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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２月１７日（金曜日） 

開  会     午前  １０時０２分    

閉  会     午後  １２時０４分 

             

○議事日程  

審議事項    1.議会運営に関する事項 

        2.議会の会議規則、委員会に関する条例について 

        3.議長の諮問に関する事項について 

        4.その他  
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委   員   熊 谷 雅 史 君              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 

委員外議員   西 田 祐 子 君      

             

○欠席委員（０名） 

                                          

○職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 

書     記       浦 木   学 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）  おはようございます。すでに開催でご通知申し上げていますとお

り、所管事務に関わる部分につきまして、まず、1 点目として議会運営に係る事項、5 点ほど議題で

通知させていただいております。それと会議規則等の関係で、傍聴規則の見直しについてというこ

とを 1 点ご通知させてもらっております。それから、議長の諮問事項につきましては 3 点ご通知申

し上げています。以上をご審議いただく予定でございます。 

○委員（大渕紀夫君）  それでは、早速、審議に入っていきたいと思います。よろしゅうござい

ますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員（大渕紀夫君）  それでは、議会運営に関する事項についてということで 1 番目に本会議

における資料請求について。これは継続審議になっております。本会議でいきなり資料請求はいか

がなものかということでですね、お諮りをしているものでございます。資料がございますので、資

料の中身も含めて局長から説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それじゃあ、ご説明申し上げます。この課題につきましては、第

5回の臨時会、11月28 日に議員からの本会議における資料請求があったことに伴いまして、休憩後、

議会運営員会を開きまして、その中で本会議における資料請求については別途、協議するというこ

とになってございましたので、私の方で町長部局に対する資料請求の法的主旨ですとか、そういう

内容について、ちょっと整理させてもらいましたので、それを説明したいと思います。 

 まず、資料請求の意義ですが、一番上の左側の方に「議会ガイドブック」、これはぎょうせいで発

行しているものですが、自治大学の講師、中島先生という方が書いているのですが、その 199 ペー

ジにこのように記載されております。資料請求につきましては、法的根拠としては自治法上何もご

ざいません。特に明文になっている部分はございません。その主旨としましては、議員が自由に執

行部と交渉すると。もう一つは議会事務局に依頼する。もしくは委員会の会議中は、委員会の決議

によって請求すると。本会議中は本会議の議決により請求すると。こういう方法が考えられますと

いう規定が書いてございます。ただ、これについては執行機関に対して法的な強制力を伴うもので

はございませんという書き方がございます。町側が提出を拒否することも可能ですという書き方も

されてございます。 

 それでは、法的に認められている部分がないのかという規定でございますが。今、自治法上に条
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文として認められている資料の部分については 5 点がございます。まず、1 点目は地方自治法の 98

条に定めます、議会の検査・監査の請求に伴う資料提出でございます。もう一つは地方自治法第100

条の調査に関わる記録の提出。これが法文上書かれてございます。それともう一つは地方自治法122

条、長の説明書の提出。これは予算ですね。それと併せて 211 条、233 条に予算と決算の部分の資

料提出が書かれている。この 5 点しか、今、法的に資料を出すという規定はございません。ですか

ら、今まで町の方に議員さん個人並びに議会で要求しているのは、あくまでも事実行為としてやっ

ているにすぎないと。これは町側の協力のもとに事実行為として要求して、いただいているとこう

いう部分でしか解釈上はないということでございます。 

 で、それであれば議会の中身の議論の性質上を見ますとどういうものかという書き方をしている

のは、その下の左側ですが、会議、本会議、委員会とも、どちらも言論主義を建前としているとい

うことです。それで、資料要求というのは本来例外に属するものですという書き方がされています。

一つは口頭による答弁ではあまり複雑すぎて分かりにくいもの、口頭による答弁では誤解を招きや

すいもの等に限定して要求する必要があるという書き方もされております。で、資料請求をしても、

当然町側は自主的に協力のもとに出してくるものですが、出されないものもございますという書き

方がしています。例えば、税金の個人別滞納状況ですとか、職員の昇任試験等の個人成績でありま

すとか、個人プライバシーに関するもの、こういうものについては何ぼ議会が請求しても法的上出

せないというものでございます。 

 もう一つは委員会の中で資料請求といった場合どういう方法が考えられるかという中で、委員が

資料請求の要求をした場合、委員会として請求するかどうか、まず諮って、可決された場合に委員

長が議長にこの旨を申し出て、議長が執行機関へ請求するという流れになります。なぜ、こういう

流れになるかと言うと、議会と執行機関は別々の機関でございますので意思表示が必要です。議会

の場合、議長が対外的に意思表示ができる代表権を持っていますので、委員長自らは出来ないと。

議長がしなければならないという形になります。本会議においては、当然本会議に諮って、議長が

請求すると。こういう流れになろうかなと思います。ですから、本会議並びに委員会における資料

請求の法的なもの、解釈上はこのように解釈しなきゃならないのかなと思っています。ちなみに他

の団体を確認させてもらいました。厚真町でちょっと事例があったのですが、厚真町については例

えば議員が資料に基づいて説明したいという場合も認めていないそうです。なぜかと言うのは、先

ほども議会、委員会とも言論主義を建前にしていますというお話しましたけど、資料に基づいて話

した場合に、ここ、そこ、あそこという表現になるのだそうですよ。そうした時に会議録が意味不

明のものになってしまうので、厚真では議員さんが資料提出して説明するのを基本的には認めてい

ませんという話をされていました。あと、あたってみましたけど、そういう事例はあまり無かった

ようです。ちょっと雑駁ですけど、以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  今、局長から資料 1 に基づく議会運営の資料請求の関係についての説

明がございましたけれど。まず、質問等ございましたら、どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今の場合は本会議の場合の資料請求云々だけど、これが代表質問だとか

一般質問だとか、そういう場合はこれに準拠するのかどうかね。例えば、代表質問する前にこうい
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う資料提出。僕なんか、ちょいちょいやるのだけども。ああいう場合は問題無いのですかね。その

辺りどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  先ほども一番最初にご説明したのですけど、上の右側の段をご覧

になっていただきたいのですが。資料請求には法律上、先ほども言いましたように明文の規定は無

いですよと。ただし、その方法としては 4 点ほどでやられていますと。今、議員さんがおっしゃっ

たのは、自分が代表質問・一般質問に資料として資するために、一番上①でやられている資料請求

だろうと思います。ですから、これは独自にやられる議員として資料収集でありますから、これは

構わないのではないかなと。先ほど申しましたのは、委員会の中、本会議の中での資料請求のお話

をさせてもらいました。 

○委員（大渕紀夫君）  よろしゅうございますね。他。それでですね、なぜ、これが審議事項に

なったかと言うのは、本会議で直接、この場合は法律的には委員会・本会議の中で議決すれば議長

を通じて資料請求できるということになるわけですね。当然、それはそれで法律的にはいいのです

けれども、前回問題になったのは何かと言うと、本会議の中でいきなり資料請求をしますと審議が

滞ってしまうという恐れがあるために、事前に要求できるものは事前に要求した方がいいのではな

いのかというそういうところから出発しているのです、出発は。ですから、うちの場合は町が拒否

をするというのは右側の下に書いている 4 項目、これ以外はほとんど出してくれると。個人で言っ

た場合でも、議会を通した場合でも出していただけるという状況があるのですね。そうすると、そ

れは何もこちらが拒否するものではございませんから、このまま延長すると。ただ、正式に言えば、

本会議で議長を通して要求するのが筋なのだけれども、こういうふうに自由に出していただけるも

のであれば、分かれば事前にいただいた方がいいのではないかというそういう主旨なのですよ。こ

こら辺についての考え方ございましたら、どうぞ。吉田委員、どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君）  今の意見については、私の会派に該当する問題ではなかったと思う

のでございます。それで、基本的には今、委員長がおっしゃったように、事前にそのような主旨が

明確であれば、やはり事前請求すべきものであるという考えに達しております。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の方。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  うちらの会派も事前に請求すべきであるということの結論に達しており

ますので、その点を申し添えておきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  新政クラブも、今、新風さん、町清クラブさんが言ったとおり、やっぱ

り事前に資料請求はすべきと。本会議でいきなりというのはフェアではないということになってい

ます。 

○委員（大渕紀夫君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  私も会派も事前に協議されることが配付されますので、前もって資料が

分かっている部分については前もってやるべきであるということだと思うのですね。ただ、今、こ

のものを見ていて、本会議で議論をしている最中に資料が必要になる時ありますよね。じゃあ、そ
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のことに関しての何かあるのですかとかということが出てくる場合ありますよね。その時は議長を

通して、その議論をしていただけるということに。それでいいのですね。この間の時は最初から資

料の請求から始まりましたからね、そういうことはやっぱり避けるべきだというふうに思います。 

○委員（大渕紀夫君）  大方の意見が事前に資料を。これは町が出してくれるということが前提

になってのお話ですからね。正式に言えば、本会議で議決をもって議長が請求するというのが筋な

のですよ。だけど、うちの場合はそういうことが事前になされるわけですから、議事運営上、円滑

にやるためにはやっぱり事前にいただいておいて、それに基づいて質問をした方がいいのではない

かというのが大方の意見というふうに理解をしましたけれども、そういうことでよろしゅうござい

ますか。委員外議員の方、よろしゅうございますか。委員外議員、玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  ここにね、ただし書きで、執行機関は法的に絶対的強制力を伴う

ものではないと。それから、提出を拒否することができると。これはただ、項目がこういうふうに

あるだけで、ほとんどが断ることはないと思うのだけども。この辺がちょっと気になるのだけども

ね。ただし書きだけ書いているということに捉えていいのかなと思うのだけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ここに書いたのはですね、先ほども言ったように明文規定は無い

のですよ。解釈上は町側は強制力を伴うものではないですよと。議会が何ぼ出してくださいと言っ

ても、出さないと言ったら、それは駄目だという話にならないという規定を書いているだけなので

す。ただ、今、町側は 12 年に情報公開を定めて、今は町民の方でも出すようになっていますので、

当然、議員さんがこういうものをいただきたいということになれば、まだ政策過程に乗っていない

ものは除いてもね、出してくれるんじゃないかなというそういう流れだと私は思っていますけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、資料請求に件につきましては、よろしゅうございますか。

確認をいたします。法的解釈がこういう状況ではございますけれども、当議会におきましては、資

料について町は協力をしてくださいますので、事前に請求できるものは事前に請求するというふう

にしていく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）  議会運営基準含めて申し合わせがございますけど、申し合わせの中に

盛り込むということで、文書表現は事務局で考えて、次回の議運で諮りたいというふうに思います

けども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）  じゃあ次、2 点目に入ります。例月出納検査の報告の問題でございま

す。この件について、資料 2 が出ておりますので、資料2 に基づいて局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これの今回改めてお話をする事項なのですが、これにつきまして

は 12 月の第 4 回定例会の議長の諸般の報告の中の例月出納検査の報告の中で、ここに居られる大渕

議員なのですけど、基金の残高についてちょっとご質問されました。そして、次のページを見てい

ただければ分かるのですが、実際、基金の残高上 0 になったりしているところがたくさんございま

す。これについてご質問されました。その中で、これは現金の出納なものですから、例えば基金が
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どこかに運用している場合、基金にお金無くなるわけですよ。この例月出納検査というのは現金の

出納を検査する仕組みなものですから、これは制度上間違いではないですと。ただ、議員さんのそ

ういう要請があれば、出納課、監査室もそれに対応したいと。ただ、これは規定上に基づいてやる

部分じゃないものですから、正式にそういう資料を添付するなり、この調書を変更するのであれば、

議会から正式にご依頼をいただきたいということで議長にお伝えしましたところ、議員個人の発言

だったものですから、議会で 1 回揉んでもらってから請求してもいいんじゃないかという議長のご

判断でちょっとかけさせていただきました。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  主旨はそういう主旨でございます。この件につきまして、ご意見ござ

いましたら、どうぞ。吉田正利委員。 

○副委員長（吉田正利君）  今の説明で、あくまでも出納の現況報告ということで法的には問題

無いということでございますが。やっぱり、我々が欲しいのは現時点の正規の残高というものを要

求したいと思いますので、これは今の時点で正規に別表か何かでそのような現況報告をするような

方法を取ってもらえれば非常に分かりやすいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  この月例出納検査報告についてということだけであれば、今まで提出さ

れている書類でいいのだと思うのです。ですから、もし、そういう基金等の残高に対して議員とし

て知りたいということであれば、これにまた何か項目を付けてちゃんとやってもらわないと駄目だ

ということになりますよね。そういう認識をしていいのですね。そうであれば、それを定期的にき

ちんと、基金なら基金残高報告とか、そういうものを別に報告をしていただきたいということを議

会として申し出るというふうにした方がいいような気がするのですけども。 

○委員長（大渕紀夫君）  今、言った主旨の中身でございます。最初に説明ありましたように、

出納室と監査はそういうことが議会としての要求があれば対応してくださるということなのです。

で、この間もご説明ありましたように、これ自体は何も間違っているわけではないのですよ、現金

ですから。ですから、いいのです。ですから、今、吉田和子委員が言われた、その中身です。他の

委員の方。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  そういうことで議長を通じて要求してもらうと。そうすると、より正確

なものが分かるということですから。そういう手続きの問題ですね。よろしくお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、この件につきましては、そういう別表で要求するということ

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）  これは町側も了解しておりますので、問題はございませんので、その

ような手続きをとっていただきます。 

 それでは、次、行きます。議会広報の単色刷りについて。これは継続審議になっていますけれど

も、各会派のご意見をお伺いしたいと思います。これは資料はございません。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブで議論をいたしました。たまたま 1 月末ですか、2 月 1 日に

議会だより、それから町政だよりが配付されたのですけど。1 色というのは財政的にやむを得ない
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のだろうと思う。たまたまですね、どっちもオレンジ色なのですよね。たまたま色が重なっちゃっ

たのだろうけど。グリーンとオレンジとありますね、今までのあれで行けば。ですから、どっちか

に統一してもらってね、グリーンは例えば議会だより。どっちでもいいのですけども、そういうふ

うに統一しないと配付された時に、議会だよりと町政だよりが同じあれなものだからどっちがどっ

ちか分からないというような感じを実は受けたのですよ。ですから、出来うれば 2 色刷りが。これ

は広報コンクールとか何とかという問題じゃなくて、問題は中身なのだけれども。やっぱり第 1 印

象というのは影響ありますのでね。金かけただけの値はあると思うのだけども、財政的な問題から

いけば、単色刷りはやむを得ないのだろうと思うのだけども。たまたま今回同じ色で配付されてい

るのを何とか違うようにしてもらえないかなと、そういうふうに調整してもらわなければ。たまた

ま偶然に一緒になっちゃったのかもしれないけども。そういう配慮だけしてもらいたいなというこ

とです。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ちょっと申し上げますけど、印刷物となるとですね、色で印刷す

るのでなくて、やっぱりインパクトの問題になると黒か本当に濃紺かというような部分にしかなら

ないのですよね。例えば、グリーンで文字を起こしても、たぶん文字が見えなくなりますから。だ

から、単色にするとしたら、みんな黒か、そういうふうにしかならないのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君）  今回のは2 色刷りですから。ちょっと誤解されているのだと思います。

今度は黒か紺か。文字も全てその色になるということです。オレンジは入らないということになり

ます。 

○事務局長（上坊寺博之君）  あとは網かけとか、ぼかしを入れて薄くしたり、濃くしたりしか

出来ないですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田正利委員。 

○副委員長（吉田正利君）  いずれにいたしましても白老町の広報は先進地区として非常に認め

られているところがあるのでございますが、それを外しては現状の経費節減の意味からやむを得な

いだろうという見解でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  私も単色刷りでしょうがないのだろうなと。だから、今回、本当に 2 月

のを見て同じだったから、じゃあ今度議会が単色になって黒なら黒の濃淡とか、さっき言ったよう

に網かけとかってやった方が、かえって反対に違いが出ていいのかなというふうに思って見ていま

した。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  新政クラブも単色刷り、やむを得ないと。ただ、これから町の広報誌が

どうなるか分かりませんけれども、同じような色と、かぶらないようにしてもらった方がいいなと。

そういう言い方をうちの会派では意見として出ていまして、そのように議運で言うということにな

りました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君）  ちょっと参考に申し上げますけど、実際に今、総体予算で、全体、

1 年間 4 回発行するので約100 万ぐらいかかります。で、これを 1 色にした場合15 万円ほどやすく

なります。15％ぐらい安くなるということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  個人的な意見を述べてもいいのですかね。会派としてはそういうふうに決

まりました。しかし、個人としては非常に残念だと思っています。ということは、やはりですね、

白黒になりますと当然印象度的もものすごく違うと。内容が充実していれば、それでいいのですけ

ども。その辺のところはやっぱり若干抵抗を感じたことは事実でございます。それで、あともう一

つ確認したいのですが。町広報ありますよね。あれが単色刷りに、もう決定しているのですね。そ

うしたら、町広報がそういうようなことで単色刷りで出てきた場合に、うちが今、言った色付きで

出すというのは何か町民に対して違和感が感ずると言うか、何となく不自然だなというそういう感

じは私は持っています。ですから、やはり町広報に合わせるべきだなとそういうことの結論に達し

ております。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。大方と言うか、全体の意見は単色刷りというふうに理解をいたし

ました。次号からは単色ということでよろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、議会広報も次回からは単色刷りといたします。これによる

節減軽費は 15 万円だそうでございます。若干の貢献を我々もできるということでございますので、

各会派にきちんと認識を統一していただきたいというふうに思います。見かけと言うか、アピール

等の問題につきましては、議会広報委員会の特別なる努力を望みたいと思います。 

 それでは、4 番目。審議会・委員会の就任についてを議題に供します。資料 3 を見ながら、局長

の説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  その前に、このグリーンのやつの申し合わせ事項の 5 ページを開

いてください。一応、確認を取ってからしたいと思います。そこに議員の兼職見直しということで

書いてございまして、平成 17 年度 1 月 26 日に 4 つの委員会を議員が就任することに決定してござ

います。その前につきましては 7 つの委員会、この他に国保の運営委員会と地方港湾の審議会、病

院の運営審議会が入ってございましたが、1 月 26 日から 4 つということに決まりました。そして、

残りの 3 つの部分につきましては改選期から兼任しないという規定で前回、17 年に決まっておりま

す。それを踏まえて、ちょっとご説明したいと思います。 

 資料 3 をお開きいただきます。今回、12 月に常任委員会の組替えがございまして、それぞれ正副

委員長が就任したところでございますが、それに伴い、各兼職の審議会・委員会につきましてはあ

て職になってございますので、自動的に変更になるものでございます。まず、上から行きますと、

一番目の表彰審議会、これについては正副議長でございますので変更がございません。国保運営協

議会につきましては、既に17 年度 6 月に改選してございますので、これについては議員の就任が今

はございません。2 番目の白老町民生委員推薦会。これにつきましては、議長と民生常任委員長と

なってございますので、今回、吉田和子議員が民生常任委員長になりましたので、1 月 26 日に委員
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会を開催されておりまして、その席で交替になってございます。それから、3 番目の白老町都市計

画審議会。これにつきましては議長並びに 3 常任委員長ということになってございますので、吉田

和子議員は総務の委員長から民生の委員長に変更になっていますけど、委員長には変わりがないの

で変更ございません。それと鈴木議員と加藤議員が変わられまして、総務に及川議員、産建に小西

議員ということで新しく選任されると。これは、今月の24 日に委員会が開催される予定です。それ

と、その下の網かけになってございますけど、地方港湾審議会。これも昨年の 6 月に改選されてお

りますので、現在は議員の就任はしてございません。4 番目の青少年問題協議会。これは総務文教

常任委員長となってございますので、吉田和子議員から及川議員に変更になってございます。これ

は 1 月 13 日に委員会が開催されてございます。その下の網かけ、国民健康保険病院運営審議会でご

ざいますが、12 月の改選の時にはまだ議員就任でございましたが、1 月 31 日で改選期に当るという

ことで、当然それ以降は就任しないので、病院側としては12 月の改選ですが1 ヶ月ちょっとですの

で、これについては空席のまま行きたいということで現在、委員に就任がなっておりません。事後

報告になりましたけど、一応、報告という形でお伝えしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  審議会・委員会の就任につい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）  それでは、次、5 番目。平成18 年第 1 回定例会・ナイター議会につい

てでございます。資料4 を見ていただきたいと思います。局長、説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、第 1 回目の議会についてはナイターでやるという試行でご

ざいます。そして、代表質問をナイターにぶつけるということになってございます。先ほどの申し

合わせ事項の 1 ページと書いているところをご覧いただきたいと思います。そこに代表質問・一般

質問の規定が書かれてございます。何回か改選されてございますが、これにつきましては選挙ごと

の一応会派の組み合わせが変わりますので、変わってございます。代表質問は会派 1 人。質問順序

は共産党から始まりまして、順送りとするということになってございます。そして、下の(5)に代表

質問は 3 月定例会に行うという規定を申し合わせておりますので、これに伴いまして、今回、代表

質問を行う。そして、代表質問についてはナイターで行うということになってございます。今回、

順送りできていまして、一番表紙の表の下の方、枠の中をご覧になっていただきたいと思います。

これは一番から順送りに位置がずれていきますので、今回は 18 年の 3 月定例会ですので新政クラブ

から始まるような形になります。3 月 14 日、予定でございますが、1 番手として新政クラブ、2 番

目に公明党、3 番目に町清クラブ。一応、ナイターでございますので概ね21 時をもって終わるとい

うことにしてございますので、一応、3 会派。総括質問 3 回までということになります。それと 3

月 15 日、続きまして日本共産党、新風という順番に行います。概ね 1 時間程度とみていますので、

2 日目は若干早く終わるかなと思っています。 

 で、次のページをお開きいただきたいのですが、これは町内会を通じましてお知らせする、今、

予定としておりますチラシでございます。これは 22 日までに町内会長宛に一応送りたいと思ってい

ます。ですから本日、14 日・15 日でナイター議会決めていただけますと、これを 22 日までに発送

するような形になろうと思います。 
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 それで次のページをご覧になっていただきたいと思いますが、これは議事日程予定でございます。

まだ議案の関係でちょっと精査はまだしてございませんが、通常の日程で行きますとこのように流

れて行くのかなと思います。ですから、ナイター議会決めますと町民に周知しますので、これはず

らすことが出来ないものですから、27 日の最終議運でも 14、15 というのは既に確定してしまいま

すので、その辺も含めて議論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、代表質問に関わるナイター議会含めてですね、説明がござい

ましたけれども。申し合わせではこのようになっております。そのことを含めまして確認をいたし

たいと思いますけれども、まず、ご意見ございます方、どうぞ。内容につきましては、ご理解され

ましたですね。このままと言ったらおかしいですけど、このままでナイター議会で代表質問を行う

ということで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）  順番を含めてね。日にちよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○事務局長（上坊寺博之君）  今時点でですね、代表質問される方が分かれば、ちょっと私、準

備の都合上、教えていただければありがたいかなと思うのですが。決まっていないところはいいで

す。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。わかるとところ。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブはまだ。 

○委員長（大渕紀夫君）  まだ、はい。新風。 

○副委員長（吉田正利君）  鈴木さんをあてております。 

○委員長（大渕紀夫君）  公明、決まっていないということですね。うちのところは私がやりま

す。そうしたら、今のところは町清クラブさんと公明さんがまだ決定していないということでござ

いますね。 

 そして、代表質問の順序、日時、内容につきまして、ナイター議会含めて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）  このように町民に周知をいたしますので、14、15 でナイター議会で代

表質問を行うというふうに決定をいたします。 

 議会運営に関する事項でその他何かございましたら。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  皆さんにちょっとお諮りしたいのですが。白老町の自治基本条例策定に

関する特別委員会を設けて、骨子案の作成と、それから、この間の町民に対しての中間報告会を終

えたところなのですが。この前の特別委員会でちょっとお話しましたけれども、その後、4 月から

策定委員会が制定されて、その中で揉んでいくということになるのですが、そこに議会として参加

するかどうかということを決めなければならないのですが、特別委員会の 20 人全員議員ですので、

その中でどうするかという議論にもちょっとなかなか大変厳しいかなということで、会派でお諮り

いただいて、この議運でお話をして、会派でお話をいただいて、で、また議運で持って帰って来て、
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その議運で決めていただければというふうに思うのですが、その辺検討願いたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、吉田和子委員から自治基本条例の策定委員会に議会として入

るべきかどうかということでの検討をしていたきだいというご意見がございました。まず、この問

題を取り上げることについ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）  これは会派にちょっと持ち帰って議論した方がよろしゅうございます

か。4 月までだそうでございますので、会派に持ち帰って議論する日時は十分ございますけれども。

この件について何か聞くことございましたら、どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  今、委員長の方から会派に持ち帰って話すということもいいことだとは

思うのですが、特別委員会の進行上を見ているとですね、20 人の合議が必要かもしれませんけども、

流れとしてはやっぱり特別委員長と小委員長が策定委員会に入るべきというふうのが筋だとは思う

のですけれども。これは私の意見ですけれどもね。で、会派にまで持ち帰る必要がないんじゃない

かなと思うのですが。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  個人的な意見だけれども。2 人がいいのか、4 人がいいのか、その辺りの

問題もあるのでね、委員長と小委員長だけが参加すればいいのかという問題もあるだろうし、その

他にも議員として参加した方がいいんじゃないかという意見だってあるわけですから、日にちが切

迫しているのなら別ですけれども、そうないのであれば会派に持ち帰りたいと思うのですが。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的にですね、経営企画課の方で今後、策定委員会を動いてい

く部分では、今、考えられている、それぞれ 3 部会ございますけど、そこから 2 人ずつ入れるとい

うふうになっております。で、それに理事者と事務局が入って策定されていくということでありま

すから。もしくは入るということであれば議会から2 人選出するような形になろうかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  今、いろいろと話が出ていましたけども、2 人ということがあるのであれ

ばね、特別委員長と小委員長、この 2 人が参加すればいいのではないかとそう思うのですがいかが

でしょう。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、委員の皆様から意見出ていますけれども、策定委員会に入る

ことそのものも含めて議論をしておりますので。皆さん、もちろん入るということを前提でお話を

されていますから、それはそれでいいのですよ。そういう認識であればいいのですよ、別に。策定

委員会に議会として入るということについてはご意見ございますか。入るということでいいという

ことですか。いいですね、皆さん。これは議会の意思として入るかどうかということを決めている

から大切なところなのですよ。それでは、策定委員会には議会として入ると。で、しいては今、出

ていますように、委員 2 名というようでございますけれども、その場合は特別委員長と小委員会の

委員長が入るというようなご意見のように承りましたけども、よろしゅうございますか。いいです
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か。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それじゃあ、これは持ち帰らなくていいですね。 

 運営基準の 31 ページをお開きください。ここの 9 番、10 番なのですけれども、委員会の議事に

対する発言は所属会派の意見とみなすと。これは議会運営委員会のことです。それから、10 番目。

委員会の決定事項は会派において責任を持って、これを守らなければならないと、こういうふうに

なっております。ですから、今のご意見は会派には諮っておりません、今、諮っていますから。で

すから、会派の議員の皆様方はこれは承知をしておりません。それは会派の、今、議会運営委員会

に出席している皆さんが責任を持って、今の決定事項として、自分達が責任を持って決めたという

ことで周知徹底は十分できますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  そのことを確認した上で、策定委員会には加入し、かつ、メンバーと

しては自治基本条例の特別委員長及び小委員会の委員長という吉田和子、斉藤征信両議員にお願い

をす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）  各会派徹底よろしくお願いいたします。 

 次にですね、2 番目の議会の会議規則・委員会に関する条例についてということで、傍聴規則の

見直しについてという件について議題に供したいと思います。継続審議になっておりまして、各会

派で議論をしていただくということで持ち帰りになっているものでございます。これについてはで

すね、第 2 次議会改革の改革項目に上がっているものでございます。ですから、傍聴規則を見直す

ということが一番最初に確認されている中身でございます。どういうふうに変えるかということを

含めて今まで議論しているわけですけれども、持ち帰った中での議論の内容についてご協議を願う

というふうにいたしたいと思います。各会派でご意見がございましたら、どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  新政クラブです。このことにつきましては、従前、事務局の方から素案

を頂戴していまして、これに基づきましてですね、一字一句そのとおりということではなくて、そ

ういう部分のところでやっぱり開かれた議会という観点からも、やはり傍聴者に気軽に傍聴してい

ただくという観点から見直しが必要であろうと。で、概ね、この文面に沿ってＯＫではないかと。

それで、係る問題、いろいろな議場での突発的なことについては議長の裁量権を発動して対応でき

るのではないかということでありますので、旧来ある傍聴規定についてはもう、変な話ですけど用

済みというような意見で、今回、見直し案を含めてですね、これで検討していくべきだということ

であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブですが。ここでいろいろと問題になるのは、傍聴席に入る町

民の方々に今までどおり名前と何か、具体的に見ていないのだけど、何か登録することになってい

ますね。あの制度をしなくてもいいんじゃないかと、自由にすべきじゃないかというふうな意見が

あるというふうに思っておりますが、やっぱり議場というのは、ここにも書いていますが神聖な場
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所であるということからするとですね、やはり傍聴者にもそれだけの緊張感というものを与えると

いう意味で、やはり名前と職業ですか、電話番号か何か分かりませんが、傍聴券を発行するのは今

までどおりやってもらいたいということです。 

 それから、乳幼児の傍聴はですね、これは子供さんに議会のことを、小学生とか中学生はいざと

して、乳幼児ということになりますとね、ちょっと泣かれたり、何かされるということで、議会と

いうものの、我々が議論していることの中身は丸っきり分からないと思うのです。少なくても中学

生・高校生くらい、小学生でもいいと思うのですが。児童というのはどこまで入るのか、ちょっと。

小学生も入るのではないのかなという気がするのですが。中学・高校生はちょっと来ないと思う。

中学生は来るかもしれませんが、そういう方々は別として乳幼児の傍聴は解禁するというようなこ

とになっていますが、これはやはりちょっとまずいんじゃないかというのが私ども会派の意見でご

ざいます。あとはだいたい、いいんじゃないかと思うのですけれども。傍聴には心得というものが

あるのですがね、そういう子供さん方に心得なんていうものをね、細部、実際はなかなか理解でき

ないんじゃないのかなというようなことも考えられますので、乳幼児だけは議場には入れないでも

らいたいと。時々、泣かれたり何かしますとね、質問者に対して非常に集中力を欠く面があるもの

ですから。その点は注意してもらうという意味からおいて、これを解禁するということはいかがな

ものかと思います。うちらの会派ではそういうことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田正利委員。 

○副委員長（吉田正利君）  具体的な内容はいろいろと見たのですが、この乳幼児の問題につい

ては、これはやっぱり開放するという考えには賛同するけれども、側面、もし、子どもさんが、今、

加藤委員がおっしゃったような内容で混乱をきたすような事態が発生したら困るので、この規定を

設けるのであれば、乳幼児を預かるような考えを側面、取らなければいけないのではないかという

ことが、この行為に対する一つの考えでございます。ですから、全体的に現行規則で何か住人が不

便をきたすことがあるのかどうかということが議題になりました。そのようなことで、その 2 点だ

けでございます。最後は、やはり議会というのは、今、加藤委員が話したような内容で、お互いに

十分気を付けなきゃいけないところがあるので、あまりにも開放しすぎるということはどうなのか

なということが 1 点話が出ておりました。それから、私個人で他の市を傍聴した時に感じたことな

のでございますが、議長が傍聴者に対していろいろと注意を与えるということがあるのですけれど

も、やはり議会事務局でそれに代行するだけの完全な権限を持っていると。要するに傍聴席で騒い

だ時には、すぐ議会事務局がその方を表に出すというふうな方法を取っているところがあるわけで

ございますが。そのような手法が必要でないのかどうかということが出ておりました。そういうよ

うなことで総体的には賛成なのでございますが、一応、懸念される事項として今、話したような内

容を検討いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  自由に傍聴の方に本当にたくさん来ていただきたいというのは、議会と

して開かれた議会を目指すためには大変重要なことです。ただ、新政クラブからお話がありました

けれども、何かあった時には議長の采配でということなのですが、議会に傍聴にいらっしゃるとい
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うことはそれなりの関心を持って、やっぱり議会を、どういうことをやっているのか聞きたいとい

うことですので、何かあった時の対応として名前も分からなかったということが果たして、後々何

か対応しなきゃならない時にどうなのかというのをちょっと含めて、名前だけ、苗字だけでもいい

からあった方がいいのかなという、ちょっとそういう懸念があるということで話し合いの中では出

ました。 

 それと先ほどからありますように、これは町長もよく言うことなのですが、子育てをしている、

仕事を持ちながら子育てをしているお母さん方の意見を本当に十分に聞くような場を持ってほしい

という話がありました。本当にそういう方たちが、そういういろいろな場に参加するということは

今後の行政運営にはすごく大事なことだと思うのですね。私も前にお話しましたけれども、やっぱ

りこういうふうに自由になったということであれば、自由になった分の、児童・乳幼児の傍聴を解

禁するというふうになると、やはり、そのことに対応できる子どもさんと、そうでない子どもさん

がいると思うのですね。やっぱり小さいお子さんはその場で泣いたりだとか、騒いだりとか、場の

状況がよく分からないですから、判断出来ないですから。そうであれば、やっぱり開かれて、来や

すい議会傍聴していただくことであれば、前にも私、述べましたけれども、希望があれば、依頼す

れば、それは個人負担になりますから、それまでして傍聴してくださるということはすごい貴重な

ことだと思うのですが、やっぱりそういう制度をちゃんと付けないと、このものの制度は成り立た

ないのではないかなというふうに考えています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  私のところですけれども、基本的にはこの改正案でいいでしょうとい

うことなのです。なぜかと言うと、係員の指示というのが 9 条にございまして、傍聴人は全て係員

の指示に従わなければいけないと、こういう規定になっています。その後に違反に対する処置とい

うことで、議長が議場整理出来るというふうになっているのですね。現段階でこれ以上のことが起

こるということはなかなか考えづらいだろうと。現実的に考えた場合ですよ。当然、ライブ中継も

されているし、全て情報は公開されているわけですよね。そういう中で本当にそういうことが起こ

りえるのかと言ったら、私は今の段階ではなかなか考えづらいだろうと。で、これを作った時もそ

ういうことがあって、前提になって作られているものなのですよ。ですから、それからもう何十年

も経っている状況の中で、この文章がいいのかと言うと私はそういうふうにはならないだろうと。

ですから、現代的にアレンジする、変えるというのは当然、我々の時代でやるべき中身ではないの

かと。乳幼児につきましてはね、私は議場に入れるということではなくて、そういう人たちが来た

場合に、来られた場合に対応出来る仕組みをきちんと考えておくと。これはやはり必要だと思いま

す。今、ＮＰＯの皆さん方がやっているところに誰がどういうふうにお願いをして、お金をどうす

るかという問題は当然出るでしょうけれども。しかし、そういう仕組みはやっぱり無いとですね、

受け入れるというふうになりませんので。そこはやっぱり、そういうふうに考えた方がいいんじゃ

ないかと。それで事務局の方でちょっとこれを配付していただいたのですけれども、このような考

え方だというふうに思います。ただ、間口を広げるという意味ではやっぱりこういうことが必要だ

ろうなというふうに思います。うちの会派ではそんなような意見でございました。 

 だいぶ幅が若干ございます。それで参考のために委員外議員の両名の方からご意見ございました
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ら、どうぞ。玉井委員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  間口を広げるという意味で、子育て中の町民にも傍聴してもらう

というのは素晴らしいことだとは思うのです。ただ、託児のサービスをする場合に結構な費用がか

かると思うんだよね。来なくても、その用意はしておかなきゃならないということだから。この辺

が若干ネックになるかなと思います。今、少なくとも、出来うるだけ経済的にやりたいという、さ

っきの広報じゃないけども、そういうふうにしている時期にね、この辺の無駄な状況が出てきはし

ないかなと。広げることは構わない。私は賛成なのだけども、そういうことをもっとね、やっぱり

研究して決めるべきでないかなと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  西田委員、ございますか。どうぞ、西田委員。 

○委員外議員（西田祐子君）  やはり、ここの乳幼児の傍聴を解禁するということはですね、正

直言いまして、乳幼児を持っているお母さんは一番暇なのですよね。暇と言ったら失礼ですけども、

まだお勤めにも行かれない、どうしても家庭の中に閉じこもりがちというそういうイメージがあり

ますので、私は実際に来る、来ないは別ものとしまして、傍聴を解禁するということは非常に議会

が開かれたというイメージに繋がるんじゃないかなと思います。先ほど、吉田委員おっしゃってい

ましたように、ＮＰＯ法人とかそういうところのサービスなんかも考えて受け入れるような形にし

ていただいて、傍聴規則をこのまま出来ればいいなと思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  少し自由に、各委員の方、ご意見ありましたら、どうぞ。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ご理解していただくために、改めてもう一回ちょっとお話したの

ですが。地方自治法の 130 条に傍聴の取り締まりという規定がございます。ここで法律できちんと

明記されていまして、これは議長の権限であるということなのですよ。傍聴者を取り締まると言っ

たら変ですけど、管理するのは。で、この中の規定でですね、傍聴人が公然と可否、賛成とか反対

とかそういうものを表明したり、騒ぎ立てたりした場合、議長はこれを制止しなきゃならないので

すよ。で、制止の命令に従わない時は退場させると。なおかつ、必要がある場合には警察官を入れ

ることができるという規定があるのですよ。この 130 条にね。それともう一つは、傍聴席が騒がし

い時は全ての傍聴人を退場させると、こういう規定もありますし。これは議場整理権と言って、議

長に与えられた権限なのですよね。ですから、こういうような申し合わせとか、そういうもので決

まった部分ではなくて、ちゃんと法律体系に載っている決まりだということを、まず一つ理解して

いただきたいと。 

 それともう一つは、なぜ、この傍聴規則を取りかかったのかということは先ほど委員長もおっし

ゃいましたけど、これは 9 年からやっている議会改革の一環なのですよ。で、第 1 次の議会改革は

14 年で終わりましたけど、14 年にそれを再検証して、どういうような議会改革を進めて行くかとい

うことで取り上げた項目の一つなのです。それは先ほど西田委員も言われたように、町民に開かれ

た議会づくりをしていくために傍聴規則の見直しをしましょうと。そういうことで町民に親しまれ

る議会を目指すため、もう少し気安く傍聴できるような環境づくりが必要でありますと。このこと

から傍聴規則における、規則について見直しをしましょうと。こういうことでスタートしています。

この傍聴規則については 14 年から、私は前の時は 14 年に入るまで居ましたから、既にもう検討は
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入っていたわけです。ただ、15 年のごたごたで、まだ陽の目を見ないでずっと来ましたけど。何年

か検討は既にされてきた条文であるということをまず申し上げたいと思います。 

 で、なぜ、先ほど言った、記帳しないことにしたのかというのは、平成12 年に情報公開条例を定

めまして、町の委員会も全て記帳フリーにしたのですよね。その経過があるものですから、これを

記帳しないで入れましょうという考え方に立ったのです。というのは、議会ではなくて、もう町は

既に傍聴者の受付をしないでフリーに入っていいですよと、これは情報公開条例の規定の中で進め

ているものなのですよね。ですから、記帳しないようにしましょうという事務局の案として考えた

ということです。 

 それから、乳幼児等の解放については、いろいろ議論はあるのですが、もう既に小学生は入って

いるのですよね。ご覧になっていたら分かると思うのですが、社会科の教科の一環として、もう既

に議場の見学というのは進められておりますので、この辺の開放というのも当然必要になってくる

だろうという規定でございます。乳幼児の部分についてはね、そういう託児だとかいろいろな、こ

れからまだ議論しなきゃならないところはあると思いますけど、なるべく広くいろいろな町民に、

これは権利ですから、見ていただきましょうという規定で町側としては何年かかけて議論してきた

と。事務局サイドとしてはそうやって議論してきたというところでございます。これはちょっと参

考までに。 

○委員長（大渕紀夫君）  今の中身を十分考慮して、どうぞ。副議長。 

○委員外議員（根本道明君）  乳幼児の件の話の続きなのですけれども。小学生と乳幼児は基本

的に違うということをまず捉えてくださいね、事務局の方でも。そして、乳幼児の母親の権利かも

しれないけども、その乳幼児は自分の子どもですからね、その子どもをどのように、例えば母親に

預けて行くとか、先ほど言ったＮＰＯに預けて来るとか、そういうふうな制度も開かれているわけ

だから、そこら辺のことは母親の責任においてやってもらって、議場の中には入れないというふう

な方法が適切かと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  先ほど、私たちの会派で名前ぐらいはと言ったのは、問題を起こした時

はいいと思うのです。ただ、具合が悪くなった時とか、そういう時の対応までちょっと考えたもの

ですから。そこらに倒れたりした時に名前が分からないというのも、ちょっとどうなのかなという

ふうに。そんなこともちょっと考えたので苗字ぐらいは分かっていた方がいいのかなという観点で

申し上げました。だから、自由に入っていただくということでは、健康不良なのに来るということ

はないでしょうから、そこまで心配しなくていいのかなと思いながら今、聞いていました。 

 それと乳幼児の件なのですが。やはりそれは、私は受け入れるべきだと思いますし、ただ、先ほ

ど根本副議長がおっしゃったように親の責任なのですけども、そうだと思うのです。ただ、そうい

う責任ですから、乳幼児を含めたいろいろな講演会という場合には前もって申し込みを受けるので

すね。で、申し込みを受けて、あればＮＰＯ法人とかにお願いをしたり、役所の定例会ですから、

もしかしたら保育所の先生が来てくれる場合もあるかもしれません、要望に応じては。だから、そ

ういうことで、あれば設置をする。だから、場所だけを設置しておけば、ここで見られるというも
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のがあればいいと思うのですね。で、預けて来るというのはなかなか、その場所へ行って、また、

ここへ来るというのは二度手間になるのですね。やっぱり小さい子供を連れて出かけるというのは、

親にとっては大変な準備が必要なわけです。ですから、連れて真っ直ぐここへ来て、ここで預けら

れるという形を議会としては考えるべきだというふうに思います。そうであれば、前もって予約だ

けをしていただいて、必要があればお願いをして来ていただく。そういう場合には、他の小さな子

供を集めての、若いお母さんを集めての講演会はそうですけど、みんな有料ですね。有料で子ども

さんを預けて、そういうものに出ているのですね。ですから、議会として予算が取れないのであれ

ば、本当に傍聴したいというお母さん方がいれば、私は個人の申し込みをきちんと受けて、その時

に準備をして、それはやはり、お金のやりとりはＮＰＯ法人とお母さんがやりとりをするというそ

ういう手法を取れば、余計にお金は、場所代だから、電気代とか燃料費はかかるかもしれませんけ

れども、それぐらいで済む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）  はい。他。今日これ、また結論を出すというのは、なかなかちょっと

今の状況では難しいと思います、はっきり言って。それで、意見が煮詰まって行かないと駄目なの

ですよ。同じことを何度も繰り返してもしょうがありません。第 2 次の改革の取り組みは18 年、今

年度いっぱいでございます。そういうことで言えばですね、この中で第 2 次の改革をきちんと行っ

ていくということでございますので、次の議運でですね、この傍聴に規定についてはですね、この

条文についてどうかと、まず。いいのか、悪いのかということをきちんと態度が表明できるだけの

会派でのご議論を願いたいというふうに思います。 

 それともう一つはですね。例えば、直すのであれば、どこをどういうふうに直した方がいいのか。

今日の議会事務局からの提出の資料を含めてですね、各委員の皆さん方のご意見を十分考慮して、

具体的にここに、こういう主旨のものを入れればいいですよとか、これは削除した方がいいですよ

とか、条文ごとにきちんとそういう精査ができるというふうにしたいと思います。そうでなければ、

どうですか、どうですかではいくら経っても同じことですので、そういうような処置を取りたいと

思います。ですから、改正案の対照表の中の一番右側に改正案、改正する内容、そして、現在の傍

聴規則と出ておりますので、これに基づいてですね、短いものですから、11 条までしかありません

ので。ですから、これをそういうことで各会派で叩いていただきたいというふうに思うわけです。

それでよろしゅうございますか。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  僕ちょっと吉田さんに聞きたいのだけどね。おそらく町民はね、これは

無料を希望していると思うのですよ。託児の件でね、乳幼児の場合。だから、無料を希望している

と思う。だけど、無料の施設までね、そういうものを白老町内で作るかといったら、ちょっと難し

いと。先ほど言ったＮＰＯだとか、保育士だとか、例えば頼むとしたらどのくらいかかるのですか。

いや、だいたいさ。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  一人預かるのに、1 講演でだいたい千円ぐらいで預かってくれるのだと

思う。 

○委員（加藤正恭君）  そうしたら保育士はどうなのですか。 
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○委員（吉田和子君）  それは町とのあれですよね。そうなると残業とかになってきますよね。

だから、残業手当を出さなきゃならないでしょうか、その分はかかると思います。そういうふうに

するとお母さん方がね、その分じゃあ安く、議会傍聴に対しては 1 時間 300 円でいいですよとか、

そういうふうに決められるのかもしれませんけど。その辺の負担はかかると思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  おそらくね、議会にもちろん関心は持っているけども、乳幼児が困ると。

それでちょっと行けないんだという方々にね、例えばですよ、千円なのか 800 円なのか別にして、

有料だよと言ってまでね、そうしたら子どもを預けてまで議会に来るかということになるとね、非

常に難しいと僕は思うのですよ。無料がゆえにね、おそらく町民にかけたら無料の何か施設を作っ

てくださいというような要望がおそらく来るんじゃないのかなというふうに予想はされるのですけ

どね。我々、会派に帰って、その辺りを具体的にやってみたいと思うのですが。各会派もね、皆さ

ん、そういうふうにしてもらって。おそらく、金かけてまでは僕は来ないと思うのですが。無料を

おそらく要望すると思いますよ。 

○委員長（大渕紀夫君）  委員外議員、玉井委員、どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  私もさっき言ったのだけど、要するにね、事務局でさ、例えば子

どもを 3 人預かる、5 人預かるといった場合に、役所でどれぐらいかかるのかというのをちょっと

検討してみて、そして、それがこれぐらいかかるんだというのが分かるはずだから、どんな状況に

なってもね。その辺をちょっと 1 回調べてもらって、それからでないと分からないでしょ、こうい

う話なら。分かるんだわ、間違いなく役所の方で。こういうふうに 3 人預かる、2 人預かる、1 人預

かるというふうにしたらどうなるかというのね。何時間預かるとか。どこの課かは分からないけど

も、分かるはずですから。それを調べてもらって、それから検討するということでいいんじゃない

ですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。分かりました。ＮＰＯでそういう託児的なことをやられていると

いうことは事実でありますので、その点については資料を取っていただくというふうにしたいと思

います。問題はあとは、具体的な場合は場所です。場所があるかどうかという検討であります。我々

は議会改革という中で、町民の皆さんに多く傍聴してもらうということのためにやっていることで

ありますから、必要であれば、それは町に要求するということも考えられます。もちろん、有料か

無料かということも含めてでございます。ですから、そういう場所とＮＰＯ法人の運営状況、託児

状況と言うのですか、そこだけは調べられる範囲で調べるというふうにしたいと思います。しかし、

このことで傍聴規則を見直さない、見直すというふうにはなりません。このことでね。ですから、

傍聴規則は見直しは見直しで議論をしていただくと。で、この問題についてはこうあるべきだとい

うことは、こうあるべきだということで当然、議会として結論を出していくというふうにいたした

いと思います。そういうことでよろしゅうございますね。それでは、傍聴規則につきましては、各

会派でもう一度揉んでいただくというふうにしていただきたいと思います。暫時、休憩をいたしま

す。25 分まで暫時、休憩といたします。 

休   憩      午前 11 時 15 分 
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再   開      午前 11 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。山本委員から、ただ今連絡ご

ざいまして、これから、こちらに向うということでございます。 

 それでは、議長の諮問に関する事項の協議に入りたいと思います。最初に議員定数の見直しにつ

いて。これは継続審議になっておりますけれども、これも議会改革の一環でございます。18 年度中

ぐらいには結論を導き出すような努力をしていきたいというふうに考えております。資料 5 が出て

おりますので、局長の方から説明をしていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは、新たな資料を提出させていただきます。実はこれ、前

回、私どもの方で定数の動きを、主要なところを紹介していた時に美幌でも同じようなのをやって

いるということで、できましたら一部くださいということでいただいた資料です。美幌の方の資料

は大体 2 万人ぐらいを中心に道内の主要の市と町の動向を調べています。それと道外の、やはり

25,000 ぐらいを境にした町を中心に調べている資料でございますので、これを一応参考資料として

提案させていただきたいと思います。 

 1 ページ目が議員定数に関する今の動きです。それと 2 ページ以降は、一応参考資料ということ

で議員報酬ですとか、政務調査費ですとか、例えば常任委員会の動向、あと行政視察の動向を書い

ていますので、今後の参考にもなろうかと思いますので資料としてご提供申し上げたいと思います。

以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。ただ今、局長から資料の説明がございました。各会派で議員定

数のことについてご議論がされていると思いますけれども、総体的な意見と言いましょうか、今後

の方向と言いましょうか、そんなことを含めてご意見ございましたら、どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブでございますが、議員定数については現在は20 名ですが、減

らすべきだろうという結論になっております。ただ、人数的なことまでは深く、まだ検討しており

ません。ただ、懸念されることはですね、現在、議員20 名で 3 常任委員会と。それが減るというこ

とによって委員会活動が活発になるのかどうかと。こういうことが非常に懸念される問題です。特

に委員会というのは、本会議ももちろん大事ですが、委員会というのも議員同士の議論の場として

は非常に重要視されていかなければ今後ならない状態から言って、委員会を重視する面から言って、

議員を減らすことばかり考えているのはいかがなものかという考え方もありますが。たまたま、そ

れは自治法でも 1 議員は 1 委員会に所属するのだとこういう規定があるものですから、そういう問

題になるのですが。おそらく、それは全国的にですね、近隣の市町村でも今そういう問題があって、

毎日のように新聞に出て議論されているようですが、みんな減らす傾向になりつつあります。結論

は出ていないようですが、そういうことから見ると委員会というものの構成からいっても非常に難

しいと。しかし、先ほどから何回も言うように、1 議員が 1 委員会という自治法の規定が取り払わ

れるやに、最近はそういう動きがあるように、いろいろな資料も出ております。おそらく、18 年度

中にはですね、来年の春の統一地方選挙までには、それらが撤廃されるのではないのかなという気

がしているのですが。今すぐ、ここで結論を出すというような状態じゃないので、我々の会派はと
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にかく減らすべきだなと。町民の、この間我々にも配布された意識調査ですか、あれにも極端なも

のでは 15 名くらいにすべきだなんて具体的な数字まで出ていますけれども。そこまではどうかは別

にしてですね、そういうふうに何名かは減をしていかなければならないのではないのかなというこ

とで、減らすということについては理解をするということだけの結論をうちらの会派では得ており

ます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田正利委員。 

○副委員長（吉田正利君）  新風、吉田です。方向性としては、減についての考え方には同調し

たいと思いますけれども、本来、これからのまちづくりの体制からして議員活動がいかにあるべき

か、これからの仕事について議員の数を考えていくという方向性に持っていくべきだと考えており

ます。一つは常任委員会の 1 人 1 常任委員の制度もございますし、それらを含めて、これからの本

来のまちづくりに必要な議会の本当の活動というのはどこにあるのかをもう少し抽出した中で、人

数の算定をすべきだという考えになっております。なお、これを継続するにあたっては、できる限

り、会派とか、そのような会議を利用しながらお互いに煮詰めていくべきじゃないかとそのように

考えております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  新政クラブ、熊谷です。議長からの諮問である、この議員定数の見直し、

これは 2 次改革も含めて標題に載っております。今まで都合 4 回議論をしている中身なのですが、

我が会派は前回までは見直しは必要だが、話すのは時期尚早であろうと。時期が来たら実施すべき

だと。見直しということの実施をすべきだという見解でずっといたわけです。今回、会派会議でそ

のようなスタンスから、うちの会派全体としてどうすべきだろうということで相当な議論をしまし

た。やはり、このことについての積み上げ方式として、いろいろな検証をしなくちゃいけないだろ

うと。近隣の状況も当然検証しなければならないし、町民の意向、それから、議会活動の中身、い

ろいろな事案がいっぱいあるということで、年内に向けてですね、年内ぐらいにやっぱり、その結

論を得ながら見直しに取り組むべきだというふうに考えております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  私たちも時間をかけながら、しっかり議論をして行くべきだろうという

ことで、定数減ということは当然いろいろな状況を判断して必要になってくるだろうと。ただ、先

ほどから出ていますように、今後の議会活動のあり方というのもしっかり検証して、その上でどう

いう減がいいのかということをやって行くべきであろうということと、それともう一つ広く、次期

選挙になった時に定数、それから歳費等も含めて、広く大きな分野からいろいろな人が出られるよ

うな体制づくりを減と共に考えながらやっていく必要もあるのではないかなというそういうような

話で、これから本当に集中して次回の選挙までには間に合うように、今年度中にということでした

けれども、その定数も含めて、減も含めて、議会のあり様、それから委員会のあり様を広く議論し

ながら決めて行くべきだというふうに思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  私のところはですね、今の議会活動が十分かどうかということをまず

きちんと見極めようと。そして、議会が果たす役割、議員が果たす役割をもっと明確にすべきだろ
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うと。そこがはっきりしないとですね、何をやるかというふうにならないのですね。で、地方分権

でどんどん、どんどん、今、上から降りてきます。で、財政が緊縮になるという中で、財政的に大

変だから議員減らそうとか、そういうような発想にすぐなるのですよ。町民の皆さんもそうなので

す。しかしね、議会というのはやっぱり、あと 20 年後、30 年後の白老をどうするのかという議論

をする場所なのですね。で、明日、明後日のことを議論するのだったらいいのですけれども。そう

じゃないとしたら、本当に今、議会が果たすというのは一体何をやらなきゃ駄目なのかという辺り

がやっぱりきちんと議論され、町民にも分かっていってもらう必要があるだろうというふうに議論

を今しております。財政的な面だけでものを見たり、ただ、他の町が減らしているからという見方、

こういうことではなくてね、本当に白老の町を維持するためには議会としてどういう形が望ましい

のかというような辺りを私たちはもうちょっと議論をして結論を出したいと。しかし、増やすにし

ろ、このまま行くにしろ、減らすにしろ、いずれにしても、少なくても今回は今年中には結論出さ

ないと前回の時の改革のような形ではちょっと行かないのではないかと思っております。ですから、

少なくても 1 年ぐらい前にはきちんと結論を出して、町民の支持も仰いで、議会が決めたことは議

会が決めたということで権限を持って今度は進むというふうにして行くべきだろうという意見で今

はまとまっております。そういう議論をかなり深くやり始めております。以上でございます。です

から、今日ここで具体的に云々という議論になるという状況ではございません。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  今、各会派の話を聞いていると、これはやはりきちんと本格的な議論を

進めるというふうに捉えているのですけれども。まさに今の議会改革を含めてですね、やはり議会

の果たす役割、この辺から切り口を作って増やすか、そのままか、減らすかというこの部分も含め

てですね、やはり進めるべきだと思うのですよ。ただ、今そういうことですから、聞いていると減

の話が往々にして多かったなというふうに思うのですけれども、そういう部分で審議を進めてもら

いたいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  根本副議長。 

○委員外議員（根本道明君）  今、大渕委員長のおっしゃったことは的を非常に得ていると思う

のですよ。今、これから 20 年後に議員がどのような役割を果たすかというシミュレーションをした

場合に、地方分権、それから道州制、そういうものを上から下ろされてきた場合に、非常に議員の

資質というもの、そういうものが非常に大事になってくると思うのですよね。そういうふうなこと

もよく会派会議の中でシミュレーションしていただいてね、そして、慎重に審議してもらいたい、

定数についてもね。しかし、議長提案ですから、そこら辺もその方向性というものもしっかり見極

めて。それともう一つ大事なことは、期間を決めましてね、年度内 3 月だったら 3 月、そういうふ

うな最終リミットというものをやはりきちんと考え見据えた中で会派会議で話をしていただきたい

というふうに考えます。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。委員外議員の方、ご意見ございましたら、どうぞ。西田議員どう

ぞ。 

○委員外議員（西田祐子君）  委員長のおっしゃられたことは非常によく分かりますし、必要性

も感じております。ただ、今現在20 名という定員の中で議員が非常に忙しく仕事をしているんじゃ
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ないかなと私は思っておりますけれども。果たして、その姿が町民に映っているのかどうかという

ところで非常にギャップがあるように感じております。で、以前も一人ひとりの議員と言うのです

か、公務とかいろいろな形での、年間何日公務しましたよというふうな形で数字は出ておりました

けれども。それ以外にもですね、公務じゃない部分という部分で議員一人ひとりが非常に積極的に

いろいろな物事に関わってきていると思うのですよね。そこの中で議員一人ひとりが地方分権を向

える中で自らも勉強しなければならない、また、町の政策に対しても積極的に理解し、そして、町

民に説明していこうという姿がある中で、なぜ、これほど町民から定員減の言葉が出てくるのか、

私は非常に不思議に思っております。そこの中で一番考えられるいい方法というものを、もちろん

議会としても町民に理解していただきゃいけないのですけれども、議員一人ひとりが一致した考え

方、統一した考え方というものを最終的に持っていけるように、ぜひ議論していただければと思っ

ております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  玉井議員、どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  私は 11 年前に議員になった時から総合的に一貫して言って参りま

したけども、今、総合的に議員を減らすべきとこういうふうに思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。この問題につきましてはね、一朝一夕というわけには行きません。

それで、我々自身もやっぱり周りの動向は、これは目に入るなと言っても入るわけですけれども、

そこに一喜一憂することなく、白老町としてのきちんとした議会の考え方を理論的にも示すと。や

っぱり、そういう立場で定例議会が終わった辺りから集中審議に入っていった方がいいのではない

かと。先ほど、根本委員外議員のお話もございましたけれども。定例会前にこれ以上議論をすると

いうこともちょっといろいろございますので、第 1 回目の定例会が終わりましたらね、少し具体的

に集中的に審議をしていくというようなスケジュールで行きたいと。で、それまでですね、各会派

で十分、この問題についていろいろな角度から練ってもらうというようなことで行きたいのですけ

どもいかがでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  この件につきまして、議長何かありましたら、どうぞ。 

○議長（堀部登志男君）  私の諮問でいろいろと皆さんにご検討いただくわけですが、今、各会

派でいろいろご議論された内容、それぞれの会派、それぞれやはりありますので、全部の会派の皆

様の意見を聞いた中でそういう観点でこの問題は議論していただきたいなと思います。特に私とし

て、それをまとめてみたとしたら、こういう角度からやるべきだというような私なりの考えをちょ

っとお話させていただきたいと思いますけども。 

 まず、先ほど委員長が言われた、将来のことも考えた長期的な考え方でというような一つの話が

ありましたが。今現在、白老町は自立の方向で向っております。そういった自立の道を志向すると

いう中で白老町の定数あるいは議会活動というのはどうあるべきということも含めて、この観点か

らも一つ考えていただきたいと。 

 それから、客観的に人口が減少しているということで、以前まで 2 万以上という大きな一つの我々

の気持ちの中にあったのですが。これも早晩、割らざるを得ない状況に客観的にあるというような
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こと。そういう点。 

 あるいは将来、本当にどうあるべきかということ。将来を見通した考えもやはり大いに、そうい

う面からも考えるべきだと。 

 そして、それと、議会として前回の削減した時の例は、こういう形はやっぱり主体的でないとい

う具合に思います。というのは、新しい議員もおられますので申し上げますと、議会として現状維

持で行こうというような、議会改革の中でそういう話で一旦決まりました。その後、陳情が出て、

陳情のある程度意向に沿った形で削減したという経緯がございます。いわゆる議会として主体性が

無いと言いますかね、町民の考えと思いとミスマッチしていた部分がありましたので、この辺は十

分それぞれの会派なり議員の立場で、やはり支持者なり町民の方の意向も十分把握した中で考えて

いただくということですね。 

 それと、いい、悪いは別にして、周辺の町村の状況、同規模の町の状況とも考慮に入れる必要が

あるということ。 

 それから、減らすだけ減らして委員会構成も取れないような形ではまずいという具合に思います。

先ほど、加藤委員から出ましたような、6 月の議会ですか、国の方の国会あたりで議会側から答申

している問題について、だいたい決まるやに伺っておりますけれども、そういう意向になってくる

と議会の新しい議員の権限なり、いろいろな委員会の 1 つじゃなく 2 つになるというようなことも

考えられますので、その辺も見据えた中でやっていただくということ。等々、幅広い角度から一応、

検討していただいて議会として責任を持ってと言いますか、主体的に定数の問題を決めて行ければ

なという具合に思いますので一つよろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。議員定数の見直しについては以上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）  それでは続きまして、議会報告会について。これも継続審議になって

おります。先般、栗山町のお話も聞きましたけれども、この件につきまして、各会派でご議論ござ

いましたら、どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  町清クラブでございますが。これも非常に我々も議論していますが、議

会報告会はするべきだということは決めているのですが、然らば、どのような具体的な方法になる

かと言うとですね、非常にいろいろな異論があるところです。それで、先ほどの議員定数の見直し

についても集中審議をすると言っておりますが、この 2 つを一緒に集中審議していただいて、議会

報告会は具体的にこういうふうにした方がいいと会派で決められる問題じゃなくてですね、やっぱ

り皆さんの意見を調整しながらやる内容だと思うのでね。この辺りも集中審議で、この中でやって

いただきたいなということでございます。よろしくお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田正利委員。 

○副委員長（吉田正利君）  私の会派では議会報告会の定例的な報告は必要ないだろうと。それ

から、必要課題が発生した時に、その都度、報告会を開催すべきでないかという結論に達しており

ます。最終的には加藤委員が話されたような内容で継続審議に持って行っていただきたいと思いま

す。以上です。 
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○委員（大渕紀夫君）  新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君）  新政クラブ熊谷です。うちの会派は従前から言っているとおり、議会報

告会はすべきだろうと。これは前向きに取り組むべきだと。ただ、やっぱり議論として、そのテー

マを設けてするのか、それとも定期的にするのかということについてはですね、今回はやっぱり定

期的というのはちょっと無理があるだろうと。予算だとか、いろいろな絡みになるとやっぱり、そ

のやり方というのはなかなか町民にも理解しづらい部分があるのではないかと。また、議会として

も対応がしづらい部分があるのではないかと。やはり、身近なテーマ、例えば今回のような定数の

問題だとか、市町村合併だとか、そういう部分の機運と町民の感覚と言うか、ニーズを捉えながら

すべきではないかと。で、やっぱり報告会についてはすべきという前向きな意見であります。以上

であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  うちの会派も前から言っていますように、議会報告会を否定するもので

はないのですが、やっぱりテーマ的なものがきちんとしていないと、視点が溢れてしまって何をや

ったのか分からないというようなことにならないように。テーマをきちんとしてやるべきだという

考えは一貫しております。 

○委員長（大渕紀夫君）  うちの会派もやるべきということでございます。そこはもう一致して

おります。 

 分かりました。大方の意見がこの件と 2 つを抱き合わせで集中審議したらどうかというようなご

意見でございますので、これもやっぱり具体案が一つ無いとですね、テーマを決めると言ってもテ

ーマが決まっていないからこうなるわけでございましてね。具体的にやっぱり議論をしないとどう

にもならない話で。各会派にこれ以上持ち帰っても同じ結論しか出てこないのですよ。ですから、

具体的に審議をするというふうに。一つ踏み越えるというふうにしたいと思います。議員定数の問

題と同じような形で議論していきたいと思いますので、それで構いませんね。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。それでは 3 番目、17 年度の 3 月補正について。資料6 を見てい

ただきたいと思いますけれども。局長から説明をしていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ご説明いたします。一応、3 月定例会に補正案として議会の方で

出してございます。これは主に不用額に伴うものでございますので、その説明をいたしたいと思っ

ております。 

 まず、議員報酬の関係ですが、12 月で一旦、独自削減の分を、減をさせてもらったのですが、12

月に委員長交替で委員長が重複する方が 2 人おられまして、ちょっと若干ですが、代わられた委員

長さんについては日割り計算でというのをちょっと私が見過ごしてございまして、12,000 円ぐらい

ずつ足りなくなるのですよ。これについては補正じゃなくて、12 節の役務費から流用して対応した

いと。これは財政の方にもうお話させていただいております。 

 それ以後、議会運営経費の中でですね、旅費について 144,000 円を減額したいというものでござ

います。これは当初予算に組み込んでございましたが実施しなくなった分でございます。全国町村
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議会事務局研修会。これは東京で行われるのですが、これも 1 回見ておりましたが、これには実際、

行ってございませんので減をしたいと。 

 それから、管内の議長会の道外視察の随行。これは事務局分でございますが、これにつきまして

も無かったものですから減額するというものでございます。 

 それから、需用費の中で食糧費。10 万円、当初、見てございましたが、これは従来、旧森田村の

議員さんが来られた時に交流会をやった等の形で若干使っていたのですが、今回、つがる市になっ

て 1 度も見えてございませんので、これについては全額使っていないものですから落とすという中

身でございます。 

 それから、役務費の中の筆耕翻訳料。臨時会・委員会等の会議録の部分でございますが、3,641,000

円見てございましたけど、精査しまして 380,000 ぐらい余裕はあるのではないかと。まだ若干余裕

見ていますけど、このぐらい落とせるということで落としたいというものでございます。 

 14 節、使用料・賃借料でございますが。これは先ほど言いましたように議員報酬の方に若干持っ

ていくというものでございます。 

 それから、負担金でございますが、16 万。これは管内の議長会の道外視察研修。これは議長分で

ございますが、管内議長会に負担金として納めるような形でございました。議長会の取り決めによ

って毎年やっていたのですが、任期中に 1 回で、それぞれの市町村の財政事情もございますので、1

回にしましょうということで無くなりましたので落とします。それと諸会議でございますが、これ

は管内の議長会議員研修会。従来から泊まりでやっておりました。今年は白老町で開催して日帰り

ということになったものですから、これは一括使わないということで10 万円を削除したいというこ

とです。 

 それと議会だよりでございますが、当初 1,373,000 円見てございましたが、入札執行によりまし

て、当初 33 円で予算計上してございますが、実際に落札した金額は 16 円 89 銭ということで 58 万

円ほど不用額が出ますので、これについても3 月ですので精査したいという内容でございます。 

 トータル 1,464,000 円の未執行ということになりますので、これは一括補正を計上してございま

す。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、補正の関係の説明がございましたけれども、ご質疑ある方、

どうぞ。いいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  これは 3 月定例会に出ますね。次はその他。議長。 

○議長（堀部登志男君）  議長の諮問に関する、その他でございます。皆さん、現在、議員報酬

の自主削減、これが平成 17 年までやっております。18 年度の関係につきましてですね、今後、こ

の 18 年度どうするかということについて。今日、結論出るあれでもございませんのでね、あれです

けども。一応、再度、皆さんに会派でご検討いただきたいなと。自主削減について、今後どうする

かということですね。その辺について一つ、お話合っていただきたいなと。これはできれば 3 月の

議会で、24 日で上程するか、議会提案として出すか、出さないかと、それもありますのでね。もし、

やるとすれば出さないと駄目だと思いますので。そういうことを一つご検討いただきたいなという
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ことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  会派持ち帰りで構いませんね。 

○議長（堀部登志男君）  はい、そうです。 

○委員長（大渕紀夫君）  お諮りをいたします。ただ今、議長からお話がございましたように、

ただ今まで自主削減をやっております。議長 11％、副議長 7.5％、議員 5％という自主削減の件で

ございますけれども、再度提出するのであれば議決が必要でございます。議員提案が必要でござい

ますので。この取り扱いについて、いかがいたすかということを各会派で十分議論をしていただく

と。それを次の27 日の議会運営委員会で叩きたいと思いますので、各会派で十分議論を願ってです

ね、意見を持ち寄っていただきたいと思います。この件、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）  今、議長から新しい諮問が出ましたが、今回の定例会の中 1 点ち

ょっとご報告と言うか、議員の報酬の一部改正が町側から出ます。これは何かと言いますと、昨年

度、0.05 ヶ月の部分がございましたが、これについては 17 年に限り支給しないという条例案だっ

たかと思います。それで 18 年度について、新たな年度ね、普通の形で適用されますので、0.05 月

分を 6 月と 12 月に半分ずつ分けるという議案が、これは人勧の規定でございますので、町側から自

動的に上がってくると思いますので、ちょっとその辺をお伝えしておきたいと思います。分かりま

すか。 

○委員長（大渕紀夫君）  分かった。元に戻るということだな。いいですね。ちなみにちょっと

町側はどうするというふうな情報は得ておりますか。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志男君）  町側の方なのですが、この間、報酬等審議会がありましてですね、こ

れは新聞報道等で出たのでちょっと言いますけども。町の方は、理事者の方は今までどおり。それ

で議員報酬、それから、町の理事者の報酬については審議会では据え置くというような形が出され

たようです。それで、その新聞を見る限りでは町長の方は従来どおり下げるということで。職員の

方は平成19 年まで削減するというような、その状況は今年も何も変わっていないようでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  分かりました。それでは、報酬削減については各会派で議論していた

だきたいと思います。 

 その他に行きます。議会のインターネット中継の実績について。資料の7 をご覧ください。局長、

説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  議会のホームページのアクセス数とですね、町全体のを含めまし

て、後ろのページには議会中継のアクセス数を記載させていただいております。議会中継のアクセ

ス数につきましては、12 月定例会、従来にまして非常に多い件数でありまして、14 日の一般質問に

あっては 250 件あまりのアクセス数があったと。今まで過去に多かったのは 9 月が一番多かったの

ですよ。9 月の議会が多くて、最高でも166 件しかなかったのですが、250 件ぐらいに跳ね上がった

と。こういう傾向は今後も続いていくのかなというような理解をしております。それと議会のホー

ムページのアクセス数につきましても、今現在、各課の中でも一番上位です。トップに位置づけら
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れております。11,000 件ぐらいのアクセスがございます。これは平成 15 年のやった時からの累計

です。一応、参考にしていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  皆さん方からその他何かありませんか。無ければ、よろしゅうござい

ますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

                                           

      ○閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。それでは、時間がちょっと越しましたけれども、以上で議会運

営委員会を終了いたします。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午後 12 時 04 分） 


