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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７月２５日（水曜日） 

   開会 午前１０時００分 

   閉会 午後 ０時１２分 

  

○調査事項 

 第３次議会改革について 

  

○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           玉 井 昭 一 君 

  

○欠席委員(０名) 

  

○職務のため出席したものの職氏名 

 事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

 主     幹   森   隆 治 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今から、議会運営委員会を開会いたします。 

本日の調査事項につきましては、第３次議会改革について、前回各会派に持ち帰って、議会

関係の検討事項を精査し、そしてそれを第３次改革の中でまとめ上げていくということでご議

論を願っております。その間、いろいろなことが財政の問題等々ございまして忙しい中でした

けれども、一定限度の方向性を出し、今後どういうふうな作業でいくかというあたりの議論を

しておきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。白老町自治基

本条例に関わる議会関係の検討事項、文書行っていると思いますけれども、この件につきまし

て各会派でのご意見ございましたら、まず最初にお伺いをしたいと思います。どこからでも結

構ですので。全体で。１項目ずつやっていた方がいいですか。全体で議論できるこういう点、

こういう点とかの方が良いかなと思いまして。全部取り組むということにはならないと思うの

です、すぐは。ですから、この部分をやろうとかいうことで、何点か出した方が良いような気

がして私はいたのですけど、みなさん方の考え方をお聞きした上で。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず第５条の関係で、情報公開の中でホームページの全面公開

と書いてということで、書かせていただいていますが、今事務局の中では、ぜひとも今年度中

にホームページ全面改訂したいという形の中で動いております。まだ特別委員会とか議運には

かけておりませんが、できれば３月までに 15 年にホームページつくって、それから中身は更新

していますけれども、レイアウト自体全然いじっていませんので、もうちょっとわかりやすく

全面改訂したいということと、もう一つは議会の情報としてどういうものが公開できるかとい

う部分も含めて、今担当主幹以下に指示はしているのですが、それもちょっとお含みをいただ

いて議論いただきたいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、局長からホームページの件も改訂も含めて、ですからそうなり

ますと、この間出ていましたように、議長の交際費だとか、それから例えば視察に行った全員

の報告書の報告内容の公開とか、いろんなこと考えられると思うのですけれども、そういうこ

とを含めてご意見を賜ればと思います。 

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今の件では、大変良いことだとは思うのだけれども、１度になかなか

あれだと思うのだけど、今の段階で委員会は未公開ですね、ホームページでは。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 委員会については、委員会の会議録については、平成 12 年か

ら全部公開していますので。委員会も出ています、必要に応じて。ですから、今後の今議論し

ているのは、内部議論しているのは委員会報告。会議録だけではなかなか何十ページにも渡っ

て読むのも大変だということであれば、今議事上の中で報告されている委員会報告もそのまま

原文で搭載していくのか。私どもはそういう形の方が良いのかなとは思っていますけども。 

○委員（加藤正恭君） ということは、委員会の議事録は公開しているけれども、委員会報告
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はしていないと。しているものとしていないものと整理をしなければならないというわけです

ね。どこまでするかということの議論ですね。それが残っているわけですな。 

○委員長（大渕紀夫君） 厳密に言えば、委員会報告は本会議で報告されているわけですから、

本会議の議事録には載っているでしょう。だから、公開していないということではなくて・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 要するに、報告書として公開した方がわかりやすいのではない

かということなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） それだけ単独で拾うといったらなかなか大変だからね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、全国の議会のホームページを検索させているのです、事例

として見やすいホームページ、情報公開の進んでいるホームページ、していないホームページ。

そういうものも参考にしながら、どういう情報公開をしていけるかということなのです。今、

基本的にホームページをご覧になっていただければわかるのですけれど、公開しているのは一

般質問の質問項目と議会の予定、それと会議録、これが常時更新になるのです。あとは更新に

なるものというのは少ないのですよ。あとは張り付いたままという。ですから、なるべくそう

いうものも必要ですけど、更新していけるような情報公開が必要ではないかなと思っておりま

すけど。それも今含めて全国のホームページ検索してもらって、どういうものが他の所では公

開しているのかというものも、今、検討させている最中です。それは、項目としてやるときに

は肯定しなければならないと思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 結局、公開は良いのだけれども、読んでもらえるか、もらえないかと、

そのあたりの取捨選択をしなければ、ただ全部載せれば良いだけでは意味が無いと思う。要点

というか、興味と言ったら語弊がありますが、とにかく読んでもらうような中身の取捨選択を

しなければならないのではないのかなと。何でもざっと羅列式にただ載せれば良いという公開

であっては意味が無いのではないのかなという気もするのだけど。そのあたり、非常に難しい、

広報と同じように整理しなければならない作業というのが発生するから大変だろうと思うのだ

けれども、全部載せるのは簡単なことだろうけども。読む人にしてみれば、整理されたものの

方が良いと思う。これからの課題として考えなければならない問題だと思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ホームページは、全部だらだらと載っけるのではなくて、例え

ばノートを開いていくような感じなのです。例えば、委員会があって、委員会は今回こんな議

論をしましたったら、そこから開くことができるのですよね。ですから、見た目はそんなにホ

ームページの項目はでかくないのです。そこから開いていくのですね。本と同じなのです。で

すから、見る人はそこまで開かないかもしれないし、ただ見られるような状況だけはつくって

おくということなのですよね。ノートと同じなのですよ、開いていくのですよ。目次があって、

例えば本文に行って、例えば挿絵が見たいといったら挿絵を開くといった形で開いていくので

す。月平均で 500 件ぐらい、うろ覚えですけど 500 件から 1,000 件ぐらい。議会の中で議会の

ホームページが一番多く見られていますので・・・。 
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○委員長（大渕紀夫君） そうであれば、今厚真何かもやっているという議長の交際費の問題

や今の委員会報告や視察の報告なんかというのが、個々人の視察の報告なんかがそれに載っか

るとやっぱり、町民からは相当アクセス件数は増えるかもしれませんね。町民の興味あるもの

でないと、開かないかないと思うから、今、加藤委員言われたように。 

○事務局長（上坊寺博之君） 公共施設から情報端末に行くようのなっているのですね、です

から町民の方が見たいという場合は情報端末から指定すれば議会の方に入ってくると。ただ、

ホームページですから、道外の人、町外の人が多いのではないなかという気がします。割と遠

くの人がうちの会議録、見ているそうです。 

○委員長（大渕紀夫君） この間の話しでは、三重県から視察に来られた方は、議会運営委員

会の議事録は全部読みこなして来ているようです。ですから、事務局に来られたら、ものすご

く高度な質問だそうです。全部、議運の中身、読みこなして来られているという。だから、レ

ベルが全然違うと。話し聞いただけですから、僕は局長から聞いただけですけども、私と議長

と出させていただいている視察対応より、大分高いレベルのようですね、聞いたら。 

○事務局長（上坊寺博之君） たまたま、三重県の議会事務局の方が来られた。通年議会を今

検討しているそうです。この間、毎日新聞のホームページに載っている記事を差し上げました

よね。三重県議会で最大会派が取り組みを提案したと、その一環で来たみたいです。  

○委員長（大渕紀夫君） 影響はかなりあるということは、確かみたいですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ここのホームページ開くのを、次待っているそうです、いつ出

て来るか。 

○委員長（大渕紀夫君） ホームページについてはそういうことで、改定を今年度中に行なう

と、事務局の努力で。そこに載せるものについては、今後いろいろありますけれども、今言っ

たようなことなんかも含めて、載せていってはいかがかとは思います。 

あと、今すぐというか、我々が取り組めるというのは、一つは傍聴規則の改定ですね。これ

は、前回からの議論になっているのですけれども、これはやっぱり早めにやった方が議会改革

の中身として言えば、非常に町民との関係ですから、移りやすいのですね。ですから、傍聴規

定の改正、それから言えば、自由討論のことについては、これはかなり議論にはなると思うの

ですけれど、議決事項の追加事項の検討ですね。特に今、うちでやっている宣言と姉妹都市の

関係はもうやっていますから、これの部分と総合計画の中で、基本計画の部分を議決事項。今、

基本構想だけですけれども、基本計画も議決事項に加えると。これあたりは、今すぐ宣言だと

か、姉妹都市は無いかもしれませんけれども、総合計画も。もし、そういうのがあれば、基本

計画まで議決事項に入れると言うようなあたりなんかは、議論しても皆さんの意見が統一され

れば、やれる中身になりますよね。ですから、新たなものをつくり出すというのも、もちろん

大切なものだけれども、そういう所。それから、一般質問の一問一答形式が試行になっている

のですけれども、それをきちっと条例化するというようなこと、こういうあたりを全体的に最

後にやりますけれども、そういう所を議論できる所は議論していったら、その方が議論しやす

いのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。前回言っていませんでしたから、
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多分傍聴規則の関係持って来ている方あまりいらっしゃらないかもしれませんけれども、他の

所で見ますと、前回の議論よりも相当発展しまして、ほとんどの所は制限無しです。名前も書

かないという状況になっているそうでございますけれども。 

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 傍聴規則というそのものの設定は、どういう意味で本来生まれたもの

なのか、議場を混乱させないとか、傍聴マナーとか、そういう問題から発生したのでしょうけ

れども、暴力だとか暴言だとかいうようなこともたまたまあったからなのかもしれないけれど

も、本来こういうものは、規制すべき問題ではないと思うけど。戦争時代と違って、自由に身

分をはっきりさせるとか何とか、そういう流れから傍聴規則というものが、今でも国会では在

るのでしょう。僕らにはわからないけれど、地方自治体にはこういういうものはフリーにした

方が良いのでは無いだろうか。差し支えないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） そのことについて、加藤委員言われるとおりですし、経過を局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前にも話ししているのですけれども、基本的には傍聴規則とい

うのは、地方自治法の規定なのです。地方自治法で傍聴に関して規則を定めなさいという規定

がある。今回、前回の地方自治法の関係で、それまで取締りだったのです。取締りをする規則

を設けなさいと。前回、その取締りというのは、主権者である住民を取締るのはおかしいとい

うことで、取れてしまったのです。ただ、傍聴の規律を守るために、規則を設けなさいという。

ただ、今の標準規則上の傍聴規則というのは、過去にもいろいろな変遷がありまして、日米安

保のときの争議行為の部分で関わって。ですから、今の規定の中にもヘルメットかぶったりゼ

ッケンは駄目だとか、杖持ったら駄目だとか、そういう規定が入っているのですよ。それが大

きな原因で、標準会議規則が生まれたと言われています。ですから議長は、議場整理権という

のを持っていますので、基本的には秩序を維持することをできないといったら、そういうわけ

ではないです。12 年に、情報公開所条令できたときに、町側は各種の委員会は原則公開で、氏

名を記さないということは、もう12 年に決めているのですよ。そのときに本来は議会もやらな

ければならなかったのではないかという気はしますけれども、ですからもう７年も経っていま

すから、町側の規定から言っても、議会も歩調合せて、なるべく公開しやすいようにと、情報

公開条例に合わせてすべきだったかなという気はしていますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩します。 

          休憩 午前１０時１９分 

  

再開 午前 １０時２９分 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開します。ただ今出ました資料につきまして、局長より説

明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと前にもお話しましたとおり、平成 12 年の１月から情

報公開条例、町が設定して、もう試行になっているわけでございますけれど、そのときの町側

の会議の公開に関する規定の中で、審査会で諮問して、一定の方針が出されています。２列目
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の後段、またからなのですよ。また、傍聴者は許可事項とせず、住所、氏名の記載を強要しな

いように求めたと。 

町議会では、本会議や各委員会で住所、氏名の記載を求めており、今後整合性は問題にされ

そうだと。これは、12 年６月 10 日の苫民でそういうような新聞の記事が成されています。で

すから、町側は基本的に名前書かなくても良いよと、入るのは自由だよというようにしたとい

うことです。 

その次のページ、１ページ目。これは、その新聞記事が出た後に事務局レベルの方で準備し

ておいたものなのですね、当然出てくるであろうということで。傍聴の規定がどういうような

時代背景で変っていったかということを２番目で書いております。そこに地方自治体における

会議の傍聴規定は、戦前の地方自治制度である府県政、市政、町村政に始まり、第２次世界大

戦の敗戦、昭和 22 年の地方自治法の制定、昭和 34 年の全国都道府県議長会、俗に言う標準規

定などにより、時代により変化してきているということを書いています。 

どのように変化してきているかということなのですが、先例の地方制度は府県政、市政、町

村政がしかれまして、府県政、市議会、町村議会の会議は公開するという規定になってござい

ますが、ただし次の場合には公開しないという規定になっていまして、市長より傍聴禁止の要

求を受けたときはもう公開しないです。議長の意見より、傍聴を禁止したとき、議員の三人以

上の発言により、傍聴の禁止を許可したときと、こういう規定があったときは公開しないとい

う規定が成されていました。主に首長の要請で公開されない規定の方が多かったという記述が

ございます。原則公開はうたっていますけれど、公開はされにくい状況にあったということで

す。 

次のページなのですが、その後、第２次世界大戦があって日本は敗れるわけですが、ＧＨＱ

が日本政府に要請したのは、要するに会議を公開しなさいと、住民に広く公開しなさいと、こ

れは民主主義の強化であって、地方議会の活動の公正の確保であるということで、日本政府に

要求したということです。これは、前の中でもご説明していますとおり、戦後のＧＨＱはいろ

んな要請をしていっているということなのですね。それと、府県制、市制、町村制の改正に伴

いまして、これは前の規定と同じ原則公開すると。但し、議長または三人の議員の発議により、

傍聴の禁止を可決したときは非公開にすると。今と同じような規定に直ったということでござ

います。 

昭和 22 年に地方自治法が制定されまして、115 条と 130 条のできたわけです。115 条の規定

は、会議の公開の規定なのです。秘密会の場合は、特別多数の議決により、公開しないという

ことです。それともう一つは、130 条の規定に、傍聴人を取り締るという規定、条例を定めな

さいということです。そのときはまだ取締りという言葉が純然たる入っております。 

昭和 34 年に標準規則を制定している。都道府県の県議長会に傍聴人取締規則が定められたと

いうことでございます。 

それと伴いまして、45 年に標準規則を改正しているということは、これは日米安保条約の改

正に伴いまして、地方議会の議場内で妨害事件や暴力事件が多発したということを受けて、標
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準傍聴規則を直してございます。一つは携帯禁止の物品を具体的に列記していると。妨害に足

りうる者の入場を禁止したと。議長の携帯物品の有無の質問と、これに応じない者の入場を禁

止したということでございます。 

少しずつ直っているのですが、51 年の標準傍聴規則の改定のときには、精神障がいがあると

いう者、これは差別であるという批判から削除されたということです。 

それから、59 年、規則の目的の中から、取締という言葉を削除しております。先般の地方自

治法の規定は、そのときには取締りという言葉は入っておりましたけれど、先般の地方自治法

の規定で傍聴人の取締という規定が外されたということでございます。そのように傍聴規定が

流れてきたということです。 

特に、今の傍聴規則のように細かく列記されたのは先ほど言いましたように、日米安保の 45

年の議場内で騒然となったという部分があって定められたということでございます。一番下に

130 条の規定が書いてございます。これにはまだまだ取締と入っています、前のときにつくっ

たものですから。ただ、議長が先ほど言いましたとおり、整理権というものを持っていまして、

警察権を虎視するということも、議長の権限になってございますので、ある程度は議長の裁量

で傍聴者の秩序は維持されるのではないかということで提案しているのは、基本的に細かい規

定は排除しましょうと。これも今改正の案、これは昨年の２月にも提案させてもらっています

ので、同じものですが、そのときにもご説明していまして、なるべく公開を広めていこうとい

う規定から改正をしていこうというものでございまして、目的の中に従来規定していなかった

部分をきちっと明記しようということで、115 条の規定と 130 条の規定、情報公開の部分と傍

聴の規定の部分をきちっと盛り込むと共に町民の議会傍聴の利便性を確保しつつ、会議の円滑

な運営を維持することを目的とするということを定めてございます。 

第７条の細かい規定を除いたということは、その代替として傍聴当日、傍聴の心得というの

を配布、許可書の下に入っていまして、それで用が足りるのではないかと、条例上設けなくて

も、傍聴の心得を当日配布しますので、そこにある程度の規定をすれば、傍聴規則に委ねなく

てもよろしいのではないかという改正内容であります。ですから、先ほど吉田委員が言いまし

たとおり、児童、乳幼児もこの際排除しようと。従来は現実に言うと入室はしておりました。

白老小学校の社会科の見学学習の中で児童も現実に入っていますので、この規定は現実には形

骸化しているという部分であります。 

あと、旧第９条、写真、ビデオの撮影、録音の自由ということにしたのは、現在インターネ

ット中継で画像も音声も配信されていますので、禁止する理由がないということから、自由に

しようということであります。基本的には概要ですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、事務局から説明がございましたけれども、何かお聞きにな

りたいこと、またご意見ございましたらどうぞ。 

吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 昔から現在に至って、白老の議場において、何か傍聴人と議会の

関係で違和感があったようなそういうふうな実際どうなのでしょうか。実績として。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 私も５年しか経験していませんので。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私の経験では、そういう事実は無いです。ただ、議員同士の野次とい

う言葉は語弊がありますけれども、ああだこうだということはありました。暴力沙汰とかそう

いう経験はありません。それ以前のことはちょっとわかりませんけれども、私は54 年のあれで

すから、相当激しい野次の応酬というのは、昔はコの字型だったものですから、今の対面式で

はないものですから。理事者とはもちろん対面になりましけれども、向かい同士でああだこう

だはありましたけれども、かえって逆に余談になりますが、こっちの方へ入って来て、議員控

え室。そこで殴り合う寸前まで私は経験したことがあります。議員同士、控え室で止めたこと

ありましたけど、議場では吉田副委員長のご心配のようなことは私は経験は過去には無かった

ということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 傍聴者とやり取りがあって騒然としたということは、そういう感じ

では平成 15 年の皆さん経験している傍聴席がしゃべったりなんなりした。あれが今までの最大

の傍聴者と議会と混乱というか、ちょっとああいう形があったというのは、あれが最高ではな

いかと思う。だから、傍聴者とのと対比では、ああいうことがあっても、あれはあの程度で、

後は議員同士のやつは加藤委員言われたような形だったと思いますけれど、傍聴者とのあれは

そのくらい。だから、そういうことはあれが最大ということで、無いですからあまり厳しく取

り締まるとか何とかという感じはしますけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 日米安保条約改正のときのこと書いていますけども、この地方議会と

いうのは、我々のような地方議会なのか、それとも都道府県レベルの県議会等なのかというこ

とが一点。それと、仮にこのときのことですけれども、地方議会で決められることが無いと思

うのですよね。なぜこのようなことで、場外でこのとき妨害事件が起きたのか、もしわかれば。

と申しますのは、国民投票法可決されて、これから憲法第９条の改定に刻々と動く可能性もあ

り、そうなってくると自民党単独ではなかなか難しい話ですけれども、そういうことになって

きますと、結構９条をどうするかこうするかというと、非常に意見書でも何でも賛成の方とそ

れではない方と町民同士でも大きく分かれる可能性がある。そうなってきたときに、場内でい

ろいろとやり合う可能性も、あり得る可能性も考えられるかなと、そう思いまして、今後似た

ようなケース、９条というのは、これに匹敵するくらいのものが考えられるますので、もしわ

かればと思いましてお尋ねしたのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、後段の方で申し訳ないのですけれどもわかりませ

ん。ただ、標準傍聴規則というのは、先ほど言いましたけれども、県議会、市議会、町村議会

の全国組織があって、それぞれが定めるのですけれども、そんなに違和感ないのです。一ヶ所

が変れば、どこかが変わるという部分ありまして、横並びという、全部が全部ではないですけ
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れど、そういう流れがあるということですから、多分推測では県議会のレベルのやつが直され

て、市議会、町村議会という流れを取ったのではないなという推測ぐらいしかできませんけど、

実際に町村議会でもあったか、県議会のレベルだったのかということは本に書いてはいないの

です。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか、どんなことでも出して、議論した方が良いと思います。 

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、山本委員が後半の方で、地方議会でも例えば憲法９条の問題が出

た場合にと言うけど、それは議論上、口角泡を飛ばしてやると思いますよ。しかし、それが暴

力沙汰とかそういうことにはならないので、議論上での葛藤というのは、これは激しいものが

あるかもしれませんけれども、暴力、殴り合いとかそういうことまでは、我々としては当然や

ってはならないし、やるべきではないし、そういうことは多いに活発にやった方が私は良いと

思うし、だからその点は問題ないのではないかと思いますけれど、後半の部分では、感じとし

ては。 

○委員（山本浩平君） 僕は、議員同士というよりは、傍聴者の中でエキサイティングな人達

が、例えば阪神と巨人のそれぞれの応援団がよくスタンドで喧嘩しますよね。ああいうような

ことがないかなみたいなことを。 

○委員（加藤正恭君） それは考えられる。ただそれは議員同士の議論の程度によって、そう

いうふうな可能性が無いとも限らないけれど、傍聴席から飛び込んで来て殴り合いとかはない

と思うのだけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員が言っているのは、傍聴者同士がという意見でしょう。そ

ういう意味で言えば、前回と政変のときにも議長も大分苦労をしました。あのときは結構エキ

サイトしましたので、それでも結果としては退場させられた人もいるわけですから、現実的に

あのときいましたよね。だからわからないけど、あれ以上ということは、どうですか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 情報公開で本当に参加しやすい状況をいろんな面でバリアフリー化も

進めながら、来ていただきやすい方法を進めているわけですよね。情報公開をどんどん進めて

いって、皆さんどんどん来てくださいと言っている以上は、私たちも議会として町民の方々を

信頼していかななくてはいけないというのが基本に出て来るのかなと思うのです。やっぱり、

初めて議会傍聴に来る方は常識というか、わからないで逸脱することがあるかもしれませんけ

れども、議会に傍聴しに来ようというのは、山本委員おっしゃった特殊な問題があったときは、

わっと来るのかもしれませんけれども、大きな山を白老町議会は１回乗り越えていますので、

あれより酷いことはもうあまりないのかなと思いますので、傍聴席でそれは駄目だとか、おま

えうるさいとかと抑えている方いましたので、そういう関係では町民の方々を信頼していく中

での改正をしていっては良いのではないかなというように思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ここの中に酒気帯びとありますよね。酒気帯びと認められる者という
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のが項目あるので、一つ取り出して申し訳ないのだけど、これはいちいち酒飲んでいるのかど

うかわからない。検査探知機で検査するわけではないから、このあたりはどうなのですか。考

えられるのですよ、一つ文句言ってやろうと思って、一杯飲んで来るというのは日本人の特徴

でもあり、欠点でもあるのだけれど、こういうのも考えられると僕は将来的には全部ではない

ので考えられると思うので、これも撤廃してしまうと酒飲んで入って酒飲んだから失礼したっ

て、日本人というのは案外ごめんなさいで済む危険性もあるから、このあたりどんなものです

かね。 

○委員長（大渕紀夫君） やっぱり、うるさかったら議事整理権で議長が退場させればいいわ

けですから、酒飲んでいると言わなくてもいいわけですから、やっぱり議長が判断して、これ

はちょっと酒飲んでいてまずいと思ったら退場を命ずるという、僕はそれで十分対応できると

思う。 

吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 先ほど、参考意見いただきました。白老町においても、過去の議会経

験から特に大きなトラブルは無いという今のご意見いただきましたので、今の開かれた議会と

いうことからいうと、予測としてはそう大きな問題は発生しないのではないかと。それと、旧

法についてはもうちょっと問題がありますけれども、予測する取締をどうするかということを

実態的に捕らえているものだから、開かれた議会という意味から見ると、全くナンセンスな規

制だと思います。そういうふうな意味で、町民と議会が一体になって物事を進めるという、現

時点の考え方をベースにしたときには、やっぱりオープンにするべきだと、基本的には。それ

で、先ほどの問題は、議長の整理権で突発的な問題については制約することができるわけでご

ざいますので、ほとんど撤廃して良いのではないかなという見解でございます。以上でござい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私は、今言った傍聴席に入ることができない者、この項目の中に１、

２、３、４、５、６番までですか、これは非常に具体的に書かれているのですが、これについ

て、これだけきちっと書かなければならないのでしょうか。もう少し簡素化して、例えばまと

めると言ったら悪いですけど、そういうことはできないかなと思って、今見ていて感じたので

すが、実際に白老に、過去にこういうことは多分無いと思うのですが、そういうことがあるな

らば、これらについて見直しをして、スリムにした方が良いかなと、そういうふうに考えます

けども、いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 一番右側の改正案の第５条を見ていただければわかりますけれども、

一切無くすという。傍聴席から、議場に入ったら駄目ということだけです。 

○委員（谷内 勉君） この改定案の５条の、この項目だけにするということですね。それで

は私のあれです。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 当初、うちの会派は慎重な立場を取っていたのですけど、この問題に
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つきましては。今、うちの代表が述べられたように、今の流れからすると撤廃しても構わない

のではないのかなと、私も感じております。ただ、一つ気になるのが、文書にするとかという

意味ではないのですが、我々の議員の中までも時々間違って持ち込んでしまって、ＯＮのまま

にして携帯の音が鳴ったり、あるいは一番気になるのは、報道関係が結構多いのですよ。新聞

記者の方が普通にしていて、あれもマナー悪すぎだと思いますので、携帯電話に関しては電源

をお切りになるか、マナーモードにしてくださいというみたいな、張り紙を入り口の前に張る

とか、何かその辺の所は考慮していただければと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 張っているのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 傍聴席の方にも張っているよね、かなり大きく。 

山本委員のご指摘のとおり。 

○委員（山本浩平君） 良い議論していても気になってしまうのですね、何か飛んでしまうと

いうのか。あれはちょっと何なのだと思ってしまう。その辺だけやっぱり、それとは関係なく

なったかもしれませんけれども、ちょっと注意できればなと考えます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 禁止にした方が良いですよ、議場は。どうせ出られないのだから、

来たって。マナーモードにしたって、出られれば良いけど出られないでしょう。だから、僕は

持ち込み禁止にして、休憩時間に来て開いて見て、必要だったらかけるというふうに、記者の

皆さんを含めて、傍聴者の皆さん含めて、持ち込み禁止にした方が良いと思う。なっているの

か。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には今は禁止にはなっていません。ただ、電源を切って

くださいという話はしています。持ってきた人は、どこかに置くことができないものですから、

電源切ってくださいという。マナーモードも止めてくださいということは言っていますので、

マイク拾いますので。必ず消してくださいと、議員さんにもお願いしているはずなのですよ。

職員にもそうお願いしているはずなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 電源を消すということは、持って行ったって持って入らなくても同

じだということなのですよ、電源を消すということは。計算だってできないわけだから・・・。

やっぱり僕は持ち込みを止めるというのが一番良いと思うけど。特にマスコミの皆さんについ

ては持ち込まないというふうにしたいと思います。それは、今のはちょっとあれですけど、や

はり原則的には持ち込まないというのを決めるのはどうかということはありますけど、やっぱ

り電源切るということは入らないということだから、持ち込まないというのが一番良いと思う

のですけどね。出て休憩時間、１時間に１回休憩あるわけですから、そのときにいろいろやっ

ていただければ一番良いと思うのだけど。傍聴規則の見直しの議論が大分良いとこまで来てい

ますけれども、11 時 10 分まで暫時休憩といたします。 

休憩 午前 １０時５６分 

  

再開 午前 １１時１０分 
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○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。傍聴規則の改正についは、

いろいろご議論いただきましたけれども、各会派ともこれを改正して、この改正案がございま

すけれども、このような形でいくということで大体全体の会派が合意したように思うのですけ

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） そうであれば、これはすごい今日ここまで行くとは私は思っていま

せんでしたけれど、ぜひこういう形で傍聴規則を改正し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ね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 各会派への説明をきちっと行なって、各議員から意義が出ないよう

にしていただきまして、このように改定をしていくというふうにいたしたいと思います。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） それでは、そのようにいたしたいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ今、傍聴規則をおおむね大筋良いのではないかと。また、

条例出すときにご審議いただいきますけど、その中のもう一つは、６月議会で委員会の会議は

公開にいたしました。そのあとに委員会の傍聴規則については、議長が別に定めるということ

になっていまして、本会議の傍聴規則と委員会の傍聴規則は別という考え方なのですね。これ

を委員会規則に準用するということはできない。というのは、本会議は法律事項ですから、委

員会規則というのは条例事項なものですから、別に定めなければならないのです。それで、基

本的に内容は委員会も同じですが、委員長には議事整理権というのがございません。ですから、

やってはいけない行為を委員会規則だけは載せなければならないということになります。それ

で、先ほどの傍聴規則の所にちょっと戻っていただきたいのですが、後ろのページに第８条の

関係で先ほど私、参観の心得を当日配布すると。それで、守るべき事項はクリアされると。列

記しなくてもクリアされると言いましたけれど、委員会規則は第７条でこれを定めなければな

らないのですね。わかるでしょうか。第８条関係の真ん中の列で参観の心得と書いていますよ

ね。旧規則で第８条の規定を整理し、現状に合わせた項目を列記をして当日配るものなのです

が、委員会については議事整理権ないですから、これに該当したものは委員長が退場を命じる

ということを明記しておかなければならない。ですから、第８条の参観の心得だけが委員会規

則としては上部立てで列記しなければならないということになります。また、傍聴規則と合わ

せて委員会規則も議長が定めるのですけど、提示したいと思っていますけど。そういう流れに

なりますけど、ご理解だけお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）この傍聴規則が改定された後、議長がそういう形で委員会の傍聴規則

をつくりますので、その件については、それが行なわれたときに再度こちらにかけるというふ

うになりますけれども、今の説明のとおりに委員長には議事整理権がございませんので、そこ

を規則に定めることになりますので、その点だけ一つご了解しておいていただきたいと思いま
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す。本館議については皆さんから了承いただいたような形で変えますけれども、委員会の傍聴

規則については議長の権限で新たにつくるということになりますから、その点だけご了承願い

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） そのようにしていきたいと思います。携帯電話につきましては、電

源を切るか持ち込まないということになると思いますので、よろしくお願いします。委員会条

例の方は。まず一つ、傍聴規則についてはそのようにいたしたいと思います。 

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 一問一答、これもきちっと条例化することですね、今まで経過。それ

も良いですね。 

○委員長（大渕紀夫君） まだですけど。頭出しはしましたけれども、まだ議論はしていませ

んので。それで今、一問一答でましたから、順不同で議論していくのは、ちょっといかがなも

のかとは思うのですけれども、それをやる場合申し合わせ事項。一問一答だけが試行している。

試行はそうですけども、ほかのものもかなりあるのですよ。できれば、この申し合わせという

のを運営基準だとか規則だとか条例にうたえるものはうたっていった方が良いという考えなの

です。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、規則体系で準規則に定めているものは、グリーンの本にあ

ると思いますけど、議会運営基準というのがあるのです、白老町議会運営基準。ここでは、議

会の運営の細部的なものを定めています。委員会条例、会議規則によらないものをここに定め

てございます。今、委員長申し上げましたのは、申し合わせ事項、例えば先例事項ということ

で、条例体型に載せていなくて定めているものがあるのですね。例えば陳情書は５日前までに

出したものに限り受理するとか、見解一致したものについては質疑討論省略する。これは申し

合わせ事項なのです。これについても、議会運営基準の中に取り組んでも、別に違和感はない

のかなという判断をしていまして、申し合わせ事項についてはなるべくつくらないという方向

性で、できれば議会運営基準の中に溶け込めるものは溶け込ませて、それを決まり事として整

理すると。その方が一番ベターではないかなということを委員長が申し上げた。今、少しずつ

準備をしていまして、字句の直さない所も当然出てくる。まだ、助役となっている所もあるも

のですから、そういう所も直さなければならないと思っていますので、次出せるかまだどうか

わかりませんけれど、一回新旧対照表の中で示してみたいなと思っていますけど。その中で会

派に持ち帰ってもらって議論いただければなと。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、局長から説明ありましたように、申し合わせ事項含め一問一答

方式の試行期間を解除するという問題も含めまして、この中でうたっていますから、ですから

それを今、局長言われたように整理していただいて、新旧対照表つくってもらって、どこを運

営基準に、どこを規則にという部分を整理して、そして各会派でもんでいただくというように

したいと思いますけども、これはもう一つは基本条例含めてかなり前進するということになり

ますので、そういう整理を大幅にしたいと考えています。この次まで出せるかどうか別にいた
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しまして、そのような取り組みの方向でいき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） それでは、申し合わせにつきましては、そういう形で取り組むとい

うふうにしたいと思います。 

根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） その話しするときに、この申し合わせの中に 45 分が入ってい

ますよね。そこら辺の取り扱いをどのようにするか、ここでやはりきちっと決めてから入った

方が良いのではないでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、根本委員外議員から一般質問の持ち時間が 45 分ということが

ありました。この件につきましても中心に、一問一答は多分無くならないで盛り込まれること

になりと思います。ですから、45 分というのは改廃議論を徹底しないといけないというふうに

思いますので、この 45 分の持ち時間が皆さんいろんな所から聞いているかと思いますので、各

会派で 45 分の持ち時間の問題についてはご議論を願うというふうにしたいと思うのですけれ

ども。 

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ただ 45 分とは漠然としているから短くするのか、伸ばすということ

は考えられなのだけど、それを何分にするかという議論。やはり各自治体の近隣ので良いのだ

けど一問一答採用している所で時間制を設けている所の例などもおそらく調べているだろうと

は思うのだけども、そのあたりも資料として出してもえらえないですか。それらを踏まえてた

だ 45 分が長いのか短いのかだけの議論ではちょっと漠然としていると思うので、そのあたりの

資料提出お願いしたいと思うのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 以前もそんなお話しがあって、それぞれ会派で話しをして、議運の中

でも出たと思うのですね。それで、持ち時間 45 分はそのままで良いのではないかということに

なったと思うのですが、その後からもその話しがいろいろな所で出ているのでしょうか。私は、

いろんな方からの話しは直接聞いておりません。それと、45 分といったら、45 分を必ずしもフ

ルに使わなくても良いわけであり、45 分設けていても 25 分で終わる人は 25 分で十分終わらせ

ることはできるわけですから、個人的な意見としては私は改正する必要は無しと思っておりま

すけども、それはこれから会派で議論したいと思いますけども、その後の話がもし町当局なり

どこかで出ているのであれば、具体的にお示しできるのであればお話ししていただければと思

うのですが。その後のことは、私は何も聞いていないものですから。 

○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） 質問 45 分。僕は個人的には 45 分は 45 分で良いとは思ってい

るのですけども、例えば 45 分あることによって質問の趣旨から枝葉にわかれていって、何とか

45 分を使わなければならないというのが、聞いていてよくあるのです。だから、そこら辺の議
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論というのが必要。これが例えば、30 分なら 30 分といふうに決まれば、聞いている方も何と

なくはっきり趣旨で言っているなというふうにわかるのですが、例題を出したり、もっとスト

レートに行けば良いのになと思うようなことがあるから、そこら辺の議論が必要かなと思って

います。 

○委員長（大渕紀夫君） 振るわけではございませんけど、議長、町当局からのお話しはあり

ますかと言ったらおかしいけど、町からというのは変なのだけど、そういうことについては聞

いておりますか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） そういう面では今、副議長が言われたそういう内容でもうちょっと

短くできないのかなというような話しは町の方からは聞いております。今、山本委員が言われ

たように、確かに私も皆さんからそういう席でたびたびあるのだけれども、簡単に簡潔明瞭に

聞きますから、それだけは覚悟しておくべきだというような話しでずっときているのですけど

も、やはりどこかに 45 分あるのだというような、どうしても前口上というかそれが長くなる傾

向にあるなという具合には受け止めているのですけども、理事者の方でもそういった面で、も

うちょっと簡潔明瞭にしていただく時間があるからそうなるのではないかというような、そう

いうような思いもあるようですので、この辺はわたしとしても 45 分試行して、試行ですから、

できれば 30 分なりでやってみて、それで判断した方が良いのかなと。いきなり 45 分で決めて、

これだけあるから良いのだというような形の中でいって、それで 30 分になったら急に我々、権

利が失われるのではないか、時間的な制限で。そういうような感じがあるものですから。だけ

ど、簡潔明瞭に的確に質問するという面からすれば、ある程度短くして、それに向かって皆さ

んに努力していただいて、そういう形に持っていくというのも一つの方法かなと。それから、

理事者の方でもそういうふうに感じているのか、そういう話しはよく聞かされます。できれば

もうちょっと短くしてやってみたらどうかというようなことは言われていますけども。それと、

昨日ですか、一昨日ですか、事務局の方から出ました資料。その中で時間制限のこと書いた資

料いただきましたね。あれにもよく書いてありまして、短くする方が質が上がっているという

みたいな、一般的な書き方もされていましたので、そういう面も参考にしていただいて、十分

皆さんで議論していただければなという具合に思います。向こうから言われたから、こっち減

らしましたというような、そういうようなか形ではなく十分議論して、効率よくやるというの

も大事なことですから、そういった面でこれから益々通年議会試行するのであれば、その辺効

率よくやっぱりぱっぱと、だけど言いたいことはきちっと言えるのだということは、これはそ

ういう具合にしていただければなと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私も、基本的には 45 分という時間は何も長いとは思わないです。ケ

ースバイケースだと思うのです。される方にとっては３問くらいされる方もあれば、これは時

間的に 45 分では足りない人もいるのです。ですけども、１問やったり２問やった場合に、時間

的な感覚というけれども、質問者はそれなりに勉強してきているのですよね。いろんなもの見

たり聞いたり書いたりして、やはり自分の意見というものを述べたい。一問一答だから端的に
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質問すれば良いのだと言うけれども、それを質問する人にとってみれば、こういう質問はこう

いう経過からこういうふうに出てくるのだという多少の経過というものは、ただ述べなければ

駄目。イエスかノーか、イエスかノーか、というようなことにはなかなかならないわけですよ。

ですから、最終的には質問者の資質の問題、議員の資質の問題にもなる、また質問の仕方の勉

強もしなければならない、そういう面もあるのだけども、なかなかそう簡単にならないのです

よ。ですから、頭に 45 分あるから私はだらだらとやっているのだと、こういうふうに見られる

のは非常に侵害なわけで、そうではないのですよ。議員の質問される方は、私も良く聞いてい

ますけれども、みんな一生懸命勉強されて質問してきているわけだから。聞く方にしてみれば、

早く早くというようなことになるのかもしれないけれども、やはり議員としての勉強の成果と

いうものを出すということは当然のことだと思う。なるべくできれば短くするような努力を各

議員さんがそれぞれ工夫し研究してやっていけば、45 分という持ち時間は 30 分でも 25 分でも

構わないわけですから、それを 30 分に最初からしてしまうということは、ちょっといかがなも

のかなという意見を私はずっと持ってきているのですよね。ですから、これは今後の我々議員

の永遠のテーマだと思うのですが、ただ時間に束縛されるという感覚は、そんなにみんなは持

っていないと思うのですけれど。たまたま 45 分使い切ったという人はめったにいない。多くて

も 40 分くらいでいますけれども、後はたいてい 45 分以内で納めているのではないかな。だか

ら、僕は 45 分という時間は何も長いとは思わないのだけれども。自分の考え方を、ちょっと述

べてみました。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 理事者の考え方はいろいろとあるとは思うのですけども、我々議員が

定例会の一般質問あるいは代表質問で町民を代表して、そこで町民の考え方、支持者の考え方、

あるいは議員個人としての考え方を述べられる場所であると思うのですよ。ですから私は、先

ほど加藤委員がおっしゃられたように、質問してイエスノーであれば担当課に行って聞けば良

いわけでありまして、そんなことではなくて、ノーという答えわかっていてもそれを少しでも

引き出すためにいろいろな実例を出して考え方を促してみたり、あるいは他の県ではこういう

ことがありますよと、こういうことも一つではないかということを述べる。私は前口上という

のは質問においても大切なものであるというふうに考えております。30 分、45 分の問題につい

ては、会派で今後よく協議したいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） この件につきましては、先ほど根本委員からもご提議ありましたよ

うに、きちっと議論するということが必要だと思います。それは、山本委員ご指摘のとおり、

かなり近い感覚で議論していたことも事実ですから、またかというふうになるかもしれません

けれども、ただ、今の申し合わせを直すという段階で、やっぱりもう一度議論をしておく必要

があるだろうと、私は思いますので、今言われましたように各会派できちっと議論をして、や

っぱり理論的な根拠をきちっと持った 45 分、30 分なら 30 分でも結構です。理論的な根拠を持

ったものに、議会側は議会側としてしなくてはいけないというふうに思います。どういうふう

になろうとも。ですから、そういう議論を各会派でしていただきながら、この問題については、
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そういうことも含めて申し合わせの格上げをしたいというふうに思いますけれども、そういう

処置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） 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） この 45 分の提議したことによって、他のものがずっと遅れて

しまっては困るので、この45 分というのは時間制限というのは別枠にしておいて、それで整理

できるものは、一問一答はこうですよというふうに法令で決められるものは順次決めていった

方が良いのかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしても、45 分というものも申し合わせの中にありますので、

今言われたようなことで、このことによって全部が遅れるというようなことはしないというふ

うにしたいと思います。他市町村の資料につきましては、なるべく早く出していただければ出

していただける範囲で出していただくというふうにいたしたいと思います。そういうことでよ

ろしゅうございますね。それでは、前回この改革につきましては、今回傍聴規定と申し合わせ

の見直しということの二つの議論を行ないまして、持ち帰りの部分もございますので、この程

度に留めまして、前回お話をしております一つは座席の関係、16 にしたらどうするかというの

と、広報公聴の関係。そのことのご意見を伺って、昼までには終わりたいと思いますので、第

３次議会改革のことについては今日の議論は以上でとどめたいと思いますけども、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） 次回は、申し合わせの検討から入れれば入りたいと思いますけれど

も、それ以外の部分からも結構ですけれども、次回はまた同じようにやりたいと思います。時

間については概ね２時間ということで考えていきたいと思います。 

 まず最初に座席の問題ですけれども、ご議論いただいた会派ありましたらどうぞ。意見ござ

いましたらどうぞ。新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） うちは会派会議の中では議論していないのですが、一応この図面を各

議員に見ていただきまして、どういうものだろうということのお話しをさせていただきました

回答も、前回私の私点的な意見を言ったのですけども、何もこういうふうに取り替えて経費を

かける必要がないと。今ある席をそのまま残して、ただ前にある前列の二つを使わなければ良

いのではないかと。だから、５、６が残るのか１、２が無くなるのか、そういうことではない

かということで、うちの仕事している議員については、おおむねそういう形の方が良いのでは

ないですかと、経費かける必要はないのではないなかという意見であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに、取らないという意味ですね。 

○委員（熊谷雅史君） そのままにしておくということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 若干はかかるそうです。そういうことを元にどうぞ。町清クラブ、

どうでした。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブは議論していませんでした。それで、経費がかかるという
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のは、この間の議論ではクーラーの下、暖房の問題があるので、それをどうのこうのというこ

ろで金がかかるという。ただ、席が無いのに残しておくというのはいかがなものか。はっきり

しているわけだから。だから、この方が、図面のとおりであればバランスとれて良いと思うの

ですよ。ですから、衆議院も参議院も定数減らして、テレビ見ていると、がらんとしている席

も。あれ全部撤去するといったら莫大な金がかかるから、あれはあれで国会のことは我々がど

うのこうの言えないけども、16 なら 16 の席にした方が、将来増えるのなら良いですよ。まず、

増える可能性は無いわけだから、16 は 16 でやった方が良いのではないかと思うのですが、よ

り改めてもう一度会派で検討させてもらいます、この次まで。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私たちはライブ中継もしています。それで、前にも他の議会で定数が

減って、空席が目立ったのもよく中継されるのですが、あまり見ていて良いものではないなと。

白老も途中から見ると随分議員さん来ていないのだなと思うような可能性あるような気がする

のです。私はあまりお金がかかるとは思っていなかった。外すだけなのだなと思っていました

から、見た目も議会事務局でつくってくれたこの図面のとおりだときちっとしていますし、空

調と暖房の関係で話しがありましたけれども、そういうものをきちっと設置させていただいて、

中でやっていくわけですから、それはそのときの状況を見て工夫すればいいということであっ

て、私は席順はきちっととっておくべきだというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風、吉田副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 前回、空調で随分議論がございました。それで、その問題は未解

決だという判断しておりますので、私の方は結論出してはおりませんけれども、もう一度それ

らを含めて検討させていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 私の所は図面のようにやっていただければ、やっぱり空席を置くと

いうのは、バランス悪く空席があるというのは権威があるかどうかわかりませんけれども、そ

ういうことも考えたら、僕は、この事務局案が良いなというふうに、うちらの会派はちゃんと

議論をしてそういうふうになりました。委員外議員、玉井議員に意見があれば求めます、どう

ぞ。玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 私は、図面どおりで良いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。もちろん何もこれ、急いで決める必要ございません

ので。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 整理されて、非常に格好良く見えるのですけど、今、空調の問題と

空調を何とか整理できるか、どういう形で金かけて、ある程度きちっとしなければ駄目だと思

うのですよ。移動してやった場合に、撤去したときの費用的なもの皆さん心配している所ある

から、かからないだろうと言っても正規に頼むと結構かかると言われるから、その辺ちょっと

調べてみて、整理した場合どのくらいと。空調で問題なければ良いのだけれど、空調で問題あ

れば、また空調も直さなければ駄目だということもあるだろうから、その辺も含めて費用的な

ものも調べておいて。 
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○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 経費的にはまるっきりかからないとは思っていません。ただ、

かかると思っていますけれども、そんな莫大にはかかると思ってはいません。ちょうど、マイ

クの配線も調整も当然入っていますので、それと演題を多少動かすのであれば、あそこにびょ

うを打ってもらわなければならないですね。その部分ではかかると思います。だから、何万と

は断定できませんけど、そんなに大きな金額ではないと思っています。何十万だったらそのま

まにしておいた方が良いと思います。空調の関係ですが、前にもそういう部分があって、今透

き通ったパネル貼っているのです。大きさがこれくらい。限界なのです、それ以上大きなパネ

ルを敷くと、上の支えがそんなに強度に、鉄鋼ボードですので、無理かからない所に留めてい

ますので、上にあれ以上大きい版をするというのは無理かなと思います。ただ、あそこが根本

的に変らないと、今の所、２番と８番なのですよね。場合によっては、西田議員の所。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の問題につきましては、再度持ち帰ってもう一度議論をして、そ

の上で見積もり等々のこともあります。ただ、空調につきましては、費用のこともありますの

で、変えるというのはなかなか大変だということがあります。ですから、今のファンで動かし

てどうなるのかとか、サーキュレーターを使ったらどうなるのかということはありますけれど

も、大幅にそれを変えるということはなかなか大変であろうということを頭に置いた上で、一

つ各会派でもう一度ご議論をお願いしたいと思います。では、次良いですか。 

根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 今、ここで会派に持って行って、席順どうするかこうするかと

いう程度は、その辺は新しい議会になるわけだから、その間でやるわけだから、議会事務局に

一任するというふうなことで、素人ばかりが、今の議員の人がたでもってその席がああだとか

こうだとかという、この程度のことは会派会議で話ししなくても良いのではないかと思うので

すけども、こういうことは。議会事務局だったら議会事務局、またはどこかの建築家だったら

建築家のプロフェショナルの人方と話をして、そして議場の空調だとか音響だとか、そういう

ふうなことを相談して、決めて新しい議員はそこに納まれば良いわけだから。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、根本委員外議員から新たなご提案があったのですけれども、こ

れに対して何かご意見ありますか。どうでしょう。今のような考え方もあると思います。その

前の議論では会派で議論していただくとなっていますけれども。 

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） どっちみち会派会議開かなければなりませんから、これをテーマにも

しますということで、テーブルに乗っているわけですから良いのではないですか。しなくても

良いということではなくて、しましょうということでやりましょう。 

○委員長（大渕紀夫君） このことで、１時間も２時間も議論ではないということ、全然無い

ということだけは事実であります。それはもうはっきりしているのですよ。私も本当にそう思

います。こんなことで時間とってやっていること事態が大体おかしいので、そこはそういう結

論で行きたいと思いますので、とりあえず会派で話しをしていただいて、ここで時間をとると
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いうことは考えませんので、とりあえず理解してそういうことでお願いします。 

議会広報の関係の合併の問題なのですけれども、広報と広報の合併の問題ですけれども、議

会広報の委員長、谷内委員が来ていますので、議論されていればご報告願います。 

どうぞ、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 前回行なわれました内容について、一応良いか悪いかそれは別にしま

して発表したいと思います。 

その前に現状の議会広報。これの内容について、ちょっとお話ししたいと思います。今、年

４回発行していますけども、１部発行するのは９円 90 銭になっています。これはあくまでも

14 ページが原則です。それで、Ａ４版です。それで１色、単色刷りです。そういうことが原則

になって９円 90 銭。それに消費税がかかりますので、10 円 40 銭という形になります。これが

1 部ということになります。それで、年４回あります。１回１万部発行しております。１万部

ということは、１回が十万四、五千円くらいですか、それが４回集まりまして、年大体 40 何万。

約 50 万ということで考えていただきたいと、そういうふうに思います。 

そのほかに、合併した場合に裏と表の表紙が無くなります。それで、結局 3,000 円減という

ことをかかりますので、3,000×４回、それが１万 2,000 円かかりますということで、トータル

として 51 万 2,000 円ぐらいの要するにメリットがありますと、そういう考え方というか、そう

いう現状であるということはまず認識していただきたいと思います。 

現状はそういうことなので、あまり大きな効果というのも、広告に関してはそれだけしかあ

まり無いのではないかという、そういう意見が出ました。それにまた一つには、それと別に広

告ですね、ＰＲ。要するに、広報でも現在やっていると思うのですが、宣伝を載せて幾らかの

収入にしたらどうだろうかという、そういうような考え方が出ております。それと、今度はい

ずれにしましても、改選後になりますけども、今度は広報広聴の常任委員会が一つになります

よね。その中で編集部分ということでは、一応意思の反映をできるようなシステムつくりでな

ければ駄目だと、そういう考えはあります。次なのですけども、一応こういう意見も出ました。

今まで先輩諸氏が議会広報にいろいろ携わってきてくれましたと。そして、この議会広報も段々

認められてきていると、そういう意味ではこの結晶というのですか、伝統を守っていきたいと

いう考え方であります。ですから、あくまでも考え方としては、単独として議会広報を発行し

ていきたいという考えを持っております。それともう一つ、一番心配されることなのですが、

議会だよりと町広報と一緒になった場合に、どういう弊害というか、デメリットが出てくるの

かという、この辺がやはり問題になると思うのですよ。それで私も個人的に、他の町とか市と

かの内容を見ますときに、議会の内容自体が、例えば非常に薄っぺらくなると思うのです。例

えば、20 ページくらいの町広報としたときに、議会関係が何ページ取れるか。3 ページになる

か、4 ページになるか、その辺はわかりませんけども、この辺については、今の議員の非常に

スペースを取って出しておりますけれども、その内容については、要するに箇条書き程度の内

容になるかなと。要するに、そういう形になるのではないかという懸念があります。そういう

ことである以上は、やはり広報の独自性を持って、議員としてもＰＲできるような、そういう
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ことをやっていく必要があるのではないだろうかと。話しが一つ戻りますけども、こういう形

になって議員も減りますと。そうすると、個人のＰＲすることも必要であるだろうと、そうい

うことであるならば、なおさら逆にこの 50 万、先ほど出しましたけれども、この 50 万円の削

減よりも我々としては議員の活動ができる、そういうことをきちっとやっぱり表面に出してや

っていくべきでないだろうかと、そういうような話しがこの間出ました。これについては、ほ

とんど大勢の意見がそういうふうなことであったということをここに申しおきしておきたいと

思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私も広報のメンバーなものですから、委員長が今お話したことでほと

んど尽きるのです。ただ、今回の場合、新しい議会から広報広聴常任委員会とこういうものを

新設して、広報広聴をいかにするかということを考えた場合に、議会だよりと重要性というこ

とは非常に大きな問題になると思います。それで、現在も編さんは議員さん方がそれぞれ積極

的に参加されてつくっているという。それから、今は現在４回ですけども、将来的には４回が

５回、６回になる可能性も含んで、必要によってはそういうことで独自で出すという基本的な

姿勢は持っております。そういうような広報広聴の重要性から鑑みて独自で経費の節減云々は

ありますけれどもやりたいと、こういうのが広報の特別委員会の結論であるということ、ちょ

っと補足になりますけども、蛇足になるかもしれませんが、そういう雰囲気であったと、こう

いうことでございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、広報特別委員長でもある谷内委員から、そういう報告がござい

ましたし、補足の発言もございましたけれども、これについて何か聞いておきたいことがあり

ましたらどうぞ。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 議会独自でやると 51 万 2,000 円のお金がかかることになるだろうと

いう話しがあったのですが、町と合併するとお金が一切かからなくなるということですか。議

会費として出費することが無くなるということですか、広報に対しての。取ったページ数は出

さなければならないのかなと、私は考えていたのですよ。だから議会独自で出すのと、町と合

併したのとでは、50 万の差ではないということを思っていたのですけど、その辺どうでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、14、15 ページあるけれども、ドッキングしてしまうと 14、15 ペ

ージのスペースは取れないであろうと。だから議会だよりの内容が相当薄っぺらになるだろう

ということは委員長もちょっと言っていたように、今までの内容の充実なんていうものでは無

くなるだろうと。経費ばかりのこと考えますと。ですから、そういうふうにはしないと、こう

いうことで、例えば 30 ページになったらどうなるか、その見積もりは取っていないから、そう

いう議論まではしていなかったですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長、補足。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今この問題は、事務の見直しの中で議論されていますけれど、

基本的に発想というのはそういうことではないのですよね。総合情報誌として町の情報を１冊
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にするということなのですよ。というのは、広報も当然出ていますし、社協だより、交番だよ

りとそういうものを１冊にして、情報を一元化して発信するということなのです。ですから、

今聞いているところは議会のページ数は確保されている。当然、議会のページ数が増えたら議

会で負担しなければならないと、そういう部分なのです。ですから、経費を削減するために集

めるということではないのですよ。だから、総合情報誌として、白老町の情報を１冊の冊子と

して発信するということですから、その部分だけ。今、事務の見直しで出ていますけれども、

町側から提示受けているのはそういうことなのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） そうなると、今まで議会広報は年４回ということでしたよね。総合情

報となると、議会はその４回以外はやっていないのかということに。年に４回しかやらないと

いうことになると、議会の活動として、それぐらいのものしかないのかということになります

よね。そうなると、12 回出すのであれば、12 回議会も何かを載せなければならないということ

も、総合的な情報誌となると議会の活動も必ず毎月載せなければならないという可能性は考え

なければならないと思うのです、もし一緒にやるとなれば。そういうことも含めて議論しなけ

ればならないというふうに思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 今ちょっと出ましたけども、一番意見が強かったのは、要するに我々

のＰＲする場所が少なくなるのではないかという。それはやはり一番大きかったと思います。

それで、私の取り方がおかしかったのかもしれませんけども、やっぱり経費削減ということも

頭についていました。やはり、そういうことを１冊にしてやっていくということであれば、ち

ょっと名前出して良いのかわからない、苫小牧は総合になっていますよね。いずれにしても苫

小牧の広報誌の場合、非常に紙もあれだし、隣の町ですけど、対した内容と言ったら悪いです

けど、そうでもないです。ですから、我々として一番することは議員は議員だという、その主

体性というのは絶対必要だというのがありまたので、ちょっと言っておきたいと、そういうふ

うに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、総合情報誌の部分、合体すると２極制を持っているのです

よ。というのは、登別もそうですけど、ページ数が合体することによって、議会の割合が小さ

くなるというとこと、逆に名簿の帳簿みたいに、要するに本みたくなっていますから、充実さ

れて金をかけている。年間１千万とかかけているのです、実際に、全体ですよ。だから、二極

化しているのかなと。ただ、町の方は今、根室がやっているような総合情報誌としてやってい

きたい。そのために経費かけないように編集を外に出してということをやっているわけですよ

ね。今合体されるのも増えてきていると思います。ただ、合体したとこの部分は合体した所が

負担するのです。たとえば、社協だよりは社協が負担する、何ページ持つかは別として。ただ、

今の財政状況ですから、全体として今の部分の予算が確保されるかどうかというのは、これは

今の所事務局としてははっきり申し上げることはできませんけど。ただ、議会の部分としては
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出て行かないです。一元化された情報の中で議会も入って伝わるということが、どっちがメリ

ットあるかということです。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 経費削減ということを抜かして考えることができるかできないかによ

って、会派で話し合いをしても全然出てくる結論が違うと思うのですよ。私は、経費削減のこ

とは頭から外して良いよということであれば、情報誌の一元化ということは、別に悪いことで

はないと思いますので、逆に定数削減に関わって、特別委員会が無くなり、常任委員会も新し

く、広報公聴というのができてきたわけですから、逆にボリュームアップするくらいの議会の

立場を、町民に明確に出せるように、ボリュームアップ多少できるのであれば一元化もやぶさ

かではないなというふうに感じましたので、経費削減ということ、再確認なのですけども、頭

に置かなくて良いのかどうなのか、その辺だけ再確認させてください。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的にさっきも言いましたけど、今後どうなっていくかは

つかめません。今、100 万ぐらいですか、100 万弱の予算組んでいますけど、これが今後どうい

うふうに抑えられるのか、増えるのかというのは未知数の話しです。ただ、合体してやるとい

うのは、編集権が町連合の方にありますから、現実に先ほど 50 万と言った部分の主の部分は人

件費換算なのですね。今、事務局でやっているのは人件費換算がこのぐらいあると。だから、

合本したからといって、直接的な印刷経費は微々たるものだと思います、多分。先ほど言った

50 万というのは人件費換算ですから。ただ、町が意としているのは、今、30 名切らなければな

らないわけですよ、人件費を。どこかで人件費のボリュームを落としていかなくてはならない

わけです。編集件は外に出していますから、そういうと所に集めることによって編集権がその

部署部署でいらなくなるという。だから、そういう部分でいくと、経費節減になるかもしれま

せん。直接的なページの枚数は、印刷経費としては１万 2,000 円しかカウントできないのです

よ、合体したからしないからと言っても。そこの携わっている職員の人件費分を相当すれば、

51 万というだけな話しで。だから、その辺も含めて議論していただいた方がよろしいかなと。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。今、ご議論ありましたように、ちょっと取り違えて

いる所も我々の中にはありましたので、そこは経費の問題がかなりクローズアップされていた

ということは事実でございます。私も、実はそう思っていたのです。どうも今の話しではそう

なります。そうなりますと、ちょっと議論が違ってきますよ、かなり。なぜかというと、人件

費分がカウントされているとしたら、落とした人件費が、きちっと落とした分がどこかでつか

われなかったら何の意味も無いのですよ。そういうことが、今の町の組織の中で、私はやるな

らそこまで議会はきちっとやらないと駄目だと思います。例えば、広報とは言っても、その人

件費分では 50 万が実際落ちるという計算になっていて、１万幾らしか実際には印刷費で落ちな

いとしたら、40 何万分どこかで仕事してもらわなければ駄目なのですよ、落ちた分。そうなり

ますよね。そこら辺が、窓口の問題でも何でもそうですけど、今この財政の中で我々が考える

のは、そういうことをどう考えるのかということです。土木だって同じでしょう。仕事量が半
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分になっても、人数同じだったらおかしな話なのです。だから、そういう視点でものを見ない

といけないから、そうなるとやっぱりこれ、かなり難しい話なのかなとは思うのだけど、現実

的には。ですから、広報の部分だけで議論するというわけには、ちょっといかないのだけど、

ただそこはそういう状況だという現状認識してもらって会派でお話し願うと。そこまで広げる

かどうかは別ですよ。別ですけど、そういうことだという視点をこっちは持ちながらやらない

と、ただ１万 2,000 円減るとか、50 万経るとかいうことではないですから。それと広報が合併

することによって、どれだけのメリットが町民に対するメリットがあるのかというあたりの議

論になると思いますので、そういう抑えで一つ、すぐには結論出ないかもしれませんけれども、

議論していただくということになりませんので。その後、いろんなものが出たら出していただ

くと、こういうことで議論していただくということでどうでしょうか。良いですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） いろんなことがあるようですけれども、そういう視点でとりあえず、

うちの事務を見るとか見ないとかあるみたいなのですけども、そういうことでやってもらうと

いうことにしたいと思います。それから、その後の議会費の問題につきましては、この次再度

議論をするというふうに･･･。ですからその問題についても、もうちょっと時間があるようです

から、もうちょっと議論して・・・。我々が独自にやるべきものなのか、議会事務局が提案す

るべきものなのかということも整理してやりたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） これが、芽室町の総合情報公開誌なのです。決して安いもので

はないです。１冊 100 円するのです。あそこもうちと世帯数同じくらいです。年間 1,000 万以

上かけているはずです。結構厚いです。61 ページ、今の段階で。ですから、従来の広報はこれ

をイメージしているのです。だから、レイアウトとかそういうものに労力を省いてでも、こう

いうものをやっていくと。ただ、根室はまだ議会の部分は糊付けで入っていないのです。挟み

込んでいるだけなのです。根室はまだ議会は入っていません。ただ、根室の意としたいのはこ

ういうふうにしたいのです。こうめくったときに議会が出てくるというふうに意としたいので

す。広報ばかりではないです。消費生活相談室だとか、逆に言うと警察だよりだとか、そうい

うもの。社協も入っていると思います。これ 1 冊にすると投げないだろうという発想ですから。 

○委員長（大渕紀夫君） これは根本的な問題が違っています。広報公聴特別委員会で、もし

時間があれば、今のことできちっと議論しなければ駄目です。議会は議会として。広報公聴に

は全会派から入っておりますから、そこでやっぱり今の話しをきちっとしてもらわないと、こ

れはもう全然違う話です。レベルが違う、こっちの話しとこっちの話しが違うから･･･。広報公

聴特別委員会で呼んで、これをやってもらった方が良いのではないですか。議会運営委員会で

決めることではないけど、そういうふうにしないと話しがかみ合っていかない。全然違う話

し･･･。一般質問でやるかどこでやるかは別にして、担当は広報なのだから、広報でこのことや

ってもらいましょう。その方が良いと思います。ちょっと時間オーバーしましたけれども、次

回の会議の中で引き続き今の問題と第３次改革の問題について議論をしていきたいと思います。

その他点。局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から。従来やっていますとおり牛肉まつりについて、セ

レモニーの後の接待の部分は中止しましたということでございます。港まつりは従来どおりや

りますので、今、海鮮券とビール券をセレモニーのときに来賓の方にお配りするということで

ございまして、従来から言うと 1,500 円なのですよ。議会から負担するということになってい

ますので、今年もそれと同様な形で取扱をさせていただきたいと。今日、報告させてもらって

おおむね了承いただければファックス、それぞれの所に流したいなと思っております。一応、

全員参加ということになっていますので･･･。 

○委員長（大渕紀夫君） これはよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） やっぱり、協力我々しなければいけませんから、出るのですから。

よろしいですね、ファックス流すということですから･･･。 

それでは、ちょっと時間オーバーしました、申し訳ありません。 

以上を持ちまして議会運営委員会を閉会したいと思います。ご苦労様でした。 

（午後 ０時１２分） 


