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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

傍聴の規定については外れましたので、このまま始めたいと思います。 

 最初に私からお詫びを申し上げたいと思います。 

議会運営委員長という立場で、この議会運営委員会が決めた定数削減の問題について、私がと

った態度についてお詫びを申し上げたいと思います。本会議場のことについては法的には問題が

ないということなのですけれども、議会運営委員会で私が委員会付託の議案と議会提案、議員提

案ではなくて議会提案を提出議題について、私が賛否に加わらなかったということで、本会議場

で反対をいたしました。本会議場のことについてはいいのですけれど、望ましい形というのは事

務局にも調べていただき、山本委員、加藤委員からもご指摘がございました。いろいろ調べさせ

ていただきまして、議会運営委員長としてとった態度はやはりまずかったということで、お詫び

を申し上げたいと思います。 

 こういうことであります。委員会提案と議会提案は全く違いますので、私が混同していたとい

うのが問題であります。それで、あの場合、私が委員長のために採決に加われないということで

すから、採決が終わった後、私の態度を、これについてはこうこうこういう理由で賛成できない

旨の発言をし、その時点で議会提案ですので、副委員長に議案の提出者を代わっていただくと。

その時点で議員提案になるかもしれませんけれども、私が提案者になるのではなく、副委員長に

代わっていただくという処置の仕方が正しいというふうに私は判断をいたしました。私自身、委

員会の付託案件と議会提案の案件を混同して、同じようなことを考えてしまい、予算委員長の時

にとった態度と同じような態度をとりました。これについては議会運営上まずいという判断をい

たしまして、お詫びをし、法律的には問題がないといっても議会運営上の議事進行上の問題です

ので、お詫びを申し上げたいということでございます。以上でございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうからいいですか。今委員長が言われたとおり、何人か

の方からご指摘がありまして、私なりにも法的に調べて、道の議長会の方にも照会をさせていた

だきました。私の考えていたのと道の議長会とほぼ同じでして、提案した形と議決した形は法的

には駄目になるものではありませんと。法的には有効に働いているということです。ただ町民の

方に返答するについては、矛盾が生じるであろうという部分がございます。道の議長会も同じよ

うなことを言っていました。法的にはクリアするけれど、道義上少しは残るでしょうねというこ

とをおっしゃっていました。ただ議長会ではそういうことが絶対ないかと言ったら、ありうる事

ですよという話はしていました。議 員提案ですから、途中で意思が変わるということも当然あり

ますので、意見書なんかでも途中で撤回するという部分が生じるということもありますので、そ

れはありえることですよという話はされていました。 

 それともう一つ、投票ではないですよねという話をされていました。簡易採決ですよねと。う

ちは今簡易採決を取っている。あれは数を数える方法ではないのですよ。目視で賛成が多いか反

対が多いかを確認する行為なのですね。ですから、簡易採決ですから、結果、名前を特定して反
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対した反対したということを何かの文書に書いたりするということは、名誉毀損になりますよと

いう話はされていました。逆に書いたほうが名誉棄損になりますよと。あくまでも簡易採決です

ねという話はされていました。参考に付け加えておきます。 

○委員長（大渕紀夫君） 以上のことであります。どうぞ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今回16 人の定数条例の改正条例について、相当時間をか

けて 16 人というふうに決定した経過があります。ご存知のように我々町清クラブも 17 人で頑張

っていたのですが、最終的には皆さんの総意に同調するということで16 に決断しました。しか

も委員長が提案者であると、その方が反対する、賛成者が各会派、共産党以外は全員賛成して提

案したのだけれど、委員長が反対をするということが提案者になっているということを実は私は

矛盾を感じて、これで良いのですかというふうに委員長に申し上げたのですが、法的には問題が

ないとしてもですね、委員長も今反省の弁を述べておられましたけれど、今後こういうことがあ

ってはならないと思うので、提案者が賛成しないもの自体を提案にすること事自体はおかしなこ

とであって、ですから、一つの方法として副委員長が提案者になるというふうにすればよりベタ

ーだったのかもしれませんけれども。今後こういうことがちょくちょくあるかもしれないので、

十分気をつけてこれから議会運営委員会もしっかりやらなければ駄目だなと、私自身も感じてお

ります。委員長に少しおかしいのではないですかと申し上げたのですが、その時はそう思ってい

なかったようですけれども、先ほど言っていたように決算審査特別委員会の委員長をやったとき

もそういうことがあったと。混同していたと。こういうふうなことで、そうかということで、私

も理解をいたしました。今後そういうことのないように十分お互いに気をつけようという気持ち

でお話したのですけれど。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） まったくおっしゃられるとおりでございますので。 

山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 今と同じことなのですが、提案者が賛成しなかったということに対し

ては、冒頭に議運の委員長から間違っていたというお話でございましたので、そのことは納得は

いたしました。ただ私どうしても一つ気になるのは、議会運営委員会のメンバーの皆さんが当日

定例会において、これは新聞記事にも載っておりましたけれども、全会一致で 16 名になったと

いうような印象を皆さんが持っていたと。特に議運の流れをわかっている人達は、これは最終的

に全会一致で 16 名になっていたというような印象を持っていたと思います。12 月 25 日のこの

議会運営委員会のときの発言の内容を私もメモをとったものを今見ていますけれども、町清クラ

ブさんが会派分裂の危機もあったと。しかしながら町民に対して年を越すということもいかがな

ことかということを踏まえて、苦渋の選択ではあるけれども、16 名に賛同するという態度をと

られて、全会一致の中で16 名というふうな形になったというような印象を私は受けております

し、議運の委員長もこのときに全員賛成の意思確認はできたと。議会提案で決定しますというよ

うなお話なのですが、私のメモですとこういう形をとっているのです。先ほど局長から説明があ

りました。委員会での流れと本会議で時間が経過していますから、委員会の中では賛成していま

すけれども、時間の経過とともに反対に回るということは、議会のルール上なんら問題もないし、



 4 

そのことについてああだこうだということは私は申し上げるつもりはないですけれども、共産党

さんがそれまでの時間の経過によって定例会において反対に回ったのかどうなのか、その辺だけ

を確認させていただきたいというふうに思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 私どもは最初から 20 名という考えですので、議会運営上先ほど申し

ましたように、あのときに私が採決に加わっていないということで、やはり反対だという意思表

示をきちっとし、副委員長に代わってもらうという立場が適切なやり方であるというふうな理解

をしております。ですから私自身は、当初から20 名というのはもちろんこの中で議論しました

ときに 16 か 17 かどちらかを選ぶというときは、考えますというお話は、それは確かに間違いな

くしております。ただし我々は当初から20 名という考えでずっと推移しているということは間

違いありません。そういう推移です。 

 はいどうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私はそういうふうには受け止めていない。もっと明確に議会運営委員

会の流れの中で、あくまでも党としての考え方の削減に対しては、反対だという形を貫いて、仮

にもしなかなか決まらないのであれば、会派の数の採決という方法もあったのではないかと。な

るべくぎりぎりの苦渋の選択の中で、非常に町清クラブさんあの当時苦しんだと思うのですよ。

一番苦しんだと思うのです。そういう中で私は全会一致で16 名になっていたような気がするの

で、もっと議会運営委員会の中で、共産党としてはあくまでも削減に対しては反対なので、20

名で貫きたいということをきちっと明確にというか、みんなが理解できるような形の中でお示し

いただいたほうが、わかりやすくて良かったような気がしております。意見として述べさせてい

ただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他いいですか。 

 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私はこれは自分がそういうふうに取って考えたのかもしれませんけれ

ども。議会運営委員会で各会派に何回も持ち帰って議論しました。本当にさっきおっしゃったよ

うに苦しんで大変な思いをしながら、うちも簡単にいいということではなかったのです。ただな

ぜ会派に何回も持ち帰ったかというと、採決を取るべきものではないだろうというのが委員長の

持論だったような気がするのです。採決を取って何ぼ何ぼで、だからこうだよと決めたくはない

と。だから何回も議論をして皆さんの意見を本当に集約したものできちっとしたものを持ってい

きたいというふうに私は思い込んでいましたから、何回も会派に持ち帰ってその上で議論をした

分は、私はそれが名前を連ねたということは、その一本にして議会として出していくのだろうな

と。もちろん正式な議会の場で、賛否するというのは議員として最高の権利なのかもしれません

けれども、やはり私達にすればあれだけ揉んでみんなが納得いくようにして、それでやったもの

が結果としてああいうふうになったということは、私達の議会運営委員会でこれだけ苦労したも

のは何だったのだろうかという思いが、やはりあったのですね。 

だからもちろん勘違いというものもありますし、私は意見書のときもそうだったと思うのです。

議会によっては一会派でも反対すると絶対意見書は出せないのだという徹底しているところも



 5 

あるのですね。でも白老町議会としては出てきたものは、みんなで意見調整をして、内容を変え

てでもいいから一つ良いものにして、みんなで一致して出したいですねと。そういうすごく前向

きな方向性をとってきたというのが、白老町の議会運営委員会のあり方というのはすごいという

ふうに私は捉えておりましたので、そうした中での一つの方向性で提案者ともなっておりました

ので、当然私達は全員賛成の形のところまで持っていけたなという安堵感みたいなものがあって

参加していましたから、びっくりして、誰か忘れていたのではないかと最初は思ったのですけれ

ども。それぐらいきちっと決まったものでの報告だというふうに私は捉えておりましたので、他

の会派で議論した方も、そのために議論をして一つの意見にまとめたというものがありましたの

で、そういう行為に対しては一つの今までは何だったのだろうという疑意を持たせるようなもの

があったのかなというふうに私も思いますので。結果としてやってしまった、出た結果ですので、

今後の中でそういった最後をきちっと締めるというか、最後をこういうふうにしたい、だけれど

私達はこうですということを、あれだけ議論した中ですから、これからもまた何か議論をしたと

きに、最終的に私達は譲れませんというのははっきり言って、賛成者から抜けるとか、そういう

面ははっきり明確にしていかないと、信頼関係がなくなってしまうような気がしますので、そう

いった面では私達も十分気をつけていかなければいけないなと今回思いました。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今吉田和子委員が言われたことは、もっともだと思います。そのと

おりだと思いますので、その件については議会運営委員会の運営上の問題ですので、ぜひ気をつ

けて反省をし、このようなことが起きないように私自身もより精査をして、きちっとした対応を

してい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。 

 15 分位遅れてしましました。迷惑を掛けて申し訳ありませんでした。 

 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） それでは本日の協議事項に入りたいと思います。第２次議会改革が

終わりまして、第３次改革に入りますので、この柱、基本ですね。以前から議論をされています

ように、自治条例に基づく法案条例規則等々の改正、そして内容の精査、こういうものをしなが

ら今後第３次改革に向けて、まず出発をしたいと、こう考えております。それの今日は第１回目

の会議でございますので、白老の自治基本条例に関係ある条文と、うちの議会に関係のある部分

とを整理をし、今後どういう中身で議論をしていくかということを、今日は意志統一をしたいと

いうふうに思います。そのために運営の実際というものもありますので、この点の問題提起をま

ず議会事務局からしていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいですか。 

 まず情報提供から一つしたいと思っていますので。６月 25 日苫小牧民報社の記事を添付させ

てもらっています。これは厚真町議会、先月６月議会の中で厚真町の議会改革の報道された部分

です。厚真町は報告会も決めまして、年２回やるということでございます。３月と９月ですね。

もう一つは、一般質問の追跡、善処する、検討すると言った部分の追跡を完全にやるということ

も決めたようです。それとメールマガジンの発信、インターネット中継。今盛んに言われている
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自由討議も今後やっていくということの改革案を。これは参考です。厚真町でもこういうような

取り組みが進むということでございます。これは終わりたいと思います。 

 次にまず三つほど出してございまして、自治基本条例に基づくものということで、昨年の 12

月に議会が自ら議会の部分を定めてございます。前にも１回お渡ししておりますけれど、抜粋し

たものです。議会の関係はすべて議会が対応しなければなりませんが、その他の条文で町は、町

はという表現されているのは、これは行政側と議会が含まれるということなので、一つの情報共

有、原則は当然基本原則は議会も適応されますけれど、町はという表現がされているところをす

べて抜粋しております。町民の部分、行政の部分除いた部分で抜粋してございます。左側のほう

は、取り組み事項という部分については、今まで議会改革の中で白老町が取り組みをした部分、

取り組んだと思われるものを記載させていただいてございます。今後取り組み事項という部分に

つきましては、これはあくまでも事務局の試案でございますから、たたき台という感じで受け止

めていただきたいと思います。これに固執することなく、自由に検討していただきたいと思って

います。 

 まず一つずつやっていきたいと思います。第２章の中に情報共有ということがございまして、

これは自治基本条例の大原則でございます。私達はお互いに情報を伝え、情報共有によるまちづ

くりの推進に努めますと。町民と議会も同じく情報共有しなければならないということでござい

ます。これの基本的なものは地方自治法で定められていまして、115 条で公開、議会はオープン

でなければならないということが規定されております。会議の公開、報道の自由、会議録の公開。

これが今法律で定められているものでございます。 

 次に第５条です。第５条は町がという規定でございまして、情報公開しなければならない。同

じく情報を統一した基準により保管するということでございます。このような中で今まで取られ

ていることは、まず一つは議会広報の発行ですね。会議の公開。これは原則公開。こないだ条例

を改正しましたので、今は条例上は委員会、本会議公開になっています。あと委員会協議会、全

員協議会についても申し合わせで公開する、原則公開ということを謳っています。もう一つイン

ターネット中継ですね。15 年からインターネットライブ中継。本会議併せて予算決算の委員会

についてはライブ中継しているということでございます。会議録の公開ということで、12 年か

ら情報公開条例に合わせまして、会議録をホームページで公開しています。その前から図書館に

は会議録として設置されております。こういうところが情報公開に値するところかなと思ってお

ります。 

 試案ですが、一つは議長交際費の公表ということで、今各地の議会のホームページ上で議長の

交際費どういうふうに使われているかと。個別に列挙しまして公開されています。ここら辺で行

けば、厚真ももうすでにやっている事項です。うちではまだやってございません。それとホーム

ページの全面改訂。本年度は今事務局内で指示しておりますけれども、本年度掛けて全面公開検

討してはどうかということが今主幹以下に指示しております。その中でどういう文章が公開でき

るか、全国の事例を見ますと、委員会報告ももう公開をしているところがあるのですね。委員会

報告書。うちはしていません。議事結果、どの議案を出して、採決があったか、採択なったか。
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そういう文章も公開していますので、公開しなければならないという観点からいくと、公開する

種類も拡大しなければならないかなというふうに事務局では思っております。 

 次に第６条でございます。第６条は説明責任という項目でございまして、これも町はという規

定がございますので、議会もしなければならないということでございます。こういうことで今ま

で過去にやった部分というのは、議会報告会、議員の出前トーク、こういうところが直接住民に

報告しているところ、説明しているところかなという気がいたします。今後は広報広聴常任委員

会を設置しましたので、その活動の充実が求められていくのかなと。各種団体、今までやってこ

なかったような団体までも懇談、団体でない人をどうするかという部分が今後求められていくと

ころかなと思っています。 

 もう一つ７条ですね。町民の意見等への取り扱いということで、ここも町はという規定でござ

いますので、当然議会も対象になってくると。意見、要望、苦情等に対処しますということでご

ざいますので、これに近いものにつきましては、うちとしては請願、陳情、参考人制度、こうい

うところがあたってくるのかなと思っています。全国の事例を調べてみますと、町民による政策

提案をやっているということで、四日市市で議会モニター制度をやっているという情報がインタ

ーネット上ではつかめます。こういうことも検討に値するのかなということで、参考に示させて

いただきました。 

 第８条です。ここには町議会議員の候補者はとあります。直接事務局には該当しない事項です

けれども、マ二フェスト、立会演説会、こういう部分は当然次の議会から検討されなければなら

ない事項かなという気がいたします。 

 次のページです。第３章の第９条です。ここも町民参加の推進ということで、町はという規定

がございます。この規定から行くと、参考人制度ですとか、各種団体との懇談会、こういう部分、

議会報告会も入りますね、こういう部分が今までやってきたところではないかと。今後の取り組

みとしては、条例改正、制度改正にあたっての公聴会の仕組みを取り入れるのかどうなのか。大

変な事項ですけれども、そういう項があるかなと思います。 

 10 条の規定ですが、参加機会の保障ということでございます。これも町はの規定です。移動

常任委員会終了後の懇談会、陳情審査後の傍聴者との懇談、このようなところが今までやってき

た事項かなと。今後どういう形でやっていくのかということが求められるかなと思います。多く

の議会でやっているのは、Ｅメール等によりまして、ホームページの中で政策提案を受けるとい

うのを、三重県とかがやっている事項でございます。 

 第５章以下につきましては、議会の項目でございますので、これは完全に議会として考えてい

かなければならない事項だと思います。一つは、議会の役割と責務ということで、議決事項、合

議制の機関という部分が書いてありまして、２項目が不断の議会改革をするよということが書い

てあります。会派制をとっているということも一つの役割を果たしているのかなと。後第１次第

２次で推進してきたという事実もございます。今後は第３次の改革に当然入っていくだろうとい

う部分だろうと思います。 

 もう一つは、次に16 条の議会に権限ということでございます。当然議決機関でございますか
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ら、チェック機能の強化、立法権、調査権を当然今まで制度としてございますので、これも含め

て今後も係ってくる事項だと思います。 

 もう一つは 96 条、地方自治法の96 条の２で議決事項を追加できる項目があります。うちは今

してございません。全国ではここ進んでいまして、やられている団体が非常に多くなってきてご

ざいます。栗山は議会基本条例の中にこの事項が入っています。多くの団体は、総合計画の構想

ではなくて、計画を議決事件にしたり、長期計画、重要な長期計画、例えばエンゼルプランです

とか、介護保険計画、そういうものを議決事項に取り上げているところもございます。うちは今

一つは制定しなければならないですね。というのは、宣言、町の宣言、姉妹都市の締結というの

が、実態上の今議決事件になっているのですね。ただ法的には議決事件ではないのですよね。で

すからこれは、今の段階でも白老町は作らなければならない。２件、法に基づかない議決をやっ

ていますのでね。これも今後の検討になろうかなと思います。 

 17 条でございます。17 条は、議員は町民から選ばれた代表として、公益の実現に努める責務

を有します。自己研鑽に務めます。政治倫理に基づいた行動を行いますということが書いてあり

ます。これは今までも研修会とか、独自の研修会とかいろいろやってきていますから、それの底

上げをどうやって図っていくか。過去に、11 年に倫理条例を定めております。ただうちの倫理

条例は早く定めているものですから、今は画期的な倫理条例、各市町村で最近作っているのはで

きてきています。一つ違うところは、今うちの倫理条例には議会自らというところの規定がない

のですよね。自浄作用というのですかね。他の新たな倫理条例を定めているところについては、

議員の何名以上提案したときに審査会を設けるとかという。あと辞職勧告をするだとか、役職停

止だとか、いろいろなものを持っているところがございます。 

 18 条は、これは定数の話が書かれていまして、これは６月に定めたところでございます。 

 次に第２節の議会運営の関係の19 条でございます。ここでは本会議の他必要な会議を設置し

ますと第１項では言っています。これのものとしては、常任委員会、特別委員会の設置、当然広

報広聴常任委員会設置しましたので、あとは私どものやってきた特異なものとしては、移動常任

委員会もあるのかなという気がします。ここは広報広聴常任委員会ということで、新たなものを

今回設置しましたので、今後どうしていくのか。２項については、議会の会議は自由な討論を基

本にしますということで、自由討論を定めております。委員会においては、案外自由討論という

か、委員会では一部やられている。本会議のやり方としてどうして行くのか。自由討論の方法、

あり方ということで、少し提示しています。栗山の方法です。議案の提案が町からされたら、そ

れに対して質疑を行います。次に自由討論とありますけれど、これは栗山では議員発議、議員発

議によって重要な議案については自由討論をできるようにしているということですが、全部が全

部自由討論するということではなくて、重要な案件については議員さんの発議から、自由討論し

たほうがいいのではないかという発議の下でやるというみたいです。最終的には討論をしなけれ

ばならないですから、賛成討論、反対討論をきちっとして、採決に入るというやり方が、栗山の

やり方のようです。あとはホームページ調べていますけれど、なかなか出てきません。 

 次に３項ですが、３項は反問権の関係。これはすでに12 月から先行されていますので、町側
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まだ１回も使っていませんけれども、これはすでに規定されている事項です。 

 議会の会議は原則公開としますということで、これは６月議会で委員会条例の改正をして、原

則公開をいたしました。 

 あと残っているのは、後からもお話しますけれども、傍聴規則の関係。本会議の傍聴規則、委

員会の傍聴規則を制定しなければならないと思っています。 

 20 条、議会活動の充実ということでございます。議会は調査権の行使、町民の提案等の活用

を図り、政策提案を行うように努めますということで、過去にやられているのは、政策形成過程

への議会の関与ということで、所管事務調査の中で政策がまだ過程の物を取り上げて、意見を入

れていくという方法が、ここに該当すると思います。 

 もう一つ２項目ですね。まちづくりの理念を掲げ、課題等を的確に把握し、議会活動における

質疑の充実に努めますということで、代表、一般質問の活性化ということで、一問一答方式採用、

対面式質問席の設置と。これは平成12 年からもうすでに行っております。ただこれは今試行と

いう形でやられていますので、45 分間規定、一問一答も試行ですので、今後条例に組み込んで

いく必要があるということで、新たに協議が必要なのかなと思っています。 

 閉会中の所管事務調査等がここの条例に該当するのかなと思っています。私どもの議会は閉会

中に必ず１項目、２項目取り上げていますので、こういうところに該当してくるかなと思ってい

ます。今後通年議会の実施、現在６月から試行でございますから、通年議会を実施するかどうか

という事が、条例体系に組み込まれなければならないと思っております。 

 それと議員の政策能力の向上ということで、この部分につきましては、近隣市町村の共同型研

修、登別と今やっていますが、施設見学ばかりではなくて、議論ができるような研修体系も今後

必要かなと思っています。それと会議録の整備。これは委員会の全文記録等は平成12 年からす

でにして公開してございます。政策研究会につきましては、市町村合併調査研究会、議員会によ

る設置を平成14 年から現在まで設置をしてございます。今後議会研修のあり方をどうしていく

のか、議会としての研修のあり方、議員会としての研修のあり方、会派、同じく最後は個人の議

員の研修のあり方というのは、議論されていかなければ駄目かなと思います。住民参加型研修を

どうやって取り上げていくか。これも識者の中では言われているような研修体系であります。 

 政策研究会のためのどういうような設置をしていくのか。事務局が今考えたのは、課題、課題

ごとに特別委員会がいいのではないかという気はしていますけれど、それも検討課題でございま

す。 

 一応 21 条まで申し上げましたけれど、あくまでも右側に書いているのは事務局の課題提起と

いうことで押さえていただきたいと。これに固執するものではありません。以上であります。 

 次に審議に必要な本会議の出席者ということが書いてございます。議会運営の実際というもの

をご覧になっていただきたいと思います。アンダーラインを引かせていただいておりますけれど、

昨年の 11 月地方自治法が改正になってございまして、従来は説明員の出席を要求できるという

規定だったのです。今回から議会の審議に必要な場合、説明員を招集できるという規定になった

ところでございます。ですから、町側が関わるのは議案提出されたものの質疑までです。ですか
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ら質疑が必要がない、裏を返せば説明員として要求できなくなるという考えにとらわれていいの

ではないかと思います。なぜこういうふうになったかと言いますと、その下にも書いてあります

とおり、地方制度調査会の答申の中で議員同士の議論、先ほど言いましたように自由討論ですね、

これを推進すべきであるということから、こういう規定をしたということです。従来のように町

との質疑という部分に終始するのではなくて、議員同士の可決、否決する過程をきちっと表しな

さいということだそうです。ですから今後説明員については議会の部分であるとか、質疑がない

ものについては呼べないという考え方でよろしいのではないかなと思います。下のほうにも書い

てございます。 

 もう一つは、委員会の説明員の関係でございます。今議会では委員会条例によりまして説明員

の出席の規定を書いてございますが、一番後段になりますが、町村の委員会条例は執行機関の出

席を義務づけているような条文がありますが、それは出席を要求するための手続き規定であり、

執行機関の出席を法的に義務づけているものではありませんという書き方でございます。白老町

は委員会の出席要求にも当然応じていただきますので、これはないと思いますけれども、質疑の

方法については本会議に合わせて必要な都度という感覚にとるものではないかと思っておりま

す。 

 裏のページは委員会の傍聴規則を定めたほうが良いですよという規定でございます。本会議の

傍聴規則には、地方自治法130 条の規定により傍聴規則を定めなさいという規定がございまして、

現在は本会議の部分については傍聴規則を持っております。傍聴規則も簡素化するということは、

基本条例ができてからの議論ということになっていますから今後になりますが、それと併せまし

て委員会の傍聴規則については、何の規定もないのであります。本会議につきましては議長の議

事整理権というものが働くのですが、委員会の傍聴に関しては議事整理権というのは働かないと

いう解釈がとられています。ですから、委員会のための傍聴規則を定めなさいという規定でござ

います。先般の６月の条例改正の中でも１項目定めております。委員会条例については、必要が

あれば議長に委任するという規定がとってありますので、委員会条例は議長の名の下に作らなけ

ればならないと思っております。それが先ほど言いました第19 条の部分の公開と併せて整備し

なければならない事項だろうと思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今局長のほうから厚真の関係につきましては参考配布というこ

とで、参考にしてもらうと。第 ３次改革の基本になります自治基本条例に関わる議会の部分の説

明と、２つのこと、本会議の出席者と委員会の傍聴規定、ここら辺のところを今進めなくてはい

けないと、考え方を統一していかなければいけないということなのですが、まず最初に質問等々

ありましたらどうぞ。 

 それでは55 分まで休憩といたしますので、その間に整理をして、どのような議論方向でいっ

たらいいかというところでやりたいと思いますのでよろしくお願いします。 

暫時休憩といたします。 

休  憩  午前１０時４３分 
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再  開  午前１０時５６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。自治基本条例に関わる検討事

項についてですけれど、何かご質疑ございましたらどうぞ。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 質疑というほどではないのですが、先ほど局長からいろいろ取り組み

事項、今後の取り組み事項といろいろと話を聞いて、取り組み事項は第２次までの行政改革の中

で十分ではないけれど、だいたい取り組みしつつある。100 パーセントのものもあれば程度の問

題もあるけれど、まだ十分でない事項はあるにしても、だいたいやっているのではないか。問題

は、今後の取り組み事項は第３次の中で検討されなければならない問題なのだろうけれども、こ

れを具体化していくためのこれからの取り組みになろうかと思うので、この中で珍しいのは栗山

の第 19 条ですか、議会の会議の中で自由討論、これらなど非常に今後考えていかなければなら

ない問題だろうと思うのですね。第 ２次の中の最終のほうで出てきた政策研究会、これを早く立

ち上げていかなければならないのではないかと。なかなか議員提案というのはできそうでできな

いものですから、こういう政策研究会というものを作って、何人かで提案していく方法を、誰が

提案したというのではなく、全員の議員で提案したというふうに持っていって、今までは町の理

事者の提案事項ばかりを議会で本会議で議論していた。先取りするかしないかは別にしても、委

員会で議論していたというのがあれだったのだけれど、今後は政策研究会というのが、先ほど事

務局長が特別委員会でも立ち上げてというようなお話があったけれど、それは早くやって、特に

白老町は財政的にも大きなピンチに来ていると言われているので、こういうものを立ち上げなけ

れば、19 年度ももう終わりですから、後半になってくるわけだから、我々の議員の身分のある

間に一つでも二つでも政策研究会の特別委員会を作って、遅くても９月の議会までにもし提案で

きれば、提案できるものにしていけば、それが実現するためには 20 年度でなければ実現できな

いわけですから、20 年度に入ってから議論していたのではまた間に合わないということになる

し、そのうち20 年度の決算という時期が来ますので、早く政策研究会を立ち上げるのが、白老

町にとっては急務ではないかという印象を受けているのですけれど、いかがなものでしょうか。

私の考え方とすれば、そのような程度です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。山本委員。 

○委員（山本浩平君） これ結構膨大でございますので、１度会派で精査させていただける時

間をいただければと存じます。 

○委員長（大渕紀夫君） 他ありませんか。委員外議員の西田委員、先ほど何か挙手されたの

ですけれど、ありますか。 

 委員外議員西田委員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） ここの中で説明責任というところなのですけれども、情報共有

ということで、先ほど局長のほうで今後の取り組みとして団体でない個人の対応をどうするかと

いうお話がありましたけれども、団体というのは何人以上というのは特に議会では決まっている

のでしょうか。この辺も少し考えていただけるとありがたいと思うのですけれど。 
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○事務局長（上坊寺博之君） ６条では。 

○委員外議員（西田祐子君） ６人以上。 

○委員（加藤正恭君） 団体ということは何々会とか協会とかそういうことを言っている。 

○委員外議員（西田祐子君） そういう意味ですか。そういうことに全く関係ない知り合い同

士で、友人で５、６人集って来てくれというのは、あくまでも個人という考え方でよろしいので

しょうか。その辺だけ教えていただけたら。 

○事務局長（上坊寺博之君） これはここに書いてあります広報広聴常任委員会の活動充実と

書いています。これは新たな議会に委ねるような形になるのですけれど、この設置するときのお

話もします。全体でやるような報告会など懇談会の位置づけと、分化会によってその所管する各

種団体とか、今までやっていない団体というのがいっぱいあるのです。福祉団体もそうですし、

そういうところの充実も計っていかなければならないだろうということをここで申し上げまし

た。ただ分化会は位置づけではそういう位置づけをしていますけれども、個々にどうするのかと

いうのは、大きくくくると報告会だとか懇談会でも一つの役割を果たせると思いますけど、今や

っている仕方の中では出前トークという方法もやっていますから、それも含めて今後のあり方は

当然広報広聴常任委員会の中で本当に詰めていかなければいけないだろうなということを、ここ

で書いたのですね。そういうような考えで私はいいのかなと。まだ常任委員会動いていないです

から、今動かすというわけにもいかないですし、なくても今やれることは当然ありますから、今

の中で考えていっても、今年度限りで考えていってもいいのかなと。そういう意味で書かせてい

ただいた。あくまでも素案ということで捉えてください。これより幅を広げていくことは、全然

問題ないわけですから。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 第 19 条の中の自由な討論というところ。これは栗山町の例として挙げ

られたのですよね。議員発議で討論するというようなこと。もし町側から議案が提案されて、重

要な案件であるからということで議論するのでしょうけれど、白老町は委員会付託というのがあ

りますよね、だからその辺をどうするのか。急に議会中にこれは皆さんで議論しましょうという

ようなことになるような形のものでやっているのか、議運である程度揉んでおいてそういう形に

しようという形にしているのか、やっぱり委員会に付託しようというふうにするのか、それは議

運で一度揉むものだろうか。その辺どうなのでしょうね。前に、議会前に議運に提出されますよ

ね。その辺どうなのでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 栗山はそこまで確認しておりません。ただ自治基本条例を定め

たときに、そこの中に自由討論ということを盛り込んで、こういうような仕組みで多分進むのだ

ろうなという記述があるので書いたのですよ。ただ委員会の自由討論と本会議の自由討論のあり

方はおのずと変わると思うのですね。うちは議運を含めて自由討論しているのですね。委員会で

は私はしていると思っています。だから本会議は現実にはやっていないですね。 

 例えばこういうやり方でやると言ったときに、町の説明の仕方も変わってくるわけですよ。議
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案一括提案して、一括質疑をして、自由討論以下は町関係ないですからね。これをどうするか。

町は退席してもらうのか。討論も採決も議会だけのものですから。例えば議事日程として最初の

１日は提案と質疑だけを終わらせてしまって、２日目以降に討論に入っていくかという方法も当

然考えていかなければならない。議会の仕組みそのものを運営の仕組みが変わらざるを得ないと

いうことなのですね。その辺も少し含みを持たせた中で研究していかなければならないかなと思

います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。今の自由討論の問題も突然議員に説明もなしに、例えば

議運にもかからないで突然出すということはまずないのですよね。ここで自由討論が活発に行わ

れるかどうかということは、今の白老では考えづらいのですよ。大きな問題となったら常任委員

会付託だとか、常任委員会で前もって検討してくださいとかいうのがあるから、それをまた本会

議で蒸し返しやるというのは考えられないのだけれど、本当にどういう方法で自由討論というも

のが行われるのか、その辺をもう少し栗山の中身を勉強しないとわからないと思うのですね。私

はそう思う。考えられないのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員会での自由討論というのは、かなり私もやられていると思って

います。ただ本会議で自由討論となると、その賛否がなくて、反対の人と賛成の人がいて討論を

するのだったら良いのですよね。自分の考え方の述べるのだから。だけどそれは賛成反対の討論

ありますから、それ以外の討論を本会議でやるというのは、あまりおかしなことは言えない・・・、

委員会で言っても良いという意味ではなくてですよ。なかなかイメージが僕も湧かないのですよ。 

だから、これが全国的な議会でどうやるべきか。この間福島が来られたときも自由討論の話に

やはりなるのですけれど、福島もどうすればいいかというような議論なのですよ。 

○委員（加藤正恭君） 想像なのですが、傍聴者を意識した自由討論ではないかと思うのです

よ。議員は常任委員会で議論したり、やっているから、本会議ではやらなくてもわかるけれど、

傍聴者は何のことかわからないということが中にはあると思うのですよ。それを意識してやるの

ではないかなという気がするのだけれど。そのようなことも邪推かもしれないけれど、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） 皆さんの前にコピーをしてお渡しをして、なぜ自由討論が必要

かというのを渡したと思うのですけれど。賛成か反対かの過程がわからないということなのです

よ。言われているのは、議会もどうやって決めたかわからないから、自由討論が必要だというこ

となのですよ。今の形態ですと、反対意見と賛成意見を言って採決しますから。反対者と賛成者

の意見、どういう内容かというもので可決されたということはわかるのですけれど、議会の意志

としてどういうような議論がなされて、それが結果賛成だったか反対だったかというのは住民に

わからない。ですから自由討論が大切で必要だと言われているところなのですね。それが地方制

度調査会の答申にも表れていると私は解釈しているのですけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） さっきおっしゃったように、自由討論になったら執行部はいなくなる

と言ったでしょ。委員会でもそうなのですけれど、もちろん自分達も出された議案に対しては勉

強してきますけれど、もしかしたら聞かなければいけないことありますよね。委員会なんかは聞

いてまたそれでどうだという議論をしますよね。聞く場がないわけですから、聞く人がいないわ

けですから、本当にそれを自由討論で議会でやるといったら、それこそ案件について詳しい資料

も出していただいて、自分達でしっかり勉強して、議論できるような状況を作っておかなければ。

ただこれ一つ大変な問題だから議論をしますと出されても、みんな何をどう言っていいのかわか

らない、聞く所がないわけですから、持っていき方というのはすごく難しいのではないかなとい

うふうには思う。委員会ならそういう自由な時間を持ちながら、勉強しながら、聞きながら方向

性を見出していくというのがあるのですけれど。そういう委員会形式のような自由討論を議会で

やるような形で頭の中で考えて良いのですか。その辺どうなのでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一つの方法。やはり本会議重視なのですね。うちは委員会活動、

重要としていろいろ活動していますけれど。委員会に付託されようが何されようが、それはした

期間であって調査なのです。そこで決まったことイコール可決ではないわけですよ。委員会は小

数しか入っていませんから、小数の議論にしかならないということで。委員会で一つ揉むという

ことはワンクッションで、調査するということなのですね。だから基本的に採決する場のそこで

討論されなければ、結果とした採決の筋道は出ないということになるのかなという気がするので

す。 

○委員長（大渕紀夫君） 非常に不十分でしたけれど、例えば病院の審議会の最後のとき、特

別委員会ですけれど全員参加していましたよね。あの時加藤委員からいろいろ出た「小委員長ど

う思っているのだ」とか何とか、鈴木委員か誰かと何かありました。ああいう形なのかなという

気が私はしたのです。ああいうことが本会議で行われるというふうになれば、確かにあれは自由

な討論だと思うのですけれど。ああいう形で委員会がきちんと提案して、議会の中で揉んで良い

か悪いか決めて、最後決まったわけですよね。だからああいうものかなという気はするのですが、

その程度ですね。 

 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 案件によっては１日ぐらい時間を取ってしまうことだってもちろんあ

るわけですよね。そういうことが可能であれば、十分議論できるのかな。ただ議会を１回、執行

部が下がってそれを取り上げてやるのに何日もかかったりしても良いのかなと、頭の中にあった

ものですから、その辺の取り扱いもどうなるのかなと思ったのですけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それも今後の議論だと思いますけれど。19 条の上に私少し書い

たのですよね。合議制機関の意味と書いたのですけれど、最初のほうにも書いてあるのですね。

要するに議会というのは合議機関なのですね。ですから結果反対でも賛成であっても、意志を集

約する努力というのは当然必要なのですよ。その経過を以って、賛成だったか反対だったかとい

うのですね。だからそれをしなければ住民には結果わからないと。ですから、逆に言うと、今盛
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んに航空学園の債務負担がよかったかとかそういう話が出ていますけれど。そういう経過を踏ま

えていれば、あまり住民の方そういうふうには言わないのではないかな。ですからその辺が見え

ないというのは、どこの本にも指摘されている。イメージとしては、そういうイメージとしてと

ってもらうことがわかりやすいのかな。 

○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） 少し教えてほしいのですが、この反問権とこの自由討論という

のは、住み分けして考えていくのですか。それとも反問権の進化したものが自由討論なのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 反問権というのは議員さんと理事者、要するに理事者の将来考

えだとかそういうものについて、質問したことに対しての疑義があるから反問権を使えるという

ことです。自由討論というのは議決機関の議会の中でやる行為なのです。だから町は全然入らな

いという。 

○委員外議員（根本道明君） 反問権は町と議員との・・・・。自由討論は議員同士での・・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから委員長言われてように、病院の特別委員会の最後のとき

の報告書を決めるときに、どういうのを盛り込むかと言ったときに、残すべきだという人もいた

し、なくすべきだという人もいた。それが自由討論でやって、近づいたのですよね。近づいた報

告書になっている。ですからその議論の中で、近づく近づかないはあっても、その結果議決事項

だから、賛成にしたか反対にしたか。その過程を明らかにする。有権者に明らかにすると。ただ

その結果、こういう過程で賛成になったのだな、こういう過程で反対になったのだなということ

が、わかるようにするということなのです、自由討論というのは。 

○委員長（大渕紀夫君） それで、先ほど山本委員からありましたように、この件につきまし

ては今の議論を含めて、一応会派に戻して１回戻して議論をし、なおかつ今後の取り組み事項の

追加を含めまして、各会派で議論をしてもらいまして、これは挙げないと、これをここでこのま

ま議論していくというわけにはいきませんので、そのような処置を取りたいのですけれど、いか

がですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） そういうふうに。ただ今加藤委員が言われた中で、現在の政策研究

会にこだわらず、財政問題をあれだけのことで町が出ました。それこそ病院の問題よりももっと

もっと大きい問題だと思っています。それに対して議会が対応しないというのは、ありえないか

なというふうに思っているのです。それで、この中でなくて、別個その他のところで、皆さんの

ご意見を伺ったほうがいいのではないかと。政策研究会にはこだわらずという意味です。それを

やらないと、議会が何もやらないでここにいて、出たことに対して26 億 7,600 万円そのまま待

っているというわけにはいかないでしょ。ですからそれはここの研究会に関わらず、後々やった

ほうがいいと思うのですけれども、いいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次に、審議に必要な本会議の出席者について。これは今ま
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で言われていますからよくわかると思いますけれど。局長から説明がありましたように、本会議、

委員会ともども、関係課以外は出席しないで仕事をしていただくということなのですよね。どこ

かに書いていますね。執行機関のうち説明員の出席が多いため、行政事務が停滞するという批判

があるというふうに書かれていますので、それを必要な説明員のみ出席していただくと。常任委

員会のように説明が終わって質疑が終わった段階で、あとは議員の議論と討論というふうになっ

た場合は、下がっていただくというような。それは常任委員会でもやっていますけれども。そう

いうことをより精度を上げて行うということになっていると思うのだけれど、この点について何

かご意見がありましたらどうぞ。 

 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） まだ内容を掌握しないで聞くので申し訳ないのですが、定例会等も全

部そうですよね。そうなると一般質問なんかありますよね。そういった場合には、提出、通告し

ていますから、内容はだいたい伝わっているのですけれど、たまに関連して飛ぶことがあります

よね。そういうことをきちっとある程度前もって通告をした時に言っておかなければいけないと

いうことになってきますかね。休会してまたその間に来てもらって答弁してもらうということに

なりますかね。暫時休憩するとかそういうことが多くなってしまう可能性も考えられるのかなと。

なるべく質問は飛ばないようにきちっとしなければ駄目なのかなと思って、今聞いていたのです

けれど。 

○委員長（大渕紀夫君） たぶんそういうことで言えば、議会運営委員会として出る結論はど

うなるかといいますと、質問通告のときに精査をしてきちっと出していただくと。こういうふう

になると思います。ただそれが今言われましたように、100 パーセントというふうにはならない

と思います。ですからそれに対する対応は、暫時休憩をずっとやっているのではどうにもなりま

せんから、事と次第によってはどうしても答弁が必要だという場合も出ます。そういう場合は一

般質問のたびに１回なり何回かの一般質問の中でそういうことは有り得る事だと思います。ただ

精度を上げるということから言えば、一般質問の出し方の精度を上げると。書けば来るわけです

から、書いておけば。書いていないところが来ないのですから。そこだけはっきりにはなると思

います。 

 山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 私は今後の方向としてはそういったことも必要かなとは思うのですけ

れど、それよりも例えば課長さん達の町の政策に対する問題意識のほうが重要だと思うのですね。

これはこちらの課だから私は関係ないみたいな形にならないようなことを、重視すべきかなとい

うふうに思うわけなのですよ。先日、道新さんの夕刊の記事でバイオマスの記事が載っていまし

た。登別市の対応は困惑しているような内容の記事が載っていたのですけれど、町の命運を分け

るような環境問題だとかごみ処理の問題では非常にうまくいけば、これはすばらしいことだと思

うのですけれど、一つの大きなテーマである場合に、あれは生活環境課の一部でやっていること

だから、我々は関係ないよというふうな形にはならないと思いますよ。これはすぐにこういうよ

うなことの流れに沿うべきかどうかというのは、私は時期早々というか、じっくりと判断してい
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くべきで、今の体制は変えるべきではないと個人的には考えます。意見として述べさせてもらい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） こういう問題は原則と建前と二つあると思うので、我々が要求してい

なくてもいいというような意志表示ではなくて、必要であればおそらく担当課の人は現在でも出

たり入ったりしているのですよ。こういう質問があるなと思ったら、別な課長さんは今まで座っ

ていなかったのに、途中でも入ったり出たりしているのも現実にあるのですよ。ですから関連的

なものが出てくると予想されたときには、たいていの人は残っていますよ。ですからあなた方い

なくてもいいよという意味ではなくて、山本委員の言われたように心配されるところは確かにあ

ります。それはそれなりに理事者のほうは判断をして、そういう問題については我々も多少関係

あるので残っていようとか、例えば教育委員会の人達は関係ないからいなくなってもこれはやむ

を得ないのだけれども、やはりバイオマスの問題になったら範囲が広いから、そういう時はおそ

らく課長連中は全部残っていると思いますよ。議長が指名して、あなた方いなくてもいいですよ

ということではなくて、ある程度自由裁量に、理事者に任せたらいかがでしょう。そういう原則

はそうなのだけれど、建前はそうなのだけれども、原則としてはそういうふうにならないという

場合もあると思うのですよ。ですから必要によって係長クラスは別室に待機していますから、数

字的な議場には入っていないけれど、隣の部屋で待っている人もいるわけですよ。そういう状態

を見ると、あまりそれほど心配をしなくてもいいのではないかという気はするのですけれど。た

だ原則としては、やはり質問事項を通告している以外のことを聞くのはまずいのですよ。その範

疇でやってもらわなければならないということは、これは原則だと思うのだけれど。それほど私

は心配しなくても、臨機応変に理事者のほうはやるのではないかなという気はします。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 町側の考え方は、これは出てきているわけですから、基本的にこれに

沿った考え方に近いというように捉えていいのですか。町側というか理事者側の考えとしては、

できれば関連していない人達は職務に就いてもらいたいのだというそういう基本的な考え方を

持っているから、こういう形で出てきているのでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にそういう考え方は議会も示していませんから、お持ち

ではないと思います。ただ自治法が変わったということを、ご理解いただきたいということなの

ですよね。今年から町側も試行的に臨時会については特定議案がはっきりしていますから、一般

質問もございませんので、その部分については関係する課長さんが入るということには、今年か

ら一部やっています。参考に事務局でイメージしているのは、たぶん町側も議案提出をしている

ときには当然先ほど山本委員が言ったように、他の課長関係ないということは言わないと思いま

す。それはいつ異動して変わるかわかりませんから、担当になるかわかりませんから、聞いてい

ることは当然必要ですし、町側もそういう認識をしていると思います。今、事務局がイメージし

ているのは、議会の関係の議案があるのですよ。例えばは派遣承認から意見書が出て、会議案で
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出るという部分については、当然これは議会関係の部分ですから、町側が残っている理由という

のはないわけですよ。ですから、事務局としてイメージするのは議会の関係の部分かなという気

がしているのです。今度通年議会になってきて、どういうような動きをされていくかわかりませ

んけれど、そうなったときに、逆に議会の、８月31 日は議会の分しかしませんから、その部分

は当然町に入っていただかなくても議会の中だけで完結しますので。たぶん委員会報告がありま

す。委員会報告に必要な課長さんは残るでしょうし、担当、副町長は残っているかもしれません

し、そういうようなイメージになるのかな。ですから議長に議会の関係の入るところで１回休憩

をとってもらって、残る人は残るでしょうし、戻られる人は戻る。今ライブ中継やっていますか

ら、課長席では当然見ているのですね。見ていないことはないと思います。そういうような事務

局としてはイメージをもっています。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が思っているのはどういうことかというと、要するにこの人は出

席してくださいという要請をして、あとは自由と。ここの課は出席してくださいということは議

会側としてもやらなければ駄目ですよね。ですからそういうふうに住み分けできるものであれば、

簡単にできるものであれば、ここは絶対に出てくださいと。ただ言われたように、こないだも出

ていましたけれど、新しく参事さんがなって、その参事さんが担当で課長いるけど議案説明する

という人はいますよね。新しくなった人が参事になって、若い課長さんが議会に慣れるというの

も必要ですから、そういう趣旨で出ている方も現実に見ているといますよね。それは理事者側に

任せて、こことこことここは出なさいというのは、議会側はそれだけすればいいと思うのですよ。

後は向こう側がどう対応するか今局長が言うように、対応は向こうにしていただくというのが一

番良いような気がするのです。向こうが必要だったら出てくると。こちらが全部出てくださいと

いうのではなくて、そういう形にしたらどうなのでしょう。最低そこだけは出てもらうというふ

うにすれば良いのかなと思うのですけれど、いかがでしょうかね。ただ今日そこまで行ったとい

うことで、皆さん会派でもう一度これも揉んでいただくということにしたいと思いますので。 

 委員会の傍聴規則だけではなくて、傍聴規則そのものをどうするかということがございます。

今は全国各地ほとんど規制がなしなのです。名前も書かなくていいという状況に、全国的な流れ

としてはかなり大きな流れになっているようでございます。そういうことも含めて、皆さんの所

にたぶん前回の傍聴規則改定のためのものが２度ほど配布しておりますので、委員会の傍聴規則

ではなくて、本体の傍聴規則、一切なしにするのがどうかということで半分まで議論しました。

それを少し見ていただいて、同時進行で行きたいのですけれど、いかがですか。ないところは事

務局に言ってください。配布されていますから、そのような形で各会派の中でこれは議論してい

ただきたいというふうに思うのですけれどいかがですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） よろしいですね。 

 それでは第３次改革のことにつきましては、そのような形で取り進めをしたいと思います。 

 このあと話しを使用と思っていたのですけれど、７月25 日、８月10 日辺りに、議会運営委員

会をこの件で開いていきたいというふうに考えています。ですからこれに併せて会派会議を開い
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ていただいて、状況を一つ議論をしていきたいと。こういうことでございます。 

 その他についてに入ってよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは１番目。議員定数削減に伴う議席の配置について。議席図

がいっていると思います。新しい議会でやるというわけには行かない。議会事務局のほうが困る

そうでございまして、今、基本的にどうかという案が出ていますので、局長のほうで説明願いま

す。 

○事務局長（上坊寺博之君） 定数削減に伴いまして４議席減るわけですが、今３列２列と並

んで演壇があるわけですが、二つ外さなければならないのですよ。どこを外すかということで、

逆に１個しか残らなくなったり、前列１個しか残らなくなったりするものですから、基本的に今

４列形式になっていますけれど、２列ずつ残すという案で、これもたたき台ですけれど、このよ

うにしたらどうかと思っているのですけれど、どうですか。下手に外すと１個しか残らない席が

できたり。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですよ。今日決めるわけではないので、意見があったらどんど

ん言ってください。 

 山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 実際に見てみないとわからないのですけれど、一つ感じるのは演壇の

後ろが完全に通路になってしまいます。そういうところはあまりないような気がするのです。そ

の辺どうかなということ、１点だけですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 配置的には非常に考え方がたくさんあると思うのですが、一つ空調の

噴出し口の席、これを動かせられるのであれば動かしてほしいと。そうでなければ座席を変えて

ほしいと。特に旧の２番と旧の５、６というのは非常に寒いです。体調崩しやすいです。以上で

す。 

○委員長（大渕紀夫君） お金を掛ければ一番良いのは、報道席が引っ込めば一番前の１、２

と５、６を本当は後ろに上げて、２列並びにすれば一番良いのですよ。だけど今お金掛けるわけ

には多分いけないのではないかと。そうすると報道席もなくなるしね。一番いいのは報道席をバ

ックすれば、本当は今熊谷委員が言ったことも全部解決するのですよ。そうすると全部２列横並

びになるのです。それは難しいから、今熊谷委員が言ったことも含めて、考えるということでは

ないかと思います。 

 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 考えていただけるのであるならば、例えば真ん中のスペースが

ありますよね。執行部側と議会側。この間がかなりスペースがあるのですよね。結局無駄な空間

になるのですよ。白老町役場で一番良い場所なのですけれど、会議室としては最適なのですよ。

だから、例えば休会中にこの部屋も駄目ですよ、どこも駄目ですよという会議があった場合に、

ああいうふうなところを利用する、例えばパーテーションで囲ってしまって利用するとか、そう
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いう考え方も一つ視野に入れて配置転換したほうがいい。議事堂を解放するという考え方を。議

事堂だから他の町民が入ったら駄目だとか何とか言う考え方ではなくて、合理的に空調の入って

いるああいう議事堂をやはりみんなに使っていただくという考え方としてはあるのかなと。これ

は昔からその部分は言われていたのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今話が出た空調の関係は、これはいじるとかなり問題があるのです

か。 

○事務局長（上坊寺博之君） かなり直した。パネルをやって、直接当らないようにだいぶ柔

らかく飛ばすようにしたのですけれど。 

○議長（堀部登志雄君） 例えば１メートルくらい出口を寄せるとか何とかして解決できるも

のなのか。空調そのものとなるとかなり。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一番いいのは、噴出し口に今パネルを張っていますよね。パネ

ルの大きさを大きくすればだいぶ拡散するのですけれど、そうなってくると天井のつりが持たな

いのですよ。今機械とかそちらに延長して掛けているのですよ。それ以上大きいパネルにしてし

まうと、重くて耐えられないのかな。 

○議長（堀部登志雄君） 寒いのは２番と５番なのですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 空調をとめると、50 人近い人数入っているので、吐く息で当然

上がっていくのですよ。体温並みに上がっていく。 

○委員（山本浩平君） 先ほどの演壇の話、勘違いしていました。すみません。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 議長側の演壇がこちら側に移るのかなと。違いますね。議員のほうの

演壇。申し訳ございませんでした。訂正いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今思ったのですけれど、演壇を動かさないでそのまま今の３番、４番

も生かしておいて、１、２を減らして後ろに持っていって、そして５、６を消すと。前は演壇と

２人の議員さんが座っている。１列。 

○事務局長（上坊寺博之君） バランスですよね。 

○委員（熊谷雅史君） それだと１、２、５、６はそこに議員席はなくなるということだから、

逆に良いのではないですか。二つ撤去するだけで終わってしまうということですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の演壇をそのままにしておいて３、４を残して、１、２と５、６

を取るというのでしょ。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうなると13、14 がぽつんと残るのですよ。 

○委員（熊谷雅史君） ３、４もぽつんと残るからいいではないですか。 

○議長（堀部登志雄君） 逆に今のままで椅子を取らないでそのままにしておいて、空席にし

ておけばいいだけではないですか。全部取ってしまうとバランス悪くなるけれど、ただそのまま

置いてここを空席だということにしておけば。 
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○委員（熊谷雅史君） １、２と５、６を空席にして、あとは埋めてしまうと。 

○委員（加藤正恭君） 国会並だな。 

○議長（堀部登志雄君） ２列目から３、４がありますけれど。 

○委員（熊谷雅史君） お金を掛けないし、良いよね。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。この件については再度やります。これで長い間議論

するというのは、あまり建設的でありませんので、会派でまとめてください。 

○委員（熊谷雅史君） 体の問題だな。 

○委員長（大渕紀夫君） それは十分承知していますので。 

 もう一つですね、先ほど少し言いました財政問題に対する議会の対応。加藤委員からは政策研

究会等と特別委員会を。政策研究会は自治条例が出来ていますからいいのですね。私もこれはや

はり財政問題がああいうことが提起されて、議会が何もしないというのはかなりまずいと思って

いるのです。局長に聞きましたら、総務文教常任委員会でこの問題をは取り上げるということに

なっているのですよ。取り上げているのですよ。しかし委員長と副委員長とよく話をして、総務

文教常任委員会も議会ですから、議会で取り上げているのだけれど、議会全体として動くという

ことは考えなくていいものですか。そこら辺がやはり緊急に考えなくてはいけないことではない

かと。中身は病院の問題の比ではないと思うのですよ。町側が言ってくるまで待っているという

ことにはならないし、率が政省令が出るまで待っているというものでもないと思うのですよ。そ

ういうことを考えているのですけれど、加藤委員からも指摘がございましたけれど、皆さんのご

意見を伺いたいと思います。 

 どうぞ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。政策研究会を立ち上げるということは、実際問題として

第２次計画の後半の中で出てきているのですよ。特別委員会にするか常任委員会にするかという

ことなのだけれど、非常に大きな問題になっているものですから、みんなで考えなくてはならな

い問題だと思うので、みんなでもって特別委員会を作る。全員かどうかは別にして、もう少しそ

ういうふうに立ち上げて、そういう意味では意気込みを我々としても出すべきだと思う。常任委

員会で審議すべき問題であるのだけれど、そういうふうにしたほうが意気込みとして町の理事者

に対しても訴えられるのではないかという感じがあるものだから。町民に対しても特にそうだと

思うので、ぜひそういうふうに進めてもらいたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 各意見。どうぞ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 加藤委員がおっしゃることもそのとおりだと思うのですが、形的に今

委員長がおっしゃるようなテーマで立ち上げて、そういう形で進んでしまって、要するに我々も

任期切れますよね。そこで１回中止というか、仕方ないという判断。それはそれでいいのでしょ

うかね。それであれば特別委員会ではなくて、本当に政策研究会と謳ったほうが、中身はそうな

のだけれど、言い方として特別委員会ということになればそこで終わってしまいますよね。中身

的にある程度まとめというか。 

○委員長（大渕紀夫君） 審議未了になります。 
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○委員（熊谷雅史君） 新たに継続となれば・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが。私が言っているのは、特別委員会を作ると。今緊急に解

決できるものは８月中にでも提案してしまいたいと、９月の議会に。私はそう思っているのです。 

全部造総花的に全部やれと、こういうことになれば大きなテーマになってしまうから、まず解決

できるものがあるとすれば、そのテーマの問題もあるとは思いますが、一つでも二つでも、新年

度から反映できるような体制に持っていかなければ、新たに選ばれた人達がやったら、組織に慣

れるまでとか何とかというので、先延ばしになると間に合わなくなるから。20 年度の決算で区

分されるわけですから、悠長なことは言っていられないのではないかなと僕は思うものだから、

個別的な問題は頭にあるけれど、言わないのだけれど、一つでも二つでも提案できるものがあれ

ば我々の任期中にやったらいいのではないかなと思う。そして新年度からそれはすぐに実行して

いくというふうにしてもらったら、いかがなものか。今、９月の議会で提案できるわけだから。

そういうことを言っているのですよ。また新たな議会では特別委員会のメンバーおそらく代わる

でしょ。全員なるか、何人になるかは別にして、そういうふうにやったほうが急ぐ問題があると

すれば、そうしたほうがいいのではないかと私は思うものだから。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私は総務文教常任委員会の副委員長という立場でお話をしたいのです

けれど、今回の総務文教常任委員会の所管事務調査につきまして１回やりました。そして骨子、

新財政改革プログラムの骨子が出てきました。約 １ヶ月ぐらい置いた後に、もっと具体的なもの

が出てくる時期に再度開いて、もう１度委員外議員の皆さんが集まった中で、ああいった形でや

るということになっておりましたし、全員を呼んでやるべきだというようなお話も、実は議長の

ほうからの諮問も委員会のほうにございました。そういった形の中で進んでいるものでございま

すので、今日この席にうちの委員長がいるわけでもございませんので、今議運の委員長がおっし

ゃられたことに対して決して反対ではないのですけれど、委員長ともいろいろ打ち合わせをする

必要もあると思いますし、議長、副議長も含めて再度いろいろ練っていただいた上で、方向性を

出していかれたほうが良いのかなというふうに思う。決して反対ということではありませんけれ

ども、今総務文教常任委員会としてはそういう動きになっておりますので、その辺だけはご理解

いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、私も総務文教常任委員会のメンバーの１人なのですが、

現在取り組んでいるのは所管事務調査として取り組んでいるわけなのですよ。所管事務調査です

から、ですから町の理事者が来て、そういう説明を受けていくと。そのやつを今度の９月議会に

こうでした、ああでしたという報告しかならないような気がしてならない。今の場合、そういう

事態ではないのではないかと。急ぐ時期だと思うものだから、特別委員会を白老町議会の中で作

って、今、会期は休会中ですけれども、招集してもらって、特別委員会を作るというふうに決め

てもらって、特別委員会でどんどん審議していったらいかがなものかというのが、私の発言して
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いる趣旨でございまして、所管事務調査はそれはそれでいいのですが、あのような形だけでいつ

までたっても進んでいかないと思う。緊急を要すると思うのです。20 年度からおそらくどんど

ん採用していかなければ、20 年度の決算では間に合わないのではないかなというテーマが私は

あると思うのですよ。それこそ26 億円の問題ありますよね。ですから早くそういうのを提案し

て、少しでもそういうものを減らすようなふうに提案をしていきたいなと。それが特別委員会の

設立趣旨にしたいものだと思っているわけなのです。それだけのことなのですよね。そういう緊

急性が必要ないのかどうか、皆さん考えてもらえないかと私は思うのですけど。どうでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） どうですか。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） この件につきましては、今加藤委員がおっしゃるような内容から

して、緊急性から非常に重要な問題であると私も思います。26 億円体質については、先般も質

問に対しまして、来年１月から一応実施する計画ということになりますと、１年半に期間が満た

ないわけですね。そうなってくると、基本的な計画ががっちりしておりませんと、あの計画その

ものがおかしくなってしまうといったときに、今理事者が提案しているような新政策に引っかか

るか引っかからないかという一つの制度そのものがおかしくなってしまうということになると

思います。私もやはりそういう意味では、重要な問題であって、かつ非常に緊急性を帯びている

なということからして、今加藤委員がおっしゃるように特別委員会のような体制の中で少なくと

も 10 月前後からスタートできるようなスピードを持って進めないと、非常に至難性が予想され

ると。今からでも少し危険だなという感覚をもっていますから、そういうような形からして私も

できるだけ今のような体制でこのまま見過ごしていくというのは、少し危険性があるなという気

がいたしますので、今の加藤委員の意見に同調したいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） こないだ骨子案で総務文教常任委員会の委員外議員として参加させて

いただいて、新聞報道にもなりました。町民の方から議会にも責任があるという弁もありました

ねと。それでは議会は何をするのですかと、少し言われたのですね。今勉強しながらという話も

したのですけれど、19 年、20 年が一つの大きな山場であるということを考えていったときに、

議会の責任として本当に私達も勉強をして、どうすることが一番安定的にそのことを進められる

のか、どういったことが今必要なのかということをしっかり勉強して、病院のときと同じように

全員がそのことに取り組んで、誰に聞かれても説明できるような形のものをしながら物を申して

いくと、行政側にも物を申していくようなきちっとしたものを、議員自らが蓄積してやっていく

べきときではないかなと私も思っています。ですから先ほどおっしゃったように、20 年の予算

にどんどん反映されていかなければ間に合わないことになりますので、駄目だったということは

絶対にできないという現状にありますので、そういうことでは全議員が責任あると感じたのであ

れば、全議員でしっかりと取り組む方法を考えていく、そういうことが私は必要だと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 

私が考えたのはどういうことかというと、総務文教常任委員会で取り組んでいるということは

十分承知しております。ただ全国で６番目、北海道で５番目、それに対する対応策を町が出した。
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それに対して議会が動かないというか、町民の目に付くような動き方ができないとしたら、本当

に議会のチェック機能とは何だろうと。今までの反省をどこで生かすかといったら、このことを

議会が早く取り組むということがないと、本当のチェック機能、また同じことになってしまうと

町民が思うと思うのです。ですからこちらが主導的にきちっとそういう状況を理解し、提案し、

より町がやりやすい方向。ただ吉田副委員長が言われたように、あの中身含めて私はかなり危険

な状況だと思います。例えば土地15 億円というのは、来年までどのようなことをしても売ると

いったら、それは至難のわざだと思います。ですから、本当にそこら辺は詰めるのではなく、我々

も一緒に考えながら、理事者と議会が本当に一致してこの難局を切り抜けるという姿勢がこちら

にあるのだということを、町民に理解してもらわなければ駄目ではないかという気がすごくする

のですけれど。これで総務文教常任委員会が動いているというのは十分承知しているのだけれど、

所管事務調査で取り上げていますというだけで、町民は他の人達は何をやっているのとならない

かということなのですよね。風評でそのようなことをやらなくてもいいという、解決法があるの

だといういろいろなことが、実際町の中に流れているのです。そのように職員の給与を下げなく

てもいいといっている方も実際にいるのですよ。そのとき議会がやはり早く動かないと、本当に

前と同じくなってしまうのかなという気が少ししたものですから、それで加藤委員がたまたま言

われたものですから、提示しました。議会が果たす役割というのは、今なかったら果たすのはい

つかなとなってしまうような気がするのですが。だいたい何会派からは出ているのですけれど、

両吉田委員のところと加藤委員ところと私のところは言いましたので。 

議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今議論している中で、私の個人的な考え方でいくと、事ここに及ん

でこういう状態になってしまったということで、理事者のほうで総務文教に提示されたああいう

形で今後対応していきたいということで、これについても議会としてこれにどう関わり合ってい

くかと。今までこういう事態になったこと事態でも町民からは議会でいままで予算的なものをど

のように考えていたのかと、責任を問われるというようなことは十分考えられるのですけれど。

しからば今これについて議会として、町、理事者のほうの今提案しようとしているものについて

は、こうやれば何とか回避できるという状況ですよね。これをさらに間違いないものにするとな

れば、かなりそれなりのもっと早く推進しろと。場合によっては町民の方にこの辺を痛みをわか

ってもらいたいと、分かち合ってもらいたいというような形に持っていけるのかどうかその辺が、

議会として出て行って、何ができるのかな、何かやらなければ、委員長、加藤委員が言われるよ

うにただ議会黙ってこのようになってしまったと。理事者のほうでこうするのだ。そうですかと

いう形で見ていればいいというわけにはいかないということで、こういう話が出ているのですが、

しからば議会としてどのように関わりあっていけるのかなと思っていろいろと頭めぐらしてい

るのですけれど。何ができるのかなと。町が考えていることを、大いに前倒しでどんどんやるべ

きだという形が、議会も議論してそういう課題で一緒になって町民のほうに出していくのか、例

えば議会議員こうなっているのだから、極端な話、議会費今返上して、これに当てるとか、そう

いう形になってくるのかなという感じ。こういう状況ですから、町民の方もこの部分だけわかっ
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てもらって、いろいろな増収対策に対応してもらいたいという形なのだけれど、その辺が非常に

私もこんがらかってしまっているのですが、皆さんはその辺はどう考えて、どういう課題で対応

していけばいいのか、議論していけばいいのかなと思うのですけれど。どうでしょうか。 

○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） 今おっしゃった内容も念頭において、私は今回理事者が提案され

ました 26 億円対策についての内訳を見ておりますと、非常のこの１年半の中で可能性として達

成できるものがどれくらいかということを、私は感覚で 20、30 パーセントぐらいではないかと

思うのです。一番危険なのは土地対策の問題で、あれだけの10 数億円の土地を今これから１年

半の間で処理できるかできないかというと、私は不可能に近い数字を上げているのではないかと。

もう少しそういうふうな内容を明確にわかればいいのだけれど、現況がまだはっきりしないとこ

ろがあります。そういうふうなことで、もし可能であればお互いにそういう10 数億円の内訳を

もう少し分析しながら、どのような土地が10 数億円なのか、それからその販売方法はどのよう

な方法で売っておられるのか、その販売方法を実施するにしても役所内部だけでやるのか、ある

いは外部を展開してやるのか、もう少し具体的な内容についてやはり協議をしてですね、可能性

に近いやり方というものをやはり選択すべき時代ではないかという考えを持っているのでござ

います。それで、決して計画が良いとか悪いとかいう問題ではなくて、あの計画そのものをいか

にやはり100 パーセントを達成できるような方法をお互いに分析しあって、研究しあって、そし

て協議しあうということが、今の求められている状況ではないのかなと、私はそう思うのであり

ます。決して計画に対して批判するというものは何もないです。やはりそういうふうなことにつ

いて、何かまだ漠としていると。私は内容を聞いていて、役所計画というのは常にそうでないか

と思うのです。今回の場合真剣になっているからそういふうな数字は明確になってはいるのです

けれど、果たして達成度合いについてどこまで執着しているかというと、私はまだあまり納得で

きないと。こういうふうな内容の中で、町民に対する負担増を一部計画しているようでございま

すけれど、多分そのような段階になったときに、今のような計画の中で町民が100 パーセント受

容するかというと、私は決してそうではないと思うのですね。ですからそういった中でもまだ詰

めが足りないと思います。そのような内容をもう少しやはりお互いに詰めあって、協議すべき段

階だと思います。そういうようなことから提案しているわけでございますけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今月中にも私は特別委員会を作ってもらいたいのですよ。

そういう体制を早く作らなければ、それから中身を検討しましょう。そうしないことにはここで

いくら議論をしても始まらないと思うのですよ。態度で示していかないと間に合いません。です

から、そういうことでやってもらいたいなと。特別委員会を作ってもらいたいなと、こういうふ

うに思っております。それが町民に対する一つの議会の意思表示にもつながると思います。しか

も理事者も特別委員会を作ってまでやってくれるというと、今度提案しますよ、どんどん提案し

ますから、それに基づいてもちろんその中には突拍子もない提案するのでは困るので、役場の理
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事者ともヒアリングしますから、こういうふうに持って行きたいと思うのだけれど、どうだろう

とかこうだろうとか、そういう議論がおそらく特別委員会の中でも出ますから、そして議会で提

案してすぐ実行するようにやらなければ、間に合わないと思います。のんきに来月に議運を開い

てどうのこうのなんていう、私はそういう状態ではないと思う。来月は８月ですから、早くそう

いう体制になってほしいと思うのですけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今これは唐突のテーマ、提案だったと思いますので、同じ会派ですけ

れども若干個人的な意見として受け止めていただいて、多少ニュアンスが違うところがあると思

いますので、それだけお話させていただきます。 

 町立病院の特別委員会もありました。議員全員でいろいろなところを研修してまとめたものも

提案させていただいた。しかし結果としては全然遅れていますよね。あれも私この間もお話させ

ていただきましたけれど、今度これもし特別委員会を作ってやるとすれば、私は議会もそれなり

の責任を持ってやるぐらいの覚悟で望まないと、逆に言えば駄目だと思うのですよ。決して議会

が何もしていなかったかと、そうではないと思うのです。そのためにこないだの総務文教常任委

員会の所管事務調査とはいいながらも全員が出席をしていただいて、説明を受けて協議、意見を

聴取しているわけですから。それに今回の定例会においても、この財政運営の問題について４名

ぐらいの議員がこのテーマに関して質問しているわけです。決して議会が何も動いていないとい

うことには私はなっていないというふうに感じております。もし特別委員会でやって、いついつ

までにやりなさい、これはいついつまでにやりなさいということを議会が提言していくのであれ

ば、議会も責任あるわけですから、今決めた４名削減以上の削減をするぐらいの腹づもりでやら

なかったら、私は簡単に特別委員会を作ってやれやれといったって、国の政策によって緊急にこ

の２年以内に 25 パーセントの連結決算赤字を今 48 から 25 に持っていかないと夕張みたいにレ

ッテル貼られてしまうので、何とかやらないと駄目だということで、おそらく皆さん思っている

とおり、私も思うのですけれど、かなり無理な提案だったと思うのです。私も土地15、16 億円

の土地を２年間で処分できるとは思っていません。だけど無理なことを提案して、でもやろうと

しているわけですから、様子を見ましょうということではないのですけれど、本当に議会が特別

委員会であれやれこれやれといって、議会がそれに対してどう責任を持っていくのかということ

も同時に考えないと、ただ単に議会が動かないから町民がどう受け止めるからだけで、町民のパ

フォーマンスも考えて特別委員会を作れということは、果たしてどうなのかなということを個人

的にも考えるところがございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今までも何回も反省しているように、理事者からの提案

を今まで我々は受け入れて審議していたのだけれど、今はそういう時代ではない。しかもこうい

う緊急の場合だから、我々も知恵を出して一つの条例を作るぐらいの気持ちを持とうということ

も言っているのですよ。中身はまだ具体的に土地の問題なんかではないから、中身はどういうふ

うに取り組むかは研究会を作って、特別委員会を作ってからのテーマにはなるのだけれど。だけ
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れどそういう姿勢を作って、我々も町の理事者と一緒になって、おそらく町の理事者説明、こう

いう部分はどうだ、ああだと必ず来ていただかなければやっていかれませんから、お互いすりあ

わせをして良い物を作っていこう。それは議員提案でもいいではないですか。議員提案して可決

してもらって、どんどん進めていってもらいたいという一つの後押しをするという意味もあるの

ですよ。我々提案しますけれども、町の理事者もこういうふうに持って行ってほしいというのも

あるし、それは無理じゃないのと、こういうふうにしたほうがいいのではないのかという意見も

理事者の中にはいるわけですよ。一緒に入って議論をして、議員提案して、少しでも 20 年度末

の決算を良くするように持っていこうという姿勢を作ろうという意味なのですよ。黙って待って

いたのでは、いつまでたっても解決しませんよ。20 年の決算になってごらんなさい。必ず悪く

なりますから。だからそういう姿勢を作って、いくらかでも我々が町民を説得しなければならな

い義務もありますから、そういうものも提案しながら少しずつ減らしていこうと。そういう提案

をしていこうという意味なのですよ。議員提案をしていきたい、こういうことなのです。町の理

事者から来るやつを待っていたのでは大変だろうと。議会で審議するのが当たり前なのだけれど

も、その前に我々としても行動して、こういう問題もあるのではないか、こういうテーマもある

のではないかと。全部一度にやれと言ってもできません。だから我々の任期の決まっている間の

中で一つでも二つでも解決できるものがあったら、提案して少しでも20 年度からすぐ反映して

もらったほうが、当初から反映してもらったほうがいい問題もあると思うものだから、のんきな

ことはやっていられないよと。そういう切迫感を私は持っていると、こういう意味なのです。そ

れは吉田委員と同じです。理事者の提案を待っていたのでは駄目です。我々の中に入って進めて

いかなければ駄目だと、そういう考え方に立っている。こういう意味です。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 病院の特別委員会はまとめて解散しましたですよね。小委員会まで作

ってやった。ところが非常にスローペース、いろいろな事情が町側あると思います。あると思い

ますけれど、もっともっと追跡調査をその小委員かなり民生常任委員会なりやっているのかと、

私は申し訳ないのですが言いたい。ただ単に形だけを作って、特別委員会を作って提言しました。

これでどうぞやってください。町側はなかなかそう言われても、こういうこともあるし、ああい

うこともあるし、こうです。結局それで終わってしまうのではないでしょうか。どこまで責任を

持ってやっていくかということが私は必要だと思うし。  

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員いいですか。 

○委員（山本浩平君） いいですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 特別委員会の在り方を議論しておられるのだと思いますけれど。病院

の問題というのはその中の一つの部分ですね。今そのようなところではないのですよ。病院とい

うのは相手のあるところ。民営化するかなにかするか、いろいろと難しい問題がありますから、

それはそれでいいのですが、この今の白老町の税制の問題は全体なのです。病院はそのうちの一

部なのですから、病院の問題が解決したら町の財政が良くなるわけでもないわけです。そのよう
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なスケールの問題ではないわけですよ。まだまだ大きな問題なものだから、特別委員会の持ち方

が議論されているのでしょ。そのような状態ではないということなのですよ。今度の特別委員会

はそれをずっと超えた大きな問題だということです。病院の２億、３億の問題ではないのですよ。

26 億の問題なのだから。それをいくらなんでも少しでも 20 億なりなんなりするということを、

減らすということを考えなければならない事態に来ている。しかも20 年度と期限切られている

わけですよ。そういうものがあるものだから、急がなければならないのではないですかと。こう

いうことなのですよ。それと特別委員会とごっちゃになっていると思うのだけれど。病院の問題

とは全然スケールが違う。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） これは本当に重要なテーマであると私も当然思っていますし、今回の

定例会でそういう内容の質問もしておりますので、一番重要なテーマだと思うのですけれど。そ

れでは特別委員会で今、町のほうでこういう形でやりますと出たばかりですよ。それに対して議

会が具体的にこれどう詰めればいいのだ、ああ詰めればいいのだと。詰められるのかという話を

して、これからかもしれませんけれども、町の政策に対して責任持つということは、議会側もこ

れに対して反対であったら、これに替わるこれをやりなさいぐらいの提案するぐらいの気持ちで

行かなければ。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことをやりましょうということを言っているわけです。 

○委員（加藤正恭君） 中身のことまで議論しているわけではない。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに、議会が責任を負う範囲というのは、お金で責任を負うの

か何で責任を負うのかわかりませんが、我々は町民に責任を負うという立場で言っていらっしゃ

るのと思う。だからもう一つ吉田和子委員がおっしゃらないけれど、病院は継続審議でやってお

りますから。今回の所管事務調査にも取り上げておりますので、そこはやっていないのではなく

て、議会は議会として民生常任委員会としては責任を負うという立場でやっているということは

事実ですから、そこは誤解のないようにしていただきたいと思います。ですから、確かに町に早

くやれと言うべきことも病院の問題であるかもしれませんけれども、現段階としては町長の姿勢

がまだはっきりしないというのが、詰まってきていないということが所管事務調査で取り上げて、

いつでも対応できるという形には正、副委員長はされています。 

 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今委員長が言ってくれましたので、私も、間が開いたら言おうと思っ

ていたのですけれど開かなかったものですから。私達は病院の特別委員会を設けたときは、方向

性を皆さんがきちんと勉強してやったことであって、本当に特別委員会として取り上げたから、

皆さんの意志がそこまできちんとなったと私は思っています。だから今回のことは違うと思うの

です。加藤委員がおっしゃったように、私は違うと思います。病院は一度報告したなりの効果が

あったかどうかと言われれば、私はないとは思っていません。きちんと効果はあったし、物申し

て言ったし、今これから出前もありますけれども、町民の説明もできるような形。いつ出前で言

われてもできるような形は作っていますし、その後の病院の状況も聞いていますし、いつ何があ



 29 

っても委員長と常にどうなのだろう、こうなのだろうということで、理事者と状況聞いています。

ただ議論をしてほしいのは、病院のことは相手があることですので、私達がそれではどうすると

いうことは、それまでの詰めたところの意見は、皆さんの意見を聞いて、委員会として私達は言

っているつもりです。それは除けておいて、今はこの財政の厳しいときに町がどうなるかという

ことですので、また町民を巻き込んで本当に大きなことであって、給与削減だとか増税だとかい

うのは、これ一番できることなのです。ただし町民にも負担を掛けていかなければいけないとい

う大きな問題をした上で、議会に責任があるというのは町民は言っています。町民へのパフォー

マンスで議会はこうやって動いていますではなくて、私は全然違った立場で今度は私達も一緒に

考えて行動していこうと。私はそういう思いなのです。今回の特別委員会のあり方は。病院もも

ちろんそういうところもありましたけれども、そういう部分では私はきちっと議会としてただや

ったことをどうしなさい、こうしなさい、早くしなさいではなくて、議会としてどういう方法が

いいのか、これをやるためには何かいいものがないかということを皆で勉強して、そしてそれを

意見としてまとめていっていく、提案していくということが、今、必要なのかなと。いろいろな

情報網を持っているわけですから、そういったものをどんどん提供して出していく。一緒に両輪

でこれは乗り越えなければならないことだと、私は今思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） ですから、再生団体を免れても、健全化団体には指定されますから。

だから当然計画書は作らなくてはならない。財政再生計画、再建計画というのか、名前はわから

ないですけれども、計画は作らなければならない。それを総務省が指導するかどうかというだけ

の話ですから。ですからこれは今の何ヶ月間か、わずか３ヶ月か４ヶ月ですけれど、これは白老

の町の将来がかかるぐらいの大きな中身の期間であると私自身は思っているのです。そこで議会

が何ができるかということだと思うのですよ。これはやらなかったら私は禍根を残すなと思って

います。このとき議会が何も動けなかったと。もちろん総務文教常任委員会は頑張ってやってい

らっしゃるのだけれど、これは私はパフォーマンスでもなんでもなくて、町民自体がどうなるの

かと思っている。それを新聞報道されている。６番目、５番目というのは。それを本当に町民と

して乗り越えるという立場に我々が立てなかったら、議会の果たす役割というのは何なのだとな

ってしまわないかなという思いがあるのですね。だからスピードとの勝負にもなっているのだろ

うなと。 

 他どうですか、意見。 

 委員外議員、西田祐子議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 先ほどからずっと議論を聞かせていただきまして、私もやはり

加藤委員と同じような気持ちでございます。やはり議会が何ができるのか、議員として何ができ

るのかということを考えてやはり議論をする場が必要だと思います。そういう場所がないことに

は今のような意見も何も言えないわけですから、ぜひそのような形で作っていただければありが

たいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今いろいろなお話が出ています。確かに何かしなければ駄目だとい
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うことがあります。先ほど山本委員が言われたように、総務文教常任委員会でそういう状況を聞

いたり、議員としての意見も述べたり、これからまた全員でやるという計画もあるようですので、

新たに特別委員会を作ってやるとなれば、それなりの、短期間で今の趣旨からいくと、我々期間

内の会期内での取り組みですから。ただそういうふうにきちっと効果がある程度具体的に見える

ものを出さないと、ただ作って行政のほうはそれなりに考えてね。のんきにしていられないけれ

ど、やはりきちっと根拠のある特別委員会で議論をしてやっていくのであれば、皆さん本当にそ

れに対応してやっていけるというようなことを十分確認していただいてしなければ。ただ委員会

を作っただけで、議論、議論、議論で結論が出ないうちになってしまってもまずいと思うので、

その辺を皆さん十分全員がそれに対する思いを持って、作るのであれば、それは大いに結構なの

ですけれども。たいしてそこまで各会派で十分議論していただいて、やっていただければなとい

うふうに思います。作る、作らないは全く度外視して。そうでないと、実際開いてみたら何か皆

さん乗らないようでは困りますから、その辺は加藤委員も先ほどから言っているようにそういう

状態だからということで・・・。 

○委員（加藤正恭君） 議長そのような悠長なことではないのですよ。やはり取り組むかこれ

からどうする、こうする、やってみたのはいいけれどそういうふうにならないなどということに

はならないのですから。ですから必ず議会は早く招集して、特別委員会を作るような姿勢を作っ

てもらいたいと私は思います。逆に議長に要求しますよ。 

○議長（堀部登志雄君） それで、今ここでそういう話になっている。ほとんどの方がそうい

うのが必要だということになっているのだけれど、十分その辺は会派で徹底してやってもらうよ

うに。それでやりましょうというのであればおおいにこれはやってもらって結構なのですけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） もう少し議長にリーダーシップをとってもらいたい。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君） リーダーシップ、それは十分わかりますけれど。今は総務常任委員

会でこないだもやって、そういうふうにやっているわけでしょ。それでやはりそういった中で、

これではとても駄目だという結論にはまだなっていないわけですから、病院のときも全員でやっ

て皆さんの合意の下にいろいろなものを進めてきているわけですから、そこのところもきちっと

見た中で、やはり特別委員会でどうしてもこれは必要だとなれば、それはそれでおおいにやるべ

きだと思うし、やってもらって結構だし、やるべきだと思うのですよね。それがなんとなく意見

出る人と出ない人といるものですから、やはりその辺の意思統一がきちっとできないと私はまず

いと思ってそういう意見を言ったので、その辺だけは理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員、玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 玉井ですけれど。後向きであっては前向きに進まないのですよ。

さっきの意見もそうだけど、今の意見もそうだけど、ブレーキがかかっている感じなのですよ。

みんながやろうとするときに、意思がほとんど統一している今、議長が待ったをかけることはな

いのです。おかしいと思いますよ。今みんなが26 億円のことに対して議会も役目が必ずあるの

だと。理事者がやっていることに対しては応援もできて、協力し合っていい答えを出そうとして
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いるわけだから。それに向かっていこうとしているのに、それにブレーキをかけるということは

ないですよ。私は先ほどから黙っているけれど、やるべきだと思っていますよ。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 今議長のお話もございましたから、もし発言をされていない方でご

意見がございましたらどうぞ。別に強制的ではございません。どうぞ谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 私も加藤委員と全く同じ考えでいます。これは山本委員から先ほど言わ

れました総務文教常任委員会で一生懸命取り組んでいると。それをやはり生かすべきではないか

という、そういう意見だと思います。ですけれど、私は今、こういういろいろな全体的なことを

考えると、議会が何もやらないということは全くバツだと思います。そういうことはできないと

思うのですよ。ということはどういうことかというと、今、時間もありません、スピードが要求

されます。だけどこういうスピードにどういうふうに持っていくかというのは、逆に我々の責任

があると思うのです。私はそう思うのです。今まで吉田和子委員のほうからいろいろなことを言

われました。そういうような体制作りをいかに作り上げていくか、これが大切だと思います。で

すからこの意見に対しては、私は進めることに対して賛成でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私は確信でまだ言っていませんので、言わせていただきたいと思いま

す。これは会派の意見でもないし、私の個人的な意見ですけれど。確かに議会のいろいろな事案

について各常任委員会が取り組む所管事務というのが当然あるわけです。それを私は当然否定も

しないし、それにみんなが周知するために特別委員会を作るというのも否定はしません。今回の

場合は、要するに調査項目の項目とは違う姿勢の問題をみんな議論しているのかなというふうに

思うのですよ。やらなければならないという姿勢の問題ですよ。そうであれば、私は別に特別委

員会を立ち上げる必要はないと思うのですよ。政策研究会で自由に議論ができて、討論が出来れ

ば私はいいと思う。それは先ほど申し訳ないのですが、ある議員から経緯をずっと説明を受けま

したけれど、やはり町側から示されるプランなり計画が、当然ある程度たたき台になりますよね。

我々何から手をつけるのかといったら、その辺から手をつけない限り内容的には理解できていな

いと思うのですよ。それもやりながら自由な発想で提案者である加藤委員の意見を私は聞く。私

は全然間違ってはいないと思うのですけれど、自由な発想だとかこういうことはどうなのだろう

という意見を出し易くするのだったら、特別委員会より政策研究会という、そういう別立ての組

織のほうが楽ではないかと思うのですよ。責任を持つ、持たないという問題ではないですよ。自

由に発想がそこで生まれるのではないかと思うのですよ。私はそういう考え方です。だからやる

ことについては、私は異論ありません。この財政改革プログラム直近の厳しい問題を議会が取り

組む姿勢というのを示さなければならないというのは、私はそれは大賛成です。だけれども、そ

の対応の仕方ですよ。それが特別委員会だと逆にきつくなるのかな。政策研究会のほうが自由に

議論等、発言と討論ができるのではないかなと私は思う。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 政策研究会のことが出ましたので申し上げますけれど。政策研

究会というのは任意ですから、公式な活動ではないです。公務災害が当るかと言えば、これは別
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問題として、当然町の出席要求、これは任意のものであって強制力を持つものでないですから、

会議録は取りませんので、本当に何も強制力がないということ。ただ研究するという部分ですか

ら、その部分だけ念頭に入れたほうがいいかなという気がします。 

○委員長（大渕紀夫君） 12 時半になりましたので、だいたいの方が発言されました。議長言

われましたように会派のご意見もということもありますので、ただし、そうなりますと今のとこ

ろは７月24 日前後に追加議案の審議が予定されるようであります。それで、もしそれにどうい

う形になろうと間に合わせるとしたら、その前に議会運営委員会を開かなくてはいけません。で

すから皆さん方がどれくらいの時間で会派会議が開けるかということが一つあります。それで、

各会議の合間を見てやると。かなり詰まっているのです。民生だとか産建だとかいろいろな会議

が入っているのだそうでございます。それで、空いている日にちがあまりないのですよ。だから

例えばこれだけの審議をするとしたら夜やっても良いけれど、少し時間を外してやるとかという

事も含めて考えなければ駄目だということになります。だいたいどれくらいまでに会派会議をで

きそうですか。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君） まさに通年議会を目指す議会としては、こういうことは速やかに対

応するというのが非常に会期を延ばしたタイムリーなことです。特にこういう大きな問題が急に

出たときに突発的に議会ができるというのはメリットですから、そういう面ではできるだけ早く

するにしてもどういうふうにしても皆さん全員で議論をして対応していくべきかなと思うから、

できるだけ早くやってもらうようにしたほうがいいのではないか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今議長からもございましたように、例えば24 日にこだわらずその前

に臨時議会を開くことはできますから、議長招集ですから、向こう要らないのです。ですから会

派の意思を統一すると、議会運営委員会がいつ開けるかということになるのですよ。どれくらい

まで会派の会議が開けるかということです。例えば10 日は空いているのだそうです。10 日に空

いているということは、10 日に議運をやってはいかがかという意味ですよ。7 月 10 日は何もな

いのだそうです。この日までに会派会議できますか。10 日に議運やるということでの意思統一

はできますか。 

 10 日の午後でも 12 日の午後でもいいそうですけれど。早いほうがいいとは思いますが。10

日大丈夫ですか。 

 10 日の午前10 時というのはいいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それではこの件につきましては、10 日の午前 10 時から議会運営委員

会を開いて対応するというふうにいたしたいと思いますけれど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） それまで十分議論していただいて、どういう形で議会が対応するか

ということを、10 日の日には出したいと思います。その前のことについてはこの日はやりませ

んから、これだけでやります。良いですね。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） なければ 30 分も伸びてしまって申し訳ありません。 

議長何かありますか。 

○議長（堀部登志雄君） ありません。 

○委員長（大渕紀夫君） ないようですので、以上で議会運営委員会を終了します。 

ご苦労様でした。 

（午後０時３２分） 


