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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８月１７日（木曜日） 

開  会     午前  １０時００分 

閉  会     午前  １１時２５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. 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 

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   西 田 祐 子 君 

            

○欠席委員（１名） 

 委員外議員   玉 井 昭 一 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）  ご苦労様でございます。ただ今より議会運営委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（大渕紀夫君）  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）  ご苦労様でした。８月２日の議会運営委員会を経まして、今日、

議会報告会の細部を決めていただくことになりますが、前回、議員定数の見直しについて、町民か

ら意見を聞くことについてどのようにするかということをお諮りいたしました。一応、確定事項と

しましては、議会報告会で議員定数の見直しについて町民に意見を聞くということでございました。

日数は９月末から１０月上旬にかけて３、４日。場所については７箇所。時間については午後６時

半からおおむね２時間。２班編成でということだけは決まってございましたので。今日、委員長の

方から案を示させてもらっておりますので、それに基づきましてご審議をいただくことになってご

ざいます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  ありがとうございます。それでは、議会報告会についての内容につい

て詰めを行いたいと思いますので。別文書いっていると思います。これはあくまでも案でございま

す。全くの私案でございまして、他意はございませんのでいろいろご意見を伺いたいということで

あります。 

 まず、７箇所の場所。それから、日時ですね。いきいき４・６、鉄南地区につきましてはＡ・Ｂ

両班が出られるということで、出られる方は全員出席しても構わないということで考えております。

事前に正副議長及び議運の副委員長にはお話をしておりますので、そういう中でも確認されており

ますので、鉄南地区についてはＡ・Ｂ両班全員が出られるという状況であります。時間につきまし

ては、議会報告会という形になりましたので、おおむね３０分報告、１時間討論ということで１時

間半ということにいたしたいと思っております。これについてもご意見を賜れればと思います。 

 次に班編成ですけれども、事前の話し合いの中で正副議長と議運の正副で事前に説明をいたしま

した時に、谷内議員と近藤議員を入れ替えてはいかがかということであります。地域性のことも考

えまして、そのようにしたらどうかという意見が出ておりますので、それは皆さんがＯＫであれば

入れ替えをしたいというふうに考えております。 

 司会は当面、前回と同じように議運の正副委員長があたってはいかがかと。代表答弁者と書いて

ありますけれども、ここは報告者。報告者が正副議長で、答弁は議員それぞれが挙手によって、こ

の方に答えていただくというようなことで、なるべく多くの人に答えていただくというような手法

をとってはいかがかというふうな意見も出ております。正副議長と正副議運の委員長の中では、報

告者を正副議長にし、答弁者については参加している委員の皆さん方が挙手なり、意思表示なり、
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または司会者の判断でこの方に答弁してもらったらいいのではないかというような方に答弁をして

いただくというふうにしたらどうかと。基本的には挙手をして、順番に答弁していただくというよ

うな方法がいかがかという意見も出ております。 

 次に、開催に係る確認事項。２枚目です。会場設営については議員もきちんと手伝って会場設営

を行うというのを基本にいたします。前回もそうです。これには職員１時間前、議員３０分前と書

いていますけども、基本的には我々も１時間前に行って椅子並べをやるということであります。そ

れから、記録。録音と要点筆記については事務局でも録音は録っていただきます。ただ、議員の中

で記録者と言うのでしょうか、そういうものが必要ないかどうかということですね。それから、参

加者名簿受付等々をどこでやるかと。議員がやらないで職員がやられた方が良ければ、やっぱりい

ろいろなことございますからね、職員にやっていただいた方がいいと。 

あと、ここに書いているように看板。やるという看板ですね。それから、町議は名札、何々とい

う名札を付けると。放送設備についてはこういうことであります。基本的な会場配置。会場の横長

の片方に議員席（机・椅子・名札）を置き、向かい合わせで町民席(椅子のみ)をセットしてはどう

かということであります。案内と報道席もどこか、その横にできるかもしれません。そのようなこ

とで、これはほとんどが前回の議会報告会と同じ。配置含めて同じでございます。 

 一応、ここまでは案として考えましたので、これについてでも結構ですし、また新たな案でも構

いませんので、ぜひ、報告会の開催の状況・予定含めてご意見ありましたら、どんどんひとつ出し

ていただきたいと思います。どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  委員長の方からの提案で、議員の入れ替えのところ。これは谷内議員を

Ｂ班にして、近藤議員をＡ班にするということですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  そういう意味です。 

○委員（熊谷雅史君）  会派割りになると、うちの会派になると３人固まっちゃうということに

なりますね。私がずれますか。だから、近藤議員と私が入れ替わればいいのではないでしょうかね。 

○委員外議員（根本道明君）  いや、地域性で近藤議員が萩野の公民館に行けないことになって

いるからさ。だから、Ａ班に行ったら近藤議員は萩野公民館に行けると。谷内議員はこちら側に来

ると北吉原のコミセンに行けると。そういう意味での入れ替え。会派とか何とかということじゃな

く、地域にやっぱり行ってもらった方がいいのではないのかと。 

○委員（熊谷雅史君）  会派割りでなくて、地域性の関係で言うのであれば、それは問題ないの

ではないのですか。そのように手配されてもいいと思います。ただ、今言ったのは、私の会派割り

の方でいけば、私は動いても構いませんよということであって。そういうことで、今、意味通じま

したのでいいのではないですか、それで。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  自分の住んでいる地域だから、そっちの方に動くというのは、私は変だ

と思います。じゃあ、そうしたら私はほとんど萩野・虎杖浜、あっちなのですよね。私は元々白老

に住んでいますから。そういうことで分けたのではないわけですよね。地域性を考えないで、こう

いう割り振りがいいだろうとことを一応、案として出してくれたわけですから。一人ひとり、そう
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いうふうに言ったら全部、西田議員だって白老の方がいいということになれば、吉田正利議員は虎

杖浜なのは白老の方に入ると、全部そうなりますから、そこだけ入れ替えするというのは私は。そ

うであれば、全体を地域に割るのか、その辺をはっきりしてやるか。そうでなければ、このとおり

やった方がいいというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君）  どうしても、このようにしてくれないかという議員個々にそういう希望

があれば、その中で調整すればいいのかなというふうに感じます。私は、今、吉田和子委員の言っ

たことに賛成で、どこでもいいのではないのかなというふうに基本的には考えますけれども、個々

のそういう希望が調整できるのであれば、してあげるというのも一つかなというふうにも思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  私はね、今の意見とちょっと違うのですが。要するに地域の特性があると

思うのですよ。ですから、私が今言った、地区でもって無いというね、仮に参加できないという場

合になったら、やっぱり何かこだわりみたいなのがちょっとあるかなとそういう気持ちが自分はし

ますので、この辺だけちょっと言っておきます。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。山本委員のような発言もございました。個々、そういうことであ

れば、人選はそういうふうにしてもいいのではないのかという意見もございますけれどもいかがで

すか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  山本委員のは特例として認めると、こういうことであればね、個々と言

うけれども、希望者聞けば皆そういうふうになっちゃうのです。吉田和子委員と同じような意見に

なってしまうものだから、きちんと線は引かなければならないと思うのですけどね。個人個人の意

見を聞いたら、全部動かさなきゃ駄目ですよ。やはり自分の地域にしたいという希望の方が多いと

思うのですよね。ですから、ある程度原案で決めたら、それに従うというふうな筋で行かなければ。

これは案ですけれども。決まった、そうしたら個々の意見を聞きますよと言ったら、バランス的に

１０人：１０人になるかと言ったら、必ずしもそういうふうにならないような気がしてならないの

だけども。その辺りはいかがですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君）  私もちょっと言葉足らずだったかもしれませんけれども。今回のいろい

ろな協議の持ち方ですけども、議会運営委員会とその他ということで会派代表者会議も併用してと

いうことだったと思うのですよ。そういう意味でね、会派の中で調整ができるのであれば、まず、

調整をして、プラス、無会派の方もいらっしゃるので、それは議長なりに進言していただいて、そ

の中で。せっかくやるわけですから、調整つくのであれば調整するのも一つじゃないのかなという

思いで私は述べさせていただいたのですけれども。 

○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）  これを、谷内議員と近藤議員をチェンジしたらどうなのかという

ふうなのを出したのが実は僕なのです。確かに、みんな個々の意見というふうなことになればね、

それは大変なことになる。だいたいこれをずらっと見た時に、どうしても仕方ない場合も出てくる
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のですよね。 

例えば、議運の正副委員長が必ず両方に分かれなきゃならないと言ったら、大渕委員長がそっち

に行って、吉田副委員長は虎杖浜に行けないというふうなケースも出てきたのも然りなのですけれ

ども。四角四面に考えなくてもね、まだこれは叩き台ですから。だから、その段階でこの２人がチ

ェンジすることによって、近藤議員が萩野のところにも行けるし、それから、谷内議員は地元の北

吉原に行けるし、そうしたら身近に町民と話しやすいのかなという配慮があってそのようにしたの

ですけれども、ちょっとそこら辺配慮してやっていただけないかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  もう一つなのですけども、先ほど熊谷委員からちょっと出ましたけども、

要するに会派も必ずどっちかに分けたような状態でした方がいいかなということもチラッと考えま

す。というのはやはり、その内容とか何とかというのは偏ったら困るのですけども、そういうこと

はないと思いますけども、やはりＡ・Ｂ班と分かれた場合にですね、その内容なり、雰囲気なり、

何なり、こういうとこでやっぱりある程度は違ってくると思うのですよ。だから、そういう意味に

おいては会派でも分かれると。そういうことも頭に置いて班編成したらどうでしょうかということ

です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。この班編成は会派割りで班編成を考えました。それ以外は何も考

えておりません。ですから、どうぞ皆さん方でご議論をしていただきたいというのはそういう意味

です。これは基本的には全会派が分かれています。そういうふうには組みました。それ以外はＡ班、

Ｂ班も、これはたまたま議長の方がＡ班になって、たまたま副議長の方がＢ班になったからこうな

ったというだけの話で、この場所も私が組んだものではございませんので、そういう意味では私意

的なものは全く無いと言った意味はそういう意味なのです。ですから、私が組んだのは、ただ会派

別にと奇数をちょっとだけ考えて組んだというだけの話です。ですから、私、たまたま竹浦になっ

ていますけど、私は竹浦だって全然知らなかったのです、私はね。そういうことですから、どんど

ん言ってくださって構わないと思います。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  僕が最初に言ったのは、僕は会派割りを基調としていますから、近藤さ

んがＡ班に入るのであれば、当然うちは３人になっちゃうわけですから僕はＢ班にずれますよとい

うことなのですよ。そうしたら諸事情が出てきたので、それはそれで調整なされるのだったらいい

ですよということなのですよ。やっぱり、どっちかと言うと吉田和子さんと同じ意見になっちゃう

のですよね、僕もね。どっちかと言うとやっぱり会派割りで行くのであれば、地域がどうであると

いうことはその中で調整しかないと思うのですよ。やっぱり議会の報告会ですから。本来ならば、

うちは２０人で行きたいと言っている会派ですから。１０と１０に分かれたわけですから、それは

やっぱり妥協しなきゃならないという部分出てくると思いますけどもね。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  今、いろいろと経過ございますけれども、今後の一つの詰め方から

見て、だいたいこの案が些少の難点はあるかもしれないけれども、各会派ならびに各個人の見解を

まとめた案じゃないかと思いますので、先ほど副議長が話されたような内容をもし個々人が了解し
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てくれるのであれば、この案を踏襲した方がよろしいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の方どうですか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  このことが原案であるのであって、これで行くということで皆さんが一

致すればいいですけども。要するに、さっき僕が言ったように会派の中の、委員長がおっしゃった

とおりランダムに行っていると言うので、それでこういう調整をしたいという会派の中の調整はど

うなのですかね。出来るのだったら、それぐらいは認めてほしいなと思いますけどもね。 

○委員長（大渕紀夫君）  それは構わないのではないですか、会派の中での調整は。だから、さ

っきから言っていますように、私は何も別にこれに固執、何もしていませんから。会派の中でチェ

ンジしたいと言うのだったら、それはそれで皆さんがＯＫだったら構わないと僕は思いますけどど

うですか。会派の中での移動を考えたらどうかという意味ね。それはどうだい。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今、問題になっているのは、地域のことがウエイトが置いてあって問題

になっているので、会派がどうのこうのという問題じゃないような気がする。基本的には会派でも

って分けたのでしょう。ところが地域のことはあまり考えなかったという、委員長のさっきの説明

と同じようにね。今、ここで議論されているのは、副議長が言うように交替するのもみんな地域の

問題でのことでの議論なのですよね。だから、ウエイトは会派同士でおかしいぞという議論が優先

するのであれば分かるのだけど、原案に対しては地域の方にウエイトを少し置くべきだというのが

ほとんどの人の今の議論なものだから。会派ね、町民にとっては関係ないですよ。同じ会派が全部

そこへ揃ったところで。地域の方が相当シビアに考えなきゃならない問題じゃないのかなという気

がしてならないのだけれども、その辺りどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  根本委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（根本道明君）  このメンバーのあれで、入り口のところでさ、そんな面倒くさい

話でもないし、難しい話でもないのだよね。そんな四角四面に大上段に構えて、このメンバーがど

うのこうのという、ここに来たらね、ただ、これをやる段階でもそんなに難しく考えないで、規約

があったわけでもない。ただ、こういうふうにして、こうやって作ったのだから、もし、あれがあ

るのであるならば、そういうふうな配慮をしてやったらというふうなことを言ったら、「ああ、そう

だね」と。皆がさっき話した時に「そうだよね」って。やっぱり、こうやって入れ替えてやったら

地域の人も顔も見られるしいいねっていうふうなことで。全部の希望を聞いたり何だりしたり、そ

んな難しい話じゃないのだよな。だから、ここで喧々諤々するような議論するような題材でもない

のだよな。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  副議長の言われていることは分かるのですけども、やっぱりルールです

から。皆がやっぱり周知しなきゃ駄目だと思うのです。だから、僕が言っているのは、そういう入

れ替えをするのであれば、会派の単位で入れ替えをすべきじゃないのですかということを言ってい

るわけですから。それをランダムにやっちゃうと、さっきの提案みたく、うちの近藤さんと谷内さ

んを入れ替えるということになれば、うちの会派がＡ班に３人行っちゃうわけですから。 

○委員外委員（根本道明君）  行ったっていいでしょ。 
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○委員（熊谷雅史君）  いえいえ。だって、うちの議会は会派制を取っているわけですから。や

はり、そういうふうな割り振りをされたのなら、そういうルールはやっぱり守るべきだと思います

よ、僕は。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  あくまでもね、これは町政報告会というような形を取っているわけですか

ら、そういう観点からいった場合にはね、今言った、会派がどうの、地域別がどうのってそういう

ことは完全にこういう状態になると思うのです。押さえられるということになると思うのですよ。

ですから、少なくとも、今、私はこう出して、地域の特性がありますよと。だから、ここへ行った

時は居なかったらあれでないですかという。これがやはり皆さんがそういうようなことでね、ここ

で決議されて、そういう形だったら、それは私自身としては構いません。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）  この班編成をするにあたって、まず、議運の委員長・副委員長は分かれ

る。議長・副議長は分かれる。そして、会派制をきちんと、ある程度会派制でやっているので会派

で両方に必ず出て居られれば、両方の状況を会派で話し合った時もわかりますよね。そういったこ

とを含めて、基本的にはそういうことで分けましたということですので私はこれでいいと思うので

すけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。たまたま、これね、ＡとＢに分けたのもそういうふうにうまくな

ったのですよ。それを、たまたま地域別に見たらね、確かに副議長言われるような状況になってい

たのさ。これは全然そんなこと考えて作ったのではないのです。ですから、僕ははっきりさっきか

ら何度も言っているように会派で分けたというだけの話です。日程は後で入れましたので、たまた

まこうなったと。何も別に私のところがＡで、吉田正利副委員長のところがＢだったらどうなるか

と言うとひっくり返るだけの話しなのです。それだけのことなのですよ。ですから、そこら辺のと

ころがちょっと引っ掛かるのであれば、だけど、どうやってやったって公平にはならないのだわ。 

だから、僕は全然そんなこと考えないでやったということであります。もし、最低限度のことで

考えられるのはやっぱり、今、言われたように会派でチェンジするぐらいはいいのかというぐらい

の範囲で、もし皆さん了解していただければ、その範囲ぐらいだったらいいのかなというふうに私

もおもいます。もちろん、さっき４人で、正副議長、正副議運の委員長で話した時はなるほどとい

う話にはなったのですけど、それは議運で話をするということですから。議運の皆さんの話の中身

で言えばそういうことになりますので。今、お話を伺いますと会派は崩すべきではないという意見

がどうも多いようですので、会派のチェンジはいいけれども、それ以外のことについてはこの原案

でやらせていただいたらいかがなものかというふうに思う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）  正副議長よろしゅうございますか。ここでやっぱり、つまずくとちょ

っとまずいものですから。それでは、原則原案。それで、会派で入れ替えるのは構わないと。ただ

し、正副議長と正副議運の委員長は入れ替わるわけにはいきません。そういうふうにいたします。 

それでは、メンバーについては今の原則でよろしゅうございますか。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、そのように決めさせていただきます。 

すみません、ちょっと順番が入れ替わりました。日程、場所。仮押さえはしていただきました。

山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  一点、この原案についてお聞きしたいのですけれども。前回の議運の中

では時間帯に関しましては１８時半から２０時３０分ということで決定されていたと思うのですね。

この原案を見ますと、全員参加、自由参加できる、Ａ・Ｂ両方参加できる、いきいき４・６が１５

時から１６時半というふうになっておりますけれども、これは何か考えがあってこのようにされて

いるのかどうなのか。その点をちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  全く何もございません。１時間半というのは、報告は３０分ぐらいが

適当ではないかということなのです。それで、さっきも申しましたように、報告は正副議長がいい

のではないかということになりましたので。皆さんのご意見も伺いますけどね。そうなれば、３０

分の報告で、あと１時間、町民の皆さん方と討論ということで、この１５時から１６時半も、１８

時３０分から２０時までも全部１時間半にしたというのは、ただ、それだけでございます。この中

でもし２時間やった方がいいよというのであれば、それはそれでここの時間帯に延ばせる。それと、

前回が１時間半だったのだそうです。前回の報告会がね。それだけです。どうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君）  いや、私がお聞きしたのは、何時間やるかという時間ではなくて、１５

時から１６時半に設定していて果たして人が集まりますかとこういうことを聞きたくてお尋ねした

のです。 

○委員長（大渕紀夫君）  これについては全くそれもありません。集まるかどうかということも

ないのですけど。これは夜もう１日とるというのは、２、３。４は行政視察の予定なのですね、町

の。そうすると飛びます。それで３日間で終わらせるという手法だけでございます。集まる、集ま

らないということについては、ちょっと考えていません、あんまり。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  時間帯で私の方で素案を組ませてもらった。前回と基本的に同じ

ような組み方をさせてもらいました。そして、前回も白老２箇所なものですからね、来る対象者が

当然違うだろうということで、前回も日中の部分と夜の部分やっているのですね。前回のここの中

の議論の中でも１会派の方から、日中の来る対象者も当然違いますし、夜、来る対象者も変わって

くるんでないかという話があって。私、前回のを見ましたら、たまたま日中になっていたものです

から、このような形でやったらどうかなという提案だったのです。全然、他意がなくて、そういう

対象者、お年よりは日中来て、働いている方は夜来てという考え方も成り立つのなのかなという思

いだっただけです。まるっきり前回もこういう形で踏襲して、６００人ぐらい集まっているという

ことですので、こういう形で１回提案させてもらったということで、時間帯を日中にしたのは全然

他意がございません。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君）  Ａ・Ｂ、自由に両方とも参加できますよという、この時間帯が１５時と

いうことになっていますけども。場所も広いコミセンというのがありますので。これはどうなので
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しょうかね。Ａ・Ｂ自由参加の方をコミセンの方にして、Ａをいきいき４・６にする。これも一つ

のあれじゃないのかなというふうに感じたのですけども、その点いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  今のに関連すると思うのですが、前回、い きいき４・６でやった中身で、

来られている方に何人かお話を聞いたのですが、地域は白老じゃない方もいるのですよ。元気号に

乗って来るのですよ、あそこに。夜、地域でやる時になかなか暗くて出づらいということで、この

時間だったら出られたという人が２人いました。ですから、今、山本委員が言ったように、広さの

関係でチェンジというのも一つの手かもしれませんけど、いきいき４・６でやるという一つの、こ

の時間帯に設定してやるということは無効ではないと思います。すごく有効的だと思いますけども

ね。一つ、それだけ言っておきます。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。委員外議員西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君）  私も今の熊谷委員の意見に賛成なのですけれども。いきいき４・

６でやられる場合ですね、元気号の時間帯というのですか、そういうものにもし合わせられるもの

であれば有効じゃないかなというふうに思っておりますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君）  今の字白老での時間帯の問題と場所の問題なのですけれども、他、ご

意見ある方いらっしゃいませんか。 

休   憩      午前 １０時３４分 

                                           

再   開      午前 １０時３５分 

○委員長（大渕紀夫君）  会議を再開いたします。今ちょっと時間表を調べましたら、そういう

状況でございます。１４時４１分に保健センターに到着する便と、１７時１２分に出るバスがある

そうでございます。そういう意味で言えば、極めていい状況。３０分ぐらいないとたぶん駄目だと

思います。それでは、この地区別場所・日時区分含めて、議会報告会の場所と時間についてはよろ

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、このように決めさせていただきます。班編成については先

ほど議論がありましたように、原則このまま。会派でもし、どうしてもという場合は会派で差し替

えの場合は事務局になるべく早く言ってください。ここまではそのようにいたします。 

 次、開催に係る確認事項の部分を先にやります。会場説明。職員１時間前、議員３０分前と書い

ていますけど、議員１時間前にしたいと思いますけどどうですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  記録。議員で記録係って必要ですか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  先ほど委員長の方から、その後の提案ありました挙手をして話すという

ことですから、議員が。提案としてね。もし、それがとおるのであれば、記録していると挙手でき

ないという部分出てきますから、テープだけでよろしいかと思いますけど。大事なことは議員個々

で書き留めると思いますので、記録者というのは置く必要がないと思います。 
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○委員長（大渕紀夫君）  録音は録るそうですからね。それをテープ録って置いていただければ、

必要なところをおこせばいいわけですから。全部おこす必要もないと思いますのでね。そういうこ

とでどうですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、録音ということで。あとは職員の皆さん方出られて、要点筆

記で出来るところはしていただくというぐらいのことで。 

 受付。参加者名簿。住所、氏名。これは、前は書いたの。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  報告会ですから、広く皆さんに周知をして来ていただくということが本

分だと思うのです。ただ、やっぱりセキュリティ上あった方がいいかなと思いますので、強制では

なくて、もし良ければお書きくださいという形で受付に置いておいていただければいいのではない

でしょうかね。記載ない方は、ないでいいと思いますよ。 

○委員長（大渕紀夫君）  そのようなご意見ございましたけども。他の方。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  いいですか。それでは、受付に住所・氏名の用紙を置いておいて、さ

しつかえない方は書いてくださいとこういう形。いいですか。 

 看板。正面の看板は、外の看板はやっぱりいるね。２つ作って、議会報告会って場所書かないや

つ、議会報告会って作れば。前回使ったものなんてあるのですか。会場の横一文字と入り口の縦と、

この２つは２枚ずつ作っていただくということですか。そのような形で作っていただくということ

でいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。町議の名札って、机の上に乗せるやつですか。やっぱり机の上

に置いた方がいいと思うのだけど。 

○事務局長（上坊寺博之君）  記名札か名札にするのか。両方するのか。 

○委員長（大渕紀夫君）  ここに置くのあるでしょ。あれだけあればいいのではないですか。名

札はいらないでしょ。どうですか。いいですね、それは。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。大きい、それぞれのテーブルに置くものだけ。 

 放送設備は、お借りをするということですね。 

 会場の中身についてはどうでしょうか。いいですか。これ、前回と同じだと、たぶん思います。

いいですね。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  この中で抜けているのがＰＲの方法。おそらく室民・苫民は出るでしょ

うけど。会報、それから、議会だよりは１０月の末に出るやつか。それと今回の８月のげんき号。

町広報に載せるより仕方ないけど。そういうもののＰＲの徹底ですね、それもお願いしたいと。 

○委員長（大渕紀夫君）  町民に対する周知の方法について、局長から。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私、前回の議会報告会は十分知らないのですが。前回、議会報告

会をするにあたりまして、チラシを全戸配付するように作ったのです。それを各議員が、１００町
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内会ありますので、割ると５町内会ぐらいになるのですが、それを議員さん各自が町内会長さんの

ところにお持ちになって、お願いして配ってもらったという経過があります。 

今回もそのような方法をとるかというのが、まず一つですね。考え方としては、９月の広報に載

せた場合、期間がありすぎるのでないかという考え方が、まず一つあります。それと１０月の広報

にも載せるのですが、発行されて、すぐ２日から始まる、この２つあります。町内会にお届けする

のであれば、今月の２５日に出るのですよね。それもあまりにも早すぎると。来月の２５日に配付

しますと届かない可能性があると。 

それで、今、加藤委員おっしゃったとおり、今、私の方で考えているのは報道機関にお願いして

出そうというのは当然一つありますけど、各種団体という手もあるだろうと。例えば、消費者協会

ですとか、ＪＣですとか、そういう主要な団体には直接、ご案内を送るとそういう方法をまず出来

るのではないかなと考えているのですが。今、言った２通り、町の広報に掲載する部分と、回覧も

しくは全戸配付するにしても、期間的な制約をかなり受けると。この辺をちょっと協議していただ

きたいなと思います。９月発行の広報はそういうことで間に合いませんので出していません。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、局長から周知の方法についてのお話がございましたけれども。

一つは各報道機関にお願いをすると。これはいいですね。広報については、今の状況ではもう１０

月号にしか載らない。これは載せていただきます。いくら１日、２日のことであっても載せていた

だいた方がいいと思います。広報は載せるということにした方がいいと思います。それから、あと

町内会の関係ですけれども。前回は確かに我々が全部分担してお願いして歩いたのです。それは、

直接、町内会長にお話をして、こういうことでやるからという主旨の説明、これが折り込みではま

ずいのではないかと。前回の中身が、経過がございましたので。それでそういうふうにしたのだと

思います。今回はちょっと状況が違いますので、私は町内会にお願いをして、配付できる範囲で配

付していただければ結構じゃないかというふうに思っているのですけども。 

○委員（加藤正恭君）  配付の方法なのですけど、回覧で結構だと思います。回覧板。全戸配付

になりますと、班長さんが全部に回して歩かなきゃならなくなるのですよ。大変ですからね。回覧

板でいいと思います。それで、９月の中頃に配付するようにしてもらえれば、１週間くらいあれば

回収になりますから。すると１０月の上旬に間に合うということでいいと思いますけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、回覧でやるとすれば２５日配付なのですよ。配付と言うか、

８月２５日町内会長宛に届くのですよ。９月の広報と一緒に配られますので、早いところは早いか

もしれませんけど、だいたい皆さんひととおりするのは１０日ぐらいかかりますので、９月１０日

ぐらいまでに周知が終わるだろうという部分で第一弾はいいのかどうかですね。たぶん、回覧物を

貯めておいて、私も町内会の役員やっていますけど、広報配布併せて、また別な形で配付するため

に取っておくということはたぶんしないと思うのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君）  いや、それであればね、こういうもので個々の家庭に置かれる方がい

いのではないですか。行きたい人はそれを持っていれば、例えば半月、１５日間でも、それをどこ

かに貼っておけば分かるわけでしょ。回覧だったらメモしなかったら分からないということになれ
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ば、個々に家にあればね、来たい人はやっぱり意識ある人はそういうふうにすると思うのですよ。

ですから、個々の家庭にこういう表で置かれると。そうであれば、早く配付されても取っておける

でしょ。そんなような方法しかないのではないでしょうか。回覧だったら、たぶんね、２０日も前

に配られたらほとんどもう駄目だね、たぶん。意識あっても。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  全世帯分を印刷して、回覧で一枚ずつ取って回してもらうようにすれば

いいと思うのです。班長さんが１軒１軒配るのではなくて、回覧で１枚ずつ取って、次に回してく

ださいという形でお願いをすると。それと、さっき局長がおっしゃったように、町内はある程度月

初めにまとめてやるのですけど。だから、やっぱり議員さんが回って各会長さんにお願いをして、

中途半端で申し訳ないのですがこれだけ別に回してもらえればということになれば、他の回覧と一

緒に行きませんからすごく目に付くのですよね。そういった部分で私は効果があるのかなと。他の

と一緒だと、たくさんあるからあまり見てもらえないのですよね。だから、それだけ回覧で全戸配

付にお願いしたいということをお願いして回って歩くと。そういうふうにした方がいいような気が

するのですけど。 

○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）  議員が各町内会長に持って歩くと言うのだけども、全員が徹底し

て１００町内会全部に回ればいいけれども、もし回らないところが、漏れたり何だりしたら大変な

ことになるのだよな。だから、ちゃんと責任を持って今までどおりやってもらえるところがある、

町内会長が出来るのだったらね、それに乗った方が一番安心じゃないかなと思うのですが。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  今、回覧というようなことで話が出ていたのですが。回覧ですけども、例

えばね、月末に回覧する時に１０枚ぐらい回覧がありますよね。あれは一緒に束ねて回覧するので

すよ。そうしたら、非常に意識が薄れてしまってあまり確認しないのでないかと。だから、回覧す

るにもやはりタイミングと言うかね。逆に今、言った、平常の時に回覧を回してやるとか、そうい

う方法をとった方が私はいいと思います。先ほど、吉田和子委員の方から話が出ましたように、回

覧の中に１枚ずつ、入れたやつを取ってくださいと。そういう形でもって、要するに残しておくと

いう形が一番ベターかなと思って、私自身、今ちょっと考えていました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  議員が持って行くかどうか。それは漏れたら困るから、そうじゃない

方がいいのではないかというご意見もございました。その点どうですか。山本委員。 

○委員（山本浩平君）  副議長の意見に賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。広報に載せて、各新聞に掲載していただければ、あと町内会にお

願いをして回していただくということで私は構わないと思うのですよ。ただ、回覧でなくて、やっ

ぱり個々の家庭に残るような形だけはとった方がいいのではないかというふうに思いますけれども

いかがですか。周知の方法はそのような形でするというふうにしたいと思います。 

 次、運営のことでですね、先ほどちょっと言いましたけど、司会は議運の正副があたると。報告

は正副議長があたると。これは案ですよ。それから、然らば白老鉄南の時、これは両方来るのです。

この時どうするかということと、それから、答弁について。それについては、先ほどちょっと案で
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私が申しましたけれども、それは正副議長、正副議運の委員長で話が時に、挙手をして司会が適当

な方にあてて、なるべく多くの人が発言できるようにしたらいかがかというようなことだったので

すけれども。ここまでの記録はしないということになりましたから、任務分担と言うのですか、そ

れぞれのご意見ありましたら、どうぞ。こういうことでやった方がいいのではないかとか、やり方

です。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  今の委員長の提案でおおむねいいと思うのです。ただ、この間からやっ

ぱり議論になっているように数を言わないとか、最低のルールのところだけやっぱり司会者がきち

んと周知していただいて、進めていただくということであれば、町民の皆さんの質疑に対しても率

直にやっぱり議員の立場で答えるべきだというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。まず、司会については議運の正副がやるということでどうですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  前回もそうですけどね。いいですか。それでは、報告は正副議長が一

定の原稿に基づいて行うと。両方が同じ。これはもう当然、議会報告会ですから正副議長やってい

ただかないとおかしなことになりますのでね。これはいいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  問題は答弁の部分なのですよ。町民からいろいろ意見出ますから。そ

の時にどういう対応をするかということなのですけれども。その時に出席されている１０人の議員

さんが答弁するということで、挙手をしていただいて、そして、司会者がそれなりの方にあててい

くと。なるべく均等に多くの議員さんが発言出来るようにしながら、なおかつ、状況も十分見なが

らやったらどうかというようなことで先ほどは出ていたのですけど。このやり方ってどうですか。 

根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君）  今、委員長の言ったことで、だいたいイメージは掴めたのですけ

れども。例えば、ある一つの問題がありますよね。例えば、町立病院の問題について質問しますと、

町民から来たと。そうしたら、町立病院の問題について答弁できる議員の方と言ったら、例えば４、

５人手を挙げたとしますね。今の質問に対して答弁出来る方が４、５人挙がったと。その中で司会

者が、それでは、熊谷議員と吉田議員に答弁をお願いしますと言ったら３人の方残りますよね。そ

れはそのまま２人の答弁だけで終わってしまうのですか。それとも、全員、手を挙げた人みんなに

聞くのか。例えば、１人だけで終わっちゃうのか。そこら辺はどういうふうになりますか。 

○委員長（大渕紀夫君）  どうですか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  今、言っている中身は分かるのですけど。手を挙げた方みんな答えさせ

るというのも一つの方法論だと思いますけど。おおむね答える中身というのは一緒だと思うのです

よ。そうなれば、司会者の方でまとめるか、報告者のところで補足でまとめてしまって、一つひと

つ進んだ方が明確だと思いますけれど。３人が３人とも似たような言い方すると思うのですよ。今

のような質疑になると。 

○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）  それの例えば、イニシアチブとるのは司会者なのですけれども、
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その司会者に対して後からクレームだとか何とかを出さないようにね、皆でそういうふうにして申

し合わせておいた方がいいなと思います。例えば、僕、あててもらえなかたって。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  だから、今、委員長の方から提案あったように、なるべく多くの議員さ

んに発言を促すということですから。本来ならば挙手でなくて、原則は挙手ですけど、答えていい

よという意思表示ですから。だけど、逆に司会者の方から熊谷委員どう思いますかぐらい言われて

答えられなかったら、報告会に行く意味ないですよ。そういうことです。だから、あててくれなか

ったということは僕はないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  ここはね、なかなか難しいところでね。司会者の采配にもよるからね。

それがやっぱりいろいろ後で、今、副議長が言われたり、熊谷委員が言われたようなことが出てく

る可能性があると思うのです。答えられなかったら困るということもあるし、違ったことを言っち

ゃったということもあるでしょ。それはやっぱり誰かが補足しなくちゃいけないことになりますか

ら、そこら辺も十分考慮して事前勉強会はやりますけれども、そこら辺も考慮しておかないといけ

ないと思います。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  だいたい、今、私が言おうとしたことを言っているのですがね。やはり

個々の意見を聞くということであればね、いろいろニュアンス的に違うのですよ。町民がどのよう

に受け取るかによってですね、ちょっと変わってくる場合も考えられる、想定されるのですよ。で

きるだけ答弁者は１人に絞らなければですね、２人も３人もやったら逆にですね、何だ、議会とし

て意見違うじゃないかと。議場での意見の違いは当然のことなのですけれども、町民の前に行って

報告会を開いて、それぞれ、バラバラのことを答弁したのでは何の報告会よとこういうことになっ

てしまう危険性が考えられますね。ですから、その辺り十分ですね、ヒヤリング、勉強されるのは

いいのですよ。それが徹底してやれるかどうか。意思統一をした答弁ができるかどうか、その辺り

にかかってくるのですけれども。そういう危険を避けるためには１人の答弁者にしちゃうというふ

うに持って行かなければね、ちょっと。それぞれ多少は違うと思うのですね。話し方から、何から

言ってもね。その辺り、十分検討した方が。ここが一番大事なところだと思うのですよ、今回の報

告会の。議長、副議長が述べる報告は前もって原稿書いていますから、それを読むだけで結構だと

思うのですが。いろいろな質問に対しての答弁というのがメインイベントです。だから、そこの辺

りが非常に、十分もう少し時間をかけて議論すべき部分じゃないのかなという気がしますね。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  各議員が順に答弁することも結構なのでございますが、やはり意思

統一ということは非常に必要だと思うのでございます。それで主体的には司会者が牛耳ることにな

ると思うのですが、数多い答弁者の中から１人選定いたしまして、補足ならびに補充説明をできる

だけ議長さん、副議長さんの方からまとめていただくという方法を取った方が総体的な流れが狂わ

なくていいのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  全く同感でございます。 
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○委員長（大渕紀夫君）  やっぱり出たらね、出席した方全員が発言一回ぐらいできるようにし

た方が僕はいいと、そういう考えもあるのですよ。そうすると、例えば報告を分割してするという

わけにはいきませんのでね。本当は報告を全員がやって、そして、答弁を正副議長に頼むというの

が一番いいやり方なのだけど、残った８人で報告するなんてことになりませんのでね、運営上。そ

うするとやっぱり、発言がたくさんできる方とそうでない方が出るという、ここら辺をどういうふ

うに考えるかというだけなのですよね。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  結局ね、この議員定数の問題もですね、数は言わないことはみんな同意

しているのだけど、本質的に減らしたくないという会派もあればね、減らそうとしている会派もあ

るわけですよ。だから、どうしても出てくる答弁はね、おそらく聞く方にしてみれば、どっちのこ

となのよということで迷うのですね。２人も３人も聞きますと。ですから、我々議会としては減ら

す方向に行きますというふうな答弁で進めなければですね。人数は別だけれども、そういう方向に

行かなければ、町民に対する受け方も違ってくるような気がしてならない。その辺りも非常に微妙

な問題なものだから、非常に心配をするわけなのですよね。一つの問題を考えても会派によって多

少違うわけです、人数は別として。だから、その辺り十分わきまえた報告をしなければ、何なのよ

と逆に町民からお叱りを受けるようなことになるのなら意味が無くなってくるし。その辺り十分検

討した方がいいのではないのかなと。煮詰めた方がいいのではないのかなという気がします。 

○委員長（大渕紀夫君）  わかりました。この件につきましては、いずれにしても、もう一度か、

二度かは議会運営委員会で具体的な勉強会を含めて意思統一をして行かなくてはいけないと思いま

すので、基本的には司会は議運の正副、報告は正副議長、ここまでは一応基本的にはそういうこと

だということにしまして、答弁、町民との関係について、どのような形にやるかということは、も

う一度議会運営委員会を開いて、きちんと意思統一を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）  これだけでやめるというわけにはちょっといかないと思いますので、

ちょっとそこら辺はそういうふうにしたいと思います。それで基本的に、答弁のことは別にしまし

て、一番最初、１０月２日の鉄南地区、ここは全員が出るのです。２０人全員が出られる可能性が

あるのですね。この時はどういたしますか。議長と議運の委員長でやりますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、これでちょっと頑張って、なるべくきちんとした形で運営を

するというふうにしたいと思いますので、そのような形で進めます。 

 あとですね、要求資料というのがございます。最後に配られたものですけれども。これはほとん

どが定数削減に係る問題に対する資料なのですね。そういう形で資料の要求の案を出していただき

ましたので、議会報告会ですので、これに議会改革の歴史と現在の内容なんかの報告がメインにな

る部分で付け加えられるというふうになると思います。議会改革の関係、これがメインの議会報告

会の報告になると思いますので、この議会改革の歴史と現在の内容と言うか何とかそういうことに

ついては資料として付け加えて出すということになると思いますけれども。他、これ以外に必要な
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資料がありましたら、まず、出してください。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  これを見ていると、かなり項目があって、これはもう当然、報告をする

中身にも比準してくるので、当然、来られている町民の方には資料としてお渡しする中身になりま

すよね。 

○委員長（大渕紀夫君）  いや、全部かどうかは分かりません。 

○委員（熊谷雅史君）  でも、やっぱり載せなきゃならない部分というのはあると思うのです。

長さだとかボリュームは別として。だから、やっぱり今言ったように、議会改革がメインの報告テ

ーマですから、当然そこに議員定数の削減という問題が入ってくるわけですから、それはそれでい

いと思うのですよね。でも、やっぱりここに書かれているのは全部必要だと思います。だから、そ

のまとめ方を、やっぱり少し工夫すべきかなと思いますし、その中でやっぱりこれも必要だよねと

いうのが出てくるのであれば付け加えればいいと。ここで、さあ、出してくだしという話にはなか

なか、今、ならないのかなと思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君）  分かりました。一応ですね、９月定例会が終わった後、９月２７、２

８日辺りに勉強会、資料を全部揃えた勉強会をいたしたいと思っています。当然それは町民に全部

配布するというものではなくて、議員の皆さんが勉強するために必要な資料はちょっと多くなるか

もしれませんけど、それは作っていただいて、そして、我々も入って作りますけども。作っていた

だいて、それを全議員さんに配付して、１日なり２日なりきちんと勉強会を行うというふうにいた

したいと思います。その中から、今言った、もうちょっとコンパクトにして、町民の皆さんにこれ

ぐらいのものは必要だろうというふうなことで配布をするという形になると思います。１度になる

か、２度になるか分かりませんけれども、勉強会をちょっと２日間ぐらい当初は考えて、そして、

この報告会に臨むというような基本的な考え方で行きたいということなのですけども。資料及び勉

強会については当面いいですか、それで。山本委員。 

○委員（山本浩平君）  １点質問です。この中の３番目。白老町類似団体の定数データ。これは、

私は道内に限定しているというふうに思っているのですけども、この点についていかがでしょうか。

道外も含まれて考えているのか。地域性が、やはり全然違うと思うのですね。本州の方と北海道は。

その点やはり道内に限定すべきと私は考えているのですけど、この点についていかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私の方から。今、そこに１点から８点まで示させた部分はですね、

前回２日の日に各会派から意見出ししていただきました。その時にどういうような資料がいるのか

といったものを羅列しただけなのですよ。だから、同じものを言っているところもございますし、

それに近いものを言っている。それを集約して、このようになったということなのですね。先ほど

大渕委員長の方から議会改革のための資料はと言ったのはですね、これは議員定数に係った資料な

のですよ。それで、議会報告会に変わったものですから、ちょっと角度変わるものですから、どう

いう資料を、議会改革の資料ですかという話をされたのではないかなと思います。この中は基本的

にはですね、全国は調べる時間的な余裕もないですし、全国は今のところは考えていません。道内。

類似と言っても、本当は財政構造ですとかそういう意味で類型があるのですがそういう形じゃなく
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て、人口規模２万人ぐらいの規模ですとか、そういうような部分で押さえていますので、あまり厳

密な類団とは言えないと思います。今、ちょっと資料途中になっておりますけど、そんなような形

で道内を中心にと今、考えています。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。それでは、勉強会及び資料の収集につきましては大至急やりまし

てね、そして、議員の皆さんに渡せるものから渡して読んでいただくと。それで事前勉強会を組織

していくというふうにしたいと思います。議員会で行う合併研究会で財政なんかもやりますので、

そういうものを含めて議会報告会に臨む勉強会ですから必ず全員出席して、きちんと学んで臨むと

いうふうに。それと、ここで資料に基づいてやるものと２通りで行きます、勉強会はね。そういう

形で行きたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  資料の関係ですが、今、大渕委員長、定例会終わった後に、要す

るに全員で学習を兼ねた事前の勉強会をやるというお話しました。それまでにはですね、たぶん町

民に配布する資料を固めておかなきゃならないと思うのですよ。９月は定例会は入りますので、で

きれば定例会の議運が４日と８日にございますので、それまでは資料もある程度、私どもの方で出

して行きたいという考え方をしております。そのぐらいまでにある程度町民に渡せるような資料を

検討していただきたいなと思っています。ですから、そうなると定例会前までは、少なくとも２回、

３回ぐらいはちょっと開いてもらいたいなと。来週あたりぐらいまでは一部分、資料は出せると思

いますので。この８までの資料の中では出せると思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  そうしますとですね、先ほど答弁の問題がまだ残っております。それ

と、資料を全議員に徹底していくということを含めて、議会運営委員会を定例会の議運以外に１度

は必要だろうというふうに思っております。局長、日程。８月中です。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ８月であればですね、今のところ最終週はちょっと駄目なのです

よね。２８日が自治基本条例と合併研究会があって駄目なのです。２９日が今、東部の市と町の議

会の懇談会。正副議長を予定していまして、これもちょっと難しいのですよね。３０日が鵡川に行

きますし、３１日に農業委員会あって、そちらの方へ出られる方もいるということで最終週はちょ

っと無理かなと思っています。やれば、２３、２４、２５。 

○委員長（大渕紀夫君）  ２５、無縁仏の前にやればいいのかな。午後からだから。１３時半か

ら無縁仏ですから、午前中だったら大丈夫ですね。２５日の午前中、議運というのはいかがですか。

午前中だけしかやりませんから、いいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、２５日午前中に議運をやり、答弁の形をほとんど決めると。

それで再確認をするということと、一定限度の資料は各会派を通じて全議員に配付をするというこ

とで、２５日１０時から議運を行います。それでは、議会報告会については他、局長ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ないです。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、議会報告会については大まかにそういうことで、最終の締

めを２５日にきちんと行いたいというふうに思います。もし、会派のご意見ございましたら、当然、

もし、差し替えがございましたら２５日までしてください。 
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 次に、１８年度白老町議会重点事項の調査スケジュール表というのがいっています。これをちょ

っと出していただきたいと思います。これは最新版で、今までのやつはみんな没にして構いません。

これで今後行います。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）  一応、自治基本条例に係る部分とですね、病院に運営に関する特

別委員会に係る分と粗々ですけど押さえさせていただきました。今回、議員定数の見直しに係る分

は一定限度抑えられるとしたら、あとは第３次の議会改革と常任委員会の視察の部分なのですね。

明日、病院の特別委員会を開かせてもらって、政策推進室の方は３０分ぐらいと言っていますので、

それが終わった後、常任委員会で視察の最終内容詰めていませんので確定してもらうということに

なれば押さえていきたいなと思っています。今、議員定数の見直しについては、２７、２８日に事

前勉強会、たぶん議事堂でやるようになると思いますけど。１０月２、３、５日と議会報告会。こ

れを踏まえましてですね、病院の方が先進地の事例調査。まだ、これは対外的には押さえておりま

せんが、１０日から２０日の間に行こうということにしております。その前に、１０日までの期間

で、ちょっと忙しくなりますけど、先進地へ行くための事前調査を２回ぐらいやりたいと。病院の

方は３班に分かれて行きますので、行った後、１０月末に先進地視察の報告会をやると。その頃に

経営シミュレーションがたぶん出てくるだろうということでですね、それを開けてから特別委員会

動いていこうということになっております。そうなりますと各常任委員会、上から２番目ですけど、

視察に行くという日程は今のところ１１月の上旬しかないのですよ。非常に混んできていまして。

ただ、１１月の上旬に行くということになれば、定数の見直しの討論というのがだいたい１１月の

１０日過ぎからでないと出来ないのですよね。だから、日数的にどうなのかという部分がございま

す。それと、自治基本条例が８月２８日、通知済ですね。それと、パブリックコメントが１０月中

にやるということなので、最終的には１１月２４日に特別委員会をもう一度やって条例提案をする

と。今、そこまでは一応決まっております。ですから、あと、議員定数の見直しが時間的に足りる

かどうかですね。あとは病院の視察と各常任委員会に視察がある程度決まれば、もうここで入れて

しまおうかなと思っています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  問題は議員定数の見直しの議論が集中的に行いたいというふうに思っ

ています。議会報告会終わりましたらね。ですから、１１月に入ってしまうのですけれども。とり

あえず、１０月末から１１月頭にかけて、議員定数も一度か二度かは行うと。ただですね、局長、

１１月の６の週か、１３の週は相当何か入っているの。今のところ、あんまりない。常任委員会は

１１月の６の週あるいは１３の週、ここで行かなかったら行けなくなります。それで、１３の週な

ら１３の週で、出来れば各常任委員長さんにお願いをして、そこで全部が行くというふうにしたい

のですよ。わかりますか、言っている意味。１３の週で全部一緒に行くと。そうすれば、例えば１

３の週で行けば、６の週で議論がかなり出来るのです。そういうふうにしたいのですよ。それで、

そこだけは、産建の委員長にはちょっと僕、耳打ちしておきましたけど、そういうふうにちょっと

したいのでね、この週あたりに行くというのを意思統一して、明日決めてもらうというふうにした

のです。なるべくですよ。もちろん、常任委員会の意思が優先されるのだけど。吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  意思統一したいのですけど、受け入れが。それを聞いていただかないと。
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うちらはだいたい行き先とか、ある程度お金のことまで決めたと思うのですけど。あと、向こう側

がね、受け入れがどうかというのを確認してもらえば、それでいいと思うのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  基本的には１３の週にするか、６の週にするか。基本的にはですよ。 

○委員（加藤正恭君）  ２つに考えおくより仕方ないでしょ。あとは相手との調整が必要だろう。

だから、６と１３と２種類に決めておいて、相手の都合によって６と１３にする。 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、６の週を重点にしながら、１３の週含めて、このどちらかで

全員が行くという意思統一でいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  あと、議員定数の関係で１０月末あたりに一度、議会運営委員会。ま

たは１１月の頭。集中的にちょっとそこら辺でやりたいというふうに思います。あと、第３次議会

改革については、そこのところがちょっと固まった段階で、次の反省と方針を出すというふうにし

たいと思います。他、ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、その他のその他ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  まず、２点ぐらいありますので、ちょっとご報告させてもらいた

いと思います。 

 まず、１点目ですが、６月の定例会、６月２２日に加藤議員の質問がございました。佐々木眼科

の廃業について。過去に医療機器の支援について陳情書が上がって町が支援しているという内容で

経過の報告ということが求められておりました。助役の方から何らかの形で議会に報告させてもら

いたいという話で答弁してございましたが、たまたま山口課長の方から報告が出来るようになりま

したということで、明日、特別委員会ございまして全員集まるものですから、特別委員会を開催す

る前にちょっとお時間いただきまして概要をご報告申し上げたいと思います。内容についてはです

ね、医療機器の支援については無償対応１０年間。１０年後に残存価格で売払いするという契約に

なっているそうです。それが売払いの年賦金がもう回収になって終わっていると。内容的にはそう

いうことでした。それがまず１点。いいですか、特別委員会の前にやらせていただきたいなという

要請であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、６月議会の加藤委員の質問についての答弁保留、答弁保留で

はないんだね。後で何らかの形で報告するという形なのです。ですから、全議員に報告すればいい

ということであります。この件については明日の特別委員会の前、事前にちょっと行いたいという

ことなのですけど。これは議事録の関係とかはいいのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  議事録を録らなきゃならないのですかね。終わっているのです、

それは。会議録はそういうふうにはなっていないのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 会議録はそうなっていないそうですので、特別委員会の前に。何か不正

があったとかそういうことではなくて、経過の報告だけですのでそういう形でいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  これは問題ないですよね、これについては。議事録上とかそういうこ
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とについて。 

○事務局長（上坊寺博之君）  はい。ないと思います。回答がそんな形ですので。 

○委員長（大渕紀夫君）  じゃあ、何時。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ５０分ぐらいから。皆さんには一応１５分前に来ていただいてと

いう連絡はしてあります。 

○委員長（大渕紀夫君）  ９時４５分集合と。明日は。特別委員会の前に報告しますからね。で

すから、１０分前に報告すると言うから、４５分に集まるということです。いいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  もう１点。 

○事務局長（上坊寺博之君）  明日ちょっと忙しいのですが、１０時から特別委員会をやりまし

て、１１時から議員研修会。病院の関係で経営センターが来てお話してもらうのだけど、一応１時

ぐらいまでかかるのですよね。その後、１時５０分から、ここから登別へ出発ですので、白老の方

は帰ると時間無くなると思いますのでここから出発になります。他の方は、こっちの方は一回戻っ

てもらって、各所定から乗ってもらうという形になります。服装ですが、一応クールビズにしまし

ょうということで、ノーネクタイでというお話はされています。ですから、今の会議に出るような

形で。上着も一応持って行かれたらいいかなとは思いますけど。選択は一応、基本的には自由なの

です。一応、登別と話したのはクールビズにしましょうと。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、明日の登別についてはクールビズで行くということで、そ

れぞれの個々の判断でどうぞ。白老の方は明日はここで食事するのでしょ。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それもまだ調整取っていません。一応、取るのであれば数確認し

て取りたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  いや、帰れないということはさ、だって、どこかで食事しないと１時

まで会議やっているのだから。それは個々自由にお願いします。議運で議論するような中身ではご

ざいませんので。他。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  よろしゅうございますか。それでは、以上で議会運営委員会を終了い

たします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時２５分） 


