
1 
 

平成１９年白老町議会運営委員会会議録 

 

 

平成１９年１２月１８日（火曜日） 

   開会 午後 ４時 ３９分 

閉会 午後 ５時 ０８分 

  

○調査事項 

 １．議員報酬の独自削減について 

 ２．その他 

  

○出席委員（１０名） 

 委  員  長   山 本 浩 平 君   副 委 員 長  大 渕 紀 夫 君 

委    員   及 川   保 君           玉 井 昭 一 君 

土 屋 かづよ 君           熊 谷 雅 史 君 

氏 家 裕 治 君   議    長  堀 部 登志雄 君 

委員長外議員   吉 田 和 子 君           前 田 博 之 君 

  

○欠席委員（０名） 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

主     幹   森   隆 治 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（山本浩平君） 検案事項になっておりました議員報酬の件につきまして、今日はで

きるだけ本日で決着をつけたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

ただ今から、議会運営委員会を開会いたします。 

若干、前回の流れもいろいろございますけれども、事務局から若干説明をいただきたいと思

います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から若干、ご説明いただきまして、ご議論いただきたい

と思っております。 

今日、資料をお配りいたしましたが、別紙につきましては、前回出ていました 10％という案

もありましたので、10%基準で一応作らせていただいてございますが、一応参考ということでし

ていただきたいと思っています。 

それともう１点は、②の所にありますように、どのような削減方法によるのかという提示が

してございますが、１月からということになれば、従来であれば１月から３月までしか年度で

いきますとありません。一応従来は、期末手当で見合分を削減してございましたけども、今回

は引く期末手当がございません。月額報酬から引くということになれば、議員年金及び一時金

に影響があるということを理解していただきたいと思います。 

それで、表の方に戻りたいと思ってございますが、若干ご説明しておきたいと思います。ま

ず、10％という基準が１つございましたので、従来と同じように議員、委員長さんを 10％一番

上の段の見込みで計上してございます。削減 10％とした場合、議員さんにつきましては期末手

当からこれを落とすという考え方です。まず、年金に影響がないような期末手当から削減する

という考え方で表を作ってございます。10％削減するということになれば、全体で 354 万 3,000

円の報酬総額ですから、35 万 4,000 円程が 10％、年相当分の削減になります。これを期末手当

から削減するとすれば、期末手当総額が 105 万 9,000 円でございますので、約 33％削減に当た

ると。33％削減しますと、備考の欄は総額引いた後の支給額ということでご理解をいただきた

いと思います。それで、区分の欄の報酬月額の次に見ていただきたいと思うのですが、議員と

議員報酬との比率と書いてございます。議員を 1 とした場合、報酬額がどういうような案分比

率になっているかということでございますが、副議長が 1.19、約 1.2。議長が 1.49、1.5 の開

きかなと。それに相当する部分でいくと、10％という設定をした場合、副議長が 12％、15％と、

そういう比率になろうかと思っています。あとは、これはそれぞれ決めていただければよろし

いかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長から説明ございましたので、まずせっかくですので、この表、

今の説明につきまして何か疑問なことありましたら、まず皆さんお尋ねをいただきたいと存じ

ます。この表については、大体よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 



3 
 

○委員長（山本浩平君） それでは、前回までの、若干私の方からおさらいをさせていただき

たいとのですけれども、当初は賛否両論いろいろとございました。 

その間、何度となく各会派で協議をしていただきまして、その結果、大体前回の議運の中で

皆様にそれぞれお尋ねをした所、ある程度揃ってきたのかなと。 

新政クラブさん、清風クラブさんは 10％削減ということで変わりなしと。公明党さんも基本

的な線においては、10％削減はやむを得ないのではないかと。ただし、政務調査費等、政務調

査費とははっきり言ってはおりませんけれども、何かの研修ですとか、そういうようなものに

関して削減した分は回した方が妥当ではないかというご意見でございました。共産党さんは

15％から 20％削減。ただし、最終的に皆様と全会一致という中で決めたいので、最終的にはこ

だわらないということでございます。私ども新風に関しましては、基本理念は今までどおり変

わらないのだけれども、それを継続して言っていてもなかなか決められないということで、私

どもは条件なしで 10％削減ということでございました。 

今の確認に関しまして、何か違うというようなことがあれば挙手にてお話いただきたいので

すが、こういったことでの確認でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは皆様、前回の流れを踏まえて最終的にどのような結論を出

したら良いか、皆様から発言を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） うちの会派としましては、話しをして 10％で、理論的に一番言い

づらい所なのだけど、そこの所はわかりました。ということで、10％で結構でございます。 

○委員長（山本浩平君）  共産党さんも 10％で良いということでございますので、これで各

会派につきましては 10％削減ということ、一致したということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのように決定はしたいのですけども、報酬削減のことでご

ざいますので、当初いろいろとご意見があったようでございますので、無会派のご意見もうか

がいたいと思います。 

前田議員お願いいたします。 

○委員外議員（前田博之君） そういう流れでは私も一議員ですので、異論云々は言えません

けども、ただ私の姿勢として 35％主張していますので、限りなく近づけてほしかったと、こう

思います。 

○委員長（山本浩平君） 意見としては、そのような意見ということでございますね。決定に

ついては異論無しとことで受け取っておきたいと思います。 

それでは、再確認ですけども、皆さん 10％削減ということでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのようなことにいたしたいと思います。 
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次に、議員に関しましては 10％削減ということになるのですけども、議長、副議長さんの方

はどのように、今日は出席もしていただいておりますけども、どのような考え方にすれば良い

のかということも、この際お諮りしたいなというふうに思います。 

議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私はここに書いてあるとおり、報酬も皆さんより５割り増しであり

ますので、私は前回のことにこだわるわけでないですけど、前回皆さんが５％やって、私は 11％

という形になっていました。約倍でございますので、私は 20％を削減したいという具合に思っ

ております。 

○委員長（山本浩平君） 議長からは 20％削減というご意見なのですけれども、皆さんいかが

ですか。議長のお気持ちは大変わかるのですけれども、20％となりますと、他の所との兼ね合

いが大分違ってくる可能性も実はあるのですね。その辺を踏まえて、皆さんからご意見をうか

がいたいなと思います。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 議長の思いで今お話しをされたのかもしれませんけれども、あくまで

先ほど局長の方からお話しがあったとおり、議員報酬との比率の関係から判断された方が、私

は良いような気がします。議長は議長なりの立場の中で活動範囲というのはあるわけですから、

そういう形の中で、それが一番すっきり、皆さんと肩を並べた形の中での削減ではないのかな

と。ですから、議員報酬との比率の形の中で、私は 15％という数字で削減されるべきではない

のかなと、私は思います。 

○委員長（山本浩平君） ただ今、そのようなご意見が出ました。 

ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

及川委員、今、挙手されましたですね。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も氏家委員の言われたとおり、この事務局が示されている比率を尊

重したらいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 町政クラブさん、いかがでしょうか。同じと・・・。 

ちなみに新風も今まで出ていた意見と全く同感でございます。 

共産党さん、いかがでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 一般的に言えばそういうことではないのかな。議長がどういうお

気持ちで言われたのかわかりませんけれども、尊重すべき点があるのであれば、尊重しても構

わないでしょうけども、ちょっと、理由がよくわからなかったからあれだけれども、一般的に

言えば 10 の 10 の 12 の 15 というのは、これは比率で出ている数字だから、そういうことなの

かなと、私は思っていただけでございます。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） たまたま報酬なんか全然は変わってないのですよね。今までやった

の。前に皆さん５％やっていましたよね。当時、議長が 11％なのですよ。倍以上なのですよ。
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そして副議長が 7.5 ですね。ですから、私は単純に議員の皆様５％上乗せするのでしたら、10％、

11％上乗せで 22％になるのだけど、20 という区切りの良い数字で、そういう形で私考えたので

す。そういう意味ですので。私のだけ４％か３％しか上がらないで、それで皆さんの方が５％

ぼんと上がるわけですから、それではちょっと皆さんに対して失礼だなという具合に考えて、

私言ったので、そういうことですから理解していただきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 意味合いはわかりました。ちなみに 15、18、20 と例を作りました

ので、局長から若干この内容について何かありますか。こうなったらこうですよという・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私は特にございません。ただ、前回のは下が５ということで、

議長が 11.5 で、手当ても逆転しなかったのですよね。率高くなると逆転するのですよ。年間プ

ールして手当てから引くから当然そうですよね。年間多いパーセンテージを引けば、手当の額

無くなると。逆に率が上がれば上がるほど手当て無しということになりますよね。率からする

と 15、12、10 でおかしくないのです。議長が 20 にするのだったら 15、13、12 になってしまう。

率でいけば、単純にそうです。 

○委員長（山本浩平君） お諮りしたいと思います。どうでしょうか皆さん。 

玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今回は今、議長は言われたけども、例えば議員が５％今まで引いてい

たと。これに対して５％増やしたのではなくて、10％ですよと最初から言っているのです。新

たなのです、これ。だから、議長も副議長もここに書いてあるとおりの議員報酬との比率と書

いてある 1.49、1.19、1.06、１というふうに書いてあるとおりの数字でいけば良いと。そうで

いけばこの削減率、議長は 15％、副議長は 12％、常任運営委員長は 10％、議員も 10％と、こ

ういうことが妥当だと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今、新政クラブの玉井委員からそのようなお話しがございました。 

皆様も先ほどのご意見、大体同調かなと思います。今の玉井委員のご意見でどうでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

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

議長が 15％、副議長が 12％、そして各常任委員長、あとは議員が 10％と、このように決定

をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

それでは、削減方法に つきまして。 

前田議員。 

○委員外議員（前田博之君） 皆さんの流れですから、率には水差しません。ただ、町民にこ

れから議案提案をすると思いますけれども、理由はどういうことになるのでしょうか。10％の

理由というのをある程度整理しておかないと感覚的に 10％ということで、我々やはり町民の方

になぜ 10％になったのという説明がつかないと思うのですよ。その辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 削減率の根拠ということです。 

新政クラブ。 
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○委員（熊谷雅史君） 我々議員提案をして、これは条例を制定するわけなのですけど、自主

削減ですから、根拠ということの中身というのはなかなか示しづらい部分あるのかなと思いま

すけれども、今の財政状況を考え、我々議会としてこの報酬の返上を考えたと、こういう理屈

しかならないと思いますけれど。それが 10％だと、それが理由だということになると思うので

す。提案の仕方の文面でいろいろ根掘り葉掘りは付くと思いますけど。20 が良いのか 30 が良

いのかというのは今議論したわけですから、議論の中で 10％というのは決まったわけですから、

それが最大の理由だと思いますけれど。 

○委員長（山本浩平君） ほかの会派の皆さん、どうですか。無会派の方からそのような意見

がでましたけれども、もし何かあれば・・・。 

公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今熊谷委員の言われたとおりかもしれませんけれども、10％削減が妥

当かどうかというのは、多分共産党さんからもいろんな話しが出てくると思いますけれども、

これが決して妥当だとか妥当ではないという問題ではないと、僕は思っています。あくまで、

今までの５％の削減率から考えて、今回のこの財政状況の中で、改めてどうするのだという話

しの中で、だから私たちもいろいろな意見はあったと思います、なおかつ５％削減するのであ

れば、今までの視察だとかいろんなものを削ってきたのだから、こっちに当てた方が良いので

はないかとか、そういったものに当てて議員活動をもうちょっと充実させた方が良いのではな

いかとか、そういう形の中で議論はしてきましたけども、実質今回そういったことを含めても、

来年１月から実施ということを考え時に、皆さんの意見の中で、あくまで 10％削減の中の私た

ちは部分的な部分での議論でしたから。ただ、10％削減という部分では最低限それぐらいの削

減は必要だろうということで、それに対しての理由付けというのは、僕は無いような気がしま

す。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうですか。 

日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは、全額足したら幾らになるのでしたか。大体で結構です。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の率でいくと、総額で 626 万です。一人平均 39 万 1,245 円。

これは多少変わるかもしれませんけど・・・。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今なぜ聞いたかというと、一つは皆さん言っているとおり、根拠

は無いです。だから、私 20％と言ったのは、そのことだけなのです。ですから、この 626 万円

という金額が年間、残念ながら１回の視察をカットしても 400 万くらいだったと思うのですけ

れども、それは新たにカットするわけです。そういうものを含めても多分パーセントとしては

20％いかないのですよね。実際はいかないと思います。ただ、私自身は 20 と言ったのはそうい

う意味だったのですけれども、これは、根拠はあって無いようなもので、今の状況でいけば早

くやるか遅くやるか、これで今月やらないで先延ばしずっとしているということの方が、私は

町民に対しては不誠実だろうと思って、10％ということで賛成したわけですけれども、根拠は



7 
 

はっきり言えば、何の歳出根拠かと言ったら無いというふうに言わざるを得ないと思います。

ただ、626 万であれば、400 万の例えば１回の視察、２回の視察をきちっとこれからしていく中

で、少なくとも 20％見合い分ぐらいは、我々議会としては努力しようという範囲の中で、もう

視察は１回止めていますから、この次の視察は。ですから、そういう理論的な根拠にしかなら

ないのかなというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 私どもなのですけども、基本理念は変わりません。出動回数が多く

なっております。定数削減４名したことで大幅に全体的な金額も削減しております。また、若

い世代の人たちが議会に挑戦するという機会を失うことも考えられますので、私どもは３人お

りますけれども、３人とも今でも基本理念としては反対です。私どもの理由としては、議会運

営上歩み寄ることが必要だということで、10％に同意をいたしました。以上です。 

清風さんもお聞きしますか、一応。今の前田議員の質問に対して・・・。 

○委員（及川 保君） 皆さん、申し上げているとおり、根拠と言われると自主削減ですから、

これは根拠が無ければ削減が決まらないことには多分ならないのではないかと、私は思います。

元々の考え、実は私の会派の中でも、今５％やっている中で５％維持しているではないかと。

さらに前議会の中で４名の削減をしておりますよね。町長も議会で報告しているように、1,400

万位の大きな削減を実はしているという報告があったように、さらに言われているのは常任委

員会の視察なども１回減らしていると、いろんな削減をやってきている中でこれが最大限の私

たちの理由だろうと。削減する必要はないという人もいるのだけれど、そういう中で 10％とい

うことを決めさせていただいた次第です。 

○委員長（山本浩平君） 前田議員、よろしいでしょうか。 

玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今の点では良しとして終ったと思って、次の質問をしたいのですが、

良いですか。 

○委員長（山本浩平君） 決めることがあります。 

○委員（玉井昭一君） その次で良いです。 

○委員長（山本浩平君） 次の項目に入りたいと思います。方法につきまして例が２つ出てお

りますけれども、期末手当から削減する方法、あるいは月額報酬にもなります。ただ、これに

関しましては、先ほど局長から説明がありましたとおり、議員年金及び一時金に影響が出てく

ると、こういうことでございます。削減方法につきまし、皆さんのご意見を伺いたいと思いま

す。 

新政クラブ、お願いします。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブは従来どおりで良いと思います。６月、12 月で案分で引い

ていただくということで良いと思います。ただ、今回出ていますから、６月に負担かかますけ

れども、そういうふうに引いてもらった方が良いと思います。だから、実施日は１月１日から

ですね。12 月 31 日までということですから、２回分で抜いてもらうということでよろしいの
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ではないでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうぞ。 

清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風も期末手当の方からということです。 

○委員長（山本浩平君） その前に局長から。 

○事務局長（上坊寺博之君） 期末手当から引くということになると、今熊谷委員言ったよう

に、１月から３月までに相応する分が無いのですよね。ですから、１月から 12 月で換算するし

かないのです。毎年１月に改正すると、１月から 12 月まで。そうやったときに最終年の、これ

を継続すると仮定したときに、最後の年、多分 11 月任期ですから、10 月までやるとしたら、

10 か月分になるのです、半年分ではなくて。最後の年だけ 10 か月分になるのです。それでな

ければ、ちょっと変則になってしまうのですよね。多分１回決めたら当分このまま進むのだろ

うと思うのですけど、同じ率でいくのだとすればそれが一番最も良い方法かなと思います。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、今の局長の説明のやり方ということで。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのような方法をとらせていただきたいと思います。 

局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方からですが、従来は６月から幾ら引ける、議長について

は６月幾ら１２月幾らと、こういう決め方していたのですよね。 

ですから、今回からは削減率、年間の相当する削減率、一応議長であれば手当てから 50％カ

ットするという表現で定めた方が良いのかなという・・・。 

副議長であれば 40％カットと。年額分ですから、額としては同じになると。 

○委員長（山本浩平君） 今、局長の方から説明ございましたけれども、そのような形で削減

率のパーセンテージを設定して、それを手当てから引くということですが、どうでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのような方法をとらせていただきたいと思います。そのよ

うに決定いたします。 

それでは、先ほど玉井委員から何かございましたか。 

○委員（玉井昭一君） 今出ていたけども、聞いていた話では、これは関係ないかもしれない

けども、職員は１月１日から 21 年の３月までというようなことで出ていませんでしたか。確か

そうだったと思うのですが、そうであれば、うちらの議会はそれに倣わなくても構わないのか

な。独自削減だから良いのだけど、とりあえず今年度だけは、例えば１月１日から 21 年の３月

までとするとか、来年からは４月１日から始まってということになったら、また調子悪くなる

のか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、手当てというのは２回しかないですから、６月と
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12 月しかないですから。職員の場合は月額給カットですから、３月までにしますけど、議員の

場合２回しかないですね。いずれにしても 15 ヵ月するのか、最後の年に 10 ヶ月するかだけの

違いなのです。逆に言うと、15 ヵ月期間を１年目でやったら、最終年度どうしても７ヵ月変則

になるのですね。ですから逆に言えば、決め方逆に言ったら、１年１年でなくても延ばすこと

も可能なのですよ、条例ですから、例えば何年の任期満了まで定めるのも可能ですし。前でや

るか、後ろでやるか、どっちでも同じです。 

○委員長（山本浩平君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） わかりましたので、１月１日から 12 月 31 日までということで結構だ

と思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか、皆さんから何かありますか。無いですか。 

その他の項目、何かございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から確認だったのですが、明日追加議案が出ます。 

議案第 18 号で、固定資産の選任同意なのですが、これ、煤孫前副町長の退任に伴う目時副町

長の選任替えなのですよね。ですから、本来であれば明日の朝、説明をもらう所なのですが、

省略させていただいてよろしいかなと思いまして。当日、議案説明ではされると思いますけれ

ども・・・。 

○委員長（山本浩平君） では、明日は省略させていただきます。 

その他、皆さんの方からございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 無ければ、ただ今を持ちまして、議会運営委員会を終了させていた

だきます。 

（午後 ５時０８分） 


