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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２日（水曜日） 

開  会     午前  １０時００分    

閉  会     午後   ０時１１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（１１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   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 

主     幹       中 村 英 二 君 
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○ 開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  おはようございます。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）  おはようございます。本日の議会運営委員会でございますが、継

続審議になってございます、議員定数の見直しについて。先般、項目を各会派ごとにお示ししてお

りますので、それを報告していただくという手順になってございます。 

それと、その他として４点ほどございます。報告と一部ご審議いただく部分がございますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは早速、調査事項に入りたいと思います。先日、各会派の協議

事項ということで、定数見直しに関わる町民からの意見を聞くことについて、各項目、一定限度で

すね、これで十分だと私も思っておりませんけれども、一定のものをお出しいたしましたので、各

会派の意見を伺いまして調整をしながら、なおかつ、その後、必要な議論の部分、これを追加しな

がら一定方向を出したいと。後ほど、ご議論願いますけれども、病院問題等々ございまして日程が

相当、今年いっぱいの日程が極めて込んでおります。それで、なるべく１２月まで結論を出すとい

うことであれば前倒しでやって行かなければ間に合いませんので、精力的に少しやりたいと。出来

れば、町民の意見を聞く日程の調整ぐらいまでは、粗々でもね、ここら辺でやりたいというところ

ぐらいまでは今日、決めていただきまして、それを各会派に持ち帰ってＯＫであれば、そういう形

で行きたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。なお、今日、午後

から議会運営委員会の視察が入りますので、午前中に議論は打ち上げるというふうにいたしたいと

思いますので、精力的な審議をお願いしたいと思います。 

 それでは早速、協議に入りたいと思います。定数に関わる町民からの意見を聞くことについてと

いうことで、一定の結論が出るような中身の文書を送付してありますので、各会派または無会派の

皆様方のご意見を最初に全部出すというふうにいたしたいと思います。最初に町清クラブからお願

いをいたします。 

○委員（加藤正恭君）  各派の協議事項ということでファックスをいただいておりました。私ど

もの会派としてはいろいろ議論をいたしました。 

それで項目として、今後の協議の持ち方。これはちょっと後の方に回していただきたいと思いま

すが、２番目ですか、町民から意見を聞く方法。方法はと、こういうことでございますが、これは
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定数を見直すということは総意としてあるわけで、そういうことでは各会派も意見が一致している

と思うのですが、私どもの会派も具体的に定数を何名にするかということは結論を得ております。

今は発表いたしませんが、そういうことで決めております。 

その方法についてですけれども、したがいまして、議会としての人数を確定した数値をもって、

町民に対しての説明会にすると。説明会を開くと。そのためには、なぜ、こういう数値になったの

かということに対する理論、俗に言う、理論武装と言いますか、説明をしてご理解を得るようにす

るとこういうことでございます。それに対して諸々のいろいろな説明をしなければならないと思い

ますが、それは今後の協議の持ち方として、今後の課題にしたいと思います。 

 それから、日数でございますが、これは場所、会場等によりますが、一応、白老を２つにという

ことにしますと７箇所になると思うのですが。これは一応、６箇所から７箇所ということになりま

すと、私どもは１０人と１０人、半分ずつにしてやりたいと。そうしますと１つの会派は７箇所に

なりますと４日になりますし、６箇所にしますと３日で終わると思うのですが。その辺りは今後の

問題として、日数は一応３日から４日ということです。飛び飛びにするか、連続するかは今後の協

議の経過だと思います。 

 それから、場所は後日でいいと思うのですが、時間帯は６時半から８時３０分までの２時間。 

 それで、参加議員というふうになっておりますが、これは１０人から１０人と。そして、１人が

司会者、１人が説明員、説明員と言ったら語弊がありますが答弁者ということでやったらいかがか

と思います。 

 それから、議員の役員分担。これは、そういうことになれば、どうするかということは細かいこ

とになりますから、それは後にしたいと思います。 

 それから、用意する資料でございますけれども、これは説明会でございますので、こういう人数

になったということを司会者か説明者が、最初から、こういう会議を持った主旨はこういうことで

あると。それから、定数をこういうふうに決めたのはこれこれしかじかの理由があってこうなりま

したというようなことの主旨を説明すると。それから、注意事項を守っていただきたいというよう

なことを諸々説明して、十分時間をかけて町民に説明をすると。その後、町民からの質問を受ける

と。こういうことで進めたらいかがかと思いますので。２つの班に分かれますので、その主旨は一

定の主旨で、どちらの会も同じ主旨で説明をすると。適当にやってもらったのでは困るので、意思

統一をしてですね、例えば２つに、１０人、１０人に分かれた場合には同じきちんとした主旨の説

明をするのだと。こういうことで意思統一を図っていただきたいと思います。 

 それから、一番下のその他、会派の考え方ということでございますが、おそらく議員定数以外に

関する質問が出るだろうと。その場合の対応をどうするかと。いろいろなハプニング的なものも質

問として提示された場合どうするかと。それは１０人なら１０人の協議をしてですね、休憩をいた

だいて答弁をするかどうかということを協議してから、聞き置く程度にするのか、そこでお答えす

るのか、その辺りはこれからの協議事項になるのではないのかなとそういう程度でおります。 

 それから、私の個人な意見でございますが、会派とはちょっとあれなのですが。理論的な根拠に

ついてですね、町民にも前もって文書で配布するという方法はどうかと。我々の一方的な説明だけ
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で町民に聞くというのではなくて、これこれしかじかの理由でこうなのですよということを書いた

主旨の説明書を参加された町民みんなに配布するというのも一つの方法じゃないのかなと。理解を

得るためにですね。そんなことも今後の課題として提案したいと。だいたい、町清クラブはそんな

程度でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  １番の今後の協議会の持ち方等々についてはどういうことになります

か。 

○委員（加藤正恭君）  これはね、十分に議論していないのですが、前の議運でも説明あったよ

うに、もちろん議運であれば公開になりますが、そうでない部分では非公開というのも必要じゃな

いかというふうにも考えておりますが、臨機応変にやられたらと思うのですけれども、いかがでご

ざいましょう。そんな程度で。 

○委員長（大渕紀夫君）  ということは、３．その他というような意見でしょうか。 

○委員（加藤正恭君）  そうですね。３のその他になるか。その下の方の公開、非公開の併用と、

こういうことになるんじゃないのかなと思うのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  あと、意思統一するための学習会の開催等々はご議論なかったですか。 

○委員（加藤正恭君）  今後のテーマによっては、結局、町民に説明するということになると、

意思統一をするためにはどうするかという学習会は適宜やらなければならないのかなと思いますけ

れども。こうすべきだという結論は出しておりません。 

○委員長（大渕紀夫君）  わかりました。次、新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君）  今後の協議の持ち方。これは３．その他で会派代表者会議と議会運営委

員会の併用ということでございます。したがって、公開、非公開の併用ということになれば３番と

いうことであります。 

 それから、町民に聞く方法。この方法については３番のその他に該当いたします。意見を聞く会

か、意見交換会ということになろうという議論になりました。それはなぜかと言いますと、公聴会

というのはまず、これは馴染まないだろうと。議会報告会ということであれば、先ほど町清クラブ

からご提案ありました、定数を確定してやるのであれば議会報告会という形になるのかなと。ただ、

うちのクラブにつきましては前段の経過説明は、進め方でそういうふうにしていただきたいなと思

うのですが、今まで議会として、今、定数のことについて議論をしていますと。こういう経過で、

ここまで議論されていますと。そういうことで町民の皆さんに定数問題についていかなる考えがお

持ちなのかということをお聞きしますという形で進めたいということでありますので、意見交換会

という形であります。 

 日数については、１日から２日が妥当であると。 

 開催場所、会場については、おおむね３箇所。これは社台・白老地区、それから萩野・北吉原地

区、それから竹浦・虎杖浜地区と大きく、くくって３箇所で開催してはどうかということでありま

す。 

 それから、開催時間につきましては、ウィークデーと言うか、平日も含めて考えると夜間になる

のかなという話になるのですが、町民の皆さんが参加しやすい形を少し考えはどうかと。極端な話、
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日曜日の開催というのも皆さんで議論をいただいたらどうですかという話であります。ですから、

開催についてはその他になろうかと思います。 

 参加議員数につきましては、やはり、細かく分けて開催場所を多くすることも一つの方策とは思

うという議論にはなったのですが、やはり意見のぶれが出るとまずいということもありまして議員

全員で行きましょうと。ということは２０名全員で参加させていただきたいという考え方でありま

す。 

 それから、議員の役割分担につきましては、事務局の方からこういうお示しがありましたとおり、

だいたい、こういう中身の割り振りになるのかなというふうに考えるという議論になりました。当

然、司会者、答弁者、報告者については、それなりの議会の役職を持った方がされたほうがいいの

かなと。それで答弁者のところなのですが、結局、うちは意見を聞く会でありますので、いろいろ

な質疑が出られる時に、やはりランダムに議員さんに定数の問題を聞かれた場合には数字が出ちゃ

いますので。そういう議論になりまして、数字に関する問題についてだけは決められた方が答える

と。それから、議会の仕組み等々についても説明をしなければいけないでしょうということであり

ますので、それは個々の議員に議会の運営上どうなのですかという質問があれば、答えられる範囲

のことを、後で言いますけれども、意思統一をするか、学習会の中で一度通して、そういう形で進

めたらどうですかということであります。よって、議会の役割分担は１・２・３という形で進めて

いただきたいということであります。 

 それから、７番目の用意する資料につきましては、口幅ったいですけど、何回も言いますけど、

意見交換会でありますので、議会のしおり、それから、近隣の定数の状況の新聞記事、それから、

地公法で定められている２万人以上の議員の定数、これらの資料を来場される方にお渡ししてはど

うかということであります。 

 それから、８番目は、先ほど言いましたとおり、意見交換会に向けての、どこまで答弁するのか、

どういう内容でいくかという学習会はすべきであろうということになりました。 

 それで、３番目のその他、会派の考え方でありますが、もしですね、意見を聞く会というふうに

うちは望んでいるのですが、議論の中で報告会的な要素になるのであれば、皆さんと議論の中で定

数が決められると、その中で町民の前に出て行って意見の交換なり、いろいろな意見の中に入った

時に、その数でずっと押し通すという気持ちで行くということにはなかなかならないだろうと。当

然、かなり厳しい数も出ようかとは思いますけれども、それを踏まえて再度ですね、一度決めた数

を考え直す考え方があるのであれば、そういう覚悟があるのであれば議会報告会という形で我々の

主張を通してもいいのかなと。ただ、その条件としては、やはり町民の感覚を見た時に、この数字

じゃ町民の皆さんは納得できないだろうということの判断をした時に、勇気を持って、その数字に

近づけるだけの腹づもりを持てるのであれば報告会に進んでもいいのかなという考え方が一つあり

まして、それを議論して参りました。これは、そういう意味では進め方に大きく、開催する方法に

ついていろいろ変わってくるとは思うので、そういう気持ちがあるのであれば定数を事前に皆さん

と議論してもいいのかなという会派の考え方であります。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  次、新風。 
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○副委員長（吉田正利君）  １番目の今後の協議の持ち方でございますが。私どもは議会運営委

員会を通じて、協議続行すべきだという考えになっております。手法については当然、公開という

考えでございます。 

 次に意見を聞く会の手法でございますが。方法は議会報告会形式を取ったらいかがという考えを

持っております。 

 場所、日数については、前回、実施しました報告会に準じて、だいたい３箇所。各々、１箇所１

日をかけて３日間という考えでございます。 

 時間帯については、夜間を選定いたしました。 

 会議に参加する議員の数値でございますが、各会場ごとに全員参加するという方法を取って行き

たいと思っております。 

 議員の役割分担は各々、司会、答弁、報告者となっておりますが、これは臨機に協議して行きた

いと思っております。 

 用意する資料でございますが、平成１８年度の議会報告会へ、議会のしおりがございますが、こ

れをまず用意すると。それから、管内の近隣市町村のデータを、直近のデータを用意すると。それ

から、道内の白老町と同規模程度の市町村の直近の資料を用意すると。 

 ８番目の学習会の開催でございますが、これは報告会形式でございますので、報告する内容その

ものを全員で協議することによって、その報告内容を基に全員が意思統一をする機会を設けると。 

 会派の考え方でございますが、まず、第１点は議会で我々が定数をどの程度に選定するかという

方向性の腹づもりをする必要があるだろうと。これが基本であると考えます。だいたい、以上が私

どもの見解でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  次、私のところ報告をいたします。１番目、今後の協議の持ち方です

けれども、２番目の議会運営委員会。 

 公開、非公開は、公開。 

 方向は、実質は３になるのかな。町民の意見を聞く会ということでやった方がいいのではないか

と。 

 それから、日数はですね、３日から４日ぐらいになるのかなということです。なぜかと言うと、

町清クラブと全く同じで７箇所ぐらいが必要だということであります。箇所は７箇所ぐらいでやる

ということでそういうふうにいたしました。 

 時間帯の関係ですけれども、これも３番目で。例えば、日曜日の昼・夜、土曜日の昼・夜含めて

考えれば、３、４日とは言っても実際にはもうちょっと短くできると。１日２回やれますのでね。

土日含めて１日に２回やれば、かなり出来ますから。そうすれば２日から３日でも終わるというこ

とで、日曜日もやった方がいいのではないかと。土曜日か日曜日ですね。 

 参加は２班編成がいいということであります。全員だったら、ちょっと多すぎないかというよう

なことです。 

 役割分担については協議の結果決めるということでいいのではないかと。 

 用意する資料ですけれども、議会の日常活動がわかるもの。どれぐらいの議会活動、それから、
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どれぐらいの拘束日数、そういうものを資料としてあるのですね。ですから、そういう数値を含め

て、議会の日常活動がわかるもの。これを参加者に配布すると。それから、チェック機能がどのよ

うに果たされているのかというようなことが、本会議は町民の皆さんほとんど知っていますので、

常任委員会・特別委員会そういう活動状況、その他の議会活動が分かるようなもの。日数以外でわ

かるようなものが配付できれば、極めて有効であると。当然これは、他市町村とのここでの比較も

必要だということであります。そういう議会活動がよく分かるようなものを配付した方がいいので

はないかということです。 

 それから、学習会については必要だということで。議会の実情だとか、議会の果たす役割だとか、

そういうことをきちんと議員全員が学習する必要があると。そのことによってね、町民にも自信持

って話できますから、そういうことはきちんとやっておく必要があるだろうと。 

 その他のことですけども、町民への周知の方法。これをやっぱり、よく考えた方がいいだろうと

いうことです。マスコミの皆さんのご協力を得るとか、町内会の回覧だとか、広報に載せるだとか、

いろいろなことあると思うのですけど、これをよく検討してやった方がいいと。 

 それから、会の時間はだいたい２時間ぐらいが妥当な線だろうということですね。 

 それから、これはもう議会独自の活動、要するに公務で行うことではないと。議員が独自でやる

ものだと。今、日当ないですから、あるとしても車馬賃ですか、交通費だけなのですけれどもね、

そういうものも全く無視して、議会独自の活動と。公務ではないと。公務の形ではやらないという

ふうにした方がいいのではないかと。これは前回、そういうことでいろいろ出ましたので、そうい

うところまでの配慮が必要ではないかというような点であります。 

 次、公明党。 

○委員（吉田和子君）  協議の持ち方なのですが、うちは非公開にする場も必要になるだろうと

いうことで３番目になりますね。 

 その次もやっぱり、公開・非公開の併用ということで３番ですね。 

 それから、町民からの意見を聞く方法なのですが、うちらの方もある程度きちんとした報告でき

るようなものを決めて、根拠、それから、定数に関してのある程度のものをもって参加するという

ことで報告会という形になると思います。 

 それから、日数なのですが。これはちょっと場所・会場なのですが、小学校区ぐらいの場所が必

要だろうということで。ただ、議員全員で出るのであれば７回ぐらい必要でしょうし、半分でいい

ということであれば、だいたい半分で私たちもいいのではないかということですので、日数として

は３日から４日ですか。場所は小学校区ごとに必要だろうと。その他に日中も持てたらいいなとい

うことです。 

 それから、時間帯は夜であれば、やはり夕食を済ませてということになると、日中、日が長くな

っておりますので７時から２時間ぐらいがいいのかなというふうに考えています。 

 先ほども言いましたように参加議員は、本当は考えとしては全員出られれば。全員が全部の町民

の方々の意見を知れれば大変いいのですけれども、日程の関係で無理であれば半分に分かれてやる

というふうに思っております。 
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 それから、議員の役割分担。これはやっぱり、きちんと決めて参加をした方がいいというふうに

思います。 

 それから、用意する資料なのですが、先ほど、共産党さんが言ったように、私たちも委員会、議

員の拘束日数と言うのですか、委員会、それから、諸会合、それから、特別委員会、そういったも

のを含めて、議員がどれぐらいの日数活動しているのか。その他、それに出てこない日数も、相談

とかいろいろなことがありますけれども。まず、拘束の日数というのはどのぐらいなのかというの

をきちんと明記すべきであろうという。それから、議員一人当たりの町民数ですか。他市町村との

比較も提示すべきではないかということ。先ほど、しおりという話がありましたけども、あれはち

ょっと多すぎますので、もっと具体的なものがいいのではないかというふうに思います。それから、

町議会の持っている歳出の金額ですね。これが歳費の何％あるのかということ。それから、議員報

酬、そういったもの。先ほど言ったように、日当とかも全部廃止しております。そういったことを

きちんと町民の方々に、こういう機会に知っていただくということをすべきではないかというふう

に思います。 

 それと、意思統一するための学習会の開催は必要であろうというふうに考えております。 

 それから、その他の考え方として、先ほどもちょっと触れましたけれども、きちんとある程度報

告ができ、基本的な考え方、全部全てきちんと持って参加をするということでやって行くというこ

とと、それから、定数を決めていくにあたっての委員会の兼務の話も、確か２つ兼務もできるとか

という話も出ていましたけれども、白老町議会としてね、じゃあ、委員を２つも３つも持てるのか

という委員会のあり方と言うのかな、そういうのもきちんと明記すべきじゃないかと。どれだけの

委員会の所管があるのかということもきちんと明記をして、どれだけの委員会で取り組んでいるの

かということをきちんと町民の方にこういう機会に知っていただきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長（大渕紀夫君）  次に委員外議員、無会派の２名の方に考え方をお尋ねしたいと思いま

す。最初に玉井委員外議員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  私はあくまでも、この件については反対の意味を持っていながら、

どうしてもやると言うのであればということでお話をしたいと思います。 

 まず、今後の協議の持ち方。これは議会運営委員会ですべき。公開すべきと。 

 それから、町民から聞く方法は議会報告会。これは議会で定数を決めてすべきと。 

 日数は３日。社台・白老、萩野・北吉原、竹浦・虎杖浜、この３箇所に分けてやるべきと。 

 場所・会場については公民館あるいは生活館等を利用する。 

 時間帯は夜間。 

 参加議員は議員全員で行うべき。 

 議員の役割分担は、役割分担というのは、これは協議をしなければならないと思うのですけども。

司会者・答弁者・報告者、みんないると思うのですよね。 

 それから、用意する資料は同規模の町の資料。 

 それから、意思統一するための学習会の開催は必要だと思います。 
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 その他、会派の考え方って私はありませんけども、あとは町民の意見を聞きながら臨機応変にや

ってもらいたいということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、同じく無会派、西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君）  私は今後の協議の持ち方につきましては、３番目の会派代表者会

議と議会運営委員会の併用。 

 公開・非公開につきましては、公開・非公開の併用と考えております。 

 町民から意見を聞く方法といたしましては、私は意見を聞く会ですから３番目ですね。 

 日程は２日程度と考えております。 

 あと、場所・会場につきましては、白老町内と、竹浦・虎杖浜地区と大きく２箇所くらいに分け

て、日曜・夜間も含めて町民の方が参加しやすい日にちを選らんでやるという考え方です。 

 時間帯はそれによりまして、日中・夜間も含めますのでその他にさせてください。 

 ５番目の参加議員は全員で。 

 ６番目の議員の役割分担は、１・２・３番目は必要だと思っております。 

 用意する資料といたしまして、議員の日常生活が分かるもの。先ほどもちょっと、日本共産党さ

んと公明党さんも言われたのですけども活動日数ですね。これがぜひ欲しいなと思います。それと、

議員を削減した場合の費用と言うのですか、具体的な、何名議員を削減したら、このくらい減りま

すよと。そういうような数字もあったらいいなと思います。 

 ８番目の意思統一するための学習会は必要です。 

 その他の会派の考え方として、個人なものですから、あとは皆さんと協議させていただいて決め

させ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）  ただ今、一通り各会派及び委員外議員の方のご意見を賜りました。こ

こで一定限度、質疑を行いたいというふうに思います。それぞれ聞きたいこと、それから、こうい

う考え方であるというようなこと、会派のことは会派の意見として述べていただきたいというふう

に思います。ございましたら、どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  うちも協議事項の内容の時にお話をさせていただいた中身なのですが、

報告会形式を取られる会派の皆さんにちょっとお聞きしたのですけれども。当然、報告会というこ

とになれば、言われているとおり、定数含めて議会の活動内容に理論武装もしていくわけですよね。

そうすると数字が出ますよね。それを町民の皆様に言って、その数字についても意見を聞くことに

なりますよね。報告会ですから、一方的ではなくて聞くということですよね。その時に、我々が協

議をして示した数字よりも、さらに減らしていただきたいということの内容が非常に明確であると

言うか、納得できるような内容である時、もう一度戻って、それを協議するという考え方は持たれ

ますかということをお聞きしたのですけど。 

○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）  今の協議形態でございますが、当然、そのような場合はその場所で

決定されることではございませんので持ち帰りの検討は必要になると思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君）  定数を示したからといって、それは決めたことではありませんので、こ

のぐらいの人数は必要だという、先ほども言いましたように委員会、それから、いろいろなものを

含めて、白老町の議会としてはこれぐらいの人数は必要だと考えているとそういう報告をして、皆

さんから意見を聞いていくということで。反対に、こちら側が全然意見を持たないで、考えを持た

ないで行って、ただ意見を伺って帰ってくるだけなのかどうなのか。その辺が私ちょっと理解でき

ないと言うか。町民の方から、じゃあ何名だったらやって行けるのだと、それでそれぞれの意見が

バラバラであったら、町民の方々はじゃあ何名でもいいのかということにはなるのではないかなと。

ある程度、こちら側がこういう姿勢で、こういうことで、議会でこうだということの説明をするの

であれば、それはやっぱり定数はこれぐらい必要だという数字は自ずと出てくるのではないかなと

いうふうに感じるのですが。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  後半の方の公明党の吉田委員の意見とだいたい同じなのですけれども。

私どもはやはり会派としてでも、それから、議会としても定数はきちんとしたものを持って町民の

説明に臨むと。その代わり、それに対するきちんとした理論、納得できるような説明をするような

ことを作って行くと。こういう姿勢で臨まなければならないと思う。新政クラブさんのお話を伺う

と向こうへ行って、町民の意見を聞いてどうのこうのということになりますと、そこに臨んだ議員

が非常に混乱をきたす危険性があると。何もまだ決めていないわけですから、そういうことになり

ますね。その場合、何だと、議会では人数いっぱいいるけども皆バラバラじゃないかというような

批判を受ける危険性があるのではないかと。その時になってから、コロコロ変わったのではですね、

非常に大きな汚点を残すようなことになると思うので、最初からきちんとした数値を持って説明を

して臨むという姿勢、それが非常に大事だろうと思う。最終的に決めるのは、議会で決めなきゃな

らないわけですから。ですから、町民の意見を聞くとは言っていても、我々の説明が先に優先すべ

きだと。上位とか下位とかというそういう変な意味じゃなくて、そういう考え方で臨んでいるので

すよということの理解を求めるというふうにもっていくのが妥当な線じゃないのかなと私どもの会

派ではそういうふうに考えております。 

○委員長（大渕紀夫君）  他のご意見ございます方、どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  おおむね、報告会を開催されるという会派の考え方については、否定は

しませんけれども理解させていただいたと今、考えています。実は、我々の腹づもりを持つのは当

然だと思うのです。言っているとおり、意思統一する時にはそのことも含めて、答弁者の役割、そ

れから、経過説明の役割というのもきちんと決めて行かなくちゃいけないというふうに思うのです

ね。特に町清クラブの加藤代表がおっしゃったとおり、混乱をきたすということに非常に懸念を考

えているのですよ。それで、報告会ということになるとある程度議会の姿勢というのが、そこにボ

ンと出た中身の意見を聞くという形になると思うのですね。それは皆さんの協議の中でそれがいい

のだよということであればそうなのですけど、我がクラブの考え方は、うちの方からその考え方を

示すと、逆に町民の何て言うのかな、議会に対する隔たりが強くなるのではないかと。だから、我々

の今までの状況ですね、こういうふうに議論を深めた中でやっぱり定数の見直しについては考えて
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いますと。それでこういう方向、要するに皆さん減らすという意向が皆さん強いわけですから、当

然、うちの会派もそうなのです。ただ、数字についてはまだ皆さんとは議論していないわけですよ。

そういう方向の中で、吉田和子代表も言っていましたけれども、議会の役割だとか、いろいろなこ

ともご理解してもらわなくちゃいけないのですけれども。一方的に議会が、そのまとめた資料の中

の説明をすると、その流れに行くことも必要かとは思うのですけども、逆に大枠の本管だけ説明し

てね、これについてどう考えますかと。そして、その意見を拝聴した中で、前から僕たち言ってい

るのですけれども、もう１回持ち帰った中で議論をして定数を決めさせていただくと。この方法が

一番いいのではないかなという考え方なのですね。だから、報告会という名称はできれば取っ払っ

て、意見を聞く会と言うのですか、中身はだいたい似たようなものだと思うのですけども。そうい

うふうにはならないのかなと。しつこいですけども、報告会ということであれば、さっき言ったよ

うに自分たちで決めますので、それについて町民の反応を見た時に、それを大きくまた変えるとい

うことは、新風さんも、やっぱり町清さんも、公明党さんも、それは考えるべきだなというふうに

取ったものですから、それはそれでいいと思うのですけども。そうであれば、報告会というよりも

意見を聞く会の方が僕はいいのではないかなと思うのですけどもね。中身はこれから協議ですけど

も。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君）  新政クラブに質問させていただきたいと思います。今の件なのですけれ

ども。では、仮に名前を報告会ではなくて聞く会にしますと。だけれども、あくまでも一定の議会

としての腹を持って臨む意見を聞く会ということであれば賛同していただけるというふうに解釈し

ていいのかどうなのかというのが、まず１点。 

 一番最初に新政クラブさんから、その他、会派の考え方として今のお話が出たと思うのですけど

も。町民の意見を聞く会にせよ、報告会にせよ、町民の意見を参集して、我々の参考にするために

行うというふうに私は考えるのですね。とすれば、その会場によっては町民一人ひとりの意見を議

会に反映させるべきだから定数は今のままでいいという意見の強い会場もあれば、逆に極端にです

ね、今の財政を考えたら半分近くでいいのではないかというような町民がたまたま集まった会場も

もしかしたらあるかもしれない。ですから、会派としては、きちんとした一定の議会としての腹を

持って行うべきだと思うのですけども、この隔たりがあった時に突破できるのであれば報告会でも

いいけれども、それでなかったらいかがなものかということの意味合いがよく理解できない部分が

ありますので、再度ちょっとお聞きしたいなと思いました。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  うちの会派の意見としましては、当初、この問題からずっと関わってい

る時に言っていますけれども、数字を出すと、その数字が多いのか、少ないかの議論に傾注される

可能性があるのではないかという考え方が根底にあるのです。報告会という形の中で、内容的には

理解しましたので、聞く会にしろ、報告会にすることについては、今は皆さんの決めたことで会派

の皆さんには理解してもらおうとは思いますけれども。ただ、内容的なもので、今、言ったとおり、

数字が先に歩かれるのが非常に懸念されているという考え方なのです、うちらの会派は。だから、
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極端な話、数字を出して、その数字を町民の皆さんに示した時に、多い、少ないという議論にだけ

行ってしまう傾向になると、我々がやっぱり考えている将来的な人口減になる傾向だとか、議会の

あるべき姿というところの論拠がやっぱり薄くなってくるのではないかと。ですから、根幹的に将

来の白老町議会の役割も含めて、数も皆さんで意見を聞きたいという形で進めた方が。当然、数字

は出てくると思うのですよ、この数字でいいよと。今、山本委員が言われたとおり出てくると思う。

それをやっぱり、もう一度持ち帰ってきちんと話させていただきますという形の方がいいだろうと

いう、うちの会派の考え方なのです。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  いろいろな考え方があることは分かるのですが、総体的に町民の意見と

いうのは山本委員が心配するように、現在の２０名の定数でいいよという町民はまずほとんどいな

いと。それはもう１００％いないと言ってもいいくらいです。減らすということですね。いや、そ

ういう意見があって欲しいのですが。それでね、まず、減らすということを前提としてやっている

のですけれども、広く議員をやっておりましたらね、少ない方がいいか、多い方がいいか。自治法

では一応２万以上ですから２６名が上限で決められている。そういうことも町民は知っておるのか

どうか。それから、議会活動というのは議員になってみれば分かるのですが、なかなか大変だと。

それから、社台から虎杖浜まで広く町民の意見を聞くということになると、ある程度の数も必要で

すよと。それから、各界、各層のいろんな人の意見も聞く必要がありますよと。ただ減らすばかり

が能じゃないのだということもですね、十分町民に説明しなきゃならないということに力点を私は

置くべきだと思うのですよ。したがってね、少なきゃいいのだと、金がかからないから、それでい

いのだという、経済的な理由だけで町が持っていかれたのでは、とんでもないことになる可能性も

含んでいますからね。だから、減ればいいんだじゃなくて、やっぱり一定の限度の数値は必要だと

いうことから、その数値はいかほどがいいのかと。今、こういう議論をしているわけなので。です

から、そういう議論をするためには、ある程度、議員を経験した人たちの意見も聞きながら、また、

現職の議員さんの立場なんかも勘案すると一定の数字というものは出てくるのです。そういうこと

を知らない町民は、知らないというふうに決めつけるのはちょっと語弊がありますけれども、十分

な認識を持たない町民は、議員に対する、議会に対する、町政に対する反発感がですね、そういう

自分の意見の発露がそういうところに来ている傾向もあるのですよ。だから、我々議員もしっかり

しなきゃならないというふうにね、常日頃、我々は自分自身も身を引き締めて臨んでいるつもりな

のですけども。その辺りの町民の判断を十分するための説明会を、私は十分に大いにやるべきだと

いうふうに思うのです。ですから、先ほど新政クラブの方で言うね、町民の意見を聞くという考え

はいいんですよ。それは一番いいことなのだけれども、おそらくね、極端に１２名だの、１４名だ

のという数値が出た場合に、我々とかい離があった場合、何だジェスチャーだけで聞いただけじゃ

ないかというような反発感の方が、私、恐ろしいものですから、それよりも自分たちでもって、総

合的な判断でもって一定の数字を決めましたと。しかじか、こういう理由でございますということ

をきちんと説明してですね、説得に努めると。その方がですね、きちんとした形になっていくんじ

ゃないのかなと、私どもはそう思っております。以上です。 
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○委員長（大渕紀夫君）  一つ。議論がだいぶ来ましたけれどね。今、町清クラブさんが言われ

たのは、報告会で数字を明示して、この数にしますよということで報告会に臨むという意味ですね。 

○委員（加藤正恭君）  そうです。 

○委員長（大渕紀夫君）  私、そこら辺がね、新風さんと公明さんに聞きたいのですけれども。

僕はね、腹づもりは腹づもりでいいと思うのですよ。ただ、それを言ってしまったら、じゃあ何の

ために町民の意見聞くのってなるでしょ。私は腹づもりはあってもいいと思うのですけどね。やっ

ぱり町民の意見を聞くという意味は、町民の皆さんの意見を真摯に聞くと。その意見を聞いて、こ

っちの腹づもりあるんだけど、それこそ今の話じゃないけど、かい離をどうやって埋めていくかと

いうのが、ここの議会の果たす役割だと私は思っているのですよ。数字を言ってしまえば、さっき

熊谷委員が言われたようにね、その数字が多いか、少ないかの議論に集中すると思うのです、間違

いなく。例えば、１８出たら、何で１８なのだと。１６にすれと、２０にすれという意見になる。

１６にしたってなると思うのですよ。ただ、こちらの腹はあってもいいのですけど、それを報告会

で発表するのかどうかというのは、かなり微妙なところでですね。このことで説得すると言ったら

ね、そのことでの議論でワーワーになっちゃって、話聞くも何も無くなると僕は思うのです。です

から、腹は決まっていてもいいですけれども、数を言うべきかどうか。私も今、腹はありますよ、

それは。公表しているようにあるのです。だけど、それはそれで言ってもいいと言うのなら、言っ

ても構いません、僕は全然。それで議論するのは構わないのです。だけど、そういう議論になって

いった時、全員が本当に意見が一致して、それで絶対行くというのだったら、何も町民の意見を聞

くことの意味がどこにあるのかとなっちゃうよね。それで、先ほど熊谷委員が聞いたように、じゃ

あ町民の意見とかい離があった場合、もう一回考えるのですかって言われて、考えるのだったらね、

僕は言うべきではないと思うのですよ。例えばですよ、２６でいくと言った。町民が２０にすれと

言ったから、もう一回帰って考えてね、じゃあ減らしますかと言うのだったら数字を言うべきでは

ないのではないかと僕は思うのですよ。はっきり、そこは。そうでないと、減らすのだったら、初

めから町民の意見を聞くって言ったり、というふうに議論的にならないのではないかなと思うので

す。ですから、私は、最初から言っているように、この数は議会で決めるのです。議会で決めるの

ですよ。ですから、町民の皆さんの意見は十分聞いて、それを配慮して決めるのだけれども、数字

を言っちゃうと私は逆にそういう恐れが出るなという気がするのですよ。新風、吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  今、委員長が話された内容は全くそのとおりだと思うのです。私は

腹を決めるという内容について、その数字を町民会議の中で議論するという主旨にはちょっと疑義

があるのでございます。やはり議会として、私どもの今の現状からして白老のあるべき姿はどうか

というとだいたい筋が決まってくると思うのですが、それを全く白紙にした状態で臨むということ

に対する見解についても疑義があるわけでございまして。私はそれを表に叩き出してですね、それ

を論破する必要はないと思うのです。そういうような意味で、先ほども委員長おっしゃったような

内容についての懸念も十分承知しておりますので、そのような考えで臨むというのが考えでござい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君）  町民の報告会、意見を聞く会にしても、定数をどうしたらいいのだろう

ということで疑問を持って行くわけですよね。ですから、私もいろいろな方の意見聞きます。だけ

ど、議会ってじゃあ何名必要なのって必ず聞かれるのですよ。意見を聞く中で。ですから私は、今、

新風の吉田副委員長がおっしゃったように、ある程度やっぱりこちら側がこれだけのこういうデー

タを出すということは、こういう活動があって、これだけのものがあって、町民が見ているのはや

っぱり定例会で一般質問しない人、何人もいるでしょとかね、そういう断片的なことで判断してく

るのですよ。だから、私は今回いい機会だと言うのは、議会のありよう、議会の今、改革をやって

いること全てをやっぱり知ってもらいたいと思うのですよ。だけど、町民の方はじゃあ、それで何

名必要なのだと。議会としてはどれぐらい必要なのだと。私は決定した数じゃないということはち

ゃんと明記すべきだと思うのです。ただ、何名必要なのよと言った時にはある程度の数字を示せな

いと、私はそれこそ、じゃあ絶対１６名がいいのではないかとそういう意見がバンバン出てきて、

１６名とかということに成りかねない。そして、最終的には議会で決めます。そうしたら何も俺た

ちの意見聞く必要ないのではないかって、反対に。何か反乱するようですけど、そんなような感じ

がするのですね。ですから、私がやはり、こっち側がこういうことでこうなのだと、議会というの

は今こういう状況なのだと、地方分権とか、広範囲の縦長の地域でこれだけの議会の議員が必要な

のだということは先に致すべきだと思った。ただ、議論の中で必ず出てくると思うのです。じゃあ、

それで何名ぐらいが必要なのよって、反対に。私も聞かれますから。それも今、議論して考えてい

るのですという話はするのですけども。もちろん、私たちも会派で話し合った時は何名必要だろう

なという話はしています。だけど、それをさっき言ったように、定数は決めておくべきだとは言い

ましたけれども、それを全部ボンと先に出して、だから、こうなのですよではなくて、先に資料説

明をして、きちんと説明した中で、やっぱり、これぐらいの人数というのは、それを聞かれた時に

言うかどうか分かりませんけれども。無責任な言い方かな。だけど、私はきちんと腹づもりがない

と、私たちは報告会になっていますから、意見としては。だから、報告会になるとやっぱりある程

度のものは持っていないと、来た方々に対して、そういう出た意見に対してきちんと答えていけな

いんじゃないかなというふうに考えてそういうふうにしました。 

○委員長（大渕紀夫君）  私、今、どうしてそうやって言ったかと言うと、町民の意見を聞くと

いうことは、皆さんの意見を参考にするという意味なのですよね。町民の皆さんの意見を。ですか

ら、こっちの腹があってもいいのですよ。何も構わないですよ。ただ、決めるのは議会ですと。議

会というのは、それだけの権限を持っているわけですよ。議員というのは、それだけの責任がある

のですよ。だから、２０で行くのか、１６にするのか、１４にするのか、１０にするのか分かりま

せんけれども、それは我々が決めることなのですよ。ただ、町民の意見を聞く時、数を言ってしま

ったらね、それはもう、それでの議論になりますよ、これは当然。そうしたら、意見を聞くのだか、

何なものだかね。それで、そうしたら、こっちが１６と言った意見をね、じゃあ皆さん１４多いか

ら１４にするかなんて、これはね、そんなことなんてなりませんよ。ですから、さっき、一番最初、

熊谷委員が言われた、私は、町民の意見が、数出して言われた時にね、下げるのですか、そういう

勇気があるのですかと聞かれましたけども、そこが瀬戸際なのですよ。我々の、議員としての、議
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会としての。ですから、私は腹をいくら決めても構わないけれども、数字を僕は出すべきではない

と。そして、そこで徹底的に聞いて、それを持ち帰って議論して数を決めるのは、僕は全然構わな

い。それが、例えば町民の意見だったのが１０だったのが１６になったって、僕は全然構わないと

思いますよ。それが議会の権限だと思うのです。２万人のうち２０人しかいない議員が決めること

なのですから。私はそれだけの権限があると思っていますから。だから、私はね、数を出すという

のは極めて危険だなという気がしているのです。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  なるほど。今、吉田委員、それから、大渕委員長のいろいろな意見を聞

くと、なるほどなと。先に人数を出して議論すると、それが先走っちゃって、それを中心とした議

論の方に行っちゃうかなと。そういう危険性はあるなという、確かに懸念は考えられます。ただ、

おそらく町民は最後に、「ところでいろいろな議論はあったけど、議会は腹づもりはあると言ってい

るのだけども、しからば何人よ」と、そういう質問があった時に、「いや、それはまだ言えません」

と帰って来られるのかどうかね。その辺り、非常に難しいと思うのです。だけど、最終的には帰っ

て来てきちんと決めなきゃならないことははっきりしているのだけども。それで町民、満足するか

なと、そういう心配も実はしているわけ。それと、我々の理論武装と言うか、これこれしかじかの、

こうで、こうですよという説明を町民にするのに、「その話はわかったけど、そうしたら具体的な数

字は何人よ」ということに町民は聞きたがると思うのですよ。屁理屈とは言わないかもしれないけ

ど、いろいろな理屈をつけていると。ニュアンスとしては、「あんまり減らしたくないのだな」とい

うニュアンスにおそらく町民は受けると思うのです。極端に１２にするとか、１０にするなんてい

う議論なんかはできませんからね。ですから、カムフラージュした説明をいろいろするのだけれど

も、それを町民はどのように受け取るかね。「これは減らしたくないぞ」というニュアンスでおそら

く取られるのではないのかなと。町民の意見は聞きますよとは言いながらも、そういうふうな印象

を受けて、逆にこういう説明会がプラスになるのならいいけども、マイナスになるのであれば、玉

井委員外議員じゃないけどもやらない方がいいという極端な意見にもなってしまうのではないのか

なと思うのだけどね。だから、腹づもりで何名というふうなことは前もって決まっているけれども

提示しない。それで臨むのが、考えてみたら無難な線かなと。その代わり、十分な理論武装をして

ですね、そして、町民に分かりやすいような説明を講じて行くということが非常に大事だなという

感じがしております。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長。 

○議長（堀部登志男君）  今、いろいろお話ありまして、本当に皆さん、真剣にこの問題につい

て考えていただいているということに、本当にありがたく思うのですが。一つですね、原点として

ぜひこれだけは考えていただきたいのですが。我々、議会議員というのは町民に選ばれて成り立っ

ている議員でございます。だから、原点として、こういういろいろな問題があった時に、町民の考

えてというのが一番先にやっぱり来て、それを我々が代弁者として行政なりいろいろな活動をして

町のために頑張っていくというのが原点でございますので、原点としてやはり一番先に町民のこの

問題に対する考えがどの辺にあるのかというのを、やっぱりある程度きちんと先に聞いてですね、

それを基に議会は議会としての、議員としての立場で、いろいろな町民の方の知らない部分、議会
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議員としてやらなきゃ駄目な部分がたくさんあると思いますので、それらを町民のいろいろな意見

を聞いた上でですね、議会は議会なり、議員は議員なりの立場できちんと判断して最終的に決めて

いくというような、この原点に一つ立っていただくのがやっぱり一番だなと。そうでないと、トッ

プダウンと言うかね、議会が決めて、俺らがこう決めたから町民に報告すると、こうやりますよと

いうやり方と、まず、意見を聞いた上で決めるというやり方、これはかなり違いますのでね。やっ

ぱり原点は町民の考えを聞いた上でやる、そこが原点だということをぜひ考えていただければ、自

ずとやり方出てくると思うのですがね。 

○委員（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  町民の意見を聞くというのは、これは原点です、当然。テーマにもより

けりなのですよ。だから、町民の意見を町政に反映する。これはもう基本的には当たり前のことな

のですよ。ところが、この定数の問題ということになりますとね、何でもかんでも町民の意見を聞

けばいいのだということにはならないのですよ。議会議員の権限と町民の、町民は権限というのは

あまり無いのかもしれないけど、意見を述べることは町民はありますよ。当然、あります。町政に

反映していただきたいということは、ほとんど１００％原点でしょうね。ところが、この定数の問

題とか、いろいろな議会の内部的な問題について、町民の意見をいちいち聞いていたらですね、決

まるものも決まらないこともありますからね。その辺りは一定の権限を持ってやらなければ。ライ

ンをやっぱり引くべきところは引かなければならないと思うのですよ。何でもかんでも町民の意見

を聞くのだったら、議会議員いらないのですから。全部でやればいいわけですから、町議会を。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  そういう議論も確かにあろうかと思いますけれども。今回のこの定数問

題についての町民をね、その意味を今、議長おっしゃったと思うのですよ。 

○委員（加藤正恭君）  違うのだよ。ニュアンス違うのだよ。今の議論とちょっと違うのです。 

○委員（熊谷雅史君）  違いますか。だけど、加藤代表が言ったとおり、その前に言った方向性

がやっぱりベターではないかなと、我々もそう思っているのですよ。確かに、大渕代表の方からも

言われているとおり、我々に与えられた権限は最大限やっぱり有効に生かさなくちゃいけないわけ

ですよ。その前段としてね、我々が決めたことをそのまま下ろすということになってしますと、や

はり、かなりの反発が出るだろうと。この問題も。だから、やはりそういう部分では、クッション

という言い方はちょっと失礼かもしれませんけど、やはり言いたい人もいるし、肯定する方も中に

はいらっしゃるかもしれません。だから、そういう部分をやっぱり我々は感じなくちゃいけないと

思うのですね。その中でやっぱり我々が、口幅ったいですけど、将来的にうちの町の議会のありよ

う、それから、活動の内容も踏まえた、その数字というのは自ずから出てくるわけですよ。そうい

う議論を深めるために、やっぱりこれをやるべきだとそういうことなのですね。こうやって皆さん

の意見を聞いていると、ある程度デコボコありますよね。だけど、これをやっぱり一つにまとめて

行かなくちゃいけないので。うちは言ったとおり、意見を聞く会ということで何もなくて、腹は持

っていても数字は言うべきではないという基本的な考えなのですよね。それで今、その方がいいか

なというふうになってきていますから、そういう積み上げで進んで行った方がいいかなと。僕もや
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っぱりね、数字を言うと相当やっぱり混乱出る可能性の方が強いかなと。吉田委員のおっしゃるこ

とも一理あるのですよ。じゃあ、議会でそれだけの権能だとか、いろいろな活動、それから、将来

の姿の説明を今、受けましたと。「じゃあ、そこに座っている先生方、何人が妥当だと考えるのです

か」と、これは聞かれるのは当然だと思いますよ。だから、その時に、僕は言っているのですけれ

ども、うちの会派でも言っているのですけど、それに答えるルールを意思統一で、みんなしておい

て、個人で答えるのか、それとも、代表者が答えるのかで意思統一をしていきましょうと。数字は

やっぱり極力言うべきではないなという考え方なのです。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）  他の委員の方。山本委員。 

○委員（山本浩平君）  議長のおっしゃったことも分からないわけではないのですけれども。こ

の意見を聞く会そのものについては、もうやるということに立ちましたので、それに対してはもう

一切、私も反対しません。ただ、あくまでもですね、この聞く会は参考までの、先ほど議運の委員

長おっしゃられたように参考までのことだと思うのですよ。と申しますのは、３箇所でやるのか、

７箇所でやるのか、これもこれからの議論ですけども、じゃあ実際どれぐらいの人数が集まってね、

その数が全体の有権者の割合からしたらどのくらいかとなると、本当にその一片だけで左右されて、

人数を確定する一つの大きなポイントにしていいのかどうなのかということは、僕はあると思うの

ですよ。それよりもですね、１票１票我々に託して入れていただいた町民がですね、我々に託して

入れているわけですよね。そして、町に対してのチェック機能や、あるいは町民一人ひとりの願い

を町政に反映していただきたいということで重たい１票１票をいただいていると思うのですよ。で

すから、我々はそういう責任を日常の活動の中で負っているとこのように思うわけですから、あく

までも、この聞く会に関しましてはですね、本当に参考程度のものとして行うべきじゃないのかな

というふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  玉井委員外議員、発言をどうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君）  ここには町民から意見を聞く方法と書いてありますけども、この

１番目に報告会なのか、意見を聞く会なのかを決めると、それが決まれば基本的にやり方が決まる

のですよね。これが私は報告会と思っているから、そういう言い方をするのだけども。この中で分

かれていますよね。意見を聞く会というふうに、その他の方に言っている会と、それから、議会報

告会、２番で言っている会といろいろあると思うのですけども、この辺から話は決まってくると思

うのです。だから、これが、どっちが多くて、どっちが少ないかによってやり方ははっきりしてく

るわけでしょ。報告会であれば、数字を決めてやるべきだろうし、それから、意見を聞く会であれ

ば、ここで今、言われているようなことになるかなと私は思うのですよ。だから、この辺から随時

決めて行くと。今は一般的な意見の交換だから構わないけども、これだったら、いくら意見交換し

ても限ないと思うのです。だから、そういうことで僕は一つだけ提案いたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  この議会報告会という意味は、７番目と８番目、同じところの。この

議会の中身をきちんと理解してもらうための報告会という意味です。数字を言うというのは今、出

た話ですから、そういうことではないのですよ。ですから、そういうふうにお取りになって、皆さ

んがそうであれば、それはそれで構わないのです。ですから、数字を言うから議会報告会、数字を



 - 18 - 

言わないから意見を聞く会ということではないのです。要するに、議会の役割、存在価値をきちん

と町民に理解してもらうという意味での議会報告会ですので。そこはちょっと、こちらの書き方も

悪かったかもしれませんけれども、そういう意味ですので、そこは一つ、どちらがどうだというこ

とはございません。数を言うから議会報告会で、数を言わないから議会報告会じゃないという意味

じゃございませんので。要するに議会の活動内容を町民に知ってもらうための議会報告会という意

味です。そういう意味ですから、そこはちょっと誤解されないで一つお願いしたいと思います。で

すから、そこでね、議会報告会を何で開いたのと言われたら、数じゃなくてと言えばいいだけのこ

とですから。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  ただ報告会という名前と、例えば聞く会にするとね、随分意味が違って

くるのですよね。町民に与える方とすればね。持って行き方としてさ。だから、非常にその辺り微

妙なのですよ。聞く会なんていうふうにしちゃうと、我々の意見を聞こうとしているのかと。報告

会というと、ある程度議会の方で決めたのを町民に理解するためにやったのかとか、そんなように

非常にタイトルによって随分違ってきますからね。その辺りも十分慎重にね、名前の方もないがし

ろにはできないなと。会の名称もないがしろにはできないなという感じがしますね。だから、それ

らも含めて議論されたらいいのではないでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  今、加藤委員言われたことはもっともだと思います。主体がどっちに

あるかという意味ですから、そういう意味で言えばそうだと思います。ただ、私が今、言いたかっ

たのは何かと言うと、数言わなきゃ駄目だから報告会だっていう認識はちょっと取っ払っていただ

いて議論していただきたいなとこういう意味です。 

○委員（吉田和子君）  私もこういうふうに出たので、会派で話し合う時にやっぱり迷ったので

すよね。だから、私は会派で話し合ったことは、こういう機会にやっぱり議会の必要性、議会の人

数がどれぐらい必要なのか、活動の状況、全てをやっぱり知ってもらいたいというふうに思ってい

るのです。その中で最終的には、説明してね、もし、「１０人がいい」って、「１０人って、どんな

理由なのでしょうか」ともう一度こちら側で聞いて、そうしたら、その時にね、もし、でも、こう

いうことで、こういうことはって説明していったら、やっぱり最終的には聞かれるのかなっていう

ふうに思ったのです、私たちにすれば。だから、ある程度はきちんとしたものは持っていないと、

聞かれた時に困るなというのはあるのです。だから、それで言ったのであって、さっきも言いまし

たように、頭から人数出そうというふうには考えていません。ただ、本当に議会活動のあり方をこ

ういう機会に、それこそ食事もお弁当も全部出ているのだろう、何やってももらっているのだろう

という感覚がありますから、そういった部分を全部是正できれば、すごいいい機会だなというふう

に。定数の問題ももちろんそうなのですけど、本当に議会の今の活動のありようをしっかり町民の

方々に知っていただきたい。やっぱり来てくださる方は、報告会にしても意見交換会にしても、興

味のある方が来てくださると思うのですよ。だから、そういう方々にやっぱり知っていただくとい

うことが、皆さんから選ばれた議員として、やっぱり知ってもらう場を作ったということが、私は

大きな意味があるというふうに思っています。 

○委員長（大渕紀夫君）  それと集まる人数はあるのだと思うのですけどね、私は全町民にそう
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いうことを議会がやったというところに、私は意義があると思っているのですよ。例えばね、本当

に来ないかもしれないのです、わからないですから。来る方は、興味持っているということは減ら

さないか、減らせと言うか、両極端な方が来られる可能性高いですよね。意味で言えば。皆さん、

そう思っていらっしゃると思うのだけど。だけど私ね、全町民にこのことを議会という立場で参加

してくださいと訴えたと、ここのところが僕は白老の議会が変わるか変わらないか、そこだと思っ

ているのです。だから、そういう姿勢がこっちにあれば、集まっている方がいろいろあっても、ど

なたかさっきおっしゃったけど、議会が権限持って決めるわけですから。議長の言っていらっしゃ

るのもそういう意味だと思うのですよ。全町民に呼びかけて、来てくださいと。来る、来ないは町

民の方々の判断です。我々の判断じゃないのですよ。その姿勢が議会側にあるかどうかと、ここが

ね、僕はとっても大切だと思っているのです。ですから、さっきから何回も言うように、決めるの

は議会です。私ははっきりそう思っていますから。例えば、町民の審議会があっても、議会に関わ

る、例えば総合計画なんていうのは、なんぼ向こうで決めたって議会でなんぼ引っくり返しても僕

は構わないという考えですからね。当然、議会というのはそれだけの権限あるわけですから。それ

ぐらいの意思を持って町民に説得できなかったら、僕は議会の議員なんてやらない方がいいですよ。

僕はやっぱりね、それぐらい強い決意を持って、これはやるべきだというふうに考えています。た

だ、その原点として、やっぱり全町民にそういうことをやっているのだということを知ってもらう

ということはね、来る、来ないに関わらず、僕は本当に大切だなと。議長が言われたのは、私はそ

こじゃないのかなというふうに理解しているのです。ですから、そういうことでね、今、だいたい

のところは数は言わないで行こうというようなところまで来ましたので。これはやっぱり、議論を

これだけ尽くしたという中身ですからね。そういうことで言えば、非常にこういう議論が重なって

いけば、私はいい報告会か何か分かりませんけれども、出来るのではないかなというふうに非常に

思っています。 

 他、具体化していく部分で、今、数は言わない。それから、議会として６、７、８をきちんと報

告をするという意味での議会報告会というふう方が、主体が議会にあるからいいのではないかとい

うような意見がちょっと出ましたけれども。そこら辺、もうちょっとご議論願えればと思います。

実は、私もその他にしているのですけど、ちょっと理解度が私の場合も不十分でして。議会の中身

を理解してもらうという意味での議会報告会という形、これはやっぱり私も、ちょっとここに書い

ていますけど、その方がいいかと思います。そういう意味での議会報告会ね。山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  そもそも原点が議会改革の一環として議長の諮問で出たことだと思うの

ですよ。議会改革ということでですね。ですから、みずから、白老町議会としての改革の一つです

ので、内容は定数をこちらから出すのではない方法の中で、名前は報告会という議会が主体性を持

って行った形にした方がいいのかなというふうに感じます。 

○委員長（大渕紀夫君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今、委員長から７、８のこと、これは学習会を開催すると。これは学習

会の中でどうでしょう、議論したら、この部分については。それから、用意する資料は今、いろい

ろ出ましたね、各会派から。こういうものを整理するというのはある程度事務局の方でお願いしな
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きゃならない面もあると思うのだけども、これはこれとして。１から５辺りまで決めたらどうです

か。これが早く決めちゃわないとね、話にならないと思うのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君）  わかりました。おおむね､今の状況で言えばほとんど、うちがそうなれ

ば、新政さんの意見も今ありましたので、議会報告会と。前提は、数は言わないということの前提

ですけれども。議会報告会という意見が大方だと思うのですけども、どうでしょうか。じゃあ、ま

ず、町民の意見を聞く方法については議会報告会で、ここは決定いたします。ただし、これは数は

言わないということであります。 

 日数。日数というよりも、何箇所でやるかということになる。それでは、日数については置きま

す。まず、参加議員を全員にするか、班編成にするか。ここから行きたいと思います。ちょうど半

分ぐらいずつになっておりますけど、ご意見どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  新政クラブはこういう形で、議会報告会ということで定数を言わないと

いうことを前提とするならば、我が会派の議論の中身の方向性で行くと、これはきちんとしたマニ

ュアルができて、役割もきちんと出た中身の報告会になるということを前提とするならば２つに割

っても問題はないのではないかと。ですから、開催場所も当然そういうことであれば、うちは最初

は２０人全員でということですから、２０人の都合をとるとおおむね１日か２日ぐらいの拘束しか

厳しいのかなとそういうのがありましてので、皆さんの議論の中に同調する形になると思いますけ

れども、そういう形で進めば自ずから場所と日数が決まるのかなというふうに思います。これは持

ち帰るほどではなくて、こう決まったよということでは、うちの会派は理解していただけると思い

ますので進めていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  いろいろと土曜、日曜の話が出ていますけどね、この土曜、日曜は避け

たらいかがですか。家族であちこち泊りがけで遊びに行くという時にね。それよりもウィークデー

の方が会社勤務だとか、お仕事もしていますから、そうすると夜の時間帯は行ってみようかなとこ

ういう気持ちになると思うので、土曜、日曜をあえて避けてですね、果たして来るかどうかと非常

に心配なのですけれども、その辺りはどうですか。土日は私は避けた方がいいと思うのですけど。

それによってだいぶ日にちも違ってくるでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  私も土日というのはわりと出づらい日にちかなというふうに思う。飲み

に出るのにはちょうどいいのかもしれないですけど。なかなか改めてということになると。ただ、

私たちが思っていたのは、白老、もし、２箇所やるのであれば１日お昼に持っていけないかなと、

平日の。わりと主婦の方で年齢層の高い方は昼間出てくる人がいるのかなと、今ちょっと思ってい

るのですが。高齢者の方でも仕事を持っていない方は日中、男の方でも出てきてくれるのかなとい

うふうに思うので。１日、日中があった方がいいのかなと、あとは夜間でいいのかなというふうに

考えていたのですけども。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。谷内委員。 

○委員（谷内勉君）  私もですね、班編成については２つに分けてやった方がいいかなと思いま
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す。ということは、どういうことかと言いますと、今、７番、８番ということで、先ほどから学習

会を開催して意思統一をするということであれば、これは２つに分けても何もそういう影響は出な

いのではないかとそう思いますので、私はそういうふうに考えております。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  私の方は先ほど小学校所在地を中心にしてという考えもありました

が、だいたい全町３区分に分けて回数を減らしながら日程を申し述べたわけですが、もし、これが

虎杖浜、竹浦、萩野、白老２地区を含めた中で考えられるのであれば、あえて全員でなくても２班

に分かれて実施した方がいいかと思います。私の方はそのように修正しても構わないと思います。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、ご意見ありましたように２班体制で行くというのは、おおむ

ね、だいたい、そういう状況になってきました。ただ、２班体制にするということは逆に言えば箇

所を増やすという意味に繋がるのです。ですから、そうなれば、虎杖浜、竹浦、北吉原、萩野、白

老２つに社台と。そうしたら７箇所になって、３.５日ということになって、白老を吉田和子委員の

言われるように昼・夜やれば、４日出る人と３日出る人はいるけれども、３日間で終われることは

終われますね。そういう可能性はある。２班に分かれれば３日と４日になるのですけどね。基本的

には箇所は７箇所で、２班体制で臨むと。地区については、虎杖浜、竹浦、北吉原、萩野、白老２

箇所、社台と。こういう形でおおむね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）  今ちょっと、記録については全部きちんと録る必要があるかどうかと

いうようなことを協議しまして、もし、フリートーキングの方が良ければフリートーキングにしま

す。そして、最後の結論だけきちんと私の方から述べると。その方が良ければ、そういうふうにい

たしますか。それでは、暫時、休憩といたします。 

休   憩      午前 １１時２５分 

                                            

再   開      午前 １１時４３分 

○委員長（大渕紀夫君）  会議を再開いたします。大きい１番目、今後の協議の持ち方について

は、その他、３番目ということで行います。 

 次の公開か、非公開かというのは、３番目の公開・非公開の併用と。ただし、これは議長の招集

権限があります。会派代表者会議ですから、そこで判断をするということであります。 

 次に町民から意見を聞く方法。方法は議会報告会とする。内容については、今の議会の状況をき

ちんと町民の皆様に説明をして、議会活動についての理解を得ると。その中で一部議員定数の問題

もございますので、その意見も必要に応じて伺うということであります。当然、議会報告会の中身

で言うのは、７番・８番で意思統一をして白老町の議会活動を町民の皆さんに理解してもらう。 

 日数については３日から４日というふうにいたします。 

 場所については虎杖浜、竹浦、北吉原、萩野、白老２箇所、社台と、この７箇所にすると。 

 時間帯については１８時３０分から２０時３０分。報告の時間等々につきましては、後ほど協議
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の上、決めるというふうにしますけれども、時間はきちんと２時間で終わるというふうにいたした

いと思います。 

 参加の議員は２班体制。これで行うというふうにいたしたいと思います。割り振りについては今

後、協議をしたいということであります。 

 役割分担、用意する資料、意思統一するための学習会、この件につきましては、資料が出来上が

った段階で学習会を行います。その中で全員が同じ認識に立ち、その中で議員の役割分担を決める

ということになると思います。 

 その他、会派での考え方、いろいろでました。こういうことも含めてですね、意思統一をするた

めの全体学習会の中で意思統一できるものは意思統一していきますし、議会運営委員会でしなくち

ゃいけないことは議会運営委員会ですると。これ以外で議論をしていくことがあればですね、各会

派で今の決まったことをきちんと議論してもらって、また持ち上げていただいて議論すると。おお

むね、議会報告会については９月末から１０月頭にかけてを、準備したいと。ですから、その前に

学習会等々含めてですね、行うというふうにいたしたいと思います。以上、定数見直しに関する議

会報告会、これは定数見直しって書いていますけど、そうじゃなくて、白老町議会の活動状況を知

っていただくという議会報告会ですけれども、この件につきましては、当面、ここまでの意思統一

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、そのようにいたしたいと思います。各会派からご意見ござ

いましたら、ぜひ、事務局の方にも上げていただきたいと思います。 

 すみません。ちょっと議事進行が時間だいぶ食っていますけれども、もう４件ほどありますので。

１２時にはちょっと終わらないで、ちょっと食い込むかもしれませんけれども、食事とらないで終

わらせたいと思いますけれどもよろしくお願いいたします。 

 それでは、次。平成１８年第３回定例会の日程について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今日、別紙でお示ししましたとおり、第３回の定例会の日程が町

の方から示されて、議長の日程調整合わせて、これで進めるということになります。まず、４日の

日まで一般質問の締め切りになります。今月の中過ぎましたら、皆さんのところに送りたいと思っ

ております。それで、定例会が一応１２日予定でございます。会期が１１日間ということで、先に

決めさせていただいたとおり、休会中に決算審査特別委員会を開くということにしてございます。

最終日２２日ということになります。ですから、１２日の日に付託だけ終わらせてしまってから、

一般質問という形になろうかと思います。ちなみに決算審査の資料ですが、９月の頭の方でいただ

けると。先に資料として、議案ではないですけど資料という形の中でいただけるということになっ

ております。日程は以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君）  この件につきましては、当然、８日の議会運営委員会で決定をいたし

ますけど、案としてはこういう案だということでご了承願いたいと思います。それ以上のことはご

ざいません。質問ありますか。ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（大渕紀夫君）  次、決算審査特別委員会に関わる資料の請求について。 

○事務局長（上坊寺博之君）  決算審査の資料について、ご議論いただきたいと思いますが。従

来ですと、閉会中に行っていまして、委員長も既に決まっていて、資料も既に配付されているとい

う現状がある中で、資料請求を町の方に、質問に絡めて資料請求してございましたが。今回の日程

でいきますと、だいたい９月の頭ぐらいまでに町から資料が届かなければ、たぶん難しいのかなと

思っています。そうしますと、流れ的には８月の中ぐらいまで会派で要求してもらって、町に資料

作ってもらうか、用意してもらうというような流れになるのですが。議案としてまだ配付されてい

ないものですから、どういう資料をもらうかというのが漠然とした中になるものですからね。今年

度、これから毎年こういう形で決算審査を行うということであれば、どういうふうな資料請求をし

たらいいかというのを揉んでいただきたいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  これもですね、揉むも揉まないもないのです。それで、こういうふう

にしたいと思うのです。提案です。昨年度の主要成果等説明書ございます。それと同程度のものは

出ます。確認いたしましたから、出ますということです。主要成果等説明書。それに載っていない

ものについて資料請求は構いません。昨年の主要成果等説明書に載っているものは、主要成果等説

明書を見れば分かりますから、それは９月頭で来ますので、それに載っていないものについて、皆

さん昨年度の持っていると思いますから。そういう形の中で会派として資料請求をすると。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、今日、文書用意していせんが、５日ぐらいまでに会派の方

に送りまして、できればお盆ぐらいまでですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  それで、資料はね、町の方で作る時間がございますので、その時間を

みて、町ができる可能性の日で設定します。そういうふうになりますので。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ８月１２日ぐらいまでにいただきたいと思うのですけども。 

○委員（加藤正恭君）  主要説明書は出来ていないの。 

○委員長（大渕紀夫君）  出来ていません。これは決算書が出来なかったら出来ませんので。 

○委員（加藤正恭君）  そういうことになるのだな。決算書は出来ていないの。 

○委員長（大渕紀夫君）  もちろん、出来ていません。 

○委員（加藤正恭君）  それはいつ出来るの。 

○委員長（大渕紀夫君）  ９月頭。 

○委員（加藤正恭君）  去年の主要説明書を見て、資料請求しなさい、それはちょっと。 

○委員長（大渕紀夫君）  という意味は、どういう意味かと言うと、主要成果等説明書に相当出

ますよね。 

○委員（加藤正恭君）  分かる、それは。 

○委員長（大渕紀夫君）  それ以外の部分で資料が必要な方は、それを見て、こういう資料が欲

しいということをやってほしいということなのですよ、会派で。そうでないとですね、この決算委

員会自体がちょっとなかなか大変なの。ただね、僕は２０日ぐらいで何とかなるのではないかと思

うのだ。町の方は、それぐらいはちょっとやってもらわないとまずいかなと思っていますけど。 

○委員（加藤正恭君）  ２０日って、８月の２０日でしょ。 



 - 24 - 

○委員長（大渕紀夫君）  そうです。当然、８月２０日ぐらいで資料請求出ないと間に合いませ

ん。 

○委員（加藤正恭君）  資料が無ければ、結局、質問で出てくるのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、そうです。 

○委員（加藤正恭君）  そうでしょ。だから、その時になってから、また資料を出すというよう

なことになるのじゃない。やっぱり我々としたら、決算書を見てから資料請求というのが普通だよ

な。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ただ、現実としては無理だと思います。 

○委員（加藤正恭君）  それ見ないで、去年のあれ見てやるというのはちょっとちんぷんかんぷ

んでないかい。 

○委員長（大渕紀夫君）  他、ご意見。 

○委員（加藤正恭君）  なるべく早く出してください。お願いします。 

○委員長（大渕紀夫君）  それではですね、今の状況では、かなり無理だという状況でございま

す、資料を作るというのは。ただ、１日あたりに決算書が配付されて、１９日から決算委員会です

から。それ前に出るか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  いや。監査委員から町に上がってくるのがそのぐらいですから。 

○委員長（大渕紀夫君）  ですから、そうなると最高早くても１日ぐらいの配付ということにな

りますので、十分な資料が出せるかどうか分かりませんけれども、それはちょっと協議します。た

だ、現状ではかなり難しいですので、その点を考慮して、議会は議会の立場として申し入れをした

いと思いますけれども。無理なことを初めから言ったって、出来なかったら何の意味もございませ

んので、そこら辺ちょっと考慮しながらですね、今日、８月２日ですから、ちょっと議長も含めて

お話をして、それが無理であれば事前に出していただくと。そうでなければ、間に合う範囲でお願

いするというようなことで取り進めます。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  こうなるとね、結局、定例会中の休会の３日ぐらいを決算特別委員会に

あてること自体、無理が出てくるのですよね。十分な決算書もまだ出ない、主要成果説明書も十分

揃わないで資料出せ、ああだこうだって。今の話を振り返ると、やはりきちんと十分な決算審査を

したいとすれば、やはり我々も目を通して、それから必要な資料を欲しいなということを要求する。

必要ない人は別ですよ、出さなくてもいいわけですけども。今回、初めてこういうことをするわけ

ですから、今年はもう予定を組んでいますからいいのですけれども、来年はちょっとそういう面で

は考えなきゃならないなという気がしますね。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ、これは議会運営委員会で、皆さんで意思統一しました。ただ、

資料の状況については、その時説明はしておりませんので。予算委員会も早く予算書が渡るという

ことはございますけれども、大差がないのでございます、そういう意味で言えば。やり方としては。

ですから、そういうことを十分考慮の上、膨大な資料は別ですけれども、若干の資料はね、僕は９

月の配付された、もちろん２、３日後ということになるでしょうけれども、そういうことが全く不

可能かということは相談してみなきゃ分かりません。全部出せるかどうかということも含めてあり
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ますけれどもね。ですから、それは今年初めてやることですから、議会の側が町側に申し入れて９

月議会に取り入れるというふうにしていただいたことですからね。ですから、一定限度、我々もそ

ちらには合わせると。しかし、加藤委員の言われることはきちんとした決算委員会を行うというこ

とで言えば当然のことですから、そこはそことして、また町とお話をしながらですね、やれること

はやっていただくというふうにしていくというふうにしたいと思うのです。そういう方法以外ちょ

っと現段階で議論してもどうにもなりませんので。そん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）  このことについては、もうちょっと詰めます。 

 次、スケジュール表について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私の方でちょっと今後、８月以降議会として重点を置いて注意し

ていかなきゃならない事項を挙げてみました。というのは、今年はちょっと検討する項目が非常に

多くてですね、３月までにきちんと埋めていかないと日程が重複したりして終わらない可能性もあ

るのかなということで押さえさせていただきました。 

 一番上の定例会は、当然、定例会期間中は、動きは基本的にはできないわけですから、これは除

かなきゃならないです。あと、もう一つは常任委員会の道外視察が今年になってございまして、９

月定例会以降、だいたい１１月中ぐらいまでに終わるというのがいつものペースでございます。こ

れが１つ、各常任委員会で残っているということです。 

 それと今、自治基本条例の特別委員会が設置されていまして、１０日で策定部会が一応終わるの

でないかという今のペースです。議会の部分が若干変わってきていますので、８月末に１回特別委

員会を開いて説明したいという部分がございます。パブリックコメントが１０月中にやるというこ

とでしたので、１２月条例提案まで２ヶ月ぐらいですが、ここで何をしていくのかと。これについ

ては委員長、副委員長、今日、終わった後ちょっと協議していただくことになっていますので、全

体を見ながら埋めていっていただきたいなと思っています。 

 それと併せましてですね、第３次の議会改革。第２次が本年度中で終わるものですから、前に議

会運営委員会の中でも自治基本条例が出来てから、それに整合性を合わせてやって行きましょうと

いう部分がありまして、１２月出来てからだと本当に期間がないものですから、どのような形で進

めて行くのかというのがまず一つございます。 

 もう一つは、病院の特別委員会の絡みがございます。これも小委員会の方で道外を見に行くとい

うことが、まだ報告はしていませんけど、一応そういう方向性が出されました。そういうのを受け

て、どういうふうに進むのかという部分が、これもちょっとかなりハードになってくるかなと思い

ます。 

 ちなみにもう１点。こっちの先の方を言っていいでしょうかね。８月の病院の関係ですが、一応、

むかわ町の穂別病院、今、規模を縮小して診療所にして、今年、建て替えするという方向性なので

すが、過去何年かかけて、それの手順を踏んで来ているのですよ。それをかなりいい事例だという

ことなものですから、全国的にもいい事例だという評価もされていますので、それを見に行くとい

うことにしています。今、３０日、鵡川の方から連絡受けていまして、皆さんにまだ通知はしてい
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ませんけど、一応３０日に１時半に鵡川に着くように出発したいと。これは後でご連絡申し上げま

す。 

 それと、その前段にですね、今、病院の方の経営診断を委託しております吉岡経営サービスとい

うところに一回、公立病院のあり方等について話をもらいましょうということになっていまして。

今、皆さんの方には７日、１０日、１７日で調整していますということでご連絡いたしましたが、

ちょっとまた変わってきたのです。今、１８日の１１時から１３時でないと時間取れないというの

が来まして。ちなみに、１８日は登別との広域研修会なのですね。それで、登別が３時ですから、

２時ぐらいに出れば間に合いますので、１１時から１２時半まで入れてしまうか。私も仕方ないか

なと思って。向こうの要請でどうしても時間取れないのだと。そうしたら、流れとしてはですね、

１０時から政策推進室に鵡川の事例のある程度の概要、この穂別病院の経営診断書を皆さんにお届

けしていますけど、それの一回説明を１時間程度でしてもらって、その後、吉岡経営サービスの方

に１時間半ぐらいでお話してもらうと。それで、１２時半に解散して、２時頃バスでピックアップ

して登別に行くという流れで。そういう流れで今ちょっと考えたいと思いますけどいいでしょうか

ね。 

 それともう一つはですね、今、前段でご議論いただきました議員定数の見直し、どういうふうに

進めて行くかというのがございまして、これもきちんと埋めて行かないと終わらないかなと思って

おります。 

 もう一つはその他としてですね、合併調査研究会。今年は財政問題ちょっとシリーズで３回聞こ

うということになっていますので、自治基本条例・病院の特別委員会がある時に、これをぶつけて

やったらどうかなと思っております。 

 それと、下に書いていますけど８月１８日登別市。１０月６日管内の議員研修会。それから、１

１月２２日議長の全国大会と東京白老会と。これはだぶっています、同じ日です。 

 こういうスケジュールがあるのですが、これで調整を取っていかなきゃならないということで。

一つは特別委員会の絡みですから、特別委員会で議論していただくというのは当然ですけど、あと

の残りは議会運営委員会の部類ですので、この中でちょっと調整をお願いしたいなと。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  今、来年３月までの相当膨大なスケジュール表出ましたけれども、こ

れ全部こなさなくちゃいけないということです。ですから、ちょっと大変ですけれども、とりあえ

ず８月１８日の吉岡経営サービスの学習会、これは穂別のことも含めてですけれども、これをやっ

て３０日に穂別の病院に視察に行くと。これは全員対象ですので、そういう形で動くということは、

これはよろしいですね、まずね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君）  あとですね、相当膨大な量ですけれども、おおむね、このスケジュー

ルの中でこなしていくというふうにしたいと思います。それで、一つは病院の特別委員会での穂別

以外の視察と、各常任委員会の視察、なかなか大変ですけど、出来れば、前後若干してもいいです

けど、なるべく同じようなところで行かないと会議が持てないのです。３班ずつ、皆バラバラに行

ったらですね、１ヶ月、２ヶ月全部駄目ですから、全体の会議が持てなくなります、特別委員会の。
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自治基本条例もかんでいますし、病院もかんでいますので、かなりちょっと大変です。ですから、

一つは特別委員会の視察と常任委員会の視察についてはなるべく同じ日にちで行けるようなことを、

調整をして行きたいと。これは事務局ちょっと大変なのですけれども、そういう調整をちょっとし

たいということが１点。 

 それから、各特別委員会の状況を見て、日程を決められるところはどんどん決めて行きたいと思

います。そういう中で皆さん方の日程調整もしていただいて、議会は全ての活動に優先して出ると

いうことが原則ですので、そういうことで一つ行きたいと思います。なかなか、正副議長、委員長

さん含めて議会事務局大変ですけれども、そこら辺の調整を含めてちょっと行きたいと思いますの

でお願いしたいと思います。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）  次、１８年度議会の予算補正の資料について。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これはまだちょっと漠とした話ですが、今、病院の方の小委員会

の中で道外視察するということに方向性がなりましたので、旅費が当然足りなくなるという部分で、

今、どこに行くか分からないということもありまして、道外研修の４泊５日の行程の旅費で一応組

んでいます。常任委員会は３泊４日ですけど、病院の方はちょっと多めに組んでいます。というの

は、どこに行くか、まだ見えていませんので、一応そういう中で旅費の振替と、それから、鵡川に

行く部分もバス代見ておりません。管内の研修会のやつを先食いするような形でしたいと思ってい

ます。道内の事例として、もう一つ上がっているのが砂原。砂原も出ていますので、そこも行くの

かどうなのか分かりませんけど、まず、バス賃だけは組んでおきたいと。ちょっと強硬ですけど、

日帰りで行ってくるような形になろうかなと思います。 

 それと、一回病院の経営に関する学習会と言うか、講演会を開いたらどうかと。どの方というこ

ともまだ決まっていませんけど、謝礼程度１０万ぐらいを見ておきたいなという形で。これはまだ

財政の査定前ですから、どうなるか分かりませんが、このような形で組んでおきたいと。それに充

てる財源は報酬の独自削減をしまして、４,１１６,０００円、一応年度末まで落とすような形にし

ていまして、今、財政の方でも補正財源ないよと言っているものですから、これをちょっと振り向

けて旅費等余れば残で残すというような形で、今ちょっと案を練っておりますのでよろしくお願い

したいと。通常であれば、補正予算は議会運営委員会できちんと示すのですけど、ちょっと急々な

ものですから概要しかお示しできませんけど、後で確定すれば改めて報告したいと思っています。

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  補正予算関係。これはまだ決定ではございません。後ほど議運に正式

なものが出ると思いますけれども。ここまでは書かないかもしれませんけれども粗々予算で。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）  最後もう１点。その他。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私の方からちょっとお願い申し上げたいなという点が１点ござい

まして。これは昨日の産業建設常任委員会でもお願い申し上げたのですけど、議員の出退名札の関
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係で、今ここの壁に出席されると裏返しするようになっていまして、これが結構そのままの状況で、

帰る時もそのままというのが続いているものですから、これをちょっと注意していただきたいなと。

出退名札の性格なのですが、議長・委員長から会議の招集があった場合、基本的には文書で往書し

なきゃならないのですよ。文書でと言ったらおかしいけど、議長に、私、出席しました、委員長に

出席しましたと基本的には出さなきゃならないのですが、これの解釈としてはそれに代わるものと

いう部分で、これを引っくり返さないと本来は出席扱いにならないということなのですよ。ですか

ら、極端に言うと、日当も本当はあたらないという考え方なのですよ。私たちは気が付いたら引っ

くり返していますけど。それが原則だということをちょっとご理解いただきたいな思いますので、

会派に帰られたらちょっとお話していただければありがたいと思います。それと議場の札も立てる、

下ろすというのがあります。あれも一応、ここに書いてあるのですけど、あれは着席した時に立て

て、退席する時に倒すという決まりになっていますので、この辺もちょっと確認いただきたいなと

思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  今の意見、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）  根拠は、このグリーンのやつ、これの議会運営基準にきちんと明記さ

れております。議会運営基準の２ページ目にきちんと明記されておりますので、これは守るべき中

身ということでございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

                                           

○ 閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  他、皆さん何かございますか。よろしければ、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０時１１分） 


