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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 ４月１５日（水曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ０時０７分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議会運営基準の改正について  

２．第３次議会改革について  

３．議員報酬のチェック・オフについて  

４．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議会運営基準の改正について 

２．第３次議会改革について  

３．議員報酬のチェック・オフについて  

４．その他について 

                                         

○出席委員（１１名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      委  員 西 田 祐 子 君 

 委  員 及 川   保 君      委  員 近 藤   守 君 

委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

 委 員 外 議 員 前 田 博 之 君      委 員 外 議 員 本 間 広 朗 君 

 委 員 外 議 員 斎 藤 征 信 君      委 員 外 議 員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 副委員長 大 渕 紀 夫 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） 本日、議会運営基準の改正について、広報広聴常任委員長の本間委

員長がこの議運にもかかわるということで、出席をいただいております。  

 それでは、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００分）  

                                         

○委員長（山本浩平君）  本日の調査事項でございますが、大きなくくりとして１番から４番

まで。４番はその他でございますけれども、大きなくくりとしては１番から３番までというこ

とでございます。この内容につきましては、各会派で検討をいただいている内容があると思い

ますけれども、前回までの流れを踏まえて、局長のほうからいろいろと説明を受けて、皆様方

と協議を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 それでは、さっそく１番目。議会運営基準の改正について。広報広聴常任委員会に関する運

営基準、資料１というのもございます。これについて事務局長より説明を願います。  

○事務局長（上坊寺博之君）  おはようございます。議会運営基準の改正でございますが、広

報広聴常任委員会が今後活動を進めていく上で、運営に関し必要な基準を議会運営基準に盛り

たいということで、小委員会を中心に議論をいただいておりまして、素案ができましたという

ことでご提示がございます。議会関係の条例規則、規定関係につきましては、所管が議会運営

委員会であるということでございますので、きょうは広報の委員長のほうから概要説明を受け

まして、その後ご審議をいただいて、基準に盛り込むかどうかということをご審議いただきた

いということでございます。私からは以上、説明でございます。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、広報広聴常任委員会の本間委員長のほうから説明をお願

いしたいと思います。  

○委員外議員（本間広朗君）  広報広聴常任委員会に関する運営基準についてですが、これま

で第３次議会改革について、出前トーク、分科会など広聴活動を続けてまいりました。昨年は

広報広聴常任委員会の主催として、初めて議会懇談会を開催したところであります。この度、

これらの取り扱い規定を広報広聴常任委員会として運営基準に盛り込み、成文化することを広

報広聴小委員会で議論を重ね、今回の提出となったところです。このことから議会の会議規則、

委員会に関する、条例等に関する事項として、議会運営委員会で審査をお願いをいたします。  

お手元にあります資料１をご覧ください。第１節から第５節まで成文化いたしました、これ

を議運のほうで審査いただきたいと思います。 

 まず第１節なのですけれども、これは委員会、小委員会、分科会とありますけれども、これ

を明確に成文化することになりました。それと第２節は出前トーク。これも昨年やっておりま

すので、皆さんよくご存じかと思います。これも明確に。第２節から第３節、今回の報告会。

それと第４節、議会懇談会、第５節と。これは、各分野ごとにただ明文化したということです

ので、中身については詳しく説明しませんが、そういうことになっておりますので、皆さんご
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審議よろしくお願します。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。それでは、この項目につきまして、何か特

に皆様方から質問、ご意見ございましたらどうぞ。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 西田でございます。おはようございます。この広報広聴常任委員会で、

３つの委員会の中で、出前トークとか分科会なのですけども、小委員会の議会報告会もそうな

のですけども、これを行う場合におきまして、例えば町民と懇談したときに議事録とか報告の

仕方というのは、特に分科会は議長に報告するとなっていますけども、報告の内容まできちん

とやはり報告すべきとか、そういう話は出たのでしょうか。それがまず１点。ただ懇談しまし

たというだけではなくて、内容まできちんと報告しなさいということなのか、その辺はどうな

のかと１つ。  

もう１つは、これをするに当たりまして、お茶代とかありますよね。そういうものはどこの

委員会で経費としてみるのか、その辺何かもし整理されていましたら教えていただきたいと思

います。以上２点です。  

○委員長（山本浩平君） 本間委員。 

○委員外議員（本間広朗君）  内容の報告ですが、これは委員会でまとめまして、あと議長の

ほうに提出して、町民から出された意見、要望をまち側に出すということになっております、

この中では。それとお茶代はわからないですけど、これは多分議員会費か何かから出る。この

辺はまだ詳しくは決めてないと思います。今後例えばお茶代を出すとしたら、議員会費から出

るのか、その辺はちょっとこれはわかりません。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） １点目のほうは大体わかりましたけども、内容まできちんと把握して

報告するというふうに理解してよろしいですね。  

２点目のほうなのですけども、お茶代につきまして、私も他の団体から、例えば議会側から

出前トークみたいな各団体との懇談会を受ける団体から聞かれたのです。お茶をどうしていい

でしょうかと。テーブルとかそういうセッティングはどちらがやるのでしょうかと聞かれたも

のですから、やはりその辺をきちんと整理していただければ、それはどこで整理されるのか、

これは広報広聴常任委員会のほうでやるのか、どこでやられるのか、その辺もちゃんと整理し

ていただければありがたいかなと思ったのですけども、以上でございます。 

○委員長（山本浩平君）  本間委員長。  

○委員外議員（本間広朗君）  お茶代に関しては、常任委員会のほうで予算のこともあります

から、これは検討したいと思います。テーブルとか会場の設営ということですよね。これは広

報広聴の全員ですから、例えばＡ班、Ｂ班のその方たちが会場に来て自分達でセッティングす

るというのが基本になっております。 

○委員長（山本浩平君）  事務局のほうからお茶代に関しまして、また今のお話についても若

干説明を願いたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  お茶をどちらで負担かするというのは別にしまして、まず基本
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的な考え方から申し上げますと、まず１つは、出前トークというのは従来の議会改革の中で取

り組まれてきた事項なのです。これは主催者がどちらになるかといったら団体側なのです。団

体側の要請で議会がそこに出向いて行って、広聴するという機能ですから、位置的には団体側

にあるということなのです。団体側の求めで行くものですから、当然団体の会場設定に基づい

て、そこに議会が行くということですから、出前トークはあくまでも相手方という考え方を持

っていただきたい。 

ほかの部分については、分科会というのは議会側の要請するものですから、あくまでも議会

の委員会として主体的に行うものとしてあるということからいえば議会にあるという。あとは

議会懇談会、報告会についてもこれは議会が求めていくものですから、これは議会側にあると

いうことで、出前トークだけ異質な部分ございますので、これは団体の要請で行くということ

でありますから、出してもらえるかこれは別の話ですから、主体的には議会ではなくて相手側

にあるという。 

お茶の部分については、前回の議員会の総会のときにもお話出ていましいたけども、あくま

でも公でやるものですから、そこで出すとすれば公費で支出するのが適切かなと思っています

けど、議員会という形にはならないと思います。そういう部分でよろしいですか。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） わかりました。そういうふうなきちんとしたすみ分けを今後されてい

いくというふうに理解してよろしいですね。  

○委員長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。きょう提案されているものにつきましては、

広報広聴常任委員会の小委員会で協議されて提出されているものということで、特に問題がな

ければ皆様方から承認をいただきたいというふうに思っているのですけども、いかがでしょう

か。皆さんよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、盛り込むという方向でよろしくお願いしたいと思います。  

 ２番目の第３次議会改革についてでございます。これにつきまして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）  前回の議会運営委員会で、議会改革を５年間で行うというにな

っていまして、今会議規則に順次盛り込んでいって、システムとしてはつくり上げてきてござ

いますが、運用については十分ではないことも実際にはございます。当面、大きくわけますと

課題がありまして、それを一定期間の中でクリアしていきましょうということで、１つは政策

研究会の運営をどうしていくかということが１つでございます。 

もう１つは、全面改正をするという３次の計画であります議員の倫理条例、これをどうして

いくかという部分がございまして、まだまだあるのですが、当面はこの大きな２つに向けて議

論していってはどうかと思ってございます。きょう、示させてもらっていますのは、一つ政策

研究会のほうについては、三重県議会で検討会。要するに議会内で検討会という会議をもって

やってございまして、それの資料を１つつけさせていただいてございます。議員の倫理条例の
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部分については、全国の倫理条例の企画をすべての議会を抽出してということにならないです

から、あくまで目ぼしいところ、８議会を比較してつけさせてもらっています。これは一応た

たき台にしながら議論していっていただきたいなと思っております。一つは政策研究会のほう

から先に入っていきたいと思ってございます。これはあくまでもたたき台資料ということでご

ざいますので、そういう理解をいただきたいと思います。三重県議会から抽出させてもらって

いまして、三重県議会の基本条例第 14 条に、検討会の設置規定がございます。これはあくまで

も白老町が会議条例等を直すときに一定の参考にした部分でございますので、多分表現はうち

の表現と似通っていると思います。第 14 条にこういう規定がございます。議会は県政の課題に

関する調査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

する検討会を設置することができるとい規定になってございます。ちなみに白老町の部分は、

議会は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、ほぼ同じような内容で

ございます。ですから、これを三重県の運営方法をひもといていけば、ちょっと参考点になる

部分があるのかなと思いまして、つけてございます。三重県のホームページから拾った部分で

ございますが、三重県は県議会の条例に基づきまして、検討会を現在まで何点か設置して運営

を行ってございまして、その中で政策立案や政策提言を行っているという現状でございます。

丸印のついている部分は５点あると思いますが、大きく分けてこれだけやっているのです。一

つは政策討論会議という部分と、目的がはっきりしている道州制の地方財政制度調査検討会、

これは既に終わっております。食の安全・安心の確保に関する条例検討会。これは条例提案を

しているようです。それともう１つは、水力発電事業の民間移譲に伴う宮川流域諸課題解決の

ためのプロジェクト会議。もう１つは議員提出条例に係る検証検討会。今現在動いているのは、

この１番下の１個だけです。あとはほぼ終わっているようです。政策討論会議の中には、財政

問題に関する政策討論会議というものと福祉医療費助成制度の見直しに関する政策討論会議。

新博物館の建設検討に係る政策討論会議。多種多様でやられているようです。実際には政策討

論会の(２)のように、知事に実際に申し入れを行って、知事が既に制度の見直しを進めている

というのも実際にはございます。こういう部分、ホームページ膨大になりますので、抽出はで

きないのですけども、こういうものを見ればきっかけ、参考になるのかなと思います。 

次のページですが、政策討論会議運営要綱、こういうものを議決してやっているようです。

これは前のページの(１)、(２)、(３)にかかわる部分の運営方法でやっている部分でございま

す。あくまで県議会ですので、会派の割合で委員構成をしているようです。座長が基本的には

議長、副座長は副議長がなっているようでございます。これが要領です。 

もう一つは、参考になればということで、道州制地方財政制度調査検討会というものが載っ

ていましたので、全部載っているのですけど、これを１つ出してみました。検討会の設置です

が、19 年の第２回定例会で議決を受けて設置をしてございます。設置目的は分権型社会の地方

自治の実現に向け、道州制及び地方財政制度に関する調査検討を行うためということで、20 名

以内、構成議員は議長が指名する者、当該調査終了までということで議決をとってやっている
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ようでございます。議決を受けまして、要領も定めているようでございます。一番最後につい

ておりますが、それがその個別目的の運営要綱です。これも見ていただきたいと思いますが、

これは 20 年の３月 27 日、知事に要望書を出しているようです。余りにも報告書、ボリューム

が多いので抜き出しておりませんけど、三重県のホームページにリンクすると、こういうふう

につながっていくと。それで、討論の経過ですが、２つの分科会をもって動いたようでござい

まして、道州制の分科会と財政制度分科会。これは、運営要綱で分科会を設けるということに

なっていて、この２つで動いて来てございまして、分科会が８回、全体の検討会が３回やって

意見をまとめているようでございます。配布資料ですとか結果概要、議論の概要はすべてホー

ムページで掲載されているようです。このような形にして、最終的には知事に要望書が提出さ

れているということで完結しているようです。これがちょっと政策研究会に該当するかどうか

はわかりませんけど、参考になる資料かと思います。 

○委員長（山本浩平君） まず(１)の政策研究会の運営等についてですけども、前回皆様方と

議運の中で協議いたしました。その中でそれぞれのご意見としては、通年議会及び広報広聴常

任委員会という新たな取り組みの中で、具体的に政策研究会というのは、具体的にどう進めて

いくのかということで、それぞれ頭を悩ませていると申しますか、具体的になかなか難しいな

という結構ご意見あったと思います。そこで事務局のほうに参考になるようなものがないだろ

うかということで、きょう事務局のほうからこのような提案があったわけでございます。第３

次議会改革の中の取り組みとして、政策研究会については、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

を設置するというようなことで、第３次議会改革の取り組みの項目の中にはっきりとうたわれ

ているものでございますので、具体的に進めてまいりたいというふうに思います。  

まず、今局長から説明があった三重県議会の参考になる内容についてご質問をまず受けたい

と思います。これについて何かお尋ねしたいことがあればどうぞ。何かわからないことでもい

いですし。及川委員。  

○委員（及川 保君） 清風クラブです。県議会ですからかなり大きな母体なわけですよね。

これは町議会に当てはめるとなると、どういうふうになるのかと今考えながらいたのですけど

も、全体でこれ自体は分科会形式で 20 人になっていますけども、県議会そのものはかなりの定

数だと思うのです。その中の 20 人選出するということは、町議会に当てはめるとなるとどうい

うふうになっていくのかなと、今そんな思いもしていたのですけども。ただ、やはりここは正

副議長がその任にあたっているようなのですが、議会としてもそのような形になるのかなと、

権威からすると。重きを置くとすれば、やはりそういう形になっていくのかなととらえている

のですけども。 

もう１点は、これをやるときに議運がこれをどうしようかと議論するのですけども、実はう

ちの会派の中でいろいろ議論したのですけども、各常任委員会がありますけども、副委員長の

方々に例えばもう少し詰めて研究、調査してもらったらどうかというような案なんかも出てい

たのですけども。会派制度からすると確かに満遍なく出席はされているのですけども、この議
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運もそれを担っているのだけども、副委員長の方々というのは中にはおられますけども、正副

委員長が入っているというのもありますけども、となると政策研究会という状況を把握するに

は、そういう形をとってみるのも１つの手かなという話も出たのですけども。このあたりどう

なのか。 

○委員長（山本浩平君）  ただいま、清風さんのほうから副委員長を中心とした検討会議の構

成メンバーで、検討会議みたいなものを設置したらいかがかという提案がございました。各会

派でそれぞれ協議をされてきていると思いますので、この点について他の会派の皆さんいかが

ですか。いわゆるこのテーマについてどのようにしていったらいいかというのを協議されたと

思うのですけども。公明党、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 政策研究会というのは、第３次議会改革の中の実施項目の中にうたわ

れているわけですけども、その位置づけをどうするのかということで、皆さんに持ち寄ってい

ただいたと思っています。前回も出ていたのですけども、今及川代表のほうからもお話があっ

たように、各常任委員会がやはり１つの主流になってくると思うのです。ただ、各常任委員会

というと、どうしても政策研究会ですから、町政全般にわたっていろいろな問題というのが出

てきますよね。それは横断的な課題も出てくると思うのです。ですから、もし政策研究会とし

て取り上げた場合、目的がはっきりして、私は各常任委員会同士が横断できるような委員会組

織みたいなものが必要になってくるのではないかなと、そういうふうに思うのです。ですから、

これはこれから皆さんまたいろいろな議論の中で進めるべきことだと思いますけども、新たに

政策研究会というのを立ち上げるのではなくて、協議機関が必要になってくるだろうと。ここ

でいう三重県議会でいくと代表者会議で協議をするという形になっていますけども、その協議

機関がどういうものになっていくのか、イメージとしてはわかないのだけども、政策研究会と

しての位置づけとしてはそういった各常任委員会の代表者。せめて各常任委員会で今持ってい

る定数ぐらいの人数は必要になってくると思うのです。そういったところが１つの小委員会と

言ったらいいのか、言葉的にどう言ったらいいのかちょっとあれですけども、そういった組織

の中でものごとを進めていくといいますか、まとめるというのか、そういう形のものが必要に

なってくるのではないかなと私はそう考えます。  

○委員長（山本浩平君）  新政クラブ、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。いずれにしましても、議員が今 15 名しかいないわけ

ですよね。その中でいろいろ立ち上げるというのは非常に無理があるのかなというふうな気が

しています。それで一番いいのは、今ある常任委員会でやはり上手に使って立ち上げといいま

すか、その中でもってそういう組織をつくってやるのが一番いいのかなと、そんなふうな気が

しております。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん、いかがですか。  

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。前回も大渕副委員長がお話されたと思うのですけども、

やはり今ある常任委員会をフルに稼働させて、近藤委員もおっしゃいました、この少ない人数

の中でそういう政策研究会のようなものを立ち上げて、それが万度になく運営していけるのか
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なというのが懸念されるのです。だからそうであれば、もっとこの常任委員会を密度の濃いも

のにしていくということで運営していくしかないのではないのかなという非常に今の状態では

むずかしいのではないのかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  新風でございますけども、私どもも今土屋委員から出たお話の内容

に近いものを検討したのですけども、近い意見でございまして、新しくできた広報広聴常任委

員会の分科会の活動等を活発にすることによって、常任委員会の活発化も図れるのかなと思い

ます。やめるということでは当然ありません。ただ、検討する期間をやはり設けて、どのよう

にできるのかということを慎重に協議をして進めていくということで、今すぐ何々について政

策研究を行うというようなことにしても、なかなか少ない人数のなかでは非常に厳しいものが

あるのかなというふうに思います。ですから、皆様方から出た内容で、まずは各常任委員会か

ら代表あるいは副委員長さんという清風さんからもお話ありましたけども、そういったところ

でまずどのように取り組めるかという検討を進めるかなという、私ども新風は考えております。 

それでは、前田委員外議員、いかがでしょうか。  

○委員外議員（前田博之君） 今話出ていますけども、整理させていただきたいのですけど、

政策研究会をどうするかという検討会議の方向性、位置づけの検討会議をつくるのか、今話聞

くと立ち上げる政策研究会の立ち上げるメンバーの話に入っているのか、その辺整理をしてい

ただかないと、ちょっと意見が違ってくるのです。ですから今委員長言ったように、政策研究

会の方向性の位置づけのための、まず検討会議をつくるための今議論をされているのか、もう

政策研究会を規則条例つくっているから、そのためのメンバーを出して即実行するためのメン

バーにするのか、その辺整理をしてもらわないとちょっと私意見を２つ言うのか１つ言うのか、

それによって言い方がちょっと違ってくるのですけど。  

そうすると、まず全体の検討会議が必要かなと思っています。それで前回も私言ったように、

各常任委員会との整合性というか、権能や権限持っていますから、それを十分に議員も理解を

して、そして政策会議がどうあるべきかということの性格をつけて理解しなければいけないと

思うので、さっき清風のほうからありましたけども、もし検討会議あればやはり総務、建設、

議運そして広報の各副委員長方が出て議論をされて１つの方向性を見出したほうがいいのかな

と、こう考えています。まず、検討議をつくるとすれば。政策研究会のほうに完全に入ってし

まうということにはまた別に意見ありますけども。  

○委員長（山本浩平君）  それでは、前田委員外議員のほうからご発言がございましたので、

皆様方に確認したいと思いますけれども、完全に立ち上げるためのチームをつくるのか、それ

ともどのように行っていくべきかということを検討するための小委員会的なものをつくるのか

ということで、若干各会派によっては温度差があるのかなというふうに思われます。この点に

ついては。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 政策研究会の設置という部分については、これはあくまで目的が明ら

かにされた場合設置されるということになっているのですよ。ですから、設置するのはあくま

でも目的がはっきりしてからということで、皆さん共通の理解のもとに立たないと話がごちゃ
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ごちゃになってしまいますよね。常に置いておくわけではないですから、この政策研究会とい

うのは。だから、研究会議をどういったときにもうけるのかとか、そういったところから始ま

っていかないと。だからメンバー構成もこういった部分がいいのではないかという部分でちゃ

んとうたっておく。そして何か目的がはっきりしたときには課題だとかが整理されて、目的が

はっきりしたときには、そこが小委員会的な立場の中で政策研究会を立ち上げるだとかいう形

にしていかないと、今はそういう位置づけについての考え方をしたほうがいい。実際、実施項

目の中で、政策研究会というのは設置するということになっているわけですから、そこに行き

つくまでの課題の整理がないと、これを今この議運の中でまとめなければいけない話ではない

のかなと思うのですけども、それと同じことですよね。僕もそういうふうに思う。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  流れだけ押さえておきたいと思いますが、これは今氏家委員が

言っているように、規定上は設置する方向性なのです。設置しないということではなくて、会

議規則上は設置できる規定を設けましたので、将来的には運用していかなければならないとい

うことだと思います。１つは、その根拠になっているのは、白老町の自治基本条例の 21 条には

っきり議会は規定してしまっているのです。参考に申しますけど、議会はまちづくりに関する

政策を調査、研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置しますという自治基本条例の中

できちんとうたっているというのがまず１つです。 

次の段階として第３次議会改革に入るときに、昨年の４月に議論何回か数回しておりますけ

ど、設置の方法はどうしていくかという議論はもうクリアされているのです。公的な機関とし

て設置するのか、任意機関として設置するのかというのはもう既に議論済みでありまして、大

方の会派は公的に設置するという規定の合意を得まして、ですから会議が規則に盛ったという

議決をして、設置するのだよということを正式に規定したということです。ですから、今そう

いう流れからいきますと、設置したときにどういうふうに運営していくかということを議論さ

れるのが一番今必要なことではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） うちの会派も、要はもう既にやるのだよということが決まっているわ

けだから、要するに最後に資料として出ていますよね。最後に運営要綱として出ていますよね。

ここをきちんと決めておけば、あとは何も課題が目の前に来たときに、これをもとにして動く

わけですから、この部分をどうするかということをきちんとしておかないと、皆さんいろいろ

当然意見持っているのですけども、この部分をどうするかということをたたき台をきちんと検

討していただきたいという、先ほどの私たちの意見でもあったのですけど。 

○委員長（山本浩平君） おおむね皆様方そのような、今及川委員から意見がございました。

局長や公明党さんからもご意見ございました。おおむね皆さんそのようなそれはよろしいです

か。もっと具体的に進めていくべきだという意見がもしなければ、そのようなことでまず運営

をどうするかというための検討会をつくるというようなことで押さえたいと思うのですがいか

がですか。まだ賛同が得られていません。共産党さん、何かご意見があれば。  
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では、構成メンバーをどうするかというところに移りたいと思います。先ほど清風さんから

副委員長を中心とした検討会議を設置すべきということがございましたけども、ほかに何か意

見がございましたらどうぞ。意見というか、皆様方にお尋ねしたいのですが、副委員長が中心

として設置するということに関して異論はないわけでありますけれども、そのような形になる

と、各会派から全く出ない方々もいらっしゃると思うのです。私どもも両方とも委員長でござ

いますし、副委員長となると清風さんも多分副委員長さんいらっしゃらないですよね。そうい

ったことを考えると、例えば各会派から一人くらい出したほうがいいのかとか、また無会派の

方もいらっしゃいますし、この辺についてどのように検討されたらいいのか。それとも、常任

委員会中心ということで、お任せというようなことでいいのか、ちょっと検討していただけた

らと思います。及川委員。 

○委員（及川 保君） そのとおりなのです。それはわかるのです。だけど、先ほど来出てい

ます、公明党からも出ています我々もそうなのです。各常任委員会が、それぞれのメンバーで

すよね、構成されているのが。ですから、常任委員会をきちんと基本にしておこうということ

は皆さん多分同じ意見だと思うのです。であるならば、常任委員会の一番知っている状況の立

場にあるわけですよね。会派となると、またこれがわからないでもないけれど、関連からして

も今委員長がおっしゃったそのとおりなのです。しかし、常任委員会はきちんと基本にしてお

こうということであれば、やはり常任委員会の任に当たっているそれぞれの構成メンバーが主

として考えないと、どうもうまくいかないのではないかと。会派の代表の集まりになってしま

うと。意見としてはわかるのですけど。入らないというのは、確かにそのとおりなのです。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 及川委員の言っていること何となくわかるのです。各常任委員会、建

設厚生、総務文教、まずこの２つにみんな入っているのですよね。なおかつ広報広聴というの

があるわけです。まずこの２つの常任委員会の中で、やはりさっきも言ったようにメンバーの

選出はそこでしなければならないと思うのです。そこでお互いにいる副委員長が頭になってや

るのならやるでいいのだけど、その中からメンバー構成、やはり１つの常任委員会程度の人数

必要でしょう。大体半分ずつくらいの人数を合わせるというのですか。お互いに持っている所

管についての知識をその中でやりとりできるような、そういうメンバー構成にしていくのがや

はり必要なのではないのかと僕もそういうふうには思うのです。ですから、前回共産党の大渕

副委員長からも常任委員会もそういった充実の中でできないかというお話は出ていたのです。

そうなると、新たな検討会議、名称的にはどういうふうになるのかわからないけれども、新た

な部分というのは必要になってくるのではないかと思うのです。各常任委員会で任せるよとな

ってしまうと、何かすごく狭まってしまうような気がするので、検討会議というのが１つの政

策研究会を立ち上げるための前段としても受けられるものだとすれば、そういった構成が必要

になってくるのではないかとは思うのです。  

○委員長（山本浩平君）  具体的にお話すると、議運の副委員長、大渕副委員長、広報広聴が

斎藤副委員長ということで、同じ会派から出るということにはなりますよね。それで新風だと
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か清風さんはゼロということにもなりますので、その辺は各常任委員会で調整をしていただい

て、委員長出るところもあれば副委員長、あるいは委員の方が行きなさいといようなこともあ

り得るのかなというふうに私は考えたのですけども。前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  今人数の話に行ってしまっているけど、検討会議の運営をして

いくのだけど、主として何をするのかということを、今あるように運営的なものをつくるのが

主なのか、そういうことをある程度皆さん理解されているかもわからないけど、その辺を整理

して、どの程度のメンバーがいいかということをやらないと、ただ私は条例の 10 条の規定から

いけば、町政の課題に関することだから、あくまで今話している議運のほうから何名かメンバ

ー出てくるということになってくると、会派は関係ないと思います。あくまでも議運の副委員

長なら副委員長とか、変な話 4 人出てきますから、それに正副議長の中に副議長が出てもらう

としたら５人で、仮に運営要綱をつくるものか、そういう内容によって、ただ頭数だけいても

仕方ないと思うのです。その辺を整理して、どういう人数になっていくのかということで整理

していかないとだめかなと思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  今、前田議員のほうから話出たのですけど、きょう皆さんとお話し

しているのは、要するに政策研究会というのは自治基本条例で立ち上げると、つくるというこ

とになっていますよね。それで、つくるということになっているので、三重県の先ほど説明受

けたこの資料から見ますと、これに基づいて、ここでは討論会とか政策検討会とかとあります

よね。その討論会の場合は、運営要綱はこうですよと、検討会はこうですよという形になって

いるのです。だけど我々の場合は政策研究会というほうで、この政策研究会の運営要綱という

ものをきちんとつくっておかなければだめだと思うのです。つくるためにこの要綱のたたき台

を例えば副委員長なら副委員長とか、各会派の代表とか出てつくって、それでまた議運にかけ

て運営要綱をきちんとこういう形で皆さんで最終的には議論をして運営要綱をとつくるという、

今回のこの議運会議という形にしたほうが。その中で運営要綱の中で、例えば政策研究会は 15

人以内で全員でやると。そして、座長はそのときに出たときには議長が務めるだとか、副議長

が副座長を務めるとか決めておいて、県議会と違って 15 人しかいないですから。今までいう、

全員の特別委員会に該当するようなものが政策研究会に出てくればいいのかなという感じはし

ないでもないですけど。やはり政策研究会ですから、全体にかかわることですから、15 人であ

ればある程度 10 人かそれくらいは出てもらって検討していかないと。３人か５人で検討してそ

れをまた全体にかけるというのは非常に難しい。最終的には全体として政策提言していくとい

うような形になると思いますので。現時点で何をやるかは別にして、この運営要綱をつくると

いう形で。つくるためには小委員会というか検討委員会をつくって、運営要綱のたたき台をつ

くるのか、その辺を議論していったほうがいいのかなと。その中で、政策研究会は何人ぐらい

とか座長は誰とか、そういうのをきちんと盛り込んで、何か課題ができたときにそれを当ては

めて運営していくというような形にしていったほうがいいのかなと思いますので、そうでない

と全部みんな一緒になってしまって、なかなか進まないのではないかなと思うのだけど。どう
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ですか、その辺は。 

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩といたします。  

休憩 午前１０時５０分  

                                         

再開 午前１１時０２分  

○委員長（山本浩平君）  委員会を再開いたします。 

いろいろと休憩中に議論をされましたけれども、たたき台を議運に提出していくための小委

員会を設置して、基本的には各常任委員会を代表するような方々が入っていただくようなこと

で、総務のほうは近藤副委員長が議運のメンバーにおりますし、氏家委員は建設厚生のほうか

らということで、斎藤委員におかれましては広報広聴常任委員会の副委員長ということで、そ

こで３名と。  

○事務局長（上坊寺博之君） 議運で設置するのは７名の中から選ばないとだめなのです。だ

から、小委員会３名を構成の中から選んで小委員会にゆだねて、委員外議員で多くの意見を聞

けばいいということ。  

○委員長（山本浩平君）  訂正させていただきます。議運の副委員長、大渕副委員長と近藤副

委員長、そして氏家副委員長という３名プラスほかどうするかということでございますけども、

どうですか５名くらいでたたき台をつくるのは。 

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（山本浩平君）  いいですか。あとの２名どのようにしますか。副議長入ってもらい

ますか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、議運のメンバーの中から３名正式に。その３名の中で委員外議員

の方々に参加を呼びかけるということであれば、副議長、広報の委員長、これで大体５名にな

りますよね。そういう形の中で考えていったらいかがなものでしょか。  

○委員長（山本浩平君）  今、氏家委員からご意見がございましたけども、皆さんいかがです

か。新政クラブさん、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） いいですけども、前田委員外議員は。  

○委員長（山本浩平君） 新風は異論ございません。 

共産党さんはいかがですか。ありませんか。氏家委員のご意見、整理します。大渕委員、氏

家委員、近藤委員、そして委員外議員ではございますけども、広報広聴常任委員長の本間委員、

そして議長、副議長の中から吉田副議長と、この５人で構成されるということで、特に前田議

員何か希望があれば。では、この５名で議運に素案を出していただくと、運営要綱について。

このようなことでよろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは、暫時休憩をいたします。  

休憩 午前１１時０６分  
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再開 午前１１時１５分  

○委員長（山本浩平君）  それでは、時間となりましたので、休憩を閉じて会議を再開いたし

ます。 

続きまして(２)、議員倫理条例の全面的見直し、改正について。これも各会派で議論をいた

だけたかなというふうに思います。局長のほうからまず。 

○事務局長（上坊寺博之君）  比較表ですが、これも昨年の４月にそのときの議運の構成の方

にはもう既にお渡しして、会派でも１回議論はされているはずなのです。結論は一切出てござ

いませんが、一つは審査請求権の拡大を図ろうと。要するに議員請求ができるような規定です。  

それともう一つ、住民の請求権を緩和したらいいのではないかという案が出てございました。 

それと、審査会の委員の範囲、これをどうするのかと。これも結論は出ておりませんけど、

そういう部分が出ていました。 

それと、倫理項目を追加してはという部分で、これは新政クラブのほうからも出ていたので

すけども、納税の義務だとか、そういう部分を追加してはどうかという話も出ていまして、一

切確定はしておりません。ただし、全面的見直しをするということについては全会派一致して

いるという部分でございます。ですから、今後どういうような条例素案を出していくのかとい

うことが一つ今後の検討なろうかなと思います。それと、きょうの比較表についてはイメージ

を立てるために、一応改めて出させていただいたということでございます。私からは以上です。  

○委員長（山本浩平君）  今まで議論されてきた中の部分も含まれておりますけれども、各会

派で再度検討していただいたことについて、どちらの会派からでも結構でございます。清風ク

ラブ、及川委員。  

○委員（及川 保君） ちょっと提案なのですけども、今までのいろんな意見が単発的に出て

いるわけですよね。もう少し要領よくまとめられるような、例えばこれは議運で進めているの

だけれども、それぞれの会派のきちんとしたものをやはり見られるような状況でつくっていっ

てもらえないものですか。それが１つ、今ここで意見を申し上げるのですけども。それが１つ、

できるかどうか。  

全面改正と言っているのですけども、税の滞納、これは前からもいろいろ出ている意見です

よね。これはやはりきちんと３月をめどにして入れるのかどうか、その辺も含めて。例えば３

月ぎりぎりになって納める人も当然いるだろうし、それをきちんと考慮すれば、これもやはり

入れるべきだなというような、会派の中で出ました。交通違反だとか、学歴、職歴詐称だとか、

何かいろいろ出ているのです、意見としては。こうやって各会派の意見を出すのはいいのだけ

ど、もう少し何かきちんとまとめて提出するような方法はとれないのか、こういう意見が出さ

れていました。 

○委員長（山本浩平君） ほか皆さんどうですか。検討されたところからで結構です。 

公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前にも１回議論されている、審査請求の部分です。審査請求には住民

請求と議員請求があって、白老町の場合、前面改正の話から出ていたと思うのですけども、有
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権者の 30 分の１ですよということで決まっていたと思うのです。これはもっと低くてもいいだ

ろうと。低くてもいいということは、30 分の１が例えば 50 分の１とか 100 分の１でもいいの

ではないかという話があったのです。その辺はしっかり話を進めていきたいなと。私たちは、

100 分の１くらいでも十分それに値することになるのかなと思ったりもしますし、それについ

ては皆さんどういう意見があるか、全面改正ということで。 

１つは議員請求。議員請求は白老町の場合はうたわれていないということで。前にも出てい

ましたけども、いろんな会派から意見が出ていたと思うのです。これはやはり議員の２人以上

でもそういった請求があれば認めるべきではないかという部分では、人数的な部分はちゃんと

明確にしておいたほうがいいかなと。でなければ、何も始まるわけではありませんので。２人

以上なら２人以上という形の中でしておくべきだなと。 

それから、納税の納付義務については、これはしっかり明確にしておくべきだなと。時期的

にどうなのかということは別にしても、１年間の中での納付義務というのは決まっているわけ

ですから、その中でしっかりしていくということが、やはり町民から見た１つの信頼にもつな

がっていくのでしょうし、そういったことを明確にしておくべきだなと思います。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさん。  

○委員（及川 保君） 今の審査請求の意見ですけども、私どもの会派については、住民につ

きましては 100 分の１以上にすべきではないかという会議の中で出た意見であります。 

それともう一つ、議員の審査請求につきましては、３名以上が妥当ではないかという考えで

した。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。これは前にお話ししたのですけども、審査請求の拡

大につきましては、私どもは５人以上が望ましいということで前回申し上げております。 

それからあと住民請求の場合は、大体 500 人以上ではないかと、確かお話ししています。 

倫理項目の議員に対しては、納税とかの義務はもちろんのこと、これは前にも出ていますよ

うに、兼業の届出とか団体役員の収入届等だとかで出すべきだろうというふうに思っています。

そんなところですね、以上です。  

○委員長（山本浩平君）  新風ですございますけれども、主に審査請求のところ、前からいろ

いろ意見が出ておりましたので、これについてはおおむね 100 分の１以上、住民請求はいかが

というところでございます。 

議員請求に関しましては、はっきりしていないですけど４、５名くらいが妥当かなというよ

うなことでございます。 

税金のことに関しましては、これはやはり新政さんが出されていたとおりでございまして、

設けるということでございます。以上です。 

共産党さんはいかがですか。  

○委員（土屋かづよ君） 共産党です。住民審査請求ですけれども、大体妥当なところが 100

分の１ではないかという結論です。議員請求は３名以上。 
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それから、これは見てわかるのですけれども、納税の納付状況の報告ですけれども、これを

見るとほとんどが市でやられていないわけなのです。この辺の実態も十分調べてから行うべき

ではないのかなと。ほかの市の例も調べてからでいいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君）  以上ですか。それでは続きまして、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） まず私も整理してきましたけども、倫理基準の追加。これは納

税義務の明確化。そしてこれは年度内というような１つの形。納期ごとであればちょっとあり

ますから、年度内に納めたかどうかということ。  

それと審査請求については、私は住民請求については 50 人以上か 100 分の１くらいが妥当

かなと。そして議員の請求は３人以上がいいかなと。 

それと、倫理基準の違反の処置の仕方ですけども、やはり議員みずから責任をとると。それ

と、仮に納税の部分が議論されて結論出た場合は、議会とすれば議会広報で公表するというこ

とを。それと、納税の納付状況の報告については、今も話ありましたけど、これはやはり個人

情報の関係もありますので、あくまでも自主申告という形をとるべきだと私は思います。そし

て議会に報告をすると。そうでないと、まるっきり納税しているのか、滞納しているのかは、

どういう権限で調査するかということが疑問に残ってくると思います。  

それと、兼業の件についても前回話ありましたけども、これは私はすべてではなくて一定の

ルールを議会が決めるべきではないかと思います。仮に、町から補助金が全体事業の 10 分の

１以上出ているところはしないとか、そういう部分。仮に会長、代表者以外であればいいので

はないかとか、そういうことを逆に議会でルール化したほうがいいのかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、もう一度この次の議運の中で整理を進めてまいりたいと

いうふうに思いますので、たたき台となるような表をつくっていただいて、きょうそれぞれの

各会派や委員外議員の意見が出ましたので、その部分埋められるところは埋めたものをつくっ

ていただいて、来週の議運の前に各会派に事務局のほうから配布いたしまして、それで空欄の

部分どのように考えるかというようなことで、検討していただくというようなことで進めてま

いりたいと思うのですけども、いかがですか。きょうここでまた細かく決められないと思うの

です、時間的な問題もありまして。そういった方法でいかがですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今皆さんからいろいろと出ていました、まず倫理基準の部分の税の完

納、計画に基づく分納を誠実に守るということは、これは白老町でも取り組むべきことだろう

ということが出ていましたよね。ただ、守らなかったときの、倫理基準違反の措置。これをど

うするかという部分。これはやはり皆さんで考えてもらわないといけないなと。でないと、い

くら倫理基準をつくったとしても、それを守らないのは別に個々の議員の倫理の問題だという

話になってしまうとどうしようもないので、結局はこういったものをつくるということは、で

は守らなかったときの議員の責任というのはどこにある、どうするのだということをちゃんと

明確にしておかないとならないと思うのです。ですから、そこも会派の中でちゃんとした部分

で考えておいてもらうべきではないかと、私は思うのですけども、皆さんそれについてはどう

なのでしょうか。  
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○委員長（山本浩平君）  吉田副議長。  

○副議長（吉田和子君）  基準の方で税の完納、これはわかるのです。計画に基づく分納を誠

実に守ることとなっていますよね。さっき冒頭のお話の中で、下のほうで納税の納付状況報告

ということで、年度内に納めたらいいのではないかという話出ていましたけど、この上の基準

の分納というのは何月に１期目納めるとか２期目納めるとかいう意味なのか、それであれば年

度内に納めればいいという議論にはならないですよね。そうではないですか。計画に基づく分

納を誠実に守ることといったら、決められた期限にきちっと払わなければだめだよと言われて

いることではないかなと私は解釈して。今の皆さんの意見聞いていると、年度内に納めていれ

ばいいのではないかと言ったのですけど、それとちょっと意味合いがずれてくるのではないか

と思って、その辺明確にしておかないと。ということは３月までにその１年分をまとめて納め

たのは納めたのだからいいのだよという解釈をするのか、それとも分納を誠実に守ることとい

うのは、分納というのは、これは決められた期日にきちんと払うものなのだということなのか、

その辺きちんとしないと、上と下と意味合いが違ってくるのかなとちょっと思ったのですけど。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君） 私はここの分納というのは、多分税務課のほうと３年なら３年。

仮に先に現年分を払ってくださいよと。だけど滞納も今まであるから、これはすぐ払えないか

ら２年で払ってくださいとか。それは、税務課で決めている話なのです。だから、そういう意

味だと思うので、それはこれから改正ですから、これの部分が議員として認められるのかどう

かという部分は、これから議論しなければいけないと思いますから、そういう意味です。  

だから、全面改正という言い方をしているから、言及しなかったのだけど、そのとき出てく

るのですよ、そういうことが。だからうちのほうでも、どうしてもそういう状況があれば、１

年間だけは分納で認めると。それは次の年に履行しなかったら、自らどういう責任をとるのか

議会広報でこうですよということをやって、やはり一つの締めつけというのか、そういうこと

をするよと。これはこれからいろんな議論になっていくと思います。だから、国保税だって極

端な言い方をすると、払わないと短期給付になってしまうわけでしょう。だからそういう部分

が出てくるのです。それはこれから議論必要だと思います。  

○委員長（山本浩平君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。ここにもある資料で、この間からちょっとわからなかった

ことは、例えば倫理基準違反条例のところ、みずから措置と書いているところと、辞職手続き

と書いているところとあるのですけども、どう違うのか、その辺説明していただけるとありが

たいかなと思ったのです。話し合って来るにしても、みずからの措置というのはどういうこと

なのか。辞職手続きというのはどういうことなのかということ。 

○委員長（山本浩平君）  局長どうですか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的に、倫理基準違反を起こしても、議会がみずから処置を

とりと。一番重いのは辞職勧告しかないのです。ただ、これは勧告であって、辞職ではないで

すから。例えば、自治法に基づく職を要するに除名をするにしても、それは法に基づかないと



 17 

できないのです。条例に基づいてはできないですから、条例に基づいてできる最高の部分は辞

職勧告だけなのです。みずから処置と書いていても、辞職手続きと書いていても、これは文書

で表現しているだけなのです。ただそれに議員が従うか従わないかというのは、それはその人

の倫理観なのだろうと思いますけど、いずれにしても取り決めを皆さんで決めるか決めないか

という部分で、みずから処置をしようが、辞職をとりなさいと書こうが、それは拘束力ないと。

皆さんで決めた守りだよという部分で押さえてもらったらいいと思います。議会が処置をしよ

うがしまいが、その人が応じなければ、これはやむを得ないわけですから、勧告とか出席停止

とかできるかもしれません。でも陳謝すれと言って陳謝しなかったら、これは陳謝のしようが

ない。だから、これはあくまでも自分達でこれを守りましょうという条例ですから、そういう

ふうに受けとめてもらったほうがいいのではないかと。ただ、倫理基準に違反した場合は、あ

ったよという認定を議会がきちんとするということなのです。それはこの議員はこういう部分

で違反しましたから、有権者の皆さん次の選挙で判断してくださいというのかどうなのか、そ

ういう条例であるということだけ理解していただきたいと思います。 

ですから、最近に新しくできている条例は、工事請負も辞退するというところが書類にも書

いてあるのです。というのは、例えば土木業を営む人が代表を務めているとか、奥さんが代表

を務めているというところは、要するに下のほうに書いていますよね、自粛するのと辞退と。

辞退と書いてあるところが。では、自粛と辞退がどう違うのかといったら、これは先ほどいっ

たように、自分達の守りごとだから、自粛もしくは辞退するようにしましょうという書き方と、

辞退するという書き方の２通りなのです。ですから、重く書けば書くほど、それは自分達に返

ってくるという。ただ、それを守るか守らないかというのは、これはまた別の話ですから、そ

れは議長名でこの人は倫理違反があって、守っていませんよということを公表していくという

ことなのです。最近は結構工事をやっている方には酷なような規定も載ってきているし、社会

福祉法人の就任だとか、そういう団体の就任の届け出だとか、そういうものは最近の条例のほ

うでは顕著に出てきているということは事実です。新しい条例に行けば行くほど重くなってき

ているのは事実です。それはあくまでも議員さんの要するに高潔性というか、町民の代表とし

ての品格、そういう部分なのだろうかと思いますけど。  

ですから、今西田委員が言ったように、何ら違いはないと。ただ、条例上に重く書くか書か

ないかと。重く書くということは、守るという前提の下で書くということですから。ただ、結

果として守るかどうかというのは、これはまた別の話だと思います。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 工事請負だとか、請負業務のことに関しては、それは今までの中でも、

町からの年間の請負計画のうちの 50％以上、その部分を越えた分に関しては、議員として出る

こともできませんよという話になっていますよね。僕はその基準を守るべきだと思っています。

ましてや、工事請負自体を辞退とするということ自体がその意味がよくわからないのです。あ

くまで白老町の企業の中の一員として、しっかりとした基準の中で頑張っていくのであれば、

当然その中で貢献してもらわなければいけない部分でしょうし。ただそういった部分以外に、
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先ほど言われた倫理基準違反の措置の設け方については、どんな重い罰則を議会で決めようが、

議員に科せようが、それはあくまで最終的には議員個々の倫理観の持ち方になってしまいます

よね、はっきり言ったら。結局もう辞めなさいと言ったって、別に辞めないよと言えばそれで

終わってしまうことですから、あくまでこの部分に関しては、やはり町民に対してしっかりと

した議会としての説明をちゃんとすることができるという部分では、ちゃんとした罰則規定と

いうことを設けておくべきだと。あいまいにしてしまうと何もできなくなってしまう。その部

分での規定はやはり設けてちゃんと取り組むべきだなと私は思うのです。 

先ほど前田委員言われたとおり、完納の部分について頭の中ちょっと整理できなかったので

すけども、計画に基づく分納を誠実にということであれば、例えば１年間に４期なら４期納め

なければならないけれども、どうしても厳しくて４期のものを５期にしてくれだとか、そうい

う意味ですよね。１年間の中で整理してくださいと。次の年度に繰り越すことのないようにと

いう、そういった意味であれば、１年間でいろんな事情の中で納めるのであれば、私はそれは

それなりにいいのかなと、そういう気持ちもありますので。ただ、完納していくということが

大事なことであって、そしてそういった基準を破ったときの議員の責任というのは思いのだと

いうことを、ちゃんと明確にしておくのが倫理基本条例の一番大きな目的だと思うのです。で

すから、約束事を守らないときには、こうなのだよということを町民に説明するための１つの

条例だと考えますので、その辺についてはもう一度しっかり会派の中で議論をして入れるべき

ものを精査していきたいなと、そういうふうに考えます。 

○委員長（山本浩平君）  皆様方からいろいろご意見も出ましたけれども、きょうここで全部

まとめるというのは非常に難しい話でございますし、倫理条例につきましては、１回、２回で

最終的に意見がまとめられるということにもならないと思いますので、このことを中心とした

議運を数回開催したいというふうに考えております。この中で詰めていきたいなというふうに

思いますけども、そういうことでよろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、それぞれの各会派の名前を入れたもので空欄をつくって、そ

れを出してください。きょうは住民請求ですとか、こういったことに関しては具体的な数字、

各会派出たところもありますので、それはもう入れた上で持ち帰っていただくということでし

たいのですけども、よろしいですね。そのようなことで進めさせていただきたいと思います。  

時間の関係もありまして、まず簡単に決まるところからいきたいと思いまして、ちょっと飛

びます。３番目の議員報酬のチェック・オフについて。これにつきましては、事務局から提案

をしていただきたいということでございましたので、これをまず提案をいただいて承認を皆様

方から得たいと思います。資料５をご覧になってください。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これについては、前回の議運で前向きに取り組むという方向性

が示されましたので、これに向けて準備をしていきたいと思っています。総務課の職員担当、

今いなくなりましたけど、当時の高橋主幹とは合意できて、可能であろうということになって

います。ただ、会計管理者とはまだ協議しておりません。議会でいいということであれば、今
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後協議したいと思っております。  

まず１つは、チェック・オフの可能なものについては、基本的に４点に限定させていただき

たいと。まず、議員会の会費。それと議員会として加入しなければならない保険金、互助会、

新団体保険。これは、当然議員として天引きさせてもらって、従来からやっておりますので。  

それともう一つは、議員会主催事業による負担金。特に、懇親会何かについては、出席した

方からは天引きしなければならないですから、そういう部分でこれを事業の中に組み込むとい

うことです。  

それともう一つは、議員会による斡旋と書いてありますけれども、これはもうほとんどない

ですけれど、議長会からの斡旋で本を買っていらっしゃるとか、そういう部分ありますので、

そういう部分の買っていらっしゃる人方の便宜を図って。 

これだけ、４項目入れたいと思います。これについては、まだ議員会長の方とご相談申し上

げていませんけれど、予算に全部組み込みたいと。今、収入、支出組み込んでいない部分でご

ざいますので、想定の立つものについては、１回議員会から出すと。それで、議員会のから収

納するという仕組みにさせていただきたいと思います。控除できないという位置づけです。基

本的には、原則しないという考え方ですので、ご理解をいただきたいと。各種会派等の会費。

今、新政クラブさん、会派会費として収集していますけど、これはできないということにさせ

ていただきたいと思います。  

それと議員が個々に加入しています団体の年会費。特に姉妹都市協会とか消費者協会の部分

が従来はございました。それと個人的な経費。過去には１人、２人。この分だけ引いてここに

払ってくれという部分も引かせてもらいました。これもできないと。 

もう１つ大きいのは、本会議、委員会の昼食代。これについても基本的に個人的経費ですか

らチェック・オフはできないと。ただし、括弧に書いてありますとおり２番目については、従

来から議員会から一時議員会で借りて支払いして、支給日に天引きしていたという部分がござ

いますので、一時議員会で立てかえして、支給日以降に各議員が納めてもらえれば、これは従

来と同じように手間は同じですからできるのかなと。 

それともう一つ、４の食事。これも基本的に、皆さんにとっては１回１回ということになれ

ば大変なものですから、これも３月以外はそんなに件数もないのですね。大体午前中で終わっ

たりしていますから、これも一時議員会から現金をお借りして、立替払しておいて、支給日以

降に各議員に請求して持って来ていただくということが可能であれば、これはできると。ただ

し口座振替は前にも言ったように手数料かかってくるよということでございますので、これら

で口座振替するということであれば取り扱わないという形にしたいなと。ですから、議員会の

歳入歳出に出てこないお金、一時お借りするということは、例えば３万なら３万一時預かって

おいて、そこから現金で。お借りしておいて、皆さんの部分ですから、食事代現金で払って、

あとからもらって戻してもらうということであれば可能であると。これは皆さんするかしない

か、今議論していただきたいと思います。 

それともう一つは、別紙ついておりますけど、白老町職員の給与の支払いに関する特例条例
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というのがあるのです。ここで町長に届け出が必要なのです。議員会長から町長に控除するこ

との届け出を今言った、先ほどの１から４番までを届け出したいと。その裏を見ていただきた

いと思いますが、これは各議員から議員会長に４項目の議員報酬が控除することについて、一

応承諾書を議員会長にいただいて、議員会として確認しておきたいということでございます。

一応、概略説明しましたけど、これでよければ進めたいと。特に控除不可能なもの、２と４が

こういう方向でなくて自分で払うということであれば、これはしないということですので、こ

の辺特に議論いただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  今、事務局側から提案がございました。この点について、皆さんい

かがでしょうか。ご意見、質問等いただきたいと思います。局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  いずれにしても、これをやるということになった場合、議員の

報酬の条例を一部変えないとならないのです。職員の例に支給例をなぞらえないとできないも

のですから、今はそういう規定になっていないのです。期末手当の算定方法等は一般職に準じ

るとなっていますけど、支払方法までなっていないです。それを準用しないとならないと。そ

れ以後になりますので、早くても５月、６月以降になろうかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） きょう初めて提案されたわけですので、来週 22 日にもう一度議運ご

ざいます。それまでにもう一度、各会派で検討していただくということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。  

若干時間がございますので(３)、(４)３次議会改革のその他の検討事項及び今後の進め方、ス

ケジュールについて、再度局長のほうから。  

○事務局長（上坊寺博之君）  資料４をご覧いただきたいと思います。これも従前に示させて

いただいた資料ですが、これは会議条例等を直す前に議論いただいた部分です。既に今後の取

り組みのほうで条例化とか書いてありますので、これは終わっておりますので、ご理解いただ

きたい。 

ただ、１つの課題としては、真ん中のところ。改革への課題という提案をさせていただいて

ございまして、こういうような検討は今後も必要だと思います。例えば、３の３のその他、政

策能力向上のところの２番目。委員会の議案提出の活発化と、これの前にやろうという方向性

は示されているのです。活発化といっても、どういうふうに活発化となるのかというのは全然

議論していないところです。かけ声だけなのです、今のことは。ですから、それをどういうよ

うな形で本当に活発化するのかというのは、当然議論していって、実際にやっていかなければ

いけない部分だと思います。  

ただ、もうクリアしているのはございます。４の２の議員の出席状況の公表の中で、遅刻・

早退はどのように取り扱うのかというのを書かれていますから、これは規則改正で、もう既に

届け出しなさいということは盛り込んでおりますので、解決しているのも当然ございますが、

先ほども言ったように、まだまだ理念というか、その部分だけ示してどういうふうに具体的に

とるかというのはない部分もございますので、それもルール化するのか、本当に実践していけ
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るような方向性を議論していく必要はあるのではないかということで、全部の項目課題出しと

いうことにしておきたいと思いますので、会派でも議論が必要なのかなと思います。私からは

以上です。  

○委員長（山本浩平君）  特にクエスチョンマークついている部分について、今後議論を進め

てまいりたいと思います。この今後の取り組みを課題についての素案ですけれども、何かこれ

を見て質問等がございましたらどうぞ。また意見でも構いませんが。先ほど議論されたような

内容も入ってございます。倫理条例もそうですし、政策研究会の設置に関しましては先ほど議

論されましたので、そういったところも中には入っております。これもまた各会派で議論して

いただくということでお願いをしたいと思います。そう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）  その他のほうで、局長から何かございますか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  特に私はございません。  

○委員長（山本浩平君）  皆さんのほうから何かございますか。本間委員外議員。  

○委員外議員（本間広朗君） 22 日なのですけど、22 日に議運がありまして、できれば皆さん

に早く来ていただいて、９時に来ていただいて、広報広聴常任委員会を開きたいと。その内容

に関しては、そのときまたやりますけど、議会懇談会の実施。 

○委員長（山本浩平君）  議運の内容ではないので、１回閉めます。閉めてからお願いしたい

と思います。その他の事項ありますか。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君）  その他の事項ということで、今回の３月会議の振り返りなのですけど

も、これから６月会議迎えていくに当たって、各常任委員会に委員会報告、また３月議会と同

様に前倒しでやるのかどうか。その委員会報告のあり方については、議運でもう一度ちゃんと

精査していただかないと、これから進める常任委員会の調査、そういったものの支障が出てく

ると思うのです。今後常任委員会のそういった調査が必要になってくるのかどうか、それも含

めてちゃんと議運の中で１回もんでいただきたいなと、そういうふうに思いますので、ぜひそ

ういったものについては、今回その他の中で検討していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  常任委員会の委員会報告のあり方についてということですか。氏家

委員。 

○委員（氏家裕治君） 常任委員会の委員会報告を先にやるということが、どういうことなの

かということを皆さんよく理解してほしいのですよね。なぜ先にやらなければいけないのかと

いうことを、冒頭に。そういったことをちゃんと議運の中でもんでもらわないと、何のために

常任委員会の中で所管をとって調査報告をしなければいけないのかということを。 

もっとはっきり詳しく言ったほうがいいのですか。結局、常任委員会で所管をとって調査を

したことを先に調査報告としてやらなければいけない状況というのは、その後に一般質問を控

えるからですよ。やはり各常任委員会の中で常任委員会のメンバーでない方がやるのであれば、

それは問題ないのかもしれないけども、同じ常任委員会の構成メンバーが同じことをまた質問

するということは、何のために行政側を呼んで調査をしなければならないのかという話になる
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と思うのです。常任委員会というのは、別にどんなに引っ張ってもいいと思うのです。その中

で結論が出るまで、納得するまで聞いていいわけですから、日程何か２日、３日と決めている

けども、それでもって調査できないのであれば、もっと伸ばしていいわけですから、だから何

のために調査項目を設けて、常任委員会として委員会報告をしなければいけないのかというこ

とを、その辺からちゃんと基本に立ち返って考えないと、これから行政側からのそういった協

力も得られなくなってくると思うのです、はっきり言って。僕がもし行政側だったらもうしま

せん、そんなこと。一般質問でしてくださいよと。そんな暇はないのですと。そんなこと言わ

れて当たり前ではないですか、僕はそういうふうに思っているのです。ですから、議運の中で

しっかりもう１回もんで、ちゃんと周知徹底していただきたいなと、そういうふうに思います。  

○委員長（山本浩平君）  今、氏家委員から提案されたことについて、皆様方会派に持ち帰っ

て再度検討していただきたいなというふうに思うのですけども、前回流れの中で委員会報告を

最初にやるということで決定したことですよね。ですから、この辺いろいろと支障を来たすよ

うな部分もあるのではないかという議論ですから。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。前回は、２つの常任委員会にまたがった問題があったもの

で、前倒しでやりましょうという話だったのです。今後もそういうことであればいいのかもし

れないけども、そうではない限りの話で、今その他の中で話し合っていただきたいなというこ

とで、提案させてもらいました。  

○委員長（山本浩平君）  何かご意見あればどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 大変、状況が読めないので、はっきりどういう事例でどうだったとい

うことを。例えば、町側の本会議の中で提案する事例の中で、先にやらなければならない報告

もあるわけですよ。それは議会だけのことではないわけです。そこをきちんととえてやってい

かないと、何か何が何だかさっぱりわからないような、議会側の提案の中でやらなければなら

ないこともいっぱいありますよね。あるのです、我々の経験の中でも。そこをきちんとしてお

かないと意味が読めないものですから。  

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  だからさっきも言ったように、３月会議の場合は、各常任委員会にま

たがる問題が、委員長もいらっしゃったので、病院の問題だとかそういうことがあって全員協

議会開いてやりましたよね。委員外議員を集めて。そういったことがあったので、今回各常任

委員会にまたがるよということで委員会報告は先にやりましょうということでやらせていただ

いたのです。ただ、今回限りということであれば、そういったことに今言ったとおり、両常任

委員会にまたがるような問題があれば、それは決してやぶさかではないと思うのですけども、

各常任委員会でとった所管事務についての一般質問というのは、やはり今後そういった部分で

同じくそういった形の中で認めてしまうと、前倒しで委員会報告やりますよということになっ

てしまうと、もう委員会報告終わったのだから一般質問できるという話になりますよね、逆説

から言えば。それでまだわからなければ。いいですよね。結局そうであってはまずいでしょう

ということなのですよ。そうであれば、常任委員会をもっと先ほどから言うに充実させましょ
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うと言っているわけですから、常任委員会の中で徹底して議論して議会として上げるわけです

から委員会報告を。ですから、そういう形の中でやるべきではないのかなと、私は思うのです。

だから、今まで前回３月が常任委員会の委員会報告を前倒しでやったから、６月だってそれで

いいのではないかという話に今後なり兼ねないですよね。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 状況は十分わかりました。ただし、一議員が確か議会運営上のという

のはわかります。今氏家委員がおっしゃっている部分は十分理解はするのです。ただ、委員会

の中でいろんな議論しますよね。当然、理解する部分も出てくると思うのですけども、それで

もなおかつ無理だという部分もあると思うのです。それが何か委員会だけで、当然やっている

わけだから、それは本会議の中でやってはいけないだとか、そういうことになってしまうと、

どうも私は違うなという、一議員としての拘束をするというか、一般質問を拘束してしまうと

いう、どうもそれは納得いかない、そう思うのです。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、では常任委員会の中で一議員の発言を拘束しているかという意

味にとられてしまうのではないですか、そういう言い方をすると。本会議の中でしかできない

問題ではなくて、常任委員会で所管を取る意味がなくなるでしょうという話です。一般質問で

やるから、常任委員会やらないでくれと。一般質問でやりたいのだという話になってしまうの

ではないですか。議会としての委員会報告です。議会として委員会報告をしているのに、なお

かつ一般質問で個々の議員としてのあれだからと言って、一般質問するというのは、それこそ

違うのではないかなと思いますけども、どうなのでしょうか。議会としての入っていて議会と

しての報告をしている。これは、個々の議員の議員活動拘束するなにものでもないと。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員会というのは、当然取りまとめて委員会報告いたします。これは

議会としての報告ですよね。ただし、これもやはりなかなか理解できないのだと。少数意見と

して当然出てくるのですけども、それを何もできないという話になると、これは違うなと思う

のだけど。どうなのですか、それを皆さん納得しなさいということになってしまう。  

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  ではもし、そういった面で質問したいのであれば、わざわざその議会

の中で重複してやる必要がないではないですか。例えば３月でやったものを６月でやればいい

でしょう、はっきり言ったら。何でわざわざ３月にやらなければならないかという話になりま

すよ。別に議会の発言の場所というのはなくなるわけではないのですから、そこの議会で報告

したものが、もし納得できないのであれば、６月だとか９月だとかほかにもあるわけですよ、

年に何回か。議会も。そのルール化だけはしておかないと。僕はそういうふうに思って、今回

議運の中で話し合っていただきたいなと。でないと、報告自体が議会としてのまとめとしての  

報告としては提出できないと思っていますから。  

○委員長（山本浩平君）  意見もいろいろと交錯しているようですけども、それぞれ意見もあ
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ると思いますので、十分協議していただきたいと。次回 22 日なのですけども、午後からも日程

ありますので、きょう話し合いきれなかった部分相当ありますので、１日とって議運の日程を

取りたいというふうに思いますので、よろしくお願したいというふうに思いしたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（山本浩平君） ほか、その他ございませんか。なければ、本日の議会運営委員会を

閉会いたします。お疲れ様でした。  

（午後 ０時０７分）  


