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平成２３年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２３年 ５月１１日（水曜日） 

   開  会  午前１０時０２分 

   閉  会  午後 ０時１２分 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議員倫理規定の全面見直しについて 

２．会派制のあり方について 

３．その他について（選挙公報の発行） 

                                         

○出席委員（７名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 及 川   保 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

 委  員 氏 家 裕 治 君      委 員 外 議 員 前 田 博 之 君 

 委 員 外 議 員 吉 田 和 子 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     総 務 課 長    岡 村 幸 男 君 

     総 務 課 主 幹    岩 本 寿 彦 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

（午前１０時０２分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の調査事項はレジメのとおりでございますが、きょうは３月２

日に議長のほうから諮問がございました選挙公報発行について、これらの他町村でやっている

資料等も出されてございまして、また、選挙管理委員会担当の岡村総務課長、そして総務秘書

グループの岩本主幹が出席されておりますので、きょうは３番目のその他から入りたいと、こ

のように思っております。 

それでは、早速説明をお願いしたいというふうに思います。岡村総務課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 今委員長のほうからお話がありましたとおり、選挙公報の発行に

ついてでございます。それで、きょうご説明させていただきますのは、道内の選挙公報の発行

の状況、それから類似団体等の選挙公報の発行の状況について、どれくらいの経費をもって、

またどのような方法をもって取り組んでいるのかということについて、選挙管理委員会のほう

から説明をさせていただきたいというふうに思います。説明については、岩本主幹のほうから

お話しさせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） 岩本主幹お願いします。 

○総務課主幹（岩本寿彦君） それでは、私のほうからは、お手元にございます資料につきま

して説明をさせていただきます。まずＡ３の資料でございます。こちらのほうにつきましては、

全部で６町、白老町と同規模の自治体の状況についてまとめたものでございます。当別町、福

島町、余市町、美幌町、幕別町、芽室町の発行状況についてまとめてございます。 

まず左側から表を見ていただきますと、それぞれ人口、世帯ということで記載をしてござい

ます。それと、世帯の次からなのですが、こちらのほうがあらかじめ各自治体の方に照会させ

ていただいた調査項目というふうになってございます。発行状況の中の印刷方法について、ど

うなっていますかということでお聞きしたところ、６町すべて業者のほうに発注ということで、

自前で印刷をしているというような自治体はございませんでした。 

次に候補者への説明、それと周知方法について、どのような方法をとられていますかという

ことをお聞きしたところ、すべての自治体で候補者説明会の中で説明をしているということで

ございました。 

次に公報が完成するまでの校正の状況でございますが、これについては記載している中身が

それぞれちょっと違い、基本的には未実施というふうになっているところもございますが、こ

ちらのほうにつきましてはどこの自治体も条例に基づいてルール化しておりますので、そのル

ールに基づいているかどうかという事前審査というものはやっておりますので、校正は未実施

と言っているところも、必ず事前審査はやっているということでございました。基本的にそこ

でオーケーが出たものについてそのまま流れていくような形になっているようでございます。 
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次に有権者へは投票日の何日前から配布をしていますかということをお聞きしたところ、だ

いたい４日前、つまり告示日の翌日には配布を始めているということでございます。大体どこ

の条例を見ましても、必ず投票日当日の前日までには届くような条例にはなってございますの

で、投票日の前の日には必ず届いているというような結果になってございます。ただし、芽室

町につきましては、郵送で全戸配布ということで、ほかの町とはちょっと違うような回答をい

ただいてございます。 

次に配布方法でございますが、当別町については町内会、自治会を通じての配布。福島町に

つきましては、各地区に連絡員というのがいるようでございまして、こちらの方を通じての配

布というふうになってございます。余市町につきましても町内会、それと自治会を通じての配

布。美幌町につきましては、町内会と自治会のほかに一部農村地区については宅配を利用され

ているということでございます。幕別町につきましては、今年度の統一地方選挙のほうで入札

による業者による全世帯配布というものを導入したということでございます。芽室町につきま

しては、すべて郵送というような回答をいただきました。それと参考までに前回選挙における

発行経費は幾らぐらいですかということを聞きますと、それぞれ町長選挙ですとか、町議の選

挙のみとかという部分でちょっとばらつきがあるのですけれども、かかっている経費というの

は記載のとおりというふうになってございます。 

それと発行にあたってのご意見などございますかという部分をお聞きしましたら、幕別町の

方から平成 23 年統一地方選挙にかかる選挙公報の配布を公区長依頼から業者に変更したとい

う。これについては、配布期間の短縮と経費の削減を目的にしたものでございますというよう

なご意見をいただいております。 

 次の資料でございますが、任意制選挙公営制度及び記号式投票制度に関する調べということ

でございますが、これについては毎年年末に調査ものがございまして、それの報告しているも

のを北海道選挙管理委員会のほうでまとめたものをちょっと入手いたしましたものでございま

す。これにつきましては、北海道 179 市町村の発行状況のみについてまとめたものというよう

な資料になってございます。表紙、１枚目の(２)の市町村分というところを見ていただきたい

のですけれど、それの一番右側の方に選挙公報という欄がございます。それの首長、それと議

員という区分に分かれていますけれど、市については北海道の中で 27 市がやってございます。

35 市ございますので、35 分の 27 ということで、市の割合でいきますと大体 77％、８割ぐらい

が公報を発行しているというような状況でございます。それと町村でございますが、発行して

いる町村は 10 町村、全道で 144 町村ございますので、町村の割合でいきますと約 28％、約３

割というような形になってございます。全体を見ますと、179 市町村のうち 67 市町村が発行と

いうことで、全体でいきますと約 37％、全体で約４割という状況になってございます。 

次に胆振管内の状況ということでご説明をさせていただきますが、７枚目、最後の用紙の方

でございますが、そこに市町村議会議員の選挙の状況ということで、番号でいきますと 137 番

から 143 番、これが胆振管内の町村の状況でございます。胆振管内につきましては、選挙公報

は発行していないというような状況になってございましたけれど、このたび厚真町さんのほう
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で発行されたということで、胆振管内の町村では１町村だけ発行しているというような状況で

ございます。また市につきましては、室蘭、苫小牧、登別、伊達がございますが、発行してい

る市につきましては苫小牧市、それと登別市のみとなってございます。 

次に参考までにご提供いただいた各自治体の選挙公報のコピーをそれぞれちょっと参考まで

に添付をさせていただいてございます。 

以上で簡単でございますが資料の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） 非常にわかりやすい、また細かいデータも集めていただいて、この

ような資料をつくっていただいたこと、お礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

それでは、せっかく出席していただいておりますので、何か忌憚のないところでお尋ねした

いことがございましたら担当課のほうにどうぞ。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） こちらの２枚目にいただいたほうの資料の苫小牧市の例を見ましたら、

昭和 38 年からやられているということで、随分古いと思うのですけれど、苫小牧市自体はどの

ような、例えば具体的にやっていらっしゃるのでしょうか。これを見ると、ポスターの掲示場

というのが、58 年にまた廃止になっているのです。ということは、選挙公報というのが非常に

重要視されているというふうに理解していいのかどうなのかということと。 

それともう１つ、こちらのほうの同規模程度の町でやっているところの配布の料金が随分か

かっているところとかかっていないところがあるのですけれど、実際にもしこれ、白老町でや

るということになりますと、白老町はどちらのほうを利用したほうがいいのか、また料金的に

どうなのかということ、もしお考えがあればその辺聞いてみたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 岡村総務課長。 

○総務課長（岡村幸男君） 苫小牧市のほうには実は確認はしておりませんけれど、状況だけ

これを見ますと、ポスター掲示場の 144 条の４のほうの廃止というふうになっています。これ、

ポスター掲示場につきましては、２つの方法がありまして、いわゆるポスター掲示場は任意で

ポスター掲示場を設置すると。条例で設置するという方法と、いわゆる準義務的なポスター掲

示場を設置するという２つの方法がありまして、144 条の２のほうが準義務的なポスター掲示

場なのです。ですから、皆さんが選挙運動でポスターを掲示できるのは、この 144 条の２のほ

うを取ると、その掲示場にしか貼れないという、そういう制度なのです。144 条の４というの

は、任意性の掲示場ですから、そこに貼るほかに、例えば建物等にも枚数の制限はあるのです

けれど、その管理者の許可ですとか、所有者の許可を得れば貼れるという方法が、これは任意

性の掲示場の方法なのです。ですから、これは廃止をされて、準義務的なポスター掲示場をつ

くったということだと思いますので、先ほどのお話にある選挙公報を重要視されているから廃

止されたということではちょっとないのかなというふうに考えております。あと経費のほうに

ついては主幹からご説明いたします。 

○委員長（山本浩平君） 岩本主幹。 

○総務課主幹（岩本寿彦君） 経費のほうについてご説明をさせていただきます。白老町の場
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合は、配布につきましては現在北海道選挙管理委員会のほうに届出をした上で、新聞折り込み

という手法を用いています。配布につきまして。なので、そういった関係で、新聞折り込みを

した場合の経費なのですけれど、大体毎年予算ベースでいきますと、10 万円弱配布については

経費を要するという結果になってございます。 

○委員長（山本浩平君） 仮にやるとしたら、方法については皆さんで話し合うということで、

役場のほうで決めるということにはならないと思います。もしやるとなれば、当然こちらのほ

うの議論も入ってきますし、相談しながら、ということに当然なってくると思います。 

 ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、退席をされて結構でございます。どうもいろいろとあり

がとうございました。 

 それでは、この件については前回も出ておりましたので、それぞれの会派でいろいろと協議

をなされたと思います。またきょう改めて新しい資料も出ておりますので、この資料も踏まえ

た中でご意見をいただきたいと思います。どちらの方からでも結構でございます。どうぞ。 

 共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。最小の経費で実施すべきであるということです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私どもも町民から出された陳情ということもあって、いろいろ考え方

はあったのですけれど、全世帯に候補者の周知をするという意味では有効な手段かなと。公平

性も含めて実施するということになったときには、やはり実施すべきという考えでございます。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私ももし実施するのであれば、最小の経費でやるべきだと思っていま

す。そういった今、及川委員のほうから話があったとおり、町民からのそういった要望という

か、陳情というか、そういう形の中で出てきたものですから、やっぱり最小の経費でできるも

のであれば、やっていけばいいのではないかと。そういうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私どもも公明党さんと同じ意見です。 

○委員長（山本浩平君） 新風は、私どもは結論から申し上げて反対でございます。理由は幾

つかございますけれど、まず皆さんのほうから町民から上がってきたというお話がありますけ

れど、一人の町民の方から上がってきて、本来であれば今回２回目だというこの間のお話でし

たけれど、吟味した中で選挙管理委員会の中で判断をして、議長が諮問をしてここに上げてく

ること自体が私はいかがなものなのかと。当初から私は感じていたことが１つございます。 

それと、非常に職員を減らしてきている中で、相当これは大きな負担になる。担当するとこ

ろの大きな負担になるということがまず言えると思います。このことも含めて私は反対です。 

それともう一点。最小限度の費用でというお話がありましたけれど、仮に詰めていった中で、

最小限度でどの程度の効果があるのかというと、なかなかわからない。平均すると皆さん約 60
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万円から 80 万円、60 万円とか 70 万円とかかけているわけですから、大体もしそのぐらいの金

額で落ち着いたとしても、私どもの会派の考え方としては、この公報で宣伝するよりも、もっ

と候補者が町議選挙に立候補する環境を整えるほうが先だと、このように考えてございます。

今回の統一地方選挙なんかを見ても２つの町村かな、定員割れをしてございます。また、いろ

いろ聞くところによると、ぎりぎりの公募の中で、選挙がないというような状況のところが何

箇所か出てきて、そういう中でこれではまずいということで、だれを出せとか、出さないとか、

そんなことで、ぎりぎり選挙になったところも相当あったというふうにも聞いております。で

すから、私は例え 50 万円でも 60 万円でも、そういった費用をかけるよりは、その費用で報酬

を上げるということで出やすい環境を整えたほうがいいのかなというふうに。私というよりは

会派の中でそのような話し合いを行いまして、このことについては反対をすると。それぞれの

選挙に関しては、自分の自助努力の中で公報すべきだという考え方でございます。 

それでは、無会派の前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私もするべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 理由があればどうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 理由は、私は前回も提案していますし、当然全町民が公平に見

られると。すべての候補について網羅されていますから、すべてに対して公約等チェックでき

るだろうし、我々議員としてもこういう公報の中で自分なりを訴えて、議会に出るということ

を、これは議員個々の分についての運用はありますけれど、それは別にして、一つの全体とし

て選挙公報として町民が大きく見られるという部分は、私は必要だと思います。 

○委員長（山本浩平君） ということで、全会一致ではないわけですけれど、ちょっと議論し

たいと思います。反対しているのは、私のところだけということでございます。私が反対した

理由について何かご意見、あるいは私が懸念しているようなことはこのようなことでクリアで

きるのではないかというような話がありましたら、ご意見いただければありがたいなと思って

います。いかがでしょうか。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私が思うのは、議会ですので議論の場ですから、立候

補の環境を整えるということと、町民全部に周知徹底し、なおかつ議員の姿勢をきちっと明ら

かにするということは、別に考えるべきではないのかなと。お金がかかるということでおっし

ゃられたので、なお言うのだけれど、そうではなくて、それは違う次元の話ではないかなと。

やっぱり全町民にきちっと自分の所信を公報して、それが文書で残るというのは、これは公的

なものになりますので、そういうことで言っても、非常に町民の皆さんが判断をするのに、そ

れで全部するとは思いませんし、私も個々の運動だろうと思うのですけれど、ただ、そういう

ことが公式なものとして出されるというのは、非常に意義があるのではないかというふうに考

えます。ですから、山本委員長、新風さんの言われた部分で言えば、出る環境を整えるという

ことと、選挙公報を出すということは別に考えるべきではないかというのが私の考えです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、逆に私のほうからお尋ねしますけれど、最低限度という
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のはどの程度の金額を考えられているかと。前回経費は約 50 万円程度というふうに。これは前

回町側から出た話です。資料としては残っているのですけれど、最低限度というのは 50 万円ぐ

らいはかけるという、50 万円ぐらいはいいのではないかということでしょうか。それとも、例

えば当別は 24 万 6,000 円。こういうところもあるし、福島町は約 8 万円ですか。これ、人口少

ないですから。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは町長選だけではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 町長選だけですね。最低限度というのは、どの程度の意味合いでお

っしゃられているのかというのをお尋ねしたいと思います。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、前回大体 50 万円ぐらいではないかという。選挙管理委

員会のほうからそういう話があったかもしれません。実際うちらの人口規模と議員定数 15 名、

今回 15 名の定数でやりますけれど、そういったところから、町長選もありますので、そういっ

たところから加味して大体 50 万円ぐらいではないかという話だと思うのです。ですからそれ、

実際やってみてかからなければかからない。それこそ何か、それに輪をかけてやる必要もない

でしょうし、通常の選挙公約といいますか、自分は何をこの４年間にやるかという、本当にそ

れを公約と言えるのか。例えば１議員が４年間自分はこういうことをやっていきたいのだとい

う、それが１つの公約になるかどうかわからないけれど、自分の政治姿勢を示して、それを町

民に知らしめる、知ってもらうということについては、簡単な部分で皆さんに知ってもらえる

ような、そういった公報の仕方であれば、50 万円以内で済む話ではないのかなと。当別町さん

あたりの事例を見ても、町長選だけで二十何万円、大体人口規模も同じぐらい、世帯数はちょ

っと若干違いますけれど、大体それぐらいで済むのではないかと思います。ですから大体その

50 万円ぐらいが１つの基準になるのではないかと。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） いろいろ公報あるのです。例えばＡ４のこれが正とした場合に、例え

ば議会だよりなんか、あれ、１冊今、いくらでやっているのですか。紙なんかも、これならえ

らく安いし、配るのは、今まで我々は町内会に全部、国政のやつ来ているのです。１部 15 円か

なんかもらえるのです。そんなのでやると、えらく安くできるのです。50 万円などかからない

のではないかと。せいぜい 30 万円かそれぐらいの規模でできるのではないかと思うのだけれど。

これ、試算しないとわかりませんけれど。１万世帯としてもそんなものですよね。 

○委員長（山本浩平君） あともう１点。ちょっと皆さんのに伺っておきたいところがあるの

ですけれど、前回のお話が出たときに人為的、時間的な関係は非常に、これはタイトな状況に

なって、中３日で印刷、配布しなければならなくなるのではないだろうかというお話が出てご

ざいました。これについては皆さんどのように思われているのでしょうか。私どもの会派とし

て反対の理由の１つにしてございます。そこまでして職員の負担をかけるようなことをするべ

きなのかどうかという考えでございます。 

 及川委員。 
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○委員（及川 保君） 私ども前回の会議の中でやっぱり一番懸念したところがここだったの

です。ただしかし、この選挙公報を出すことによって全世帯に公平に立候補者の、町民の皆さ

んに均等に周知することができるということのほうが逆に、確かに職員のかかる負担は、多分

今までにないことをやるわけだから、ましてや限られた設定の時間の中でやるということは非

常にタイトであって、職員の負担がかかるという、これは十分認識した中で、それよりも逆に

こちらのほうが上回るというか、選挙ですから、そちらの比重のほうが上回るという判断で、

実施すべきだなというようなことになりました。 

○委員長（山本浩平君） それでは、４対１という形になってございます。また、無会派の方

もやるべきだという意見でございます。だからといって賛成に回って全会一致というところま

ではちょっと私どもは行きませんので、大勢の意見としてやるべきだということでございます

ので、１会派は反対だけれども、多数決の中で実施するという結論になると思います。よろし

いでしょうか。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） １つだけ確認したいと思います。前回もそういう話の中で、職員の体

制の中で、限られた時間の中でできるか、できないかということで、今回こういった資料を出

していただいていると思います。実際やられているところは、これだけの自治体がやられてい

るということは、私は何らかでできているのだろうと思って今回賛成するということなのです。

だから、実際白老町の選挙管理委員会の中で、今までやったことがないけれど、実際やれると

考えているのかどうかとういうことが、すごく自分でも頭に残るのです。自分たちはやったほ

うがいいと思うのだけれど、実際物理的に大丈夫なのかなと。それはわかりますよね。 

○委員長（山本浩平君） そこを懸念しているのです。 

○委員（氏家裕治君） だから。考え方は、私は反対ではなくて賛成なのです。やるべきだと

思うのだけれど、実質こういった資料を見ればできているということはわかるのだけれど、白

老のまちが実際それは物理的にできるのかどうなのか。そこの確認は必要だと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） なるほど。では、ここで決める前にですか。 

○委員（氏家裕治君） 決める前というか、ここで決めてもいいのかもしれないけれど、実際

物理的に難しいという話であれば、それをなんだかんだやれという話にはならないような気も

するのです。ただ、やっているところがあるから、できるとは思うのだけれど。そこだけちょ

っと確認したほうがいいような気がするのです。 

○委員長（山本浩平君） 冒頭でも話しましたけれど、何か議会側に上げてきたと選挙管理委

員会は思っているのです。２回上がってきたと同じ人だから。その時点で本来であれば選挙管

理委員会の中で、２回確かに同じ人から上がってきたかもしれないけれど、そこである程度ジ

ャッジできたのかなと思います。私はそういう考え方なのです。これ、いい、悪いは別にして、

民主主義ですから、当然町民から上がってきたものだからそのまま議会のほうに上げてきたと。

議長の考えで諮問したのかもしれないけれど。私は正直言って疑問に思っています。 

 大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。いずれにしても選挙管理委員会で決めても議会がやら

ないと言えば、やらないことになってしまうわけです。これはどこでもそうですけれど、出し

たくない人は出さなくてもいいわけですから、希望者だけですから。強制的に「出せ」という

ものではないですから。こういうことをやりますから、「載せたい人はどうぞ」ということです。

そうなれば、この枠かどうかわからないけれど、この枠の分については、自分が責任を負うと

いうことなのです。苫小牧でもどこでもそうです。だから、そうなれば、自分で枠をつくって

くるのだから、手書きもあればいろいろなのがあるのです。ということは、町の職員の負担と

いうのは、時間的な問題はあるけれど、印刷所に出せば、ほとんどないということです。でき

ないのであれば、初めからそこでできないと言います。はっきり言えば。だから、私はそうい

うことでの心配で、出す、出さないを我々が決める必要はないのではないかと、はっきり私は

思っています。ですから、それは苫小牧だって市議会議員選挙１週間しかないわけですから、

２日しか送れないわけです。その中であの苫小牧市、全市全部配布しているわけですから、現

実的に。だから、それは、本当に町民の皆さんにきちっと知っていただくということで言えば、

そのかわりやり方たくさんあると思います。これは全部この大きさ決めて、「何月何日の何時ま

で出なかったらもう終わり、あなた載せません」と、そういうふうにすればいいわけです。そ

うしたら、何も手間もかからないわけです。そのほかの部分については、町がどう考える、選

挙管理委員会がどう考えるは自由です。だけれど、そこの枠だけ決まれば、そういう形で出し

ていくというのは、私はそんなに面倒なものではないし、そんなにお金がかかるものではない

だろうと。まして町で印刷するのでなければ、それはそんな面倒なものではないし、町内会に、

今、近藤委員が言われたようにお金払ってやるのだったら、下ろすルート、あれはできている

のですよね。印刷屋さんが届けるのですよね。町が届けるのではないですよね。だからそうい

うルートがみんなできているのです。だから、私はそんなに。それは１回だけ多くなるから、

全く別にやらなければだめだから、他のルートに載せることがきっとできないでしょう。新た

なルートになるとは思うけれど、それはお金を払えば、たくさんのお金ではなくて、やってい

ただける中身だと私は思うのだけれど。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 山本委員長が疑問とされている、私も実は同感の部分があるのです。

これは各やっているところを見ると、町長だけやっている部分、それから首長はやっているの

だけれど、議会はやっていないというところもあるのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 選挙日が違うから、一緒でないからそうなっているのではないで

すか。 

○委員（及川 保君） 理解しました。ただし、議長が町民から出された意見、請願だったか、

陳情だったか、選管に対して出ていました。選管がそれを受けて、町議会にどうしようかと諮

ったのだと思うのだけれど、議長がそれを受けて議運に諮ったと、こういう経過なのだけれど。

当然町長独立しているわけですから、議会と町長は。その分においては、選管の今回の進め方

というのは、当初は私も非常に異質には思ったのですけれど、逆に独立性から言ったら、そう
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するしかなかったのかなという思いではいます。だから余りそこに、委員長がおっしゃられた

３点ほどの意見で反対だということも、ちょっと話としては意味合いが違うかなと。この部分

のやることと、委員長がおっしゃられた部分とちょっと。きちんと議論しなければいけない、

例えば違った、立候補者をふやすような形でもう少し議論すべきだということも大事なことで

すから、これは別にきちっと私はすべきだなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど私、物理的な部分での話をしましたけれど、頭の中の整理が、

いろいろな話の中で整理できました。ですから、そういった形の中で選挙管理委員のほうに、

こういった形の中で選挙公報を出していきたいという、議会からの申し入れをしていければい

いのではないかと、そう考えます。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私ども、繰り返しますけれど、全町民に均等に立候補者の周知ができ

ると、この部分について委員長はどういうふうにお考えですか。 

○委員長（山本浩平君） ですから、それは、選挙のやり方や方法は、今までもそれぞれの方

の自助努力の中でいろいろとやられてきたと思います。党から出てきている方は党の方針に沿

ってやっているでしょうし、従来どおりで私はいいという考え方だけです。これ以上職員に負

担をさせるようなことはすべきではないと。今回私の前回の代表質問の中でも、町長の答えと

しては、余りにも進んだ議会改革の中ではスクラップアンドビルドも必要ではないかという答

弁をなされました。私は今後やはりそういったことも必要ではないかと。これ以上会議日数を

どんどんしていくようなことであれば、議会に挑戦できる環境も整わないということもありま

して、総合的に私は環境を整えることが先だと。選挙の公報をするよりも前に、今いる議員が

やはりその環境を整えることを優先すべきだという、そういう考え方なのです。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 山本委員長が言われている担当課の大きな負担とか、町長が議会改革

が余りにも進み過ぎていてスクラップアンドビルドが必要ではないかというのとは、これはち

ゃんと分けて考えてほしいなと思うのです。というのは、やはり私たちが議会改革をやってい

ることと、それと選挙というのと、私はちょっと次元が違うのかなと。やはり民主主義の基本

は多くの人がいかに自分たちの政策をかなえてくれる人に投票するかということが基本になっ

てきます。これは民主主義の基本だと思うのです。しかし今、現在のそれをやろうと思ったと

きに、多くの人たちに直接立候補者が戸別訪問を後援会活動の中で、今、現在やっています。

それをやってなおかつ選挙期間があるわけですけれど、それをやってもなかなか多くの町民に

直接訴える機会というのは、非常に少ないのではないかと。そうなってきたときに、選挙民の

方たちも選択肢が狭くなってしまうと。私は今回のこれについては、やはり新しく出られる方

も、今まで議員をやってきた方も、平等のチャンスをこの場所でいただけるのではないかとい

うふうに、私はそういうふうに感じているのです。ですから、例えば掲示板があります。掲示

板といっても、ただ顔写真だけ、名前だけボンボンとありますけれど、あの掲示板を幾ら眺め
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てもわからないのです。 

ちょっと話変わりますけれど、東京でうちの弟が東京都議会選挙を見に行ったと。百何十人

もこうやってポスターがダーッと並んでいたと。そうしたら、これだけいっぱいいる中で五十

何人選ばれると。そこの中で自分は１人入れると。誰に入れていいかわからないと。名前と顔

しかないと。本当にこうやったら、どうやって選んだらいいのだと。初めてそのときに選挙と

いうのは本当に難しいのだと思って帰ってきたという話を聞いたときに、やはり白老町もそう

いう部分が少しずつ出てきているのかなと。平等に一人でも多くの方に議会に対して関心を持

っていただくために、これは平等のチャンスでいいのではないかと、私はそんなふうに感じた

のですけれど。説得するという意味ではなくて、そういう感じでこれはいいなと思いました。

ですから、職員の負担とかどうのこうのではなくて、いかに多くの人たちに投票に行ってもら

えるか。そういう観点で考えたらいい方法の１つではないかというふうに感じております。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。その考え方そのものは、決して私も間違ってはいな

いと思いますし、別に否定するものでもございません。ただ私は何度も申し上げていますけれ

ど、ここで新たに職員の負担をかけること、最低限度と言いながらも費用がかかるわけですか

ら、あえてそういったことが必要なのかという考え方でございます。 

 それで、先ほど申し上げたとおり、だからといってこの話を何回も議論しましょうという話

にはならない。結論は、私どもだけが反対していることですから、これはやっぱり進めるとい

うことになるというふうに思います。それでどうしますか。具体的なことについてここで話を

しますか。それともまだ時間を置いて原案なりを事務局のほうで選挙管理委員会のほうとも打

ち合わせをしてもらって、案を出していただいて、それを協議しますか。どのような方法をと

ってまいったらよろしいでしょうか。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 選管のほうに、例えば最低限期日的なものを。いついつまでにまず提

出してもらいたい、提出する内容についてはどれを利用するかわからないけれど、例えばＡ４

で半分にするのか、四つ切りにするのか、そのぐらいの大きさのものでやっていくのか。それ

は議会で決めてもいいのかもしれないけれど、まず期日をいついつまでに。そういったものを

もし出すのであれば出して、いついつまでの期限で出していただきたいと。期日は選管のほう

にやっぱり決めていただいたほうがいいと思うのです。ですからその辺は、議会としてはこう

いう方向で話が進んでいるので、局長のほうから選管のほうにそういった期日の部分は聞いて

おいていただければいいのではないかなと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、発言を許可いたします。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今決まったとなれば、ちゃんと議会の機関として選挙管理委員

会に申し立てをすれば、あとは選管のほうで。独立機関ですから、選管としてこういうことを

するかとか決めるはずです。それによって今具体的な話は、向こうである程度試案とかもつく

ったものが、こういうことでかかってくると思います。だから議会はそこまでやる権限もない

し、あくまでも先ほども課長と話をしたけれど、議会としてはどうだという意思を伝えれば向
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こうが決めてくるはずです。ですから今言ったように、選管できないとかと言うかわからない

だろうし、十分に意を酌んでくれるかわかりませんから、そこまでここで議論する必要はない

と思います。方向さえ決めれば。 

○委員長（山本浩平君） それでは、資料等もきょう初めて出ていますので、ここでどういっ

た、具体的にどうしますかと言ってもなかなか、それぞれの会派の意見も、これから多分相談

されてくると思いますし、私どもも反対はしておりましたけれど、決まった以上はその方法に

ついてこれから議論していかなければいけないと思いますので、次回の議運のときまでに具体

的な内容についてそれぞれの会派で協議をしていただくということでいいですか。それとも今

ここで決めますか。決められますか。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。一応今の話で言えばやるという方向ですから、やると

いう旨は選管に議会として伝えると。やるべきだということを伝えると。出されているものは

選管に出されているわけですから、議会はやるべきだということを言って、あとは選管のほう

で。やるか、やらないかというのを決めるのは選管だと思うのです。だからそれを受けて、で

はどうしますか。ということになれば、それはまたそれからの話になるのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） それでは、確認ですけれど、これは町議選、町長選挙両方というこ

とで皆さんよろしいですか。議会としてはこれを行いたいということで選管のほうに話をする

という押さえ方にしたいのですが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのようなことで決定をさせていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして１番目に戻りたいと思います。議員倫理規定の全面見直しについてで

す。きょうはこの規則というところでございますけれど、前回までのおさらいをちょっと局長

のほうからしていただければと思います。若干皆さんお忘れになっているところもあると思い

ますので。 

○事務局長（千石講平君） 前回４月 14 日開催してございますけれど、そのときまでに条例に

つきましては、一応内容について了解をいただいたということで、新たに様式等を追加した条

例施行規則、これについては、そのときには説明した中でそれぞれ各会派等に持ち帰りになっ

ているのかなということで、これについてはきょう確認していただきたいと。骨格である条例

については、一応前回までに確認されたという押さえでよろしいかなと。それを運用する施行

規則案について、かなりボリュームもありましたので、これについてはそれぞれ持ち帰るとい

う形で前回整理されていますので、これを本日確認していただいて、議運としての一致をして

いただきたいと思ってございます。 

 また、前回話出ましたパブリックコメント、これを成案とする中で、パブリックコメントの

必要性についても議論いただきました。これについては、やるべきであるか、必要ないのでは

ないかという両方の意見が出されてございます。やることはいいけれど、タイミングとして遅

れたのではないかと。また、定数の議論で取らなくて、今回やるとすることの明確な説明がで
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きるかどうかというような議論もされてございました。結論的には、パブリックコメントにつ

いては、取る、取らないということは意見が分かれたという、このような押さえであったかと

いうふうに思います。 

以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございました。 

 それでは、前回お配りいたしました資料２が手元にあると思うのですが、白老町議会議員の

政治倫理に関する条例施行規則、これについて前回１つ１つ説明をしてございますので、この

説明をされた中で各会派から、これはこうしたほうがいい、ああしたほうがいいというご意見

がございましたら、その部分について話をしていきたいとこのように思います。 

 それでは、ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５４分 

                                         

再開 午前１１時０４分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 基本的に前回お配りした資料１、２あると思うのですけれど、この資料１の政治倫理に関す

る条例に関しては一応いただいてございますので、基本的にはこの規則についても特段皆さん

のほうから何かというものは多分ないとは思うのですけれど、確認をさせていただきたいと思

います。特に会派の中で問題というか、ここはこうではないかというところがあったところが

ございましたらどうぞ。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。中身についてはありません。それで、今もちょっと休

憩中議論になっていましたけれど、パブリックコメントの件なのです。どうやって取るかとか、

いろいろなこと。これを延ばす気は全然ないです。だけれど、我々の会派としてはパブリック

コメントは取るべきと。これは強力に言ってほしいということで、そういうことであります。

ですから、これを延ばすとかそういう気はないです。ただ、パブリックコメントはやるべきだ

ということであります。その後やるのだったらそれで結構です。そういう意見が出ているとい

うことであります。 

○委員長（山本浩平君） このパブリックコメントについては、ちょっとまた後でやりたいと

思いますので。条例の規則、施行規則、資料２に関しては皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、これは全会一致ということにさせていただきます。 

 続きまして、今副委員長のほうから提起がございましたパブリックコメントについて意見が

分かれてございましたけれど、これについて皆さんいかがでしょうか。 

 及川委員。 

○委員（及川 保君） 基本的にはこれ、自治基本条例にもパブリックコメントはするという

ことになっているわけです。例えば、今これだけ議論した中である形はできました。さらには
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自治基本条例の見直しについて今政策研究会のほうでやられています。であるならば、これだ

け時間をかけてやってきました。それを町民に示すとなれば、町民のほうからまた出てくる可

能性があるわけです。このパブリックコメントをするということは、これをやってほしいのだ

とか、こういうこともやってほしいのだという部分が出てくる可能性があります。そこの部分

を弾力的に運用できるのかどうか。さらに出てきたものを改めて議運の中で議論して決めてい

くものなのかというのを素案として示すのか、固まったものを町民に示すのか。このあたりの

部分はきちっとされたほうがいいかなというふうに私は思います。 

○委員長（山本浩平君） やるのであればですね。今皆さんに確認を取らせていただいたのは、

この規則についての確認を取ったわけですから、決して素案ではございません。あくまでもこ

の条例そのものの規則について確認を取ったわけですから、もしパブリックコメントを取るに

しても、こうなりましたよというところで町民の前に出て行って、ご意見を伺うという程度の

ものにしかならないのかなと思うのですけれど。 

共産党さんその辺いかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは、例えば固まるということなのだけれど、私は町の計画、

下水道計画でも何でも、どんな計画でもそうですけれど、これは議会が意見を出せば、直る。

それから、町民から意見が出ても、必要な場合は直すと。それが整合性ある場合。ない場合は、

もちろんそれは、こういうことですからということで終わりです。私はそういう性格のものだ

というふうに思っています。今委員長言われたように、パブリックコメントだからといって何

でもかんでも全部意見聞いて、全部やるということでもないと思うのです。例えば、報告をす

るということも１つのそういう形ですし、意見を求めるということもそうだし、いろいろな形

になると思うのです。ですから、その手法はいろいろあると思います。ただ町民の皆さんから

出た意見が議会の中でもっともだ。というものについては、私は直すのは別に何も抵抗もない

し、決めたから直したらだめだということでもないし、私はそういうふうに考えています。そ

のパブリックコメントのやり方、今言ったように議員が出て行って説明して意見を求めるのか、

文書でするのか、いろいろな形があると思います。それは議論していけばいい中身ではないの

かというふうに思います。ただ、町民の意見、何が出ても絶対変えないというのであれば、こ

れではパブリックコメント取る意味がないから、そこはやっぱりそういうふうにすべきだと思

うけれど。 

○委員長（山本浩平君） 共産党さんに質問なのですけれど、仮に実施するとしたときに、大

体日程的なものはどのような考え方でおりますか。あと、手法等ももし考え方の中であればち

ょっと出していただきたいのですけれど。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。要するに皆さん前回おっしゃられたと思うのだけれど、

やったということを、やりました、意見なかったということを得るためにやるのであれば、文

書を出して、１カ月間なら１カ月間回覧なら回覧で班のようにずっとまわして、そして１カ月

間の猶予で意見があればここへお寄せくださいという形。これもパブリックコメントだと思い
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ます。ただ本当にそれを実のあるものにしていくとして、それが議論されるとしたら、例えば、

地域に出て行って、説明して、意見を聞くということもあるでしょうし、やり方はいろいろあ

ると思います。ただ、アリバイづくりでやるというふうに皆さんが思うかどうかの問題で、私

はこの案をつけて、１カ月なら１カ月間の意見を求めるというのでも、私は、それは構わない

と思いますけれど。それがアリバイづくりだと言われたら、違う方法でやるとしかならないか

らそうなってしまうのだけれど。私はそういう形でもパブリックコメントは取るべきだという

ふうに思っているということです。もちろんそこで出た意見が全部正しいわけでもないし、整

合性がちゃんと取れるわけでもないですから、それはまた議論すればいいだけのことですから。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 前回も申し上げたかもしれないのだけれど。今副委員長のアリバイづ

くりの件なのですけれど、例えば今実施している報告会にしろ、懇談会もそうなのですけれど、

そこの地域に住んでおられる大多数が来られているという状況の中で行われるのであればいい

のですけれど、私は逆に、その説明も地域に出向いていって、その説明読んできていただいて、

説明するということも、私はこれ、逆に、こちらのほうがアリバイづくりになるかなと。町内

会に、例えば活用させていただいて、逆に回覧方式でもいいから、逆にそのほうが私は全世帯

に行き渡る状況になっていくのかなと。逆にそちらのほうが重要かなというふうに考えますけ

れど。アリバイづくりといえば、議会が出向いて、そこで説明することのほうが、ほとんど何

か集まっていただけない状況の中でやるわけだから、逆にそちらのほうがアリバイづくりにな

ってしまうと。やるのであればきちっと全世帯に周知できるような進め方をしたほうがいいな

という思いはします。一方では大事かもしれませんけれど。出向いて説明することも。 

○委員長（山本浩平君） ということは、パブリックコメントを取るということについては、

反対ではないということですね。 

○委員（及川 保君） 逆に、もし全世帯に回覧でも回せる状況であれば、そちらのほうがい

いのではないですかということです。実際は、自治条例にやりますよと、町民にかかわる大事

な部分ではやりますということになっているわけですから、これは時期の問題もありますけれ

ど、この自治基本条例というのは、時期関係ないですよね。ずっとこれから進められていく議

会における決まりごとですから、時期は特に云々する必要はないかなと、私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 私のところの考え方は、前回ちょっと申し上げたかどうかわかりま

せんけれど、パブリックコメントを、ではどういったものをやって、どういったものをやらな

いのかというようなことを、もう少し精査をしてから私はやるべきだと思っていますので、今

回の政治倫理条例に関してのパブリックコメントは、やらなくてもいいという考え方です。私

どもの会派の考え方は、そういう考え方です。 

 新政クラブ、近藤委員いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 当初私どもは、パブリックコメントは取るというふうに賛成したと思

うのですけれど、ただ倫理ですから、非常に難しい部分があると思うのです。ですから、その

見極めといいますか、その部分をどのようにして取るかというのが非常に難しいのかなという
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ふうに思っております。ですから、皆さんおっしゃるように、いろいろとこの部分については

苦労するのかなと。あると思います。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。パブリックコメントについては、取るべきだろうなと思う

反面、今山本委員長が言われたとおり、パブリックコメントを何を取って、何を取らなくてい

いのかというものが、自治基本条例の中にも明確になっていないというのが現状にあるのです。

ですから、例えば今回の政治倫理の部分が、町民に対して取るべきパブリックコメントとして

妥当なものかどうか、妥当というよりも、明確にうたわれていない部分がちょっと、あいまい

になっている部分があるので、それはやっぱり議会の中で議論するべきだろうと思うのですけ

れど。ただ、今年度自治基本条例の見直しの時期にも当たっていますので、今回の政治倫理条

例は、今まで議会改革の中で進めてきたものですから、それを町民に対してのパブリックコメ

ントを取るか、取らないかというのは、皆さんの話をお伺いしながら、議会で議論していくべ

きことなのだろうと、そう思っているのです。何だかんだ今それは取るべきだとか、それは取

らないほうがいいとかというものではなくて、本来であれば取るべきものなのだろうと思うけ

れど、明確になっていない部分があるので、それはやっぱり議会の中で議論をして、皆さんが

取るという話になるのであれば、今ここで議論を進めていかれるべきもの、そういった類のも

のだと考えています。 

○委員長（山本浩平君） 前回発言もございましたけれど、前田委員外議員改めてございまし

たらどうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） パブリックコメント制度そのものについては、私は一切否定は

しませんけれど。前回も言っていますし、委員長も同じお話ありましたけれど、やっぱり今で

あれば、何をするかということをちゃんと決めてからやらないと、前回私言いました、定数も

この前やったばっかりなのです。そのときにパブリックコメントを求めないでおいて、なぜこ

れだけなっているかということになると、非常にそれ、整合性保てないのです。その辺をちゃ

んと整理をして、これから何と何はするのだということをちゃんと明確にしてからのほうがい

いと思います。そして、この政治倫理は、それは決まってからでも、施行されてからでも、取

って、不具合のあるところは直せばいいと思っていますし、自治基本条例でやるのだというこ

とが前提であれば、なぜ今回の政治倫理だけに特化しなければいけないかと、こう思います。

これやってしまうと、定数の問題はまだちょっと前ですから、あわせてそれ出てくると思いま

すし、前の政策研究会がアンケートで自由意見の中でも結構書いていますけれど、そういう部

分がまた吹き出て、整合性が保てなくなるのではないかと思います。パブリックコメントに対

しての、議会の姿勢がね。私はその辺を懸念します。否定はしませんけれど。その辺のことを

前後整理しておかなければ、なぜこれだけという話になってくると思うのです。その辺のほう

が逆に議会の姿勢として今求められるのかなと思いますけれど。制度の実施は否定しませんし、

別に今お話している部分については、これだけ見れば、整理さえされれば、ちゃんとやるべき

だと思うけれど、その前のものが整理する必要があるのではないかと思います。 
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○委員長（山本浩平君） それぞれの各会派の意見が出そろいましたけれど、意見は分かれて

ございます。その中で何かご意見がございましたらどうぞ。 

 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は前田委員外議員のお話のとおり、私どもも逆に、定数削減のこの

部分は町民の皆さんに大事な部分であったのかなと。ただ、できなかったというか、そういう

状況でした。パブリックコメント含めて。そこに非常に引っかかる部分が前回も実はあった中

で、この自治基本条例の部分が、ここだけでまたやるということが、定数がもう既に決まって

いる中で、また再燃しかねない状況になるなという懸念が、私も実は持っていたものですから、

前回の会議の中ではこれ、逆にパブリックコメントについては疑問の発言をさせていただいた

のですけれど。その懸念は実は残っております。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。なぜ私たちがパブリックコメントを取るべきかという、

どうして言うかというと、今町民の皆さんが議会を余り信頼されていないです。私は、定数問

題も取るべきだという意見でした。それは、町民の皆さんに直接関係あることだからというこ

となのです。なぜ議会に町民が不信を持つかというと、そういう情報が出て行かないからでは

ないかと私自身は思っています。ですから、１つは、委員長や前田委員外議員が言われた、整

理をすべきだと。これは、私も前回賛成しました。何をパブリックコメントを取るか、この参

加の機会の保障という自治基本条例第 10 条で言っている町民の参加の機会の保障を議会がど

う保障するのかという、そこのところは議論の余地はあるというのは、私もこれは十分承知し

ております。それはやらないと、このままやらないでいったらずっとやらないで。定数問題も、

倫理条例というのは、極めて大きな問題だと思っていますから、このことが議員の立場を守る

と同時に、議員の品位、品格を上げるものだと思っていますから。それが町民に徹底しない中

でやられるとしたら、やっぱり町民から議会に対する不信が倍増するのではないかと私自身は

思っています。ただ、いろいろあったとしても、議会というのは民主主義のルールに基づいて

やるところですから、前田委員外議員が言われたように、定数問題でやらなかったのにこれを

やるという整合性がどこで取るのかというふうになりますと、これはなかなか大変だと思いま

す。だけれど、そういうことをくぐり抜けて、本当に町民の皆さんに信頼して、町民の皆さん

の意見を聞くという立場をどこかで取らないと、もっともっと私は町民からの信頼はなくなっ

ていくのではないかという気がしてしようがないのです。かなり議会が危機に陥っているなと

いうふうに私自身は感じています。これは私自身が感じているだけだったらいいです。町民の

皆さんが議会を本当に信頼してくれているというのであったら、私は全然構いません。ただ私

は、このパブリックコメントのこのこと、自治基本条例で言っている、４つ言っているのです。

具体的に掲げるには、次のような手法を求めて、意見を求めることだと言っているのです。パ

ブリックコメントの手続き以外に、町民に対する意向調査の実施というのもあるのです。公募

委員を含む審議会やその他付属機関の会議の開催というのもあるのです。説明会や検討会等の

実施というのもあるのです。ですから、あらゆる手だてを通して、私は町民の中に、及川委員
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が言われたように、集まっていただけない中でどう議会が町民の信頼を回復していくか、ここ

のところを本当に考える時期なのかなと思っているものですから、なお私は、町民の皆さんの

参加の機会の保障というところをきちっと取り組むべきではないかというふうに思っていると

いうことです。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、いかがでしょうか。 

 私のほうから。今のご意見なのですけれど、大渕副委員長のおっしゃるのは、一理は確かに

あると思うのです。しかしながらこれは、白老町だけではないと思います。地方議会に対して

の信頼感そのものが失われている。これは決して、もちろん我々の努力不足もどこかあるのか

もしれませんけれど、マスコミの地方議会に対する批判の報道も非常に多いのも事実です。例

えばＳＴＶあたりは、実名言ってしまいましたけれど、どこかの民間放送あたりは、特集を組

んで、例えば重箱の隅をつつくようなことまで、道議会の話ですけれど、報道したりする。そ

れと、最近の傾向としては、議会を悪者にして首長選挙に打って出るような方々もいらっしゃ

る。そういったすべての環境の中で、私は地方議会そのものが非常に危機に陥っていると思い

ます。それで、私はこの政治倫理に関する条例なり、規則なりを広報等で町民に、こういうふ

うになりましたということで知らせればいいわけでございまして、それから例えば、いろいろ

な意見が寄せられたときに、タイミングを見計らって、これ、いつでも取ろうと思えば取れる

わけですから、今、慌てて同時にパブリックコメントを取るというような方法をする必要もな

いのかなというふうに、私自身はそういうふうに考えております。 

 それと、もう１つ言えば、非常にこのうちの条例なり、規則なりは、結構細分化されて、私

個人としては、ここまで必要なのかなという内容も実は結構あるのです。しかしながらこれ、

やはり合議制の中で決めてきていることですから、全体的な形の中でこれは賛成しております。

そういった中で、仮にもしパブリックコメントを取って、さらにハードルが上がる、あるいは

どうなのかなというご意見が実際に町民から出されたときに、１つ１つまた直していかなけれ

ばいけないのかという、そういったことも実は懸念もあるのです。政治倫理に関しまして、相

当時間を費やしたと思うのです。一たんは、これはこういうふうに決めましたということで、

町民に文書を流すと。議会だよりなり、あるいは広報なり、そういったことでよろしいのでは

ないかというふうに考えております。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、委員長が言っているのは全然間違っていないと思います。パブ

リックコメントの取り方というのは、今副委員長も言っていたとおりいろいろなやり方がある

と思うのです。ですから、そのやり方、手法については多分、これだというものではないと思

います。ですからそれは、議会の中で議論して、そして町民の方々に知らせていく、情報公開

していく。その中でもし何か意見があれば議会に寄せていただくというやり方だって立派なパ

ブリックコメントの取り方だと私は思います。ですから、その辺の手法については、何だかの、

議会の中でのいろいろな議論の中で調整が取れるのではないかと私は思っているのです。です

から、パブリックコメントというのは、繰り返すようですけれど、先ほど副委員長が言われた
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とおりいろいろなやり方があるわけですから、あらゆるさまざまな方法を使ってと基本条例の

中にもうたっているわけですから、ですからそういった面では町民の方々に大きな見出しで、

例えば倫理条例の全面見直しを行いましたという部分で、そして皆さん方の意見を伺いたいと

いう話でもいいかもしれないし、それはある程度のやり方、そういったやり方というのはいく

らでもある気が私はしています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 議会のルールも含めていろいろな決め事をここで我々議員が決めて、

今進めてきているのです。開かれた議会ということを標榜していくのであれば、ことさらこれ

ができたからこうしますとか、パブリックコメントしますとか、しませんとかではなく、何か

自然体でやっていくことによって、例えば、ここで言っていいか悪いかわかりませんけれど、

議会に対しての批判的な町民たくさんおられます。今回のアンケートもそうだったのですけれ

ど、それと逆に、頑張っているねという方も、実はいるわけです。この方々との、すべてに白

老町議会が何も不思議でないという中で、パブリックコメントも含めてやっていくというふう

にしていかないと、なかなかこの打破というか、この部分がなかなか打ち破っていけないと私

は感じるのです。そこに今やる、やらないで議論はしていますけれど、委員長がおっしゃった

ように、議会広報、定期的に出しているわけですから、例えばその中で出していって、意見が

ある方は出していただきたいと、こういう形で、自然体の中で常に進められていくのが。こと

さらこれだからやらなくてはいけない、これだからやらなくてはいけない、これではだめだと

か、こんなことをやっていては逆にだめではないですか。どうですか。委員長が今言いました。

広報があるではないかと。定期的に出しています。それを活用する方法があるわけです。そう

いうことをすることによって、なるほど頑張っているなと。自然体でやっていくほうが、逆に

受け入れられる。一生懸命やっているという方もいっぱいいるわけですから、理解されるとい

う部分では、改めて何かやってしまうから、何か、通年もそうなのですけれど、俺たちが頼ん

だかと、やれと言ったかと、こういう話も出てしますのです。そういうことを常にやっていっ

たらどうですか。何かここで常にやるとか、やらないとかまで議論になってしまうから、今ふ

とそういう思いになったのですけれど。皆さんの意見伺いたいのだけれど、どんなものですか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。まずこの自治基本条例の中に、先ほど大渕副委員長が第 10

条、町民参加機会の保障の部分から言っていましたけれど、実際私も、９条から始まって 11

条につながっているという町民参加の部分なのです。ですから、この自治基本条例のこの言葉

をかみ砕いていくと、結局はすべての条例、議会の関連する条例だとか、行政の関連する条例

についてはパブリックコメント取りなさいだとかという形。それはさまざまな方法で、今委員

長が言われたとおり、さまざまなやり方を使ってパブリックコメント取りなさいという形にな

っているのです。ただ、パブリックコメントといってもさまざまな方法があったりして、先ほ

ど前田委員外議員が言われたとおり、定数の問題で、どうしてそうしたらやらなかったのだと

いう話も出てくるわけです。ですから私は、今回ちょうど見直しの時期にも来ているので、ち
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ょうど政策研究会なんかも立ち上がって、自治基本条例の見直しの部分、これでは何が足りな

くて、どうしたらもっとすっきり、議会の中でこういったことについてはパブリックコメント

を取りましょうと、こういう形でやりましょうと、これは例えば広報なんかを使って町民の方々

に周知していきましょうだとか、どういった時点でやるのかというものも、やはり議会は議会

としてちゃんとしたものを条例として載せていかなくてはわかりづらいのかなとも思ったりも

するのです。ですから今言った、及川委員が言われた不自然ではなくて自然体の中でやってい

くということは、議会は議会のルールの中でもってこういう形でやりますというものがわかっ

ていれば、ここでも、これについてはこういうふうにやることになっていると話出るのかもわ

からないけれど、今実際そうではなくて、はっきり言ったら、ざっくりの中でもってやってい

るのです。そこについての問題点が出てくるとすれば、そこは自治基本条例のちょうど見直し

の時期に来ているので、議会は議会としてのそういった中で条例というものがまた別に必要に

なってくるのかもしれないし、その辺はまた皆さんといろいろな意見交換しながらやっていか

なければいけないことかもしれないけれど、いずれにしても今回のこの自治基本条例を読み込

んでいく中では、結局は、そういったことについては。ですから、前回の、本当は定数のこと

についても本来であればやっていかなければいけないことだったのかもしれない。ただそれを

前回でなくて今回やるのかという話、前田委員外議員も言われたけれど、すごくその辺が難し

いところありますよね。大渕副委員長の言われていることもわかります。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 通年もそういうわけです。ずっと今までやってきたことが、我々議員

がよかれと思ってやってきていることなのです。ところが、現実にやっていませんよね。今氏

家委員が言われているとおり、自治基本条例でうたわれているのです。うたわれているにもか

かわらず、結局この中だけでやってきているのです。議会だけで。そこに今までの大きな欠点

があるわけです。だから既にやっていることを、経過も含めてやっぱり定期的に出されている

議会だよりを有効に活用して、議論されているのだと。皆さん意見があれば出してくださいと

いうことを含めてやっていかないと、何か議会だよりは決まったことを知らせる、それで定期、

定期に出せばいいのだということではなくて、何かそういうことも、委員長がおっしゃったこ

と、ちょっと感じたのは、そこだったのです。それで先ほど意見申し上げたのだけれど。自然

体でという。常に発行されているわけですから、それをきちっと利用すれば、何も今改めてや

るとか、やらないとかならないのだろうという思いがあったものだから。それはあくまでもこ

れからのことだと思うのですが。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど、大渕副委員長のほうから情報が少ないことが信頼感、不信

感になっているというご意見だったのですけれど、この点ですね。今及川委員がおっしゃった

ように、私も先ほど申し上げましたけれど、広報等でこのようになりましたということで、ま

ず町民のほうにお知らせをして、そして何かがございましたら事務局のほうにどうぞみたいな

形でも結構ですから、それはパブリックコメントを取るということになるのかもしれませんけ

れど、そのようなやり方ではいけないのでしょうか。共産党さんのご意見。最終的な到達点、
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何を目指されているのか正直なところちょっとわからないのです。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。及川委員や委員長が言っていることは、何もわからな

いわけではないのです。ただ、現実的に広報というのはずっと出ているのです。町民の皆さん

どれだけ読んでいらっしゃるかというと、残念ながら、来る人よりは読んでいるかもしれない。

来られる人よりは読んでいる人は多いとは、それは思います。ただ、もちろんそのことは何も

否定しないし、すごくいいことだと思います。やったほうがいいと思います。そういうことは

どんどん、今出たようなことをやったほうがいい。ただ、それで今の町民の皆さんの不信とい

うか、議会に対する思っていることが払拭できるのかなと。議会だよりは今までずっと出てい

るのです。もしあれをきちっと読んでいただければ、もうちょっとはわかっていただけるかな

と、私自身は思っています。だから、現実的にはかなり読んでいらっしゃらないのかなという

気がしてしようがないのです。だから、次のアクションを何だかの形で起こすということで、

議会報告会や議会懇談会をやった。その前に出前トークもやった。ところが及川委員が言われ

たように、そこに来る方は本当に一部の決まった方のようになってしまった。そういう中で、

本当に今の地方自治体の置かれている状況、十分、委員長の言うのもそうだと思うのだけれど、

ただ、そこでやっぱり打ち破るものがどこかでなかったら、本当にこれ、私はそのことのほう

が議員の魅力がなくなること、報酬なんかよりそういうことが、氏家委員がよく言っているけ

れど、そういう情熱みたいなものがなくなっていくのです。だから、報酬だけもらうのに出て

くるのかとなってしまう。そういう議員さんになりかねなくなってしまうと。本当に白老のま

ちを 20 年後どうするのかという議論をここでやって、重箱の隅をつつくような話ではなくて、

本当に白老のまちは、この高齢化社会をどうやって。議会がこうやってやれば打ち破れるのだ

というような議論が、議会でされるような議会になっていかなくてはいけない。それは多分町

民がバックアップになかったらそうならないのかなという気がすごくしているのです。私が言

っているのはそういう意味なのです。 

○委員長（山本浩平君） そういった意味合いの中で政策研究会もつくられて、積極的に議会

のほうは今動かれているというふうに、私のほうは認識はしています。 

○副委員長（大渕紀夫君） ところが、町民のほうは全然そう思っていない。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長、私は残念というか、これは時代背景もあります。首長選

挙に無投票だったとか、道議選挙でも無投票のところ相当ありましたからこれは時代背景です。

というのは、道も自治体も予算が本当に削られて、ないわけです。昔だったら、町民の人が私

の家の前の、ここの竹浦の道路つけてくださいと言えば、例えば竹浦の議員が、一言有力議員

が言えば、できたこともありました。だから町議に頼るというか、時代背景が昔あったと思い

ます。しかしながら、今はそうではないわけです。やりたいこと、優先順位がたくさんあって、

全然できないような状況の中で、利益誘導といったら変な話かもしれませんけれど、昔とは全

然違います。そんな中で我々の活動どうやっていくかということですから、必ずしも議会に対

しての信頼感がないというのは、そういうような我々の活動が悪いだとか、何とかばかりだけ
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ではなくて、いろいろな時代背景があるのかなというふうに思うのです。ただ、今お話の中で

副委員長の思いというか、十分伝わってはきました。 

 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かに熱い議論の中でこういったものが個々の議員活動の中で町民に

対して進めていければ、本当にそれは理想的なまちづくりができるでしょう。でも今委員長が

言われたとおり、例えば町の広報誌あります。議会広報でもいいです。広報誌がもっと見やす

く、そして例えば２カ月に１回出てくる、毎月毎月出てくる広報の、例えば今、議会ではこう

いったことをやっていますとか、本当に見やすく町民の目に留まるような広報のあり方、つく

り方というのもやっぱり今後必要になってくるかもしれない。例えば議会の一般質問だとか代

表質問、ページぱっとめくっても、私たち何年か前に広報のつくり方、人の目の向きやすい広

報のつくり方というのを勉強しているではないですか。でも今はっきり言ったら、それどこか

に行ってしまっていますよね。小説の何か１ページを開いて活字を読んでいるという、そうい

った広報が多くなって、ざっくばらんに言って、そう思うのです。広報の話が出たから、広報

を活用するのだったら、もっとわかりやすい広報のつくり方というのを議会としてもこれから

考えていかなければいけないかもしれない。そして、町民の目に留まって、議会というのは今

こんなことをやっているのだ、今こういうことが決まったのだ。決まったのだったらちょっと

待てと。私言いたいことがあったのだと町民からでも意見がどんどん上がってくるような、そ

ういうまちが。今及川委員も言われたとおり、広報見る人たちが目を引くような議会活動がそ

こにあれば一番いいような気がやっぱりするのです。本当に目の遠くなった人が、小さな活字

ばっかり並んでいるものを見ても、なかなか見ようとしないでしょう。特集で大きな字でもっ

て、今議会はこんなことをやっているみたいな部分でもいいから、本当にそういうふうな形で

も、意見くださいみたいな形でも、本当に見やすく、わかりやすく、そういった広報であれば、

今委員長が言われるように情報公開の場として広報も使えると。 

○委員長（山本浩平君） それでは、いろいろご意見がございました。共産党さんは強くパブ

リックコメントを今回の倫理条例に関して取るべきだというご意見なのですけれど、皆さんの

ご意見、無会派のご意見も参考にさせていただきながら、総合的には見直しの時期ですよね。

自治基本条例の見直しの時期でもあるということですので、決してパブリックコメントは行わ

ないという結論ではなくて、いろいろな方法もございますし、今後のいろいろな見直しも含め

た中で、どういったものをパブリックコメント取るか、取らないかということも判断していく

というような形にしかちょっとならないのかなと思うのですけれど。今回やりましょうという

ことには、ちょっと合意には至らないことでございますので、そのような形にしたいというふ

うに思いますがいかがでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 今委員長が言われる、そのとおりかもしれないし、ただその広報を使

って素案でいいですよ。素案としてこういう形で今条例の全面見直しをしましたと。一応素案

ができましたので、各会館、例えばコミセンならコミセンに置くので目を通してくださいでも

いいし、またそういった中で意見をくださいでもいいし、まず１回広報に載せるということは、
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それはしていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ですからそれは素案ではなくて、先ほど決定したわけですから成案

したものを出して意見を求めるのであれば、ご意見があればという形で広報に載せるというこ

とに関しては皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのような押さえ方にしたいと思います。 

 副議長、何かございましたらどうぞ。 

○委員外議員（吉田和子君） 自治基本条例の 10 条、先ほどいろいろな話がありましたけれど、

これはつくっていく場合、いろいろな政策とか条例をつくっていく場合の町民参加の保障とい

うことで載っていると思うのですが、もう一点違った観点から見ると、条例等ができましたと。

議会もこれだけ議論をして倫理条例をつくりましたと。それは本当に議員に対して、議員を守

るためでもあり、また議員が自分の襟を正していくというためにつくったと。しかし町民はそ

んなものあることさえ知らないわけです。ですから先ほど議論がありましたように、私はこれ

をきちっと使っていただける、こういったものがある、そして請求権も町民に対してあるわけ

です。それが 30 分の１から 200 分の１に変わったわけです。そういったところをアンダーライ

ンするか、濃くして、それを町民にきちっとわかるようにして特集を組むと。先ほど広報の話

がありましたけれど、やっぱり私は議会広報のあり方というのは、議会がやって一般質問する

とか、それは当然のことかもしれないけれど、政策研究会、それからいろいろやってきたこと

を町民の皆さんにどんどん発信していかなければいけないと。そのためには特集を組んだ広報

のあり方が今後必要だろうということは広報委員会でも言っていました。だからそういった意

味では、私はこの成案できたものが町民の皆さんの家庭にあるということが１つ大事なことだ

というふうにとらえています。それは町民がこういうものがあって、議員というのはこういう

姿勢でやっているのだと、そういったことを知っていただく。また何かあったときには、こう

いうふうに請求ができるということを知っていただく。そしてそれを配られることによって、

先ほど言ったように一言こういうふうにつくりましたと。まだまだ完成していないので皆さん

から見てここが足りないと思うところがあったら意見を聞かせてくださいということをやって

いく、それがまた別の町民参加の仕方ではないかと私は思いますので、これはきちっと町民の

方々に４回出す広報とは別に、お金がかかることかもしれませんけれど、出す方法も考えなが

ら、一緒に６月に出される、６月の定例会の出される広報に、だけれど、余り分厚くなってし

まうと、なかなかこういうふうに置かれてしまうので、これはこれとして取って置いてくださ

いと、いつでも置いておいて見てくださいというふうにして配られるものがあってもいいので

はないかというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 今貴重なご意見を副議長からいただきましたので、その方法という

か、原案については広報広聴小委員会のほうで決めていただくというようなことで皆さんよろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君） では、そのような形を取らせていただきたいと思います。 

 それでは、実はきょう午後から予定入っている方もいらっしゃいますので、会派のあり方に

ついてそれぞれの各会派の意見だけちょっと伺っておいて、また次回にしたいと思います。前

回もこれ、飛ばしてございますので、それぞれまた各会派で議論されたと思いますので、伺っ

ていきたいと思います。 

 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 継続すべし。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私たちも今の議会運営上の、先ほど委員長もこれ以上日数的なものが

各議員の負担になってくるようでは困ると、そういう観点から私は考えるのです。そういう、

これからの議会運営のことを考えても、今 15 名の定数というのは決まりました。15 名という

議会が今白老町がこれから進みますけれど、その中で議会運営というのが、会派の代表が集ま

って、そこでしっかりした議論をしていくということが大事なことだろうと。例えばこれ、ま

だ会派の代表だからある程度の時間かかるかもしれませんけれど、ある程度まとまっていると

思います。これが何もなくて、すべて全員で自由討論の中でやっていくとなると、相当今まで

以上の日数がかかると思います。１つのものを決めるにしても。これが会派に持ち帰って個々

の時間の中でやるからまだ議会日数これで納まっているかもしれない。私はそういった議会運

営上から見ても、これからまだまだ会派のあり方については必要性があるだろうと、そう考え

ている一人です。 

○委員長（山本浩平君） 清風さんは最後に意見を伺いたいというふうに思います。 

 では、このように回っていきましょう。うちの会派なのですけれど、現実的には会派制を取

っているところが少ないのです。地方議会、特に町村議会については。だから、うちとしては

もう少しほかのところの情報も得てみたいという考え方でございます。現実的に二十数名いた

議会が今 15 名ですから、果たして本当に会派が必要なのかどうかも含めて今後の検討課題にし

たいというふうに思っています。ですから、今の時点で決して会派制をなくすということでの

意見ではございません。検討していきたいという、今後の課題として検討していきたいという

考え方でございます。 

 日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。基本的には会派を維持すべきだという考えです。当然

今新しい地方自治、自治体がどうあるべきかというあたりが非常に大きく議論され、また地方

自治法の改正もどんどんされていっているのが実態です。ですから、そういう中で地方議会が

いかにあるべきかというあたりを本当に真剣に議論する必要があると。そういうことを前提に

しながら、会派制は必要だろうと。現段階では必要だろうという考えです。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。この会派制度のあり方について提言させていただいたのは

私なのですけれど、なぜそういう提言をさせていただいたかというと、もともと白老町議会は
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この会派制度は設けておりませんでした。もう既に十数年前の話になるのですけれど、詳細に

ついては押さえていませんけれど、実施されてからに十数年たっているわけです。その中でそ

の当時は 22 名という議員定数でした。その後 20 名、さらには 16 名で、次期の改選には 15 名

という形になっています。そういう中で、今委員長が先ほどおっしゃったように会派制度を設

けていない地方議会が北海道の中でも多数なのです。この胆振管内の町議会の中でも会派制度

を設けていないところが多々あるわけです。そういう中で、さらに 15 名の定数になるというこ

とで、この少ない議員定数の中で会派制度を設けて、22 名というのはわかるのです。22 名でや

っぱり多数の中での議会運営ですから、これは効率性からいうと、会派制度を設けてある程度

の意見をまとめて議会運営を進めるということ、これはよかったと、私もそういう考えでおり

ましたから。私自身も無会派の時期がありましたけれど、やはり効率的運営をするということ

では、非常に有効だったという思いでおります。ただし 16 名、今回 15 名となりますけれど、

この状況の中で会派制度を設けて本当にいいのか、現在 16 名ですけれど、５会派ある中で無会

派、今この議会運営委員会の中では出席を求めておりますけれど、そうすると、数でいうと４

名だけがこの議会運営委員会の中に出席されていない状況なのです。これが本当に効率性のあ

る議会運営と言えるかどうか、ほとんどの議員がこの議運に出席しているわけです。それでな

おかつうちの議会運営上の中で無会派という中で出席を、今現在は２名です。求めて進めてい

るわけです。こういう状況の中で、例えば無会派の議員がたまたま出席されなかったと、でき

なかったという部分があり得ます。今までもたくさんありました。その中で議会運営上で決定

されたこと、決められたことは議長がその任を負って説明をしなければいけないはずなのです。

正副議長が。たしか決められているはずなのです。それは本当にされてきたのかという疑問が、

実は残っています。本当にそのことをやってきましたかと。聞かなかったからしようがないで

はないかという状況にしていなかったかという疑問が１つありまして、そういうことも含めて、

もう少し効率性をうたうのであれば、逆にいろいろな会派持ち帰りということがありますけれ

ど、今までも多々あったのですけれど、この議会運営に出席されない議員が４名だということ

になると、逆にそのほうがおかしいのではないかと思うわけであります。そういうことも１つ

なのですけれど。 

 それともう１つは、例えば２人会派の中で正副議長になられるとなると、現実には１人です

よね。うちの会派の中では、正副議長というのは 16 名の議員の長でありますから、議会の長で

す、全議員の長であるわけです。であるならば、一会派に所属した意見では、いろいろな意見

の調整をするとなれば会派を離脱すべきという考え方であるわけです。その２人会派の中から

現在もそういう状況にあるわけですけれど、離脱をするとなるとその会派というのは１名にな

ってしまうわけです。そうなると、非常にこれもまたおかしな議会運営に。その疑問がどうし

ても取れないわけです。 

 もう 1 つ大きな問題は、無会派議員というのは出席を求めていながら委員長の十分な采配を

いただいて無会派の意見を求めるという。本日もそうですけれど、実際に行われてきています

からそういう部分では特に問題はないのですけれど、私は逆に無会派議員が正規の発言を、正
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規の委員として認められていない状況、これは今のルールの中ですから当然無理な状況である

のは、副委員長いつもルールのお話をされますから十分承知しております。そういう中で、出

席を求めていながら正式の委員として認められていないというのがどうしても引っかかるので

す。では、ほかの常任委員会はされているかと。私は建設厚生常任委員会に所属しておりませ

ん。これはオブザーバーとして出られるわけです。無会派というのは、この委員会もオブザー

バーという形の中での出席だと思うのです。この議会運営委員会もオブザーバーとしての出席

を求めているはずなのです。そうであるならば、すべての委員会もそういう形を取るしかなく

なると思うのです。便宜上この議会運営委員会だけが特別に同じ常任委員会扱いです。この議

会運営委員会もそうなのです。常任委員会の扱いなのです。途中からなのですけれど。議会運

営委員会はもともと正式のあれではなかったのですけれど、現在は法令上も正式な常任委員会

の１つになっていますから。無会派の議員の出席を求めているということになれば、この会派

制度の中で１人会派というのがあります。制度を設けているところも実はあるのです。である

ならば、そういう形をとった中で招集をかけるということでなければ、私はどうもこの部分が

いつまでも疑問として残ってしまう。それは仕方がないのだと。会派に入らないのだから仕方

がないのだと、こんな話では、これからの白老町議会本当にそんなことでいいのですかと疑問

に思うのです。そういうこともあって今回この提案をさせていただいた経過がございます。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。今４点ございました。きょうは本当に意見を伺うと

いうことで、前田委員外議員は後で意見伺いますから。意見は伺うということで、次回の議運

に関しましてはこのことを中心に協議をしたいというふうに思います。 

 今４点出されました。１点目が、無会派の方が欠席したときの場合の議長、副議長になるか

もしれませんけれど、今までの対応どうだったのかということが１点。 

それと、実質議長、副議長含めての場合をおっしゃっていると思うのですけれど、全議員の

うちの４名だけが議運に出ていないという状況。議運自体が効率いい状況でやっているのか、

会派制取っていてという、そういう意見だったと思います。 

それと、２名会派の議長、副議長という形はいかがなものかと。やはり全体の議長、副議長

なので、会派というのは離脱すべきではないかというご意見。 

それともう１つ。出席を無会派の方に求めて議運として入るけれど、あくまで参考意見とし

てのことであり、正規な意見として尊重、担保されていないというような、４つの理由だった

というふうに思います。 

 続きまして、前田委員外議員のご意見を伺ってみたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 今の及川委員が話された部分に大体集約されていますので、具

体的な部分はそういう考えです。 

要点だけでお話させていただくと、現状については、今後仮に改選になって無会派が多くな

ったときに、今継続すべきだとか、維持すべきだと言っていますけれど、本当に政党の場合は

わかりますけれど、改選ごと、逆に主義、主張が違って無会派多くなったときに、本当に会派

どうなるのかということもまず視野に入れなければいけないと思います。 
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それと、あくまでもうちの会派は任意制でありながら、少数意見が、今及川委員がお話され

た部分で、余り言葉が適切なところ、まず尊重されていないという部分です。そういう部分も

含めて、やっぱり改めて考えるべきだと思いますし、今の体制で会派のあり方、方向性をコン

クリートすべきではないと思います。新たな改選になったときに、初議会の前に当選した議員

全員が集まって、こういった問題点を議論すべきだと私は思います。それでないと、今までは

会派を決めてしまって、人事まではなっているのです。そうではなくて、その前に全員が集ま

って、こういう問題、会派はどうあるべきか、正副議長の独立、今回立候補制とっていますけ

れど、正副議長の選出をどうあるべきかと、そういうことをやっぱりオープンに議論していく

必要があるのではないかと思います。それがやっぱり議会改革であり、改革というのは今まで

のものを改めることですから、そういう部分のことを私は考えるべきだと思います。 

せっかく与えられた機会ですので言わせていただきますけれど、朝日新聞に今回の原発で多

くの問題が出ていますけれど、このときに共産党の人が現実に 2006 年指摘しているわけです。

先般菅さんがそれを認めましたけれど、その朝日新聞にこういう読者の声が載っているのです。

結論から言いますけれど、当てはまるかどうか別ですけれど、私の意見として読ませていただ

きますけれど。そういう原発で少数意見、公で言っているわけです。そうすると、少数意見は

正しくても無視されたり、軽視されたりする風潮があると。多数意見や大きな声に流されて本

質を見失ってはならないよと。こういうことで言っていますけれど、私はやっぱり少数意見を

どう公の場に認めるかという部分が必要ではないかと。その辺に視点を当てて、会派のあり方

を議論していただきたいと思います。それ以上、私は無会派ですから云々ありませんけれど、

そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。それでは、今それぞれの会派、また委員外議員の方々

のご意見を伺いましたので、さらに次回の議運の中で議論を深めてまいりたいと思います。 

それでは、その他に戻るのですけれど、簡単に説明させていただきたいと思います。議会中

継システムアクセス数という資料ございますので、局長のほうから簡単に説明願います。 

○事務局長（千石講平君） それでは、お配りしている資料の色をつけた部分。字が小さくて

読みづらいかと思いますが、前回実施しました代表質問のビデオ、これの実際の視聴の数はど

うなのかということできょうお配りしています。実際は３月 15、16 日が代表質問の日でござい

ました。当日のアクセス数が３月 15 日、63。３月 17 日、56。これについては再びビデオで夜

間にしか見られないという方を意識した中で４月６日、７日に同じ内容をビデオ放送しており

ます。それの視聴の数が、６日、19。７日、16。という結果でございます。ほとんどの方が当

日見られておりますが、ビデオについてもこのようなアクセス数があるということで、一応結

果だけ報告させていただきます。これについては、特に町民の方から夜間議会についてどうこ

うというのは、直接的なご意見についてはいただいていない状況でございます。 

以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 報告ということでございます。 

 その他皆さんのほうから特にございませんでしょうか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） ないようですので、議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後 ０時１２分） 


