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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 ９月２９日（木曜日） 

   開  会  午後 １時００分 

   閉  会  午後 ２時２８分 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．付託審査 

  陳情第２号 議員定数削減を求める陳情書 

２．定例会９月会議について 

３．その他について 

                                         

○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      委員外議員 熊 谷 雅 史 君 

 議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     参 考 人    冨 田 孝 之 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君 

     書 記    小山内   恵 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。 

（午後 １時００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の委員会の日程につきまして、事務局長から説明をいたします。

千石議会事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 本日は９月 13 日に開催いたしました定例会９月会議において、議

会運営委員会へ審査付託されました陳情第２号 議員定数削減を求める陳情書の審査を予定し

ております。本日陳情者の提出者を参考人として招聘しております。 

また、所管事務といたしまして定例会９月会議についての協議を予定しております。 

以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、陳情第２号でございます。議員定数削減を求める陳情書

を議題に供します。 

これより審査に入ります。陳情書を事務局長より朗読させます。千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 陳情第２号でございますが、皆さんお持ちでしょうか。 

それでは、陳情書を読み上げます。 

陳情第２号 議員定数削減を求める陳情書。 

平成 23 年９月 21 日午前 11 時 10 分受理でございます。 

陳情提出者代表、白老町字竹浦 204 番地の 39、冨田孝之ほか２名でございます。 

次の、裏面をご覧いただきたいと思います。 

白老町、町議会の改選が 10 月 25 日告示、30 日投票日と定まっております。23 年３月 25 日、

町議会の条例の一部を改正する条例が可決されておりますが、議員定数は現職議員の死亡によ

る欠員１名のままに、事実上議員定数削減なしともいえる 15 名となっております。現職３名が

引退の意思を示されているようでありますが、新人候補者の声が聞こえません。このままでは

議員定数に満たない状況が考えられ、議会に民意が反映されかねません。 

23 年１月、議会は議員資質の向上、議会の関心度及び意識度を図るとして、全世帯にアンケ

ート調査を実施した。回答者は 687 人。第１位、議員定数の見直し 412 人、60％。第２位、議

員の資質の向上 373 人、54.3％。第３位、町民の意見を聞く機会の充実 292 人、42.5％。10 月

25 日の町議会改選期を迎え、アンケートの結果からして、一番関心度の高い議員定数削減の見

直しは、議会の責務として耳を傾け、町民に議員定数に関する姿勢を示すべきであります。 

平成 23 年９月 15 日の定例会において、議員定数削減の見直しを求めて緊急動議が出ました。

賛成４名、反対７名、退席３名で否決されております。 

９月 16 日から短期間で署名運動を展開。議員定数削減を求める町民の声と署名をそえて陳情

いたします。署名数 883 名。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、次に陳情審査のための参考人として、白老町字竹浦 204
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番地の 39、冨田孝之氏を招聘しております。参考人の入室をお願いいたします。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時０５分 

                                         

再開 午後 １時０６分 

○委員長（山本浩平君） 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

参考人には、本日大変お忙しい中、本委員会の陳情審査に当たり、参考人として快くお受け

いただき誠にありがとうございます。 

早速、陳情提出者でございます冨田孝之氏より陳情書を提出された願意についてお話を聞き

たいと思います。冨田孝之さんどうぞ。 

○参考人（冨田孝之君） 本日は大変お忙しい中にもかかわりもせず、議会が閉会中、貴重な

お時間を割愛されまして、このように会を催していただきましたことを誠にありがたく御礼申

し上げます。 

 平成 23 年１月に、議会は議員資質の向上を図るためとして、町民に議会の関心度及び意識調

査を図るとして、全世帯にアンケート調査を実施しました。その結果ですが、回答者 687 名中、

第１番にあげられた件ですが、議員定数の見直し 412 人、60％の割合で上がっております。２

番目に議員の資質向上が 373 名、54.3％。そして第３番目に多かったのが町民の意見を聞く機

会の充実を図っていただきたいということが 292 人、42.5％でした。これらのアンケートの結

果をかんがみまして、町民が一番関心度の高い、いわゆる議員定数の見直し、削減について、

議会の責任として諮問して、検討していただきたいというのが大方の見方でした。 

そこで、年に２回、議員さんと地方の懇談会がありまして、その折、我々も出席して、一番

最初に出るのがやはり議員の定数削減だということで、委員さんとの懇談会の折にもそれが一

番に上げられたように思っております。そこで、議会としては、町民の意思を反映していただ

くべく、議会に諮って削減はできないのでしょうかという意見が殺到したと思います。そこで、

大渕委員が言われたのは、「もう議会で 15 人と決まっているのですよ。」という返答がありまし

た。それから経過しまして、町民の声は、とにかく議員定数が多いと。そういうことで今回、

不肖な私が、９月 17 日から３、４日程度で、歩けるだけ歩いて 883 名の署名をいただきました。

それを議会に陳情書として提出して、受理されたわけであります。 

きょうここに来て、参考人招致ということで、私まないたのコイのような心境ですが、私の

言いたいことは、とにかく簡単に言えば、町民の意思を真摯に議会で諮っていただきたいと。

町民はこのような議員削減でいますと、おるのですということで、ぜひとも議会で諮問してい

ただきたいとうのが私の願いであります。 

最後になりますが、なぜこのようなことになったかということだと思うのですが、皆様ご承

知のとおり全国的にも行政改革とかよく耳にたこができるように言われています。そのような

流れの中で、我が白老町も、できることであれば他町村先駆けて、少数精鋭で何とか議会運営

ができないものかと、私たちはできれば２、３人の議員さんを削減していただきたい。これが
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私の本音でございます。町民の気持ちでございます。 

最後になりますが、下手な話で誠に恐れ入りますが、最後に一つ聞いてください。私も旅行

が好きで、ときどき国内国外と旅行しております。比叡山に旅行したときに、ある立派なお坊

さんの説法を拝聴し感銘を受けました。それはどのようなことかというと、皆さんは学識優秀

な方で、立派な方の前ではありますが、「一隅を照らす、これすなわち国の宝なり」これを聞い

て感銘を受けております。どのようなことかというと、ご存じだと思いますが、隅々の、町内

の隅々まで議員さんはくまなく民の声を聞いて歩けよ、そしてそこからいい政治ができる。そ

のようなことを言っているのではないかと、私はそのように思ったのです。それで、きょう皆

さんに、ぜひ、一隅を照らす者は、これすなわち国の宝だと。どうかそのように頑張っていた

だきたいと思います。大変つたない説明ですけれども、これをもって失礼します。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 冨田さん、ありがとうございました。 

それでは、これより委員の皆様から陳情の願意に対して質疑をお受けいたします。質疑のご

ざいます方はどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブの及川です。実はこの陳情書を出されたのが、私どもの会

派の一議員が９月 15 日の本会議だったと思います。今ここの中にも載せられて、書かれており

ますが、あの時点での非常に厳しい、ここで言われている立候補者の状況をかんがみまして、

これは町議会大変な事態になるという思いから、削減の緊急動議が出されたわけです。私ども

あの時点では厳しい状況だと判断しまして、賛成はしております。 

その直後といいますか、日数は数日たっているのですが、現状で予想される状況が大きく変

わってまいりまして、先般の本会議の中で緊急動議が否決はされたのですが、削減の提案をし

ようという状況で経過したのです。その前段でも、今出されております陳情書が上がりまして、

その時点で２つこの議会運営委員会の中で審議、十分話し合いされまして、本会議に臨もうと、

最終日に臨もうという形になっておったのですが、その当日になりまして状況がかわったと。

ここに述べられている議員定数に満たない状況が考えられるという状況が変わってきたという

ことで提案を取り下げしまして、そのような状況に今あるわけですが、この陳情書が出された

状況がそのまま、ここで議員定数が満たない状況が考えられるという、この文言はそのまま生

きているというふうに判断されて、現在もおられますか。 

○委員長（山本浩平君） 冨田孝之さん。 

○参考人（冨田孝之君） やはり状況判断ではないかと思います。あの時点では、自分らが聞

くところによると、２、３人の方が勇退されるということで、私が手を上げたという人が、あ

の時点では、17 日の時点ではまだなかったのです。それで、もしかして無投票になっては大変

だなと。民意が反映されないと。そのことを懸念しまして陳情に至った経緯です。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） わかりました。それでもなおかつ、現状の定数は多いと。このような

考え方でございますね。それが１点。 

私ども清風クラブ、３名おるのですが、この４年間いろいろな話し合いの中で、議会の議員
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定数、それから報酬問題、これらについて一体のもので議論しようということでいろいろ進め

てまいったのですが、結果的には議員定数が３月の 25 日、１名減という形で決着はしているわ

けです。この時点で、次回の選挙は 15 名の定数でやろうと、このような状況になっておるので

すが、さらに議員定数の削減を求めるということでよろしいのですね。 

○委員長（山本浩平君） 冨田孝之さん。 

○参考人（冨田孝之君） 町民の多数は、やはり削減ということが大多数です。その点を考慮

されて皆さんで議論してください。お願いします。 

○委員長（山本浩平君） ほか、質疑のございます方はどうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。御苦労さまでございます。簡単なことを１つだけお尋

ねしたいのですが、先ほどなかなか含蓄のあるお話を最後にされましたが、そこで、隅々まで

民の声を聞けというのが教えだとおっしゃられましたが、議員定数を減らしますと、やはり隅々

まで民の声を聞くというのは、人口が２万 4,000 人のとき 22 名だった。今は人口１万 9,300

人くらいで、今回 15 名と。このようなことになれば、やはり本当に隅々まで民の声を聞くとい

うことになれば、定数を減らすことによって、やはり聞く回数が非常に少なくなるのではない

のかという疑問が１つございます。非常にいいお言葉だったものですから、なおそのように感

じたというのが１つと。 

私は一番大きいのは、時期の問題です。我々なぜ３月 25 日に決着をつけたかといいますと、

やはり立候補される方々の意思がきちんと反映される時間が必要であろうと。あと 30 日までで

も、１か月と少ししかないと。今清風クラブの及川委員がお尋ねしたように、ここに書かれて

います定数に満たない状況というのが変化をしているという状況の中で、時期との関係はどの

ように考えていらっしゃるのか。例えば、今逆に言うと立候補表明してしまったわけです。立

候補表明した方は 15 名だからと立候補したわけです。そのような中で、今度減るということに

なると、これまた民意のことからいうと少し矛盾するのではないかと思っているのですが、そ

れほど難しいことではないですから、思っていることをお答え願えればというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 冨田孝之さんどうぞ。 

○参考人（冨田孝之君） お答えします。この陳情書を集めに各家庭へお邪魔したのですが、

その声はやはり改選前の 15 人でも多いということなのです。立候補は別にして。そのような声

が多いものですから、やはり町民は定数削減というほうに傾いているようです。 

○委員長（山本浩平君） ただいま大渕副委員長がお尋ねになったことなのですが、先ほどの

お話、民の声を隅々まで聞きなさいと。逆に人数を減らせば、減らした分民の声を聞く人の数

が減りますが、そのようなことについてはどのようにお考えですかというご質問だったのです

が、その点についてはいかがでしょうか。冨田孝之さんどうぞ。 

○参考人（冨田孝之君） お答えします。それは大変ご足労かけますけれども、なんとか少数

精鋭主義をもって、削減の中で取り組んで、議員さんの活動をしていただきたいというのが町

民の願いでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ほかにご質問がないようでございますので、参考人の冨田さん、大
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変ありがとうございました。退席をお願いいたします。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時２４分 

                                         

再開 午後 １時２５分 

○委員長（山本浩平君） 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

 これより本陳情に対する討議を行います。 

討議については委員会条例第 13 条の規定により自由討議により行います。各委員の討議を

お願いします。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私はこの陳情書全般を理解しながらも、先ほど陳情者の冨

田さんが言われた言葉というのは、私はそのままだと思うのです。議会というのはあらゆる階

層、あらゆる層から議会に出てきていただいて、そして町民の隅々にまで入り込んで、そして

町民の声を聞いて議会の中で議論し合うということが町議会に課せられた大きな使命だと思っ

ていますし、そういった面では今回も今までの議運の中でいろいろ議論された議員定数のあり

方の中での議論、それは私は変えるわけにはいかないだろうと。私も町民の方々といろいろお

話しします。でも、私の中ではこの 15 名という定数はまだ減らさないでほしいと。何とか現状

の 15 人の中でさまざまな議論をさせていただきたいと。これがまた、人口がどこまで下がるか

わかりません。下がった時点でまたこういった定数削減の話も出るかもしれませんが、そのと

きはそのときにまた議会の中で真摯に考えていきたいと思っていますということを、私は町民

の方々とお話ししているつもりでいます。でありますので、今回のこの陳情書、中身は理解で

きるとしましても、そのときではないと私は考えるのですが、皆さんのいろいろな話を聞きな

がら、しっかりこの陳情書については討論していきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私は、先ほどお話ししましたけれども、本当に民意を

反映するということで言えば、今の状況でいいのかということを私は懸念をしております。同

時に、陳情書の中の文面でも、事実と違う部分を本来であればきちんと訂正していただきたか

ったなと。これで陳情審査をしますと、せっかく及川委員がただしたにもかかわらず、そこは

そのままでやってくださいということになると、陳情の中身と議論していることが整合性が取

れなくなっていくのではないかなというふうに、私自身は思うのです。小さなことかもしれま

せんが、これを事実として議論するのか、そうではなくて議論するのかでは、全然違うことに

なるのではないのかと。そこは、余り慣れていらっしゃらないと思ったから私も聞かなかった

のですが、やはりそういう点でいくと、私はここに書いてある事実が違うということは、ちょ

っと引っかかっている一つでもあります。同時に、時期の問題もお話ししましたけれども、今

の時期では、私は有権者の皆様にも、立候補者の皆様にも、失礼にあたるのではないかと。議

会は３月 25 日にきちんと決めているわけですから、私は全うすべきではないのかというふうに

思っております。 
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○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員いかでしょうか。 

○委員（近藤 守君） この陳情書は、緊急動議で出された方の案件を、横書きになっていた

ものをたまたま縦書きにしただけのものであって、中身は全く同じなのです。それであれば、

議員発議は取り下げたわけですから、これも何も審議する必要はないと。取り下げていいので

はないかと。そのくらいの気持ちでおります。中身、今聞いた話では非常につじつまの合わな

い話を言っているわけですから、私は本当に、陳情として取り上げるべきではなかったのでは

ないかと逆に思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も、この陳情書の前段、中段くらいに載っております、議員定数に

満たない状況が考えられると。このような文言が非常に引っかかりまして、それで提出者にお

聞きした経緯がございます。実は会派の中でこの陳情書について、先般の本会議の後、話はし

ていないのですが、私どもは２名以上という削減を、実はこの４年間、そのような考え方でま

いりました。この定数削減も、報酬問題もきちんと絡んでおりまして、２名以上を削減して、

報酬問題の話し合いをすべきだと、このような考え方でした。いろいろな経過はありましたけ

れども、１名削減して 15 名と、このような形になったわけでありますから、そういう状況は私

どもしっかりと認識しておりまして、これが何もどうのこうのではありません。ただ先般、緊

急動議が出されました経過がございます。それもあくまでも予想でございまして、予想の中で

の緊急動議でありました。その後、状況がかわりまして取り下げに至ったわけであります。そ

この部分が、この陳情書の提案者にお聞きしたかったのですが、なおかつそれでも提案したい

ということでございましたので、それは尊重すべきかと思いますけれども、緊急動議に出され

て、その後本会議の中で出されようとしていた発議の１件ですけれども、これは実は、その状

況が今なくなったということで、多分発議の提案者、私も賛成者になっていますけれども、そ

の状況がなくなったと。予想された非常に厳しい状況がなくなったので取り下げしたのだなと

私はとらえておりますので、この部分非常に微妙なところだと私は考えております。会派の考

えではありませんので、もし西田委員が考え方がありましたら聞いていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員いかがですか。 

○委員（西田祐子君） 私は、この陳情書を出された日時が９月 21 日の 11 時 10 分ということ

で、冨田さんが先ほどおっしゃいましたように、この陳情書を出された段階で、このままでは

議員定数に満たない状況が考えられてというのは、その当時としては、出された時点では正し

かったと。でも、今ただ状況がかわっただけで、それを事実と異なっているとかそういう言い

方で、ここの部分をそのような見方はするべきではないのではないかと思っております。 

それともう 1 つ、今ほど近藤委員がおっしゃられましたが、陳情として取り上げるべきでは

なかったとおっしゃられましたが、町民から出された陳情を受け付けないというか、取り上げ

なくてもいいのかと。私は疑問に感じまして、やはりこれの問題に関しては、そのような町民

の声がきちんとあったという事実を受けとめ、私たちは９月 15 日に緊急動議出されたものに賛

成したわけですから、ただ新人議員が出られるという状況は、少しは変わっているのかもしれ



 8 

ませんけれども、その事実がいったいどこまでという流動性はありますけれども、でも町民の

多くの声、議員定数を削減すべきという声はたくさんいただいておりますので、冨田さんが出

された願意という部分、ここの部分はぶれていないと思いますし、私もその考え方は支持した

いなと思っております。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕はこれは余り、西田委員が言われることも一理あるのかもしれない。

でもあくまであのときの緊急動議の中で、賛成・反対の討議をし、同趣旨だと僕も考えていま

すので、その中での否決、その後に議員提案としてまた本会議に上がってきたと。取り下げに

なったけれども。そういう経過を踏まえた中で、今回この陳情者の願意を今議論しているとい

うことでありますので、僕は緊急動議の時点で一つの決着はついていると自分の考え方の中で

は思っているのです。あの中でしっかり討論もさせていただきましたし、考え方を示させてい

ただいたと。その中であの緊急動議が否決された。私はあの時点でこの件についてはある程度

決着がついているのではないかと思っていたのです。 

 でも、改めて議員提案として議案として上がってくるという話を聞いたものですから、それ

で本会議の中で本当は議論するべきだったのでしょうけれども、それは取り下げられたという

ことで、結局は緊急動議のときの否決の部分が、本来陳情者の方にわかっていただければ一番

ありがたいのかなと思いながら、きょうは陳情者の方の願意を聞かせていただいていました。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今氏家委員がおっしゃったことが、まさに私が先ほどお聞きした部分

だったのです。緊急動議を提案したときに、考えていた状況が先般の本会議の時点で、非常に

状況がかわったと。そういう中で取り下げがあったはずなのです。私はそのようにとらえてい

るのです。そこを重視しないで、単に何か、以前の１名、いろいろな議論の中で決めたことを

このぎりぎりの段階にきて、時すでに遅い。先ほどもどなたかおっしゃっていましたが、例え

ば新人議員が立候補されるということになると、大変厳しい時期にもう来ているわけです。こ

こを無理して、今定数を削減してしまうのかと。緊急動議の一件ではこれはあくまでも考えら

れた状況だったわけですから、私は賛成者としてしっかり討論させていただきましたが、そこ

を何も考えない中で、西田委員は西田委員の考え方をされました。それは私も十分わかります。

ただ、そういった状況を踏まえない中で、単に削減だけを求めることは、これずっと４年間、

私も言ってきていますし、削減と報酬はきちんと一体のものでやるべきだと。たまたま切り離

されて報酬問題だけクローズアップされてきてしまったのですが、それはもうどうしようもな

いことですからいいのですけれども、そういう中で議論すべきものであって、何かこれをポー

ズとしてやってしまったら、この白老町議会はこたこたになってしまうなと。私はそのあたり

を危惧するものですから先ほどの発言になったわけであります。もう少し大局的に立って物事、

確かに町民から出された陳情というのは非常に重いのです。先ほど近藤委員もおっしゃってい

ましたけれども、受けつけないとか、受けつけるとかそのような問題ではなくて、きちんとし

た議論をすべきだと、私はそのようにとらえます。今後の、将来の白老町議会をしっかり踏ま
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えた議論をすべきだと。単に町民から受けるもので判断するのではなくて、しっかりと議論し

ていきましょう。そうでなければ町議会おかしくなってしまいます。報告会をやって、懇談会

をやって、ここに述べられている町民の声を反映すると言われていますが、議会としては最大

限やっているではないですか。やってきましたよ。そこを何か、何もやられていないような状

況がどうしても見えてしまうのです。何もしていないではないかという状況が。僭越ですよ。

議会そのものを削減しろという。削減するのはいいのだけれど、一個の町民として考えたとき

に、例えば私と氏家委員と議論するときに、氏家委員の立場を尊重しながら議論するのではあ

りませんか。そう思いませんか。それが正常な議論なのです。一方的に考え方を押しつけるの

は議論と違うのです。そう思いませんか皆さん。もう少し何かそのあたりの議論をしましょう。

何かこれではおかしくなってしまいます。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。及川委員が言われていること、そのとおりだと思います。

今まで議会運営委員会の中で議会のあるべき姿、そして議員の資質、それから議員の定数とい

うのはどうあるべきなのかということを議論してきたではないですか。あれが全然生かされて

いないのです。そして、及川委員も今言ってくれたけれど、町民の方は議会の活動について理

解されていません。理解されていないというよりも、逆にいうと僕たちが情報提供だとかいろ

いろな部分で、先ほど陳情者の方も言われていたけれども、隅々まで入って、今議会はこのよ

うなことをやっているけれど皆さんどうですかというような声の拾い方を僕たちがやってきた

かというと、なかなかそこまでは至っていなかったのかなと。確かに議会懇談会だとかいろい

ろなものはやってきたけれども、でもそこを町民の方々というのはなかなか理解してくれない。

これは現状にあります。ですから、町民の方々のこの陳情に対しての、例えば今回のアンケー

ト調査に入っている部分も、それは僕は理解できる部分はあるのです。ただ、今及川委員が言

われたとおり、これからの白老町議会をどうもっていくのか、どうあるべきなのかということ

は、この議運の中でずっと議論してきたことなのです。資料で残っていますよね、委員長。こ

れはやはり町民の方々と一緒に、理解を求める。僕たちはこのような議会を目指す。町民の方々

ともこのように接していかなければいけないという思いがあるということも、機会あるごとに

話していかなければ、これはすぐ簡単には理解してもらえない部分だと僕は思います。 

いずれにしても、今回のこの陳情の願意は定数削減ですから、３月に決めた議会の決定のほ

かの定数削減ですから、私は今までの及川委員の言われている、これからの白老町議会のある

べき姿をしっかり町民の方々に説明していくというのは、これからの私たちの、改選後に残っ

た議会の方々がしっかりと町民と向き合っていかなければ理解がされない部分だろうなと思い

ます。ですから、なぜ 15 名という定数になったのかということもしっかり町民の方々は知らな

いです。そういったことをしっかり説明する責任は僕たちにはあるのだということを持って、

今回はこの削減には、僕は賛成できないという立場の中での話です。 

○委員長（山本浩平君） 無会派の方々いかがですか。何かございましたらどうぞ。前田委員

外議員。 
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○委員外議員（前田博之君） 定数削減については、１名減までの過程において議論されてい

ますからここでどうだという話にはならないと思いますが、私は先般も淡々だという言い方は

しましたけれども、私はこの陳情の部分についてだけお話しさせてもらいます。この陳情を見

ると、中段の、定数に満たない状況が考えられますとこう言っていましたが、冨田さんもお話

ししていましたが、これは状況の変化もあると思います。多くの願意は、この一番関心の高い

定数削減の見直しは、このアンケート調査の結果はこうだよと。こういう部分が願意だと私は

思うのです。そうすると、私は民意を鏡のように反映するのが、僕は議会だと思っていますか

ら、その民意の声は人数が多くなければ行ないといいますが、私は議員の質の量と活動の量で

賄えると思っています。そして、ここに来ると、改選期を迎えて、この削減を何名にするかと

いうことは、私は無理だと思います。ただ私は、こういう願意があったということについては、

町民の声だよと。非常に数も含めて重いものがあると。こういうことは、今回議会改選になり

ますから、新たに改選の中での議員さんが審議することであって、私はここで民意が重いよと。

こういう陳情が出てきたけれど、そういうことは重いということを議員として理解して、これ

についてはそのような対処をしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 今まで私はこの議会運営委員会の中で、定数問題についてはか

かわりを避けてきています。それはなぜかというと、平成 15 年にさかのぼるのです。考え方と

して、４名減したというときは相当の議論をしました。それで改選されて 16 名の議員、議会改

革等も進めていましたけれども、資質の向上という部分なのです。レベルアップして改選され

てきたかということです。今の 15 名、私も含めてです。そういうレベルに僕は達していないと

思います。ということは、町民の皆さんの定数を減らしなさいという意見については、これは

真摯に受け止めなければいけない。それは今、現存として置かれている白老町議会の姿を、批

判されているのかなと感じています。ただ、こういう言い方は議論になるのかどうかわかりま

せんけれども、資質の部分の歩留まりということであれば、私は 16 そのままでいいのではない

かというふうにずっと思っていました。ただ、今回 15 ということの議論で進まれた経緯につい

ては、それは深く敬意を表しますけれども、私はそういう部分のところの評決には加わりたく

ないということで、棄権という立場をずっと取らせていただいています。 

ただ、今回この陳情の扱いについて、ここまで議論を深めなければいけないということです

けれども、どのようなまとめ方をして、どのような委員会報告をするのか非常に危惧をしてお

ります。ただ、大局的な考え方としては、今及川委員、氏家委員がおっしゃったような中身に

落ち着くのかと思いますけれども、やはり、改選されて新しく構成される議員さんには、非常

に十字架を背負うということになるのかなというふうに私は今思っています。この陳情につい

ては、やはり、私の立場で今いろいろ申し上げましたから、最後に冨田氏が２、３人の議席を

減らしてほしいということもおっしゃいました。私はそれは到底納得できませんので、この願

意については同調、陳情には同調できない、賛成できないという立場をとりたいと思います。

以上です。 
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○委員長（山本浩平君） 私どもの会派の考え方も述べさせていただきますけれども、前回、

私ども会派２名、退席をいたしました。緊急動議のときです。これは単純に申し上げますと、

報酬と議員定数の絡みの中で、私どもの会派としては、減らした分を上げてはいかがという考

え方をずっと主張してきたと同時に、私、議運の委員長として、議長から諮問をいただいたこ

とについて、真摯にまとめてきたつもりです。しかしながら、いろいろな状況の中で変化して

いった。これはやむを得ないことだと思いますが、そういった部分もあったものですから、報

酬と絡んだ考え方がこの動議にあるのかどうなのかということを尋ねてみたかった。そして、

退席というような立場をとらせていただきましたが、今回、緊急動議された内容とまったく同

じものが、この陳情書と中身が同じものが出てきて、さらに取り下げないということでござい

ますが、なぜ全く同じものが出てくるのかその辺がわからないのです。もし同じものが出てく

るということで、連動されているようなことであれば、本来であれば、この陳情書も取り下げ

ていただくようなこともご配慮できなかったのかなと思って残念なのですが、そういったよう

な意味も含めても、この陳情書に対しましては反対の立場をとらせていただきたいと思います。

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私たちは考え方はっきりしているのですけれども、私

はアンケートを取った立場の者としまして、それは真摯に受けとめるべきだというのが一貫し

た考え方であります。しかし議会が、どなたかおっしゃいましたが、白老の将来を本当に考え

たときに、議会が果たす役割というのは一体何なのかと、ここのところがきちんと議論されな

ければいけないということで、１年間も２年間も議論したわけです。二元代表制とは何なのか。

機関競争主義とは何なのか、ずっと議論してきたわけです。そこで出た結論というのが、最終

的には 15 ということで出たわけです。私は、町民の皆様の声は真摯に、きちんと聞くべきと。

私は本当にそう思います。それがきちんと議会の中身を理解してもらう、そのことも含めて行

われないと、私は最終的には議会は必要のないものになってしまうのではないかという危惧を

ものすごくしています。今の状況でいくと、減らせば減らすほど多分議会の機能は落ちていき

ます。どなたか先ほど申しました。そこは力量とフットワークですか。そういうものでカバー

するべきだというお話ございましたけれども、私は限界があると思います。面積もずっと同じ

なのです。人口が若干減っていくという状況なのです。私は、絶対減らしてはだめだとか、そ

のようなことを言っているのではなくて、民意と議会が果たす役割が本当に理解されるように

ならないと、私はやはり議会の存在価値そのものがなくなっていくだろうなと。ですから、４

人減らしたとき３つのことをやりました。１つはチェック機能を増すために何をしたか。通年

議会です。１つは町民との乖離をなくすために何をするか。広報広聴常任委員会をつくりまし

た。もう一つは議員の質を上げるために何をするか、政策研究会をつくりました。都合で政策

研究会に入られない方、これはしようがないのです。だけど、私はやはり、そういう手だてを

議会自身がみずからつくってきた。そこをどう議会として、より充実させるという立場に立た

ないで、定数だけの問題を議論してしまうと、私は違った形に進んでいくのではないかと。議

会本来の姿というのは私は違うのではないか。それは、非常に強く思っております。ですから、
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私は、町民の皆さんが確かに多くの方々が定数を減らしなさい。しかし、同趣旨の質問の中で、

議会のことがわかっていますかということに対しての答えも、余りよくわからないという方も

たくさんいらっしゃるわけです。ですから、私はそういうことを本当にきちんと議会が考える。

もちろん、町民の皆さんの声に十分耳を傾けながら、しかしそれだけで物事を判断してしまう

と将来に禍根を残すのではないかというふうに思っている、このようなことです。ですから、

私は今回の陳情には、うちの会派は反対をするという立場でございます。 

○委員長（山本浩平君） 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） 討議なしと認めます。 

次に討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

陳情第２号 議員定数・・・ 

〔何事か呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時５６分 

                                         

再開 午後 ２時１８分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） ただいま採決をしようということだったのですが、１点お聞きしたい

ことがございます。先ほど来申し上げておりますように、町民から提出されている陳情、請願

類というのは非常に重いものでありまして、私議員をやらせていただいて 20 年たつのですが、

これを例えば否決という形で、採決でされたというのは余り記憶にないのです。それで、この

陳情書を、今予想されている状況は否決される状況かなと判断するところなのですが、みなし

採択という形はとれないものかどうか。まずそれが１点と、私どもの会派は個々の判断をせざ

るを得ないという状況でございますのお知らせしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 後段はわかりました。みなし採択の件に関しましては局長。 

○事務局長（千石講平君） 本件の願意については、明らかに次期改選に向けての定数減でご

ざいますので、みなしという形であればその願意を、趣旨を尊重するような形、言っているこ

とは理解できますよという形にもつながります。改選の定数を幾らにするのかという部分まで

を求められているような願意であろうかなと思いますので、これを今の時点で受け入れるのか、

採択するのか、不採択とするのか、このような判断が適当ではなかろうかなと事務局のほうで

は思っております。 
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○委員長（山本浩平君） わかりました。皆さんも今の事務局の説明でよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 採決いたします。 

陳情第２号 議員定数削減を求める陳情、採択とすることに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手なし〕 

○委員長（山本浩平君） 賛成ゼロ。 

よって、陳情第２号は不採択すべきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、本委員会に付託された陳情の審査を終了いたしました。 

なお、本委員会の審査報告書の作成にあたっては、これを正副委員長に一任していただきた

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ご異議なしと認めます。 

それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

平成 23 年白老町議会定例会９月会議についてでございます。局長、説明願います。 

○事務局長（千石講平君） 本日の９月会議の議案についてでございます。議会に係わるもの

という形で、先ほどの所管事務調査の報告、議員定数削減を求める陳情書を議題として上げま

す。それと、先般提案予定でありました閉会後の所管事務調査、これについても前回閉会する

ことに至らなかったものですから、きょう各常任委員会にも所管事務調査、議長の諸般の報告

になりますけれども、提案させていただきたいと思います。 

それともう１点確認させていただきたいのですが、今回の陳情書に対する採決ですけれども、

今不採択という形になりましたけれども、通常であれば委員長報告のとおり賛成か反対かとい

う形での話になりますけれども、これについては陳情書の採決になりますので、委員長報告は

不採択ですけれども、陳情書に対して賛成か反対かという形になりますので、その点ご承知い

ただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員長が報告したものについて賛成か反対ですね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（千石講平君） これについては、議会運営のいろいろな資料等にも記載してあり

ましたので、またかなり古いですけれども、前にもそのような取り扱いをしてございます。不

採択という形での委員長報告については、賛否を問う場合については、委員長報告に対する賛

成ではなくて、陳情に対する賛成か反対かというのを諮らなければならないということが規定

されておりますので、紛らわしいということもありましてあえて申し上げているのですが、委

員長報告は不採択という形ですので、その次に陳情書についての採決を取りますということで、

議長のほうから諮られると思いますので、そのときには、陳情書に賛成か反対かという形にな

ります。賛成から取ります。陳情そのものに対する採決になりますので、その辺だけ取り扱い

をお願いしたいと思います。例外中の例外ですのでお願いします。 
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以上のことから、今般再開いたします９月会議については、本日１日だけの会期という形で

お諮りしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 皆様のほうからその他ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 以上をもちまして本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後 ２時２８分） 


