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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 ９月２０日（木） 

  開 会   午前１０時００分 

  閉 会   午前１１時５０分 

 

○議事日程  

 調査事項 

１．財政健全化に係る議会費の検討について 

（１） 事務事業の見直しについて 

（２） 議事堂マイク設備の更新について 

（３） その他 

２．その他 

 

○会議に付した事件 

調査事項 

１．財政健全化に係る議会費の検討について 

（１） 事務事業の見直しについて 

（２） 議事堂マイク設備の更新について 

（３） その他 

２．その他 

 

○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         委   員  吉 田 和 子 君 

    谷 内   勉 君                加 藤 正 恭 君 

議   長  堀 部 登志雄 君         委員外議員  根 本 道 明 君 

委員外議員  玉 井 昭 一 君                西 田 祐 子 君 

           

○欠席委員（１名） 

委   員  山 本 浩 平 君 

 

○職務の為出席した者の職氏名  

 事 務 局 長  上坊寺 博 之 君         主   幹  森   隆 治 君 
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◎開催の宣言 
○委員長（大渕紀夫君） おはようございます。お忙しいところご苦労様でございます。 

ただ今から、議会運営委員会を開会いたします。 

 

◎調査事項 
○委員長（大渕紀夫君） 本日の、調査事項につきまして、事務局から説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、本日の調査事項ですが、前回に引き続きまして、財政健全化に係る

議会費の検討についてということで、事務事業の見直し、前回予算要求書の中で検討できる部分を網掛け

させて差し上げてございます。それともう１点は議事堂のマイクの更新についてご議論いただきたいと思

っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今局長からお話ありましたけれども、この件について、財政健全化

に係る議会費の検討について、これを行いたいと思います。別紙、前回、配付されていると思いますけれ

ども、これに基づきまして、各会派のご意見含めてまとめていきたいというふうに思いますのでよろしく

願いします。 

説明内容で、考えられる範囲というのは、網のかかっている部分なのですね。旅費の費用弁償の部分で

の東京白老会、港湾整備促進大会、市町村アカデミー、あと道外研修と。この部分が、対象になると言う

のと、筆耕翻訳料、会議録センターに出しているものをどうするかという件、それと、若干の送迎バスの

問題だとか、このマイクの問題についてはあとで、別議題でございますので、そこら辺のご意見を各会派

のご意見を承りたいと。こういうふうに思いますのでよろしくお願いします。 

ご意見ございます方どうぞ。はい、吉田正利副委員長。  

○副委員長（吉田正利君） 費用弁償の件につきまして、ここで事務局から網掛けの部分が提案されてお

りますけれども、100 パーセント削除するということについては、やはり今後、今までの経過かからして、

目的的必要性があってやっているわけでございまして、少なくても全部を排除するということについては、

いかがなものかという考えでございます。 

それで、ともかくここで出ている案の内容を含めて検討いたしましたけれども、少なくても２名から１名、

１名のところはどうするか、その程度にとどめるべきではないかという考えでございます。以上でござい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。今の新風のご意見は、半減くらいが適当ではないかというふうな理解で

よろしゅうございますか。 

○副委員長（吉田正利君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他の会派の方どうぞ。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、まだ、いろんなことがあって十分な議論はしておりませんけ

れども、東京白老会、これは私どもは、基本的には廃止してはならないと思います。それから港湾整備も

そうです。市町村アカデミーも研修の場として結構だと思うので、やはり人数を削減ということでいけば、

検討すべきではないかという気はします。 

 市町村アカデミーなどは、１人というのはちょっと、自分が勉強した場合にも最低２人でいかなければ、

効果がないと思うのですよね。いろんな講演を受けた、そのあとで反省する場合に、やはり同僚議員と２

人で出席するということは結構なことだと思うし、これはカットするということにはならないと思うので、
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せいぜい東京白老会くらいではないのかなと。それから港湾整備促進大会には必ず議長がいかれるのでし

ょうから、議員２名でなくても１人でもいいのではないのかというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 道外研修はいかがですか。 

○委員（加藤正恭君） 道外研修までは検討していません。まだ。体制は今までどおりの、宿泊日数もカ

ットしていますね。３泊４日から２泊３日ですか、４泊５日だったのを３泊４日にしたりね。これは２年

度、３年度には実施して検証を深めるべきだと、私どもは思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブは、今言われた東京白老会、港湾整備促進大会については、議長以外

の派遣人数を少なくしていくという方向で考えられたらどうですかということなのです。全部廃止すると

いうことにはならないでしょうということです。それからやはり、市町村アカデミーについても、意見が

２つに分かれたのですけれども、新人議員さんが対象になっていると。改選してどういう状況になるかと

いう部分がわからないので、この辺のところは、今言ったような形で、新人さんが出たときに新たに議運

で議論をしてもらったほうがいいのではないかという考え方が一つと。そのまま残しておくという考え方

ですね。 

 それで、市町村アカデミーについては、議会改革の中で、各議員の資質向上というのをうたっています

ので、そういう部分では議員会が責任を持って、経費等々も負担することも考えられるのではないかとい

うこともあります。 

 他は、項目的にやっていくのですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 全部いいですよ。言ってください。 

○委員（熊谷雅史君） 今言った、常任委員会の視察につきましては、我々のところはそれをどうすると

いいう議論にはならなかったのですが、加藤委員が言ったような中身になっているとは思うのですが、こ

れも改選した議会が、新たな常任委員会ができるわけですから、広報広聴というのが。その辺のところで

議員研修含めて必要性というのが出てくると思うのです。ですから、現況のままで良いのかなというふう

に僕は考えていますけれども。 

 それから、うちの会派で議論されているのは、人件費になるのですけれども、そのまた裏になるのです。

14 番の使用料及び賃借料のところなのですが、議場のマイクのことはこれから議論しますと思うのですが、

受信料のところなのですが、テレビの受信料、議員控室、年 1 回払いで１万 5,000 円というのが計上され

ていますけれども、テレビ見るのは、職員も見る方がいるかもしれませんけれども、控室においてあると

いうことですから、議員会で負担したほうがいいのではないかという話が出ております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員、 

○委員（吉田和子君） 市町村アカデミーは新人議員が対象で、私は勉強してきたほうがいいという。す

ごくいろんなことが学べる場所ですので、人数的なものまでは話をしませんでしたけれども、続けたほう

がいいのではないかと思います。 

 それから、東京白老会も２名ずつ、確か参加していると思ったのですけれども。行政側もかなりの人数

が行きますので、議会側から１人でも、別に問題はないのかなというふうに思います。これもやはり、半

減しても議会側として情報を得ていくという部分では参加したほうがいいのではないかというふうに思

います。 

 道外視察に関しては、日程を削減しておりますけれども、目的に応じて日程が変わってもいいのではな

いかという、日程が３日あるから３日の日程を組むのではなく、見てきたいもの、視察したいところの場
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所によって、その日程をきちんと組んでいってやったら良いのではないかということです。本当は、経費

削減のためには、日程を減らしたほうが良いかと思ったのですが、やっぱり視察したい場所、せっかく近

くに行っているのに、もう１カ所すごくよいところがあるのに、日程がないから帰ってくるというのはも

ったいないことですので、その辺は目的に応じて検討しながらやったら良いのではないかということです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、私のところを言います。東京白老会、港湾大会は皆さんと同じように１

人減と。最低１人減と。市町村アカデミーは新人さんだけが行くと。旧人さんは行かないと。新人さんの

み行ったらいかがかと言うことです。それから道外研修は、どちらかを切ると。半分にすると。これ、い

ろいろ議論になりましたけれども、結果としては、現状でいえば、やはりここで切らなければほとんどお

金がうかないのですよ。はっきり言えば。ですから、やや新風さんに近いのですけれども、ここの部分を

半分にすると。全体を半分にするというのは、今の状況でいったらしようがないだろうと。福島町かどこ

かゼロというところもあるのですけれども、研修視察ゼロというところもあるのですけれども、ゼロとい

うのはいかがなものかと。だから半減ぐらいが良いのではないかというような意見であります。 

他の、こちらのほうも全部やったのですけれども、なるほどテレビの受信料をそういう考えは、あるか

なと今思いました。あとは、これもうやっても効果の面でいうと、本当にないと同じようなものですから

ね。ですから、あとはマイクと会議録の問題、どうするかというふうにしかならないかなというような議

論で、あまり活発にはならなかったですね、ここは。というようなことですけれども、各自それぞれご意

見ございましたらどうぞ。フリーに意見を述べてください。 

 うちの会派では、会議録の話は出ましたけれども、実態としてそれだけの人がいるかどうかね。いれば、

今やっているようなくらいの精度のもであれば十分だと思います。ただ、聞き及んだところによると、始

め 10 人いた人が今は４人だか、５人だかしかいらっしゃらないのだそうです。ですから、もう１回多く

募集してこぼれていくぶんで精度が上がるのはちょっと時間がかかりますから、もしやるとしたら、今や

っている人たちが本会議をやって、新たな人が常任委員会だとかをやって、そこの精度を上げると。一遍

にできなければ半分ずつでもいいから、そういうふうにはできないものかなという話にはなりました。 

○委員外議員（根本道明君） どれ位の経費の節約になる、具体的には。 

○事務局長（上坊寺博之君） これの半分くらいは節減になると思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） かなり違うよ。167 万円。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 個人的な意見も入るのだけれども、議員研修ですね。これはもちろん勉強になる

ことは当然のことなのだけれども、今までどおり目的をもってやるということは当然のこと。それで、こ

の経費を減らす。大きなところで、この間行った福島の矢祭町、あそこは町長も言っていたように研修に

いくのなら自分で行きなさいと。そういうふうにしているのだという話をしていましたから、半額にする

というのだけれども、議員会のほうから、会費を少し上げてもいいから、議員会のほうで丸まる負担では

ないけれども、半分くらいでも、３分の 1 でも負担するような方法で、そしてやってもらいたいと私は思

うのですよ。 

 議員研修というのは、議員の本音が出るところでもあるのですよ。一緒に飯を食って、一緒に寝てね。

そしていろんな話をして、多小酒も入るかもしれないけれど、そういうところの場というのは、非常に議

員同士の知らない部分、議場で出ない部分がこういうところで出るという、今までの私の経験から言って

も、非常に大事なところもあるので、その後の議会活動においてもマイナスにはならないということから

すれば、なるべくこういうものは廃止しないで、負担がどうのこうのと言うのであれば、議員会のほうか

らでも、1 年間で結構余るのですよね。ですから、余るからではないけれども、ゼロにするくらい使って
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も良いと思うのです。ただ、４年間のうち２回しか行きませんから、一応は。そうすると４年のうち２年

に１度しか行かない形のなるのだから、２年分の会費の中から１回分の半分でも３分の１でも予算による

のだろうけれども、そういう助成をするような方法でもして、２回やるのを１回にするというふうにしな

いで、２回は２回でやるのだけれども、それを議員会のほうから出すような方法に切り替えて、なるべく

町費を持ち出さないようなアイデアを出すと。そういうふうに検討してみたらいかがかと思うのだけれど

も、これはあくまでも個人で意見です。今聞いていてそう思ったものだから・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今、加藤委員のほうからそういう話が出たので、これは私も会派の中でお話をし

ている話なのですけれども、今言った議員研修の話なのですけれども、管内、以前はサンパレスに泊まっ

て、いろんな絡みの中で講師をお呼びしてやった経緯はありました。それが経費の問題で、議長会の経費

もなくなるということで、今札幌で一極、我々も行っていますけれども、全道の研修会が今年からコンベ

ンションセンターでやるようになった。全町村が集まっています。それで管内も行っているわけですから、

宿泊、今札幌厚生年金会館と言うのは非常に、移譲の問題で財政的に困っていると。我々もあそこに世話

になった経緯があると。あそこも宿泊できるのですね。小ホールもあるのですよ。それで、そこで胆振管

内の、東西全部合わせてですけれども、それを札幌の議長会が主催している部分のところに便乗すると言

ったら悪いのですけれども、日中はそこで研修を受けて、夜は懇親会をかねて、事案に合った講師を一人

呼んで、要するに飲みニケーションが主で、やったらどうなのでしょうね。 

 そうすると管内の議員研修費が浮きますよね。当然あとからバス代も出てくるのですけれども、札幌に

１泊をして、手前味噌ですけれども、厚生年金のほうの財政のほうの力にもなれるよと。それで札幌で研

修だよと。そういう絡みの中で管内の議員さんとも交流できるよと。そうすると、パークゴルフ大会も、

考えていけるのではないかなと。縮小ではないのですけれども、こういう状況ですから交流は必要だと。

だけど、その場面を、そういう場面を作ったほうが、割に地域の住民の方にも理解されるのではないかと、

提案したのですよ。 

 それで、議長とのほうは、今それをポンと出されても、議長会もあるわけだし、管内の話もあるわけだ

から、今すぐにはならないね。そういう考え方というのを議長会のほうでとりあえず出してみるかなと言

う話はしてもらっているのですけれども。 

 そういう方法も考えていくと、経費は単別ではなくて１ヶ所で終わるのだよと。そうなると議員会の懇

親会の、二次会だとかは、そういう部分は議員会が主催で、トークだけで固まるとか、全体でやるとかと

いう話がまた変わってくるかなと・・・。そういう提案もしたことがあるのですけれども。 

 そういう考え方もあるかなと思うのですけれどもね。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私これ、勘違いして聞いているのかもしれないのですけれども、政務調査費が出

ている議会がありますよね。政務調査費は会派でいろいろなところに研修に行っているのですよ。その他

に委員会で視察にいったりしているという、白老は会派の政務調査費はありませんからね。年２回の視察

と言うことなのですよね。だから、先ほど皆さんが悩んでいるのは、視察はあったほうがいいのではない

かということで経費を減らすと言うことですから、私はそういう考えからいくと、白老は決して贅沢をし

てと言うか、議員が何でもお金をもらうものはもらってやっているのではないのですよね。その中で、年

２回の視察というのは本当に課題を持ってしっかりやっていますので、何とかそれは継続する方向で考え

てもらいたい 
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と思ってきたのです。だから日程を減らしてもいいから、その２回はやっていけたらなと思ったのですよ。 

 予算を削らなければならないと言うことになると、加藤委員がおっしゃったような、自分たちで積立し

てでも、矢祭が自分たちで行くのだと言う話をしたら、勝手に行けということなのだけれども、やはり委

員会で必要となる視察も出てくるという気がするのですよね。 

 やっぱり現場を見て、話を聞いてくると、全然見識も違いますし、深まりますから、そういった意味で

は何とか・・・。研修を減らさないで、経費を減らす方法を考えるということでは、議員会の積立を、今

毎月 2,000 円増やしたから、困るかと言ったらそういうこともないのかなと思うのです。ただ、これを増

やしたことが視察ができることになるのかどうかは別なのですけれども、町民の眼から見て、どちらから

見ても同じように見えるというのもありますからね。そういう部分では、説明がきちんとできるようなこ

とを私たちはやるべきかなというふうには思っていたのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、政務調査費のお話がありましたけれども、私の知っている範囲では、市の

場合は政務調査費で会派が視察に行くと。常任委員会も視察に行くということを市はやっております。私

の知っている範囲ですよ。ただ、町村の場合は、かなりの場合が、政務調査費が出た場合は、町が負担し

ている視察は打ち切りとなっているほうが多いように、僕は記憶しています。 

 ですから、会派で行くと言うことになれば、やっぱり政務調査費でなければいけませんから、ですから

そういうふうになるのかなと。そういう点で言えば、今、吉田委員が言われたように白老町は、そういう

ものをトータルした場合は、政務調査費よりも、非常に恵まれているというふうに、私が調べた範囲では

そういうふうに思っております。 

 長いか短いかは別ですけれども、これだけの量の、町村で視察に行っているところそんなにないと思い

ます。行っていないとか、道内だけとか。そういうほうが現時点は結構多いのかなという気がしていまし

たですけれどもね。市の場合は確かに今言われたような形になっていると思います。 

 これちょっと、局長。議員会がやると言う場合、例えば短いほうの視察がありますね。それトータルで

どれくらいかかるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 186 万円かかります。長いほうで 370 万円かかる。トータル 500 万円かか

っていますから。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、一応今は、一番大切なところですから挙手をしてご発言を願いたいと思

います。暫時休憩とします。 

休   憩  午前１０時２５分 

 

再   開  午前１０時４９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。 

費用弁償の関係、その他の議会費をどのように削減していくかと。事務事業の見直しをするかというこ

とですけれども、いろんなご意見ありますけれども、大方のご意見をちょっとまとめてみると、一つは、

例えば東京白老会、港湾整備促進大会、これは議長とほか議員１名にしたらどうかというような意見がか

なり多かったと思います。 

 それから、市町村アカデミーに付いては分かれていますけれども、新人の議員さんだけは行ったらどう

かというような案でございますね。 

 それから、道外視察については、今ちょっとわかれておりますけれども、少なくても、削るのは、皆さ

ん議員会に肩代わりしようと何にしようと、削るべきだと言うご意見はあります。これはみんな同じだと
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思います。 

 そこで短いほうの道外視察を全部止めると 186 万円プラス職員の方々の分がございますので、約 27 万

円ですか。これくらいありますから200万円くらいは削れると言うことになります。これを全部落とすか、

それともさっき言われていますように、一定の補助という、そんな形でいけるのかどうかわかりませんけ

れども、全額と言うのならいいのですけれども、そういうことのご意見と２つに分かれているという状況

です。 

 それから、会議録の関係については、あまり出ませんでしたけれども、会議録については、これができ

て精度がきちんとしているものであれば、私はやれるのならやったほうがいいと。それは当然、町民の人

たちがやられるわけだから、そこにお金も落ちるのだし、精度が問題だと思います。本会議ですから・・。  

 ですから、精度さえ上がるという状況があれば、半分でも、今年半分ずつやって、来年全部やるとかと

言うことは、これは予算に計上できてもできなくても努力していただいたらいかがかなというふうに思っ

ております。この部分はね。 

 それから、その他の部分で言えば、マイクはあとでやりますけれども、バスの借上げとテレビの受信料

は良くはないけれども、テレビの受信料を議員会で持つというのは良いと思いますけれども、その程度に

しかならないなと言うことです。ですから、主には、旅費の部分をどうまとめるかというあたりだと思い

ますので、そこら辺ご議論願えればと思います。ご意見ございます方どうぞ。はい、どうぞ。 

○委員外議員（根本道明君） 今、委員長話したのをざっと計算して、頭勘定で掴んでどのくらい削減に

なりますか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 委員長が言ったとおりの半減という考え方と、道外研修の部分一つやめた

らということですが、１人減らすということは３分の１ですから、そんなに大きく変わらないのですよね。

ですからその中で出てくるとしたら、10 万円くらい出るかでないかですね。それとあわせて視察を半減す

れば 210 万円くらいと。ですから全部で 220 万円くらい出るのですかね。 

 会議録は入っています。会議録も先ほど言いましたけれども、これの約半分くらいは下がると。ただし、

さっき言ったように精度の問題がありますので、すぐにできるかどうかは別にしましても、やれば下がる

と。トータルでいけば300 万円くらいです。 

○委員長（大渕紀夫君） それ以上は無理だと思うよ。例えば、議会報告会をやるというふうになってい

るでしょ。例えば議長が出ていって、町民から当然、「議会はどういう努力をしましたか。」と、これ聞か

れるのはっきりしていますよ。27 億円あるわけだから。そのときに、吉田副委員長が言われたようなこと

でやらないと、「研修視察だけは、我々の資質向上のために従来どおりやらせていただきます。」、これは

やっぱり通らない話しではないかと思います。私は。 

 ですから、やっぱり少なくてもこれくらいは落とさないと、町民は納得してもらえないのでは。全部止

めれという人のほうが、僕はきっと多いと思いますよ。ただ、全部町民に迎合するという気はないですけ

れども、少なくてもそれくらいの努力が必要ではないかというふうに思うということなのですけれども。 

議長、はい。 

○議長（堀部登志雄君） 今、いろいろとお話が出ていますけれども、これ 20 年度予算要求ですね。そ

れでですね、これはあくまでも16 人の予算要求ですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは 19 年度ですから、今年の分なのですよ。人件費から含めて20 人分

です。ですから、人件費はその前のページで1,500 万円落ちますので、ここから1,500 万円は人件費分落
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ちます。 

○議長（堀部登志雄君） それでですね、この削減の分も一時、例えば 11 パーセント今の削減した分も、

これ正規な形で要求するような形になるのですね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 報酬の自主削減については、附則規定で1 年ですから、来年の分は条例上

規制していないのですよ。ですから、来年度予算要求はしなければならないと。落とした根拠がないです

から、今までは結果的に落とすのですけれども、16 名の満額の報酬で組まなければならないと。 

○議長（堀部登志雄君） そうなりますと、今、出ていました研修については初年度やるということです

から、これ新しい議員の方にはちょっと、前の年に請求するわけですから。やっぱり今言われた特別みた

いな形にして、３年度目以降については、新しい議員の方も十分状況を踏まえて、それなりの対応策をい

ろいろ考えられると思うので、現時点では先ほど出ていましたように、我々議員として、来年すぐなるこ

とについてはそれなりの責任を持って、この財政状況ですから、できるだけ我々も削減すべきだというこ

とは出していって、それでまた新たな議員で、更に財政状況や何かに、これからもいろいろと検討しなけ

ればだめですから、その中でまた考えてもらうという観点からいけば、我々できるのはある程度、先ほど

委員長が言われた、皆さん言っているとおり初年度の研修については凍結という形で出して、そして考え

られる皆さんが出た部分、それぞれの東京白老会とか港湾振興大会というのについては減らすべきだとい

う形でいったほうが、僕はその方向でいったほうが良いのかなという感じはしますね。 

 全部、1 期４年間分のをではなく、20 年度分をそういう形でやって、あとは新たな議員の中でいろいろ

と財政状況を見ながら、更に検討されるべきだろうと思いますので、私としてはそういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 先ほど加藤委員から出ましたけれども、大体そのようなまとめで、確認します

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、確認をいたします。東京白老会、これは１名を落とす。港湾振興大

会１名議員を落とすと。それから市町村アカデミー、これについては新人議員さんが出られたら、やっぱ

り僕は新人さんは行ったほうがいいと思うのです。そうではなくて、今まで２名だから２名分の予算だけ

をとっておいて、１名しか行かなければ１名と。後は落とせばいいわけだから。ただこの２名は取ったほ

うがいいと思うのだよ。来年から何名出てくるかわからないけれども、新人さんがいなくなったら落ちる

わけだから・・・。それはやっぱり２名にしておいたほうがいいのではないですか、今まで２名なのだか

らね。行かなければ落とすということになります。 

 それから、この道外視察の分については、短いほうですね。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 従来の形でいけば、１年目が遠くに行っているのですよ。３年目が近いほ

うですね。 

○委員長（大渕紀夫君） この予算は。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは近いところの予算です。ですから、まともに来年度組めば三百何十

万円、400 万円くらいかな。 

○委員長（大渕紀夫君） それは３年度目にして来年行かないようにすればいいのだ。凍結にして。来年

度については凍結と、ただしそれは短いほうで凍結すると。 

 途中で考えるすべもございますので、来年度予算については凍結と、これは１回間違いなく凍結と。要

求しないということです。ですから、この分についてははっきり落とすと。３年目については、今、加藤
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委員のお話もございますけれども、あと２年間ございますので新しい議会で検討していただくと。メンバ

ーの方がどうなるかわかりませんから。来年度分については、我々が責任を負うということでそういうふ

うにさせていただくということで・・・。 

 それから、会議録の作成については、ちょっと事務局のほうで努力をしていただいて、そういうことが

可能であれば、なるべく早く手をつけられるものであれば、手をつけていただいたほうがいいのではない

かと。その程度にしか、これはならないですね。あと１ヵ月半しかないですから。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちなみに従来は、本会議場でやっても全部出していたのですよね。そして、

委員会室でやった分だけ町内にお願いして。今、臨時会の部分も予算・決算審査も全て町内に出している

のですよ。ですから、予算ですとか決算上がってくるのはかなり遅いですよね。ですから、その面も見て

後何人増やしていったら対応できるのか。ただ、増やせばできるというものではないのですよ。今の方々

７年くらい経験を既にしているのです。嫌になってやめていく人のほうが多いのですよ。 

 前は 20 名募集して、10 名やってスペアをつけていたのだけれども、結局５名しか残っていないのです

ね。その部分もありますので、会議録ですから慎重に予算落としていけるかどうかまた検討したいと思い

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） そういう形で結構だと思うのですよ。努力をしていただくということでね。そ

れから、３ページの借上料、議員研修会の送迎バス２台。はい、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、公務で行っている研修分で２回分なのですよ。札幌と今回やるむ

かわの分のバスの借上げ料、これ福祉バスにしても半分くらいかかるのかな。組換えするのです。半分く

らいかかりますね。ここで言っているのは福祉バスにしたら半分くらい落ちますよということです。さっ

き、熊谷委員が議論しているように、１回にしたら１回なのですが、別途宿泊旅費がかかりますというこ

とになります。 

○委員長（大渕紀夫君） これはね、ここはいいです。事務局裁量でやってください。テレビの受信料含

めて、この借上げ料については議場のマイクを別にして、これは事務局裁量でやっていただくということ

でいいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） テレビの受信料、それだけ結論出しますか。いいですか、議員会で落とすとい

うほうがいい。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのような努力をして・・・。はい、わかりました。そういうふう

にしてください。議員会で落とすということですから、議員会で払うようにしてください。ここまでよろ

しいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、10 分まで暫時休憩といたします。 

休   憩  午前１１時０４分 

 

再   開  午前１１時１１分 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

会議録のシステム機器導入の提案という別文書がございますので出していただきたいと思います。局長、

説明をお願いいたします。 
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○事務局長（上坊寺博之君） これにつきましては、前回も説明していますとおり、ここの機器が 25 年

経過しているのです。ですから、これやっているとわかるように、ピーピー鳴ったり、もう限界に近くな

ってきています。ですから、議事堂の機器を本来でしたら全部、向こうも７年経っているのですよ。本来

向こうを取り替えて、こちらにサポートさせるのですが、半分議員側だけを取り替えて、５年リースにし

てそれをこちらにもってくると。そうしたらここ、対応できますので。５年後に町側のを変えるという方

法で提案させてもらっています。 

 先ほどの資料を見てもらえばわかるのですが、現在、年間リース料を含めて、録音のも全部取り替えた

ものですから、毎年 95 万 8,000 円払っているのですね、７年間。これリースアップして、本来は来年か

らかからないのですけれども、かかっている想定でいくと、36 万 5,000 円。ここだけで50 万円くらい、

平年ベースでかかるとしたら落ちると。本当はかからないのですけれども、ただ、マイクだけは止めると

いうことができないものですら、これまだ財政のほうと協議はしていませんけれども、更新するという考

え方でいきたいということです。残っている部分のマイクを1 回、1 度も保守点検していないものですか

ら、保守点検だけさせておくと。今年の予算は間に合いますので、来年以降からは 36 万 5,000 円。５年

後は少し財政状況も下がってきますので、その中で、また５年後に検討したいということであります。 

○委員長（大渕紀夫君） 理解できましたですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） これは半分、議員側のほうは換えて、その換えた分をこちらに持ってきて、こ

れを全部破棄するということですね。５年リースですから、５年経ったら反対側のほうを全部換えると、

こういうことです。 

 金額は大分少なくなります。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） 事務局提案のように、議場のマイクの設備の更新についてはそのように行いた

いと思います。 

それでは、その他の部分に入ります。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会費の検討の部分のその他については、私のほうは用意してございませ

ん。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議会費の関係はよろしゅうございますか、財政問題。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。はい、そのようにします。 

２番目のその他の部分ですけれども、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 実はですね、提案１件なのですが、今回、中出議員が勇退されるというこ

とで、農業委員、議会推薦で出ております。前回の取り決めの書類が出てきまして、そのときに、前は11

月議会解散で、全員が議員さんの身分なくなりますよね。そのときに、農業委員を辞任しているのですよ。

というのは、今、文章をお配りしますが、農業委員会の法律関係では、議員となっていないのです。学識

経験者となっているのです。ですから、法律上は任期満了まで、別にいても全然おかしくないのですけれ

ども、ただ、議会推薦という形の中で従来からやっていますので、この辺は前回も議会から推薦している

ということを鑑みると、当然辞任したほうがいいのではないかということで、前回は宗像議員と近藤議員

と辞任していらっしゃって、鈴木議員と中出議員さんがなったと。今回、もう１人の鈴木議員につきまし

ては、改選、出られるということですから、当選されて戻ってくるという可能性もあります。 
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 もう一つの検討は、改選で締めてしまうのか、戻ってきても任期満了まで行くのかという部分だと。と

いうのは議員が任期４年なのですが、農業委員会というのは３年なのですよ。どうしても差が出てくるの

ですよ。ちなみに、次の任期はこれの次ですから 20 年の７月までなのです。その辺の２つ、今、中出議

員が勇退されるということで議会身分がなくなるので、辞任をしていただくのかということと、鈴木議員

が辞められて、戻ってこられた時の立場をどうするのかというのが・・・。 

 改選されたときの、それぞれの委員長構成のその中でポストには入っていますので、その辺も含めて議

論していただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今の説明で、もし疑問があればどうぞ。質問等々、はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議会選出、学識経験者というのからいけば、鈴木議員も中出議員も別に来年の７

月までやっても構わないのだろうけれども、議会選出ということになるとやはり２人とも、当然やめるべ

きではないのでしょうかね。議会選出となればですよ。ですから、中出議員だけではなくて鈴木議員も一

応辞職してもらって、新たな議員から補充期間をやると。それしかないのではないの。 

○委員長（大渕紀夫君） はい局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 過去の就任履歴を見ますと、途中で辞めている例というのはないのですよ。

ですから、再任されたらそのまま任期満了までされていたのではないかという推測ですけれども。過去に

は当然３年と４年ですから、それぞれの就任のときに差が出てくるはずなのですけれども、辞めている経

過というのは過去にないのです。前回から、その前のずっと就任履歴を見ると、任期満了までやっている

のです。だから、改選だからと辞めている経過はないのです。議員の身分を持っているからね。というこ

となのですね。今回の取り決めでやるなら、やっても構わない。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） でも 11 月の８日で議員の資格はなくなる訳ですから、それからいけば、議会で

選出という主旨からいけば、中出議員と鈴木議員は同格に見るべきだと思うのですよね。そうしなければ

おかしくなるのではないですか。片方は議員を辞職するから辞めるのだと。だけどまた出るからいいのだ

ということにはならないと僕は思うけれども・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） この本お持ちでしたら見ていただきたいと思うのですが、申し合わせ事項

の４ページにですね、農業委員会の委員と、こういう規定がありまして、（１）のところに、議員選出の

農業委員会委員の任期は１期３年とするとなっているのですよね。１期３年として平成２年の時に決めて

いるのです。 

 ですから、過去もその後もずれていないということは、任期満了で再任されても、８日で任期満了で９

日から就任ですから、日にちのずれはないのです。そういうことかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） それであれば、中出議員も７月まで任期があるのだとすれば、議員は辞めるにし

ても、立候補しないとしても、７月までやってあげるべきではないのかなと。そういい理屈からいけばで

すよ。それが自然ではないのかと。７月の時点で、６月の議会で新たな農業委員を選出すると。それでい

いのではないかと思うのですけれども。しかも、学識経験者という範疇からいけばね。方法論としては議

会から選出しているから、そういうことになると思うのだけれども・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） それで今、ご配付をした用紙の一番下に、「しかし、議員から推薦している実

態から考えた場合、今回の選挙に当選した場合は、農業委員として当然継続することになるが、議員に当

選しなかった場合は、17 条の規定を適用することが適当であろうと考える。」というふうに、前回はした
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のですね。それで、このときは両方とも辞めたのだよね。はい。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回の場合、議員の身分を持っていないのが 40 日くらいあったのです。

ですから、２人とも辞任されたのかなと。出ている、出ていないとはっきりしていたのかどうかというの

も、ちょっとわからないのですけれども・・・。推測ですから。教育長に聞いてみたのですが、４年前で

「そうだったと思うけれども・・・。」とはっきりしないのです。ただ、文章に残っているのはこれなん

ですね。 

 今回は、再任すると議会の身分は消えないのです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） これを読んでいたら、議会が推薦して選任されている委員。でも議員になってい

ますからね、学識経験を有する者の任期だから、議会が推薦しているだけで終わるのならいいと思うので

すよ、中出さんがずっと継続されても。議員を推薦するわけですから、やっぱりこれは辞任が必要なので

はないかと思う。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会が推薦しているのは３名いますから。議員さん２人で、あと一人は吉

田隆一さん。議会で３人推薦していますので。ただ、議員の身分を持っている人が２人なのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） これは、議運で議論する中身にもなるのでしょうけれども、会派のいろいろな申

し合せの、代表者会議の申し合わせの中にも関わる部分ですから、これは別件で話されたほうがいいので

はないですか。ポストの問題が絡んできますから、これも今、加藤委員がおっしゃるようにそのまま継続

で７月までお願いしたらということになれば、改選して、新しい会派制度の中で、ポストの、今までの慣

例的なことをやっていこうとすれば、やはりこのポストも一つ指に折らさる部分ですから、その扱いにつ

いて非常に苦慮される部分出てくるのではないかと思うのですよ。そうなれば、法律的なことだとか、門

地のことも重要ですけれども、そちらのほうを優先されたほうが僕はすっきりするのかなと思います。 

 だから、面倒くさいかもしれませんが１回代表者会議の中でもんでいただいて、もう１回議運に諮って

いただいた方がいいかなと思いますけれども、この問題については。時間はないですか。 

 これポストをはずすよということになれば、また話が変わってきますから・・・。今はポストにいれて

いるということでやれば、やはり辞めていただかなければまずいかなという形なってしまいますね。だか

ら、選択が変わってしまうのです。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、熊谷委員が言われたような矛盾があることは事実です。当然、退任される

方も立候補される方も、立候補された場合について、今いわれたような矛盾が当然起こります。ですから、

そういうことでいえば、非常にデリケートな部分があるということだけは確かですね。 

例えばですよ。例えば、辞任していただくにしても、勇退される方については議員の身分があるうちで

ないとだめだということですので、それでないと本当におかしいことになってしまいますよね。議員の身

分があるうちに辞任しないとおかしいのです。議員で選ばれているわけだから・・・。 

だから、そういうことを何も全然議運が関係なくするとしたら、両人にお話しをして辞任してもらうか

どうかということにしかならないのだけれど、それを会派代表者会議なら会派代表者会議で一定のルール

を決めて、そして議運で確認して、両名にお話をすると。筋としてはそのほうが筋は通るとは思いますけ

れども、受け入れていただけるかどうかということもありますからね。辞めませんと言ったらそれでどう

にもならないこともありますから。いかがいたしますかね。はい、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 吉田副委員長の会派で、その中身、今、熊谷委員が言ったようなことも十分了解

していただいて、それでもいいよと。今までどおり農業委員を７月までやりますよと言うのなら、それで

残ってもいいのでしょうけれども、それではなくて、さらになって議会全体としてのポストの位置付けと

いうことになると、吉田副委員長と同じ会派になるとは限らないにしても、何もないほうがかえってすっ

きりして、別なポストにもいくかも知れないし、そういうようなことを考えて十分了解して上で辞職して

もらえれば、事は済むのではないですか。本人がそういうことを十分承知して、辞任の願いを出せば。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 一つは、前回の場合を考えてみたときに、今、熊谷委員が話されたように、

やはり総体的な人事の中でこの農業委員の選任も含まれているということを、まず確認した中で次期の役

員選任についても、そのようなルールを、申し合わせ事項を踏襲するという考え方で、自主的に退任して

もらうというふうな方法しかないと思うのです。それで、もう一つ、現在の会派が次期に新議員で、その

まま継続するか、これ全くわかりませんので、やはり、今回の場合はそういうようなことでけりをつけて

しまったほうが、両方の委員に対してもかえってすっきりするのではないかと思いますので、いかがでし

ょうかね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今、吉田副委員長からご提案がありましたように、今回につきましては、

議員自らが辞職をするというふうにして、両会派でちょっとお話をしていただければ・・・。 

 手続上は、局長のほうと相談されて、自主的にやめていただくということについては、我々何も関わる

部分ございませんので・・・・。 

それは、中出議員に会派でお話ししていただければ助かります。それでないと何かおかしなことになり

ますからね。「何で俺が、辞めれと言われなければだめなのさ」となりますから、そこを気をつけなけれ

ばいけない。 

 農業委員の任期ではなくて、議員の任期一杯でご退任をしていただくと、こういうことでございます。

それを申し訳ありませんが、会派でお話ししていただいて、新たな形で農業委員は選出すると。こういう

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） それでは、そのようにいたします。 

はい、すみません。グリーンの本を持っている方、申し合わせの４ページをお願いいたします。７番の

農業委員の部分があるのですよ、これ申し合わせですけれども、うちで今変えることができます。これを

全部、できれば運営基準、規則、委員会条例までいくかどうわかりませんけれども、そういうところに組

替えていきますから、ここの農業委員の部分ですね、議員選出の農業委員の任期は１期３年とする。これ

はちょっとまずいですから、これを改選時には辞任するというようなことを入れなくてはいけないのだね。 

 そのことをここに入れていただくと、そうすれば新しい議会になった場合でも、それが全部踏襲されて

きますから、文書については局長のほうにお願いするということで、ここ申し合わせを変えると。変える

ことが同時に基準が変わるということになりますので、今後は。申し合わせ少なくしますのでね。 

 ですから、そういうような手続を行いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。当然、これやっておかないとまた次も、同じ議論をしなければな

らなくなりますからね、４年経ったら・・・。そうです合わないのです。４年と同じだったらいいのです

が。ここの申し合わせについては、そのように変えさせていただきますのでよろしくお願いします。 
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 その他、何かございますか。ありませんか。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） この間、議会広報のときにも既にお伝えして、郵便でも送らせてもらって

いますけれども、今回改選期なものですから、新たな議席番号等つきます。それで、議場の中の、自分の

議席の中に、もし物が入っていたり、議員ロッカーに物があれば、一時自宅のほうに移動願いたいと思っ

ております。よろしくお願いします。選挙入るまでで結構だと思いますけれども、文章には５日までと担

当のほうで書いたようですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、谷内委員どうぞ。 

○委員（谷内 勉君） 特別委員会も、広報の件ですけれども、これについてはやっていまして、一応発

行日が 10 月１日に間に合わせるということで、現在動いております。特集号です。ということでござい

ます。非常に主幹に骨を折っていただきまして、ぎりぎりの線ですけれども、来月の１日に出しますとい

うことでありますので、了解をいただきたいというふうに思います。ただし、大きさにつきましてはＡ３

版を２つに折ると。そしてそれを閉じこむというような形で出したいと思いますので、その辺のところ了

解をして下さい。 

 また、町内会の会長さんにも会いましたら、そのようなことを一言しゃべっていただきたいとそういう

ことでよろしくお願いしたいと思います。 

 それと、もう１件いいですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ。 

○委員（谷内 勉君） 全く個人的な話になるのですがいいですか。私、来期に対しまして、一身上の都

合を持ちまして、引退というより、立起を控えるという気持ちで決定というより決めました。そういうよ

うなことですので、今までのご指導ご鞭撻ありがとうございました。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、暫時休憩します。 

休   憩  午前１１時３６分 

 

再   開  午前１１時３９分 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

今、副議長から、25 日の寿都の病院の視察の件で、新聞記者が同行したいというか、なんというのか、

そういうようなお話があったということなのですけれども、いかが考えたらよろしゅうございますか。 

 公務災害の関係とか、そういうことが出てくるのですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 確認しないと。総務のほうと協議します。 

○委員長（大渕紀夫君） 乗せるということになればね。それは出てくると思うのです。それは、我々は

公務災害かかっていますから、はい。だから公務災害の問題があるし、今までそういうことありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 過去には、ケネルに行ったときには報道は別に行っていらっしゃるという

部分は聞いていますけれども、要するに自分が行っていらっしゃる。私的に行くから・・・。同じ飛行機

には乗っていくと思いますけれども。道新だと思いますよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 何も問題がないならいいけれども、あとで何かあるとね。そういうことで、議

会がそういうところとどうだとかこうだとか、変なことになったら困りますから、それさえなければ別に

何も・・・。 

○委員外議員（根本道明君） ただ、こういう開かれ議会ってやっているわけであって、そういうふうな

中で、媒体として新聞記者だとかなんだとかというのは、よく見てもらうということでいいのではないか
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というふうに、僕個人の考えだけれども・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 例えば新聞記者が、その人が行くのならほかもみんな行くよとか、そういうふ

うになるでしょ。このとき乗せたのに、なぜこの次は乗せないのとか、そういうことも考えないと。この

次視察に行くとき、俺も一緒に連れて行ってくれと。早い話が、油代かからないから一緒に行くというよ

うなことになっていって、どこでも行くよと。それでは町民も乗せるのかということになってくると困る

から、そこだけきっちりしておけばいいかなと思うのです。 

○委員（加藤正恭君） それと、道新だけですかと言われたら・・・。 

○委員外議員（根本道明君） 今、話があったのは道新だけだから、道新がいいということになれば、み

んなに公平には話をしなければならないでしょう。どうですかということで・・・、それは順序出ての話

だから、まず、ここでいいよというようなことになれば次の話しになるかもしれない。 

○委員長（大渕紀夫君） だから、僕が思っているのは、例えばほかの新聞社、毎日も取材に来ているか

らね。そういうところとの関係も出てくるでしょ。そこだけということにはならないと思う。それはまず

いと思う。共同通信社からなにから、全部ありますから・・・。 

○委員外議員（根本道明君） あまり難しく考えないで、議会とマスコミと、そういうふうな時間を持つ

ことで、ある意味で・・・。 

○委員（加藤正恭君） それはいいのさ。１社だけというのではなくて、やるのなら公平に皆さんにご案

内をしなければだめだよということ。それを今、議論しているの。道新からお願いがあったから道新だけ

にしてしまったらおかしくなるのではないかいということ。 

○委員（吉田和子君） まだ、乗せていくかどうかは結論が出ていないのでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことを全部考えないとだめだよということを私は言っているのです。

はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） このマスコミの方、行かれるのは自由だと思うのですけれども、議会議員の研

修のバスに乗せていくとなると、過去にも出たのですが、行くということは記事にするということですよ

ね。一緒に行ったから、こちらの思うとおりに書いてくれとか、前にも何かの席で、マスコミに書かれた

ことに対して、こちらの思惑と大分ずれたから抗議すべきだという話まで、前に出ていましたようね。そ

ういうような観点からいくと、そういう要請も受けたことはないけれども、一緒に行って、記事にされる

と思うので、そうなった時に、皆さん一緒に行ってもらって記事にされたけれども、ちょっと何か、我々

の思惑とずれたとか何とかという形にならなければ問題はないと思うのだけれども、その辺もちょっと考

えてもらったほうが良いのかなと・・・。 

 その辺考えて、議運に諮って正式に連れて行くよと。一緒に同行しても良いよというような形になって、

あとからこんな話しではなかったなどというようなことにだけはならないようにしていただければ良い

なと。そこまで考えなければだめかなと思って・・・。  

○委員長（大渕紀夫君） ただ、この次、こういう同じような条件が出るとは限らないけれども、例えば

この次、こういう事案が出たときにマスコミにどうするのだということになるでしょ。前回行ったのに今

回だめかというふうになると思うのです。きっと。だから、そういうことも含めて考えておかないと、今

回限りで、それで解散したから、議会が新たになるから、それはそれで新たに考えてくださいというもの

ではなくて、前回行っているのになぜ今度は乗せないのということになりかねないでしょ。 

○委員（吉田和子君） それとね。行財政対策室のほうで「議会として行きます。」と申し出ていると思

うのですよ。 
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○委員長（大渕紀夫君） 町も行くのでしょ。 

○委員（吉田和子君） 町が行くかどうか私はわからないですけれども・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 室長は行きますよ。 

○委員（吉田和子君） それで、私は報道関係が行く、行かないは言う必要はないかも知れないけれども、

ついて来たのなら良いけれども、一緒に同行するとなったら、向こう側は全部一緒に来たというふうに受

け止めますよね。そういうことがいいことなのかどうなのか。こちらは議会としていくといっているわけ

ですから、報道は議会ではないですから・・・。 

 もちろん、病院をどんどん公開してやっているのかもわかりませんけれども、そうなると行く事情が違

いますから、本人は勝手に取材に、議会が動いたから来たと言うのならまだしも、一緒に同行すると言う

ことは、「はい、どうぞ。一緒に行きましょう」と乗せていくような形になりますから、それが良いのか

どうなのかと言うことも考えなければいけないのかなと。相手があることですから、こちらは行かせてく

ださいといって申し込んでありますから、向こうが来てくださいではないですからね。その辺でちょっ

と・・・。 

○委員（加藤正恭君） どういう形で申し込みがあったの。 

○委員外議員（根本道明君） ただの話し合いの中でさ。 

○委員（加藤正恭君） １対１でしょ。 

○委員外議員（根本道明君） だから、みんなにそれを諮って、どうせだったら・・・。私はそのときは、

行かないで誤解されて書かれるよりか、やっぱり見て書いてもらったほうが、私は正確な記事が、かえっ

て町民に届くのかなと思って、「ああ、そういうことも良いかもしれないな。これから開かれた議会でな。」

ただ、私は自分では決められないから、議会運営委員会が明後日あるから、そのときにみんなに相談して

みるよと言うふうなことくらいです。 

 「行ってみたいな。だけれども、一人で運転していくか・・。交通手段ないしな。」と言うから、それ

だったら、もしバスが空いていれば、ちょっと諮ってみるよ。」と。 

○委員（加藤正恭君） 黙っていても取材に来るのと、こちらと一緒に行くのとでは、ちょっと意味が違

うわな。 

○委員外議員（根本道明君） あんまり難しく考えないで・・・。 

○委員（加藤正恭君） 難しく考えないけれども、そのようなものではないよ。 

○委員外議員（根本道明君） 難しく考えないで私はそうやって言っていたのだ。かえってここでもって、

その結論がみんながそのような結論で、みんなが「あなた、自分で車で行ってくれよ。」となったら、そ

れはそれで何もこういう話しはなかったことでもいいし・・・。 

○委員（加藤正恭君） 「乗せて行ってもらえませんか。」と、正式な申し込みがあってのことなのか、

ただ、雑談でそういう話しになったのか・・・・。 

 議長宛てに、「ちょっと遠いものだから、足もないから一緒に乗せていってもらえませんか。｣というの

とは、意味が違うから・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） これはやっぱり、取材は取材でやってもらったほうが良いかも知れないな・・・。

そうでないと、何かあったとき誤解をされる可能性があるね。 

委員外議員（根本道明君） それではそうしましょう。なかったことしましょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 申し訳ないけれども、取材は取材活動としてやっていただくというふうにする

のが良いのではないかと思いますけれども、いかがですか。良いですか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そういうことで議会運営委員会としては、結論を出したというふう

に言っていただきたいと思います。それで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） 他、何かございますか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは以上で、議会運営委員会を閉会します。多分、これで終わりか

もしれません。４年間いろいろご迷惑をかけましたけれども、ご苦労様でございました。ありがとうござ

います。 

 

（閉会 午前 １１時５０分） 


