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◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。お諮りをいたしま

す。本委員会においては傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。 

よって委員会条例第 16 条の規定により、委員長において傍聴を許可いたします。次に本日の

委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

                                             

○主幹（中村英二君） おはようございます。本日の日程につきましては、議員定数の見直し、

議会改革の検証と今後の予定、その他といたしまして全員協議会の開催についてを予定しており

ます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは早速調査事項に入りたいと思います。それぞれの議運の皆

様には前回議員定数の件につきましては、議会運営委員会の中で議論をしていくということが確

認されております。なお各会派には調査用紙に基づいて基本的にはそれに基づいて報告をお願い

し、具体的な数も含めて議論を開始すると。ただ数が一人歩きをすることのないように、また恣

意的なこと、それから町民に不安を与えるようなことがないような形でこの議会運営委員会をと

り進めたいと思います。よって、数字についての根拠とまではいきませんけれども、なぜそうい

う数字になるのかということも含めて、きちっと議論をしていきたい。数字だけが報道されたり、

それによって町民が動揺することは、我々にとっては望ましいことではありません。そういうこ

とで言えばですね、その根拠を示していくと、その議論をここで真摯に行うと、そういう形で進

めていきたいというふうに思います。その点十分考慮して数字も当初から出して議論していくと

いうことですので、その点十分踏まえてですね、ご発言を願いたいと。特に議論を詰めていく過

程ですので、それぞれの議員や会派の思っていることをきちっと出しあって最終的な結論を今年

中、12 月いっぱいに出したいというふうに考えておりますので、ご意見はそのような形でお願

いしたいというふうに思います。そういう形で進めるということでよろしゅうございますか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） それでは議員定数の問題についての調査を始めたいと思います。事

前に何かご発言をご希望される方いらっしゃいましたらどうぞ。 

 なければ各会派で議論をされているその結果についての一通りのご意見を賜るというふうに

いたしたいと思います。１番目から７番目までのことについて、整理できている範囲でその中身

でご説明を願いたいと思います。 

 それでは町清クラブ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブとしていろいろと議論をいたしました。その結果をある程

度まとめましたので、ご説明を申し上げたいと思います。 

１番目の会派としての定数についてでございますが、私どもの会派は 17 名ということで決め
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ております。次に法的根拠についてでございます。白老町の議員定数は地方自治法上では 26 人

でありますが、長い間４名減の22 名で構成されてきたわけですけれども、14 年９月に定数条例

を改正し、20 名で現在に至っているということでございます。地方自治法上の定数制定の法的

根拠については十分説明されていないのが現状であります。従って私どもの町清クラブとして

17 名に決めた法的根拠を示すということは非常に難しいことでありますが、しかしながら地方

自治法上の定数を唯一のよりどころとするならば、26 名とはいっても白老町の人口の現在は２

万人に近い位置にあると言えます。そこでも定数は 22 名である。現在 20 名の定数で推移して

おりますけれども、近隣の自治体、特に苫小牧市、登別市において町村並みに減数の傾向にあり

ます。また人口的に類似の自治体、すなわち美幌町、余市町、静内町、八雲町においても削減の

状況にあります。白老町は虎杖浜から社台まで約 28 キロ横に広く、大雑把に分けて７つのブロ

ックに分かれ、それぞれ市街地を形成しております。これらの各地域に住む町民の声を町政に反

映するということになりますと一定の議員の数の確保は必要であると考えます。そこで私どもク

ラブは白老町と人口的に類似している自治体の議員一人辺りの町民数は美幌町で 1,630 人、余市

町で 1,263人、静内町が1,057人、八雲町が1,258人となり、平均約 1,200人前後が妥当な数字

であるとするならば、定数は 16 人から 18 人が良いと考え、今回悩んだのですが、議論の結果

その中間を取って 17 人、白老町においては議員一人当たりが 1,221 人になりますが、17 人とし

たわけでございます。これが法的根拠、法的といえるかどうかは別にして、そういう議論付けを

いたした次第であります。 

次に３番目の議会運営上必要な議員数と、こういうことでございますが、今後の議会の議論の

あり方として常任委員会の審議の充実は非常に重要であり、政策形成の上でその充実が図らなけ

ればならないことは当然であります。従って 17 名であれば３常任委員会にするとすれば、少人

数の委員になりますので、これを避けて２つの常任委員会にすると。例えば仮称でございますが、

総務民生常任委員会を９人、産業建設常任委員会を８人とすることであります。しかしながら聞

くところによりますと来年 19 年４月から地方自治法が改正の予定で、１議員が２つの常任委員

会に所属が可能となる等の改正が予想されているようでございます。その時点で３つから４つの

常任委員会に戻す検討をしてもよいのではないかというふうに私どもは考えた次第であります。 

４番目議会のチェック機能についてでございますが、２つの常任委員会で多くの議員で構成す

る。２つですから９人から８人の議員で構成することにより、いろいろな角度から十分に議論す

るならば、チェック機能は十分維持できると考えられます。ただし議員各自がそれぞれの立場で

勉強し資質の向上に努めることは当然であるというふうに考えます。 

次に５番目と６番目でございますが、これについては今まで述べたことに重複しますので、こ

の部分は省略をさせていただきたいと思います。 

次７番目の会派の考え方という項目でございますが、近年インターネットの普及や情報公開が

進み、議会だよりまたは夜間議会などの開催により、町民の議会に対しての関心は深まっており、

それと同時に議員への見方は厳しくなっております。名誉職の時代はすでに終わったという認識

を持たなければならないと考えます。町民の体制は議員を削減すべきであると思わなければなら
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ないと私どもは考えました。しかしながら議会活動は町民の代弁者として多忙を余儀なくされて

おります。その現状を見るときに現在の報酬で果たして町民の負託に答えられるか、また若い

方々が議員に出馬できる環境にあるのか、年金受給者でなければ議員として十分な活動に真摯に

取り組める状態にないのではないのか、議員定数の削減のみが語られ報酬の件は議員としてタブ

ー視されてきていることには疑問を感じるということでございます。白老町に視察に来られた他

の自治体の議員からは，現在の白老町の活動状況から他の自治体に視して相当低いのではないか

という指摘がなされていることを我々は聞いております。議員報酬は特別報酬審議会で決定され

るものでありますけれども、審議会の唯一の委員である議長においてこれらの議員活動の現況を

十分に説明されて、他の委員の方々の理解を得るように強く希望するものであります。 

以上が私ども会派の考え方でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 続きまして新政クラブ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 町清クラブさんのようにきちっと言えるかどうか疑問な点がございま

すけれども、一応うちの会派でまとめた内容を発表させていただきたいと思います。 

 １番目、会派としての定数、これは今これからるる理論づけを言っておきますけれども、うち

は 16 名という意見で統一をされました。 

 ２番目の法的根拠でありますけれども、町清クラブさんが詳細を述べていただいた中身とよく

似ているのですけれども、やはり 60 条第１項で規定されている人口の上限定数ですね、今うち

の町は２万人から５万人の枠組みの中で上限定数 26 名、現行が 20 名、これからの状況の中で

人口の推移がどのように変化するのかというのは、おおよそのところ２万人を下回る可能性が高

いだろうという見地からですね、やはり 60 条第１項の中の上限の絡みでいうと、１万人から２

万人の町村の枠組みの中に入ります。当然上限定数は 22 であります。22 の中で今の現行定数の

６減を図っている数字を当てはめますと 16 という数値になるということも我々の会派の中では

根拠になるのではないかというふうに判断をいたしました。また３番目にも関わってくるのです

が、改訂が予想されております地方自治法の中で１議員が所属を決められている常任委員会の所

属について複数の常任委員会のことが認められるということを踏まえまして、町清クラブさんは

複数の中でチェック機能も含めた中で提案として今の常任委員会を２つにする案、それから複数

であれば３つに戻す、４つに戻すという案がありましたけれども、私達はこの 16 の数字を単純

に今ある常任委員会のスタイルを２つにしてですね、チェック機能を高める意味でもですね、８、

８という中身の数字で常任委員会を運営するという形がいいのではないかと。それから今いる

20 の定数の中でいろいろと委員会活動、特別委員会ですね、等々が実施されていますけれども、

もう少しその中身も精査しながら議会改革の中の取り組みとしてですね、常任委員会に昇格した

り、または通常の常任委員会にその活動を取り入れたり、今の議会運営の中で示されている決算、

予算の特別委員会は別としてですね、そういう委員会の見直しを図るべきではないかと。それに

よっておのずから定数が示されるのではないかという議論になっております。 

 続いて順番どおりいくことになりますけれども、議会のチェック機能についてはやはり 16 と

いう議員定数にするということは、数的には完全に量が落ちるわけですね。だけれども平成９年
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から白老町議会が取り組んでいる議会改革、このなかで特に町清クラブさんも言っていましたけ

れども、資質の向上ということを非常に取り組んでおります。このことをやはり更に深めてチェ

ック機能を高めていくことが必要ではないか。そういう議論になっております。 

 それから町民の声、要望を確認した政策提起ということですが、このとらえ方は今回の議会報

告会での定数についての意見についての要望をどういうふうに掌握するのかという考え方もあ

ったのですが、我々は要するにこれも議会のチェック機能と同じようにですね、各議員の資質の

問題に付随していくだろうと、やはり町民と接する機会も議会改革の中で示されている出前トー

クだとか議会報告会等々で町民の皆さんの前に出て行くというスタイルも必要ではないかと。そ

ういう中で感じたものを政策提起していく、資質向上を図るという努力も必要になってきて、こ

れも現行の数字であっても我々が示している数字であっても、これは取り組まなければいけない

事項であろうというふうに結論を出しました。 

 それから６番目の財政的面からの議会改革の実施ということですが、当然我々は費用弁償だと

か日当だとかのやつを議会改革の中で精査をして取り組んでいる状況であります。当然この我々

が示した 16 の定数ということになれば、現行の議会予算 8,000 万円の中で 20 人を単純に割り

ますと、１名当たり 400 万円ということですから、単純に割りますと現行から４名減るという

ことですから、1,600万円の財源留保ができるということであります。ただそれだけで財政面で

の定数かと言うことになるとですね、これは話の方向が違うのだと。当然 16 名になって議会機

能を高めなくてはいけないという課題も出てきますので、議会の運営費ですね、勉強する、研修

する、この費用にこの削減した分を充当していただくと。こういう考え方を我々の会派は持ちま

して、そういう働きかけをしていきたいと。当然削減によって議会費総体が減額になるというこ

とは事実でもありますし、それは今の町財政の逼迫化の中でも寄与する部分は多いのではないか

という判断であります。 

 その他会派の意見のところでありますが、やはり精鋭的という言い方が表現的にどうかわから

ないのですが、町清クラブさんも言っておりました名誉職ということではなくて，専門職という

位置づけの活動が望ましいであろうと。当然町民もそれが望むところが多いというふうに我々の

会派は捉えている。それからやはり定数の問題については町清クラブさんもおっしゃっていまし

たけれど、やはり近隣の市町村の状況、整合性ですね、我々が今これから議論をずっとしていく

のですけれども、近隣の市、町清クラブさんは我々と人口の類似のところの一人辺りの要するに

有権者数の議員数の割り返しもしていただきましたけれども、当然そういう整合性を念頭におい

て議論すべきではないかと。それから今回の定数条例を提出することになるとは思うのですけれ

ども、改選期ごとに、当然議会改革の中でも定数の見直しということは継続審議になりうるだろ

うということなのでしょうけれども、やはり１回ごとではなくて、１回、２回という人口の推移

とかいろいろな状況変化とかあろうとは思うのですけれども、やはりあまり変化のない数字を念

頭に置いて議論すべきではないかなという意見でありました。 

わかりずらいかもしれませんが以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新風。 
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○副委員長（吉田正利君） 私どもは会派としての定数提言は 16 名にさせていただきたいと思

います。２つ目の法的根拠の問題でございますが、地方自治法にうたっております人口規模の

26 名という数字については、この法律自体は明治以来の法律でございまして、現状に即すかど

うかの問題は別としまして、私どもは現在のこの法的根拠と白老町の条例に基づいて考えるなら

ば、現状の設定している 20 名、これを基準にして 16 名が妥当でないかなというところが１つ

の基準点でございます。 

 次に議会運営上必要な議員数ということでございますが、私どもは委員会を２常任委員会に設

定して、来年度の新年の自治法の改正も予測しながら現状 16 名で２常任委員会制度を掲示する

と。その中で調整を図っていってもいいのではないかという見解でございます。 

 議会のチェック機能の問題でございますが、これは現在進めております自治基本条例の問題も

ございます。住民行政、議会の役割が明確になりまして、たぶん町民の意向も相当数反映されて

くるだろうという考え方に立ちまして、この議会のチェック機能ということに対しては相当シビ

アに論議される時代が来るのではないかと予測しております。そういうようなことで私どもは

個々人の資質の向上はもちろんでございますが、今後における町民とのいろいろな意味での調整

を果たすことが必要であろうというふうに考えております。 

 次に町民の声を確認した政策提起ということでございますが、今後は議会活動も含めてやはり

町民との接触が非常に重要になってくると思うのでございます。そういうふうなことで住民と議

員間の政策課題というものはやはりそのような中から今後重要視されていく傾向にあると思い

ますので、私どもは例えば会派で町民との懇談会に持ち込むか、議会全体での報告会を活発化し

て、より住民とのつながりを強化していく必要があるだろうと考えております。 

 財政面からの議会改革の実態でございますけれども、現在議会費は全体経費の１パーセントに

満たないわけでございます。それで４人の定数が削減されますと、1,600万円の財源が出るわけ

でございます。ここで先程全員からも出ておりましたけれども、議会議員の活動の趣旨から起き

まして、議員そのものの若返りをやはり実施していく必要があるという考えになるわけですけれ

ども、そこにどうしてもこの議会に対しての費用の問題が発生してまいります。私どもはこの４

人が削減されることによって、今後の議員に対する一つの費用、報酬を些少でもここにバックし

ていく必要があるのではないかという考えになっております。 

 最後に会派の基本的な考えでございますが、議員の削減については基本的には賛成でございま

す。しかしながら近隣市町村の経緯もございますし、いろいろありますけれども、あまり無理を

して削減に踏み切った場合に本来の白老町の今後の議会活動になんだかの支障をきたした場合

にやはり問題あるだろうということで、私どもは 16 名が妥当な線でないのかなという考えでご

ざいます。だいたい以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは私の日本共産党ですけれども、我々は以前からずっと言っ

ていますけれども、現行のままで行きたいと、行くのが当然だろうという考え方でございます。

法的根拠についてはですね、この地方自治法、実際には途中で改正になって 26 名になったわけ

ですめれども、人口 5,000 人から１万人未満の町村でも 18 人、ここまで設定できるという意味
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でございます。それは十分承知しております。しかし 18 人というのは 5,000 人以上１万人未満

の町村でもそこまで持ってもいいですよという根拠なのですね。法律というのは皆さんご承知の

とおり国会で決まったら消費税でも何でも守らなくてはいけないのだけれども、この法律だけは

そういう仕掛けになっていないのですね。必要は認めるけれども各自治体でやりなさいという制

定の仕方なのですね。ここだけは守らないでどんどん減らすのが非常に良いというような印象に

国民全体がなってしまっていると。私は国が定めたものではこれくらいの数があっても必要では

ないかという根拠も逆に言うとあるわけですよ。それが周りの状況でこういうふうになっていく

というのは全道議長会の事務局なんかもよく言う話ですけれども、我々が我々自身の首を絞めて

いくということと同じことになる。それはどういうことかというと、地方自治がだんだん形骸化

していって、直接民主主義、町民の声が議会を通さず直接町民が地方自治体の長に話したり役場

に言って解決していくというふうになってしまう。音威子府村のように実際に６名の議員になっ

て本当にそれで議会の機能が進むのか、ここら辺が私は法的根拠という意味で言えば、この地方

自治法の 91 条で定めている部分というのは非常に重いものがあるのではないかというふうに思

っております。 

 それと人口比の問題なのですけれども、もちろん皆さん方がやられた数字というのは同程度規

模ということですから、これは全く問題はございません。私もそれは根拠の１つになるだろうと

いうことは認めます。ただ人口規模だけで言いますと人口多い所に行くとどんどん人口に対する

一人の議員の数が減るのは当たり前でございます。ですから人口 2,000 人未満の町村の最高限度

額が 12 人というのはそういう意味なのですね。２万人のところが 120 人になるかと言ったらそ

のような持論にはならないということなのです。ですから公的な根拠というのは私はそれなりに

あるのだろうというふうに思って見ております。ですから我々の町で言えば 26 人の議員定数ま

で持てるものを 20 人に削減しているということで言えば、法的根拠としては十分満足できる中

身ではないのかと。特に今の地方自治の状況、税涯移譲から始まりまして交付税のカット、そう

いう中で地方自治体に課せられているものはいったい何か、考えたとき私は議員定数を減らすこ

とは決して得策ではないだろうと。町民にとっても得策ではないだろうというふうに考えており

ます。 

 ２つ目の運営上の問題ですけれども、活動日数につきましては書かれていますから、言いませ

ん。ただ本会議、常任委員会、議運特別委員会、協議会、会派代表者会議、各議会の研修、こう

いうものが述べの数にすると議員一人当たり膨大な数なのですね。ということはその数が減れば

減るほどその絶対量が下がるということになります。ですから私はそういうことで言えば議会運

営上本当に必要な数、常任委員会がダブれるということなのですけれども、これは考えるとなか

なか大変だなと思っているのですね。例えば 10 名にして２つ全部ダブれば今の常任委員会維持

できるということになりますよね。議員定数 10 名にしてダブれば 20 名と同じことですから、

今の常任委員会は維持できると。私が言いたいのは、それで果たして議会が正常に活動していく

のかということなのですよ。ですから今の報酬で例えば皆さん方が常任委員会だけですけれども、

今の倍の出勤日数になった場合どういうふうなことになるかというようなところまで考えたと
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きに、この議会運営上必要な議員の数というのはやはり審議が尽くせる数、議論ができる数、こ

こだと思うのですよ。これがないがしろになるような議員定数では私は駄目ではないのかな。も

ちろんそれだけの熱意を持って今の倍以上の出勤をしながらやるということであればそれは構

わないのだけれども、そこの活動の数が減るというのは審議機能が極めて心配になるということ

であります。チェック機能の部分については今言ったとおりです。予算、決算、条例の問題、政

策の問題、また各他市町村でいろいろ議会のチェック機能が問題になっております。財政再建団

体になっていったとかというところで議会議員がどういった役割を果たしていたのかと、政策形

成過程でどういうチェックをしていたのかということが、町民の中からも今回の議会報告会の中

からも出ました。下水道の政策転換、今回財政上非常に大変だということで他の政策にも手を入

れるという状況が再検されます。そのときに本当に我々が議論を尽くしてチェック機能が果たせ

るのかと。政策転換をしたときに本当に町民に納得できるチェックが監査含めてできるのかとい

うところが、今までよりももっともっと議員の活動上必要な部分だろうと。今の活動をもっとも

っと強化しなくてはいけないというふうに思います。そういう意味でいうと、私はこのチェック

機能の低下というのは極めて大変な状況になるのではないかと思います。町民の要望のことにつ

いては、これはそういう政策提起が議会からされるということで言えば、多くの議員が議論をし

て政策提起をしていくために必要な数ということでは、町民の要望聞くだけではないのですね。

議会が例えばうちの議会では残念ながら議会提案権をつくった、議会みずから、議員みずからが

議案提案をするということは今まで１度かな、私の経験の中では個人の議員さんが議案提案をし

たというのは。それが１度もないのです。議案提案を議員ができないぐらいの数とか資質という

ところに私は問題があるのではないかと思っております。それは町民の要望を議会に提案すると

いうことはそういうことですから、議案提案が全くない、２人以上の議員さんいらっしゃったら

条例上の問題含めて予算伴わないものなら議会議員としてどんどんどんどん出せますから。そう

いう機能まで高めていくということから言っていかがかと。財政的な問題については言われたと

おりです。平成８年１億 3,000 万円のものが平成 17 年 8,400万円まで我々は議会改革の中で努

力をしてきたということで言えばですね、本当に十分努力をしてきたのではないかと。財政面で

言えばですね、私は歳費を上げないと。それだけ議員が努力をするという形になるのであればヨ

ーロッパ型の議会、夕方から議会を始めると。これはカナダなんかもケネルなんかもそうですね。

土曜、日曜議会をやる。これはヨーロッパや欧米では普通です。ですからサラリーマンでもどん

な方でも議会に出られるという仕組みをいっぺんにはできないかもしれません。しかし我々の議

会としてそういうことを構築していくことは、私は不可能ではないのではないかと思っておりま

す。本当にサラリーマンの方々が議会に出るということであれば、私はそういう努力を本当に真

摯にして、土曜や日曜や夕方から議会を始めるということで、その対応ができないのかどうなの

か。もう１つは議会報告会 94 名の参加でしたけれども、その中での最大の教訓は何かと。議員

定数を議論する前に議員の資質を考えなさいと、きちっとした議会活動をしてくれれば私達はそ

の後で議員定数を議論してくだされば十分だという意見がかなりあったと。ですから我々の側の

問題、そういうふうに受け止めたときに、言葉だけで資質を上げるのではなくて中身として資質
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を上げる場合はそういう町民の意見に真摯に耳を傾けるということだと思うのです。私の印象で

はかなりの部分がそういう意見を申されていました。来られない方の意見はもちろんあるとは思

いますけれども、私はそういう中でこの議員定数を考えていきたいということであります。以上

です。 

 公明党。 

○委員（吉田和子君） 私先に確認すればよかったのですけれども、来年の４月から常任委員

会２つ持てるという考えがあるということで、それを議会としてそういう方向性を条例化するの

かどうなのか、そしてその２つ持てるというのは全員がちゃんと持つという意味なのか、それと

もやりたい人だけがやるということなのか、その辺がちょっとはっきりしなかったものですから、

定数は減らすべきであるということで 16 人から 18 人の間でもと、それはその辺がはっきりす

るともう少しはっきりできるのですけれども、それを確認先にしたいなと思ったのですよね。と

いうのは、法定数が 26 人というのは議論してきたことなのであれですけれども、１つに考えて

いるのは、委員会の定数のことで報告会にもお謀りしたときに、議員の役割の果たすものがすご

く大きいという話ありました。地域性というものもちろんあります。多くの町民の意思の反映、

チェック機能、政策提言と町民に選ばれたものとして責任果たす必要は絶対にあると思うのです

ね。ということであれば、本当であれば削減せずにやっていくことができるならばと私達も思い

ました。だけど今の現状、議員であるわけですから、歳費の削減という厳しい状況というのは考

えなくてはいけないだろうと。そういうことから議会ということで考えていくと私達は最初 18

名と思ったのですが、これは次のほうにも行ってしまうのですが、議会運営上委員会は今まで３

つやってきました。それを２つにするという考えを持ちました。16 名で２つでもいいのではな

いかと。ただ２つ以上持てるということは３つの常任委員会も可能なのではないかと、そういう

ことも含めてその辺がどうなるのだろうという疑問があったのですね。そういうことで、16 か

ら 18 ということで考えています。先ほどからずっと出ていますように、委員会の方向性、それ

から議会運営上法的根拠はそういうことでちょっと流動的で申し訳ないのですが、その辺確認し

てからきちっとした数字をこの議論の中で私達も示したいというふうに思っています。 

３番目の委員会も先ほど言いましたように、３常任委員会を２常任委員会にしていったときに、

議員の拘束の日数が多くなると、これは当然のことだと思うのですね。ですけれども、削減する

というほうと今議会として議会改革の中でやっているわけですから、それは当然あるものととら

えて、それをやっていける人が議員に出るべきではないかと、そういうふうに考えています。白

老町はそういったことでは職員もすべて削減しておりますので、その中で議員が今の人数がなけ

ればチェック機能果たせないとか、資質の向上図れないということではないだろうと、そのよう

に捉えています。 

 それから４番目と５番目私一緒にしてお話したいと思うのですけれども、政策提言先ほど全然

されていないということだったのですが、やはり私達議員一人一人の努力がまだまだ足りないの

ではないだろうかと思っております。今回の議会報告会を踏まえてもやはり町民に議会の活動が

わかってもらえていないというのは、これは数が多い、少ないではなくて、議員一人一人の活動
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の範囲、活動の仕方にやはり問題があるのだろうと捉えています。ですからもっともっと町民の

中に入っていく工夫、それから議会としてももちろんそれは 18 人でも 16 人でもできることだ

と思います。議会がもっと町民の中に入っていって、しっかりと町民の要望、それから町民の意

向を受け止めていけるそういう議会にする努力を最大限に選ばれた議員でやっていくべきでは

ないだろうかというふうに思います。 

 それから６番目の町の 19 年の予算編成、かなり厳しいということで新聞等でも今大変出てい

ましたけれども、マイナスシェアリングだけではなくて今度分配性にするとかということも出て

おりました。私は議員を削減することで、もちろん若い人達が出られるように議員報酬を上げる

べきなのかということも少し議論しました。その中で議員報酬を上げるのであれば議員定数を減

らして議員報酬を上げるのであれば私は町民の希望はチェック機能を少しでも広くという思い

があるのであればそれに答えるのであれば、私は議員報酬をもしこのままで良いということであ

れば議員定数は下げる必要はないというふうに思います。だけどそういう削減の厳しい中で議員

削減はそのことも絶対含まれてくると思うのです。町民の方はそこほどまで考える必要がない、

議員のやるべきこときちっとやれば報酬は下げる必要がないという話ありましたけれども、私は

そうでないと思うのですね。やはり議員として今の財政をきちっと見てやはり下げるべきだろう

と。下げたのであれば下げた中で議員を削減して下がった分を違うことに活かしていけるような

ことをやっていくべきではないかなというふうに思っています。 

それから７番目のその他会派の考え方ですが、先程も述べましたように定数の削減によって委

員会構成をどうしていくのかという事を、私達は本当は３つの委員会を継続できるならして２つ

を持つという形が理想的ではないかなというふうに考えております。先ほど言いましたように日

数が増える、それがいう中で議員は何を優先させるべきなのかということをしっかり踏まえた上

で立候補してもらいたいと思いますし、議会活動というものはどういうものなのかということを

しっかりと掌握して議会活動に取り組まなければならないというふうに考えています。それから

改革というのは、議会改革は今後とも進めていくということなのですが、この定数というのはず

っと付いて回ってくることだと思います。そういうことで常に議会定数を白老町にとってどうだ

ったのかということを検証しながらしっかりと取り組んでいかなければならないというふうに

考えています。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは委員長において委員外議員の皆様の意見をお聞きしたいと

思います。最初に無会派玉井議員の発言を許します。 

○委員外議員（玉井昭一君） 定数は 18 名が良いと思います。法的根拠ですけれども、あくま

でも私は 22 名を根拠にして４減というふうに考えております。それから議会運営上は今までど

おり３常任委員会を６人ずつでやっていきたいと。これ以上は議会運営上大変だろうというふう

に思います。議会のチェック機能ですけれども、やはりこの人数が最小限かなと。これ以上の数

を減らせばチェック機能は成り立っていかないのではないかと。 

５番目はあくまでも議員は町民のためにあるということで、町民の声をできうる限り反映する

ためにはこの人数が必要であろうということです。それから財政的な面はこれも先ほど法的根拠
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言いましたように 22 名を根拠として４減ですよと。その４減の部分を上乗せすべきだろうと。

若返りも含めてそういうふうに考えます。 

それからその他会派の考え方では今まで述べたことを総合していけばいいかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 同じく西田委員外議員。 

○委員外議員（西田祐子君） 会派としての定数なのですけれども、私は特に人数というのは

深く考えておりませんでしたけれども、だいたい３名減ぐらいがいいのかなと思っております。 

その法的根拠は現在白老町は人口２万人ちょっとですけれども、やはり町清クラブさんがおっ

しゃったように町民一人当たり 1,200人程度、これが限度かなと思っております。議会運営上必

要な議員数ということで、やはり前の皆さんがおっしゃったように２常任委員会が適当なのかな

と。その前におきましてですね、４番目の議会のチェック機能としてこれ以上の議員削減した場

合に果たして本当にチェックできるのかといったときにですね、今の数でも非常に厳しい上に更

にこれ以上の人数は無理だろうと。ですから３名が限度かなと思っております。 

 ５番目の町民の声を確認した政策提起ということで、町民の皆さんの声を聞くにあたりまして

ですね、どうしても議会のほうに時間をとられてしまうとやはり町民のほうに出向く機会が少な

くなってくる、あまりにも大きい削減というのはそういう機会を失ってしまうのではないかと、

やはりそのように考えております。 

 ６番目の財政的な面からの議会改革の実施なのですけれども、町民の多くの皆さんが議員定数

の削減を求めている声の中で、議員定数だけの削減を本当に求めているのではなくて、役場全体

の財政面のリストラを求めているのではないかと。その場合に議員だけが削減されていった場合

に役場のほうが伴わないときに、町民はそれで納得するのだろうかと、やはりずいぶん早くから

議会は町側より先行して財政面で大幅なカットをしてまいりました。それを引っ張ってきたわけ

なのですけれども、これ以上の議会費の削減というのは議会不要論にもつながってくるのではな

いかと。むしろそのような考え方にたちまして、これ以上の議会費の削減は無理だというふうに

思っております。 

 最後に７番目の会派の考え方といたしまして、やはり議員の数を削減するのであればその分を

議員報酬に充当するべきである。それがかなわないのであれば、政務調査費に回すべきである。

これは４番目の議会のチェック機能にもつながるわけですけれども、議員としての資質を町民が

望んでいる以上、議員の数が減った分議員は努力して勉強しなくてはならない。最低このような

ことができるような環境にするべきだと。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 一通り各会派及び無会派の議員の皆さんのご意見を承りました。こ

のあとそれぞれの質問なり各会派に対する質問なり、会派でも発言されていない議員さんいらっ

しゃいますので、少しそういうことでもう少し詰めた話になるような形での議論を行いたい。そ

こら辺が我々の議会にとって極めて大切なところだと思いますので、それぞれもし思い、ご意見

ございましたら質問等々含めてどうぞ。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤ですが、私どもの議会の中で７番目の会派の考え方
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の議論の中で若い方々の出馬が現状では非常に難しいと。なぜなのだろうという議論をそれぞれ

しました。そうするとやはり自分の仕事が事業をやっている人は自分の仕事を捨ててまで、ある

程度会社の社長とか専務クラスになってある程度の地位の人が議員になると。その年になるとや

っぱり 60 近くなっているだろうと、こういうことなのですよ。例えば 40 代の人が出られると

いう状態のときは、おそらく会社の経営者だとか、小さなお店屋さんなにかは別にしてある程度

の収入を得て生活をしている方々が自分の仕事をなげうってまで議会議員をやろうという気持

ちには今の報酬体制ではできないだろうと。これが大きな若い人達が出られない原因を作ってい

ると。従ってできれば議員報酬をある程度の収入を得るような状態にさせてあげることが若い人

達の気持ちを変えられるのではないのかと。先ほども申し上げたように年金をもらってやれる人

は議員報酬があろうがなかろうがなければいいということではないにしてもある程度多い少な

いは別にしてもできるだろうと。若い人は果たしてそういうことができるだろうかということを

考えた場合に、今の状態ではできないという結論に私どもの会派はなったのです。それでなんと

かそういう出馬できるような環境を作るようなふうにしてあげなければ、おそらく若いの出ろ出

ろといったってそうはいかないというのが現状だと思うので、この際その辺りを十分削減と同時

に報酬面も我々自分の報酬を云々するということは僭越なのだけれども、特別審議会で大いに議

論してもらいたいということを希望すると、こういう形でまとめたと、こういうことなので、そ

の辺りについては皆さん方も若い人が出られるような境遇、しかし現状の報酬ではというと非常

にかわいそうだということがあるものだから、その辺りも十分議論していただきたいなと思って

おります。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今の意見なのですが、私どももそういうこと話しました。若い人が出

られるのはやっぱりある程度の立場になっている人ではないだろうかと。反対に考えて若い人達

が議員報酬だけで生活できる報酬を今後白老町の議会の中で出していくような方向性が、出せる

のかどうなのかという議論をしたのですよ。議員の場合は年功序列とか何期とかで給料変わらな

いですよね．みんな一緒ですよね。ということは年金をもらいながら余裕がある人も若くて本当

にその報酬だけで生活しなければなまらない人も同じ報酬という事になるわけですよ。その報酬

のあり方が他の給料体系と違うわけですよね。そう考えたときに若い人が出る給料報酬体制を整

えるという、大幅に議員報酬を出すということにはなかなかこの議会の仕組みでは。市ならまだ

ある程度補償されていますけれども、だからそういうふうなことを考えていかなければならない

のだなと思ったのですよ。今その議論がされて変えていけるのだろうかと反対に思う。今の歳費

に５万円やそこらプラスしたからといって若い人達方出られるかといったらそういうことには

ならないだろうということも話したのですね。ですから、本当にそういう議論をするのであれば、

本当に根本的に若い人達がそれだけで生活できるだけの報酬を出せる方向性が見出せるのかど

うなのか、その点をきちっと調べてみる、研究してみる必要があるのではないかという議論を私

達はしました。 

○委員長（大渕紀夫君） 谷内委員。 
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○委員（谷内勉君） 今２人の委員さんから出ましたことは全くそのとおりで、会派の中でも

この案については話されました。ただ議員定数の削減のほうに走りすぎてしまってその背景にあ

るものというのを平行して議論していかなければならないかなと私は考えます。会派の中で話を

戻しますけれども、一応今言った年金者の人達がかえってやる。そうすれば暇が取れるしいろい

ろな活動もできるだろうと。しかし今言った若い人達に対してはまず引っかかってくるのが議員

報酬の問題だと思うのですね。やはりこれ同等の立場で同等の条件でできるようなそういう考え

方を根本的に持って話し合っていかなければ駄目かなと私は考えます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 先ほど町清クラブさんのほうから出ました話で、議長といえども報

酬等審議会には入っておりませんので、全く議員報酬においては入っておりません・・・ 

○委員長（大渕紀夫君） 元議長が入っているということです。必ず元議長は誰か入っていま

す。 

○委員（加藤正恭君） それはわかるけれども・・・ 

○委員長（大渕紀夫君） 現職入っていません。 

○議長（堀部登志雄君） 現職入っておりませんので・・・ 

○委員（加藤正恭君） うちの会派でそのようは話をしていたものだから。議長も入っていな

いのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど私どもの会派で述べた特別報酬審議会に議長が一人入っておら

れるということだったものだから、ぜひそういう立場で議員活動の実態とかなにかを他の委員の

皆さんにも説明してもらって理解を得るように努力をしていただきたいというふうに希望する

というふうに申し上げたのですけれども、議長が入っておられないとなれば、これは考えなけれ

ばならないなと。なぜなら元議長が入っているということはある程度事情はわかるでしょうけれ

ども、元議長の時代とまた今の時代とはだいぶ変化しつつありますので、しかも議員定数削減と

いうことになると、よりそれぞれ各個人個人の活動に対しての負担が多くなる。そういう事情を

十分知ってもらうという意味では議長が入っていない審議会というのもいかがなものかなと。議

員の報酬を審議する審議会に現職が誰もいないというのはいかがなものかと思うのだけれども、

その辺りどうなのですか。これは辞退したのですか、最初から入っていませんか。 

○委員長（大渕紀夫君） 当然ですね、議会の議員の歳費を上げるということを自らが提起す

るということは今まではほとんど不可能です。ですからそういう意味で言えば客観的に我々の議

会活動を見ている人達が審議会の中で評価をするというのが私は当然だと思っています。それは

我々の実情を理解していただくことは必要です。そのために当然元議長さんが入られているとい

うことですけれども、それは町民の皆さんが我々の議会活動をどう評価するかという問題ですか

ら、我々からその提起をするということは多分無理だと思いますし、そうあるべきではないだろ

うなという今まではそういう見解だと思いますよ。 

 加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 今の大渕委員長に反論するわけではないけれども、評価ということ非

常に難しい問題、評価アップには必ずしもつながりません。評価はするけれども議員報酬は今ま

でどおりでいいだろうと。逆に下げるべきだろうというのも１つの評価でありますから、評価が

非常に大変だと、だから報酬上げるべきだというのは評価とは結びつかない、イコールにはなら

ないということですよ。そうだと思うのです。ですからそういうことではなくて今まで若い人達

も議会に出ていきたい、出してあげたい、出るべきだとこういう議論を詰めていく場合に、そう

いう問題がネックになっていることも事実だから、そういう考え方もそういう場で述べるような

人がそういう所に一人ぐらい入っていてもいいのではないのかというのが我々の考え方なので

すよ。評価は評価で結構です。悪く評価されようと良く評価されようと。よく評価されたからと

いって報酬が上がるかということにはならないと。この辺りが非常に難しいものですから、実情

は理解してもらうということを説明するものがいなければ,ただ評価評価だけでは必ずしもそう

いう環境になっていかないのではないかなと私は考えるものですから,あえてそういうことを申

し上げました。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の件についてどうぞ他の委員の方。 

 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 反対に報酬等審議会がどういう話されているかわからないですが、議

会としてこういう議会改革をして本当に若い人達が出られるようにするために、報酬制度をこの

ように変えたいということが議会改革の中で出てきたとしますよね。そういったときに議会とし

てそれを物言っていける場というのはあるのですか。そういうものを持てるのですか。さっき言

ったように若い人達が出られるようにするということは、全員同じじゃなくて、これは法的なも

のなのかな、報酬は議員は全員同じなのですよというのは法的なもので決まっているのかな。そ

の辺もわからないのですけれども、報酬のあり方若い人には手厚く、年金者と差をつけていいの

か、町民から選ばれたという立場では同じだということですから、私その辺わからないのですけ

れども、こういう議論をするとなったときに予算というか財源限られていますから、そういった

中で上げるという話になったときにただ上げるということになると全体が上がるわけですから、

それが通ることなのかどうなのか、良いことなのかどうなのか、ただ私達の議員の希望としては

若い人が出て欲しいのだと、でも若い人が仕事持ちながらはできないだろうと。でもそうであれ

ばそういう方法取れる方法があるのかどうなのかということ議会で議論して、それを持っていけ

る場があるのかどうなのかなというふうに思うのですけれども。ここで議論して若い人出したい

というのはもちろんそうなのですけれども、報酬には口を出せないということになると、何かそ

れだけで終わって、話して希望だけで終わってしまうという気がするのですよね。だから議会改

革の一つとしてそういう方向性、何かそういう道筋を付けられないのかと、そういった話のまと

まりが出てきたときに、それを話する場、報酬等審議会は私は難しいのではないかなと思うので

すけれど。 

○委員長（大渕紀夫君） 今吉田委員発言ありましたけれども、我々もらっているのは報酬な

のですよ。給料ではない。そもそもが生活するためのものではないのですよ。報酬というのはそ
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ういう規定でしょ。だから歳費でもなければ給料でもないのですよ。そういうこときちっと認識

して議論しないと、議会は定数減らして自分達の金上げるのかと。マスコミさんいなくなってし

まったけれど、そういう議論していると当然思われますよ。報酬というのはそういう性格のもの

ではございませんからね。だから一日も出なくてももらおうと思えば報酬はもらえるのですよ。

今我々が休んだ場合は削減条例作っているから休んだらもらえないけれども、そもそも報酬とい

うのはそういうことではないのです。ですから 100 日出たから残業付くとか大変だからとか、

そういう性格のものではないのですよ。若い人が生活上必要だと意味は僕よく理解できます。し

かしそういう議論する中身とここは違うのですよ。ですからマスコミの皆さん方受け止めるとき

何と言うかといったら、あの議員の連中勝手に人減らして自分達の給料上げるためにやっている

のではないかと、それは今の議論だったらそう思うのが当たり前です。ですからそこはきちっと

してやらないと間違われてしまうということなのです。給料ではないのです。報酬ですから。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、給料の理論づけというのは別として、ただ今議論してい

るのは若い人達が立候補できるような環境づくりということからそういう話になっているので

あって、別に我々の給料どうのこうのと今言っているわけではないのですよ。若い人達が出るた

めにはどういう環境作ってあげたら出られるのかなという理論から、今の報酬では出られません

ねと、こういうことからの出発でございますから、報酬を今くれないからああだこうだと言って

いる意味ではないということをご理解いただきたいと思う。 

○委員長（大渕紀夫君） それは僕は十分承知していますよ。ただそういう議論になっていく

と、そこが議論の主たるものが、主流になるわけですよ。そうすると町民が受け取る場合どうい

うふうに受け止めるかということなのですよ。だから僕が何を言いたいかというと、報酬と給料

は全く違うのだということで議論をしないと駄目ですよということ言っている。してはいけない

とかそのようなこと言っているのではない。 

 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今の委員長言った意味はそういうことだと思うのですけれども、そう

いうことであればその報酬でできる人が出てくださいということに単純になってしまうと思う

のです。そういうことなのだと思うのです。だから私達が今この議会改革というものをこれから

やっていくわけですけれども、その中でそういったこと考える必要はないと考えたほうがいいの

か、その報酬の範囲内で若い人が出られるような人が出てくればいいというふうに捕らえてしま

っていいのか、それとも私達のこの議会の中で違った方向で若い人達が出られる何か改革するべ

きことがある、私はそういうことなのですが、若い人達が出られる改革、それが報酬、だから先

ほど言ったように報酬なのだから同じなのだと思うのです。だから年齢によってとか年金だから

もらっているからその分減らされるとか、普通給料そうですから、そういったことができないも

のなのかどうなのか、それも知りたいと私は思ったのですよ。報酬だからそういったことは一切

関係ないのだということであれば、この報酬を給料制度に変えるということは今の議会の今の中

では不可能なこと・・・ 
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○委員長（大渕紀夫君） それはできませんよ。 

○委員（吉田和子君） なんですよね。そうなればその議論というのはなかなかできないとい

うふうになってしまうのではないかなというふうに思うのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） ですからそこの根本的なところをきちっと議論して、なぜ報酬等審

議会が若い人が出るような報酬が必要だと思わないのかということですよ。我々が議論する範囲

じゃなくて、報酬等審議回なり町が若い議員が必要だからということで、報酬上げなければ出ら

れないということを報酬等審議会なり町が議論すればそうなりますよ。我々が議論することは、

加藤委員さんの言われていることは最もだしよくわかる。だけど我々が議論するということは

我々の報酬上げるということですからね。そういうことなのですよ。そういう観点で議論しない

と報酬等審議会がそれは必要だと認めていないからそれはやらないのですよ。そういうことでし

ょ。町の意向が入っているかどうかは私にはわかりません。だけどそういうことの中で議論され

ているのだということを理解した上で我々が議論しなくてはいけないということを、私は言って

いるのですよ。 

 それでは今 10 分ですので 20 分まで暫時休憩といたします。 

休  憩  午前 １１時１０分 

                                             

再  開  午前 １１時２３分 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。報酬等審議会のメンバーを今

総務課から取り寄せましたので、この後・・・ただそこの議論は我々がすべきことではございま

せんので、参考資料として配布するというだけのことですから、そのことはお含みおきをお願い

いたしたいと思います。今のこと含めてその他のことでも結構です。ご意見ございます方。先ほ

ど山本委員挙げましたけどいいですか。 

 山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 新政クラブさんに質問。たまたま同じ会派としての定数 16 ということ

なのですけれども、最後７番の項目で変化のない数字というお話がございましたけれども、この

意味合いというのが理解できなかったので、再度ご説明いただければと思います。 

○委員（熊谷雅史君） 説明の中に申し上げたつもりなのですけれども、議会改革等ではこの

定数の見直しというのは継続審議になりうるだろうというふうに思っている。ただ法的根拠のと

ころでも申し上げたとおり、将来的にあってはならないのでしょうけれども、１万人を割り込む

ということはありえないだろうと。そうなれば地方自治法言われている上限数が 22 であります

から、その数字を基点としてうちは６減ということで 16 という数字を出したのですけれども、

それが次回の見直しのときにも生かされるような状況であって欲しいということで、今回定数条

例を提出して可決した状態であって、次回はそれを見直しながら検討するのだけれども、その推

移でいってほしいという意味合いも含めまして考えましたよということです。 

○委員（山本浩平君） わかりました。理解できました。 

○委員長（大渕紀夫君） 他質問等々含めてございましたらどうぞ。各会派で特長的な議論の
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内容等々含めてどうぞ。ございませんか。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 特別報酬審議会にこだわるのですけれども、公平な立場でメンバーま

だ来ないからあれなのですが、うちの議長が入っていないというのはやはり議会を代表する一人

ぐらいはそういう場所にお願いをしてそういうメンバーに入ってもらうようなお願いをできな

いものかどうか。昔のように俗っぽい言葉でいえば名誉職の時代はこれはどうということはない

でしょうけれども、こういう時代になってどんどん定数は減らす議論が先行して、報酬のほうは

つんぼさじきに置かれるということは、何回も言うように国が大きな議会改革をしない限り難し

いのではないのかな。市議会議員と町議会議員との報酬の面でもきちっとした段差があります。

白老町より低い人口の現在市も現実の問題としてあります。一回市になったら町にはならない。

そういう状態を見るとですね、我々議員として市会議員並みの上げろという意味ではないけれど

も、市会議員と町会議員、村会議員も含めて一定の報酬はある程度きちっとしたものがあってし

かるべき。国会議員とか同会議員までなると違うのでしょうけれども、少なくとも地方自治体と

いうことを考えた場合に、市会議員と町会議員、村会議員は仕事が違うということにはならない

と僕は思うので、そういう議論をここでしたって始まらないことも十分承知しているのですが、

そういうふうなためにも議長は唯一議会を代表して審議会委員に入るような働きかけをできな

いものかどうか、その辺り議長の個人的な考え方で結構ですからどうでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 最初吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 今の加藤委員の考え方なのですけれども、私は議会からそのよう

な組織に参入するということ自体に対して異議があります。というのはその審議会の中で議会に

対してなんだかの諮問をされた場合は当然正当な意見を述べられると思うのですが、やはり直接

的な関わりある人間がそこに参入するということは、運営上どこかにひずみがくるのではないか

という気がいたします。ですからそのような考えではなくて、別な観点からもう少し考え直して

いったほうがいいのではないかと僕は思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 考え方として審議会委員に入ってもらって、報酬をアップするために

入るのではないということを、まず理解していただきたいと思う。議会活動を十分に我々こうい

うふうに真剣に議論しているのですよと、実態を十分に把握してもらうための意見を述べる場所、

委員の皆さんに判断を任せるわけですから、最終的には任せるわけですから、そういうことで活

発な議論をして、前向きにこうしようああしようというふうに議会改革も進めております、削減

もしようとしております、それなりの活動をしておりますよということの理解をするためには代

表者の一人が審議会に入ってもおかしくないと私は思っているのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） そのような観点に立てばそのようには理解できるとは思うのです

けれども、私はやはり議会の内容をそのような審議会に認めてもらうというような見解になった

ときに、やはり最後は裏腹な問題で何を主張しているかということを鞍替えさせてみたときに,
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やはり最後はでないかと思うのですよ。ですからそういうふうな意味では僕は全くそれと関係な

い分野で考えていくべきだと思いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長何かありますか。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 加藤委員からいろいろお話があって、正直言って現時点で入れて欲

しいという形で私考えておりません。なぜかというと、先ほども休憩中に出ていました。我々議

員の議会としての活動なり議員の活動が審議委員の方に認めていただいて、議員の今の構成を見

て、今後こういう形に持っていかなければまずいなという認識に立てば、当然若い人の登用して

もらいたいのだということであれば、手っ取り早いのが報酬上げればある、まだ他に方法があれ

ばそちらを選択して、報酬等審議会で結論出していくのだと思うのですけれども、我々のことを

十分理解していただきたいがために出ていくというのはそれも１つの方法でしょうけれども、私

は評価というのは自分達が評価をするのではなく我々の場合特に我々の活動なり状況というの

は町民の方が評価するものであって、我々がこれだけやっているからこれだけもらわなくては駄

目だみたいな、これだけの条件をきちっと整えてもらわなくては困るみたいな、それも１つの求

められれば発表しますけれども、現時点ではそういった面からいくとこの件については理事者な

り報酬等審議会でそのような状況をきちっと認識してもらう、我々努力をしていくほうが先かな

というぐらいに感じておりますので、この件について今審議会に個人的な考えとしてもまだ入っ

ていく心はありません。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今報酬審議会のメンバーが配布されておりますので、見ていた

だきたいと思います。なお議会のこのグリーンのがございます。この中に申し合わせ等というと

ころがあります。そこの５ページにわが議会の審議会等に対する考え方が記載されております。

議員の兼職の見直しについてということで出ておりますけれども、引き続き委員に就任する審議

会委員会等は下記のとおりとすると。なお議会選任基準以外の委員の人選は議長が選考し、議会

運営委員会に諮るものとすると、こうなっております。１番目のみが町が議会に要請をされて、

そして議長が議会運営委員会に諮って必要と認めたものであります。２、３、４につきましては、

これは法律的に議員の選任が義務づけられているものと、こういう理解であります。それで表彰

審議会もこれは町のほうで議会のほうにぜひ公平中立な立場で出して欲しいということで出て

いるものでございます。ですから選任基準というのがございまして、こういう形で議会の側のほ

うが取り決めてやっているということの理解を一つ知っておいていただきたいというふうに思

います。 

 他、今報酬等審議会、19 年度予定ということで配布しておりますけれども、前議長は入って

おりませんが、そういうこと含めてここにごちゃごちゃ言うということはできませんから、それ

はそうですけれども、引き続きもしご議論ある方いらっしゃったら、これ以外のことで結構でご

ざいますのでどうぞ。 

 山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 日本共産党さんのほうに質問させていただきたいと思います。会派と
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しての定数現況の 20 のままというお話でございますけれども、各自治体で定数が削減された背

景にはやはり行政の行財政改革に関わりながら議会もやはり全く手をつけないというわけには

いかないだろうと。その中で人口比を考えた中でどのくらいが必要かということで削減している

と思うのですよ。その辺をどのように整合性つけられたのかというのが１点。もう１点は今回の

議会報告会等もそうなのですけれども、まず議長の諮問事項で始まったと思います。その中で何

度か議長の諮問事項で議運を開いた中でですね、議長のほうでだいたい２から４ぐらいの削減の

中での見当というお話が出たと思うのです。出発はそれだったと思うのですよ。その部分との整

合性をどう考えられていらっしゃるか、その点についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他市町村との関係のことですけれども、これは会派代表者会議等々

で述べておりますけれども、それは十分私達は認めております。周りの状況というのははっきり

しておりますので、そのことを否定するとかそういうことではございません。ただ先ほど詳しく

言いましたけれども、私法的根拠の部分でいえばですね、行財政改革含めて減らすのが非常に良

いことだというふうな状況が全国に蔓延しておりますけれども、私はこの考え方のほうがうんと

おかしい。地方自治法という法律からいくと、最高が 26 と決められているのです。人口 5,000

人から１万人でも 18 ということなのですね。１万人から２万人のところは 22 です。ですから

これは国が法律でここまでは良いですよと認めていることなのですよ。町民の意見を聞くという

ことは必要です。それで私最後に言いましたように行財政改革の部分でいえば私は歳費を下げて

でも議員定数はこのままのほうが良いであろうと。なぜか、それはこれから先ほど言いましたよ

うに土曜日、日曜日の議会会議、ただこれは幹部職員が残業しなくてはいけませんから,そうい

うことでいえばリスクしょいますよね。それから夕方議会ということでも、カナダなんかも、ケ

ネルなんかもやっておりますけれども、傍聴するためのものではなくて実質審議です。必要な幹

部職員だけが残って議論することも私は今の仕組みでいえば可能だと思っております。これはヨ

ーロッパや欧米では普通に行われていることでございます。ですからそういうこと含めて本当に

我々が改革をしていくということで考えれば、不可能なのかどうなのかということなのです。で

すから民主主義を守っていく本当に町民の声を、チェック機能果たしていくということでいえば、

私は議員は削減はすべきでないだろうと。しかしくどいようですけれども、周りの状況というの

は十分考慮して我々は動かなくてはならないというふうなことも理解をしております。これは会

派代表者会議で言っておりますので、それはこの後の結論の中でそういうことが我々も十分考慮

しながら進むということであります。基本原則としてはそこまで行政改革、財政改革をするとい

うならば、今の 20 パーセントの枠配分のことを考えればですね、議会はそういう英断も必要な

時期が今の報酬の話と逆に、そういうふうに議会が全国的に変わっていくだろうと。本当に６人

の議会で議会構成ができるのか、村民の意見が反映できるのかということ考えたら、議会のあり

方そのものが変化をせざるを得ないという、私は５年、10 年、20 年先にはそういうことを見越

して、専門化するか逆にそういう形で行うかということが多分２局化されていくのではないかと

いうふうなことを見越して発言をしているということでございます。 

 議長の諮問の関係ですけれども、それは今言ったように周りの状況というのは私は十分承知し



 20 

ております。減ったところも一応横の連絡取れまして、状況は十分承知しておりますので、議長

の諮問に対してはそういうことでございますけれども、我々の見解はこういうことだということ

でこれは議長にもきちっと申し上げておりますし、そのことに固執してこのことがうまくいかな

いというふうなことには私は考えておりませんので、そういうことで話をしておりますので、ご

理解願いたいと思います。 

他。なければこの問題については次７日に議運を準備しておりますので、それまで当然各会派

のご意見を自分の会派に持ち帰ってご議論いただいて、疑問点、こういう点どうなのだというよ

うなこと含めて全部出してもらうということで、数出ましたので、そういう形での今度はもう少

し議論を詰めていきたいと。しかし数が出たのは公になったのは今回が初めてですので、これに

つきましては一度会派に持ち帰って持ち上げるというふうにいたしたいと思いますけれどもい

かがでしょうか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） それではそのような形にしたいと思います。 

 続きまして本来改革のことでやりたかったのですけれども、数字の資料が出ております。第１

次、第２次議会改革に伴う削減効果額というのが、議会事務局から出ております。この説明をさ

せるということでございます。先ほど申しましたように、人件費を除いて20 パーセント削減の

枠配分というのがございますので、議会もご多分に漏れずそういう状況であります。その前段と

して事務局としてはまだ19 年度予算に出すものが固まっておりませんけれども、今までの経過

を議会事務局から説明をしていただきたいと思います。中村主幹。 

○主幹（中村英二君） 皆様お手元にある資料のとおりで、詳しく申す必要はないと思いますが、

区分の１の１、定数の見直し以下ですね、一番下の各種見直し、削減まで各項目。11 年度の取

り組み以降この各区分ごとの項目に対してそれぞれの数字をあげております。すでに削減して済

んでいる部分もあるのですが、とりあえず現在 18 年度までこういったものをもし改革をしない

まま進んだ場合ということでの数字、改めて総額で１億 1,558万円という積算をいたしておりま

すが、改めて今後の議論の中でこういう各項目に対してそれぞれ積み上げるとこのような改革が

進んでいるということの参考ということで、事務局から特別詳しい説明はする必要ないと思いま

すので、その程度で資料のほう説明終わらせていただきます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） こういうことであります。この後削減をするということになります

と、かなり厳しい状況にあるということはご認識を願いたいと思います。削減する中身もうない

のですよ。なくなっているのです。その中で削減するというのは、枠できたら大変なことになっ

てしまうということの状況ですね。ぎりぎりまで来ています。職員の皆さんも同じですけれども。 

 それと今11 時 45 分ですけれども、第２次議会改革につきましては、前回１番目を終わってお

りますけれども、この時間帯では無理だと思います。今日は午前中で終わるということで我々は

考えていました。７日の日につきましては、この議会改革の検証を一気に進めたいと考えており

ますので、定数問題の後に昼食をとって議会改革まで進めたいというふうに考えています。です

からそのときに議会改革については一気に進めたいというふうに思いますけれども、この件につ
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いてはそれでよろしゅうございますか。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） 各議員さんからいろいろと午後からの業務等々聞いておりましたの

で、今日については午前中で終わらなければいけないのかなというふうに考えておりますので、

そのようにしたいと思います。それでは協議会の開催について議会事務局から、読み上げだけで

も結構です。中村主幹。 

○主幹（中村英二君） 最後になりますがその他ということで、全員協議会の開催について。要

請書皆様のお手元にお配りしているとおりですが、協議事項につきましては、白老厚生年金保養

ホーム買受に関わる方針についてということで、こういった内容で可能であれば 11 月１日、こ

の日に全員協議会を開催させていただきたいということでの要請書であります。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 集中願います。よろしゅうございますか。厚生年金保養ホームの買

受に関わる方針についてということで、全員協議会が開かれるということですけれども、１日、

町の方からの要請であります。このことについてございますか。 

○委員（熊谷雅史君） 時間だけお知らせ願いたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 一応 10 時から病院の特別委員会が開かれます。それに先立ってこれ

が行われるというふうに来ておりますので、10 時から議員協議会を多分やることになると思い

ます。その後病院の特別委員会ということになると思います。よろしゅうございますね。 

[｢はい｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） その他のその他ございませんか。 

 事務局どうぞ。 

 ただ今事務局から石油ストーブの関係か何かの資料が配布されましたので、ご説明を願います。 

○主幹（中村英二君） この件につきましては、先の議運の中で山本委員のほうからご質問があ

った件であります。総務課の方から資料届きましたので、棚に入れればよろしいのでしょうが、

若干説明加えておきたいと思います。９月の補正予算につきましては 475 万 7,000 円、内訳に

つきましてはボイラー本体部分 220 万何がし、それから建物の中の配管ということでこのよう

な、修繕が 280 万円と石油ストーブの関係が 470 万円ということでこの２件、補正を組んでお

ります。これについての説明が以下書いておりますが、現在のボイラーにつきましては平成５年

に修理をいたしまして、対応年数 15 年ということで設置しておるのですが、この 13 年目に７

枚あるいわゆる部品の中のセクショナルボイラーというこの中の２枚をこの度交換しなくては

ならないということになりまして、平成５年当時経費が約 800 万円ほど要しているということ

でございます。前回山本委員からの質問とは直接関係ないのですが、このような経過になってお

りまして、この度の補正につきましてはこの２枚の交換で 220 万円くらいの想定をしたと。こ

れ以外の５枚のものが本当に近い将来すぐにでもまた壊れるという可能性があるということで、

この見合いでいくと 500 万円なり 600 万円の修理費というのが考えられるということを想定し

て、この度はボイラーの修理については手をつけないということになっております。また建物の

中の配管につきましては、実は屋根、天井裏等に配管されているのですが、かなり腐食しており



 22 

まして、いつどこに穴が空いてもおかしくないような状況。これをすべて交換するということに

なると、それ相応の数百万円という金額、今具体的には提示できないのですが、多額の経費にな

ると。これが穴あいて全部交換ということになると相当額の経費になると。今回の資料の中には

お示ししておりません。以上のような状況からしてですね、今回は 475 万円のストーブ設置経

費を見込んでおります。今後の運営経費の中ということでのご質問あったのですが、現在 280

万円ほどの石油代というのが重油等、灯油ですか、こういったものが現在あるのですが、ここに

書いてあるとおり年間 100 万円ぐらいの増額、今の石油金額が高いだとかそういう状況がある

ものですから、かなり大きな金額になっておりますが、今後このような今の２百数十万に対して

100万円ぐらいの灯油代経費が伴うということになると思います。ただし大きなボイラーの何百

万という修繕、それから配管をする場合の何百万というような修繕というのは伴わないというこ

とでの説明資料でございます。雑駁ですが説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件につきまして何かございます方。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。もしありましたら総務課に行って聞いて

みてください。 

 それでは他何かございますでしょうか。 

 なければ本日の議会運営委員会は以上をもって閉会といたします。ご苦労様でございました。 

 

（午前１１時５１分） 


