
 1 

平成１８年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１８年 １２月 ４日（月） 

  開 会   午後 １時３０分 

  閉 会   午後 ２時４７分 

 

○議事日程  

 協議事項  

１．平成１８年第４回定例会における一般質問の調整にについて  

２．議長の諮問に関する事項について 

３．議会改革の検証と今後の予定について  

４．議会運営委員会の開催予定について  

５．その他について 

 

○会議に付した事件 

議事日程 

１．平成１８年第４回定例会における一般質問の調整にについて  

２．議長の諮問に関する事項について 

３．議会改革の検証と今後の予定について  

４．議会運営委員会の開催予定について  

５．その他について 

 

○出席委員（１１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         議 長    堀 部 登志雄 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 

  

○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） 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。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご苦労様です。本日の議会運営委員会ですが、第４回定例会におけます一

般質問の調整を行うこととしています。それと、議長の諮問事項として議員定数の見直し、それから議会

改革の検証としまして、先般まとめをお配りしておりますので、その結果の議論をいただきたいと思って

おります。あと、その他事項で１点ほどございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは早速協議に入りたいと思います。 

第４回定例会における一般質問、９名の方が通告をしておりますので、順次内容についての精査をして

いきたいというふうに思います。 

それでは事務局からお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、通告順によってご説明いたします。１番目の通告ですが、吉田正利

議員から、２項目で８件の通告が出ております。読ませていただきます。 

 まず１点目ですが、「健全な学校教育を目指して、現状の問題点と対応並びに対策について」というご

質問でございます。１点目として、 

（１） 不登校問題について、 

① 不登校の現況について 

② 不登校児童、生徒に対し、教育現場はいかに対応しているのか 

③ 不登校児童、生徒に対する、教育委員会の対応は（現状） 

④ 不登校を最小限におさえるためには、教育委員会としての方針は 

（２） いじめ問題について 

① いじめの現況について 

② いじめの学校から教育委員会への報告制度は 

③ いじめに対し、学校現場での対応と実態及び教育委員会の指導について 

④ いじめの相談に対するシステムは 

⑤ いじめ対策について、学校の協議機関や教育委員会の協議機関はどうなっているか 

（３） 子ども虐待について 

① 子ども虐待の現況について 

② 児童相談所への通知及び措置の現況について 

③ 虐待の要因をどう捉えているか 
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④ 虐待を防ぐための教育委員会としての対応策は 

（４） 2007年４月１日スタートの「放課後子どもプラン」について 

① 白老町における「放課後子どもプラン」の構想と計画の概要は 

② 既存「児童クラブ」との関連は 

③ 学校側の調整や、実施に当たっての考え方について 

 ２項目目としまして企業誘致と誘致政策についてのご質問です。 

（１） 企業誘致活動の進捗状況について 

（２） 工業団地造成事業特別会計収支で 14 億 1,611 万円の赤字を来たしているがどう考えているか 

（３） 企業誘致戦略は現状のままか 

戦略転換の考えはないか 

（４） 企業誘致専門課の設置構想は 

答弁は町長でございます。 

続けていいですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次に通告２番目です。宗像脩議員でございます。２項目の質問です。７点

ほどございます。 

 １項目目であります。「平成 19 年度の予算編成」に向けてというご質問で 

 去る 10 月６日、町長は来年度の予算編成方針を職員に対して説明会を開いた。その時点で４億円の財

源不足が生じるし経常費を 20％削減するとの方向を打ち出したとの報道があった。 

 本格的に予算編成をする時期到来にあたって、どのように考えているのを伺いたい。 

（１） 歳入について 

① 財源不足をどのように補うのか、その対策は 

（２） 歳出について 

① 徹底した支出削減と一人一人の創意工夫をと訴えているが具体的な対策は 

ということでございます。 

 ２項目目としまして「教育界」の諸問題についてのご質問でございます。 

 全国的に「教育」について沢山の問題が連日マスコミを賑わせているが、白老町においてはどうなって

いるかを伺いたい。 

（１） 国旗（日の丸）・国歌（君が代）の件について、教育委員会としてどのように考えているか 

（２） 教職員の精神障害（うつ病、心因症等）の実態と対策はどうなっているか 

（３） 町内小中学校の統廃合の計画の進捗状況について 

（４） 「保育料並びに給食費」の未納について今後の取り組みは 

（５） 「森野体験館」の利用実態と今後の方向性について 

ということでございます。 

次に、通告３番目でございます。吉田和子議員でございます。２項目７点の質問でございます。 

１項目目でございます。障害者の自立支援について 

（１） 本年 10 月より全面施行される障害者自立支援法に基づく、障害者程度区分の認定の状況につ

いて 

（２） 白老町における通所、入所施設の利用状況と自立支援法施行後の利用者退所はあるのか伺いま
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す。 

（３） 町独自の障害者・児の負担の状況と軽減策の実施状況について 

（４） 厚生労働省では、本年度より「工賃水準ステップアップ事業」を始めるとあるが、白老町の状

況と今後の課題について伺います。 

（５） 聴覚障害者の白老町における状況と対応について 

でございます。答弁求めるものは町長です。 

２項目目です。学校教育の問題について 

（１） 子ども体力について 

① 白老町における子どもの体格と体力の傾向について 

② 子どもの基礎的運動能力が長期的低下傾向にあるが、原因をどのようにとらえているか。 

③ スポーツ宣言都市として今後対応すべき対策について 

（２） 給食費について 

① 白老町における本年度の給食費の収納状況と前年度と比較してどうかを伺います。 

② 給食費を納入できない原因をどうおさえているか。 

③ 回収のための教育委員会、学校、センターを含めた対応策は 

ということで答弁を求めるものは教育長です。 

２点目の給食費については、宗像議員の質問と一部重複をされるかなと思います。 

次でございます。４番目の通告順番です。山本浩平議員でございます。３項目 12 点の通告でございま

す。 

１項目目です。19 年度予算の方針と 20 年度以降の見通しと対応についてでございます。 

（１） 19 年度予算の歳入歳出の見込み額は（財源不足見込み額は） 

（２） 19 年度予算編成の観点は何か 

（３） 19 年度予算の現段階における状況は 

（４） 予算各課一律 20％カット・補助金一律 10％カットの方針では町民に与える影響が大きいので

はないか 

（５） 20 年度以降の見通しと対応についての考えは 

過去の教訓をどのように分析し対応されるのか 

 答弁を求めるものは町長でございます。これにつきましても一部前の方と重複しているかなという部分

がございます。 

 ２項目目です。防災及び消防機能の充実について 

（１） 19 年度消防庁舎新設に伴い、町民の安心・安全の点でどのように機能が高まると考えられるか  

（２） 防災センター・白老港・滑空場との連携で機能の充実を図る考えや計画はないか 

（３） 消防庁舎を新設する前面の国道 36 号二車線化の見込みは 

（４） 消防の広域化についての取組みは 

答弁を求めるものは町長であります。 

３項目目です。参与職担当の特命事項の進捗状況と今後の見通しについて 

（１） 移住定住・企業誘致・人事評価制度・合併浄化槽の進捗状況は 

（２） 各々の抱える問題点とその対策についてどのように捉えているか 

（３） 各々の今後のスケジュールと目標は 
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答弁を求めるものは町長であります。 

５番目の通告です。大渕紀夫議員でございます。２項目 11 点の通告であります。 

１項目目です。行財政の現状と改革方針について 

（１） 財政改革プログラムの進行状況は 

（２） 行政評価システムの活用状況及び人事評価システムと共にどのように行財政改革へ生かすか 

（３） 第４次行政改革推進委員会と本部の活動状況は 

（４） 歳入対策の変化はあるか。政策転換による歳出削減策はあるか。 

（５） 一般経常経費、職員人件費の削減は限界と思うが 

（６） 町が自立して行く為、また町民が安心して住んでいてよかったと思う町を作って行く為には、

その方向付けと抜本的な財政対策がどうしても必要であり、町の大転換は職員と町民の意識改

革の為の手立てが必要と思うが 

（７） 財政のトータルな長期的方針について 

（８） 地方自治体の将来のあり方についてどう考えているか 

答弁を求めるものは町長であります。 

２項目目であります。グリーンビジネス（固形化燃料）について 

（１） 一般廃棄物の固形燃料化についての現状は 

（２） 一般廃棄物、産業廃棄物の処理の見通し、また量の点での問題点と対応策は 

（３） 採算の見通しと状況は 

ということで、答弁を求めるものは町長であります。 

６番目の通告順でございます。斎藤征信議員でございます。２項目８点の通知でございます。 

１項目目です。下水道事業の推進について 

（１） 下水道事業の現状と将来計画は 

（２） 下水道事業の財政的な将来見通しは 

（３） 合併浄化槽切替えの問題点は 

（４） 分流式への切替え事業推進計画は 

答弁を求めるものは町長であります。 

 ２項目目です。特別支援教育について 

（１） 特別支援教育導入の目的は 

（２） 同教育推進の国の経過と今後の予定は 

（３） 本町における対象児童の把握は 

（４） 本町の体制づくりと指導者養成は 

ということで、答弁を求めるものは教育長でございます。 

７番目の通告でございます。土屋かづよ議員でございます。２項目６点の通知であります。 

１項目目、生活保護の実態について 

（１） 白老町においても増加の傾向にあると聞いているが現況はどうなのか 

（２） 申請者に対してどの様な指導を行っているのか 

（３） 年金担保の貸付制度があるが、どの様に周知しているのか 

また、利用者はいるのか 

答弁を求めるものは町長であります。 
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２項目目、防災対策について、 

（１） 最近、相次いで起こる自然災害に対する対策は 

（２） 避難場所の再検討をすべきでは 

（３） 高齢者・障がい者の避難訓練は 

 答弁を求めるものは町長であります。 

 次に８番目の通告です。玉井昭一議員です。３項目５点の通告であります。 

 １項目目、日本製紙白老工場のボイラーについて 

（１） 日本製紙白老工場がＨ19 年３月、90 億円のボイラー設置を決定したが、白老町への影響と経

済効果はどのように試算しているか。 

（２） 白老町のごみ処理も検討中との事であるが、町としてはどのような対応をしているのか。 

答弁を求めるものは町長であります。 

２項目目です。白老港から石山通りへのオーバーブリッジについて 

（１） 着工はいつで、完成はいつなのか。 

（２） どのような状況で工事が遅れているのか。 

ということで、答弁を求めるものは町長であります。 

３項目目、いじめ自殺問題について 

（１） 全国的に起きている、いじめ、自殺問題について 

白老町の実態と対策はどのようになっているか。 

 ９番目最後ですが、加藤正恭議員でございます。１項目４点の通告でございます。 

 １．社台地域の振興策について 

（１） 現状の認識と将来をどの様に考えておられるか。 

（２） 都市計画法における市街化調整区域の住宅建設は、どの様になっているか 

（３） 種々の振興対策が考えられると思うが 

① 公営住宅の建設 

② 団地造成 

③ 定住移住の誘導 

④ 畜産政策 

⑤ インクラの滝、牧場、自然の活用など 

（４） 現状のままでは保育園及び小学校の存続懸念がある 

今からその対応を検討する必要があると思うが 

 ということで、答弁を求めるものは町長及び教育長となっております。 

以上９名から 19 項目の質問が出てございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今事務局から９名の一般質問の通告内容についての説明がございま

したけれども、若干ダブっているところがございますけれどもいかがでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ダブっているのは玉井議員だけですね。給食費がお二人、あと財政の観点

がお二人、細かく言えばグリーンビジネスの部分も１点あるのですよ。下水道絡みと特命参与の部分では

若干ダブってはおります。宗像議員の質問がダブっているのです。宗像議員のほうが先ですから、先優先

ですからどうしようもないですね。 

○委員長（大渕紀夫君） これ、調整する必要がある部分ございますか。玉井議員のいじめの自殺問題に
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ついてというのは、かなり内容的にも同じような中身になっておりますね。違う観点でお聞きをするとい

うことになりますか。 

○委員外議員（玉井昭一君） 答えが出れば私の方は、その内容によってあれですけれど・・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他ダブっているところはございますか。調整が必要なところはございま

すか。答弁がどうしても同じくなりますので、そこだけは十分考慮して、視点が違うというのは構いませ

んけれども、答弁が同じになるという可能性がありますので、そこは聞き方を十分注意していただきまし

て、同じような答弁を引き出すような聞き方はしないと。これだけはお守りを願いたいと。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） それで、今までそういうような形でずっと推移してきているのですが、それで、

そういう形で前の人が聞いたら、ある程度納得したものについては重複して質問はしないということにな

るのですが、あまり前の人と重複しないために関連、関連で通告の逸脱したような形にならないようにだ

けはしていただきたいなと思います。前の人がこの角度から聞いたら、それに関する観点の違うところな

らいいのですけれども、あまり波及して拡大解釈でずっといかないような形で十分考えていただきたいな

という具合に思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、その件よろしゅうございますか。他。 

私のほうからひとつだけ、同じ会派でダブルということはなるべく避けていただきたいと思います。こ

れは会派の中で一般質問の調整をきちんとしていただきまして、そして会派の中で同じような質問が出る

ということだけは、今後注意をしていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。他あ

りますか。一般質問については、それではよろしゅうございますね。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私自身のことなのですが、「社台地域の振興策について」と、こういうことでや

るのですが、4 番目の教育長の考え方を聞くということで出してあるのですが、これ直接タイトルとは、

本当は関係ない問題なのですが、関連としてやっぱり人口が減っていると、少子化という問題から保育園、

小学校と、こういうことでの質問になりますのでご理解いただきたいと思うのですが、いかがですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 内容は十分兼ね備えていると思いますよ。 

○委員（加藤正恭君） 見た目ではちょっと違うと思うような感じがしたものだから。そういうことでや

りますので、タイトルとはちょっと離れるけれどね。 

○委員長（大渕紀夫君） もちろん加藤委員、振興策ということでやるということですね。他。 

それでは１点目の定例会の一般質問についてはただ今の議長のご意見を含めて、今後生かせるところは

生かすということで、今回についてはこの中身でいくということでお願いをしたいと思います。よろしゅ

うございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは２番目ですけれども、ちょっと２番目後に回しまして、先に３、４、

をやりたいと思います。３番目議会改革の検証と今後の予定について、前議会運営委員会で報告案の文章

を配布しました。私が報告するということで配付しましたけれども、前回も一度聞いたのですけれどもそ

の時はこれでよろしいということでいただいたのですけれども、報告の中身は当然２次改革の内容の大き

なものも参考につけますので、報告案文はあれでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことで報告をいたしますので、お願いをいたしたいと思います。 

４点目、議会運営委員会の開催についてですけれども、次回は 12 月８日に開催するということになっ
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ております。その他にありますけれども、今日、請願・陳情・意見書等々配布しておりますので、その議

論を８日の日に行いたいというふうに考えておりますので、それぞれ目を通し、各会派で意見をまとめて

ご参集願いたいということであります。 

それでは中に、陳情書と意見書が、両方出ているものがございますので、日豪ＦＴＡ交渉に関する意見

書というのと、農業協同組合から出されている要望書と、意見書を出して欲しいという陳情書がございま

すので、その関わりについて事務局から説明をしていただきます。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、陳情書の方ですが、裏に書いてあります苫小牧広域農協から今盛ん

に交渉段階に入るということで新聞紙上を賑わせておりますオーストラリアとの関税撤廃の関係ですね。

意見書を出していただきたいという陳情書が出されました。その時にお聞きしましたら、システム上は委

員会に付託されて３月に出てくるという仕組みですから、「もう少し遅れますよ」と言ったら、「意味がな

い」という部分がありまして、それであれば議員さんを通じて意見書を出してもらうように働きかけては

どうですかということで、たまたま新政クラブさんのほうに働きをかけ、新政クラブさんは意見書がすで

に案として提出されていますので、この案が通りましたら陳情書については下げてもらうという形をとり

たいと思っております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことをご理解の上、各会派でご議論を願いたいと思います。 

 もう１点、森林・林業政策の充実と新たな財源措置を求める意見書採択の要望書、これが出ているので

すけれども、これにつきましては北海道も、我が白老町も森林議員連盟に加盟をしておりますので、この

件の取扱いを次回までにきちんと協議をしておけば、意見書案として出せるのですけれども、いかが取り

計らいましょうか。前回の経過について事務局から説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会長は議員会長の加藤議員がなられておりまして、幹事として宗像議員が

幹事になられているのですけれども、前回も会長さんと幹事さんに一任という形で、意見書をそちらのほ

うから議員提案していただいたという経過がございます。 

○委員長（大渕紀夫君） そういう経過を踏まえてですね、我が議会もこの森林林業議員連盟に加盟をし

ておりますので会長・幹事で、８日まで処置を考えていただくという取り計らいでいきたいと思うのです

がいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。それでは、請願・陳情・意見書については以上のよ

うな扱いをしながら８日の日に結論を出したいとうふうに考えます。 

 次にその他について、会議録公開（ホームページ）に関する電話連絡の件についてということで、別に

別紙が出ておりますからそれを見ていただきながら、事務局お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしゅうございますか、説明申し上げます。 

 11 月９日付で匿名の男性の方なのですが、中村主幹が電話を受け取りました。その方は、関東圏、東

京周辺に住んでいる自治体の職員だということでございまして、どういう内容だったかといいますと、「今

白老町のホームページを見ています。議会の会議録を見させていただいております。その中で、交通事故

専決処分、法第180 条で町に委任している専決処分が議長宛てに報告出されまして、議会の中で諸般の報

告で報告しております。その時に、総務課長がその内容を説明してくれるわけですが、その中で被害者の

住所・氏名も議案説明するものですから、当然会議録に載ってしまうということで、この観点でプライバ

シーの観点からいかがなのでしょうか」という電話が参りました。 

 その時即答、うちでどうするこうするというお話はしませんでしたが、そのあとやはりプライバシーの
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問題があるものですから、一応議長会に１回打診、確認してみました。勢? 事務局長の見解でございます

が、基本的には各自治体で判断していただきたいというのが結論なのです。ただ個人情報保護法の施行以

来、こういう部分の問題がいろいろ起きてくる部分があるでしょうと。配慮するべきことがあるかもしれ

ませんけれども、相手方、具体的に対応するしかないのではないでしょうかという中身でございました。 

 ですから、その町村の判断によるのではないでしょうかという結論なのですが、過去には、例えば財産

取得の議案、個人の人から財産を町が取得するときに、何千万円、何億円で買って取得しますよといった

ものを議会広報に載せたという部分がありまして、それで訴えられて係争している事例も実際にはあるの

ですよね。というのは、個人で金額がどのくらいなのか、それは状況は分かりませんけれども、議会広報

に載せるという方は積極的な公開ですから、それで係争されているという実例もあると。 

 それで、うちのほうもインターネット上は積極的にやっている部分、図書館に置いているとかそういう

ものは積極的にやっている部分ですから、その部分の配慮が今後いるのかなということで、全道のホーム

ページをある程度調べてみました。３通りの方法がありました。 

 まずひとつは、うちと同じように全文公開していて、例えば議案説明に住所氏名をそのまま載っている

というのは、苫小牧市もそうでした。士別市、千歳市、幕別町、音更町、福島町、これらは全部うちと同

じように会議録上公開されていました。 

 それと、技術的な面だと思いますけれども、議案説明の時に住所氏名を言っていない。要するに事故の

状況だけ言っている。特定されるような住所氏名を言っていないというのは、案外市に多いのですよね。

登別市、深川市、根室市、江別市、芦別市、北見市、旭川市、これらほとんど議案説明のときに言ってい

ないということですね。 

 それと、議事録を修正して、議案説明などを省略して載せているのが、厚真町だとか三者三様の部分が

ありますので、できれば事務局としては、町側と相談したのですが、技術的に配慮できるのであれば、議

案書には載っていますから、会議録上の問題だけですから、例えば「記載のとおり」という表現にするか、

その部分にすれば一時的なインターネット上のプライバシーの部分は保護されるかなというふうな部分

を今もっております。 

 それで、12 月１日の新聞記事にも載っていたのですが、住基ネットワークの中で、これもプライバシ

ー権の保護に違反するという判例が出されたという部分で、これもうちのほうの部分と似通っているのか

なと。今憲法 13 条を参考に横に載せておりますから、この中の国民の利益についてはというところが、

そのプライバシー権にあたるのだろうなという判断をしております。ご議論いただきまして、できれば今

定例会で専決処分が１本出てきますので、だから加害者、被害者についても当然報告書に載っていますの

で、今度プライバシーに関係する部分につては「記載のとおり」という表現をさせていただければ、一時

的なホームページ上のプライバシーの部分についてはクリアされるのかなと思っておりますので、ご議論

いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今局長からお話がございました。この件についてご意見のございます方ど

うぞ。はい、吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今局長が話されたような内容で、公の部分と内部的な判断できる部分の区分

が明確になっていれば、今局長が話されたようにしたほうがよろしいかと思います。 

 実は、今朝の新聞でも公になっておりますが、住基ネットの適用の判決をくだした判事が自殺している

という事件もございますし、そういうふうな意味ではいろいろと問題があるようでございますが、当面の

問題については、白老町はそのようにしたらいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 
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○委員長（大渕紀夫君） 他。皆さん方に配布されるのは、文章上で今までと同じように配付されるわけ

です。それの説明をするときに、「記載のとおりです」という説明をしていただくということですからね。  

文章そのものはちゃんと皆さん方に配布されますから、ただホームページに載るときに、その名前を読

み上げますと、議事録ですから全部載りますので、議事録を読み上げるときに「記載のとおりであります」

というふうに読み上げるという意味であります。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、同じようなものが出た場合はその都度、その中で協議をしていくという

ふうにいたしたいと思います。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それから、その他もう１件、先にやってしまいます。 

 先日からご議論になっております通年議会の件で、岡本部長の日程、スケジュールが固まったようです

ので、その件について局長から説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今朝一番で電話が入りまして、今非常に忙しいのだそうです。日程も取れ

ない状況で、12 月 16 日の土曜日なのですが、「土曜日であれば行ける。」朝一番で東京を発って午後２時

頃に戻りたいと。ですから非常に忙しいようです。予算折衝の段階に入っていまして、24 日が閣議決定

だということもあって、その前の週は全然だめですと、もしかこの日がだめであればまた別に協議ですね

という話をされて、うちは今議論をしている最中ですから、12 月中にできるのであればぜひお願いした

いと言う部分だけは話しておきましたので、ですからその日程から言いますと、東京を朝一番で発ってく

ると９時ちょっとには千歳に着くのですよね。そこから移動しましても、早くても 10 時にしかここへは

着きません。午後２時頃に帰るとすれば、10 時から 12 時くらいまでに、大体移動をあわせても昼くらい

までしか、食事をとってもらってそのまままっすぐ帰るか、細部まではまだ詰めておりません。 

 この日であればお伺いしてということをおっしゃっていました。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今お話ありましたように、全国町村議会議長会の政務疑義調査部長岡本光

雄氏の講演の件ですけれども、お話ありましたように 16 日土曜日です。10 時から行いたいと。こちらの

ほうで緊急要請をしておりますので、全議員が参加するということがどうしても必要だと思います。万障

繰り合わせの上、町側も担当の関係の人たちは参加をしてもらうようになるかと思いますけれども、議員

の側が要請していますので、最大限出席するということで行きたいと思いますけれども、16 日の議員研

修会は、こういう形で行うということでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは各会派徹底していただいて、この日は必ず出席するということ

でお願いをいたしたいと思います。 

○委員（山本浩平君） 主催と費用をお聞きしたいのですが。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今考えているのは、移動する費用弁償ですね。費用弁償は当然全額負担し

なければならないと、全国の議長会の旅費規程に基づいて、飛行機代も含めて負担しなければいけない。

それと、通常講演ですと謝礼というか、講師料。道の議長会に聞いてみたのですが、道の議長会もはっき

りとは言わないのです。「気持ちで」と言いますから、町のそういう方をお呼びしたらどの程度謝礼を払

っているのか、多くて 3 万円くらいだと思うのですが。今考えているのは公費で出すか、議員会で出すか、

半分半分出すか、これ分かりませんけれども、１回目病院の学習会をしようということで、予算は組んで

あるんですよ。謝礼も一応は組んでいます。ですから公費でも出そうと思えば出せないことはありません。
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議長とも相談して。ですから旅費も負担してと言うことになれば、10 万円はかかると思います。だから

議員会で１回分は、11 月から次年度変わっていますから、研修代金はそれくらいは見ているのですよね。  

正式に議員会でやるのなら議員会という形をとりますし。当然、岡本さんに「これは議員のお金でしま

すから」と言うお話をします。 

○委員長（大渕紀夫君） 議員会の主催にいたしますか。旅費と講演料を入れれば 10 万円くらいはかか

ると思うのですけれども、議員会主催するなら議員会主催と言うことで、はじめから議員会主催でやると

いうふうにいたしたいと思いますけれどもいかがでしょうか。ご意見ございましたらどうぞ。 

 はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） この度の、議長の諮問に関する定数の見直しについてということについての関

係で来ていただくということでございますので、その点について議会のほうでやったほうがいいのかなと

いうことです。いろいろと研修については、いろんな考え方があると思いますけれども、せっかくそうい

った方に来ていただくのですから、今の諮問についてはすべての面でしっかり結論を出していただきたい

と。そういうことで議会のほうでやってよろしいのではないかという具合に思いますので。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今議長がおっしゃられたのは議会のほうで対応するというふうにしたら

いいのではないか、公費で対応したいいのではないかということであります。どうですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それではそのような形で取り行いたいと思います。各議員に徹底だけは

お願いします。どうでしょうか、町の例えば総務課、特に担当のところ、助役もそうですけれども、町長

もそうですけれども、ただ、こちらでまだ申し入れも何もしていないのですよ。だから変な形になるので

すよね。 

我々はまだ結論をきちんと出しておりませんので、その前段としての勉強会でございますので、呼びか

けはしたほうがいいのではないかと思っていますけれども、それはよろしいですよね。だめだというふう

にはならないよね。担当課含めてお聞きになりたい方はぜひ聞いてください。土曜日ですから休みですの

で、個人的にどうぞというようなことで呼びかけはしたい。場所は議事堂です。 

岡本部長の学習会については、他何かございますか。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは本日3 時から議会広報の特別委員会になっておりますので、25

分まで暫時休憩をし、その後議会運営委員会を続けたいと思いますので、７．8 分間くらいは休憩します。  

その後、議長の諮問に関する事項、議員定数の見直しに関する議論を行いたいと思いますので、よろし

く願いいたします。 

 

休  憩 （午後２時１8 分） 

 

再  開 （午後２時２6 分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

それでは２番目、議長の諮問に関する事項について、議員定数の見直しについてを議題に供したいと思

います。前回の議会運絵委員会の中で確認されましたように、各会派に持ち帰り、なおかつ会派代表者会

議も経ておりますので、各会派の状況についてお話を願い、どの程度まで詰められるかということでの議
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論を行いたいと思います。 

各会派のご意見を賜りたいと思います。それでは町清クラブ加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、いつもトップでやるものですからたまには一番最後にやりた

いと思ったのですが、委員長の指名でございますので意思に反して申し上げなければならないと思うので

すが、うちの会派はいろいろ議論をいたしております。会派の代表者会議等についてもざっくばらんに申

し上げておりますが、どうしてもうちの場合は 17 名以外に譲るわけにはいかないと。こういう考え方で

５人一致いたしております。私個人としてもそういうふうに 17 名でいって欲しいと、こういう会派の意

向でございます。 

 内部的にいろいろ議論もしていますが、そこまでは今申し上げられない部分もありますが、なんとか調

整して、調整の方法が実はわからないのですけれども、17 名で調整してもらうように頑張っていただき

たいとこういうことでございますので、そういう意見で固まっております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブです。うちは当初から申し上げていますとおり 16 名の数字変更はあ

りません。なんとか議運で調整をして欲しいという意見であります、以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） うちも前回の経過については、内部に十分報告してございますが、やはり新

風も前に申し上げたとおり 16 名の主張は現在のところ変わっておりませんので、よろしくお願いしたい

という結論でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところですけれども、共産党ですけれども、きちんとした改革の根拠とい

うものを我々きちんと示しているわけですけれども、そういうことも今後議論をされるという中で、いろ

いろ議論をいたしました。最終的には、採決になった場合はこれはそれなりの態度を示さなくてはいけな

いだろうと。このあいだ申しましたように、我々がそういう立場にたったときは、当然とる道は 1 つしか

なくなりますので、そういうことの決断もしなくてはいけないというところまでの議論はいきました。し

かし、まだ現段階でこうと、採決ということを十分視野に入れて協議をしているということであります。

ですから会派代表者会議で申し上げましたように、そういうところまでぎりぎり選択をせざるを得なくな

ると。その時の根拠というのははっきり言って、なかなか難しくなります。しかし、今の状況でいけば

16 か 17 かということになっておりますので、そういう状況の中では苦しい選択を迫られるのかなという

ことで、そういうことも視野に入れた形での議論が終了しておりますので、そういうところでおさえてい

ただきたいと。 

 ただ、我々の考え方というのは当初の考え方ですけれども、ここまで来たらやはりそういう選択も迫ら

れるだろうということであります。以上。公明。 

○委員（吉田和子君） 私の会派も話し合いをしまして。なかなか結論が出ないでどうしたらいいのだろ

うということで話し合いをしましたけれども、やはり 16 名と一たん出したからにはそれを貫いていって

欲しいというもう一人の方の意見もありまして、最終的には議運で詰まればいいけれども、つまらなけれ

ば採決という方法も、これは止むを得ないのだろうかと、そういう話し合いまでいきました。できればそ

ういうふうにならないような方向性の話し合いができればいいのではないだろうかと。 

ただ、16 と 17 というようなその数字に対する根拠というのは何も変わらないだろうと、ただ数字的に

１人多いか少ないかという議論になって、ここまでみんなが自分たちの意志を通したらなかなか引き下が

れないで、このままいってしまうのではないだろうかという、そういう思いをしながらでもやっぱり私た
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ちは 16 でいかさせていただきたいということで話し合いました。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、ちょっと申し忘れたことがあるのですが、実は議運でこの問

題が議長から提案されて大分時間が経つのですが、私が提案して 12 月中に結論を出すべきだと。だらだ

らしていてもだめだよと、こういうような話を申し上げて、一応そういうことにはなっておる。 

途中から通年議会の話が出て、議員数を減らすためのいろんな根拠というものを示さなければ町民は納

得しないだろうと、こういうようなことから、たまたま今回岡本部長さんが 16 日に白老町にこられると、

そういうようなお話から、少し通年議会というものを勉強するということも踏まえて、この定数の問題は

来年の 11 月の改選の選挙後に実施されるとすれば、12 月中に結論を早急に出さなくてもいいのではない

かと、こういう話も実はあります。 

それで、多少はだらだらするかもしれませんが、12 月ではなくて 3 月ころまで詰めてやってもいいの

ではないかという話も、実はあります。その期間いろいろと我々としても、今後の議会活動、常任委員会

を中心とする活動等について、通年議会という考え方も、正直なところ我々まだ十分承知しておりません

ので、そういう話を伺いながら、検討してみたいとこのような考えでおりますので、12 月という提案を 3

月ころまでに延ばしてみても良いのではないのかなと。6 月の議会に出しても間に合うのではないのかな

と、こういうような考え方を議論しておりますので、そのあたりも含めてご検討願いたいと思います。以

上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今加藤委員のほうから、そういうご意見もございましたけれども、議会運営委

員の方々でご意見ございます方どうぞ。 

 ございませんか。なければ委員外議員の委員の皆様に、もしご意見がありましたら述べる機会を作りた

いと思います。委員外議員の皆さんで、ご意見ございます方ございましたらどうぞ。玉井委員外議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 私は当初から、人数的には 18 人といっておりますけれども、今 16 か 17

かという話しになっているようですけれども、その辺は自分の数字に近いほうがいいのかなと思っており

ます。 

 それから今、加藤委員が言われたように、岡本さんを呼んで聞くということになっているので、３月ま

ではちょっと長いかなと思いますけれども、その話を聞いてから結論を出すべきかなと、私もそんなふう

に思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私は全体的に、この定数問題について、他に自治体と比べると随分時間をかけて

きたのではないかと。確かに私どもの選挙は、来年の 4 月ではなくて 10 月後半、11 月以降ということに

なりますから時間はあるかもしれませんけれども、他の自治体と比べると非常に遅いと。それが町民の目

にも映っていると思うのですよ。まして議会報告会等で議会改革についてやりました。その中で定数の問

題もやりました。そういった経過を踏まえている中で、年明けにずらすということは逆に僕は町民の眼か

ら見てどのように映るのか、今 16 か 17 という、20 というところもございますけれども、ほぼ 16 か 17

かという議論をなされているわけでございますので、なぜそんなことが決まらないのかという町民からの、

私は批判が出てくるのではないのかと思いますので、先延ばしするということに関しましては反対です。 

 やはり 12 月までには結論を出すべきではないのかなというふうに考えます。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 今ご意見がありましたけれども、実際問題として 12 月ですね。期間も今までい
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ろいろな討議をされてきたことは事実です。ですけれども、今のこの切羽詰った時期で何かもうちょっと

煮詰めることはできないかも知れませんけれども、もうちょっと時間をおいたらいいかなと、そういう感

じはいたします。時間をおくということは今年中にどうしても決めなければならないと、そういうような

考えではなくても良いのではないのかなとそういうふうに考えます。 

 確かに今言ったように、だらだらきてしまって「お前等何をやっているのだ」と、そういうようなこと

も出てくるかも知れません。ですけれども、それはそれとしてある程度そういう目を主張としなければな

らない部分があるかも知れません。ですけど、今のこの段階において、最後になって詰めをやっぱりきち

んとやったほうがいいかなと。そのためにもうちょっと時間が欲しいと。 

 臨時議会という、そういうのを設けて、そういう形でやったらどうかと。私はそういうふうに考えます。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。ご意見ございませんか。議長何かございませんか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私のほうで諮問したこの問題でございます。そういった中で私として、「どっ

ちにせ、こっちにせ。」ということにはならないと思うので、議運という中でその辺はきちんと調整して、

答申をいただきたいなという具合に思います。しかし現状で今すぐ、この場ですぐどうしてくれといわれ

ても、議運としてもなかなか統一した見解として答申は出せないと思いますので、12 月いっぱいという

ことで今までいろんな形で公表していますので、それについてはできればそのような形でやっていただき

たいなという具合には思いますけれども、皆さんがどうしてももうちょっと時間が欲しいというのであれ

ば、それは議運の皆さんでお話しして、それはそれでいいと思うのですけれど、なにせ議運の答申いただ

いたことについて、実際に本会議でそれが覆るような、そんなことだけはぜひ避けなければならないと思

いますし、この問題について多くの議員の方々、ただ過半数いればいいという問題でもないと思いますの

で、その辺は十分議論をして調整していただきたいなという具合に、ただ私はそう思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今の議長の発言を受けて、皆さんなにかございますか。 

私委員長ですけれども、私は１つは、結論は今年中に出す。出せるものであれば出したいという考え方

は同じでございます。同時に、少なくても定数問題というのは議会全体がそれなりに一致すべきものであ

ろうというふうに私は思っております。本当にぎりぎりとか、そういう形の中で結論を出すというのが、

今後議会運営上含めてもいかがなものかというふうに考えております。 

ただ、今の状況では非常に膠着状態ということは、今日の会議の状況を見ても明らかであります。その

ことを十分踏まえまして、一定の結論を出す努力をしなければいけないだろうというふうに考えておりま

す。時間的にどうしても余裕がないということがそういうふうにさせているのであれば、今月中にどうし

ても結論を出さなければいけないというふうにはならないと思いますけれども、私は出したいという考え

方を持っていますけれども、そういうことで結論が出るという状況になるのであれば、そこの選択肢も仕

方がないのかなというふうに思っております。 

原則論で言えば、今月中に結論を出すというのが、町民に発表しておりますので議会の権威の問題もご

ざいますので、そのようにしたいとは思いますけれども、しかし同時に、今議長が申されましたように、

議会運営委員会で答申したことがきちんと議会全体が一致できるような内容にしていかなればいけない

だろうというふうに思っておりますので、若干冷却時期間をおくと。８日の議会運営委員会でも、12 月

議会の直前でございますから、この場ではこの定数問題では議論をしないということで、今回はこのまま

散会し、定例会後再度議会運営委員会を召集したい。それまでそれなりに各会派で議論をしてもらい、ま

た一定の妥協案があれば妥協案も含めて検討せざるを得ないだろうというふうに思います。どうしてもそ
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のことがいかなければ、それはどういう形で結論を出すかというのは最後皆さんの判断ですると。 

これは、議会の民主主義の部分もございますから、避けたいと思いますけれども、そういうことになる

可能性もあるかもしれません。しかし、現段階で定例会の前にこの議論をするというのは、ちょっと無理

があろうという判断をいたしますので、定例会後再度日にちを設定し、この定数問題での議会運営委員会

を招集したいというふうに思いますがいかがでしょうか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。それではそのようなことで、定例会後に再度議会運

営委員会を招集し、少なくても方向付けは出したいというふうに思いますので、各会派再度ご協議を願い

たいと。出た結論は同じだ、同じだと申されますけれども、どこかで形をつくらなければいけません。最

終的に採決というふうになった場合のことを想定してもちょっと難しい部分がございますので、十分ご協

議を願いたいというふうに思います。 

 それでは時間もございますので、本日の議会運営委員会は以上で閉じ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、本日の議会運営委員会以上で閉会といたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ２時４７分） 


