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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２５日（金） 

  開 会   午前  ９時５６分 

  閉 会   午前 １１時２８分 

 

○議事日程  

 調査事項  

１ 議長の諮問に関する事項について 

○ 議会報告会の実施方法の検討について 

 ２ その他 

○ 行政視察の対応について 

○ その他について 

 

○会議に付した事件 

調査事項  

１ 議長の諮問に関する事項について 

○ 議会報告会の実施方法の検討について 

 ２ その他 

○ 行政視察の対応について 

○ その他について 

   

○出席委員（１０名）  

 委員長    大 渕 紀 夫 君         副委員長   吉 田 正 利 君 

委 員    熊 谷 雅 史 君                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 

 

○職務の為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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◎開催の宣言 

 
○委員長（大渕紀夫君） おはようございます。玉井委員外議員は今日欠席だそうでございます。議長は

今別の会議に出ておりますので、遅れて参加をするということですので、少し早いようですけれども、た

だ今より議会運営委員会を開会いたします。 

 お諮りをいたします。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により、委員長にお

いて傍聴を許可いたします。 

 

◎ 協議事項 
 

○委員長（大渕紀夫君） 次に、本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日の予定ですが、すでに実施が決まってございま

す議会報告会、これの日程の再確認、それから広報分の再確認、それと資料のご検討をいただくというこ

とになっております。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。最初に、町連協の経由文章が

ありますけれども、このような形で全町民に徹底するための町内会を通じての文書を出したいと。時間の

関係がありまして持ち回りで各それぞれに意見を伺いましてこのようにいたしました。この件について何

かご意見あります方いらっしゃいましたらどうぞ。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） まず、報告文書についてはそういう形で、報告会の周知を全町民に徹底したい

と、これ以外に一般マスコミおよび町の広報等々を使って、徹底をしたいということでございます。その

点についての確認をしたいと思いますけれども、それで周知方法はよろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、続きまして班編成につきまして。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、この間の会議ではＡとＢとの２つのブロックに分かれると。

確認事項ですね、会派同士の移動は差し支えないと、こういうようなことを決めておりましたので、うち

の会派で、１0 月 5 日の北吉原で開かれる北吉原生活館のほうへは、本来であればＢ班の私が行くことに

なっておりますが、これを谷内委員にしてもらいたい。ここだけですね。そして谷内委員が行く社台です

が、こちらへＢ班の加藤が行くと、このように交換していただきたいということです。よろしゅうござい

ましょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 私の認識は、１日だけではなくて、変えるのであれば全部の班編成を変えると

いうことでお話をしたつもりで、皆さんの認識がそうでなければ構いませんけれども、私の認識は班全体

を変えるという意味の認識だったのですけれども、他の委員さんいかがですか。今のようなことで他の委

員さんが了解しているのだったら全然僕は構わないのだけれど、私の認識はそうでなかったものですから

申し訳ありません。 

○委員（加藤正恭君） 私の認識はですね、ケース、ケースで換えても差し支えないというような認識だ
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ったものですから。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員さんどうですか。そのことでの認識の違いがあるようですので、そこ

ら辺すみません、明確にしなかったですからね。吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 私どもは全日程、委員長が話したような内容で変更を許可するというふうな

考えで進めておりました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ、熊谷委員。どういう認識でしたか。 

○副委員長（熊谷雅史君） 加藤委員のほうから言われるまで、そういう認識はなかったですね。やっぱ

り、入れ換えるというと班で入れ換えるというふうに認識を持っていました。うちは近藤と私が入れかわ

るのです。全部入れ替わるのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私のところもＡとＢを入れ換えることは会派でやることは良いということですけ

れども、日程別にというふうにはとらえていません。 

○委員長（大渕紀夫君） 私もそういうことで言ったつもりだったものですから、そういう考え方でうち

の会派にも伝えて、これでいいかというふうに確認を取りました。そういう認識だと私は思っていたもの

ですから、申し訳ありません。 

○委員（加藤正恭君） 休憩お願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、暫時休憩いたします。 

 

休   憩（午前１０時０２分） 

 

再   開（午前１０時０３分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 再開いたします。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、私と谷内委員との問題でありました。それで谷内委員の了解

を得て、ＡとＢ班、それを加藤と谷内委員と入れ換えてください。そういうことで進めていただきたいと

思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他入れかわるところありましたら。はい、熊谷委員と近藤議員を入れ換

えると。他ありますか。 

 それでは確認をいたします。Ａ班に加藤委員と近藤議員が、B 班に熊谷委員と谷内委員と。こういうふ

うに入れかわるということでよろしゅうございますか。両会派はそれでよろしいですね。 

 それでは、メンバーはＡ班が吉田正利、堀部、近藤、加藤、中出、及川、鈴木、斎藤、氏家、玉井。Ｂ

班は大渕、根本、吉田和子、谷内、山本、宗像、熊谷、小西、土屋、西田と。こういうふうに変更いたし

ます。これで決定といたしたいと思いますけれども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） よろしゅうございますね。班割についてはそのように決定をいたします。 

 次に、出されております資料の件でございますけれども、議会運営委員会の今日のかがみの裏に、議会

から要望いたした資料の一覧表が載っております。それについて若干のプラスをして資料が出ております

ので、それを見ながらあと他に必要なものがあれば言っていただきたいと思います。 

はい、局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） それでは、要求された資料に基づきましてご説明をいたします。 

 まず１点目、１．議会のしおり、これは視察等行きましたときに白老町の議会概要をお知らせしている

ものです。当日、報告会に使うか使わないかは別にしても、一応これを用意させてもらっています。 

 次に、横長の市町村議会資料という部分が次のページにございます。これにつきましては、２．近隣市

町の定数データということが書いてあります。それはここの中に入っております。議員定数と書いてある

ものがそうですね。 

３．白老町類似団体の定数データ、これも人口類似団体４町村、道内の部分でひろっております。 

４．法定定数の根拠資料、その次の資料ですね。白老町議会議員の定数についてということで、ここに

地方自治法の定数を示させてもらっております。それを受けて、町の条例によりまして２０名という定め

方をしていますよという法的な根拠を示しております。  

 それともうひとつ、議員定数という、法改正の前、要するに定数は条例で決めるという前の部分の資料

ですけれども、これに議員数の考え方が書いてあります。ちょっと、これはあとでお読みいただきたいな

と思います。考え方としては、これ終戦後の導入の時に、新しい自治法を見直そうとしたときに、前の定

数の半減を図るというような動きもあったのですけれども、そのままできたような書き方がされています。

これが歴史的な定数の考え方ですので、あとでご覧になっていただきたいと思います。 

 それと、次の５．白老町の議会活動の状況が分かる資料ということは、前の資料に戻りまして、ここに

本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の開催日数を記入してございます。本会議、委員会の

活動をプラス、それぞれの議員個々の動き、何かの会議に出たとか、研修に出たという日数が最後に書い

てあります。これは、道の議長会のほうで毎年集計するのですが、議会の実態調査をやるのです。そのと

きに報告している全道の数値です。ちなみに平成１７年度は、白老町にあっては議長が１７０日出ていま

す。副議長が８８日出ております。議員さんが平均ですが７０日出ております。これは平成１６年７月１

日から平成１７年６月３０日まで、年またがっていますけれどもこういう統計になっておりますのでこれ

でおさえております。市の分はおさえがなかったのですが、登別市から資料をもらいまして書き込んでご

ざいます。 

 他の町村、日数も非常に多くなっております。これはなぜかといいますと、多分合併協議会とかいろん

な形の中で、議会が非常に動いていたという実態があろうかなと思います。ですから、単純に比較します

と、今白老町の活動日数より、他の町村の活動日数が非常に多い場合がございます。これは多分に合併の

関係で開かれたものだろうという推測を、私どもはしております。 

 過去の部分が、１６年、１５年とついております。参考にしていただきたいと思います。 

概ね本会議、常任委員会を比べてみますと、白老のほうが割と多いのかなという気がしております。 

 次に６．議員１人当たりの住民の人数ということもこの表に書いてあります。一番最後に議員１人当た

りの住民の人数ということで、ちなみに白老は 1,037名と。大体類似の団体とほぼ同じくらいですね。人

口の少ないところはもっと人数が少ないですけれども。  

 ７．議会費の状況、報酬の自主削減ですね。議会費の状況ということでグラフが付いているかと思いま

す。議会費の当初予算と決算の推移ということで、平成８年度議会改革が始まる前の数値から、１８年度

の当初まで記載させてもらっております。平成８年度では、予算額が当初予算では 1 億 1,400 万円ござい

ました。決算額で 1 億 1,300万円ございました。ちなみに平成１７年度ですが、約 9,000万円の予算です

ね。約 2,000万円くらい当初から落ちてきているということです。それで、予算の頭に太陽のマークが入

っているのは、それは視察に行った年の予算計上しているということで、その年多く、でこぼこになって
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いるかなと思います。 

 吹き出しで書いているのは、事務改善とか、議会改革でやって、経費削減してきている部分を、主なも

のを記入させてもらっています。制度改正で落ちている部分もございます。期末手当の削減ですとか、そ

ういうものもあわせて記載させてもらって、見やすくしてございます。 

 次の資料ですが、次の資料につきましては議員報酬の自主削減に伴いまして削減したものでございます。

平成１７年度から１８年度まで５年間引き続き行っております。最初の２年間は６ヵ月、あとは１年間や

ってございまして、額的には記載のとおりであります。これも説明は省略します。 

 次の資料でございますが、費用弁償の改正、町内日当の廃止、町外日当の削減ということで、平成１５

年の３月の定例会で行ったものでございます。これは単年度ではなくて、今も引き続いて実施されている

ということで、予算には出ていませんけれども、想定として毎年このくらいずつ落ちていっていますよと

いう考え方でございます。約２００万円の削減効果が出ております。 

 一応、８月２日の議会運営委員会で資料要求された主なものにつきましては、以上のとおり整理させて

いただいております。それと、要求資料ではないのですが、議会報告会になったということで、私のほう

で２種類資料を付けさせてもらっています。１つは白老町の議会改革についてということで、平成９年に

議会改革に取組んだ経過と、現在までの経過を約１０ページでまとめさせていただいてございます。今説

明しますと非常に長くかかりますので、１回ご覧になっていただきたいなと思います。これは時系列的に、

１次の改革、２次の改革、それから 3 次の改革、今後どうやって進めていくか、自治基本条例の制定に向

けてという部分まででまとめてございますので、ご覧になっていただきたいなと思います。 

 それと、個々の議会改革についてということで、第 2 次の議会改革はここに書いてございますが、今や

っている最中でございすから詳しくは載ってございません。それがこの大きな表に、体系的にまとめてお

ります。第 2 次の項目に沿った部分で今までどういうことをやってきているかという部分でご覧になって

いただきたいなと。これも説明すると非常に長くかかりますので省略させていただきたいと。 

 ですから議会報告会は、この議会改革を中心に議会報告されるのかなというイメージで提出させてもら

いました。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今、要求された資料すべて出ております。これに基づいて報告、そ

して懇談を行うということですので、これについての勉強会を別に本日日程を決めて、やる日にちを決め

たいというふうに考えております。資料等々で必要なものがもう少しあるということであればお受けした

いし、この中で数の質問を受けても使用がありません。勉強会をやりますからね。それ以外のことで質問

ありましたらどうぞ。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、この市町村議会資料、１７年、１６年、１５年と。１６年、

１７年のほうはいいと思うのですが、おそらく各市町村の議員さんの報酬の比較というのが聞かれると思

うのです。例えば胆振管内の白老町の議員の１人あたりは出ています。他の町村の資料がないものですか

ら。それと人口類似町、これとの比較もどうかと。こういうことがおそらく質問に出る可能性があると思

うのですが、そのあたりは資料として載せておいたほうがいいと思うのですが。 

 ただ、資料を作るというと大変ですから、ここだけは１７年度だけでやってもらったらどうかと思うの

ですけれども、いかがでございますか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 実態調査は毎年出ていますので、これの今おさえている分にすぐ置き換え

ることは可能です。ただ、議長、副議長、委員長、議員と報酬額違うのですよね。ですから多分表に落と
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し込むというのはちょっと難しいと思います。ちょっと検討してみないと。 

○委員長（大渕紀夫君） 全道の勉強会ときのの資料を見れば、全部出ていますからね。それは今加藤委

員がいわれたように表にしたほうが分かりやすいです。それは良いですね。他。 

 これ、資料としてはいらないのですけれども、町民の皆さんと懇談するときに、議会の予算書あります

よね。あれをまともに全部コピーして来た方に渡すというのは、僕はかなり良いのではないかと思って、

あとで考えたのは、町民の皆さん議会でどれだけお金を使っているのかというのは、このグラフの中味が

わかるというものです。そういうものを町民の皆さんに渡せば良いかなと思っていたのですけれどもね。

町民の皆さんに、概要の中にあるこれを渡せばいいのかなと思ってはいました。議会の概要の９ページに

出ている、予算書の中味と同じものです。 

 他必要な資料、考えられるものございますか。はい、委員外議員西田委員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 議会のほうで毎月 4,000円少々、議員が自らの研修のためにということで

集めていますよね。やはりそういうところも町民の皆さんにお知らせするべきではないかと思うのですよ

ね。というのは、例えば牛肉祭りの時でも、私たちは自己負担しているわけなのですよね。その辺をもっ

と知っていただければありがたいかなという形で、そういうものがあれば良いと思うのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、それに加えて町民の意識というのはどこまでか、いろんな人

の話しを聞きますと説明をすれば分かるのですが、昼の弁当は町からもらって食べているのだろうとか。

全部自分で払っていますね。それから、どこかで飲んだ。あれも町の金で飲んだのではないか。そういう

のが聞こえるんですよ。ですから、そういうのは全部割り勘ですよと。自腹を切っているのですよという

ことを今の西田委員外議員の話しではないけれども、そういうのを説明するものが必要だろうと思うので

すけれども、旅費は出ていますけれども、日当は廃止になっているということ。 

 依然として、「飲んでいる」「食べている」それは全部町費を使っているだろうという意識が、非常に根

底にあるのです。我々のほうから逆に説明すると、「そうなのですか、弁当代も全部払っているのですか」

と。「飲んだのも全部、１０人行ったら 40,000円あったら、4,000円ずつ議会のほうへ請求書が来るから、

報酬から引かれていますよ。」とそういうふうな説明をして納得するのですが、その辺りまで全部には徹

底していない部分があろうかと思うのですけれども、その部分について何かの説明は必要かと思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 全部資料を見ていないので、今議会改革の一番最後を見たら倫理条例、さっきち

ょっとお話ししていましたけれど、倫理条例のことはちょっと書いてありましたけれども、白老町倫理条

例をきちんと作って、何のために作ってやっているのかとか、長期休暇の報酬の削減ということもやって

いますので、こちらの議会改革１４年からなので載っていないのですね。そのことも議会改革の中でちょ

っと出ているのですけれども、こんなことで良いのかどうなのか。こういうのを作ってやっているという

ことを知らない方が多いと思うのです。そのこともちょっとお知らせできたら良いと思ったのですけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他ありますか。今まで出されたことについては資料化できるものは資料

化いたします。同時に勉強会の日にちをこれから決めますから、その中で徹底をいたします。まず、全議

員さんがそういう経過含めて知っていただくと。当然どなたが聞かれても答えられるという状況と同時に、

報告者、前回は正・副議長が報告者になるということですけれども、その報告者の方が、そういうことを

きちんとどこまで盛り込んで報告するかと、時間は３０分と決められていますからね。全部報告できるか

どうか、会をやる意義だとかも話さなければいけませんので、その意義を話した後に議会報告するわけで
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すけれども、その中に今言われたことを最大限盛り込むという努力をしたいと。当然その結果、それから

もれたものについては、町民の皆さんから質問に出ますから、その答弁の中できちんと答えられるように、

どなたの議員さんも答えられるようにですね、勉強会をしたいとこういうことであります。 

 資料等々について、他に要望はございませんか。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、これは前回の２日の議運の中での要求された資料だということで、

これを全部すべて議会報告会に、町民の方に出すわけではないのですよ。これはあくまでも議員さんの手

持ちというか、知っていただくための資料ですから、このあとこの資料を見てもらいまして、どういうも

のを町民に出すか、何ページ出してもだめなのですよね。それを今日出なくても４日の日、８日の日と２

回ありますので、検討していただきたいなと思っています。それでないと、加工するようになると定例会

中ですので、私のほうが間に合わなくなりますので、なるべく簡略して枚数少なく出したいと思っていま

すけれども、その辺で協議いただきたいと思います。 

 それともう１点、勉強会は多分定例会が終わってからになると思います。報告の前になると思いますの

で、そのときに今加藤委員が言われたように、間に合うような資料であればいいのですけれども、加工す

るような資料であれば多分間に合わないと思いますので、その辺も含みを持ってお願いしたいと思います。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今お話ありましたように、町民の皆さんにこれ全部出すといったら、膨大

なものですからそんなわけには行きません。それで、どの程度の資料を出すかというのは、４日と８日に

議運がありますので、そのときまで各会派これを見て、そして検討していただきたいと思います。これく

らいの程度の資料を出すと。またこられた方に資料がないとまずいと思います。「お前等だけ資料を持っ

ていて、出さないのか」ということになりますから、町民の皆さんに出せる範囲で、膨大な量というわけ

には行かないけれども、一定限度の資料は出すというふうにしたいと思います。 

 それの取捨選択については、４日および８日まで出していただくと。この件についてはよろしゅうござ

いますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） いいですね。それでは先に勉強会の日程を決めたいと思います。 

 一応予定表では９月２７、２８日というふうになっているのですけれども、９月２７日はやりますか。

良いですか。９月２７日、議員定数に関わる勉強会。１日で良いですね。 

 まず９月２７日１０時から議員定数に関わる勉強会。議会運営員会にして委員外議員として全員集めま

す。それでないと公務災害の問題とかございますので、議会運営員会として他の議員さんはみなさん委員

外議員で出ていただくという手続きを取りたいと思います。そうすると公務災害が適用になりますので。 

 １日だけでよろしゅうございますか。予備日を取っておいて、必要であればやるというふうにするか。

これまで、勉強会をやったあとに報告者の報告原案、たたき台みたのを正・副議長で作っていただくでし

ょ。これまでにはできないのだよね。勉強会が終わらないとできないでしょ。だから、この後になると思

うのです。 

○委員（加藤正恭君） 原案を作ってもらって、それを基にしてたたき台にして２７日やるようにしたほ

うが良いでしょう。どうせ案は作らなければだめだよ，早いおそいは別にして。 

○委員長（大渕紀夫君） 報告会の案はね、ただ、勉強会との係わり合いで、勉強会というのは広く全部

の議員さんが理解できるようにやるという中味ですからね。町民の皆さんにやるという意味ではないです

から。それをやったあとでないと報告文書はできないのではないかと僕は思っていたのです。 
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○委員（加藤正恭君） それまでの間に骨子は固まっていくのではない。 

○委員長（大渕紀夫君） 言うべきことは決まると思うのです。ですから２２日に定例会が終われば、そ

のあとすぐその作業に係るといっても、２５、２６日しかないのです。その前は２日間しか。日程的には

ないのですそれしか。ですからそれまで骨子、正・副議長に考えてもらいながら、２７日にやってもう１

日予備日を取るかと、こういうことなのです。案としては、それくらいの中味にしかならないかなという

ことなのです。問題は予備日を２８日にするか、２９日にするかと。それはかまいせんけれども、局長は

その日程は何かある。 

○事務局長（上坊寺博之君） そこは、まだ何も入っていないです。 

○委員長（大渕紀夫君） やっぱり予備日、１日置いて２９日にするかい。そのほうが良いですか。 

 それではお諮りをいたします。今要求された資料も含めましてですね、議員定数に関わる勉強会ですけ

れども、これは議会運営委員会として委員外議員制度をとり全議員で行います。２７日１０時から、この

勉強会を行いたいと思います。同時に、正・副議長が報告者となりますので、約３０分の報告文書を両方

が同じような形で原案を作って報告していただき、質問が出た場合は、各議員さんがそれぞれ全員答えら

れるという状況を作りたいというふうに考えております。そういう意味でいうと、予備日、２９日に議員

定数に関わる勉強会の予備日を１日取っておきたいと。  

今月２８日に財政関係の勉強会もございますので、そういうものをすべてこれに連動していくという状

況になりますので、ちょっとそういう意味でいえば勉強会が多くなりますけれども、全議員さんが参加し

て白老町議会と白老町がおかれている状況をきちんと認識して議会報告会に臨むというふうにいたした

いと思います。ここまでよろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） はい、委員外議員西田委員どうぞ。 

○委員外議員（西田裕子君） ちょっと伺いしたいのですけれども、今勉強会、２７日と２９日１０時か

らということなのですけれども、時間は大体２時間程度と考えられているのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） ２７日は２時間では多分終わらないと思います。説明だけでも１時間以上かか

りますので、その説明の仕方もこれからご協議願いますけれども、それで議員からの質疑応答をどんどん

どんどんやりますので、そこで議員の皆さん方がどれだけ理解するかということになりますので、２時間

では多分終わらないと思います。はい、どうぞ。 

○委員外議員（西田裕子君） それでしたら、午後から５時まで時間を取ってやるとか、そのほうが４時

間取れますしね、どうなのでしょうかと思いまして。 

○委員長（大渕紀夫君） 時間帯ね、それはどちらでも構わないと思うのだけれど。皆さんのご要望で良

いですよ。２時間やって、夕方までやるということにはならないか。 

 我々、視察対応するのですけれども大体２時間、かなりはしょった説明で３０分から４５分ですね、説

明をやるとしましたらね。質疑をやって２時間はびっしりかかって充分かと言ったら、私の感覚では来て

いらっしゃる方は部分的にしか理解されていないというのが印象です。 

 ですから、もちろん午後からやって２日間やるというふうにしても構わないのですけれどもね。時間帯

はどうですか、昼食を挟むか挟まないかだけですが。朝からやりますか、それとも午後からやりますか。 

 はい、それではどっちみち同じですので１０時から行いまして、説明を聞いて議論をして、適当な時間

で繰り上げて、必要であればもう１日やるというふうにしたいと思います。 

 それで、報告なのですけれども、勉強会とはいえ当然議長から若干の挨拶を、趣旨説明的なこと、どう
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してやるかというようなことが必要だと思います。そのあと、若干の経過説明みたいのがいるかどうか、

細部に当たっては局長にやってもらうということになると思うのですけれども。ただ、倫理条例の経過や、

先ほど吉田和子委員から出た、議会議員の報酬削減についてはですね、この文書では行政改革が主導して、

議会改革を行ったとなっているのですけれども、建前上はそうなんですけれども、議会の中味で言えば、

この長期欠席議員の報酬削減が引き金なのです。議会議員の皆さん方の認識は、そのときいらっしゃった

議会議員の方は皆さん知っているのですけれども、それから議会改革に入っていっているのですよ、白老

町は。 

 中味について言えば、文書化すると行政改革が主導で、行革が議会に働きかけて議改革をやったみたい

に書いていますけれども、映りますけれども、実質はそうではないのですよ。この長期欠席議員のことで

議会運営員会がかなり動きまして、砂原町に視察に行きましてそこから議会改革がスタートしているので

すね。そのときには、倫理条例もそうですけれども、白老町は北海道の中でもかなり先進きって、長期欠

席議員の議員報酬の削減については、白老町が北海道で一番最初に条例化していますから。それまで条例

化しているところはございませんので、そういう意味でいえばそういうことをちょっとお話しして、そし

て局長から実務的なお話を伺ったほうが、非常にわかりやすいのではないか。そうでないと何か、行革が

議会の改革を先導したように映っちゃうのですよ。私前からそういうことについては、ちょっと違うなと

いうふうに思っていたものですから、そこら辺のお話をちょっとしたほうが良いのではないかと思ってい

たのですけれども。必要なければ別にそれはいいのですけれどもね。 

 それでなければ、町民に映る映り方もちょっと違うのですよ、率直に言えば。行政改革からかかったと

いうことになるのと、議会が自らやったというのは、僕は随分違うというふうに実際思うのですよ。ここ

については、僕はずっとうそういうふうに思っている。そこは当時の議事録を見れば間違いないと思うの

で。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） ただ、砂原町に視察にいたときは、議員の中で出稼ぎに行って議会に出ないとい

うので、砂原に行ったのは一応先進地だったものだから、あの時砂原では条例化していなかったですか。 

○委員長（大渕紀夫君） していません。砂原も鹿部もしていなかったのです。 

○委員（加藤正恭君） あれは検討中だったということが新聞かなにかに出たのかな。我々知っているの

では、私ちょうどあの時議運ではなかったのですけれども、砂原に行って出稼ぎの議員がいて全然議会に

出てこない。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです、砂原の中味がそうなのです。 

○委員（加藤正恭君） それで、何で問題になったのかなあれは、新聞沙汰になって。 

○委員長（大渕紀夫君） 新聞です。漁業の方で外国のほうへ出稼ぎに行っちゃって、議会に連絡しても

出るも出ないも連絡もつかないという状況の中で、それはおかしいのではないかということで報酬を上げ

るのはだめだと。うちの場合は長期欠席議員の方が２名ほどいらっしゃいまして、そのことでの議論の中

で、砂原がそういう制度を作ったということで行ったということなのです。 

 そのときに一番問題になったのは、報酬返上はだめですと。寄付できませんから、条例制定をしなけれ

ばだめですよということになっていて、それで条例制定をしていくという経過なのですね。 

ですから、そこら辺のところも再度調べてみて、そういうふうにやったら良いかなと思って、若干そこ

ら辺、正・副議長とも相談してどんな形でやるかというところを考えたいと。それ以後の経過については

局長のほうからやっていただくというようなことでやったらいかがかと言うことでありますが、どうでし

ょうか。はい、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 今の話しですね、資料として提出するかどうかは別にして、それを議長・副議長

の一番最初の説明の中で、そういうことがあってこういう議会改革に取り組んできたのですよということ

で、そこで説明しちゃったほうが、改めて資料うんぬんではなくて、それで一件落着になると思うのだけ

れどね。そういうような配慮をしてもらったほうが、あと資料どうのこうの必要なくなる。そういうふう

に進めていただければありがたいなと思うんですけれどもね。どうでしょうね。 

○委員長（大渕紀夫君） 今加藤委員さんが言われましたように、勉強会の中でそのことは徹底しますか

ら、勉強会の中で徹底する中で、報告のときに議会は独自にそういうことをやりながら、行政改革の状況

も出たので、両方で改革が始まったよというようなことで、正・副議長さんに説明をしていただくと。そ

れはその形でよろしいかと思いますけれども。 

 ただ、今私が言ったのは、勉強会の中でそこら辺をきちんと新しい議員の皆さん方にも認識していただ

くことが必要だなということなのです。 

 勉強会の持ち方について、その他なにかご希望等々ございましたらどうぞ。よろしゅうございますか。 

 局長、今までのことについて何か補足等々ないですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、特にないです。一応、議員さんに渡る資料と町民に渡る料を区別し

て話してもらわないと，なかなかごちゃごちゃになるかと思って。 

○委員長（大渕紀夫君） 町民に配布する資料につきましては、先ほど申しましたように、できれば４日、

８日までにこんなものというのを出してください。議会事務局のほうも定例会が入りますので大変ですの

で、できれば事前に町民の皆さんに配付する資料については整理をしておきたいということもございます

ので、４日８日の議運で各会派で、いずれにしても会派会議やられると思いますので、そのような手配お

願いしたいと思います。それでは、議会報告会の件につきましては勉強会も含めてよろしゅうございます

でしょうか。 

「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） はい、暫時休憩いたします。 

 

休   憩（午前１０時４６分） 

 

再   開（午前１０時４６分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。それでは、議会報告会の実施報告、その他勉強会の実

施状況、これについては以上のようなことで進めたいというふうに思いますけれども、よろしゅうござい

ますか。 

「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは次、その他。行政視察の対応について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今ちょっと資料をお配りいたします。よろしいですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 実は、１０月３日の日ですが、これ議会報告会、萩野と竹浦で開催してい

る日ですが、鳥取県の伯耆町、合併して伯耆町になったと。この議会運営委員会が来まして、議会改革に

ついてご教示願いたいということで、時間的な関係もきついのですが、一応私どもも視察にいくものです

から、なるべく受けてあげたいということで受けさせてもらいました。 
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 たまたま議会報告会で、私どものほうでその日大変なのですと。実は受けるに受けられないのですとい

うような話もしたのですが、そしたら、是非議会報告会を見させていただきたいと、できればと。白老に

その日お泊まりいただくものですから、レンタカーで千歳から来るものですから、その日は車を持ってい

て自由に動ける状態になっていまして、議会報告会を希望したいと。だめでしたらあきらめますという話

もされていましたので、議長と議運の委員長にもお話していましたら、一存で決められないので今日お諮

りしてはどうかということでございしたので、お諮り申し上げました。 

 １０月３日です。これは昼間です。夜白老に泊まるのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） それはここで視察対応するわけです。我々は。 

○事務局長（上坊寺博之君） フロアーで見させてくださいということで。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今説明ありましたように、加藤委員さんからもございましたように、視察対応

は視察対応でいたします。白老町に泊まられるということであれば、我々最大限の努力をして、対応は全

部受けると。泊まってもらうということは、これは極めていいことですので、それで対話するのですけれ

ども、夜、議会報告会にも出たいと言っているということで、もちろんフロアー発言はないと思うのです

けれども、一般の町民の方と同じような形で聞くだけ聞きたいと。そういう条件なのですけれども。厚生

年金保養ホームに泊まれば白老。ビュラメールに泊まれば竹浦ということになります。 

 Ａ班の方とＢ班の方と別々のところになりますので。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 研修の件なのですが、通常であれば正・副議長か、議運の委員長に出てもらっ

て議会改革についての報告・懇談をするのですが、それは昼ですから良いのですが。早い話が議会報告会

を傍聴させて欲しいと。そういう形になりますと、私も正直言って今回２回目ですし、これだけ町民に方

実際に来てくれるか、やりとりも試行錯誤でその場対応でやらなければだめな部分もかなりあるものです

から、町民と議会がやっているところに、たくさん来ていれば良いけれども、もし来ていなければ、向こ

うから８人ですね。全然知らない方が横にいて見られると、これは全くだめだろうと。 

 一般の町民の方の中に混じってもらって、黙っていてもらって、町民と議会のやり取りを見てもらうよ

うな形にしかならないと思うのですけれども、こうなってくると、私一存ではちょっとね。そういう場に

そういう人を入れて良いのか悪いのかというのは判断に迷ったものですから、今日皆さんにお諮りして、

「そんなの関係ないから、どんどん見てもらったほうがいい」というのであれば、これいいのですけれど

も。 

○委員（加藤正恭君） そんなの堂々とやりましょうよ。「鳥取県からわざわざ視察に来てくださって、

議員さんを紹介します。」くらいやったら良いですよ。こそこそやることないですよね。そのくらいの意

識を持ってやるべきですよ。ファイト持ってないとだめ。 

○委員長（大渕紀夫君） 逆に言ったほうが町民の民さんは緊張していいかもしれないよ。変なことを言

えないなと思う方もいらっしゃるかもしれない。 はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） ちょっと心配なのが、町民から見て議会同士、議員同士のパフォーマンスみたい

なことを、この大事な定数に関わる町民説明会の時にやっているのかお前等は。みたいなふうにならない

のかどうなのか。考えすぎかもしれませんが、ちょっと心配なところがあるということです。私はいかが

なものかなというふうに個人的に思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。はい加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 悪い言葉でいえば，私は考えすぎだと思うね。町民に対してきちんと説明をする

わけですから，他の議員さんが来ようと来まいと、それは全然関係なく正々堂々と勉強してご返事申し上
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げるという姿勢のほうが逆に受けると思いますが。僕はそう思います。呼んだわけではないのです。たま

たま来て白老にお泊りになり、是非勉強したいというのでご案内しましたと説明すればいいのです。つる

んでやったとかということには全然ならないと思うのです。いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 発言はさせるなんてことはありえませんから、そういう意味でいえば今言われ

たように。逆にいえば紹介したほうがいいのかもしれないですね。黙っていると、なんだ知らないのがい

るなということになっちゃうから、そうじゃないほうがやっぱり良いかも知れないなとは思うね。そうい

う意味でいえば。はい加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 逆にご批判を仰いだほうが、我々のほうとしては勉強になります。こういうとこ

ろが悪い、こういうところが良いと。あとからの反省会でも良いし、個人的に聞いても良いし。どうした

ら良かった、ああしたら良かったという、第三者的な立場から批判を受けたほうがかえって、我々の議会

改革になるのではないかというような気がしますね。逆にね。考え方だろうと思うけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。はい、委員外議員西田委員どうぞ。 

○委員外議員（西田裕子君） 私も加藤委員と同じような考え方で、正直いいまして、町民のほうから見

ましたら、議会議員がどのような発言をするかということを、他の町村の議会議員がいらっしゃっている

中で、うちの町会議員、ちゃんと答えてくれるだろうか。きちんとした対応をしてくれるだろうかという

ことのほうにきちんと関心がいきますし、反対に議員にとってのほうが町民から見る立場よりもきついの

だと思うのです。それでも堂々とやるという議会の強い姿勢を示されたほうが、町民の方々は反対に、白

老町議会というのは改革が進んでいるのだなと理解していただけるのではないかなと私は思いますけれ

ども。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。混乱するということは、人がいてもいなくても混乱します。ただ、こっち

がどれだけ意識するかという問題だけだと思いますので、もちろん発言等々はしていただいたら困ります

けれども、見ていただくのは私は構わないのかなと。もちろんこの文書の中にも書いていますように、町

民の皆さんと、町民の方と書いていますけれども、ただ、参加するのは町民以外はだめだとも書いていな

いのですね。町民だけだとも書いていないけれども。 

ですから、そういう意味でいえば、参加して見ているのは、僕は構わないのではないのかなと思ってい

ますけれどもね。はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 我々議会としては、なんらそういうことについてはなんとも思わないのですよ。

見てもらおうが、誰がいようが。ただ、町民の側から見たときにどうとらえるかというのが、それが一番

心配で、こうやって皆さんにお諮りしているのですけれども、その辺を議会議員ですから、報告会ですか

ら堂々とやれば良いわけで、誰が見ていようが見ていないが、これは堂々といけるのですが、本当にまだ

２回目、どちらかといえば第１回目に値するくらいの今回の報告会ですから。 

 そうした中で、町民の方に来てもらってやる中で、町民に方も「議会報告会をやってくれるのか」とい

う課題であるところできている中で、違う方が居られると町民の方はどう感じるかなと。それが一番心配

な部分があって決断がつかなかったという思いですから、その辺の段階で山本委員がいってくれましたけ

れども、その辺も大事に考えないと、我々議員という立場ではどこの議員も同じだと思うのですけれども、

町民から見たときにどうなのかなと。もうちょっと何回もやっている移動常任委員会とか何とかを見ても

らうのなら、全く問題ないと私も判断できたのですけれどもね。「それは良いよ」「そのままやりましょう」

というようなことであれば、それは大いにやってもらうことには良いですけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今の議長のご意見含めて。はい、根本委員外議員どうぞ。 
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○委員外議員（根本道明君） 今までも、前回やったときも、例えば新聞記者だとか、顔の分からない人

もかなり町民の側に座っていましたですよね。それによって町民の人方が、意見をとだされたとか、意見

が変わったというようなこともなかったので、そういう意味では、今加藤委員がいったように、規制して

いないのであればよろしいのではないかと言う考え方ですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 私思い出しましたけれども、前回のときなのだかジャーナルというのが、虎杖

浜の報告会に来られまして、立て続けに聞かれましたね。２回目の時です。自主的にやったときです。そ

ういえばかなりやられました。あれは自主的だから、町民以外の方が入ってもどんどんどんどん全部発言

受け付けたんですよね。なんだかジャーナルにそれが全部出たのですよ。今、根本委員外議員が言ったけ

れど思い出しました。分かっていたけれど全部受けてやったのだよね。質問にも全部答えたのだよ。 

はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 委員長おっしゃっているときの、北方ジャーナルの質疑応答というのは、我々も

うそのときはバッチはずれていますからね。前議員としての答えですから。それに対して書かれることに

ついては、事実か事実でないかは、それは読者が判断することであって、名誉毀損だとか何とかの状態で

もなかったですから。 

 ただ、今回の場合は、今いったとおりアウトサイダーで来られるということであれば、全然問題ないと

思います。さっき予断で言いましたけれども、開かれた議会というのも我々の議会改革のテーマでもあり

ますから、いっぱい聞きに来てくださいと。報告を見にきてくださいというスタイルであれば、あまり過

敏になる必要はないかなと思います。やっぱり司会者いるわけですから、その動向の中でまずいなと思っ

たら静止する。また、セコンドするということをしてくれれば問題ないと思いますけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、根本委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（根本道明君） 今感じたのですけれども、例えば、町民の人が挙手をして質問をしますよ

ね。その時に名前と簡単な住所というのが必要なのかどうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 正式な前回のときも、名前は言っていただきましたよね。ただ、住所は聞かな

かったかもしれない。地域ね。名前と地域は必要ですよね。名前は絶対必要だと思うのです。それは失礼

ですよ。質問する人が名前も言わないで聞くなんて、それは町民として変だものね。事前にちゃんと司会

者。吉田副委員長と私できちんと言いましょう。 

 それでは、伯耆町の夜の議会報告会への参加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） ではそのように取り計らいをいたします。これで視察は正式に受け入れてやる

ということになります。 

 次。はい、局長から経過説明。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから先にお伝えしたいと思います。１８日の日、先週でしたが行

政相談ということで、生活環境課のほうへ電話が入ったそうです。内容は見ていただいているとおりです

が、匿名で今具体的に名前とかは言えませんけれども、議会のほうへ連絡して今後ないようにというよう

な話もございまして、議長のほうへお伝えしてございまして、議長のほうから今日皆さんのほうへお話し

がしたいということでございました。ちょっと見てもらって、以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） お読みになりましたか。はい議長、何かありましたら。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、私のほうから。今局長からお話しがありまして、その時のこういう

相談というか、町民からこういう話があったということでございます。 
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 これについて議運の皆さんに、議運の中でというより、各会派の代表もおられますし無会派の方もおら

れますし、この場で皆さんにお話すると会派に持ちかって、このようなことのないように十分気を付けて

いただきたいということだけなのです。特に場所も名前もわかりません。しかしながら、苫小牧辺りでも

いろいろこういう問題があって、いろいろと、この辺の地域では最大の関心事みたいなこと。まだ未だに

こういうようなことをやる議員がいるということは、私ども残念でしようがないのですけれども、だけど

きちんと議員である以上襟を正して、少なくてもこういうふうに思われないようなことを、是非していた

だきたいなということだけです。 

 報道の方も、今日は退席されましたので、正式に議事録に載るというのが非常に不本意ではございます

けれども、是非、帰ったら各会派の議員の方にこのようなことくれぐれもないようにということで、お伝

えいただきたいなという具合に思います。 

 私、感じるに、議員に対するいろんなことを町民の方から言われるし、批判もされますし、良いことも

言われますけれども、批判のほとんどは、日ごろこういうようなことばかりではないと思いますけれども、

議員として町民の目から見たらいかがなものかという行動に対して、議員の資質を問うていると思います

ので、是非、日ごろの行動にもさらに注意をしていただくようお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この事実は事実だろうと思うのですけれども、逆に名前も言わない、場所も言わ

ない。ある特定の人に対してでっち上げということだって考えられるのですよ。だから、きちんとそのあ

たり、個人名と例えば店の名前と、公表しなくても結構ですけれども、議長なら議長でいいのですが、把

握しておられるのかどうかですね。例えば担当官がこれを把握していのかどうか。本当か事実かどうかで

すよ。 

 作為的にやる気だったら、なんぼでもこういうことは批判の対象にはできるわけだから、でっち上げだ

って意識的にできるわけですよ。それが恐ろしいのですよ。僕はこれは事実だと思います。だけれどもこ

ういうことが常に批判されるということになると、「議員は」「議員は」というようなこと、ちょっとした

ことでも言われるような危険性をはらんでいる問題だと思うのですよ。事実確認をしているのかどうか、

それをみんなに知らせるとかそういう意味ではなくて、公表すれとはいわないけれども確認しているのか

どうか、そのあたりはどうなのですか。 

○議長（堀部登志雄君）  私は、確認はしておりません。このとおりです 

○委員（加藤正恭君） 担当はどうなのですか、受け付けた葛西君は。 

○事務局長（上坊寺博之君） 書いているとおりです。本人が申し出ていませんので確認のしようがない

です。電話で受けていますから。ただ、事実行為としては議会に伝えなければならないという、担当課の

ほうでもありますから、それで伝えてきたのです。作為的かどうかというのは分かりません。ただ、行政

相談に対してくるということは、何らかの形でなければ来ないと思います。 

○委員（加藤正恭君） これについては事実だろうとは思うのだけれども、ただ、意識的にやられる危険

性だって無きにしもあらずだと思うですよ。意識的にやるとすればね。特にこれから選挙の時期になれば、

個人批判なんていうこともやれないわけじゃないですよ。ですからそのあたり、十分踏まえた上でやらな

いと、なんでもかんでも電話できたら全部議員がやったのだということばかりでもまずいと思うので、そ

のあたり十分検討しなければならない問題だと思います。 

○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） 本件について、詳しいこと分からないと思うのですが、例えば、この状況に
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ついて、全く分からないのですが、処理の仕方によってあとでまた問題が大きくなるようなことはないの

でしょうか、これについて。例えば電話を受けた状態によって。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、分かりました。暫時休憩をいたします。 

 

休   憩（午前１１時１０分） 

 

再   開（午前１１時２５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。いずれにいたしましてもこの問題で何か

の結論を出すというのはなかなか難しいと思います。今ご議論ございましようにね。ですから、吉田副委

員長が言われたような心配もございますけれども、今回につきましては、やっぱり各会派にこれを持って

帰って、そしてきちんとこういうことが町民の中で、話しにならないような、議会の品位をきちんと保っ

ていくということで、十分注意をして、こんなことが出ないようにことに当たると。これは事実かどうか

もわからない話ですけれども、そういう程度でとどめたいと。ただし、こういうことが現実的に行われて

いるとしたらこれ大変なことですから、ですからやっぱり会派できちんと、こういうことはないようにと

いうことできちんと徹底するという範囲でよろしいのではないかと思うのですけれども。 

はい、根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） それとこの文章は、名前も名乗っていない事実関係も定かではない。こう

いう文章をやはり課長まで上がってきて、こちらに上がる時には、ここまで持ってくるときには、やはり

そういうようなことをきちんと聞いて、そして持ってきてもらいたいと。 役場のほうに、こういう相談

窓口に来た場合は。  

○委員長（大渕紀夫君）もちろん名乗っていただけるのが一番いいと思うのですけれども、相談するほう

はこれが事実だとしたら、本当に困ってきているわけですよね。ですから今根本委員外議員が言われたよ

うに名乗っていただければ一番良いのだけれども、名乗らないのはおかしいのではないかということにも

なると思うのですけれども、しかし、この方が町民だとしたら名乗らないでいたいこともある場合もあり

ますよね。 

 ですから、なるべく名乗っていただけるのが一番いいと思うのだけれども、絶対にというわけにもいき

ませんので、そこはひとつ各会派で十分気を付けていただくと。それ以上議論しても、これしようがない

話しです。各会派でそこは十分徹底指定いただきたいと思います。他、委員の皆さんから何かありますか。 

なければ、議会運営委員会を以上で終わりたいと思います。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午前１１時２８分） 


