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平成２３年白老町議会自治基本条例に関する政策研究会会議録 

 

平成２３年 ４月１４日（木曜日） 

開  会  午後 １時００分 

閉  会  午後 ３時４５分 

                                         

○会議に付した事件 

１．自治基本条例に関する政策研究会「中間報告」 

                                         

○出席委員（４名） 

 座  長 大 渕 紀 夫 君      副 座 長 氏 家 裕 治 君 

 委  員 近 藤   守 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委員外議員 前 田 博 之 君      委員外議員 西 田 祐 子 君 

委員外議員 及 川   保 君      委員外議員 本 間 広 朗 君 

委員外議員 玉 井 昭 一 君      委員外議員 土 屋 かづよ 君 

委員外議員 松 田 謙 吾 君      委員外議員 熊 谷 雅 史 君 

委員外議員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○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 

○座長（大渕紀夫君） 政策研究会の自治基本条例に関する中間報告をただいまからいたした

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（午後 １時００分） 

                                         

○座長（大渕紀夫君） 最初に私のほうから中間報告をさせていただきまして、その後、質疑、

討論等々、活発なご議論をお願いしたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいた

します。済みませんけれども、座って報告をさせていただきます。 

なお、きょう政策研究会のメンバーが前に出て、皆さんと議論しながらよりよい自治基本条

例、また議会基本条例を考えていきたいというふうに考えておりますので、そういう視点でご

議論をたまわればというふうに思っております。 

 事前にもう資料が配付されておりますので、ほとんどの方が読まれていると思うのですけれ

ども、一応おさらいということでこの報告書に基づいて報告をさせていただきたいと思います。 

 設置の目的ですけれども、白老町の自治基本条例が施行されてから４年を迎えているという

状況の中で、５年を超えない期間で見直し規定に基づき議会の条項の適合性を検討するために

昨年 11 月 29 日に議会の議決をもってこの政策研究会がスタートしたと。当然、規定等々にも

書かれていますように、それぞれこの政策研究会でやりたいという方々が募られて、その上で

迎えたということでございます。 

 委員名は、座長が私、大渕で、副座長氏家、近藤、斎藤各委員。残念ながら、我々の自治基

本条例に基づくこの研究会には４名の方だけが参加をされたと。できれば、８名という枠なの

ですけれども、残念ながら４名の方が立候補されて迎えたということでございます。 

 調査日程でございますけれども、今まで 10 回調査を行ってきたということでございます。 

 政策研究会の運営の方向性なのですけれども、白老町の自治基本条例の議会の各条項、これ

が十分に機能しているかどうか。ここを中心に我々は見ました。当然、自治基本条例は皆さん

議決されていますからご存じだと思うのです。我々が議決したわけですからご存じだと思うの

ですけれども、「まちは」、「町は」というふうな文字で始まっているところはすべて執行機関と

議会ということですから、「町は」ということで始まっている条例については、すべて議会も関

与しているという認識でございます。 

それから、議会の部分だけでいいますと、第５章の議会から 15、16、17、18、19、20、21

条、この７条が議会にかかわる条項と。自治基本条例の条項ということになっております。こ

の中で現状に合わない部分、また、町民と乖離している部分、こういう部分があるかどうか。

そして、本当に機能しているかどうかという検証を我々は行うということで 10 回の会議を重ね

たということでございます。それで、機能していないとしたら、そのための議会基本条例が必

要ではないかと。当然、この必要性の検討も行いました。この後出てきますけれども、今は議

会基本条例が単独でどんどんできてくると。当初は自治基本条例が先行して、議会条項も自治
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基本条例の中で議論されていたわけですけれども、今は議会基本条例が先行するというような

状況になっております。そういう中で私たちのところは、議会も全員の特別委員会をつくり、

また、２名の小委員会のメンバーを送って、この自治基本条例を議会の項目も大量に入れて成

立させたという経緯がございますので、簡単に議会基本条例に移るというわけにはいかないと

いうことなのです。そういうことも含めて自治基本条例の議会条項の機能の検討と、不十分で

あれば、議会基本条例が必要ではないかという視点で検討を行ったということでございます。 

 それで、他の自治体の自治基本条例との比較をまず行いました。全国の自治体において、2009

年１月ですけれども、自治基本条例の条文中に議会条項を持っているところが 116 自治体ござ

います。白老町も自治基本条例の中で議会のことをうたっているということでございます。そ

れで、この 116 の自治体から 15 の自治体が、議会基本条例が必要だということで新たに議会基

本条例をつくるという動きが出ました。白老町とやや同じようなことを考えて議論をされてい

る自治体があり、その中で 15 の自治体が自治基本条例の中で議会項目があったのだけれども、

議会基本条例を立ち上げたと、こういうことでございます。 

 次のページ、２ページなのですけれど、これは自治基本条例の条文に議会条項を規定してい

る内容です。要するに、116 の自治基本条例を決めている自治体が議会条項でどういう中身に

なっているかということなのです。１つは、下のほうを先に見てください。議会の条文数とあ

ります。これは自治基本条例の中で議会のことを１条しかうたっていないというところが 34

あるという意味なのです。２条が 37 とずっといって。白老町は先ほど私が申しましたように、

７条うたっております。最も多く自治基本条例の中で議会の条項をうたっているのが、７条が

一番多いのですけど、それが全国で３自治体。３つの自治体があるという意味でございます。 

 それで、その上なのですけれども、白老町は７条うたっているわけですけど、どういうこと

を自治基本条例の中でうたっているかというと、議会の基本的事項から始まりまして、そこに

書かれていることが自治基本条例の中の条例でうたっている自治体の数です。ですから、一番

多いのは議会の責務。これは 97 ですから、ほとんどの自治体は議会の責務は自治基本条例の中

でうたっていると、こういうことでございます。細かいことは読み上げはいたしませんけれど

も、そういうことで調査をした中身でございます。次に議員の責務が 76 と多い。これは当たり

前です。次に議会の役割が多いと。これも当たり前なのです。 

     それで、このあと出てきますけれども白老町議会はどういう状況かというと、議会基本条例

に対する白老町議会の条例体系。今言ったのは、自治基本条例の中で議会項目をうたっている

ところです。これからは、議会基本条例に対する白老町議会は自治基本条例なのだけれども、

どんな状況になっているかということなのです。白老町議会は、白老町自治基本条例に議会条

項を規定し、平成９年から行ってきた議会改革の取り組みについて、会議条例ほか条例・規則

体系を整理し、その中にルールとしてさまざまな改革を位置づけていると。平成 22 年１月 18

日現在、議会基本条例を定めている議会は 86 団体ございます。議会基本条例中の条項を分類し

体系づけし、白老町議会が制定している条例・規則等に合致するものの比較を行ったと。これ

は白老の自治基本条例の中にうたっている議会の条項が、どれぐらい整合性があって、どれほ
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どきちんとされているかということの検証を行ったわけです。なぜかというと、議会基本条例

が必要かどうかということなのです。 

     資料１を開いてください。大きなもの。その後書いてあるものについてはこれを説明すれば

全部出てきますので、これを見てください。まず、前文です。前文についていうと、もちろん

議会基本条例ですから。ただ 86 のうち 10 団体は前文ないのです。こういう決め方もあるのだ

なと思って私もちょっとびっくりしたのですけど。実際には 86 の議会基本条例を決めているう

ちで、前文がないところが 76 団体。目的、83 団体。ということは、３団体は目的が書いてい

ないということなのです。これを見ると白老は自治基本条例ですから当然前文はありません。 

 目的は書いてあります。自治基本条例の議会の項目のところに目的が書いてありますので、

白老町議会の自治基本条例の中にはここが満たされていると。 

 定義、これはありません。それで、86 の半分以上の自治体が行っているところが太線になっ

ていますから。太線はそういう意味です。それで、定義というのは 10 団体ですから半数以上い

っていないということです。 

 議会・議員の部分でいえば、議会の活動原則・責務、これは、うちは自治基本条例の中でう

たっていますと。議員の活動原則、これも自治基本条例の中でうたっています。会派のことに

ついては、うちは議会運営基準の中に会派の項目がございますので、ここで、議会運営基準で

うたっていますということです。議決責任、これは白老町の中ではないということです。 

 次に、住民との関係でいえば、情報公開・説明責任、これは自治基本条例の中でうたってい

ると。委員会等の原則公開、これは自治基本条例と委員会条例、また協議会の場の要綱も持っ

ていますと。委員会協議会と全員協議会の要綱を持っていますという意味です。それから、議

員及び住民の自由な意見交換の場の設置、これは議会運営基準の中で規定しています。団体・

ＮＰＯ等との意見交換の多様な場、これは分科会のことですけれども、当然、運営基準の中で

持っていると。参考人、公聴会の活用、これも運営基準の中で持っています。次、請願、陳情

の位置づけ。これはほかのところ 24 自治体がやっているのですけれども、これは、うちの場合

はございません。それで、陳情者の意見を聞く機会、これは議会運営基準の中で陳情の移動常

任委員会や何かをやった場合、終わった後に意見を聞いていますので、当然そういうふうにな

ります。議案に対する議員の賛否の公表、これは、今うちは全部やっています。会議規則でも

うたっていますし、委員会規則でも議会運営基準でもうたっているということです。モニター

の設置はやっていません。議会報告会は運営基準の中に規定してやっていると。議会による住

民投票制度、これは自治基本条例の中でうたっています。あと、サポーターの募集、傍聴者に

意見を聞く機会の設定、これは横に「事実行為として実施」と書いています。これはどういう

ことかというと、移動常任委員会で行かれた場合、傍聴者が来ていた場合、終わってから懇談

しています。ですから、どこの規定にもないのですけれども、現実的には事実行為としてうち

の議会はやっていると。それから、資料の住民への事前提供、これは傍聴規則の中にうたって

いて、いつも議会のときにそこに出ているのがそのことです。広報・広聴会議の設置、これは

委員会条例と議会運営基準でやっていると。正副議長の選出過程の透明化、議員活動の評価、
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これはやっていないと。それから、平日夜、土日の議会、これはどこにもナイター議会は規定

されていなかったのです。ちょっと私も落ちていましたけれども。事実行為としてはやってい

たのだけれども、結果としてはどこにも決まっていないと。議会白書はつくっていないと。 

 行政との関係。一問一答はきちんと決めてやっていると。答弁書の事前配付、これは事実行

為としてはやっていますけれども、どこにも規則、規定、要綱、それぞれの中には一切ないと

いうことです。それから反問権、これについては、基本条例の中でも、会議規則、委員会規則、

議会運営基準の中でうたっているということです。文書質問、行政に対する要請内容の文書記

録化、政策形成過程の説明、予算・決算における施策、事業別資料の作成、これは、うちの場

合はどこにもやっていないということです。議決事項の追加は、会議規則の中でうたっていま

す。諮問機関、審議会委員就任の廃止、これはやっていないということで議会運営基準の中で

うたっているということでございます。 

 あと、議会の機能強化の問題ですけれども、やっていないところだけ言っていきますと、議

会改革推進会議への議員以外の参画。今議会改革は議会運営委員会でやっておりますので、町

民の方は入っていないということです。他の自治体との交流・連携の推進、これはやっていな

いということになっていますけど、結果的には登別市議会と一定限度の交流はやっていると。

事実行為としては、登別市とはやっているということであります。それから、議会広報の充実、

これも実際は広報広聴常任委員会の中でやっているということになるかと思います。委員外議

員の制限撤廃、それから、議会の予算の議論、これはやっていないということです。 

 それから、政務調査費、議会図書室、議会事務局の調査・法務機能等の強化、任期つき職員

の採用、これはやっていないと。それと議員報酬。これの議論はしていますけれども、どこに

も決めてやっていることではないということであります。ですから、何を言いたいかというと、

この結果、白老町の自治基本条例でそれぞれ、自治基本条例、会議条例、会議規則、委員会条

例、委員会規則、議会運営基準、この中でほとんどほかの町村が行っている議会基本条例と同

じことをやっているということがここで一定限度検証されたと、こういうことでございます。 

 次に、７番目ですけれども、白老町の自治基本条例の検証をいたしました。それで、１つは、

先ほど前文の話をしましたけれども、議会の理念の必要性、これの記述がないということ、こ

れが１つ。それから、議会の条例体系の簡素化。要するに５つぐらいにまたがってつくられて

いるのです。これをもっと簡素化してわかりやすい、例えば議会基本条例で一本化して、町民

も議員も見たらすぐわかるようなそういう体系化ができないだろうかと。ですから、基本条例

と各条例規則の統合、これができないかどうか。３つ目に住民の意見・要望をくみ上げる議会

の機能。要するに議会が見えない、議会は町民の役に立っていないのかと。住民が悪いとばか

り言っていられない。本当に議会が努力しているのかどうか。それから、白老の議会改革は町

民と乖離しているのではないか。こういう意見が随分出ていますけれども、そういうこと。そ

して、議会改革の項目、ねらいが町民の要求とずれていないかというあたりを視点にしながら

見直しをかけるということをしました。 

 それで、ここのところをきちんと知るために白老町議会に対するアンケートをやりました。
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必要性は何か。平成９年から議会活性化のために不断の議会改革を続けてきた白老町議会であ

るが、町民は議会や議員の活動をどのようにとらえているか。自治基本条例における議会条項

の根幹、これは根幹なのです。ですから、これをきちんと我々が、町民の皆さんの考え方を知

るということで、そういう必要性からアンケートを実施するということをいたしました。効果、

アンケートを通じて町民の議会に対する関心度及び意識度をはかると。方法としては、議会広

報紙に折り込んで全戸配布。料金受取人払いのはがきとしてやったということで、アンケート

の項目は、そこにアンケート用紙がいっていると思いますけれども、基礎質問が３項目で質問

10 項目ということでやりました。それで、議員に対する実施の説明においては、平成 23 年１

月６日の議会運営委員会において私より説明、報告をいたしました。これは報告事項ですので

議運で報告をして、皆さん方、これからこういうアンケートを政策研究会でやりますというこ

とでお話をして実施をしたと。調査区域は全域。対象は全戸 9,726 戸です。締め切りが２月 10

日ということでやった結果、687 枚回収されて、回収率 7.1％と。一般的には３％以上回収でき

ればアンケートは成り立つと言われていますので、そういうような結果になっています。 

 それで、アンケート結果に対する評価なのですけれども、ぜひ、アンケート、この資料３、

皆さん読まれたと思いますから、これ以上余り時間をかけて説明しようとは思っていません。

ただ、ここで非常に、やはり議会だよりに添付をしたということは、議会だよりを読んでいる

人が書いているのです。それで、読まない人は初めから書いていないのです。一般的なアンケ

ートは無差別抽出で、読んでいる人も読んでいない人も全部無差別抽出して、そこにアンケー

ト用紙を渡して書いてもらうというのがＮＨＫだとか自治通信だとかでやっているアンケート

でございます。これは議会だよりに挟んだということは、議会だよりをまったく読まない人は

アンケートに参加しなかったというふうに言えるのです。それが非常にある意味、偏ってはい

ないのですけど、関心のある方だけがアンケートに答えていただいているというふうに思える

部分が多量にあったというのが我々の見解です。例えば、中で実際に読んでいる人だけが書い

ているなと思われる部分、これは、「なぜ、読んでいないのですか」というところを見るとよく

わかるのです。「読んでいますか」というと、「読んでいる」と答えるのは、当然、議会だより

をめくった人がアンケートを出しているわけだから、「読んでいる」という数が多くなるのは当

たり前なのです。そういうような傾向が非常に多く見受けられました。ですから、我々はそこ

のところを十分考慮した上でこのアンケートの分析を行い、なおかつ、総括意見をまとめてい

ったということです。ただ、自由記述がございます。自由記述の議論は我々は一切行っており

ません。当然分類をして、いろいろなことが書かれていますので、それは、議員の皆様方のこ

れからの議会活動で大いに生かしていただくと。我々は、自由記述に書かれたことで議論をす

るということでこのアンケート調査をしたのではないということで認識をしておりますので、

一切自由意見の議論は行ってはおりません。そういう中でどういう総括意見になったかという

と、４番目ですけれども、議員が町民に議会のあり方、情報等について伝えきっていないので

はないかと。これは非常に感じた部分です。それから、議会に若い人が出番だと言っているけ

れども、アンケートの結果は 50 代以下の関心が非常に低いと。本当に出番が必要なのかと。こ



 7 

れは見たらわかります。アンケート結果の２ページ目を見ていただければわかりますけれども、

基礎Ｑ２というのがあります。「あなたの年齢は」ということがありますけれども、アンケート

の年齢別構成は 50 歳代以下の子育て世代、働き盛り世代が 24.4％。全体の４分の１。これは

住民基本台帳に基づくものですけれども、年代別区分によると、人口と比較すると、議会に対

する関心も年齢が上がるとともに高くなる傾向があると。子育て世代及び働き盛り世代の関心

をどのように我々議会がとらえるかが問題だと。そこに書いていますように、60 歳代以上が全

体の 500 人を超していると。アンケートの答えの。そういう状況にあるわけです。ですから、

そういうことでいうと、本当に若い人たちが議会に出て来られるという関心を余りお持ちでな

いのではないかなというふうに、こういうところからも分析ができるというふうに思います。 

 それから、自治基本条例の浸透が行きわたっていないと。これは非常に強く感じました。自

治基本条例は、我々の最高規範だと。白老町の最高の法律だと言ってつくったのです。これは

議会も全会一致で賛成してつくったのですけれども、それがほとんど町民の中に浸透していな

いのではないかと。残念ながら。そのような印象を非常に強く受けました。町民から見た議会

の役割、そして、議会自体が役割を果たしていないのではないかと。そして、情報提供・共有

のあり方を考え直す必要があるのではないかと、議会として。これは自治基本条例の情報共有

というのは、まちは、ということで非常に多方面にわたり規定しているのです。町民の要望・

要求をきちんと聞かなくてはいけないというふうになっているのです。例えば情報共有で、第

４条では、私たちは互いに情報を伝え、情報共有をするまちづくりの推進に努めますとこうあ

るのですけど、執行機関と議会から一方的な情報提供でなく、町民からの情報発信があってこ

そ成り立つものだと。こういうことをきちんと議会自治基本条例の中でうたっているのです。

ところが、そういうことが本当に今行われているかどうかということです。ここら辺が非常に、

我々の受けとめ方としてはあったということです。 

 それから、高齢者の立場に立って今後どのような議会活動をすべきなのか。なぜかというと、

高齢者の方が圧倒的に多かったわけです。60 代、70 代。そういう方々のご意見がたくさんあり

ました。そういうものを見たときに我々は今後どのような議会活動をしていくべきなのか。こ

こは十分議会としても考えておく必要があるだろうということです。それで、町民の思いは時

代背景によって動いていると。実際は、今は災害のことが主流の議論にどこへ行ってもなりま

すけれども、そういう時代背景によって動いています。年齢構成、それから、人口の増減、そ

ういうことによって動いていると。その思いをくみ取りながら、我々は議会改革を進めていく

必要があるだろうと。なぜこういうふうに書いているかというと、この自治基本条例の中の議

会の項目の中にも、我々は、不断に議会改革を進めていくということを自治基本条例の中でう

たっているわけです。ですから、改革を進めていかないわけにはいかないわけです。みんなで

決めたことですから。ですから、そういう視点でいうと、本当に町民の目線で、町民の立場で

議会改革を進めていかなければいけないし、その議論をしなくてはいけないと。今回のアンケ

ート結果からは、そういう印象を非常に受けたと。 

 それで、今後、今回の報告をし、皆さん方からのご意見を拝聴して、そして、検証、問題点



 8 

を明らかにし、課題を明確にしていくと。当然、６月までしかもう時間がございませんので、

結論を出すに至るかどうかというのはちょっと甚だ難しいところがございますけれども、でき

れば課題を提起していくぐらいのところまでは進めたいものだなというふうに思っていますけ

れども、そういう中間報告にさせていただきます。 

この後、委員の皆さん方から補足説明があれば補足説明をいただいて、皆さん方と今の報告

に基づいてご議論をいただき、我々もまた今後、政策研究会を進めていく中でその意見を参考

にしながら進めていきたいと、こう考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 委員の皆さん方で補足説明ございましたらどうぞ。この後は、我々も私が答弁するとかそん

なことではなくて、質疑についても含めて我々４人の政策研究会のメンバー全員がお話をした

り、議論に参加したりという形の中で進めさせていただきたいと。自由討議のやや大きな形で

やっ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。 

 報告は以上で終わります。ありがとうございました。 

 それでは、引き続きご質問なりご意見なりございましたら、また、こんなことはどうなのだ

というようなことがございましたらどんどん出していただきたいと思います。進めは私のほう

でやらせていただきたいと思います。どうぞ、どこからでも結構です。本当に自由にひとつ討

議したいと思いますので。議会をよくするためにやっているわけですから。西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 御苦労さまでございました。今回の報告結果を読ませていただ

きまして、まず、政策研究会のほうのここのところでちょっと疑問に思ってお伺いしてみたか

ったのですけれども、３ページのところの、本当に若い人たちの出番が必要なのかというとこ

ろの総括意見なのですけれども、ここの総括意見は、ちょっと私は乱暴過ぎるのではないかな

というふうに思ったのです。 

まず１つ目が町内の人口比率ですよね。年齢構成というのは当然、今白老町は 65 歳以上の

方が 33.3％以上になっておりますので、当然年齢構成比として 60 歳以上の方が多い。多分か

なりの部分を占めているのだろうなと。60 歳までと下げると。そうすると、当然 60 歳以上の

方々からの議会に対する提案というのは多いのだろうと思うのです。そこで、アンケートに対

する提出が少なかったから、若い人が本当に出番が必要かというふうな断じ方はちょっとおか

しいのではないかなと。 

また、２つ目に若い方が議員になっていないという現実があります。今一番若い方で氏家議

員と山本議員ですけれども、40 代、30 代の方がいらっしゃらないということになれば、当然若

い方々にとって、自分と年齢の近い方がいるとやはりその方の話を聞こうとか関心もあります

けれども、余りにも年齢の差がありすぎると、ちょっと議会に対する関心というか、議員に対

する関心が薄くなるのは当然であって、私自身、実際そうですけれども、年齢が 20 歳以上離れ

ている方と懇談しようとか、お話しようと思ったときに、当然一工夫か、二工夫、三工夫して

もなかなかコミュニケーションとっていくのが難しい。そういうふうな年齢構成の中で、そう

いうふうに言ってしまったというのがちょっと疑問に感じているのですけど、その辺はどうな

のでしょうか。 
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○座長（大渕紀夫君） 当然これは、今西田議員が言われたように、これで断じるとか、決定

するとかということではございません。中間報告ですから。我々は、現段階では、このアンケ

ートの結果からいえば、そういうことが伺えますという意味であります。当然、若い人が議会

に出られたほうがいいと我々も思っていますし、この結果がすべてだということでもございま

せん。もちろん、今の西田議員の意見も十分考慮しながら、最終報告をまとめるというふうに

なっていきます。それで、年齢差がありすぎるからなかなか入っていけないし、アンケートに

なじまないと。確かにそうだと思います。今の若い方々は、文章を書くのもなかなか嫌がって。

インターネットとかそういうことはすごく、携帯とかは使われますけども、書くことがなかな

か苦手になってきています。ですから、そういうことでいえば、今の西田議員の言われること

何かも十分理解できますし、我々は、このアンケートの結果から見えるのは、やっぱり残念な

がら 50 代から若い人たちがもうちょっとアンケートに答えていただければうれしかったなと、

そういうような意味でございます。ですから、これは今の中間報告の中で皆さん方のご意見を

十分拝聴しながら、私たちはこれからもっともっと、今西田議員が言われたように若い人たち

が出られるような環境づくりを我々自身が目指さなくてはいけないのかなと。議会全体として

考えなくてはいけないのかなと。それは全くそういうふうに思います。答弁するとかそういう

ことではございませんから、フリーにどんどん。 

○委員外議員（西田祐子君） そこのところが、もうちょっと関心を持っていただきたかった

という意味でというのでしたら、ここのところをもうちょっと文章を変えていただければいい

なと思うのですけど。 

それで、今回このアンケートをとられる手法。やはり私はちょっと何点か、もうちょっと考

えてほしかったなと思ったところが。まず、最初にアンケートのはがきを見ましたら、ご自分

の性別とか、年齢とか、住所をまず聞いているのです。そうしたら、アンケート調査に対して

の、これを出すときに、まず年齢とか性別を聞かれたら、そこの段階で出すのをやめようかな

と。こういうアンケート調査をとるところのいろいろなところで調べた結果、この部分を最後

のほうにすると、意外とアンケートに答えていただける傾向があるのだけれども、ここのとこ

ろ、性別とか年齢とかをまず聞くと、ほとんどの方が嫌がって答えないという傾向があったの

です。こういうことからいいますと、特に女性とか微妙な年代の人たちがいますよね。なぜこ

れを言うかというのは、性別とか年齢とか住所とか丸をつけて、ただ番号を書くだけなのだけ

ど、その後自分が答えて、自分というものがわかってしまうのではないかなという、そういう

思いがちょっと見られて、私はこのアンケートに対する回答がちょっと若い年代の方々が少な

かったのではないかなと。全体的に私はそういうふうな感じがしているのです。ですから、そ

の部分ではもうちょっと、このアンケートを最後にしてほしかったなと。私も書いたのですけ

ど、最初に性別、年齢で、いいやと思ったのです。みんな同じような心理を持つのだなと思い

ながら、ちょっとその辺を。これを最初にどうしても入れたかったのか。それとも、最後のほ

うにして、ここのところがやっぱりなければ、今回のアンケートが成り立たなかったのか。そ

の辺をちょっと教えていただければなと思います。 
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○副座長（氏家裕治君） 西田議員の言われているのは、その手法、確かにそういったやり方

がアンケートの取り方としてもしかしたらベストだったのかもしれない。ただ、そんなに僕た

ちは深く考えていなかったのです。まずは、議会に関心のある方々が年齢別にどういう形の方々

がそういった議会だとか、それから、この自治基本条例に対しての関心度をはかるために年齢

層というのは必要だった部分があります。ですから、今言われれば、最後に年齢、性別何かを

持ってきたほうが、全部答えていった最後に性別を答えるというのが、もっと多くの方々の意

見を反映できたのかとすれば、今後のそういったアンケートのパブリックコメント等々も通し

ながら、今後の一つの課題としてとらえていきたいなと思います。ただ、今回のこのアンケー

ト調査の大きな、年齢別の関心度をはかる上では大切な部分だったものですから、そういった

ことに無頓着というわけではなかったのですけれども、余り意識をしないで年齢、性別という

形の中で基本項目３項目、そして 10 点の問いを載せたという、深い意味は全然ございません。 

○委員（斎藤征信君） 補足を若干します。回答になるかどうかの問題ではなくて、話をして

きたことの中で、前に座長が報告しましたけれども、一世帯に１枚という、それもアンケート

用紙を広報に挟んで渡したという、その方法でいいのかという、アンケートをとるときにその

方法でいいのだろうかと。やっぱり無駄になってもいいから２枚なり何なり入れることができ

ないか。あるいは、若い人に渡すという工夫というのはないのかという話もあったことも確か

なのです。結果として、お金のかかることでもあり、期間の問題もあったものですから、だか

ら、基本的な部分で議会だよりに挟んでお渡ししようと。１枚だけいくと、どうしても世帯主

が書いてしまうという、そういうことは起こるなということはよくわかったのです。だから、

アンケートのとり方としてもう少し工夫が必要なのかなと。だけど、そこから出てきたものを、

だから、若い人がどうだ、年寄りがどうだというような断定的なことは言えないけれども、一

応の傾向ということだけは理解できるのではないかと、こういうことで。 

アンケートをとるときに今の基本的な部分は最後に聞くものだという、この間の研究会のと

きにそういうことを教えられた部分もあって、講座があったときに。そういうふうにやるもの

ではないかと。初めからそういう年齢や何かを聞いてしまうと書かなくなるという、そういう

傾向というのはあるのだなということを私たちも一応は理解していたのですけれども、でも、

この形が一般的かなと。それによって結果が変わるものではないのではないかなという気はし

たという、そういう経過があってこういうふうにしたと。 

○委員外議員（西田祐子君） 今、斎藤委員がおっしゃったとおりに、私はやっぱり一世帯に

１枚だったということだと、私も家族と住んでいますから、当然年齢とか性別のところで世帯

主ということで、うちの父とか、夫とか、そうしたら、当然年齢高くなります。その辺を考慮

した中でのアンケートの、もうちょっと若い人たちも関心がないわけではないということだけ

は、今回私がこうやって聞いたのは、そこだけはちゃんと理解していただきたいなと、そうい

うふうに思いました。以上です。 

○委員外議員（前田博之君） 問題提起されて御苦労さまです。どうだこうだというものでは

なくて、このアンケートとかをまとめていただいて、ある程度見たのですけれども、今政策研
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究会で議会の基本条例を前提にやっていますけれども、このアンケートを見て、「議会に関心が

ありますか」だとか、「議会に自分の意見をしていますか」、「白老町の議会をどのように評価し

ますか」といったら、かなり否定的なのです。そうすると、私は３年間ですけど、今までの議

会改革は本当に何だったのだろうかと。今いう議会基本条例は、私はつくるべきだと思ってい

ますけれども、その前にもっとやることがたくさんあるのではないかと、こう思うのです。そ

して、ここに大きな体系調べで出てきましたけど、通年議会を採用したことがいいかどうかと

いう議論は十分にされたから、その評価は別として、それで日数ふえたということも別にして

も、この白老における類似規定の条例などを見れば、大きなものの言い方はするけど、本当に

今我々がやっている運営基準だとか、委員会の会議条例、規則等々でも、私もたまに言うけれ

ども、小さなことでも改革をすぐやっていけることがたくさんあるものが前に進まないのです。

これは私も含めてです。そういうことが先に、前提に議論したほうが僕はいいのかなと。また

何ぼ基本条例つくっても、先ほど大渕座長が言ったように、白老の自治基本条例、私も一般質

問したけれども、いいかどうかという議論をして、つくった側は認識ないのです。そうですよ

ね。大きな問題だって、議会が逆に住民説明会開きなさい、情報公開しなさいと言ったって１

回もやっていない大きな政策だってあるわけです、今。だから、もっと私、これをやったこと

に対してはいいし、こういう問題をあぶり出したことはよかったのだけど、その辺に対してど

うなのかと。基本条例入る前にそういうことがあるのだから。逆に変なことを言うけど、委員

会でも、決算でも、予算でも、我々、討議、予算上も政策チェックして、町民のためにどうあ

るべきかということをするべきなのに、３回の質問でとめてしまったり。質問の秩序はありま

す。それは別にして。我々、与えられる権利を捨てておいて、基本条例でこれだけ 300 名くら

いの意見を見ると、そういう部分がチェック機能果たしているのと、質問しているのとなって

いるけれども、本当にそういう部分を逆に改めてから基本条例にとりかからないと、絵にかい

たもちだし、こっちに自治基本条例、こっちに基本条例あったって、ただつくっているだけの

話です。ただ、先取りしているだけの話で、身に何もならないのです。僕は、常に日頃から問

題意識を持って、我々が対処することによって、このアンケートの結果がもう少し信頼される

ものになったのではないかと思うのですけど、いかがでしょうか。 

○座長（大渕紀夫君） 今の意見はとても大切で、ぜひ、我々が答弁するとかそんなこと全然

ない、皆さんで本当に、今前田議員が言われたことを皆さんで本当に議論をする必要がある中

身だと僕は思うのです。我々は、今はここまで取り掛かかってしまったから途中でやめてやる

というわけにはいかないのですけれども、私もまったく今の意見については賛成です。ですか

ら、そういうことがいろいろ出されて、ここで議論されて、それがまた、今改革をやっている

のは議会運営委員会ですから、そこに反映されるというようなことになっていくのが私は議会

の中では一番いい形だと思っていますから。今のことは、こちらが答弁するとか、話をすると

かそんなものではなくて、問題提起としては当然そうだし、重く受けとめながら、今のことに

関してでもいいですから、どんどん思っていることを出していただければいいのではないかな

と思うけど。どうですか、今の前田議員のご意見に対して。思っていることをどうぞ言ってい
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ただければ。実は、栗山町であれだけ改革したのだけど、この間、道新に出ていたのを見たら、

今回の３月議会で自由討議やって、一人しか意見を述べる人がいなかったと。今の前田議員み

たく意見述べたら、それに対しての意見は何もなかったのだって。だから、自由討議でも何で

もなくて、ただ一人の人が発言して終わりと。栗山町がそうだったと道新に出ていましたけど。

思っていることをみんなで話してやっぱり、改革の仕方、ここをこうやってやったほうがいい

とか、いろいろなことを言ったほうがいいのではないかと思うのですけど。 

○副座長（氏家裕治君） 僕は、今前田議員の言われたことというのは本当に大事なことで、

やれることから手をつけていく、それは本当に皆さんで議論をしながら進めていかれるべきも

のだなと思うのです。ただ、今回我々が自治基本条例に関しての見直しについて、自治基本条

例の中にうたわれている条文、議会の部分はこれで機能を果たしているのかどうか。もし、そ

れが果たしていないとすれば、それでは今後どうしていかなければいけないのか。そういう観

点の中で、今回政策研究会を立ち上げたということであります。それで、今前田議員の言われ

たことの中に、例えば今までの議会改革の中で、ずっと進めてきた改革の中で、議会運営基準、

また、申し合わせ事項、議会慣例条例、この中に、先ほども説明が座長のほうからありました

けれども、いろいろな分野に分割されているのです。私は、自治基本条例がどうのこうのでは

なくて、今の議会の各条例の議会運営基準は基準として持っていていいと思うのです。それ以

外に分配されているものについては、それは何とか一元化できないのかと。一元化ということ

は、一つに。皆さん、議会運営基準のどこどこを見てください、議会何とか条例のどこどこを

見てください、議会何とか何とかのここを見てくださいみたいな話ではなくて、何条の何項を

見れば、ここにこう出ていますという一つのものにできないか。まず、そこが１点。集約でき

ないかという観点から僕はちょっと考えていきたいなと思っていたのです。ですから、白老町

は、ほかの自治体で持っている、例えば議会基本条例の中にあるものが、ある程度分割されて

組み込まれているのです。ですから、そういったものを例えば一元化したときに、それでは、

果たしてそれが今後、それこそ前田議員が今言うように、例えば答弁３回の部分についても、

もっと明確に、もっとわかりやすく町民に知らせるためにはどうしたらいいのかという議論に

もなっていくような気がします。ですから、今後の政策研究会のあり方については、多分いろ

いろな視点から入っていくかもしれません。ただ、いろいろ研究会の中で話し合いながら、ど

ういった方面からそういった方向性を見出していくのかということを、やっぱり今後の一つの

課題として取り組んでいかなければいけないのではないのかなと私は考えているのです。です

から、きょうは中間報告という形の中で前田議員のそういったいろいろな意見をお伺いしまし

たけれども、それに対しての皆さんの意見何かもお伺いしながら、今後の政策研究会の内容に

深みを持たせていきたいなという考えでおります。 

○委員外議員（松田謙吾君） このアンケート調査、きょう報告いただいたのですが、10 回も

協議をしたということ、本当に御苦労さまでした。 

 私、大事なことは、報告会はこうなったのですが、先ほど西田議員がどうだこうだとは言い

ましたけれども、私はこの政策研究会が、いうなれば、ある程度の人数、希望者でつくったわ
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けですから、このアンケートにどうこう言うつもりはありません。それで、まだ聞きたいこと

はいっぱいあるのですが、大事なことは、このアンケート調査を見て正副議長がどのように思

ったのか。まず、私は、議会の議長ですから、議長の意見を先に聞きたいのです。正副議長の。

どう感じたか。そこから始めたほうが私はいいような気がするものですから、正副議長のこの

アンケートに対する考え方、どう感じたかをお聞きしたいと思うのですが。 

○議長（堀部登志雄君） 議長のこのアンケートの結果についての考え方ということです。本

当にこの報告、私も２回ほど出させていただきましたが、この結果報告を見て、本当に正直言

って、今まで我々、平成９年から改革をいろいろやってきましたけれども、アンケートの内容

を見ますと、本当にやってきて何だったのかなというような思いが率直にしました。これは、

我々やってきたことは、私なりには決して悪いことをしてきたわけでもないし、何とか町民に

議会というものを知っていただこうということでいろいろな改革をしてきたつもりです。だけ

れども、町民の認識度は本当になかなか浸透していないという結果を見て、非常に残念に思う

し、我々がやってきたことが町民にいかにＰＲしていなかったのか。聞いてもらえなかった部

分があるのか。こちらのＰＲが悪かったのか。それを今自問自答しているところでございます。

松田議員の思いにかなったか、かなわないかは別にして、率直に言って私はそういうぐあいな

感じを受けました。 

これからについては、自治基本条例を議会基本条例にするというような思いも模索している

ようですけれども、やはり、この結果を見ると、一般的に自治基本条例、議会基本条例をつく

っているところの比率を見ますと、それと、我々、自治基本条例の中でうたっている議会項目

の内容的に見ますと、自治基本条例はそのまま議会基本条例までつくる必要は、私としてはち

ょっと薄いかなと。今のものを若干、今ふうにあったような形で改正していくのがいいのでは

ないかなというぐあいには思います。そして、最終的には、前田議員が先ほど言われたように、

自治基本条例とかこういう委員会条例とかいろいろな規則をつくって、今あるものはともかく

として、これに重点を置いていくとやはり町民から見ると、泥臭く議会と行政といろいろな場

面で意見をぎっちり戦わせるのが一番町民の方が現在考えている思いではないかなというぐあ

いに。その辺がやはり足りなかった部分があるのかなと。こういうことをやっています、ああ

いうことをやっていますと言っても、なかなか来てくれる人も少ないですから、やはりそうい

った面では町民に浸透していなかったと。ただ、そういう思いで改革してやってきたことが本

当に、今後もこれをどんどん続けていくことは必要ですけれども、やはりいかに町民に映るか

ということを徹底して考えていかないと、私は、非常に現時点では、この程度の認識だったか

ということで非常にめいってくるような心境でございます。だから、何回も言うようですけど、

やはり町民の目にはもうちょっと泥臭くいろいろな場面で町民の要求を吸い上げて行政といろ

いろな機会で議論をどんどん戦わせていくというのが町民に一番、議員としての活動が見える

のではないかなということ。 

それから、議員としての資質という形で非常に今回アンケートの内容、自由記述等を見ます

と、政策研究会ではその辺を余りあれしていないようですけど、やはり実際にこういうぐあい
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に書かれてきて目に触れますと、非常に議員に対する資質、この資質というのは、どういう面

なのか。これは、一概にこうだからこうですということは言えないと思うのですけれども、町

民から見る目からすれば、議員に対する資質というのは非常に厳しく見られていると。それと、

議員は 15 人いますけれども、やはりお互い議員が、その中で一人、二人でも町民のいろいろな

思いに触れると議会全体、議員全体として見られると、見られているということで、本当にそ

ういう面は我々議会人としてどのような人が、いかなる人がなろうとも、その辺のことだけは

きちんと守っていかなければ、そこがきちんとしていないと何をやってもだめだというような

感じをつくづくアンケートの結果に出て、やはりそういった面ではまず第一にそういった議員

としての資質、姿勢をきちんと持つということが大切だなということで改めてそう思いました。 

○委員外議員（吉田和子君） 吉田です。今松田議員から言われてドキッとしながら考えてい

たのですが、私は、議員というのは、町民の方々から選挙という場で自分の主張をして、そし

て選ばれて議員という立場になりました。本当に一人一人の声を聞きながら、議会の場でその

ことをしっかり主張していかなければならないというふうな思いで議員になったつもりでござ

います。しかし、議員になったという、そして、議会という一つの器に入ったときには、町民

から見えなくなっているのかなというのは、反対に私たちは町民が見えていないのかなという、

私は見えているつもりでいました。つもりです。割と結構飛び込んでいっているつもりでした

し、でも、そのつもりが今回のアンケート調査で崩れていくような、そういった思いはありま

す。 

 それともう１点は、資質の向上。議員はということで、本当に厳しい見方をされているとい

うことは改めてその責任の重さを感じました。議会は議会改革の中で、本当に私は、白老町議

会としては、議会改革は本当に先進的に取り組んできたと思っていました。しかし、それは議

会の箱の中でやっていて、自分たちはそれでよかったと思っていることは、町民には伝わって

いなかったということが、私は大きな乖離だというふうに感じています。それで、インターネ

ットで議会の質問等を、私は議会質問だけが議員の活動だとは決して思っていませんけれども、

町民が見える場というのは、傍聴に来た方、それから議会報告の場、それから一般質問がイン

ターネットで流れている中、そういったものを見て、議員の質問内容だとか議員の発言の内容

を見て、私は資質ということを言われているのかなというふうに思います。そういう面では自

分自身も本当にまだまだ何が足りないのだろうかということは、一議員としてはいろいろな思

いになりました。それから、議会としての一つのあり方。やはり議員同士が切磋琢磨して、本

当に成長していった姿をやっぱりこの４年間で議員が、議会が何をやったのかということがき

ちんと見える形にしていかなければいけないのではないかということを本当に今回のアンケー

ト調査、そういう場で見させていただきました。 

ですから私は、今前田議員がおっしゃった、私もちょっと言おうと思っていたのですが、自

治基本条例、それから、もしかしたらこれを見て、議会としてまた別に必要なのだろうかとい

う議論がこれからなされていくと思いますけれども、やはりこれも町民には見えないのだなと

いうふうに思ったのです。それで、私は、これをやる以上は、本当に見える形というのは何な
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のだろう。町民のための議会条例とは何なのだろうということを基本に置いてやっていかない

と、つくりましたということだけでは町民には伝わらないのだということが、それをどういう

形で町民の生活に見えるのかということがすごくこれから求められることなのかなと思ってい

ました。ですから、自治条例も本当に町民にわかるようにと、言葉もいろいろなことでやった

のですけれども、私、町民の立場で考えると、燃料が上がったとか、身近な生活に響いてくる

ことというのはすごく町民は敏感なのですけれども、自治基本条例とかまちづくりの基本にな

っていることの思いは余り関心がないのかなと。それから成り立って議会が何をやったか、町

が何をやってくれたか、そのことのほうが町民にとっては重いものなのではないかと思ったの

です。ですから、本当にこれから、もし、議会基本条例をつくるにしても、本当にそういった

部分での難しさというのは時間をかけてつくっていくということが本当に大事なのかなという

ふうに思います。 

 それと、今回のアンケートを通じて、私も町民の方々といろいろ話をしたのですが、通年議

会というのをやりました。本当にこれはまだ議会として検証していません。通年議会が議会に

とってどうだったのか。そして、町民の目にどういうふうに映っているのか。そういったこと

の検証がこのアンケート調査を見てわかるように、やっぱり町民の中に行き渡っていないだろ

うと。そういったことで日数的な問題もありました。そういったことで報酬等の問題にもずっ

といろいろな形で私たちも議論しながらやってきましたけれども、そういったことはこの箱の

中でやっていることであって、やはり町民には見えていない。だから、日数だって長くなって

やればいいというものではないということが町民の中の声として出てくる。それは、何をやっ

ているか見えないからだということなのです。やっていた日数をかけて、長い日数をふやして

やったことが町民の生活の中に見えてきていないということなのだということが、私は今回改

めて認識させられたという思いでいます。 

ですから、今回こういう政策研究会でアンケート調査をした。そして、政策研究会というも

のを設けて、本当に議会としての町民に示していける一つの大きな場をつくっていこうとして

いることが、これが本当に町民の目にまた映っていく。それから、議会改革をやっていること

が町民の目に、生活に、手にとるように、こういうことなのだということが持てるような、手

でつかめるようなものを。本当にでも、これは一番難しいことだと思っています。でも、これ

に手をつけていかないとなかなか、この箱の中でやっていることでいては自己満足に終わって

しまうのではないかということを今回私は思いながら、これからの議会改革にいろいろな面で

また広い目で見ていかなければいけないなというふうに。私たちが議員の目線で今はやってい

るのではないかということも大きな反省としてあります。以上です。 

○委員外議員（松田謙吾君） ありがとうございました。私は、このアンケート調査をして、

大変町民も高い関心を示されているし、それで、この研究会がアンケート調査をいたしました。

先ほど座長が自由意見のほうは研究会のほうで議論していなかったというお話もありました。

私は、このアンケート 10 問のうち、これをどう町民に、それこそ開かれた議会ということから

いくと、きちんと大渕座長としてまとめて町民にどう説明するのか。 
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 それから、先ほど自由意見の、確か 360 幾つ来ていると思うのです、これがもっとも大切な

意見だと思うのです。町民側からすると。これにどう答えていくのか。 

そして、私はもう一つ、このアンケートを見ると、議員定数と議員報酬というのが随分あり

ます。私はこの部分一つとっても、議会は３月 25 日の定例会で議員定数１削減、議決されまし

た。我々に議会アンケート調査の結果報告書っていただいたのが 28 日です。私がいただいたの

は。ですから、25 日に議決はしてある、１削減ということで。それで、このアンケートの自由

意見の中では、議員削減せよと随分あります。ですから、これをどうやって説明責任を果たす

のか、研究会として。この辺の考え方をざっくばらんにお聞きしたいなと思うのですが。 

○座長（大渕紀夫君） この政策研究会の目的、私は全く逃げる気も何もありません、町民の

皆さんの意見、これだけの意見が出たということは、本心はこうだと思っています。少なくて

もこの 300 人の方々の。ですから、これには真摯に向き合わなくてはいけないというのが私の

考えです。このメンバーも皆同じです。ただ、今回私たちが行っている政策研究会の中身とい

うのは、自治基本条例の見直しをどうするかということでございます。ですから、報告は当然、

政策研究会の責任でこの自由意見以外の部分については、載せていただければだけど、議会だ

よりで町民の皆さんに発表します。ですけれども、自由記述というのはあくまでも自由記述で

ございます。我々は何が書かれてくるのかわからなかったのです。私たちのやった目的という

のは、自治基本条例をどう見直すかということなのです。ですから、それ以外の自由意見、も

ちろん定数と報酬ありますけど、それ以外のこともたくさん書かれています。道路直せだとか

何だとかというのもありました。それで、それは今項目別に全部分けております、うちのほう

で。それも分け終わったら皆さん方にお渡しをいたします。定数ではこういう意見、報酬では

こういう意見、要求ではこういう意見、それも道路、何々とたくさん分けておりますので、そ

れは今後の議会活動の中で非常に私は役に立つと思っています。ですから、今回政策研究会と

しては前半の部分の報告はいたします、責任を持って。しかし、自由意見について我々だけで

コメントをしたり、我々だけで議会の意思を代表したりするわけにはいきません。これははっ

きりしています。ですからそこのところは、最初に申しましたように、そこの討議は一切して

おりませんし、総括もそこでやって、我々がこの中でやって報告するということは一切考えて

おりません。それは、自治基本条例をどうするかという立場で我々は最後までそれはやると。

それで、自由意見として出たものについては、それは皆さん方に全部お渡しして、議会全体の

財産にし、なおかつ、これがどこかの場で生かされるということが必要だと思います。 

なぜ今回アンケートの中にこれを入れたかというのは、平成 20 年６月 19 日に議会運営委員

会が第３次議会改革をどうやってやるかという報告をしているのです。これは皆さんが議決さ

れました。その中に入っている項目を全部挙げたのです。あのアンケートの中身というのは。

ですから、その中には議員定数と議員報酬とか、倫理条例の問題、政策能力の向上の問題、町

民から意見を聞く機会の充実とか全部書いてあるのです。それを我々はアンケートの中に落と

し込んだということでございます。それで、その中でたまたま報酬と定数、これが町民の関心

の最中に出したということは、報酬の部分は特にああいう状況でしたから、当然、町民の皆さ
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んはそこに書いてくるだろうというのはあったのです。ただそれは、我々４人でそこに総括を

したり、コメントを加えたりということは一切しないということで意思統一をしておりますの

で、そういうことで今後も進めていきたいというふうに考えています。 

○委員外議員（松田謙吾君） もう１つ。議員定数が 25 日に議決されました。それで、その後

我々いただいたのですが。結果的には、町民要望というのは定員を減らせ、議員を減らせ、随

分あります。これが後先になってしまったのです。もう決定してしまった。ですから、議会報

告会もあるし、それから、町民と顔を合わせると議員報酬の話、議員定数の話を今言われます。

それで、私は先ほども言っているとおり、この政策研究会は、これは言うなれば、入りたい人

は入りなさいということでやりました。入らなければ、入らなくてもいいということでやった

はずです。これは当初から。私はたまたま議会運営委員会に 10 月 20 何日か、一度出ているの

ですが、このときに私は政策研究会というのは、まちの大きな問題点、それから町民要望、こ

ういうものをみんな１つになってぶつけたらどうなのだと、行政とぶつかり合ったらどうなの

だと、私はこう言ったつもりなのですが、あのときに、この研究会というのは集まる人数だけ

でやるのが研究なのだと。その研究した方々が行政にその意見をぶつけていくのがこの研究会

だと。たしか上坊寺局長はこう説明されております。議事録にちゃんと載っておおります。そ

ういうことからいくと、私は議員懇談会も今後あるだろうし、その中でおそらく大きな争点に

なっていくのだと思うのです、この次の議会懇談会。そのときにどうやって説明責任を果たす

のか。先ほどこう聞いたつもりなのです。この部分なのです。 

○座長（大渕紀夫君） 政策研究会につきましては、11 月 29 日にこの政策研究会が決まりま

したけれども、それをさかのぼって、政策研究会の運営に関する規定というのがありまして、

その中で政策研究会は委員８名以内で組織すると。委員は公募制とし、公募に応じた議員のう

ちから議長が指名すると、こうなっているのです。ですから、入りたい方は誰でも入れるとい

う表現が合っているかどうかは別にして、やりたい人はやれると。やさしく言えばそういうこ

とです。ですから、これはなぜこうしたかというのがあるのです。日数が多過ぎてどうにもな

らないから公募にしたほうがいいのではないかという意見も酌んでこういうふうにしたわけで

す。ですから、全員いても８人だったら 16 人ですから、半分に割ったらちょうど８人ずつにな

るような仕掛けになっているのです。ですから、これはそれこそ局長ではないけれど、この運

営規定の中にこの要綱が全部あります。ですから、これで選んでいるということですから、そ

こに公募をしなかった方は当然委員にならないということです。ですから、それ以上僕として

は何ともはや言いようがないということであります。 

それから、確かに今町民の関心は白老町自治基本条例ではないのです。報酬と定数なのです。

それで、定数はもう出ましたから。もっと減らせと、今松田議員が言われたように出る可能性

はありますけれども、これは議会で議決をいたしましたと言ってしまったら、これは決まって

しまったわけですからそうなります。それで、我々がアンケートをとったというのはそういう

ことを全く意識しないで、改革で必要なのは何なのかということで出しただけなのです。です

から、書かれてくる自由意見は、新聞に出ているのは何かと言ったら、朝から晩まで報酬が出
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たときに出したものだから、報酬が全部変われるという町民の関心はそこにあったということ

は間違いない事実です。ですから、そこの説明責任は、我々にやりなさいと言われても、我々

は自治基本条例のことで聞かれたことについては説明できます。議論していますから、10 回も

しているわけですから。だけど、そこのところは議論していませんから、それは皆さん方と同

じです。全く同じです。アンケート用紙を皆さんももらっているように、我々ももらっている

というだけのことですから。そこで我々に説明しなさいと言われても説明はできないというこ

とです。なぜかというと、それは、自治基本条例を議論するための政策研究会ですから、それ

以上、自由意見については議員全体の宝物にするということしか私は言えないと。そこまでや

ってしまったら、大体、自治基本条例の政策研究会なのに何で定数のことをやるのだと今度言

われたら、もうそれこそ我々は何も言えないということになりますから。ですから、私たちは

自治基本条例から逸脱しない範囲でやると。ただ、最初に私申しましたように、松田議員も言

われたように、私は、町民の意見がこういうふうに出てきたということは嫌なことでも何でも

ないです。思っているのです、だって。そこのところを我々がわからなかったということでし

ょう。そのことのほうが情けないと私は自分で思っています。どう対処するかは別です。だけ

ど、あれだけの方々が少なくても思っていたことは事実なのです。ですから、それを見ながら、

本当に白老の議会で定数が何ぼ必要で、定数については割れていますから、考え方いろいろ、

バラバラだから。本当に白老の議会を運営するためには何ぼ必要なのかというのはまた違う場

で議論していただくというふうにしかちょっと、私はそれ以上は何ともはや言えないというこ

とでございます。 

○委員外議員（松田謙吾君） もう一回わかりやすく言うと、結局は先ほども言ったように、

このアンケート調査の返答は２月 20 日です。それで、その間、このアンケートの中身を知って

いたのは研究会の４人だけです。４人がもしきちんとわかっている段階で議員定数の削減の議

論の中にみんなにこのことが示されていれば、議員定数議決前に、そうであれば考え方が変わ

っていたかもしれません。町民にこたえるために定数１減で終わらなかったかもしれない。こ

のところが私は町民の方々が、我々の意見がこれだけ要望しているのに全然見向きもされない

で、１減で決めたのはどうだと。私はここの部分がどうやって説明責任をするのかと、こう言

っているのです。 

○座長（大渕紀夫君） わかりました。その件について別に私も答弁する立場でもないのです

けど、１つは、議会運営委員会、何日の議会運営委員会ですか、定数１減決まったのは。議会

議決は３月ですけど、議会運営委員会で１削るといったのはもっともっと前です。かなり前だ

と思います、たしか。正確ではないです。だけど、１カ月ぐらいはあったのではないですか。

どれぐらいありましたか。ちょっと今調べてください。いつの議会運営委員会で１減が決まっ

たかということはあるのです。ですから、我々がその町民の意見を皆さんに示さないで作為的

に１減にしたというようなことは全くなくて、我々はその自由意見を何もアンケートの本体が

まとまっていない中で皆さんにお示しするわけにはいかないと、ただそう思っただけなのです。

ですから、それがまとまって、きちんと我々の中で意思統一ができて、こういうふうにアンケ
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ートの結果を報告しましょうという中で報告をさせていただいた。１月 19 日の室蘭民報に出て

いるのですけど、白老町議会の議会運営委員会が１月 18 日に開かれ、現行の議員定数 16 に対

して１減を議案提案することを決めたと。本会議で可決されるとことし 10 月の町議会選挙から

15 になるということで。これが決まったのは、議会運営委員会で決まったのは、15 にすると決

まったのは１月 18 日です。ですから、それからかなりたってから本会議なかったからかどうか

わからないけどかからなかったということです。ですから、議会運営委員会で意思統一したの

は 1 月 18 日です。思い出しました。この中で、決まったのに定数のことをもし書いてきたらど

うするかという議論をよく考えたらしました。ですから、決めてからやったということでござ

いますので、そこは間違いないようでございます。 

○副座長（氏家裕治君） 松田議員も議会運営委員会の中に１回参加されて、町民の意見を聞

きたい、パブリックコメントをとったほうがいいのではないかという話のときにちょうど参加

されていたと思うのです。自分たちはやっぱり議員活動の中でもって話聞いているだろうと。

それで、松田議員のところの２減以上で削減すべきだとか、やはりこれからの議会運営は今の

16 の定数は崩せないという意見だとかさまざまな意見があって、その中のいろいろな合意をも

って１減という形になった。それは多分、これからの報告会等々の中では、その議論の経緯の

中での報告は議会としてできると思うのです。ですから、それはそれとして、今回のパブリッ

クコメントで出てきた、アンケート調査で出てきたこの中身については、確かに多くの方々が

減をすべきだという。でも、こちらからの情報公開という部分では、まだまだ町民に対して議

会のあり方、議会の運営のあり方というものを情報としてまだまだ生かしきれていないという

部分も僕は多々あると思うのです。そういったことをわかっていただきながら、今後の理解に

努めていくことも大事なことなのかなと思います。ただ、いずれにしても今回の調査研究に関

しては、自治基本条例の見直しという部分についてですから、余りそういったものを僕たちが

頭に入れてしまうと、あくまでも僕は自治基本条例もしくは議会基本条例というのは、例えば

議員の資質を高める一つのルールづくり、または、これから議会が、先ほど前田議員も言って

いましたけれども、いろいろな部分でスムーズな議会活動をしていくための一つのルールづく

りだと思っているのです。このルールができた中で、そのわかりやすいルールができたときに、

こういうことはやってはいけないのだとか、こういうことはしっかりやっていかなければいけ

ないのだというものが明確になってくると。そのためにこの自治基本条例の見直し、充実、ま

た、もしくは自治基本条例の取り組み、こういったものに今後取り組んでいければなという思

いでの今回の一つの資料と思って私たちは受けとめていきたいなと。 

○委員外議員（吉田和子君） 私は、今回のアンケート調査の中で自由意見としてそれだけた

くさんのご意見をいただいたということは本当に重く受けとめなければならないというふうに

思っています。ただ、今回の定数に関しては、同じような繰り返しになるかもしれませんけれ

ども、議会としてどうあるべきかということを議論して、町民の意見を聞くか聞かないかとい

うことは、やっぱり大きな変化があるけれども聞かないというようないろいろな議会の運営委

員会、会派会議もやってその上で決めたことです。ですから、アンケート調査に定数に関して、
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報酬に関してご意見をお聞かせくださいともし書いたとしたら、これは責任があると思うので

すけど、自由意見ですので、やっぱりこれから、ただ、私たちは、結論は出したわけです。一

番関心のある定数と報酬に関しては結論を出したわけですから、それは各自それぞれの考えで

意見を言って、合議制である程度やったわけですから、それは議員でこれから報告会とかでき

ちんとそれぞれが説明しなければならないことだというふうに思っています。ただ、このアン

ケートの中で出てきた、これがもし、反対に定数についての考えを伺いたいとか、報酬につい

てのお考えを伺いたいといったら、また違った形の意見が、定数はこうあるべきだとか、多い

とか、少ないとか、また、前に１回出てやったような形のものになったのではないかなと。こ

れは期待ですけれども、そんな思いでもおります。 

○委員外議員（前田博之君） アンケートの中身の、今言った期日的にどう見るかというもの

もあるけれども、大きな問題は、大渕座長が先ほど自由記述については論評しませんと、議論

しませんと言ったけれども、それはそれでいいのだけど、このアンケート、幾ら政策研究会と

いっても、町民は、議会広報に挟まってきて、太文字読まないのです、議会から来ていると思

っているのです。町民はです。アンケート書いた人も。ですから、アンケートの仕方云々では

なくて、もうやってしまったのだから、そういうことに対しての大きな受け方、あれだけの自

由意見が出てきたということは、これは我々すべてで重く受けとめなければいけないのです。

今後の議会、定数だって１減でいいかどうかわかりません、今回決めたって。だから松田議員

は議長、副議長に聞いたと思うのです、議会がやっていくために。これはやっぱり大きく受け

とめなければいけないし、その辺をちゃんと整理して書かなければいけないと思うのです。で

すから、今後の懇談会でもどういう議論になるかわかりませんけど、その辺はちゃんと整理を

して答弁していかないと、逆に町民から信頼をなくしてしまう可能性がありますから、その辺

は整理しておく必要があると思います。議会が調べたとしか思っていないのですから。 

 それで、本題に入りますけれども、この基本条例に、細かいことはまだある程度フレームが

できたときに後で提示されると思いますから議論したいと思います。ただ、私は、一つお願い

をしたいのは、このアンケートの評価をまとめたものを見ると、９ページに議会を評価しない

のはなぜですかというのがあるのです。これでいくと、今まで議論しています、議員の資質の

不足、政策能力の不足、チェック機能の不足というのは、これは大きな問題なのです。これが

ちゃんとなれば、町民の目が議会に向くのです。 

 それで、今回の原子力発電所の事故でかなり議会が、国が抱えた審議会とかがいかにずさん

で、少数意見を聞かなかったからこうなるかと。少数意見でもちゃんと正しくチェックした機

能がなぜ果たせなかったのかと。ただ迎合して、極端な言い方をすると、うちの議会が１人か

２人一生懸命やっても、ほかの人が何でそんな質問するのかと、そういうような雰囲気がああ

いう結果を生んだということになっていますから、やっぱり議会としていかに個々が言及をし

て、それだけのものができるかということの姿勢を見せる、方向性を見せる、基本条例の素案

をつくってほしいなと。大きなフレームで。そうすると、よその町村もやっていますけれども、

行政の関係で文書質問、これは福島町がやっているのです。この前聞いたら、白老町はそうい
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うことはやらないでくれと言われたというけど、これは非常に大事なことだと思うし、政策形

成過程の説明も、栗山町は行政に求めているのです。予算に政策上げたときは、こういう順序

で説明しなさいと。多分しているかどうかわかりませんけど、余り形骸化しているみたいです

けど。逆に私は、それを見とって質問しているのです。議会として。だから、そういう部分と

か、あるいは予算、決算における、前も委員会で大渕座長も言っていましたけれども、この事

業の資料別の作成をちゃんとつくってチェックできると、こういうような部分を逆に議会から

遠慮しないで上げてほしいなとこう思います。案外、一部の人が細かく議論すると、そんなこ

とない、質問しなくてもいいだろうと後ろで言う人もいますけど、一番肝心なのはそういうと

ころなのです。そういう迎合されるような議会運営になってしまうから、質問を封じるような

ことになってしまうから、こういうような評価をしないという結果が出てくるのです。それを

みんなができるような基本条例の指針にしてほしいなとこう思います。 

○座長（大渕紀夫君） 最初のことだけ。これはやっぱり私は、先ほどから松田議員からもあ

りましたし、今もございましたけれども、先ほど吉田委員外議員言ってくれましたけれども、

我々はそのことを目的につくったわけではないのです。はっきりしているのです、それは。で

すから、もちろん議運の中で報告させていただいた中でやったことです。ですから、これは我々

が総括をするとか、まとめるとかそういうことにはなりません、これについては。ですから、

しかるべき場でやっぱりこれを本当に必要であれば、私はやっぱり議論はどこかの場で、議運

なのか、全体会議なのか、どうなるかは、私はここで言う必要もないし、言ったらまずいから

言わないけど、そういうことは必要だというふうには感じます。 

○委員外議員（及川 保君） 松田議員と前田議員の同じ趣旨の考え方なのです。というのは、

今、当面、報告会が５月にあります。それで、この報告会の中で、分かれて多分もう既に大よ

その概要は決まっていると思うのですけれども、そうしたときに、このアンケートの中で、自

由意見で出されてきた数々の意見、これというのはどうしてもやっぱり町民の中から出てくる

と思うのです。これが一定の統一された意見ではなくて、てんでばらばらにやってしまうとな

ると、これは大変な、町議会の報告会が大変な状況になることが予想されるのです。だから、

このあたりもきちんとこの研究会が、広報広聴常任委員会、この中での、同じ全員がいるのだ

けども、きちんとその辺のことを十分に話し合いをして、議論をして進めてやってほしいなと

いうことが１点です。 

 それともう一つは、確かに座長が今おっしゃったように、このアンケートについては、議運

の中でもこうしたいのだと、こういうアンケートをしたいのだということは報告されました。

ただ、本当にこれが会派の中でも、これ大丈夫なのかという意見何かもあったのですけれども、

研究会が責任を持って実施するという意味においては、これはもういいだろうということでや

った経過があるのですけれども。この中を見せてもらっても、本当に自由意見の中で大きない

ろいろな議会に対する部分が出されています。それで、今までやってきた改革、自治基本条例

も含めて、改革の部分がほとんど評価されていないというさんさんたる状況なわけです。そう

であるならば、この意見の中にもあるのです、実は。例えば懇談会も報告会も車座式の議論を
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すべきだと。対、向かって、対面してやるような会議ではなくて、そういった前向きな意見何

かもあるわけだから、もう少し十分この中身を精査して、議会全体として理解していくという、

ぜひ、研究会であってほしいなというふうに要望したいなと思います。 

○副座長（氏家裕治君）  先ほどからの繰り返しになります、答えではないのですけども。

でも、政策研究会がそこまで首を突っ込んでしまうと・・・。 

○委員外議員（及川 保君） 正式な、公式です。 

○副座長（氏家裕治君） 今回の政策研究会の１つの取り組みというのは、そこではないので

す。ですから、今回のアンケート調査の自由意見をどう生かすか、こう生かすかというのは議

会全体で考えなければいけない問題なのです。ですから、今回の、例えば議会報告会の中でこ

のことを統一意見として何か考えていかなければいけないとなれば、やっぱり広報広聴常任委

員会の中でもって、この自由意見をどういうふうにして皆さんと意見交換をしていかなければ

いけないかということをやっていかなければいけない。これを政策研究会が主導になってやっ

てしまうと、全然目的から外れてしまうのです。ですから、そういうことで考えると、議会全

体で今回のこの自由意見については取り組んでいただきたいと。こちらが主導権を持って、こ

ういう意見があったからどうだ、最終的にはこういう統一意見でいこうみたいな話はできない

わけです。ですから、今及川議員が言われる部分は十分わかります。この自由意見の中に大事

なことがたくさん入っているだろうと。そして、これを今回の報告会等々の中で当然そういっ

た意見も出てきたときにどうやって答えていくのだという思いがもしあるとすれば、それはや

っぱり議会全体の中で考えていかなければならない問題だと思います。ですから、別な機会に

早急に、もしやるのだったらやるという形の中で提案をしていただいて取り組んで、そして、

そこでいろいろな意見を交わしながら、統一的な意見が出るか、出ないかは別にしても、そう

いった場所で議論していかれればなと思っています。 

○議長（堀部登志雄君） 今の意見なのですけど、先ほど前田議員からも出ていましたけれど

も、政策研究会で今回アンケートとりました。これも皆さんに諮って、こういうアンケートを

するということで、皆さんの、いろいろな意見あっても了解をいただいた中でやっています。

それから、最終的に出てきた結果については、政策研究会で必要な部分は政策研究会で十分す

い上げていただいて活用していただきたいけれども、やはり前田議員言われたように、これは

議会として出している、議会の中の政策研究会で出しているアンケートですから、その自由記

述の内容について、これはやはり政策研究会でこれまでは越権行為かもしれません。それから、

やはり議会として、これは議会運営委員会なり、広報広聴常任委員会なりできちんとこの辺の

対応をやっぱり議会としてとって、それを議会報告会があるわけですから、５月に予定してい

るわけですから、それまでに議会として、この自由意見に対する大まかな意見については、今

後これについてはこういう対応をします。これはこうです、ああですということをきちんと皆

さんで議論して、やっぱりまとめて出ていかないと、これについてめいめいで言うというのは

非常に問題があると思いますので、そういう形は議会として、ぜひきちんととって対応して町

民との報告会に臨むべきだなというぐあいに思いますので、その辺は私、議長という立場でも
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やっぱりそれはきちんとそういう形で議会として今後の対応を考えて、皆さんで早急に議論し

ていきたいというぐあいに思います。 

○委員（斎藤征信君） 報告会との絡みということで出たのですけど、これは後で広報広聴常

任委員会の中で今度の報告会の運営については提示しなければならないということに、近々な

っています。それで、そのときに３つのテーマを決めて、住民が直接関心のあるような問題を

とらえて報告しようと。それで、あとは自由に意見を聞こうという中で３つのテーマを決めて、

その中の１つに定数と報酬の問題、これはつけ加えておいたのです。まだ皆さんの前に出てい

ませんけれども。それで、この報告にあたってはどうするかということなのですけれども、思

い思い勝手にしゃべって話がごちゃごちゃになったら大変になると。これは、今話し合ってき

たようにアンケートとは直接関係ないのだけれども、定数と報酬については過去の議会改革の

中でずっと長いこと話し合ってきたことですから、その経過や今置かれている状況を１つのみ

んなが答弁できるマニュアルとしてつくって、そこまでは、基本はみんなで押さえようと。そ

れ以上のことは、あとは個々の考え方になるけれども、そういう３つのテーマとも基本、みん

なで意思統一をした基本線は、経過だとか、現在置かれている状況については、マニュアルを

つくろうと、こういう話をしているところなのです。その中でちょっと整理をしておきたいな

というふうには思っています。 

○委員外議員（本間広朗君） この報告会の中身が出ましたが、きのう小委員会で大まかなこ

とはまとまりましたので、18 日に皆さん常任委員会ありますので、そのときに皆さんに提示し

たいと思います。今僕が言おうとしたことを斎藤委員が大体言いましたので、大体そのような

ことでありますが、一番やはり大事なところというのは、今回３点ほど挙げますが、今本当に

斎藤委員が言ったように、多分いろいろな意見が出てくると思いますので、まず議会側として

統一意見、これは大事なことだと思いますので、統一意見、今まで本当にどういうことを話し

合われてきたのかという経過報告、まず報告を町民の皆さんにするということで、その後本当

に皆さんいろいろ個人的な考え方がありますので、これは全体の意見ですというわけにはいか

ないと思いますので、その時に町民の方といろいろな意見交換をいただければという方向で、

今、報告会のほうも進めていきたいなと。 

 それで、先ほど斎藤委員のほうからも言われましたけど、本当にある程度マニュアルという

か、この３点ほどのマニュアルではないですけど、そういう統一意見、それをちょっとつくっ

て、小委員会のほうでつくってみたいなと思いますので、また月曜日に常任委員会ありますの

で、そのときにまた何かありましたら出していただければ。今ここでどうのこうのというわけ

ではないと思いますので。 

○座長（大渕紀夫君） ここは政策研究会の場でございます。済みません、広報広聴の小委員

会はここで打ち切らせていただきます。 

 どうですか。意見まだございましたら休憩したいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 要望あるのです。 

○座長（大渕紀夫君） たくさんあるのだったら休憩したほうがいいのではないかなと。 
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 それでは休憩します。 

休憩 午後 ２時４５分 

                                         

再開 午後 ２時５５分 

○座長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 熊谷議員は所用がありまして退席をいたしました。 

 それでは、引き続きご意見を賜りたいと思います。前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） はがき来て自由意見書いていますけど、先ほど座長のほうでも

項目別に分けて、また出しますと言っていますけど、逆に、よそには出しませんけれども、は

がき自身を見せてほしいのです、我々に。来ているはがきを。記述を見たいのです。原文を。

多分これはいろいろ直しているところあると思いますけれども、そして細かいことも入ってい

ないでしょう。実際に何ぼ来ていますか。361 となっていますけど。実際に。これ以外に来て

いないですか、まだ。道路の補修の関係も出たとか。 

○座長（大渕紀夫君） 全部です。 

○委員外議員（前田博之君） これで全部なのですか、361。 

○座長（大渕紀夫君） 全部です。それで項目別に分けたものをあげたほうがいいのではない

かと。項目別というのは、１つのものが２つになったりするのです。項目ごと多くなるのです。

そういう意味です。 

○委員外議員（前田博之君） はがきは見せていただけないのですか。 

○座長（大渕紀夫君） それはいいのではないですか。別に事務局で見れば何ぼでも見られる

と。私は何も見ていないけど、１つも。見られると思います。構わないと思います。別に何も、

それも隠したからといって違うことが書いてあるわけではないですから構わないと思います。 

○委員外議員（松田謙吾君） 議員の資質と言うけれども、私は、議員に立候補して当選した

人は皆、資質あると思っているのです。あると思っているから当選しているのです。それは、

大渕座長に入れた方と、私に入れた方は見方が違うから、例えばの話です、大渕座長の支持者

は、松田は資質ないと言うかもしれないけれども。ですから、みんな当選した方は資質あるの

です。だから、これをどう答えるといったって難しいですね。答えようがないのです。だから、

私は逆に町民の資質が問われるのです。町民の資質なのです。 

○座長（大渕紀夫君） そのとおりです。 

○委員外議員（松田謙吾君） だからそこのところをきちんとやっぱり言わなければだめです。 

○座長（大渕紀夫君） そうです。 

○委員外議員（玉井昭一君） 嫌な人選ばなければいいのだから。 

○座長（大渕紀夫君） そうです。 

○委員（斎藤征信君） 今の話の答えにはならないのですけれども、町民に資質がないから、

お前たちもっと利口になれと言ってもどうしようもないことなので。実は、自由意見や何かを

ずっと読ませてもらって痛切に感じたことは、これは今直接ここに関係あるかどうかわからな
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いけれども、長年議会だよりに携わってきた者として、本当にこのアンケートの中で議会が見

えない、個々の活動が見えないというのと、それから、俺が思っていたのと資質が違うと。も

っとやってくれると思っていたのにやってくれない、それが資質がないという形に変わってき

ている。それは、情報の不足から来るものだというふうに思うのです。そうすると、情報は向

こうから勝手に取りに来いというのではなくて、こちらから情報をどれだけ提起していたかと、

提出していたかということが問われてくるのだろうと思うのです。だとすれば、我々の情報の

投げかけ方というのは、やはり議会だよりというのが一番の情報網ですから、その議会だより

が面白くないとか、面白くないから俺は見ないだとか、あれでは全然だめという評価というの

は大分出てきているのです。だから、広報広聴小委員会の議会だよりのつくり方、この辺をも

う一回本当に真剣に見直して、町民の求めるニュースというのか、必要なものというのをどん

どん載せていくようなページをふやしていくということが、そうなることによって口コミで議

会だよりは面白いとか、よく見れば議会の動きがよくわかるだとか、そういうようなものに変

えていかなければならないのではないかと。それが、議会だよりを編集している者にとってす

ごく大事な指摘だなというふうに受けとめているのです。これは、ちょこちょこっと小委員会

の中でも最近こういうようにしてきているわけですけれども、どこかでそういう改革をする必

要があるのでないかということを、本当に腹の底からそう感じたということです。 

○委員外議員（玉井昭一君） 玉井です。この 361 項目の自由意見、かなり大量に集まったと

思っています。それで、これをむげにするわけにはいかない。重要なことだと思います。ただ、

この中にどう見てもこれは間違った意見だというのもあると思います。当然。そういうものは

ピックアップして抜いたにしても、このことの総評というか、結論的なことをやっぱり、先ほ

ど議長も言ったように、出さなければならないと思います。それで、それを早急に出して、そ

して報告会に臨むということをしっかり決めておかないと、その報告会についてもてんやわん

やすると思いますので、その期間までやや１カ月ちょっとですから、どこの機関でどういうふ

うにするか決めておかないとまずいのではないかと思います。だから、それを今ここで、あな

た方４人の責任において決めるとは言わないけれども、だけど、これをどこの機関で決めるか

ぐらいはやっておかないと、段々またずれていくと思うのです。だから、その辺だけちょっと

皆さんに諮ったほうがいいと思います。 

○座長（大渕紀夫君） わかりました。今玉井委員外議員からございました。私が勝手にちょ

っと言わせてもらっていいですか。18 日に全員の広報広聴常任委員会がございます。その場で

今後この問題をどうするかということを全員で議論すると。私はそれが一番いいと思います。

今当面の問題は何かというと、議会報告会でどういう対応をするかということが今議論されて

いるわけですから、広報広聴常任委員会の全体会議の中でそれをやるというのはいかがですか。 

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕 

○座長（大渕紀夫君） 僕はそれが一番理にかなっていると思います。多分ここでやるといっ

たら全然話になりません。あとは議会運営委員会か広報広聴常任委員会かどちらかしかありま

せん。議会運営委員会は、今改革のことをやっていますから、そこでダブります。新たなもの
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をつくるというのであれば、それはまたそういう方法はありますけれども。そこが広報広聴常

任委員会全体の中でどうするかという議論をするのが一番いいのではないのかなと。全員集ま

ってやるということです。 

○委員外議員（松田謙吾君） だけども、やっぱり、せっかく研究会が立ち上げてやっている

のだから、私は全員協議会でやる必要ないと思うのです。やっぱり政策研究会が立ち上げて、

10 回も議論している中で、それでいろいろなことまとまっていると思うのです。それでまたみ

んなでやったって、全員協議会に振り分けるというのは、私はそれでいいのかなと思います。

私は反対です、はっきり言って。 

○座長（大渕紀夫君） どうぞ。いろいろな意見を出してください。 

○委員外議員（及川 保君） 私は先ほども申し上げたのだけど、今回いろいろな項目でアン

ケートをとった、この項目は間違いなく政策研究会なのです。それで、先ほど心配した一件は、

当面、全体で抱えている報告会、この部分での報告がきちんとなされなければいけないという

部分があるものだから、今松田議員は政策研究会がやるべきだと言ったのだけど、またそれは

そのとおりなのだけど、項目については私はそれでいいと思うのです。それぞれのアンケート

の項目。だけど、意見として出されているこの部分で、報告会もあるものだから、その部分に

ついては 18 日の中で議論して、私はいいのではないかというふうに思うのです。 

○委員外議員（松田謙吾君） ちょっとつけ加えますけれども、政策研究会は今回で終わりで

はないのです。次も選挙もやったって、永遠に今度続いていくし、必ずしも政策研究会は２つ

とはならないし、３つになるかもしれないし４つになるかもしれない。そのたびに今度まとめ

るといって議論したものを全員協議会みたいなものをいつもやっていたら、私はとんでもない

数にまたなってくるし、議論に議論が重なっていくわけですから。ですから私は、10 回も研究

会が熱心にやられた、まとめられたもので、私はそれが政策研究会だと思っているのだけども。

それで、上坊寺局長も自治基本法の中のすべて前にお話ししたと議事録にもあるのですが、も

う１回繰り返しておくけれども、政策研究会とはある程度の人数の集まった方々で議論し、そ

して行政にぶつけていくのが政策研究会なのだと、こう言っているのです。それをせっかくや

られた政策研究会をみんなでやるというのは、私は、これは先ほども言ったように、３つにも

４つにもなる場合ありますから、これから。必ずしも２つと限らないと思うのです。そうなっ

たときにとんでもない数になってくるのです。永遠と続いていくわけですから、これから。と

いうことで私はそう述べたのです。 

○副座長（氏家裕治君） 松田議員の言われることはよく理解します。ただ今回の部分につい

ては、僕たちが目指している目的外の部分なのです、自由意見というのは。その自由意見の中

身というのは、やはり今回皆さんで共有しなければならない問題意識だと僕はとらえているの

です。それで今３つにも４つにもなるかもしれないと言われました。３つになっても４つにな

っても、例えば政策研究会で議論したことを皆さんとの協議の場で自由討論を通しながら、自

由討論、いろいろな論議を通しながら、そして、まとめだとかをして、政策研究会としての例

えば結果報告だとかそういったものに導いていくということが、自由討論を通して導いていく
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ということになっているのです。ですから、あくまで単独で、政策研究会だけが単独で走って

いくということではありませんので。それで、今回の場合については、多分この自由意見につ

いては、今回の政策研究会の目的からちょっとずれているものですから、これは皆さんと一緒

に議論しながら、議会報告会に向かって、先ほど議長も言われましたけれども、全員の中で一

度議論したいということだと思うのです。 

○委員外議員（本間広朗君） 今報告会のときにそういう議論というか、どうしたらいいかと。

まだちょっと皆さんにはお示ししていないのですけど、報告会についてはある程度統一した小

委員会で決まったことがありますので、そこでまたというか、今松田議員とかもおっしゃいま

したけど、そういう政策研究会のアンケートですよね、はっきり言って。もちろん議会の全体

のあれかもしれないですけど。例えば本当に自由意見の取り扱いとか、今回ちょっと 18 日に議

員定数等、僕らのほうから本当は提示してやらないとだめなのですけど、そういう定数と報酬

についてはもちろん出てきますけど、それは、今回はやはり、政策研究会はどういうことをや

ったのかというのと、多分自由意見の中からそういうようなお話も出てきますので、ある程度

やはり政策研究会、班編成もそれに沿って組んでみましたので、やはりその辺のところを政策

研究会である程度整理していただいて、報告会に臨む。もちろん、統一意見としてそれは報告

しますけど。 

○座長（大渕紀夫君） いいですか。政策研究会は、自治基本条例をどうするかという議論を

しているのです。ですから、我々は 10 回確かに、言われているようにやっていますけど、一切

自由記述の議論はしていませんから。それは自由記述で書かれてきたことなのです。ですから、

私たちはそこに道路のこともあれば、定数のこともあれば、いろいろなことがある。そして、

このアンケートをとらなくても定数や報酬の問題は必ず出ます。報酬の問題、これだけ議論さ

れているのですから。はっきりしています、それは。ですから、我々は 10 回の会議の中で一度

もこの自由記述の議論はしておりません。なぜかというと、我々に託されているのは自治基本

条例をどうするかということ。議会議決を経ているのです。議会議決を経た中でこれはやって

いるのです。皆さんの合意の中でやっているのです。それが議員定数や報酬の問題というのは、

今まで議会運営委員会の中できっちり議論しているのです。きっちり議論しているのです。そ

うですよね。そして、改革の中でも皆さん方のご意見の中で第３次改革の中で定数と報酬は議

会運営委員会がやると決まっているのです。ですから、我々がここでこの問題をやるとしたら、

全く違うことを、本当に全然違うことをやるというふうなことと同じことです。新たに政策研

究会を起こして、そこでやらなければならない中身なのです。ですから、私たちは、今言って

いるのは、自治基本条例のことについての議論しかしておりませんから。一切していませんか

ら、何も。自由記述は道のことも含めて一切しておりません。ですから、ここのところは当然

この議決事項を見ていただくのと、政策研究会の運営に関する規定というのを見てください。

それを見ればきちんと書いていますから全部。政策研究会の設置についても研究会名を 11 月

29 日に議決もらっていますけど、白老町自治基本条例に関する政策研究会という名前ですから。

ですからそれ以上のことを我々のところでやるというわけにはいかないということなのです。 
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○委員外議員（前田博之君） 今大渕座長の説明は理解しました。しかし、あくまでも、そう

いう趣旨であっても、このその他の意見を自由に、内容は別です、これで求めているのです。

そして、議運で、私委員外議員だけれども、そのときに山本委員長は、これは議運でこの項目

審議とかありますかと言ったときに、大渕副委員長は、これは政策研究会でやることだから、

言葉は違うけど、口出しされたら困ると。これはもう決まったからこれをやりますと、こう言

ったのです。そうしたら、皆さん政策研究会の人が責任持って意見をとったのではないですか。

内容は別にして。それは、我々の全体の議会にかかることだから、お前たちに振るという言い

方はおかしい。重く受けとめるということは、僕は十分承知しなければいけないと思うけど、

この取り扱いについてはやっぱりもっと議論しないと。もし我々が高齢者問題の政策研究会で

アンケートして、それ以外のことを書かれたら同じことやっていていいかということです。先

ほど松田議員も話したけど。 

○座長（大渕紀夫君） 全然違うよ。 

○副座長（氏家裕治君） それ以外のことで書かれたら、みんなで議論しましょうよ。 

○委員外議員（前田博之君） だけど、集めたのでしょう。 

○座長（大渕紀夫君） 当然ですよ。 

○副座長（氏家裕治君） 当然の話ではないですか。 

○委員外議員（前田博之君） いやいや、とった以上は、何らかの形で整理しなければいけな

いのではないですか、そちらのほうで。私はそう思います。 

○委員（斎藤征信君） 若干の誤解があったと思うのですが、これだけ自由意見の中に出てき

たということは、報告会の中でも話題にはなってくるだろうと。相当数の意見が出るのではな

いかということの心配だと思うのです。それで、先ほど話したように、基本の知識がないでワ

ーっと自分の感情でみんなしゃべられたら収集つかなくなってしまうわけです。そのためにこ

ちらから何というのですか、専制的にやるというか、報酬と定数の問題を話題にのせてしまっ

て、それで今までの経過や何かについての基本部分、誰もがしゃべられる今までの流れはきち

んとしゃべろうということでマニュアルをつくりましょうと先ほど言ったはずです。だから、

その中でこちらは意思統一しておけばいいのであって、そのほかに出してくる自分の意見は、

これはそれぞれ皆さんがそれぞれの考え方で対応して、これはあくまでも個人の意見ですから

という形でやりとりをして方向を探っていくという形でいいのではないかと。そのために報告

会に報酬と定数の問題を取り上げましたので、その中で我々のしゃべられることはこの範囲ま

でという形でマニュアルをつくりたいなと、こう先ほど言ったはずなのです。 

○委員外議員（前田博之君） それはいいです。僕が言ったのは、大渕座長が広報広聴常任委

員会云々。先ほど斎藤委員の言ったことでいいと思うけど、アンケートとったら、ある程度ア

ンケート以外の意見だと、私たちは関係ないという言い方をしたから、政策研究会の意見はど

うなのだと。そういう部分だということを言っているのです。 

○委員（斎藤征信君） そっちの部分ですか。なるほど。 

○委員外議員（前田博之君） それを同じく広報に持っていかれたら困るから、その辺を整理
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するつもりで言ったのです。当初の斎藤委員の議会報告会はそれでいいと思います。それはは

っきりしていればいいだけの話だから。ただ、この扱いについての話を含めて全部やるみたい

な言い方をしたから、僕の言い方悪かったかもしれませんが、その辺のことを言ったのです。 

○委員（斎藤征信君） そうすると、お前たちが出したものでこの答えを引き出したのだから

と言われてしまえば、話が広がってしまうのですけれども、あくまでも公的な政策研究会とい

う中では、そこで出てきた資料だとか何とかという形で皆さんに提供をいたしますと。だから、

この自由意見も整理をした上で皆さんに提供する。その提供したものの中にさらに問題があれ

ば、それを何とかしようとみんなで考えるか、あるいはそれぞれの形で生かしていくか。そう

いう形で使うしかないだろうと思うのです。だからそれは、政策研究会の問題ではなくて。も

ちろん、政策研究会も知りませんとは言えないかもしれないけれども、中でそれなりの論議は

します。だけれども、集約した問題は全部皆さんに提供すると。それが私たちの仕事ではない

のかなというふうに思いますけど。 

○委員外議員（松田謙吾君） きのう広報小委員会でやっぱりこの議論になりました。このア

ンケートに対して、それから自由意見に対して集中して意見があったときどう対応するのだと。

それで、きのう一致したことは、これは政策研究会が 10 回、今聞いて何も議論していないとわ

かったのだけど、きのうの段階では、10 回も議論しているのだから政策研究会の方々が一番詳

しいわけだから、各Ａ・Ｂ・Ｃの中に１人ずつ必ず入ってもらって、そして、その研究会の方々

が説明すべきだと、きのうそういうふうに決まったのです。広報小委員会では。きのうそう決

まったはずです。 

○委員外議員（吉田和子君） なぜ入れるようにしたかというと、私は、政策研究会の主張は

あると思っています。自由意見は報酬と定数について皆さんに問いた自由意見ではないのです。

そのことをきちんと言えばいいと思うのです。だから、これは議会全体で受けとめますと。政

策研究会が中心になってアンケートをしたわけですから、それを言う立場の人たちは、私はグ

ループに１人ずつ必要だととらえていたのです。だから、その内容を全部説明しろとかそうい

うことではない。政策研究会の目的はこうで、だからこういうことでアンケート調査もしまし

たと。ただし自由意見については、これは自由意見ですので、定数と報酬について伺ったわけ

ではないですし、これからの参考に伺ったわけではないので。でも、この意見は、たくさんあ

ったことは議会として重く受けとめて、今後の対応をしますということで私はいいと思います。 

○委員（斎藤征信君） きのうの話の中で私が思ったのは、そういう経過の問題や何かを皆さ

んに、研究会に関係ない人に、お前たちアンケートとってどうする気だとみんなに言われたら、

答えようがなくなります。私たちが誰かがいることによってその経過を説明して。きのうも言

ったのだけれども、それは直接私たちの求めたものではないと。だけども、それは、ねらいと

しては、基本条例を考える上で必要だったことで、それで聞いたのです。それで、そういう流

れだとか、経過を説明する人がいなかったら、皆さんが困るだろうということで私は分かれる

ことに賛成したのです。 

○座長（大渕紀夫君） ちょっと待って。今の話と今までの話と全然違う話なのです。経過を
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説明してというのと、まとめて説明しなさいというのは全然違うでしょう。一度も議論してい

ないのですから、我々は。皆さんと同じなのです。何も議論していない。見ているだけですか

ら。だから、そんなものまとめてなんて、我々ができる、これからだってできるわけがないの

です。だから、何でこれをとったのというのだったら、こうこう、こういう目的でとりました

と、その経過だけ説明しなさいというのは、それは何ぼでもできます。だから、それだったら

何もできます。ただ、それを政策研究会でまとめてやりなさいというから、そんなことできる

わけがないでしょう。 

○副座長（氏家裕治君） それが責任だみたいな言い方をするからおかしい話になるのです。 

○委員外議員（本間広朗君） その辺を整理していただければということで言ったのです。 

○委員外議員（吉田和子君） 全然違う。 

○座長（大渕紀夫君） いいですか。整理というのはどういうことだかわかりますか。整理と

いうことはまとめるということです。まとめるのではないのです、今言っているのは。 

○委員外議員（吉田和子君） 今のちょっと違いますよ。 

○委員外議員（前田博之君） みんなで責任とるみたいな言い方は違うと。 

○副座長（氏家裕治君） 誰がそんなことを言っているの。 

○座長（大渕紀夫君） 責任何か誰がとるの。経過説明しろというのだったらわかります。だ

って、とったのは我々だもの。どうしてとったのですかと、こうこう、こういうわけで自治基

本条例を見直すためにとりましたと。自由意見についてはこれだけありました。こうこう、こ

ういうものがありましたと。これについてはこれから議会で真摯に議員が受けとめて対応する

のは、それなりの対応は考えておりますと。それを言うというのだったら幾らでも言えます。 

○委員外議員（松田謙吾君） ただそれを言ったときに町民が納得するかどうかわからない。 

○座長（大渕紀夫君） それはわからない。 

○委員外議員（松田謙吾君） だから、先ほどから説明責任と言っていたのはそこなのです。 

○座長（大渕紀夫君） だから、その説明責任は全員でなかったらだめなのです。我々が責任

追うようなことではないでしょう。 

○委員外議員（松田謙吾君） 違うな。 

○委員外議員（前田博之君） 説明責任、全員でするというのはおかしいでしょう。 

○座長（大渕紀夫君） 我々は自治基本条例の政策研究会です。そうしたら、議員定数や報酬

は今まで議運で議論しているのです。今まで議運でやったことはどうなりますか。定数１減ら

すのも議運で決めました。報酬どうするというのも全部議運で決めているのです。それを決め

た中で我々が新たに議論をするということですか。 

○委員外議員（前田博之君） そうです。そうなれば、大渕座長がそういう言い方をするので

あれば、議運でやっているのだから議運で、我々政策研究会としてこういう問題出たからどう

ですかと。そういう整理をすればいいのではないですか。あなた言っているのは、意見と政策

研究会違うから、そちらのほうはみんなでやれという話にならないと私は言っているのです。 

○座長（大渕紀夫君） みんなでやれと言っていますか。我々は、それはできませんと言って
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いるのです。 

○委員外議員（吉田和子君） 政策研究会の中間報告です。それで、それに対していろいろな

意見を言ってほしいということなのです。時が時だけにある程度予想はしていたことなのです。

だけど、私何回も言っていますけど、これは定数と報酬について自由意見を求めたわけではな

いのです。これだけ自由意見で出てきた、重いです。重いけど、私は報酬と定数について意見

が伺いたいといって出てきた結果ならもっと全体でやらなければならないと思っています。自

由意見でたまたまこのことがすごく多かったと。それは絶対出てくると予想していたけれども、

これは政策研究会のやった自由意見にたまたまそれが多かったというだけで、私は別にしなけ

ればと思っています。だから、きのうの小委員会でやったけれども、議員の報告は、もう定数

だって、議会で、全員で、反対の人もいたけど決めたわけでしょう。それから委員長の報告も

したわけです、報酬に関しても。妥当であるという。そうであれば、議運の委員長なり副委員

長にまとめを、皆さんに報告会ですることをまとめていただいて、あとは皆さん、賛成した人

は賛成したなりの意見を言うとか、私はそれしかないと思う。それを政策研究会にやりなさい

ということは違います。 

○委員外議員（松田謙吾君） 違う、違う。それは違う。 

○委員外議員（前田博之君） 質問９で「どんな議会改革が必要と思いますか」と求めている

のです。その中に報酬の見直しとか議員の定数とか入っていないのならいいです。現実にこう

やってうたっているもの、自由意見書いてくるでしょう。それを大渕座長が今言っている部分

は、あくまでも自治基本条例と言ったって、この中から見たら、議員の政策能力の向上云々と

か、立ち上げましたとか、それはアンケートに載せる側はそういうひとつ固定観念でちゃんと

整理して出しています。受ける側は質問の中にこういう事項が入っているのだから、トータル

で考えます、普通、町民は。それは当然です。今吉田委員外議員言ったように、そんなの予測

できないという話にならないでしょう。そうすると、ある程度整理をする必要があるのではな

いかと言っているのです。大渕座長が今まで言っているのは、政策研究会は議会の自治基本条

例だから、それに対する意見ではないからこちらだという話になるのですかということです。

それを受けとめると言わないです。私はその中でどう取り扱うか整理する必要があるのではな

いかという言い方をしているのです。 

○座長（大渕紀夫君） 私が言ったのは、第３次議会改革というのは、何度も先ほども言いま

したけれども、20 年６月に方向を出しているのです。その中に入っている中身なのです、この

中身は。ですから我々は、この中身でアンケートを出させていただいたとこういうことです。

ですから今たまたま松田議員も私も何回も言っていますけど、今の定数の問題や報酬の問題の

中で当然、町民の関心がそこにあるということは事実ですから、記載は自由記述でもそういう

ことが書いてくるということはあると思います。ただ、我々はそのことを求めてやったわけで

はなくて、前段の今の自治基本条例が本当に町民の皆様にとってどうなのか。議会としてどう

やっているのかということを聞くためにやったわけです。そして、そこに自由記述があったと。

我々が議員の定数や報酬のことでアンケートをとったというのであれば、それは皆さんのおっ
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しゃるとおりだと思うのだけれども、私たちはこの議会改革の中で、だから、議会改革が必要

だと思いますか。その中で何が必要ですかという項目をみんな挙げているわけです。その結果

として自由記述の中にそれが来たと。そうしたら、例えば４人で整理はしました。ですから、

先ほど言ったように、議員定数が何通、それから、報酬が何ぼ、自由記述の中でもそれがどれ

ぐらいあるかという、そういうことはやっています。それ以上は、我々は議論を、自由記述だ

ということでいえば議論はできないし、するということ自体が政策研究会の、議会議決を経て

やっているわけですから、その中身から逸脱しますよね。当然。ですから我々は、そこは一切

議論はしませんということで、今まで 10 回のうち一度も自由記述についてはしていないと。も

ちろん、その前の部分についての分析はして、本当に自治基本条例をどうするかという議論は

してまいりました。ですから、そこは我々の姿勢は一貫しているし、はっきりしているのです。

それで、経過を説明しなさいということであれば、それはできないことではないですから、必

要であれば経過説明するのは全然問題ないと私たちは思います。ただ、それをまとめて考え方

を言いなさいということには、それは無理ですということを言っているのです。 

○委員外議員（松田謙吾君） 私は、結果的には、言葉悪いけどもやぶ蛇突いたのです。 

○座長（大渕紀夫君） そうかもしれません。 

○委員外議員（松田謙吾君） それから、例えば今の原発。原発は絶対安全だといえども、地

震のためにああなりました。だけども、国も東京電力も地震のためになったから、こうなった

と言えないのです。現実、被害が出てきた、責任を持たなければいけないのです。それに合わ

せると、議会だって今やぶ蛇突いたと私言ったけれども、結果的には町民にアンケートとった

のです。だから私は、最初言った説明責任あるのではないのかと言ったのはこのことなのです。

ですから私は、大渕座長の言っていること十分にわかる、氏家副座長の言っているのも十分に

わかる。だけども、やぶ蛇突いてしまったのだから、責任はとらなければならないのです。説

明しなければ、責任を取るというより。私はそれを言っているのです。 

○座長（大渕紀夫君） その件について言えば、自由意見以外の部分については、当然我々が

責任取る中身だと思っています。ただ自由意見については、先ほどから何度も言っていますよ

うに、我々のできる範疇かどうかという問題なのです。議会運営委員会で議論して一定の結論

を出しているものに対して、我々がアンケートの中身が来たからといって、新たな形で、それ

では４人で議論して、町議会の見解だなんて出せるわけがないと私は思います。そんなことし

たら議会は一体どうなるかと。そうしたら、我々の出した結論は誰が責任負うのだと。必ず今

の 30 倍ぐらいの形で戻ります。ですから私たちは、そこは経過は説明できるかもしれませんけ

れども、その中身については、議運が結論出している中で新たな方向づけ何かを我々が示すよ

うな状況ではないですし、また、できるわけでもないだろうと。それは正副議長が先ほどから

言っている中身です。私はそう思っています。 

○副座長（氏家裕治君） 先ほど前田議員が質問条項の中に今後の議会改革に何を望むかとい

う問題があると。これは自治基本条例の中に議会は不断の議会改革に取り組むという部分があ

るではないですか。その中で返ってくる答えを僕たちが予想してやるのだったら、これを書い
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たらきっとこういうことが返ってくるだろうなんて予想していたら、ああいう質問何かできな

いです。でも、自治基本条例の中に不断の議会改革に取り組むという条項がある以上は、それ

について皆さんの意見を聞くというのは当たり前ではないですか。それに対しての返ってくる

答えが、それは定数の問題だったり、報酬の問題だったり、それはその個々の問題ですもの。 

○委員外議員（前田博之君） 僕は、だから最初にこのアンケートでこういう結果出たと、そ

れを踏まえてあえて言っているのです。ただ私は、座長の大渕さんが言ったときに、こうこう、

こうで自由意見については我々の範疇ではない、こうだよと言ったから、そうではなくて、政

策研究会でこういう意見が出たと。それでは、定数とか報酬については、今先ほど大渕座長が

いみじくも言ったし、松田議員も言ったけれども、それについてはうち扱えない、これは扱え

ることにしましたと、扱えないことにしましたと、だから逆に議運でこういう問題があったか

らどうでしょうとかそういう整理の仕方をしないと。先ほどこんがらがったけど。そういうこ

とを整理しなければいけないのではないかということなのです。大渕座長がここで、もうこの

自由意見は私たちの趣旨と違うから、議長も踏まえて、議員みんなでどこかで扱えばいいのだ

ではなくて、方向性だけはやっぱりアンケートとった以上は示さなければだめではないかとい

うことなのです、僕が言っているのは。 

○副座長（氏家裕治君） 先ほど議長が言われましたよね。これだけ反響がある問題について

は私の責任でと。私の中で別な機会を設けてしっかり議論しますからということで、先ほど議

長言われたではないですか。 

○委員外議員（前田博之君） いや、僕はこの議論はいいです。手続き上の問題はそうならな

いでしょう。やっぱりあなた方研究会が整理して、ちゃんとこういう問題があるからというこ

とで議場に諮る、出すとかと。そういう手続き上はやっぱり必要になってくるのではないです

か。それを僕は、整理の仕方がどうなのということだけです。 

○副座長（氏家裕治君） ですから、前田議員の言われるとおり、先ほど大渕座長も言われて

いるではないですか。ある程度のものは、例えば１人で報酬の件と定数の件と、それから議会

改革の何項目かのことについて書いている人いるわけです。それは一緒にはできないでしょう

と。だから項目別には分けて、それを皆さんの手元に資料としてお出ししますと。そこまでは

僕たちの仕事です。そこまでは僕たちの仕事だと思います。ただ、それは自治基本条例に直接

かかわる問題と、問題ではないものもあります、はっきり言ったら。それについて、かかわる

問題ではないものについてまで今の政策研究会という枠の中で議論できるかといったら、それ

は議論できないでしょうという話です。 

○委員外議員（前田博之君） 議論しろと言っていないから。整理の仕方を聞いているのです。 

○座長（大渕紀夫君） いやいや。整理の仕方は、今回中間報告で皆さん方に渡したのはここ

までです。ここまでの議論しかしていないのです。ですから要望で出されたことについては、

これからの議論の中で十分やりますと言っている、そのとおりだと思います。それを言われた

ように、ここで政策研究会のメンバーが定数と報酬の議論をしなさいと、それは違いますとい

うことを私は言っているだけですから。それ以上のことは何も。これで今回は、中間報告をや
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ったというのは、ここまできた。あとは今度、仕分けしたものを今度は皆さんに配付できるよ

うな状況をつくり出す。その中で一番多いのは定数です。その次が報酬ですから。それについ

てどうするかというのは、我々が例えば今前田議員が言われたように、議運に諮るのか、それ

とも、議長にお話をして特別委員会をつくるか。そういうことは、我々の範疇がそこまでいく

のかどうかわかりませんけれども、それなりの対応策は当然とらなかったらだめだし、先ほど

から何度も２人ともとるべきだと言っている、皆さんも言っているわけですから。私はそうい

う方向になると思います。ただ現段階としては、たまたま報告会もダブった、それから２つの

報酬と定数がダブったという中で混乱をしているだけではないかと僕は思います。我々は今ま

でやってきたことを皆さんにご報告をして、今後これから仕分けもしてやっていきますと何度

も言っているわけですから。ですから、きょうの段階ではここまでしか報告できないわけです、

中間報告では。そういう意味ですから。ただ何度も言いますけど、くどいようですけど、報酬

と定数の問題をここで議論するというふうにはなりませんということなのです。それだけです。 

○委員外議員（前田博之君） わかりました。 

○座長（大渕紀夫君） そこを理解していただければ何も問題ないです。 

○副座長（氏家裕治君） 例えば、これから始まる議会報告会等々の中で報告できる事項とい

うのは、今まで議会運営委員長の中間報告、そういったものが一つの基本というかベースです。

そうですよね、皆さん。だってこれは決まったことですから。それに対して例えば個々の意見

が、もしそこで発言が許されるのであればそこでしていくことになるのだろうし。そういうこ

とですよね。だから、僕はそれ以上のものはないと思うのです。何もないのです。だから、も

しそれ以上のものをつくろうとするのであれば、報告会の前に皆さんでちゃんと議論しなけれ

ばだめですねという話だけです。 

○委員外議員（前田博之君） 僕は、懇談会とか報告会ではなくて、先ほど大渕座長の話あり

ました、定数と報酬聞きましたから、僕はそういうことを聞きたかったのです。 

○副座長（氏家裕治君） わかりました。 

○議長（堀部登志雄君） 今の話でも、先ほど座長のほうからちょっと玉井議員の意見に対し

て出たのですけど、議会の広報広聴常任委員会の席でこの問題についてどうまとめるかと、そ

して、議会報告会に臨むかということについては、そのときに皆さんで議論して、いやいや、

それは今までの議運でやった経過でそれで報告しようとか、それでは、みんなでここで決めて

報告しようとかと、それは次の広報広聴常任委員会で話し合うということでよろしいですね。 

○委員（斎藤征信君） この次、18 日に全員の常任委員会をやることになっているのですが、

そのときには基本的な部分について、テーマはこれにしましょうと、これでいいですかという

ことでよしとなれば、それでは、報告の柱をそれから立てましょうと。そこまで全部、報告の

柱まで立てて、提案はちょっと無理なのです。だから、その後になると思うのですけれども、

大体そういう意見が、そういうところに気をつけてやってくれとか、今考えても、今まで議運

でやってきた経過をまとめるしかないと思うのです。だから、そのあたりで押さえておいてく

れれば、あとは５月までもう少し時間ありますから、その間に整理をしたいと思っています。 
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○委員外議員（玉井昭一君） 玉井です。私は先ほど言ったことと同じなのだけれども、要す

るに５月の報告会までにどの機関でどういうふうに結論を出して報告するのか。その結論だけ

をきちんとしておきたいというだけです。どこでやるのか。だから、政策研究会ではなくて。

今議長が言ったように、政策研究会だけの責任ではないということになったわけだから、そう

したらどこの機関でやるのかと。それで今議長が広報広聴常任委員会で 18 日にやるかと言った

ら、常任委員長がだめだと言っているわけだから。先ほど 18 日に言われても困ると言っていた

でしょう。18 日にそれをまとめてくれと広報広聴常任委員会に言われても困ると言っていたで

しょう。まとめるというわけではないけれども、そこで諮ると。結論ではないです。だから、

それをどこの委員会でやるかということは決めておかなければならないでしょう。 

○委員（斎藤征信君） 議会改革で、議運でやっているのではないですか。 

○委員外議員（玉井昭一君） 議運でいいですか。 

○委員（斎藤征信君） 議運が今までやってきた改革のテーマでしょう、それは。 

○委員外議員（前田博之君） 政策研究会というのは先ほど大渕座長言ったけど、それについ

て議論して結論ついたのです。それに対応してちゃんと 18 日に再確認するという意味ですから。 

○委員外議員（玉井昭一君） それは問題ないのですね、そうしたら。わかりました。 

○委員外議員（西田祐子君） 今回このアンケート調査の報告書をいただきましたけど、自由

意見の記述何かもたくさんありますけれども、ここの中に、公表されますかとか、ぜひ公表し

てくださいと書いていますけれども、実際にこれ、私もそう思うのです。町民の方々が公表し

てくださいというのですから、町民の方々の意見ですから、当然公表しなければいけないので

はないかなと私も思っているのです。ですからその辺の研究会での報告の仕方、やっぱり意見

をこうやってまとめて、どん、どん、どんという報告の仕方だったら、私はちょっと正しい情

報公開にならないのではないかなと思うのです。ですから、例えば、言葉言っては悪いですけ

れども、やはりきちんと自分たちの意見が議会にこうやって通っているのだと。それで、町議

会議員 15 名全員がちゃんと目を通しているのだと、こういうふうになっているのだというよう

な、わかるような報告の仕方を、ぜひ、していただきたいなと。そうしないと議員は読んだか

もしれないけど、こちらの議員が読んでいないかもしれないというような、そういう内容であ

ったらちょっと困るなと思いましたので、その辺ぜひ透明性のある報告の仕方をお願いしたい

なと思うのですけど。 

○座長（大渕紀夫君） まだそこの議論はしておりません。ただ、自由意見を全部町民の皆さ

んに開示するというわけにはいかないと思います。例えば、どういう手段でどうやってやるか

ということも起きてきますので。私は、自由記述というのは、十分議会がそれを利用して、議

会改革に生かすということが私は大切だと思います。ですから、アンケートの前半戦の中身に

ついては、これは当然公表しなくてはいけない中身だと思っていますけれども、自由意見を１

から 300 まで全部そのままどこかに書いてはり出すとか、出すとか、そんなことは現時点では

当然やりようがないだろうというふうに思っております。ですから、何らかの形で自由意見に

ついては、どうしても公表しなさいということであれば、考えなければ。その部分については、
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政策研究会で何も議論していませんから、まだ。考えなくてはいけないかとは思いますけれど

も、そこに書いていることが全部町民の皆様にお知らせするということで書いているのではな

いというふうに私は理解しております。考え方については、どうするかというのはこれからの

議論でございます。 

○委員外議員（西田祐子君） １つの参考意見としてホームページ上に、例えば政策研究会の

今回の中間報告とか、当然委員会とはちょっと違いますけれども、当然こういうようなものも、

例えば意見がこうやって載っていますとか、やっぱりそういうこともホームページ上で公開す

るとか、そういうことも１つ参考にしていただければと思います。議会広報だけだったら、当

然、紙面の問題ありますから。ぜひ、その辺も検討していただければと思います。 

○座長（大渕紀夫君） わかりました。 

○委員（斎藤征信君） 確かに情報は全部公開してほしいという願いがあったということは私

も承知しています。それで、議会広報の中で、議会だよりの中でやはり議会の動きを少しでも

知ってもらわなければならないということでいろいろ論議した結果、今回はこの政策研究会を

２つ立ち上げてやりましたということと、それから、災害救援の問題で議会がみんなで動きま

したというニュースを議会だよりの中に今回入れることにしたのです。その中で２つの政策研

究会を立ち上げましたという報告をして、その残った部分でアンケートの、コメントは入れら

れませんけれども、基本的な数字は載せられるだけ載せようということで、今作業をやってい

ますので、いずれ、どこかで特集号として出さなかったらこれは報告できませんので、中身に

ついてはまだ全然誰にも相談はしていませんけれども、１回そういう特集号で出せる機会があ

ればなというふうに、今考えているということだけお伝えしておきます。 

○座長（大渕紀夫君） ほかございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○座長（大渕紀夫君） それでは、長時間にわたりご議論いただきましてありがとうございま

した。今後、町の意見を十分参酌しながら、次、政策研究会 21 日にやる予定であります。皆さ

んの意見を十分聞いた上で、今後どうしていくかというあたりの議論をしたいと思っています。

本当に全員が発言していただいて、非常に我々も心強く思いました。一致団結して頑張ってい

きたいと思いますので今後もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。 

（午後 ３時４５分） 


