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平成２１年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２１年 ３月２７日（金曜日） 

   開  会  午前１０時４５分 

   閉  会  午後 ０時１５分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．平成２１年定例会３月会議について  

２．議案説明会の運営の検討について 

３．議員報酬・費用弁償の支給方法の改善について  

４．第３次議会改革について  

５．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．平成２１年定例会３月会議について  

２．議案説明会の運営の検討について 

３．議員報酬・費用弁償の支給方法の改善について  

４．第３次議会改革について  

５．その他について 

                                         

○出席委員（８名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

 委  員 西 田 祐 子 君      委  員 近 藤   守 君 

 委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

 委 員 外 議 員 前 田 博 之 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 及 川   保 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

（午前１０時４５分）  

                                         

○委員長（山本浩平君）  本日の協議事項でございますけれども、大きな１番から４番までご

ざいます。１番目が先ほど説明もございました、21 年度白老町議会定例会３月会議の内容につ

いてでございます。これは確認ということにさせていただきたいと思います。局長から説明を

お願いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ただいま議案説明会でありましたとおり、追加議案は８件でご

ざいます。補正予算が６件で、今年度分が４件、新年度分が２件という内訳です。それと、積

立金の目的外使用。これも先ほど説明受けましたとおり、地方公営企業法施行令第 24 条第５項

の規定の議決です。公有水面の埋立てにつきましては、公有水面埋立法第３条第４項の規定の

議決ございます。それと３月会議、冒頭の部分から追加で要望書等が届いておりますので、今

回かけたいと思っております。お手元に配布していますとおり、１件は北海道被爆者協会から

上がっているものでございまして、厚生労働省に意見書を求める陳情書という部分が１件です。

それと、北海道医師会の決議文が１件届いております。議会運営基準の 31 ページを見ていただ

きたいと思いますが、４番、白老町民以外からの陳情。これについては、参考配布ということ

になってございます。それと例年、医師会からの決議文も参考配布にさせていただいてござい

ます。これの議論をいただきたいと思います。それと合わせて、３番目の定例会日程でござい

ますが、30 日一日限りとしまして、資料１を見ていただきたいと思います。そこに議事日程が

ついてございますが、第 55 号につきましては、20 年度一般会計から 52 号までの水道事業会計

の補正予算に関連する議案でございますので、これは先議ということになります。 

以上、定例会の部分についてご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） (２)の請願書、陳情書、要望書の取り扱いについてでございますけ

れども、従来どおり参考配布ということでよろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、そのようにさせていただきます。  

定例会の日程については、先ほど説明がございました。  

それでは２番目、議案説明会の運営の検討についてでございます。これも局長のほうから説

明をお願いしたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これにつきましては、会派持ち帰りになってございまして、２

月から議案説明会を実施するようになってございますが、説明の仕方が今のままでいいのかど

うなのか。もう少しこういうふうにしたいというものがあれば出していただきまして、町のほ

うに要請していきたいと思っておりますので、これをご協議いただきたいと思います。 

私からは以上です。 
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○委員長（山本浩平君）  それでは、各会派で相談をされているとは思います。どちらからで

も結構でございますけれども、議案説明会の運営についてきょうもございましたので、何か感

じられるところがございましたら皆様から意見を出し合って調整をしたいと思います。 

いかがでしょうか、新政クラブ、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） ２回か３回、今のような形でやって非常にいいなというふうに感じて

おりまして、会派でも今のままのやり方でいいということでございます。  

○委員長（山本浩平君） ほか。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。前回、このことを言ったのは僕なのですけども、ちょ

っとあのときは、全体でやったときが非常に機械的だったように感じたのです。きょうあたり

の議案説明会だったらかなり理解できる状況になっていますから、質疑する場ではございませ

んので、今回ぐらいの中身でやっていただければなというふうには思います。２回ぐらい前の

ときにはかなり全体が集まった中で機械的にやられたものだから、それでちょっとやり方問題

かなと思ったのですけども、今回あたりの中身だったらいいのではないかと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん、いかがですか。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。前回受けたときに、説明と数字の羅列の中で進んでいった

ような気がしたのですけども、今回みたいに繰り入れする理由だとか、いろんなものが説明の

中で出てきましたよね。そういった部分での説明を受けるのであれば、ある程度理解ができる

かなと思うのですけども、議案の内容によっては、ちょっと詳しい説明資料をつけるだとか、

そういった工夫も必要なのではないのかなと。今回の説明については理解できますけども、議

案の内容によってはそういった説明資料を別途につけてもらうということも必要なのかもしれ

ないということで話ありました。  

○委員長（山本浩平君）  清風クラブ、西田委員、いかがですか。  

○委員（西田祐子君） 私どもの会派は、議案説明というのは、あくまでも議員が理解するた

めのものであって、予算委員会のときに各課によって、担当によって資料があったりなかった

りばらばらしていたのが、前回のときそんなのがあったので、そういうのを統一していただけ

て、きょうのような感じだったらいいのではないのかなと。前のときは資料を探すのが大変で、

あるところとないところとばらばらだったというのが。できればきょうみたいな感じでよろし

いのではないかと、そういうふうに感じました。統一していただければ。説明の基準というか。  

○委員長（山本浩平君）  新風でございますけども、私どもも１回目のときは何か随分機械的

だというような感じがいたしまして、町側も議運とはまた違った形の中での説明ということで、

まだ慣れていなかったものもあるのかなと思いましたけども、きょうのような形であれば、私

どもも問題ないのかなというふうに感じました。  

それでは、前田委員外議員、いかがですか。  

○委員外議員（前田博之君）  私もどこに重点を置くかということだと思いますけども、ただ

それの境目がちょっと疑問感じているのです。もうちょっと、仮にしいたけの関係でも、あれ

で説明はいいですけども、内容的なものが踏み込めば、多分今度審査としても出てくると思い
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ますけども、その辺がどうなのかと思うのです。あれだけのことであれば、何もあそこで説明

なくても本会議でやればいいのだけど、あそこで逆にどこに委託するとかわからないのだけど、

こういう地元活性のために何々企業に仮に委託してこうだとよと言えば理解できるのだけど、

そこの説明の仕方が僕はちょっと。個人的に担当に行って勉強して質問するかどうかわからな

い。その辺のかみ合いというのか、その辺がちょっと僕は何となく説明を聞いていても。向こ

うも遠慮しているのかもわからないのだけども、踏み込んでいくとか、その辺も慣れてくるの

かわからないのだけども、その辺かなと思っているのだけども、それはあとできれば概略的な

どこまでの資料が必要なのだということぐらいは、お互いに協議しておいたほうが、ちょっと

こういう欲求不満がないのかなと思った感じです。  

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩をいたします。  

休憩 午前１０時５５分  

                                         

再開 午前１１時０４分  

○委員長（山本浩平君）  先ほど前田委員外議員から出たような内容については、議会の取り

組みとして今後どうやって行政側に要請していくかということも含めて、また別の議論の中で

やっていければと、このように私も思います。 

まとめますけども、今回のような中身であれば大体おおむねいいのではないかという意見あ

りました。しかしながら、説明の資料がやはり不足している部分もあるのではないかという、

そういうご意見もございましたし、まだ各課によっては資料提出も一定ではないから、その辺

も配慮してもらいたいというご意見もございましたので、きょうの議論を含めてこのような意

見があったというようなことで伝えてもらうという整理でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  そのような整理の仕方にさせていただきたいと思います。  

 それでは３番目、議員報酬・費用弁償の支給方法の改善についてでございます。局長から説

明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  前回のときに説明をしましたが、今現在は準公金扱いとして振

り込み手数料かかっておりませんが、今後においては継続されるかどうかというのは不透明に

なってきているという部分です。今給与条例、議員の報酬の条例を給与条例に準拠するように

改正するとチェックオフができると。チェックオフというのは天引きです。その部分を安定的

にさせていくのかという部分だと思います。今は請求受領代理人でやっているのです。基本的

には私が皆さんから委任を受けて、私が１回受け取るという。天引きするものをして、皆さん

にお支払いをしているということで、本来公金ではないのです、そこの時点で。私が受けた段

階で公金ではないのです。基本的には各管内の議会を確認しましたけど、ほとんど天引きして

いない状況。チェックオフを適用させてやっているというのが状況だということです。ですか

ら、この際そういうふうにしていくのか、そこの公金扱いにしていただいている間はそのまま

にしていくのか、その辺の議論をしていただきたいなと。事務局はどっちでやっても手間は全
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然変わるものでもないですから。要するに公金としてきちんと処理できるか、公金でないかと

いうだけの話ですから。事務量は、事務局は一切変わりません。 

○委員長（山本浩平君）  前回もこれは持ち帰りで議論していただいたと思います。それぞれ

の会派のご意見を伺いたいと思います。どちらからでも結構です。西田委員。  

○委員（西田祐子君） うちの会派では、事務局がやる仕事なので、一番事務局がやりやすい

ような方法でやっていただければ結構ではないかという意見にまとまりました。それによって

私たち議員が不便を生じたりするのも、それはそれで仕方がないのではないかなと。  

問題は、やはりこれについては、私たち議員が何かするものではないので、事務局が一番や

りやすいような形で進められたらいいのではないかということです。これをちゃんとやる時期

につきましては、事務局が必要だというときに、ちゃんと対処してやっていただければいいと

いう結論に達しました。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  確認をします。事務局の考え方で進めて構わないということですよ

ね。ほか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。基本的には同じなのですけど、今までの体制で別に僕達は

何の支障もないわけですよね。この体制がどこまで引っ張れるのかという１つの問題があると

思うのです。だから僕は、引っ張れるのだったらずっと引っ張っておいてもいいのではないか

と思うのです。どうしてもやはりそれができないというか、やはりちょっと厳しいという部分

になったときには、改めて初めてそういった制度に変えていくという、それでいいのではない

かと思うのですけど。うちらの会派としても今までのやり方の中で、どこまで引っ張れるかと。

別にそれで誰も支障がおきないのであれば、一番それにこしたことはないのではないかという

話です。どうしてもそれができない状況のときに、そういった制度の中でまた考えたほうがい

いという話です。  

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 新政も皆さんと同じ意見で、やはり事務局さんが手間が変わらないの

であれば、事務局の案でこういうふうにやるといったら、それに従っていきたいなというふう

に思っております。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 同じです。手間が変わらないというのであれば、やってもらえる

ものならばやってもらったほうがいいと。ただ、姉妹都市協会の会費だとか、消費者協会の会

費だとか、食事代だとか、自分で払ったほうがいいというのなら、自分で払うのは何も別にこ

こにいるわけだから、僕は別にどうということはないのです。ただ、事務局の手間が全く変わ

らないというのであって、同じだというのならやってくれたほうが楽かなと思っている、その

程度でございます。 

○委員長（山本浩平君）  私ども新風も全く皆さん方と同じ意見でした。  

これを踏まえて、局長いかがですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的なこの部分だけは理解していただきたいと思いますけど、



 6 

今盛んに新聞何かでたたかれていますよね。職員の給与振替口座が２つ、３つ持っていると。

なぜたたかれるかといったら、振り込み手数料かかっているのです、実際に、公金で。１個で

振り込むのを３個で振り込むというのは３倍かかるという。ですから、基本的には公金でない

ものにお金がかかっているということだけは理解しなければだめなのです。出納室から公金扱

いで払うということはただではないですから、通常ですと 300 円とか 600 円振込手数料がかか

るのですけど、公金だからもっと安いのです。30 円とか 50 円とか、その程度だと思います。

それは、それぞれにかかっているということなのです。例えば、昼食費を引いて、業者に払う

のにも払うということです。準公金扱いで今やっていますけど、本来は好ましいスタイルでは

ないという。正規の公金として振りかえるべきでないものを振りかえていると。ここを理解し

ていただきたいということと、手間はかからないのですけど、どっちを取ってもチェックオフ

をすると、議員さんが少し手間かかると。先ほど言ったように団体の年会費ですとか、昼食代

とか、引けなくなるのです。あと、会派で天引きしているものは、引けなくなるのです、そう

いうのは。議員会中心に動くような形になりますから、議員会から支出して、議員会に戻すお

金しか引けなくなるのです。ですから議員さんちょっと手間がかかる。食事代は１回立てかえ

られますけど、後でその分届けてもらわなければだめなのです。１回支払いするごとに届ける。

どちらにしても同じなのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩といたします。  

休憩 午前１１時１２分  

                                         

再開 午前１１時２２分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

原案を事務局から出していただき、速やかに対応するということで押さえてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのように進めてまいりたいと存じます。 

それでは、４番目に入りたいと思います。第３次議会改革についてでございます。これにつ

いても局長のほうから説明をしていただこうと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  第３次議会改革、皆さんで決めていただきまして、６月からス

タートして、おおむね大分スムーズに進んできているところもあるのですが、大きく分けてあ

るのは、１つは政策研究会のあり方。条例で設置規定はつくったのですけど、どういうふうに

運営していくか、どういうものをやるか、どうするかというのはまるっきり今持っていないの

です。だから、形だけつくって何も動いていないという状況ですので、これの部分をどう進め

ていくかという部分が大きな１つだと思います。  

それともう１つの大きいものについては、議員の倫理条例を全面改正するということで、あ

る程度のものは出していただいています。例えば、納税の関係の届け出もしたほうがいいので

はないかとか、それから各種団体の就任届けですとか、そういう役員、兼業、兼職の部分もあ

りますので、ただどういうように盛り込んでいくかというのはまだ全然やっていませんので、
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その辺の中が。逆に言うとこういう部分で、小委員会つくるのがいいのかどうかわかりません

けど、どこかでたたき台を検討していただくほうがよろしいのかなと思っています。  

それともう１つ、細かい点ですが、ルール化を図るという部分が随所に出てきていまして、

まだ細かい部分は詰めていないのです。例えば、委員会を活発化するルールをつくるですとか、

例えば議運の今後の検討会という話もありましたけど、そういう細かい部分もありますから、

それをどう進めていくかという部分が課題だと思います。きょうは多分、全部審議できないと

思いますので、方向性だけある程度出していただきたいなと思います。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  これについて、まず政策研究会のあり方、運営方法についてでござ

いますけれども、進め方、考え方について、この場で何か皆さん方からご意見があればどうぞ。

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今、小委員会で議会報告会、議会懇談会ということが

年２回、それに対する準備含めてやると。そういう中で、かなり大変な状況なのです。議会の

議員活動そのものが。政策研究会は、私とても必要だと思っているのだけれども、この運営を

どういうふうにするかというは、やはりよほどきちんと意思統一しないと、簡単にただやれば

いいというふうにならないような気が私自身はしているのですよ。勉強会は議員会でやってい

るのですよ、今。それもあるわけです。１年に１回から２回くらい議員会で勉強会やりますで

しょう。そういうことを全部考えると、本当にやらなければだめなことがたくさんあるのだけ

れども、常任委員会が条例提案するといったって、政策研究会でやるという、条例提案をどう

するかということを政策研究会で勉強するという会ならいいけれども、具体的な問題になれば

その各常任委員会でどれだけ力入れてやるかというだけの話なのです。その常任委員会で頑張

れば出すことはできるのです。２つの常任委員会で２つの条例提案できるわけだから。だから、

政策研究会の位置づけというのはよほどきちんとしないと、簡単にこれは勉強会やるかという

ような、そういうふうにするかどうかということも、それも選択肢なのだけれど、そこら辺考

えないと会議ばかりたくさんあって、実らないということになりはしないかなという気が私自

身はしているのです、今。 

ただ、例えばこの間の、いい悪いは別です。公式な会議なら公式な会議でもいいですけども、

この間の懇親会の中で病院の院長先生何かは、ぜひ議員の皆さんにお話を聞いてほしいのだと。

どんな形でもいいからぜひ懇談をしたいというふうに、院長みずから言ってらっしゃるのです。

そういうものの受け皿は、今まで議員会でやっているわけです。だからそういうふうになって

いくと、一体政策研究会の位置づけというのは何なのだということになりかねないのです。だ

から、今住民監査請求が起こるから、それに対する対応をどうするかとか、起こるとしたら。

議会として条例提案するための勉強会をきちんとやっていこうと、事前に、各常任委員会で条

例提案するためのやっておこうと。そういうものがないとしたら、どういう位置づけにするか

あたりをよほどきちんと議論した方がいいのではないかなという気は、私は政策研究会ではし

ています。  

○委員長（山本浩平君）  ほかの会派の方、いかがですか。  
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私どもも今、大渕副委員長からのご意見なのですけれども、実際に広報広聴常任委員会が動

き出して、いろいろ試行錯誤しながら町民との懇談を深めるための、また議会というそのもの

を理解していただくための活動を行っておりまして、大分町民の方も懇親できる雰囲気に、構

えないでなってきたなというふうに思っています。ただ日程的なものも、寒い時期に入ればな

かなか人が集まらなかったり、そういうこともありますので、まずは私もすべて同時に進める

というよりは、新しい広報広聴常任委員会の方向性というか、行方をきちんと見通しがつくよ

うな形になってから、この政策研究会というのを進めるべきでないかなというふうに思います。

今のこの状況の中で行うというか、具体的に進めるといってもなかなか沸いてこないという部

分があります。 

氏家委員どうですか、政策研究会について。  

○委員（氏家裕治君） これは、今大渕副委員長が言われたとおり、各常任委員会の活動中で、

いろいろな条例提案をしようと思えばできる。ただ、各常任委員会が条例提案をしようとした

ときには、相当数の時間がかかりますよね。下手したら１年くらいかけてやらなければならな

い部分あるのかもしれない。ただ、それが１つの政策研究会的な役割を持ってしまうと、常任

委員会の活動というのはすごく狭まってしまうと、僕達はそういうふうに考えたのです。特に

今の議員数の中で、それを保守しようとすると、本当に議員活動が狭まってしまうような気が

してならないものですから、政策研究会というのはあくまで条例提案だけではないのかもしれ

ない。いろんな分野で動かなければならない部分があると思うのだけれども、新たに政策研究

会を立ち上げて、そこにちょっとした小委員会的な役割の中で活動するということが、今の時

点で実際可能かどうなのかということが。ただし、議論が深まれば深まるほど、各常任委員会

の中で、こういった条例を議員提案として上げていくのも必要ではないかという議論が絶対深

まれば深まるほどそういうのが出てくると思うのですよ。出てきたときに、ではどうするのだ

という話。今までも自治基本条例だとかいろんなものがありましたけども、そのときに小委員

会みたいなものを立ち上げて、概略的なものはそこで携わってもらうと。その概略的なものを

そこで組み立ててもらって、全員に流してもらうような形のほうがいいような気もするし、そ

の辺まだ考え方まとまっていないです、はっきり言って。今の時点では、必要性は認めるにし

ても、今各常任委員会また広報広聴常任委員会にしても今の活動の中ではいっぱいではないの

かなという感覚があるものだから、それ以上踏み込んだ議論にはならなくなっています。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） 私の会派もこのことについてやっていなかったのです。この中では必

要なことではあるという、我々の会派では理解はしているのですけども、これをどうしてこう

してという案には踏み込んでいないものですから。  

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさん、いかがですか。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 清風といたしましては、政策研究会というのは、やはり私たち議会が

みずからつくった自治基本条例の中の１つの大きな柱であろうから、当然やっていかなければ

ならない問題だろうなと思っております。 
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ただ、その具体的な政策研究会のあり方をどういうふうにすればいいという話まで行っていま

せん。正直言いまして、何か政策研究会にこのようなものをもって、こういうような形をどう

でしょうかと提示していただけるものが、もしどなたか持っていらっしゃるとか、事務局でそ

ういう案があるのだったら、そういうものをまず考える、そういうものを議論させていただき

たいなというのが、うちの会派の考え方です。まずは政策研究会というものを具体的にこうし

たいという考え方はないのですけど、何かもしあったら、そういうものがいいなと、できれば。

でも、自治基本条例の中でうたっているわけですから、何とか早くそういうものをめどつけら

れればいいなとは思っています。以上です。  

○委員長（山本浩平君） 今のご意見なのですけど、事務局のほうで(１)と(２)関連ありますよ

ね。決算審査のあり方とか、健全財政のガイドラインだとか、これは政策研究会に関連あるか

ら書いているのですよね。ちょっと説明願いたいと思います。  

○事務局長（上坊寺博之君）  今まで議論の中でちらちら出ていたのは、こういうことではな

いかと、一応例示させてもらったのです。というのは、そこにも書いている会議条例第 10 条で

明記したのは、町政の課題に関する調査研究があるときは、議決をもって設置すると、こうな

っているのです。ですから、議決しなかったら設置できないのです。どういう部分に課題を置

くかという部分がありまして、手っ取り早いのはこういうような決算審査をどうしていくか。

新年度予算にどういうふうに反映していくかという部分を１つ持ちながらやっていったらどう

なのかなということで書いてみたのです。決してこれがすべてだとは思っていませんけど、こ

れが１つの例示かなと。これでなくても構いませんし、私が今まで議論して出てきたのはこう

いうことなのかなと。 

ちなみに、三重県議会がこれに似たようなものをやっているのですよね。それは、行政側に

提案していく部分。病院ですとか福祉の関係、こうやるべきという提案。まさに議会側からの

政策提案です。ですから、知事はそれを受け止めて政策に組み入れるという循環をしているわ

けです。知事側に提案できないものは、全議員に配布して協議するというやり方をやっている

みたいなのです。それが１つの参考になるのかなという。ただ、大渕副委員長が言われたよう

に、これを動かしていくということになれば、ものすごくエネルギーが必要になってきますし

大変なのかなと。条例 10 条でもう規定していますから、いつかの時点では議会の責任として規

定した以上やらなければならないのかなと思っていますけど、言ったように常任委員会ときっ

ちり区別しないと間違えるのです。だから前の出たとき、公的にするか任意にするかという議

論いっぱいあったと思います。公的にするということで、公的にしたのですけど。常任委員会

の機能というのは、まさしく政策研究の機能を持っているのです。というのは、常任委員会の

所管事務の機能は、行政をけん制するという意味合いと、政策提言するという二通りあるので

す。ですから、基本的所管事務というのは、みずからが提案していくという部分の活動所管事

務なのです。ただ、そればかりではなくて、検索機能もあるだろうとうたわれているのも事実

ですけど。だから、その辺の区別をきちんとしないと間違えるかなと。 

 所管事務です。どこかの先進事例なのです。これはまさしくそういうような政策研究会に近
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いものかなと思いますので、ちょっと休憩のときに。 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時３８分  

                                         

再開 午前１１時４５分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

いずれにしても、ここでそれぞれの今の各会派の現状での認識というか考え方についてはお

尋ねしました。それで、条例でうたわれているということでございますので、何らかの形で取

り組みはいずれ必要になってくるということでございますので、各会派で十分また協議をして

いただければというふうに思います。具体的なものをきょう皆さんお持ちではないので。大渕

副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） この 10 条をきちんと読むと、町政の課題に関する調査、研究のた

め必要があると認めるときは、目的を明らかにした上で議決による議員で構成する政策研究会

を設置することができると、こうなっているのです。その１つ前、調査機関もつくれますよと、

こうなっているのです。だから、我々の議員が議会として、本当にこういうところをきちんと

して動き始めれば、かなり動ける部分は持っているのです、条件的には。それで逆に言うと、

今出してもらったこのフローを見て、各常任委員会がこのフローのような形で動き始めると、

相当解消できる部分が出てくると思うのです。解消するということは、政策研究会でダブって

やるようなことが、いくらでもできるような状況があるということです。だから、政策研究会

とは一体何をするのだというあたりのところをきちんと意思統一して、この条例、町政の課題

に関する調査、研究を必要があると認めるときは、目的を明らかにした上で、議決をしなけれ

ばだめだと。ここら辺、相当きちんと意思統一しないと、この認識を深めないと多分つくって

も単なる勉強会で終わると思うのです、今のままでいったら。だから、さっき氏家委員か誰か

言ったけど、やはりこの政策研究会の補助機関みたいなもの、そういうものがないと動いてい

けないと思う、今の段階では。そこの補助機関でやるのは、ここで書いていることは一体どう

いうことなのかということを、きちんとみんな共通の認識にしないと動いていけないでしょう、

政策研究会そのものが。だから何という名前、世話人会議というのか、小委員会というのか、

何というのかわからないけれども、少なくても各会派一人くらいずつ出て、この政策研究会ど

うやって白老の議会として取り組むのだというあたりの議論を、よほど文書上も含めてきちん

と詰めないと、この文書と整合性を取れる形で常任委員会とダブらないでやるというのは、こ

れは大変なことですよ、はっきり言えば。例えば、これで出ている決算委員会の問題だとか、

財政のガイドライン。財政のガイドラインはやろうと思ったら総務文教でできますでしょう、

何ぼでも。担当はここなのだから。だから、それよりなぜ全体で政策研究会でやらなければだ

めなのかというところが、ちゃんと全体が納得できるような、少なくてもそれくらいの議論を

する場がないと、僕はつくっても結果的には全員集まったけど意見さっぱり出ませんと。ただ

話聞いて終わりですというふうになるのだったら、僕はやはりそうではなくて、そういう世話
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役会議というのか何というのか知らないけど、そういうものをつくって、政策研究会と例えば

調査機関との関係がどうなるのか。常任委員会との関係がどうなるのか、特別委員会との関係

がどうなるのかというあたりが、やはり整理しないと、そこら辺抱えてやってもだめではない

か。深まらないですよ。深めるためにはそういう数人のものをきちんとつくって、それを全体

に何度も何度も会派に落としながら上げるということをやらないと、僕はいかないと思ってい

る。それで、それをやるとしたら、今の広報広聴常任委員会の小委員会が動いているだけで、

本当に可能なの、というような、そういうことを言っているのです、実を言えば。だから、そ

うであれば、頭出しだけする小委員会とはまったく別に、頭出し役をするそういう部分で少し

もんだほうがいいのではないのかなという気はします。そこら辺をもし皆さんが理解をしても

らえれば、各会派へ戻って、そんな形で政策研究会の立ち上げを、例えばだめならだめで結構

なのだけど、そんなような形でしか、僕は立ちあがっていかないのではいかなと、具体的に言

えば。これを持って帰って、各会派で議論すると言ても何の議論をしますか。事実、政策研究

会どうするのと議論するのですか。同じでしょう。具体的に動くというのは、やはりそういう

形をつくらないと動いていかないのではないかという気は、僕はしています。 

○委員長（山本浩平君）  いかがですか、今副委員長から提案があったのですけども。政策研

究会そのものを立ち上げるための準備会と申しますか、そういったものを各会派代表で出てい

ただいて、ほかの常任委員会との整合性も見ながら、どうやって立ち上げていくかというため

の準備会的な組織をつくらないと、なかなか難しいのではないかというご意見です。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） まだ頭の中で、政策研究会については整理ついていない部分がたくさ

んあると思うのだけれども、まずはさっきの会議規則の第 10 条に入っている目的を明らかにし

た上で研究会を設置するということになっていますよね。各常任委員会でいろいろな所管をと

って、そして意見を上げていきますよね。こうあるべきだと、こうあるべきためにはどうしな

ければいけないのかというところまで深くは所管として意見が上げていないですよね。議会と

しては、こうあるべきだというふうには言うのだけれども、それを深く突っ込んだ部分という

のはないですよね。そうするためには、こうしなければいけないだとか、こういったことに着

手しないといけないだとかというところまでは持って行けない。そういった部分であれば、逆

に本当にそういった部分まで必要なものが案件によって違うと思うのです。どうしてもそこま

で踏み込まなければならない部分、それがそれこそ政策研究会とか、そういったものの１つの

設置基準になっていくのかと。そのためにはどうするのだという目的、そこははっきりさせる

わけだから。そうなったときには、今大渕副委員長が言ったとおり世話役的な委員会がいいの

か、小委員会がいいのか、それはちょっとわからないけども、それが特に１つの常任委員会の

中で話し合うべきものなのか、もっと横断的なもので話し合って、そこで研究しなければいけ

ないものなのかというのはわからないけれども、いずれにしてもそこからちょっと離して考え

なければならない１つの組織というのは必要になってくるのではないのかなと。そこである程

度その目的に向かっての議論が進んだ上で、また常任委員会に持ち帰って、いろんな議論の中

だとか、全員でやる部分だとか出てくるのかもしれないけども。そういった構成の中でやって



 12 

いかなければならいものなのだろうなと、僕は思うのです。 

いずれにしても、今この会議規則に載っている以上は何らかの機会にはやっていかなければ

ならない。この人数の中で、果たして僕自身の頭の中では何となくイメージは浮かぶのだけど

も、そこまでの動きが今の人数でできるのかという話がすごく不安なのです。だから、会派に

持ち帰ったとしても、そういう話で多分堂々めぐりの話になってしまうと思う。果たして本当

にできるのと。つくるのはいいよと。でも、実際できるのという話になったときに難しいかな

と。でも、今まで言われているとおりに、政策過程で議会として入っていくのだという話にな

れば、どうしてもここの課題はクリアしていかなければならない部分だと思うので。だから、

どこかでこれを詰めて、自治基本条例をつくったときみたいな、どこかで詰めて、それをみん

なに考え方を示していくようなものができないと無理なのかなと思ったりもする。小委員会的

なものがいいのかどういったものがいいのか、ちょっとそれは別にして。 

○委員長（山本浩平君） いずれにしても各会派で意見調整して、この議運の中でというのは

なかなか難しいという認識ですよね。私もそうなのです。 

○委員（氏家裕治君） 実際、この議運のメンバーでもって、そういったものを構成してやる

かといったら難しいでしょう、できないでしょう。本来であれば会派の集まりだから、その中

でやっていくのもいいのかもしれないけれども、スケジュール的だとか、時間的な問題だって

クリアできないような気がするのです。想定した話しかしていないので全然わからないけど。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） この考え方は、私は会派の考え方ではなくて、個人的な考え方なので

すけど、以前からちらっと思っていたことがありまして、前に確か合併政策研究会ありました

よね。ああいうような感じで４、５人くらいの議員で正副議長とか会派とか関係なくて、本当

にそこの中からそのもの専門にするような、今大渕副委員長言ったような、まず準備段階のそ

ういうものをつくるのが先ではないかなと。これは、会派の代表とか何とかではなくて、まず

動ける人というかそういうことができるような、まず環境をつくることが先なのだろうなと。

それが、準備段階ができて、全員にそれを説明して、理解して、こういうものをやっていけば

いいのかというものを、道しるべみたいなものというのですか、そういうものをつくってもら

えるのが一番いいのかなとは感じていたのです。そうでないと、会派の代表でやってとか、ど

うのこうのとなって、会派で調整してなんて言っていたら、どんどんわからなくなってしまっ

て、そうではなくて、そこの何名かの人が専門にそれを勉強するという機関がまず必要なのか

なと、ちらっと思ったのですけど、そういうのはどうなのでしょうか。まずそれを局長に伺っ

てみたいなと思ったのです。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） どういう機関にするかという考え方ありますよね。というのは、

まず公務にするかしないかという部分があるのです。前の合併研究会は、議員会母体でつくっ

ていましたから、その中で座長を決めて、幹事決めてやっていました。ただ、公的に動いてい

くのであれば、私的な部分で１回検討してくれというやり方をするのか、逆にそれであれば当
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たった人方は大変ですよね。逆に公的な位置づけをどんな形でもいいからしたほうがいいのか

なと。逆に言ったら、この議運の中で小委員会設置すればいいのではないのかと。ここにいな

い人の意見を聞こうとすれば、委員外議員で構いませんので、それはやはり公的な位置づけを

しなければ難しいのかなという気はしますけども。その部分だけそこにどのくらいかかるかわ

かりませんけど、位置づけをゆだねてしまうと。合併研究会のときは４名だったのです。確か

座長がいて、書記がいて、あと幹事２人やったのです。そこでどういうものをするかという議

論をしてきたという。それも１回持ち帰りますか。  

○委員長（山本浩平君） ここで結論は出ないと思うのです。全体的な考え方をもう１度やは

り皆さん各会派で考えていただいて、政策研究会そのもののあり方とほかの常任委員会とのす

み分けというのも出てくると思いますので、また改めてこのことについてはやりたいというふ

うに思いますので、ぜひ協議をしていただきたいと思います。  

 続きまして、議員倫理条例の全面改正についてでございますけれども、これについてもここ

で今やるという話でもないですよね。何か特に方向性の中で意見がございましたらどうぞ。会

派で持ち帰って話をするにしても。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは前回からそれぞれの会派の中でいろんな議論されていると思う

のですけども、議員である以上、あくまで税金ですよ、私たち議員になって報酬としていただ

いている部分。それでもって議会に出てきている。それにかかわること、先ほどの報酬の部分

もそうだけれども、結局町民の税金を使って、公的な以外のものに税金を支払うだとか、そう

いったものというのは町民の目から見たらおかしな話となってしまうわけですよね。だから、

そういった部分については、公的な税金収納、納税、そういったものに対しては町民の目だと

か厳しくなってきていると思います。そういった面の要綱はちゃんと盛り込むべきだと思いま

す。そうしないと、町民の前に行って説明がつかないのではないかと思うのです、はっきり言

って。個々議員の倫理的な部分。例を上げればたくさんあるのかもしれないけれども、いずれ

にしても町民の目から見た部分で税金をもらって議会に出てきている以上は、そういった部分

の収納だとか、対応だとか、そういったものがあれば倫理条例の中にはちゃんと組み込んでい

くべきだなと考えとしてはそう思っています。 

○委員長（山本浩平君） ほか。きょうは具体的な内容についての協議ではないのですけども、

うちの会派としては、この議員倫理条例の中で、今氏家委員おっしゃったようなこと、大事な

ことだなというのがまず１点です。すべて何でも厳しくすればいいということではないと思う

のです。先ほど局長のほうから兼職・兼業の禁止みたいな話がありましたけども、現実的に踏

まえて考えた場合に、例えば県議会だとか道議会、あと国会議員は専門にやっていただくとい

うのが当たり前だと思うのですけども、地方議会の市議会、町議会。これに関しましては、そ

れぞれやはり仕事を持っている人たちも現実的には多いですし、仕事以外に実際に町内会の会

長さん。今こういう世の中というか時代になって、なかなか受けてくれる人がいないのが現実

です。それで、町議会議員の方にもいわゆる町内会長をお願いしたり、あるいは各いろんな団

体の長をお願いしたりとか、現実的には皆さんそれぞれいろいろな事情の中でやらざるを得な
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くてやっている人たちも結構いると思うのです。そういう現実があるにもかかわらず、兼職禁

止だとか、そういうものに関しては、私は撤廃すべきだという考え方をうちの会派としては持

っています。今後例えば、報酬等も関係あるかもしれませんけども、全体的に若い人たちが出

られるような環境になって、本当に議員だけでやれるのだという環境になったときは、それは

必要だと思いますけども、現状の中では廃止すべきだというふうに考えていましたので、私の

会派としては、これに対しては強く主張させていただきたいなというふうに考えています。 

こういった例も１つ上げさせていただきたいのですけども、うちの会派のもう１人の議員お

りますよね。立候補するときに、当時高齢者大学の何かの講師をやっていたのですね。陶芸の

ほうの関係の講師。これはちょっとそういったものに引っかかるといったことで、担当課のほ

うからちょっとお話があったようで、一たんやめたのです。私はやめる必要はないよと。それ

はそういうのと、町内会長さんだとか、いろんな団体の長だとかというのと別に遜色ないのだ

から、何もやめる必要がないのだという話をしたのだけども、あるそういう担当のところの課

からそういった話があったので、私はやめますと言って１回やめたのです。今また復帰してい

ますけども。こういったこともやはりいかがものなのかなというふうに思っていますので、こ

れに関してはうちの会派としては主張させていただきたいなというふうに考えています。  

ほか、何かあればどうぞ。前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  これは前からあって、なかなか改革の中での部分でまだ遅々と

しているのです。今話したとおり、やはりそういう時代の背景もありますからやる時期だと思

うので、今仮に会派持っていっても問題を整理して、この条項に何を加えたらいいのかとか、

どういう問題点を入れたらいいのか、今のお話のようにこの部分は除いたほうがいいのではな

いかと、そういうものを会派で列記をしてもらって、それを事務局のほうでちゃんとやって、

それを問題点で整理していって、これを入れましょうとか、それから具体的にやるかとか、そ

うしないと進まないと思います。  

ですから、会派でそういうことをちゃんと、今言った事項を会派で整理をして、現実に出て

いるのですから、そういうことを次回から上げてもらうとか、いつまで上げてもらうとか整理

してやっていかないと進まないと思うのです、ここで議論をしても。だからそういう形で進め

ていってはいかがですか。早くちゃんとやるべきだと思います、税金の話も聞いていますから。  

○委員長（山本浩平君）  議会全体にかかわってくる話ですよね。１人の議員だとか２人の議

員とかそういう話ではなくて。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風といたしましては、いろいろ議会改革の中の項目あると思うので

すけども、やはり議員の倫理条例、まずこれを一番最初に取り上げて早急にやっていただきた

いなというのが清風のほうの意見なのです。といいますのは、いろいろ町民から批判受けてい

ますけども、まずそういうものをきちんと自分達議員がこういうものを見直しして対処します

よという姿勢を、きちんと一番最初に見せることが必要なのではないかなと。 

やはり、今回も 16 人の議員に減りまして、また議員報酬を下げろと。そのような町民の意見

もありましたし。というのは、町議会議員として信頼をもらえるようになるのは、まずこの辺
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をきちんと整理させていただくということが一番ではないかなということで、まずこれを改革

の項目の一番先頭に出してやってもらいたいなと。もし必要であれば、政策研究会という中で、

倫理条例をやっていっても反対にいいのではないかなと。そこくらいまで進めていってほしい

なという思いで意見が出ていました。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、日本共産党さんいかがですか。この議員条例の全面改正

について。  

○副委員長（大渕紀夫君） 僕は前から言っていることと同じことです。早くやるべきですし、

案が１回配られているでしょう。各議員に。各会派に配られているはずです。ですから、それ

で見直しをした部分をここに出し合えばいいだけのことなのです。実際には、ちゃんと対比表

か何かで出ているはずです。きょうは持ってきていないけれども。各会派でそれに基づいてや

れる材料が行っているわけだから、それをすぐたたき台に上げてやればいいだけのことだと思

います。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん、いかがですか。  

○委員（近藤 守君） 私も一番先に倫理条例の全面改正のほうに力入れてやるべきだと思い

ますし、やはり兼業のいろいろなことについてはその次にやってもいいのかなと思っています。

以上です。  

○委員長（山本浩平君） それでは、日程を決めたいと思います。15 日と 22 日ですね。では、

結構日にちありますので、15 日にきょうの第３次議会改革について項目３つありますけど、こ

れを具体的な話をしてまいりたいと思います。政策研究会のあり方、倫理条例の全面改正、そ

れと最後の今後の各改革項目の進め方について。これらを協議していただきたいと思います。

３番目の今後の各改革項目の進め方については、何か特に局長ありませんか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  先ほども言いましたけど、進んでいる部分はかなり進んでいる

のです。規定で盛り込んだというものは、もう既に終わっていますけど。ただ、実際に運用が

成されていないというのが現状なのです。ですから、前に６月に委員長が議会で報告した別紙

がついていると思うのです。６つくらいの項目。これは期間内にやるということになっていま

すので、その中で検討するという表現になっているのです。ですから、それは検討されていな

いのです。仕組みとしてつくった、先ほどの政策研究会みたいに条例には盛り込んだけど、運

用はまだだというものもありますし、委員会の活性化を図ると言ったけど、どこに図っていく

かというのはまだ全然なのです。前に登別行ったときに、改革の取り組み、こんなのをお配り

したのですけども、もしあれだったら再度お配りしますので、これを見ていただければ１次か

ら３次まで全部書いてありますので、その中で一通りは検討していただきたいと思っています。

その中でも目を引いて大きいのは、倫理条例と政策研究会だという上げ方をしただけでござい

ますので、まだまだ定数も議員報酬もこれからの議論に入っていくだろうと思いますし、それ

も含めて、議論していただくなら、していただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  それでは、４月 15 日と 22 日に議運の日程をとっておりますので、

15 日だけでは当然終わりませんので 22 日もやります。15 日までに一度会派に持ち帰って協議
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を行っていただきたいと思います。 

西田委員。  

○委員（西田祐子君） 清風のほうで、これも会派に戻して議論されるのでしょうから、この

倫理条例が議員の提案はできないのですよね。町民からしかできないのですよね、倫理条例に。

それを議員が提出できるような考え方ができるのかどうか、その辺もぜひ議論していただけれ

ばありがたいかなと思いました。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  以前に議論したときには、盛り込むという方向性になっている

のです。だから何分の１なのか、何人以上の提案なのかは別にしても、議員提案、要するに議

会としての自浄作用を働かすというのが１つで、町民からのハードルを下げるという、これだ

けは一致しているのです。その中で、先ほど言った納税だとか、兼業・兼職の問題だとか、そ

ういういろいろなものが出てきているということなのです。前に多分、全国の何ぼかの事例と

って大きい紙でお配りした、あれもう１度配りますか。あれ見るとわかりやすいかなと。  

○委員長（山本浩平君） それでは、第３次議会改革については 15 日に再度議論させていただ

きたいと思います。 

５番目その他、こちらのほうからは何もないということですけれども、皆さんのほうからあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（山本浩平君） ないようでございますので、以上をもちまして本日の議会運営委員

会を閉会いたします。  

（午後 ０時１５分）  


