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平成１９年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１９年３月２０日（火曜日） 

開  会     午後   ２時２１分    

閉  会     午後   ６時３３分 

             

○議事日程  

協議事項    平成 19 年第１回定例会について（議員の発言の取り消しについて） 

                        

○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   玉 井 昭 一 君              西 田 祐 子 君 

        及 川  保  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） ご苦労様でございます。緊急の議会運営委員会を開催いたしたいと思い

ます。 

                                           

○委員長（大渕紀夫君） 傍聴は許可してよろしいですね。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） そのようにいたします。根本委員につきましては、今、話をしまして, 

この会議には、正確に言えば除斥の対象にはなっておりません。しかし、出席なさらないというこ

とで、今、お話をして参りましたので根本委員は出ません。正式な議会運営委員会のメンバーでは

ございません。委員外議員でございますのでそういうことで取り扱いをいたします。熊谷委員につ

きましては午後からちょっと家庭の事情で欠席をしておりますので参加しておりません。 

 まず、第１番目にですね、予算等審査特別委員会の委員長が字句についての削除をどうするかと

いうことで提起をし、これが認められております、予算委員会の中で。それで、削除の文案をどう

するかということをまず最初に議論願いたいというふうに思います。今、渡されましたので十分読

まれて、精査をされて、その上、どこからどこまでが削除の対象になるかと。削除についてはもう

決まっておりますので、文案について皆さんでご審議願いたいと、こういうことでございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、私の方で読ませていただきます。 

 まず、根本委員の質問でございます。１答目の質問ですね。「211 ページの白老地区連合会運営補

助金 50 万円についてお伺いしたいと思います。町長は今年、厳しい予算ということで、全ての補

助金をカットということではなくて、削減をして歳出の削減をはかったわけであります。しかし、

この補助金に対しまして調べましたら、わずかながら減っております。補助金について、原則とい

うのですか、宗教団体これには補助金は出してはいけない。それと特定政治団体には補助金を出し

てはいけない。皆さんから集めた税金ですから、この辺のことは、補助金については、僕はそうい

うような認識をしております。その点について、代表監査、私はこう思いますが、たぶん間違いな

いと思いますが、その辺のことを一言、お伺いして。それとですね、私は、この質問をするにあた

りまして、こういうことがあったのです。実は去年の 12 月頃だったと思いますけれども、連合の

たぶん、かなり中枢の方だと思いますが、その方から、いろいろ質問を受けました。その中で、こ

の補助金おかしいのではないか、ということから来たものですから、ああ、なるほどなと思ったの

ですからね、僕は明解な答弁出来なかったのです。この補助金はですね、僕はですね、連合という

のは、政治団体だというくらいだと思っているのです。これに対して、皆さん方の考え方が違うの

か、この補助金を出すに当たって、特定政治団体じゃあないのかなと、思っておりますものですか

ら、この件について、どういう見解をもっているのか、この補助金を出すにあたってね、だから僕

はこれおかしいのではないかと、いう立場から質問させてもらいます。」まず、ここまでです。 

 １答目の答え。岡代表監査委員です。「この質問のことについて、監査委員の直接的な業務の範疇

にないのか、あるのか、ちょっと判断に迷っておりますけれど、一般論として申し上げれば、特定
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の政治団体等に支出出来ないという、常識的に考えてそうであろうと思います。」 

 煤孫助役の答弁です。「以前にも、根本委員からはこのようなご質問を受けております。私どもの

捉え方としては、やはり、こういう組織ですけれども、あくまでも労働者の皆さんの福利厚生です

とか、そういうものの考え方の団体と考えております。補助金を出しておりますけれども、実際、

完了報告というような形で、あがってきた場合に、補助金として、なじむところと、なじまない部

分があります。全体事業費と補助対象事業費というのがありますので、その中で区別をして、補助

対象事業というようなもの、のみをですね、この補助金を充当していると、いうような形において

も十分チェックしております。」 

 ここから２答目になります。根本委員です。「今、補助金の 50 万を出している、そして政治団体

ではない、そして、そのお金は適切に労働者のために使われているのだというふうな答弁でござい

ましたけれども、あの実はここに去年の 12 月９日の連合のですね、定期総会の資料がございます。

この資料若干その部分だけ読ませてもらいます。この予算の 150 万のうちのですね、50 万くらい、

3 分の１くらいが補助金の中で賄われております。そして合算されていますね。決算の中ではね、

それまず１点捉えていて下さい。そしてですね。ここで読ませていただきますが、まず、政治に関

する取組みという部分がございます。この中にですね、「選挙は行なわれなかったが、鳩山由紀夫後

援会や田村龍治後援会などの主催行事等に参加をいたしました。」と。例年、鳩山由紀夫新春の集い、

田村龍治パークゴルフ大会、鳩山由紀夫サマーパーティー、田村龍治芋掘りイン厚真、このように

してそれには参加をしております。そして、またその次にですね、政治制度改善の取組みという所

ではですね、「連合推薦議員との連携を図りながら」という事を謳っております。これ総会資料です

からね。それからですね、またこのようにもやっております。来春知事選挙は連合北海道推薦候補、

道議会は現職の田村龍治の必勝に向けて取り組みます。参議院選挙については、選挙区現職小川勝

也、また鳩山由紀夫後援会や田村龍治後援会などの主催行事についても昨年同様参加すると、この

ように書かれております。それからですね・・・、ここなのだよな、キーポイントは。」これで委員

長が注意していますから、これは飛ばします。再度です。「そして、その取組みは来年に来る統一地

方選挙及び参議院選挙においても与野党過半数割れに追い込み、政治交代を実現し、勤労国民のた

めに取り戻すことで大事な戦いであり、民主党中心の政権実現の展望を開くことに戦う、とこのよ

うになっているのです。こういうふうな資料を出されて、なおかつ先ほど言った３分の１のお金、

そして町長は子どものスポーツ少年団のお金をやめて、３分の１削って今年の予算を作っているの

です。予算概要にもありますけども、いろんな補助金、全部軒並み削っております。その中でこの

ようなことがそのまま行なわれているのが、僕ほかの市町村にも聞きました。そしたらまだやって

いるのかと、いうふうな返事も返ってきた町もありました。まだ白老さんやっているのだという町

もありました。実際に。僕ね、こういうふうな特定の政治団体に補助金を出すのであるならば、共

産党さん、公明党さん、自民党さん、民主党さんだけに出すのであれば、みなさんに公平に出して

いただきたい。たぶんみんな断ると思います。子どもの補助金を削ってまで僕らにくれよとはしな

いと思います。これ町長ね、お聞きしますけど、なぜこのようなことが現実的に行なわれているの

か、僕あるところでは、小遣いでやったのだろう、連合推薦いただけなければ困るから、町長小遣
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いでやったのだろう、という話が返ってきました。そういうふうなことで、何でこれが行なわれて

いるか、じっくりそれは検討して話してもらいます。」 

 町長の答弁です。「今の訂正していただきたいのですが、これ私町長になる前から連合に補助金を

出しています。私が決して連合に小遣いを出して選挙活動をしているみたいな言い方は納得できな

い。それと連合を政治団体と位置づけを、ちゃんと政治団体の登録しているかは分からないです。

ただ予算をつける段階では労働団体と。要するに、連合が賃金闘争もしているじゃないですか。集

まって、今年は千円確保しようとか、２千円確保しようとか、そういう自分たちの要するに生活費

のための賃金を上げるための団体だと理解しています。ただその中の一部として政治活動もあると

いう私は捉え方をしています。以上です。」 

 根本委員の質問です。「町長、小遣いでやったのではないかなという部分は言い過ぎだったかもし

れませんけれども、それで町長ね、お聞きしますけども、確かにこれ以前からずっと連合に対する

補助金はやってきています。そしてスクラップアンドビルドというふうな事で補助金をずっと削っ

ていますよね。そして新しいものに構築していこうと、適切に補助金をやっていこうと指導してい

る、口では言っていますよ。言っていますけど、なぜこれがこのまま生きてくるのかなと、またこ

れからも永遠にこれを続けていくのかどうなのか。来春以降もですね、この予算を続けていくのか、

またあるいは適正指導をしていくのか、このように総会資料に出ている訳ですから、特定政治団体

として認めていないと言ったって、これ事実やっていることは後援活動の１つに他なりませんよ。

言って下さい。そういう事をきっちりやっていただきたいと思います。」 

 総務課長です。「私の方から１件だけ、政治団体という表現されていますので、そこの部分だけ言

いますけども、いわゆる政治資金規正法で届け出を有する政治団体ではないということでご理解願

いたいと思います。」 

 町長の答弁です。「福祉でも障がい者もなんでもそうなのですがね、自分たちの権利を守ろうと、

そのために特定の候補者を応援するということは有り得るのですね。いろんな団体で。ただそれを

ですね、特定の候補者を推したから、即ですね、政治団体という決めつけは違うのではないかなと。

それは政治活動、規制法に基づく政治団体ではないのです。ですから、適切な政治団体という表現

は違うのかなと思っています。ただ連合については、労働者の権利、さらには生活向上のための団

体だという連合については私はそういう捉え方をしています。」 

 委員長が、「委員長において、ただいまの発言そのものが不適切と認めますので、発言の取り消し

を命じます。後刻、記録を調査しまして処置することにいたしたいと思います。」ということで削除

留保しております。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、局長が読み上げましたけれども、削除の箇所について、最初に

どこからどこまで削除をすればいいかということでのご意見を賜りたいと思います。 

 １答目はどうですか。質問及び岡、煤孫両氏の答弁。ちょっと認識が違っているところあります

けどね。 

 次、２答目。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １答目の質問、それから岡代表、煤孫助役の答弁まではいいと思います。
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２答目の根本委員から発言。これに関連したずっと、何でもないところもありますが、それをカッ

トというわけにはいかないから、これ以降全文カットしてもらった方がいいのではないかと思うの

ですが。ただですね、再質問に対してですね、町長がちょっとおかしいのではないですかと。３ペ

ージ目ですね。「今の訂正していただきたいのですが」というのは、これは２問目に言ったことに対

して町長がこういう答弁をしているわけですね。だから、根本委員が言ったのも再質問で、途中で

委員長の言葉がちょっと入っているけれども、これはずっと連続しているわけですね。委員長が「も

う少し簡潔に」とか何とかという文章は入っているけれども、これはずっと連続しているというふ

うに理解しますと。連続しているのですよね。ですから、これがずっと、やっぱりカットしなけれ

ばうまくいかないのではないかと思うのですけれどもね。これが出たために、町長の「今の発言を

訂正していただきたい」という言葉が出てきているというふうに理解するのですが。１問目ではそ

ういうことは出ていないから。どうでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、加藤委員が言われたのは１答目の質問と答弁以外は全てカットする

というご意見ですか。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 答弁をカットすることができるのかと思って、聞こうと思ったのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） できないです。 

○委員（吉田和子君） それなら、それに繋がるような文章を抽出しなければならないですよね。

まるっきり全部切っちゃったら、答弁だけ残るのはおかしいでしょう。そうしたら、やっぱり繋が

るよう残さなければならないということですね。 

○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） ２答目の質問で、当初の金額の欄ございますね、中間まで。これにつ

いては現況、別に問題ないと思うのでございます。ただ、ここで特定の方の名前が入っております。

それから、連合の総会資料を持ち出して質問しておりますので、これについて、後々の問題で何か

派生すると困るなということでございますので、この特定の方の前と連合の総会資料に関連する部

分を削除して繋げればなという考えを持っておりますがいかがでしょうか。50 万、150 万の金額に

ついては、これは現実でございますので。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、吉田正利副委員長が言われたのは、ずっと文章を読んでいくと、３行

目にもう「定期総会の資料がございます。」とこう言っていますね。これに基づいて、あと以下がず

っと出ているわけですよ。ですから、２問目を全部やらなければ、ここはいい、ここは悪いという

わけにいかないと思うのですね。ただ、今、町長の答弁、それから、総務課長の答弁、それは残さ

なければならないということになるのであれば、その答弁に対しての根本委員の質問条項は載せな

ければ駄目だとこういうことになってしまいますね。他のものはカットしても、何を言っているの

か分からなくなってしまう。聞いてもいないことを・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは仕方ないです。不適切な部分を削除ですから。 

○委員（加藤正恭君） 仕方ないの。文章成り立たなくても。 

○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） 総務課長が答えているのは、１答目で「連合というのは政治団体だという

ぐらいに思っているのです。」というふうに言っているから、それを否定したということで捉えても

いいのかなというふうに思うのですが。２答目の全部をカットしたら、次の答弁がちょっと無くな

ってしまうので、最初の７行目までぐらいは入っているも大丈夫なのかと。『ここの中にですね、「選

挙は行なわれなかった・・・」』、ここからは消して・・・、その前からか。さっき、吉田正利副委

員長が言ったように 150 万は出していますよねって。その中で３分の 1 ぐらいは補助金で賄われて

いると。最後の方に、「なおかつ先ほど言ったように、今年の予算を作っているのです。予算概要も

ありますけども、いろんな補助金を削って・・・。他の市町村にも聞きましたけども、まだやって

いるのかというふうな返事も来たということであるのだけれども。」ということに繋がっていったら、

その中は抜いてしまうという形になるのかなと思って、今、見ていたのですけど、どうなのでしょ

う。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） なるべく議員さんというのは、議場の中で発言が保障されています

から、だから、最小限の本当に不穏当の部分を削除するという意味なのですよ。だから全文、言っ

ていることを全部ひっくるめてね、そっくりというのもあるのかもしれませんけど、そういう訂正

はあまり好ましくないのかなと。本当に不穏当な部分、あとは個人が政治的責任を負うことですか

ら。例えば、障がい者の方で使ってはいけない言葉だとか、そういう部分を削除していくという。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） これ削除したら、削除した文章残しますよね、議事録として。そして、こ

ういう発言をしたというのは何かに残しておくのですか。原本はやっぱり残しておくのですね。そ

うでないと後から見た時に理解できないかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にですね、発言を削除するということにはならないのですよ、

もう。言葉に出して話していますから。まして、うちの場合は流れていっていますからね。ただ、

削除するというのは会議録上削除するのであって、会議録でも正本と言われるところには全文載っ

ているのですよ。それは削除できないということ。公開する文章を削除するだけなのです。ですか

ら、発言した記録はずっと残るということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） ちょっとお伺いしたいのだけど。もし、仮にですよ、この削除した

文章を見て、誰かが事務局に問い合わせをしたと。中身を教えてくださいと言ったら、教えなけれ

ばならないのでしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） 教えないですよ。 

○委員外議員（玉井昭一君） それは削除したことですから伝えることが出来ませんで済むのかい。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、公開文章というのはそこまでですので。原文は載りますけど、

でも、最終的な裁判事例とかそういうふうになれば分かりませんけど。出さなければならない場合
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も出てくるかもしれませんけど、一次的にはそこまでは要求には出られないと。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 例えば、図書館に議会の議事録、それは削除されたものが公開されるわけ

ですね。それはいいのだけれどもね。２回目から、例えば質問者のやつを削除して、町長、総務課

長それらの答弁は残っているわけですね、議事録に。そうしたら、読んだ人は何を言っているかわ

からないでしょう。本当の議事録にはならないのではないですか。というのは、質問事項がないの

に、今の発言は訂正してくださいと町長が言いますね、それは残るわけでしょう。そして、私は小

遣い出して選挙活動しているみたいなことを言われるって、あれ、根本さん、どこでそんなことを

言ったのだということになってしまうのではないのですか。おかしいな。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ、削除する場合、例えば、町長の部分を削除するというのは、これ

は町長が削除すると言わなかったら削除できないものですからね。我々が削除するというふうには

ならないでしょ、それは。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） だから、今、言ったように、２回目の質問から根本委員の発言を削除する

のだと。したがって、町長、それから、総務課長の発言も削除してもらうようにしていただきたい

という申し入れをすれば、町長と総務課長がいいですよと言った場合は削除される、そうしなけれ

ば削除されないということであればね。議事録をきちんと、やはり町民が見てわかるように。議事

録公開というのは何のためにやるの。そうでなかったら、町民が読んだって何を言っているのか分

からないものを議事録公開して、何の意味があるのだろう。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会議録公開と、発言の取り消し・訂正というのは、また、別問題で

すから。取り消した部分は淡々と取り消し、訂正した部分は淡々と訂正しますし。ですから、公開

した部分は、その部分は訂正するか、削除して公開するというだけにすぎないのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 一番最後のところにですね、委員長が「私の委員長において、ただいま

の発言そのものが不適切と認めますので発言の取り消しを命じます。」という具合に言っていま す

よね。発言そのものがということで、あらかじめ宣言しているということですから、かなり大幅に

発言をやっぱり取り消させた方がいいのかなという感じがしますよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、議長がおっしゃられたことは、及川委員長のあれを見ると、「ただいま

の発言そのものが不適切と認めますので、発言の取り消しを命じます。」ということは全部というふ

うになるのか、それから、部分的に不穏当なところを取り消しさせますというのか、これだけでは

ちょっと判断できかねますよ。そうでしょ。だから、全文だっていうのなら分かるのだけども。そ

うではなくて、どこが発言取り消しかということは、委員長は述べていないです、これでは。 

○委員長（大渕紀夫君） 会議における議員の発言について、不穏当・不適当な事例があったよう

に思われる時は、議長なり委員長が不穏当・不適当な言辞があったように思われますので、後刻、

記録を調査の上、処置しますと宣告し、記録を調査の結果、不穏当・不適当であると認めた場合は
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本人の了解を得て、その部分を取り消しし、配布（閲覧用を含む）する会議録にはその部分の発言

は記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。執行機関の発言の取り消し及び訂正

については、議員の発言に準じて取扱うとこういうふうになっているね。 

○委員（加藤正恭君） 準じてね。いや、それなら分かるのだわ。準じていない。読んだって一貫

性ないものね。準ずるということは、質問に対して準じた発言ということ。 

○委員長（大渕紀夫君） いや、執行機関の発言の取り消し及び訂正については、議員の発言に準

じて取扱うということですから、執行側がこれを取り消すというふうに我々が申し入れていいよと

言った場合はいいという意味でしょ、これは。そういう意味だと思う。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にですね、委員長は根本委員の発言しか取り消しを留保して

いないですから、町側の留保をしていないですから訂正はできないという。というのは議長が、委

員長も議長に準じて取り消し命令するのですけど、これは基本的に発言があった時にその場で不穏

当な箇所を示して取り消すのが原則なのですよね。だけど、それは実務上難しいですよね。どの部

分が不穏当にあたるか、不適切にあたるかというのは難しいから留保するのですよ。だから、その

場で取り消しをしなくても、取り消しを留保したということの法的な・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今の事務局長の話ではわかるのですが、さっき大渕委員長が言ったように、

質問者の発言の取り消し部分に対して町長が答弁しているのだけれども、質問した部分を取り消す

のであれば、それに準じて答弁した町長の発言も、分かりやすく準じて、訂正とは書いていないに

しても、準ずるということは質問に対して、それに関わった答えをしなければならないわけ。別に

ならなければ、ならないのではないのですか。そうしたら例えば、小遣いだよと言ったという部分

を削除するのでしょ。ところが町長の答弁をこのまま載せるとしたら準じていないわけですよ、載

せてしまうのだもの。 

○事務局長（上坊寺博之君） 取り消ししていないですからね。町長の発言に対しては取り消しし

ていないですから。 

○委員（加藤正恭君） だから、質問者に対して、答弁が準じていないということさ。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の準ずるという意味はね、取り消し方のことでしょ。内容ではなくて。

それから、理事者側も不穏当な発言があった時に取り消しを命じますと言った時に、その扱い方が

議員の発言に準じますよということですから。そういう意味ですからね、準ずるということは。だ

から、やっぱりちょっと違うのではないかなと。 

○委員（加藤正恭君） そういう意味ですか。議事録がめちゃくちゃだわ。議事録にならなくなっ

てしまう。それでいいのですかね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今までもそうですよ。その部分だけ取り消すだけですから。 

○委員（加藤正恭君） いや、今回の場合はちょっと違うだろう。 

○委員外議員（玉井昭一君） いや、取り消したって、みんな中身は読めばわかるさ。町長が全部

言っているから、みんな分かる。 
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○委員（加藤正恭君） だって、根本委員の言ったことが取り消されているのに、町長は言ったと

いうふうに答弁しているわけでしょう。それが残るとすれば、読む人はわからないよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 決定した後、きちんとその根拠が無ければ駄目だと思います。多く削っ

ても、少なく削っても駄目なのです、この場合は。ですから、どこが不穏当発言にあたるかという

ことをきちんと限定して、言葉と同時に繋がりも含めてですけれども、一定限度はね、主に言葉を

中心に不穏当発言をきちんと削除するというふうにしなくてはいけません。この議論は早く片付い

たからいいということにはなりませんので、３時から予算委員会が再開されることになっておりま

す、予算委員会終了後、再度、議会運営委員会を開いて、この中身についてきちんとしたいと。こ

れは発言者の権利の問題にも関わります。我々がそこに越権するということは出来ませんので、き

ちんとした論拠をもって、この部分を削除するなら削除するというふうに決めたいと私は思います

けれどもいかがでしょうか。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そうなると、ご本人をここにおいでいただいて、本人の了解を得なければ

ならないのではないですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 終わった段階で、そのことについてはきちんと本人に確認をいたします。

もし、本人が確認をされた時に、それで異議がありということであれば再度、議会運営委員会を開

かせていただきますので。そういう手続きで行きたいというふうに思います。本人が入らない方が

いいと思いますので、そういう処置で行きたいと思っています。以上。では、一たん、休憩します。 

休   憩      午後 ３時００分 

                                                 

再   開      午後 ５時１８分 

○委員長（大渕紀夫君） 先ほどに引き続きまして、議会運営委員会を再開したいと思います。熊

谷委員につきましては、白老に戻りましたのでもうすぐこちらの方に来ると思います。根本委員に

つきましては、先ほどと同じ状況であります。その他、及川委員が委員長という立場で委員外議員

で入りたいということの要請がございましたので、それは私の方で許可をしましたので、来られま

したら委員外議員として取り扱いをするというふうにしたいと思います。 

 それでは、先ほどに続きまして、どの部分を削除するかということで。ちょっとバタバタしてい

ましたので、あまりまだまとめていないかもしれませんけれども、とりあえず局長の方から一定の

考え方含めて案を出していただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。これは厳

密な部分がございますので、私意的なことや感情的なことを入れるのではなくて、純然たる不穏当

発言の部分だけを除くというふうにいたしたいと思いますので、そういう視点で局長の方から案と

いうか考え方。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、一つの叩き台として捉えていただきたいと思いますけど。午

後入る前に副議長の方から、連合白老の活動に対しての批判と町長の小遣いという部分を強調して

言っていらっしゃいましたので、私としてはまず、２答目ですね。１答目は勘違いの部分はあると

思いますけど、これはこのままでいいのかなと思います。それで、２答目の総会資料に基づいて引
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用している部分は個別で名前を出ていますので、そこの部分を削除の対象にしたらどうかなと思い

ます。厳密に言うと、６行目の「ここで読ませていただきますが・・・」というところからですね、

下から 11 行目「・・・と、このようになっているのです」となっていますね。そこまで引用文なの

ですよね。そこを対象にすると。それと、下から５行目「僕ね・・・」というところから一番下ま

で。これは特定政党なんかを出して皮肉っているような感じがします。それと、次のページの「こ

れ町長ね・・・」というところから最後まで。カットの対象ということで抑えてください。それと、

次の３答目の冒頭で「町長、」と言っていますよね。それから、「連合に対する補助金はやってきて

います。」と、そこで小遣いの話をしているのですけど、この部分ですね。まず、そこまでちょっと

抑えてください。あとはちょっと検討してください。それと、そこの下「来春以降もですね、」と書

いてありまして、そこの下「このように総会資料に出ている訳ですから、特定政治団体として認め

ていないと言ったって、これ事実やっていることは後援活動の１つにしか他なりませんよ。」とここ

までです。あと、「来春以降」云々というのは一応そんなに言葉としては問題ないです。言葉として

は繋がらないですけど。この部分でちょっと検討してもらったらいいかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりましたか、場所は。１ 答目は問い及び答弁についてはこのままと。

２答目の上から６行目、「ここで読ませていただきますが、まず、政治に関する取組みという部分・・・」

云々というところからずっと行って、下から11 行目「民主党中心の政権実現の展望を開く・・・」

云々、ここまで全部。下から５行目、「僕ね、こういうふうな特定の政治団体に補助金を出すのであ

れば・・・」というところから、「たぶんみんな断ると思います。」云々という２ページの最後まで。

３ページ。一番上全部です。「これ町長ね、お聞きしますけど、なぜこのようなことが・・・」とい

うところから、「じっくり検討して話してもらいます。」まで。それとまん中。根本道明君の下。「町

長、小遣いやったのではないのか・・・」という部分から、「連合に対する補助金はやってきていま

す。」まで。そして、「来春以降もですね、」というところありますね。「来春以降もですね、この予

算を続けていくのか、またあるいは適正指導をしていくのか・・・」云々というところから最後ま

で。「後援会活動の１つにしか他なりませんよ。」と。その部分をカットしてはいかがかと、こうい

うことであります。ご検討願いたいと思います。暫時、休憩をいたしますので読んで、そして、こ

こをもうちょっと残した方がいいとかというところがございましたら言ってください。今はある意

味で言えば最大限のカットの部分を書いています。それ以外の部分でどうしてもという部分があれ

ば別ですけどね。 

休   憩      午後 ５時２８分 

                                          

再   開      午後 ５時３４分 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。これはやっぱり念には念を入れるべきだと思い

ますので、初めの部分ですね、２ページの部分ですけれども、これどう読んでもやっぱり、「特定の

政治団体に補助金を出すのであるならば」ということが全体として貫かれている部分なのです。こ

の主張の部分ね。消えている部分ですよ。ですから、これはそれを前提にして文章が成り立ってい

ますので、やっぱり、この部分についてはまずいですね。そういうふうに思います。あと、今のと
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ころでそういうことでない部分があれば言っていただきたいと思います。最後に消えている部分、

「このように総会資料に出ている訳ですから、特定政治団体として認めていないと言ったって、こ

れ事実やっていることは後援活動の１つにしか他なりませんよ。」これはどうですか。今、言ったそ

の上の部分、「町長、小遣いやった」云々とある、その後ね、「それで町長ね、お聞きしますけども、

確かにこれ以前から、ずっと、連合に対する補助金はやってきています。」これはやっているのだわ。

これはいいんだね、残してもね。「それで町長ね、・・・」というところからは削らなくてもいいの

ではないかい。今のところ。「それで町長ね、お聞きしますけれども、確かにこれ以前から、ずっと、

連合に対する補助金はやってきています。」と書いているでしょ。これは事実でしょ。何も別に連合

を非難しているわけでも、町長を非難しているわけでもないでしょ。これは、だから、残してもい

いのではないですか。だから、カットする部分は「町長、小遣いでやったのではないかなという部

分は言い過ぎだったかもしれませんけれども」と、これは一応謝っているのだよな。言葉で残すと

いうのはやっぱりまずいか。そうしたら、「それで町長ね、・・・」という部分はカットしなくても

いいと思うのだけど、どうですか。前の方は消す。これは何も非難しているわけでも何でもないで

しょ。この文章だけ見ると、前後のことを考えないと、さっき言った最後の部分、「このように総会

資料に出ている訳ですから、特定政治団体として認めていないと言ったって、これ事実やっている

ことは後援活動の１つにしか他なりませんよ。」と、カットか。カットかな。これは政治団体かどう

かという議論をしているのだよな。これは連合のことだとか、町長に対する小遣いがどったらこっ

たらというところは入っていないのですよ。ただ、前の部分がカットされたら何か変かな、やっぱ

りね。だけど、これぐらいのことは普通言っているでしょ。これはカットすべきかどうかという辺

りだな。一般的にこれぐらいの議論は普通しているのです。議会の中ではしていますよ、これぐら

いのことはね。ただ、今、加藤委員が言われたように前段のことがあるからそうなるのですけどね。

それでは、ご意見ないようですので２ページ目については傍線の部分をカットいたします。３ペー

ジ目については、「それで町長ね、お聞きしますけども、確かにこれ以前から、ずっと、連合に対す

る補助基金はやってきています。」これは生かします。そういうようなことで本人にこれだけ議事録

削除ということでお伝えをするということでいかがでしょうか。いいですか、皆さん。委員の皆さ

ん。 

○委員（加藤正恭君） これ、本人が駄目だと言ったらどうなるの。 

○委員長（大渕紀夫君） 再度、議会運営委員会を開きます。本人は削除しているということを認

めていますので、委員会の中で認めていますので、これが駄目だと言ったら、再度、ここが駄目で、

これ事実と違いますから皆さんどうですかとお諮りをしなくてはいけないと、こういうことになり

ます。ですから、根拠を明確にして、相手の方にお話をするというふうにしなくてはいけないと思

います。僕でも、事務局長でも、これを示すのはかまわないと思いますよ。他どうですか。いいで

すか。では、この今の文案で根本委員に変更をきちんと、この削除でいいかということを諮りたい

と思います。それで、本人が良ければ・・・。他いいですか、この件につきまして。そういう処置

でよろしゅうございますか、議会運営委員会全体の意思として。委員長は変えるというふうにして

いるのだけれども、最後の部分でね。「不適切と認めますので、発言の取り消しを命じます。」とい
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うことで命じているのですよ。その文案を今、検討したということですから。命じているわけです

から、そのままなのですけれども、運営基準に書いているそうですので、きちんと本人に確認をし

て、これは削除するという処置を取りたいと思います。本人がＯＫであればね。そういうことでよ

ろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） では、そのように全会一致で取扱うということにしていいですね。 

 委員外議員玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 及川委員長ね。一番最後４ページの下から７行目。これは、「考え方

はいいのだけど・・・。」と言っているのだけど。内容の問題ではないの。それなら問題ないけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これはたぶんね、喋っているのをそのままおこしているからね、こ

ういうふうに文字になるとそういうふうに受け止められるのであって、たぶん、喋っている時は皆

さん、そういうふうに聞こえていないはずです。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことですので。他ございますか。とりあえず、この削除の件に

ついては一たん終わります。いいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのように事務局から本人に通知をし、これで削除がいいか

どうかということは確認してもらいますので、そのように議運の皆さん方は了解願いたいと思いま

す。 

 その他。加藤委員、何かありましたら、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） ちょっとね、仮定の話で申し訳ないのだけれどもね。連合さんの方から議

会に対して何らかの行動が、無ければいいのですけれども、あった場合の対処方法はどうするのか。

もちろん、こういう説明も必要でしょうけれども、それはご本人にお任せにするのか。議会で何ら

かの弁解をするのか。その辺りはどうですか。対応策として。バラバラでは困ると思うものだから。

無ければいいのですよ。向こうから行動が何も無ければ、それでいいのだけど、もし、議会に対し

てね、議長に対して申し入れがあった場合にどういう対処をするか。仮定の話だから、仮定には答

えられませんということになれば、それで済むのだけれども。可能性としてはね、やっぱり行動が

あるふうに考えておいた方がいいと思うのだけどね。無ければいいのだけどさ。あった場合の対処

法。それは考えておかなくてもいいかということ。どうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） もう一つはやっぱり、副議長という立場での発言だということか、議会

として問題になるとしたら、やっぱり副議長としての発言というところがね、どう町民の皆さん方

が捉えるかということはあるかもしれませんね。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 加藤委員は例えの話をされましたけれども、やっぱり本人がこういったこ

とで一部分を取り上げてお話をされたわけですよね。そういった部分では、向こう側が出てくるの

を待つものなのか。こちら側がやっぱり、こういう議論をしたということに対してこういうふうに

しましたと、そういうことで納得していただけるかどうかというようなね、こちら側からやらなく
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てもいいのかなと反対にちょっと思ったのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それも考えなければならないけれども、それは議会でそちらへ行くという

ことではなくてね、副議長個人がそういう気持ちになって行くのはいいのだけれども、行って来い

とかさ、行くなとか、そういうことまで我々は指図というか、そういうことはできないと思うので。

本人がまずいことだったかなと、こういうふうに文章もみんな、みんなと言ったらおかしいけど削

除されて、それで反省の念でもって自分が自主的にそちらへ行って、迷惑をかけたと、真意はこう

ですと、こういうことで行くのならいいけれども、こちらから行きなさいとか、行くなとかって議

会としては言えないし、私どもの会派ですけれども、会派の中でもそこまでね、行って来いとか、

行くなとかという指図まではね。会派の意見ではないですから、会派の代表じゃないから。会派の

代表で彼が発言したわけでもないからね。だから、会派としてどうのこうのというわけにいかない

と。だから、その辺りどうしたらいいのか。向こうから、仮にだけど、そういうふうになった時に

考えるのか。前もって行った方がいいのか。その辺り、ちょっと訳わからない、どうしたらいいの

か。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今のお話ですけども、もし、議会の代表として議長に行って来いと、行

けというような議会の意思であれば、行けるのです。それは行っても構わないですけども。そうな

った時にはですね、それなりの議会全体に対して、そういう行為をやったわけですから、それなり

のペナルティは、もし、科する必要があれば、それだけのペナルティは本人に負ってもらわなけれ

ば駄目だというような形にはなりますね。私が行くとなれば、議会を代表して行くとなりますから、

皆さん全体がやっぱりそういう認識で行くわけですから、そうなるとやっぱり、これだけ皆さんに

迷惑をかけたということでは原因者である本人にそれなりのペナルティなり何なりが無ければです

ね、ただ、皆さん、それを認めて、ただ、皆さん全体が悪かったのですというような形になってし

まいますからね。そういうことになると、やっぱり、どこまで踏み込んでこの件については考えな

ければ駄目だと。本人が行く分であれば、これは本人の責任においてやるということでね。どうす

るかは皆さんでやっぱり決めていただきたいと思うのですけど、そういうことになりますね。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 質問なのですけど。これ、ご本人に確認をして、その上で異議が無かった

ら、その部分を削除するということで決まったと思うのですけれども。時間を置くのでしょうか。

例えば、今日なら今日、すぐご本人に聞いてみて、それで、いや、この部分は自分の政治的信条の

中で発言しているから、この部分は絶対に削除してもらいたくないのだと仮に言った場合はもう一

度開かなければならないのですよね。日にちを置かない方がかえってよろしいのではないのかなと

思うのです。明日、また休みですからね。それで今、いろいろご心配されているような内容もあり

ますのでね。時間をかけないでやった方がよろしいのかななんて感じているのですけども、いかが

ですか。 

○委員長（大渕紀夫君） この文章を彼に確認してもらうということについて言えばね、それは行
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かなくても、ファックスでも何でもできますのでね、それはそういうことでＯＫかどうかという確

認はできると思います。それは今、山本委員が言われたように早くやった方がいい。本人もやっぱ

りそういうふうに思うでしょうから早い方がいいと。委員外議員及川議員。 

○委員外議員（及川保君） こういうことですから、とにかく、今、山本委員が言われましたよう

に早めの対応が必要だと思うのです。そのことが問題をさらに大きくしないことに繋がると思うの

ですけどもね。議長が先ほどおっしゃられたように、議会として何らかの対応をするとなると、や

っぱり一定の議会としてのけじめみたいなものを何かつけなければいけないとなるとね、非常にま

たこれ厳しいなと思って、今。私、そこまで実は考えていなかったのですけども。いずれにしても

対応は早くすべきではないかという考えでいるのですけども、皆さん、いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、言われているのはね、文章についてはすぐやります。それはそれで

僕はいいと思うのですよ。ただ、問題なのは、今の状況で、さっき言われたような懸念の部分が出

た時に議会として自助浄化作用がきちんと働いているかどうかということが、今、検証されている

わけですね。そこの部分を我々自身がどう考えるかということだと思うのですよ。その自助浄化作

用がきちんと、今の状況でこれを削除して議事録に残さないということで白老町議会の自助浄化作

用はきちんと発揮されたということであればいいのですけれども、例えば倫理条例で言いますとね、

そういう発言の部分でも十分注意するようにというのが出ているのです。町民全体の代表者として

品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれがあ

る行為をしないこと。これはね、不正の行為をしたということではないですけれども、議会の品位

の問題で言うとどうなのかというようなことがね、やっぱり事実、副議長という立場であれば全然

ゼロかというとそうではないし、そういうことに対して白老町議会はいったい何をしているのだと

言われた時にきちんと自助浄化作用が働いていますという状況は、私は必要だとは思っています。

ただ、それがお話し合いの中でどうするかということがあります。ですから、簡単に私もちょっと

考えましてね、例えば議長からの戒告とか訓告とかということを考えましたけれども、それはやっ

ぱり懲罰委員会を作らないと出来ないということですので、厳重注意とかというのは、単なる議長

の口頭の注意というのは、それは権限も何も無いもの、議会としてのけじめではないというような

判断にならざるを得ないというふうになります。ですから、そういうことになると、これは名前も

出ていますからね。まして、選挙がすぐだというようなこともあって、ちょっとそこら辺は。無い

ことを今から言ったってしょうがないと言われたら、それで終わりなのだけど。それはだけど、考

え方としては無いというふうにはならないのかなという気がするのですよね。名前出ていなければ

いいのですけど、これ名前出てしまっていますからね。委員外議員玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 今、ここで皆さん、懸念しているのであればね、やはり議会として

相手方に謝るのが一番ベターなのでしょう。それが一番早く解決することだと私は思うよ。それで

今、向こうからもし言ってきたらどうすると懸念しているよりも、向こうに謝った方が話は早いの

ですよ。誠意もあるし。 

○委員（加藤正恭君） 何で議会が謝らなければならない。 

○委員外議員（玉井昭一君） だから、今、こうやって懸念しているよりはね、その方がずっと解
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決するのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） いや、私が言っているのはね。議会としてのけじめをつけるという意味

であって、議会が謝りに行くという筋のものではないと、私は考えております。ただ、けじめはつ

けなくてはいけないとなればの話です。暫時、休憩します。 

休   憩      午後 ６時００分 

                                           

再   開      午後 ６時２４分 

○委員長（大渕紀夫君） 再開いたします。先ほど確認をいたしました、削除項目につきましては

早急に発言者に対して、これでいいかということを確認していただきます。いずれにしても、委員

会開会の明後日までには、そこの部分についてはきちんと行なうと。当人がこの削除項目では駄目

だということになれば、再度、議会運営委員会を開くというふうにいたしたいと思います。ここま

ではよろしゅうございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） その後の経緯につきましては、現段階としては状況を見るというしかな

いでしょう。いろいろなことを憶測でやっても仕方がありませんので、我々自身は自助浄化作用を

きちんと発揮させて、議会が混乱しないようにきちんと行なうと。同時に町及び連合さんに対して

もね、今後の対応がありますので、そういうことも含めて慎重な発言をしながらですね、個人であ

まり勝手なことを言わないで慎重な発言をしながら一つ、ちょっと時間を置くと。今、議会運営委

員会として何かの行動を起こすのではなくて、十分注意して動くと。それ以上ちょっと考え方がま

とまらないのですけれども。疑念があれば、ぜひ、出してください。あの時言っておけばよかった

なんていうのは一番駄目ですからね。もし、ありましたね、どんな小さいことでもいいから出して

いただいた方がいいと思います。いいですか、皆さん。吉田正利副委員長、どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 今日の委員会の成り行きというものをやはり本人にきちんと知らしめ

るべきであると思うのですが、この点はいかがでしょうか。ただ、文章だけで、先ほどの訂正文の

流れを確認するということになりますと、本人はこの経過をわからないわけですから、また、いろ

いろな考え方が二次的に出る可能性もあります。ですから、私は今、この会議の雰囲気を本人にや

っぱり事前に通知して、本人にもやはり判断させるべきだと思いますが。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、吉田正利副委員長の意見がございましたがどうですか。ただね、こ

れ一つあるのは、公式に行なうか、そこのことを。今、吉田副委員長が言われたことをね。やるに

しろ、やらないにしろ、公式に行なうか、非公式に行なうかということでかなり大きな違いがある

ような気が私はするのですけれども、いかがですか。私は、話しをするのは何も嫌ではございませ

んけれども、ただ、議運の委員長として、議会運営委員会の中で、僕はメモを取っていませんけれ

どもね、雰囲気を伝えるのは構いませんけども、それを公式にやった場合はちょっとやっぱりある

かなという気はするのです。正確に伝えるということを含めてですよ。公式にやった場合。議会運

営委員会として、こういう議論がされたということはいいのだけれども。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） どっちみちあれでしょ、明日は休みだから、明後日、議運をやるわけです
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ね。 

○委員長（大渕紀夫君） ９時半からはね。 

○委員（加藤正恭君） この問題も含めて。報告をしなかったらわからないでしょ。このとおり認

めましたということを議運の皆さんに報告しなければならないでしょ。公式な席上で。その時でも

いいのではないですか。今ここでどうのこうの言っても、本人の意思もあるだろうし。これはまず、

いいわけですから。削除の問題はいいとしても、それだって本人がまだイエス・ノーを言っている

わけじゃないから、その確認も含めて９時半からやると。その時にしかないのではないかな。ここ

で、ああだこうだって時間をかけて話したって、全て仮定の話ばかりになっちゃうから。 

○委員長（大渕紀夫君） いやいや。今、吉田正利副委員長が言われたのは、今、議論したような

ことを本人に伝えた方がいいのではないかと、こういう意見なのです。 

○委員（加藤正恭君） これまではいいわけですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） そうです。ただ、私が議会運営委員会の委員長として行ったら、公式に

行くということになりますよね。それで、その時のやりとりの問題になりますよね。それが得策か

どうか、得策というか、いいのかどうかというのは、かなり僕自身は疑問なのです、そこはね。だ

から、全く雑談的にお話をして伝えるとか、それとも、公式の場で言ったら、これはちょっと面倒

なことに・・・。吉田正利副委員長、どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 非公式ですが、前回、私の部門にも同じような問題がありました。そ

の時にここで協議した内容については、私は当事者にきちんと話しました。事前にですね。本人に

事前に話して、非公式に了解をもらっておきました。そのような非公式体制ですけれども、例えば、

失礼ですが、会派のどなたかがやっぱり非公式にお話をするとかという方法が僕は必要ではないか

と思うのですよ。本人もここにいないわけですから、このような協議になっているということを承

知していないでしょうし、ですから、全く無防備で明日、明後日の会議にまた臨ませるということ

が僕はちょっとどうかなと思うのですね。本人にとっても、僕はマイナスだと思うのです。これに

ついては、僕は別に話したって問題ないと思うのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） それは全然問題ない。だから、公式でなかったら、それは構わないです

よ、何ぼやったって。会派で複数でお願いできませんか、１人ではなくて。 

○委員（加藤正恭君）  雰囲気というのが難しいのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、それは会派にお任せするしかないですよ。我々がごちゃごちゃ

言うことはないのだ。それでは、今、吉田正利副委員長からお話されたことにつきましてはね、会

派で対応していただくということでよろしゅうございますか。ぜひ、そういうふうにしてください。

会派の皆さん行って、話された方がいいのではないですか。その方がいいと思いますよ。よろしゅ

うございますね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

                                           

    ○閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） それでは一たん、このことについては、ここでけりをつけて終わります。
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遅くまで議会運営委員会、ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後６時３３分） 

 


