくるのです

よね。だから、この件はやっぱり、もうちょっと声を大きくして、定数は例えばある程度考えても、

事務局体制は今以上どうのこうのするということは全く考えられないのではない。ある程度、こっ

ちは少し充実して行くような方向で行ってもらわないと。今の中で監査も一緒に持って来られたら、

本当に全然機能しなくなっちゃうものでね。これはやっぱり、議会としても声を大きくして、ある

程度言っていかないとね。 

○委員長（大渕紀夫君） そのとおりだと思います。全道的な流れは、監査と議会事務局が一緒に

なっていっているところがすごく多いですから、ここはやっぱり、きちんと抵抗して、議会事務局

が充実するということは、調査能力含めて充実するということになりますので。事務局体制、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） では、次、その他の改革事項でございます。議員の委員への就任制限に

ついて。これについては改善をされまして、現在は表彰審議会以外４つの委員会が法律的に必要だ

ということで入っている以外は入っておりません。これはこれでよろしいと思います。これ以上は

ちょっとどうにもならないと思いますよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 下の方ですね。下の４つです。上は省いたのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） そうですね。法律的に３つで、審議会が１つということですね。これは
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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、議員報酬等について。就任及び退任に伴う議員報酬等の日割計算に

ついて。これは前回の３年前の11 月の時から改めた中身でございます。１日でも就任すれば全額も

らえるとかそういうふうになっておりましたけれども、これは日割計算に改めております。それか

ら、議員報酬等の削減、議員の期末手当支給割合の変更。これは自主削減の部分でございます。こ

の２つについては条例改正しておりますので、両方ともこれで通じて行くということになります。

局長、何かありますか。この２点について。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、これは特にないです。 

○委員長（大渕紀夫君） この件につきましては、よろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回もちょっとあったのですけど、常任委員会の任期で12 月までに

しましたよね。12 月定例会中で任期切れになるということにさせてもらいまして、あの時に委員長

が変わるのですよね。ですから、私もちょっと気づかなかった、あの時に委員長もこれに該当する

というのが。日割計算、それ実態で今、一つありますので、ちょっとご議論。 

○委員（熊谷雅史君） それは足しておいた方がいいのですね、委員長的にね。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、委員長の報酬違いますから、当然、委員長でない人が委員長

になった時と、委員長の人が退いた時に自動計算になっちゃいます。これで間に合うかなと思うの

ですけど。基本的にはこれに該当してあったのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。我々の議会運営委員会に課せられているのは、２次改革の部分なの

です。ただ、１次改革については引き続き行うというふうになっているのですよ、２次改革の中で。

１次の問題で言えば、議員定数については今やっております。研修・視察については２つともこの

ままですございますね。それから、議員の政策能力の向上についてで言えばですね、１番、２番、

３番、４番。若干の不十分なところはあるかもしれませんけど、改革の中身で今、議論する必要が

あるかどうかということですね。それから、５番、６番。６番については、もう終わっております

からいいと思います。それから、４番目に町民に親しまれる議会。ここで吉田委員が言われた移動

常任委員会の関係が出てくるのですよ。各常任委員会で年１度程度は、議会の方でテーマをいろい

ろ作って、そして、移動常任委員会を行ってはいかがかという。吉田委員、だいたい、そういうよ

うな主旨ですね。 

○委員（吉田和子君） そうですね。 

○委員長（大渕紀夫君） そうですね。そういうような形で、やっぱり常任委員会ごとにちょっと

努力をしようじゃないかというようなお話が今ございましたけれども、この議論はここで行うべき

中身でございます。 

 あとですね、議員の出前トーク。これはこちらから宣伝する以外に。こちらで組織するわけにい

きませんので。それから、議事堂の開放。傍聴者の一般質問の通告。ポケベルの関係。障がい者の
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スロープの関係。ここまでについては、もう結構だと思います。７番目の夜間議会の関係なのです

けれども。これを今の状況で、ライブを見ているから夜間議会をやってほしいと。夜、インターネ

ットで見たいから。傍聴には来ないけど、見たいからやってくださいという意見もあるということ

なのです。それで、そういうことも考慮して、この夜間議会をどうするかと。あと５番目、６番目。

議会の情報公開、議員の倫理について。ここまでにつきましてはね、１次の改革をそのまま引き継

ぐということで、引き継ぐと言うか、充実させるということで今回は構わないのではないかと思っ

ているのです。 

 移動常任委員会をそういうふうに意識的に各常任委員会でやって行こうというようなことね。こ

れを１年に最低１回ぐらいやろうじゃないかと。自分の会期中２回ぐらいはやろうということと、

夜間議会をどうするか。この２点だけ、この１次改革の部分では議論をしてはいかがかと。もちろ

ん、定数問題は今、議論しておりますから結構だと思うのですけども。そんなところで１次の改革

については引き続きもちろんやっていくわけですけれども、議論する部分はその２点ぐらいでいか

がでしょうかね。あと必要あるところはありますか、個々に。１つ１つ全部やる必要はないのでは

ないかという意味です。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ３番の一般質問の活性化の中で、結論出ていたのでしたっけ、45 分でやる

ということでしたっけ。 

○委員長（大渕紀夫君） 両方とも試行なのです。一括質疑方式も試行なのです。 

○委員（吉田和子君） だから、今後どうするかということはまだ議論にはならない。３次の方に

入れて行く。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと３次のほうで結論出したいなと思っております。それでは、今

の２点だけ議論をしておくという必要があると思いますけれどもいかがでしょうか。よろしいです

か。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、９ページをお開きください。町民に親しめる議会づくりとい

うことで、各委員会の地域別開催。これは１年に１度は地域に出て、項目を探して決めて、やろう

という。この提起がございましたけれども、この件について、ご議論お願いいたしたいと思います。

陳情が出た場合なんかはやれますのでいいのですけれども、それ以外のところ。ご意見ございませ

んか。根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） これは、積極的にやるとしか縛りつけられないのではないかと思う

のですよね。そういうところに、例えばノルマをつけて必ず１年に１回はやれというふうにするか

どうかね。そこまではいかないと思うけれども。ただ、前回の産建のＪＣから上がったそういうふ

うなものね、参考人として呼ぶのではなく、例えばＪＣの例会に合わせて我々が出向くというふう

なことも可能だったと思うのですよね。だから、捉え方によってはね、もっと積極的にやるという

ふうな部分でよろしいのではないかと思うのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、言われたような形で、各常任委員会で意識をして進めるというよう

な範囲にいたしておきますか。例えば、総務文教なんか学校関係がございますよね、今ね。それか
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ら、民生の場合は病院の関係がございます。病院の場合は特別委員会できていますけれども。そん

なことを含めて、ぜひ、町民の皆さんのご意見を聞こうと、いろいろな形でね。そういうことで積

極的に移動常任委員会を１年間に１回はやろうというような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、次のページ、10 ページの７番。夜間議会の関係なのですけれ

ども、これについて継続をして行くかどうかという問題であります。来年の３月になるわけですけ

れども、この件について、ご意見ございましたら、どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ナイターはやるべきだと思いますので。今、言ったようにインターネット

のアクセス数を見ていても、私の知り合いも同じことを言っていました。日中は行かれない、それ

も当然だと。ただ、インターネット中継、ライブ中継あるというのを知って、家で見られるという

ことは非常にいいことなので。録画は出来ないのですね、今のやつは。ダウンロード出来ないもの

ですから、録っておいてくれという話にならないそうなのですね。ですから、出来ればやってほし

いという話ですから、夜間議会は３月定例会のやつはすべきというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 経費面から考えてはどういうふうになっていますか。夜間議会をす

る、それから、平日とね。要するに、夜間議会はやっても３時間しかないわけなのですよね。そう

いうふうなことでね、本当に活きてくるのかどうなのか。ぜひ検討してみてください。 

○委員長（大渕紀夫君） 経費面はどうなの。残業以外は。もちろん光熱水費はあるだろうけども。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議場の中は日中でも夜でも点けていますし、通常、こういう状況で

すから。あと、当然、中にいるのは課長職ですから、ここに待機する人の時間外が発生しているか

どうか、そこまでは掴んでいません。だから、その部分が増えるという換算じゃないかと思う気が

します。 

○委員外議員（根本道明君） だから、その部分さ。その部分をやっぱり調べておいた方がいいの

ではないか。残業手当がついているか、ついていないかわかりませんではなくて、そういうふうな

ところをちゃんと掴まえてくれと言うのさ。 

○委員長（大渕紀夫君） それは調べられますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 調べられます。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと、それは前年度分を調べてみましょう。すみません、お願いし

ますね。 

それ以外。基本的にはやるべしというご意見が出ましたけれども、いかがでしょうか。今までや

ってきたことですからね。会派に持ち帰るまでのことはないでしょ。 

○委員（熊谷雅史君） やめるという理由もない。 

○委員長（大渕紀夫君） そうなのです。根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 僕はね、３時間で２人しか一般質問出来なくて、それでいいのかと

いうふうなことを言っているわけです。つまり、やめるというふうな方向で僕は言っているわけな

のですよ。やめるという理由はね。そのために、残業手当がどれだけかかっているのか。経費がど
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れだけかかっているのか。それだったら、きちんと朝から晩までやった方が議会としてはいいので

はないのかなって。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、根本委員外議員からそういう意見出ましたけども、いかがでしょう

か。ございませんか。この夜間議会というのは、その性質、性格の問題だと思うのですよ。どれだ

け多くの町民の皆さんに議会に親しんでもらうかということが主旨だと、私はそういうふうに理解

しております。ですから、効率の問題ではなく、町民が議会に親しむ、議会に触れられるというこ

とが私自身は大切だと思っております。これは私の意見です。そういうことから日曜、サンデー議

会だとか夜間議会だとかというのが全国的に取り組まれているというのは、これは事実でございま

す。ですから、日曜日出れば、当然、休日出勤というのは出さなくちゃいけなくなりますので、今

後、財政面だけで考えて行けば、例えば、そこに勤務した者は代休で違うところに休ませるとかと

いうことも考えられると思います。これは町の方に要求すれば、そうなる可能性もあります。ただ、

今、言われましたようにね、そのもの自体が町民にとってあまり効果がないということであれば、

これをやる必要ないということになるわけですよ。効果があるということの判断が多ければ、夜間

議会はやっぱりやるべきだろうと、こういうふうになると思うのです。ですから、効率の面だけで

はないということですので、そういう視点でちょっとご議論願えればというふうに思います。根本

委員外議員、どうぞ。 

○委員外議員（根本道明君） 最初、各町村も夜間議会、休日議会ということで、流行の反転とい

う言葉がふさわしいかどうかはあれなのだけども、そのようなことでみんな取り組んできたけれど

も、最初は傍聴者が非常に多かった。しかし、今、夜間議会をやっても、ほとんど何人かしかいな

いわけよな。そういうふうな中でね、確かにインターネットで見られるというふうなメリットもあ

るけれども、そこら辺がどうなのかなというふうに考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の意見、どうぞ。吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） ともかく、夜間議会、日曜議会については、現状は全国の地方自治体

でもわりとやっております。それで、今、根本委員外議員が話されたような効率の面から考えた内

容で検討する向きもありましょうけれども、私は今、当面ですね、ここまで白老町は実施している

わけですから、やはり継続しながら、今、言った効率の面の測定をして、その中で結論出すべきで

ないかと思いますので。今、早急にこれを中止するということになりますと、いろいろと別な反響

の問題が懸念されますので、私はそういうふうなことでもう少し時間を要するかと思います。以上

でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど、副議長の方から、夜間議会、日曜議会を白老町もやる時に、他の

方の議会の状況というのを参考にしましたけれども、たいてい傍聴者がいなくなるということで中

断していますよね。そういった意味では、白老町は違った形での傍聴の形が出来上がったわけです

よ。夜間議会の傍聴の仕方がね。それで、傍聴をされている方がデータを取っても増えているとい

うことですから、私は狙いとしての効果は上がっているというふうに捉えていいと思うのです。で

すから、継続できる範囲で、私は継続していって、やっぱり一つの取り組みがこういう形を変えて
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いく中で成功したという事例を作っていくということも。うちらは傍聴者の方々、それから、昼間

は仕事でなかなか見られない方に聞いていただきたい、見ていただきたいというのが目的ですから、

その目的が達成されている以上は続けるべきだというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他どうでしょうか。このことについてはね、各会派に持ち帰って検討す

る必要ないでしょ。大方の意見が継続すべきということですので、継続をするというふうにいたし

たいと思いますが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、検証についてはちょっと急ぎましたけれども、だいたい以上

のような形で検証の中身の確認がされました。これを一定限度まとめまして、再度、皆さんに見て

いただき、そして、報告をし、付け加えるものは付け加えるということで２次の検証をきちんと終

わらせたいというふうに思います。３次につきましては、12 月に条例案が通りました後にどういう

形で３次を立ち上げるかというのは、その次にするかどうかということを含めて議論をしたいとい

うふうに考えております。議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 私も、この青いバインダーに議会改革の関係で試行的なもの以外はある

程度申し合わせが、委員会条例とか規則とかにある程度１次、２次の改革でずっと項目が並んでい

ますのでね、やはり必要なものはずっと継続して行くといったら、どこまでも行っちゃいますので、

確実にこれはいいことだということでやって行こうということであれば、規則なり申し合わせの方

にきちんと載せて、もう改革はこれで終わりと。だけど、規則でちゃんとこれは継続してやれるよ

うになっているというような選択をきちんとしてね。そして、ケリついたものはケリつけたなりに

他の方に確実に規則化、申し合せ化しちゃって置いていけば、もうちょっと少なくなってくるので

はないかなということも各会派でやっぱり検証して、３次に取り組む時は、１次のやつをまた３次

まで引っ張って来なきゃならないものもあると思うのですけども、そこで２次でも確実にやるとな

ったものは申し合せに入れるなり、規則に入れるような形でやっぱり整理していった方がいいと思

うのです。それで、試行についてのことも試行ですから、これだけが全てじゃないですから、例え

ばね、今回、親しまれる議会の前に一般質問の関係もありましたけども、例えば、時間的なことを

言って恐縮なのですが、45 分のやつが試行でやっていますと。それじゃあ30 分ならどうなのよと。

30 分で足りないで１時間だったらどうなのよというようなこともね、試行ですからいろいろなこと

をやって最終的にやはり議員として何ぼが適正なのだと。それをきちんと規則化して行こうとかね、

申し合せにして行こうとかと形にしないと。１つだけずっとやって、それで、今度これがいいと、

他のやつをやらないで行くというのも、ものによってはちょっと片手落ちになるのでね。いろいろ

あるので、許される範囲で試行していってみて、どれが一番効率的なのかということも考えて。そ

ういうことも各会派で十分検証する中で検討して、それで次に、これはどうしてもまださらに充実

して取り組まなきゃ駄目だというものについては３次でがっちり取り組んで行くというような形も

一つ、委員長の方できちんとその辺を皆さんにお諮りして決めていったらいいのではないかなとい

う具合に思いますので。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、議長言われましたように、今、考えているのはですね、２次改革の
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検証をきちんと終えた後にですね、自治条例が出来ますので、それにきちんとのっとりながら条例

化、規則化、基準化、申し合せはなるべく避けて、この３つできちんと出来るものは盛り込んでい

くというようなことを、町の法規の方とも、条例を作る担当いますからね、そことも十分議会事務

局と検討しながら、そういうことを３次の中で取り組むというふうにたぶんなると思いますけれど

も、１次、２次のものでそういう条例化や規則化や基準化できるものはそういうふうに今、議長言

われましたようにして行きたいと考えています。そうすることによって、申し合わせというのは非

常に曖昧ですので曖昧なものだけを申し合わせにして、基準に載せられるもの、規則に載せられる

ものは載せていくというふうにしたいと思います。これは、載せたからと言ってコンクリートされ

るわけじゃございません。変えることも出来ますので、そこら辺を議会事務局と向こうの総務の担

当の方とも相談しながらですね、そういうことをちょっとやってみたらいかがかなというふうに考

えておりますので、そこら辺も各会派で十分議論していただきながら、やはり一つの形を作ってい

くと。改革が形となって残るというような形にぜひ。私も議長のおっしゃられるとおりだと思いま

すので、そのように皆さんと共に努力をしたいと。それが、来年の10 月までに出来るかどうかわか

りませんけれども、その中でちょっと検討したいと。これは議会事務局長もそういう考え方でおり

ますので、そういうことの方向で行きたいと考えております。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） それでは、他にどなたかございましたら、どうぞ。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、長時間に渡りましたけれども、以上をもちまして議会運営委

員会を終了させていただきます。次回は21 日に行いますのでよろしくお願いいたします。ご苦労様

でした。 

 

（閉会 午後３時１６分） 

 


