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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 ８月 ４日（火曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午前１１時５８分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議長の諮問事項について 

２．政策研究会について 

３．議員倫理条例の全面的見直し改正について 

４．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議長の諮問事項について 

２．政策研究会について 

３．議員倫理条例の全面的見直し改正について 

４．その他について 

                                         

○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 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 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    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００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 先般、７月 24 日の議運に引き続きまして、議長の諮問事項、政策研

究会、議員の倫理条例の全面的見直し改正について、その他ということでございますけれども、

きょうは委員の皆様方のご要望もございまして、まただらだらといろいろ時間をかけて議論す

るよりは、午前中なら午前中一つ一つきっちりと議論していきたいという思いから、きょうは

午前中の議会運営委員会ということで考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

各会派それぞれで会議を開いていただけたというふうに思っております。まず１番目の議長

の諮問事項について、白老町議会議員の議員報酬についてということでございますが、それぞ

れ前回各会派の考え方を拝聴したわけでございますが、先般の議運を終了した後に、それぞれ

各会派に持ち帰っていただきながら、さらに議論を深めていただきたいと思います。どちらの

会派からでも結構でございます。この件について発言を求めたいと思います。どうぞ挙手にて

発言を求めたいと思います。いかがでしょうか。及川委員、清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。実は会議を開けなかったというのが一つありまして、

議員報酬につきましては、私どもはもともと議員を削減した中でこの議員報酬はやはりきちん

と将来の議会運営のことを考えたときにきちんと上げて体制を取るべきだと、そういう将来を

見据えてのことを提言しておりますので、その考え方は基本的には変わっておりません。また

この議員報酬一本でいくとなると非常に厳しいなと、難しいなという考え方ではあるのです。

そういう考え方であります。 

○委員長（山本浩平君） 具体的にちょっと伺いたいのですが、これ一本だと難しいというの

は、例えば定数にどうしても絡んでくるとかそのことですか。 

○委員（及川 保君） そうです。どうしても絡んできてしまうなという・・・。 

○委員長（山本浩平君） 他の会派はいかがでしょうか。日本共産党さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私はこの間もお話ししたように、まず議会活動と報酬

歳費との関係をもうちょっときちんと精査して理論化する必要があるだろうというふうに思っ

ています。ですから今清風クラブさんからありましたが、この問題は定数を減らすから上げる

とか定数を減らさないから上げないとかそういう議論でしたなら、私はこの議論はきっとだめ

ではないかなというふうに思っています。 

うちの会派はかなりの議論をしました、一つはこの町村議員の報酬というのは生活費として

見るものなのかどうか。そもそも一番最初の出発点は生活費ではなかったのです。ですからこ

の町村議会議員の報酬という・・・、現在は歳費ではなく報酬ですから、まず報酬というのを

生活費というふうに見られるのかどうかという問題です。こういうことがきちんと議論されて

いないので、上げるとなりますと、今札幌市議会がきょうの道新に大きく出ていましたよね、
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道議会議員より高いのです。道議が 10％カットしていますから 81 万円と。札幌市議会がそれ

より高いと。市長が報酬審議会にお願いしてやってもらうと。81 万円くらいにしたほうがいい

のではないかとそういうことまで道新には書いていましたけれども。そういう議論にだんだん

となっていくのです。ですから生活費と見るかどうか。議員活動量で見るのか、議員活動量で

報酬というのを推しはかるべきものなのか、そうだとするのであればうちの場合ほかの町の倍

出ているわけです。そういうところで見るのか。ですから、議員の報酬というのは何を根拠に

考えるのかというあたりを少し議論をしないと、現実的には今までも 22 から 20 にして 20 から

16 にしてきたのです。ですが現実的に報酬は下がっているのです。ですからそこには町民の意

見というのが入っているわけですよね、その次に町民との合意をどこで取るのかとなるのです。

そこら辺のところをもう少し詰めて議論をしておかなければ町民のところへ行ったならば「減

らせば上げてもいいのか」とこういう議論にしかならないのです。私はこれでは議会の議論で

はないというふうに思っておりますので、町民との合意の問題も含めて本当に生活費なのか、

議員の活動量で見るのか、町民との合意をどこで取るのか、議員というのは一体何をするとこ

ろなのか、チェック機関なのか、町民の意見に基づく政策立案機関なのかというあたりが、私

はこの議運として深めておかなければ議論になっていかないのではないかという気がしますし、

うちの会派ではそこら辺の議論をしました。「生活費ではないのではないか。生活費ではなかっ

たのなら上げなくてもいいのか。しかし専門にこれやったらやっぱり生活ができなかったら議

員ができないのだからやっぱり生活費か。」とか何とかそういう意見は現実的にかなり出ます。

時間を取られるのは事実なのですから。ですからそこら辺をもう少し詰めておかなければだめ

なのではないかと、活動量で見ますと多くなるのであれば多くもらってもいいのかと、ほかの

ところは 60 日でうちは 180 日やったのならば３倍もらっていいのか。そういう単純なことでは

ないですが、そういうことで推しはかって町民が理解できるのかどうか。ですが何ぼ言っても

町民からそんな無駄なことをやっているのではないかと言われた場合どうにもならないわけで

す。ですからそういう議論をもっと詰めるべきではないかと。うちの会派として結果としては

まだ上げる、下げるの到達点までは行っていないというのが実態であります。かなり長い間議

論したのですが・・・。 

○委員長（山本浩平君） ほか、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。私のほうはまとまった会派会議はできなかったので

すが、電話連絡という形でやりました。そういう形で報酬アップはいいと、ただしそのために

議員定数でありますとか要するに背景とは一切関係なしに、今大渕副委員長が言ったように

我々の活動量というものがかなり高いのでそれに見合った報酬はいいのではないのかというこ

とになりました。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。まず私達がこれから、今の現状ではなく私や山本委員だと

か数名は今から６年前の議会が初めてでした。当時は年間で80日から90日一般の議員ですね。

委員長、議運関係者の方々は多分 110 数日だったのではないかと思います。そういった中で、
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私達は議員報酬を上げたいがためにいろいろなことに挑戦してきたわけではないのです。結果

として今こういう状況になっているというのは。議員の資質を上げるために一つは議会改革に

取り組んできたと、ですがひいてはそれは町民のために何とかそういった活動を生かしていき

たいという気持ちがある中でやってきたことなのです。それは、これからの議会をどうしてい

くのか、先日もこれからこの後に出てくる政策研究会のあり方、どうやって議会が政策過程に

かかわっていかなければいけないのかとか、その政策過程にかかわっていく一つの大きな種と

いうのは町民からのいろいろな意見を吸い上げながらやっていかなければいけないというとこ

ろまで形的にはなってきていると、ですがそれを実際にやろうとしたときに今後の議会として

果たしてこのままでいいのかということをやはり私達は議論しなければいけないのではないか

と、ですから確かに活動量というのも重要ですし、議員の資質を上げるための議会活動も必要

でしょう。ただそういったものを考えたときに、今の現状で町民から要望のある若い人方の参

加だとかそういったことが果たしてできるのかというところであれば、議員報酬を見直すべき

ではないかという答申は、私は真摯に受けとめてもいいのではないかと、これ以上はちょっと

話を進めたくはないのですが、今議会の中でどう考えるというのは別の話でもって・・・。答

申としては受けてもいいのではないかというふうに考えます。議会活動量、確かに重要です。

そしてまた町民の声を聞きながら政策過程に反映させていかなければいけないということも重

要なことだと思いますので、そういう時間的な部分で考えますと、活動的時間というもので考

えますと、当然そういった部分にも目を向けていかなければいけないということは間違いない

というふうに思います。定数との絡みについてはここで議論していいものかどうかというのは

はっきり言ってちょっとわからないですよね。まずは今回の答申というのは議員報酬を上げる

か上げないかという話ですよね。ここに定数というものが絡んできていないものですので、で

すからこの議会の中で報酬についての議論ができればその後定数についての議論や財政的な状

況も含めてしっかりしていきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今のご発言の中で１点お尋ねしたいと思うのですが、今議会で云々

という話がございました。11 月末までにこれは結論をできれば出したいという方向の中での議

論を進めているわけでございますが、これについてはどのように考えられているのでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 果たして今の委員長からの質問にここで答えるべきなのかどうか定か

ではないのですが、今議員報酬については、私は今の現状を見て今後の議会活動の方向性を考

えたときには、答申は受けるべきだという話を今させていただきました。その後果たして今の

白老町の財政状況の中で、私たちの任期の中でそれをどう取り扱うのかというのはまた別の問

題だろうというふうに考えているところです。これは今後の皆さんとの議論の中で進めていく

ことかなと。定数の問題もしかりです。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。私どもの会派もこの件についてはいろいろ

と議論させていただきましたが、結論としては前回お話しした内容と同じでございまして、や

はり活動量に見合った報酬等を検討していかなければ次の若い世代の人たちがこの議会という

ところに挑戦できる場面をつくれないのではないかということで、やはり答申を尊重すべきだ
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という考え方でございます。また通年議会を始めた中で、今歳費なのか報酬なのかというその

ような話も出ている最中で、やはりこれをきちんと議論しないで通年議会あるいは広報広聴常

任委員会という形の中で、町民とのかかわり合い、あるいはいつでも急な問題にも対処できる

ような仕組みをつくったわけですが、やはりそこで回数は相当ふえているわけですから、どう

考えるかというようなことというのは、ここは思い切って次の世代のことを考えてやるべきで

はないかというふうに思っています。先ほど財政の関連、定数の関連とございました。現実的

にはそういった話も、当然、もし町民との懇談会等々行えばそういった話はなってくるとは思

いますが、私は先ほど新政クラブさんあるいは共産党さんからいろいろ問題提起されましたが、

活動量としてどうなのかということを他の自治体の議会と比較しても自信を持って行うべきで

ないのかなというふうに思います。 

長くなって申しわけないのですが、先般１回目の議運が終わった後にいろいろと報道されま

した。報道された後、町民の反響はどうだったか申しますと、直接議会運営委員会ということ

で私の名前も出ていました。そんな中である方が「これ山本さんが決めてどうのこうのという

形ではないのですが、山本さんの名前が出ているということは非常に山本さんにとってはマイ

ナスだね」みたいな言い方をされました。これはどういうことかと言いますと、その方とお話

をしましたなら、やはり今町民に痛みを伴う財政改革の中で、議員は定数も減らさずに報酬だ

け上げるのかと、これは非常に町民は理解できないだろうというご意見だったのですが、私は

決してそれを無視するわけではないのですが、ここでやはり次の世代のために責任を持った行

動を今の現議員がやるべきだと、こういう考え方から、やはり 11 月末までの間にきちんとした

方向性を示して答申を尊重すべきだというふうに私どもの会派は一致いたしました。 

今の各会派の議論を踏まえてそれぞれご発言なりいろいろございましたならばどうぞ。少し

議論していきたいなというふうに思います。前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） かなり議論が必要だと思います。今委員長も少し触れましたが、

前回の 24 日、近藤委員がこの問題についてもう少し町民の声を聞いたりいろいろなことを考え

て判断したいのだという話でした。きょうもらった結論はまた別ですが・・・。それは新聞報

道されてから私も何人かの人からもお話を聞きましたが、内容的には別にして、非常に現状か

ら言いますと逆風が吹いています。私がそれに対して言語するかどうかということは別としま

して、そういう観点も踏まえてこれから議論していくと思いますが、私の考えとしては、まず

議員の活動日数の多さ少なさが、これは私は議員が町政を担うために多い少ないは別としまし

て、この活動日数が多いのは議員の責務なのです。ですから議員日数が多いので報酬を上げる

というように比例させていいかどうかということは議論の余地はあると私は思います。 

それからもう１点、若い人が進出するために議員報酬を上げると言いますが、これは上げた

からといって確約できるものでもありませんし、逆に上げたことによって辞めない人も出てく

る可能性があるのです。報酬を上げる前に、魅力ある議会をどうつくっていくかということが

私は議論になるのかなと思います。やはり議論する前に、いつも言われていますが、議員の活

動資質とか議員が町民にいかに議会活動して信頼を得られるかということを懇談等で理解して
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いく必要があると思います。最終的に町民の声をどう謙虚になってとらえていくかということ

が必要かなと思います。 

それで、清風のほうも言っていましたが、やはり私は最終的にきれいなことを言っても定数

削減と切り離せなくなるのではないかなとこう思います。結果的には混戦してくると思います

が、その辺をこれからそういう部分を結果は別にしても整理して議論していく必要があると思

います。ただ答申があったからここに言っている部分だけに焦点を合わせる議論をするのでは

なく、議会としてどういうことがあるかということで議論していく必要があるのかと思います。

ですから、もし 11 月に間に合わせなければ、それに沿って云々しなくても継続審査しても差し

支えないのかなと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 今前田委員外議員から意見を伺いました。どうぞ、それぞれの会派

に対してのご意見や考え方をお尋ねするというようなことでも結構でございます。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。若い人が出られるようにということは、結果的には議員

報酬は生活給と見なされるというふうになりますよね。ただ、よくよく考えますと議員の任期

というのは４年しかないわけです。４年間を生活給として、報酬として支給する、必ずしも２

期目があるとは限らないわけです。そういうことを考えますと、やはり報酬はあくまでも報酬

であって生活給にはならないのではないかと。若い人が出られないと言いますが、例えばここ

においては過去に大渕さんが会社員でありながら議会活動をやっていたと、そういう部分では

やはり今社会情勢のもとで企業が議員として出られるような体制を整えさせるということが大

事なこととではないのかなと思うのです。社会が変わってきているということもあるのです。

要するに企業が議員活動を保障するような基盤を整えるということです。私はそう思います。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんどうですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 議員になるということは一体どういうことなのですか。私は実際生活

給や何とかという話以前に、町民としては議員になった以上は、４年間はしっかり働いてもら

わなければならないのです。ずっとやるわけではないのですから、４年間はしっかりやってく

ださいと託されるわけですから、その中での生活はある程度できるくらいの物は必要なのだろ

うと。その後どうなるかならないかというのは、私は違う話ではないのかなと思うのです。こ

ういう言い方をすると語弊があるかもしれませんが、仕事がないから議員をやるという話は違

うだろうと、土屋さんの話を言っているのではなく私の考えです。なぜ議員をやるのか、どう

して議員をやらなければいけないのか、そういったところの考え方というのはしっかり持った

中で議会に挑戦してくると。行政に挑戦するのだという思いがあって、きっかけはどうであれ

なった以上はそこに多分いるのだと思うのです。ですからその中で報酬のあり方というのは今

実際白老町議会がやっている議会活動もしっかり知ってもらわなければいけませんし、町民に

対しての理解もしてもらわなければいけません。ですから先ほど言った前田委員外議員、共産

党さんのほうから出ていました町民の声をどこで取るのかというのはやはり私は今議論を進め

ていきながら、10 月、11 月に始まるであろう議会懇談会や何かでもって町民との意見も踏襲す

べきだろうというふうに思います。ですから、私のところにもいろいろな意見があります。「や



 7 

っとそういうふうに考えるようになったのか」「でも今はそういうときではないのではないか」

などいろいろな意見があります。町民の思いと議会としてこれから白老町をどうしていきたい

のかどうするのかということの考え方は、やはりぶつけ合う場所というのはどうしても必要な

のだろうと。その中で議会はどう考えるのかという結論にもっていかなければならないのかな

と私は思うのです。ですから、先ほど土屋委員が言われた議員報酬を上げることによって自分

の会社の中に社員がいて、「今議会を見ていたらどうしょうもない、お前が行ってしっかり頑張

ってこないか」と今まで以上に言えるような体制にできますよね。報酬を上げることによって、

今の状況で出していくよりも会社としては出しやすくなるかもしれません。そういったメリッ

トも企業としては企業のサラリーマンをやられている方々がチャンスとして出てくるのではな

いかと思います。また一般商店街のところに関してもそういった面では私は出やすくなってく

るのではないのかなと思います。今までと比べますとそういう考えは持っています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。冒頭の定数の話について申し上げたのは、その後副委員長

のほうから生活給云々の話があったのですが、もともとはこの考え方に至っていますこととい

うのは、委員長が先ほど言っておられた、町民として偏った年金受給者ですとか主婦層ですと

かそういった者に偏ってしまうのではないのかと。こういうことが実は発端であったわけです。

定数問題と活動に見合った報酬を報酬の対象にすべきだと。ですから、委員長のおっしゃって

いる報酬については大体似通っているのです。将来の白老町議会のあり方も含めて通年議会に

白老町はなっているわけですから、そういったことをきちんと踏まえて報酬問題については対

応すべきかなというふうに思っております。 

○委員長（山本浩平君） 私のほうから前田委員外議員と土屋委員にちょっとお尋ねしたいと

思いますが、まず前田委員外議員のお話でしたが、活動日数は議員の責務だというようなお話

でございました。この活動日数は議員の責務だということになりますと、これは確かに議会改

革の中で決めた通年議会あるいは広報広聴の新しい取り組み、そして２つの常任委員会に所属

する、これも議会運営委員会、議会改革の中で決めていったことでございます。しかしながら、

それを完全にこれは当たり前なのだよという形の中でやってしまって、他の自治体の議会から

比べますと非常に回数は多いですが報酬はそのまま。その時点で若い人達やサラリーマン、あ

るいはサラリーマンではなくても例えば中小企業を経営されている方、そういう人達は現実的

にはどちらを取るといいますか両立させていけるのかという話になっていきますと、現実的に

は厳しい話だと私は思います。ですから、確かに言ってしまいますとそうかもしれませんが、

それでそういう議論を進めていきますと、出られる人達は限られてくるのではないのかなとい

うふうにちょっと思いました。その点についてはいかがかというのが一つ。 

土屋委員のほうにも伺いたいのですが、企業が基盤を整えるべきだという話でございます。

以前、旧大昭和製紙さんは労働組合のほうからも出ていました。そして企業側のほうからも出

ていました。また自治労の関係からも支援をいただいていた方も出ていました。旭化成さんか

らも出ていました。しかしそういうような今環境ではない状況の中で、仮に大手の企業あるい
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は中小企業にしてもそれを求めるというのは非常に難しい話だと思いますので、出やすい環境

を整えていくというのが我々議会の使命でもあるのかとこのように思うのですが、この点につ

いていかがかということをお尋ねしたいと思います。 

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私は、その議会の活動日数が多い少ないというのは、議会がど

のようにまちづくりにかかわっていって、課題を持って議員がまちづくりの中で一人一人が意

識を持って活動するのか。それの結集が、日数が多くなるか少なくなるかだと思います。私か

ら言わせていただくと、現実に白老は多いですが、通年議会を入れたということは、当然日数

は多くなるのです。通年議会のため広報広聴常任委員会をつくって懇談会をしましょうと。そ

れは前提の上で私は通年議会は入っていると思うのです。そうしますと今の議論からいきます

と、通年議会を入れる前に今みたいな報酬とか何かの議論をすべきなのです。変な言い方です

がこれは議会が決めたのです。第三者の通年議会を入れて云々やると、そうしますと日数が多

くなりましたと。そういうわけですから我々大変ですので報酬を上げてくださいという話にな

ると。議会がみずから決めたのです。それに対してこの答申をいろいろ読みますと議論もある

ところありますが、それは別にして、私はそういう形で議会というのは議員それぞれ氏家委員

も言いましたが、皆さんまちづくりの志を持ってきて参加してくるのです。白老町の今こうい

う問題を抱えている案件、課題、そしてどういう展望でまちが必要なのかということで課題解

決するために議会を開いたり議員がそれぞれ委員会活動をする、これもついてきている話だけ

であって、それだから議員報酬を上げるべきだということには私はならないと思います。そう

しますと、議会というのは何かといいますと、専任制にする、少数制になって常勤のような形

で議員活動をやるかどうか終極的にいけば通年議会はそうなると思います。その過程の中にあ

るのかなと思っているのです。ですから私が言ったように活動日数が報酬と比例させてどうな

のですかということを言っているだけです。議論の余地はあると思います、そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど前田委員外議員がおっしゃったとおり、議会の中で決めたこ

とではないかというお話でございます。私は本来議論しておくべきだったことを議論せずに発

射してしまったことですから、今報酬等審議会から出てきましたこのタイミングの中で、本来

議論すべきことをこれから議論していきましょうとこういう考え方を持っています。 

土屋委員、お伺いしたいのですが。先ほどの企業の関係です。 

○委員（土屋かづよ君） かつて企業から結構いろいろな議員さんが出ていましたが、やはり

志を大きくして、例えば企業に働いていましても、調査のために議会の議員活動をやりたいと

いうような考えを持った人が結構いるのです。ですが今の現状では議員活動を企業が保障して

くれない部分で出られないという人が多くいるわけなのです。やはり私はこれはすべてではな

いと思いますが、社会基盤を整えることはそういう部分で企業なり私も零細ですが、それなり

に仕事を両立しながらやっていますが、ある程度活動できる体制、そういうものを整える必要

性はあるのではないかと思うのです。私もやはり家族とか周りの人の支えで今こうしてやって

います。実際に 100 何十日という日数を費やすのは非常に厳しい面もありますが、やはりこれ
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は自分自身が志してきたということで周りとの融合も大切なことではないかということなので

す。ですから、そういう部分ではある一定の部分で若い人がそういう中で活動できるような体

制を整えてほしいなというのが私は思っています。 

○委員長（山本浩平君） とらえ方としては希望という形でよろしいですか。議会として企業

さんにアプローチするとかそういう話ではないと思うのです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。とらえ方を勘違いしてほしくはないと思うのですが、確か

に前田委員外議員が言われたとおり通年議会をはじめ議員活動の増加、これは私達の今の任期

の中で第３次議会改革として取り組んできたことなのです。これを次の世代に押しつけるわけ

にはいかない、私はそういう気持ちがあるのです。ですから、確かに前田委員外議員が言われ

たとおり、通年議会に取り組んだときにみんな日数はふえるというようなことはわかって今ま

でずっとやってきていることなのです。これから政策研究会に取り組もうと、これも日数また

ふえるだろうとわかって議会に諮問を受けて提案していると。はっきり言いますとこれは私達

の間だけでやっていることなのです。町民も交えて私たちだけでやっていることです。次期の

改選期のことなど考えないでやっていますでしょう。このような答申を受けるなど思っていな

いでしょうし、今回受けて初めて今後どうするのかということを、今真摯に議論しなさいとい

うことで始まっていることなので、決して議員活動の増加と報酬というのは切り離して考える

べきではないと思っていますし、今後の新たな議会に引き継ぐときにこういう議論はここでし

っかりしておくべきですので、当たり前だと私は思っています。 

言ったとおり、日数がふえるというのは今やっていくことで必要なことだと思ってやってい

るわけですから、そういうものは当たり前だと思ってやっています。次期ですがこのままのメ

ンバーでやるのであればいいのです。ここで話ができますのでいいのですが、もし次期に新た

なメンバーが若い世代の人または若い世代ではなく違う人が出てきたときに、果たしてこのま

まの状況でやっていけるのかということをやはり議論しておかなければならないと。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。理論的に言いますと、そのときにふえたときになぜ議

論していなかったのかということは理論的に成り立つ部分だと思うのです。ですが、これは答

申も何もない中で、我々は今氏家委員が言ったように白老町の議会をどうやったら活性化する

かと、お金を上げることを先に考えていたわけではないのです。そこのところをはっきりして

おかなければ、そのときに議論していなかったので今議論してはだめだということではないで

しょう。答申というのはなかったですし、同時にその時点ではそのようなことを考えて議論し

ていたわけでは全然ないのです。 

ですから、私はより具体的に言う場合は、通年議会をやる前に実数ふえるので報酬を上げる

かという議論を並行してできたかといいますと、私ははっきり言ってできないです。そのよう

なことで通年議会をやるとかやらない、政策研究会をやるとかやらないという問題ではないと

思うのです。ですから私はやはりそこら辺をきちんと考えながら逆に言えば報酬、そうであれ

ば定数をふやさない。定数の話が出ますので・・・。では定数を減らさなかったのなら報酬は
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今のままであれば減らさなくてもいいのかという議論と同じくなってしまいます。ですから、

私は定数と切り離して議論をしておく必要があるというのはそういうことを言っているのです。

物事をより具体的に整理するとしましたなら、何をどう整理するのかとそういうことを具体的

に議論していかなければこの問題は具体的にはならないと思うのです。願望はみんなあるわけ

です。そうではなくて、今直面しているのは具体的にどうするのかという問題なのです。です

から整理するとしたなら、何をどのように整理するのかという提起をしていただかないとだめ

なのです。私はそう思います。 

○委員長（山本浩平君） 今の副委員長から問題提起されたことについて皆さんいかがでしょ

うか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。整理するという意味なのですが、前田委員外議員が言

われた整理するという意味なのですが、議員の責務ですので日数は関係ないということで議論

するという整理をするのか、日数は関係があるという議論の整理をしていくのか、一つ一つや

るとしましたなら、具体的にそういうふうにやらないと私はだめだということで言っているの

です。何をどういうふうに議論するのかということをきちんと具体的に出してもらって、それ

で議論をしていくというふうにしないといつまでたっても堂々めぐりで同じことを言っている

のです。ですから、そうでない議論を発展させるためには、本当に日数は関係ないのか、関係

ないということになりますと、報酬を上げなくても定数を減らす以外報酬を上げる手だてはな

くなるのですから。今まで 22 で 20 になって 16 になったのなら、一体何だったのかというよう

になるでしょう。そこら辺を理論的にきちんと整理しましょうというのであればそこの整理を

しましょう。そういう議論ではないと私は狭まっていけないと思います。そこら辺で意見ある

方から聞いていただきたい。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 個別に絞って皆さんの意見を整理していくことであれば、まず時間に

ついては先ほど私も言いましたし、皆さんから意見は出ていると思うのですが、決して報酬を

考えて報酬を上げるがために議会活動を忙しくさせてきたという経緯は、まずそれはない状況

だと思いますというのが一つ。 

ただ、議会活動、議会改革を進めていく中で、通年議会という１つの大きな問題が浮かび上

がってきたと。その中で今まで以上に議員活動の日数というのは当然ふえてくる、それは今か

ら５年前、10 年前とは違う話でしょう。やはり活動時間といいますか拘束時間といいますかそ

の時間に見合った報酬、生活費、この辺は後で議論していただければいいですが、その部分は

しっかり確保すべきだろうと。それに見合った時間、見合った部分についてはそういうふうに

私は思います。決して関係のない問題ではないと思います。責任ある責務としての考え方を前

田委員外議員が言ったとおりだと私は思います。拘束される時間の中でしっかりとした報酬は

考えなければいけないだろうと。通年議会をやめるとか、もういいとかこのような議論をする

のであれば、やめましょうというのであれば、今までの状況で若い人方出てきてと。新しく考

えてください、みたいなことでやるのでしたらいいのですが、次に引き継いでいくということ



 11 

になりますと、これはしっかりとした形の中で引き継いでいってもらわなければいけないとい

うことになりますと、時間はしっかり見合う部分での議論は必要だろうと思います。 

○委員長（山本浩平君） 各会派に今の出席日数とのかかわり合いについてお尋ねしてまいり

たいと思います。 

私ども新風は、今氏家委員の公明党さんがおっしゃった内容と全く同意見でございます。 

新政クラブさん、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 以前からしますと、かなり倍近い活動日数があるわけです、必ずしも、

私ももともとこれはあくまでも議員の責務ですからこのことは余り関係なく、これでもって報

酬どうのということは頭になかったのですが、やはりここまできますとそうはいかないなとい

うことで、活動日数というのは議員の報酬に対価であるのではないかという考えを持ちました。

そういうことでいるのですが、これはどこまで上がるかどうのこうのというのはこれからの話

で、やはり今よりは多少上がっていいのではないかというふうには思っています。 

ただ、もう一つは、私は４年後次の人のためにどうのこうのと皆さんおっしゃいますが、私

は余り関係ないのではないのかなと。必ずしもここでやったからといって、どなたかが言って

いましたが、必ずその方が当選するわけではないわけです。ですから、そのことが報酬に上げ

てどうのこうのということは、私はまるっきり関係のないことだとこのように思っております。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん、日数とのかかわり合いについて。 

○副委員長（大渕紀夫君） 我々は、ここははっきりしています。ですから、政治的に考えた

場合は定数と今の財政状況、町民の合意この３つが全くこれからの議論にするとしたならば、

私は上げるべきだと思います。ただ、そこに政治判断として定数の問題、町民との合意の問題、

今の財政状況の問題この３つが政治判断として加味されるというふうに思っていますから、そ

この部分をリンクして議論しないと言った意味はそういうことです。ですから、我々はきちん

とした議会活動をして、町民の要望のため議会をよりよくしていくと。何も議会のために議会

改革をしているのではなく、町民との合意のもとでどれだけ町民の要求を実現できるか、チェ

ック機能がどれだけできるか、政策立案がどれだけできるかということのわけですので、そう

いうことでいえば今の議会活動、例えば道議が高く市議が高くて国会議員が高いというのは変

だなとはっきり言って思います。札幌市の市会議員がどうして 86 万円なのか率直に思います。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 私どもも、通年になって議員活動する年間の状況を見ますと、非常に

日数からしますと大変な数になっています。そういうことからしますと、やはりそれに見合っ

た報酬は出すべきだというふうに思うのです。さらにこれから報酬がもし上がったとしまして、

政策研究会なども含めていきますと、さらに大きな活動をしていくこととなると思うのです。

そうしますと、町民に当然考え方も変えてもらえる絶好の機会だということも考えますと、や

はり議員報酬もきちんと値するものに変えていくべきだというふうに思います。 

私の私見として申し上げているのですが、今回議長からの諮問だということも非常になかな

かこういう状況というのは余り今までかつてないと思うのです。７、８年前に一度上げた経緯
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があるのですが、まだ前ですか、ですから、答申審議会というのは当然報酬等審議会でありま

すから、今回のような議長の諮問として出されるということはなかなか例としてないはずです

から、これ以上画期的な状況なのかなというふうに私は見ております。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今及川委員が言われた、町民が、今の政策研究会をも

し精度を上げていくことができたら、町民が理解する絶好のチャンスだと言われました。私は

全くそのとおりだと思うのです。そこのところなのです。そこのところが、本当に政策研究会

が立ち上がって町民の要求が議会として政策化して結実させていくということが何点かずつで

もできていけば、私は議会に対する町民の見方は飛躍的に変わると思っているのです。ですか

ら、今及川委員が言われたその視点が本当に大切ですし、そこを我々がどれだけやれるかによ

って町民との合意形成が図れるかどうかのかぎではないかと、氏家委員がずっと小委員長やっ

ているのですが、そこら辺が今の通年議会と政策委員会がリンクして広報広聴委員会とリンク

していくことによって、町民との理解の精度が上がるというふうに思います。そこのところは

とても本当に大切な部分ではないかなという気がしました。以上。 

○委員長（山本浩平君） 定数とのかかわり合いについて前田委員外議員から意見を伺いたい

と思います。 

○委員外議員（前田博之君） 前段いろいろと議論していますけれども、今委員長が言った定

数の部分だけについてお答えします。私は、議員活動日数は対価に結びつけるべきではないと

思います。 

○委員長（山本浩平君） 定数ではなく・・済みません。出席日数とのかかわり合いです。 

では、先ほどの大渕副委員長の件です。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 余り深く政策研究会についての話をするつもりはないのですが、今及

川委員が言われたとおりだと私も思います。私達が今やろうとしていること、今回ボックスに

入っていた自治体議会のすすめというのがあります。私達のやっていることのそのままなので

す。これからやろうとすることをどうやって住民との合意を引きつけるのかと、それをどうや

って政策に反映させていくのか、白老町のやろうとしていることそのとおりのことを書かれて

います。こういうことで考えますと、私達の今やろうしていることは決して間違いではないの

だなと、私は逆に自分達がやろうしていることに対しての裏づけが、例えば知識者の方々の同

じ視点に立って町民と行政また議会というのがどうかかわっていかなければいけないのかとい

うことを、今後やはり進めていかなければいけない一つの大きなことを白老町はやろうとして

いるわけです。ですから、それを別にほかの町村に求めるのではなく、白老町として今どうや

ろうとしているのかということを真摯に考えたときには、やはり今後のそういったことという

のはすごく大事なことなのだろうなと。これからの政策研究会についてはこの問題を今整理さ

せて、終わってからまた議論になると思いますが、そういった部分ではまだまだ議論の余地が

あるだろうと思います。真剣に考える余地があるのだろうと思いました。ただそれだけです。 

○委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員。 
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○委員外議員（吉田和子君） いろいろ議会、通年議会を通じて定数問題のその前から白老町

の町民の中へどんどん出て行っていますよね。自治基本条例ができた中でも議会の条例もつく

って、いかに町民との乖離をなくしていくかという努力をしてきたはずです。定数を減らすと

きも、町民のチェック機能をいかになくすかということで、議会は通年議会とかいろいろなこ

とをやっていることが、今町民の間にかなり理解されてきていると思うのです。前は全然議員

が何をやっているのかわからなかったと、選挙のときしか顔を見られなかったということが、

出て行くことが少しずつ認められてきていると思うのです。ただ、私は出て行っている日数、

議会が持っている日数はだんだん町民の中に浸透していっています。 

ですから、もし報酬等を上げて、今後若い人達がこの日数ではできないだろうという、そし

て議会が政策研究会をやり、いろいろな政策提言をしたりして見えてくる部分がありますと。

そういう中に若い人達がどんどん入ってきたいという気持ちになれるような議会づくりをして

いったときに、その日数をやっていることが、私は町民に理解をしてもらえるのではないかな

というふうに思うのです。 

それと、先ほど前田委員外議員と及川委員が言ったことに私はそうではないだろうと言いた

いことが一つあるのですが、今のままですと年金者と主婦しか出られないのではないかとお話

しされていましたが、それは、今出ている女性に対してといいますか、年金者に対して私はち

ょっと失礼な言い方かなと思ったのです。もちろん世間的にはそう言われていますが、やはり

町民の自分がこういうことをやりたいということで出てきて、選挙で勝って出てきているわけ

ですから。それでは、ほかの市町村は女性がすごく多いですか。そうではないですよね。年金

者ばかり多いですか。そうではないですよね、やはり志を持っている人が出てきて、それを訴

えて町民に選挙で選ばれて出てきているわけですから。ただ、環境としてはそういう厳しい面

もあるだろうと。日数の話から外れてしまうかもしれませんが、先ほど共産党さんが言ったよ

うに、生活をできるだけ保障するといったのならいくらがいいのかと議論になったときに、本

当に保障されたのならば、若い人が本当に出てくるのか、仕事を兼任している人は仕事を理由

に議会を休めなくなるわけです。そういったことの兼任の部分も将来的には出てくるのではな

いかと。報酬をどんどん出やすい環境にしていくということは。ですから、私は議員が議員を

やろうとして出てくる意思と日数が全部町民の中に認められていく、そういう懇談会等の中で

意見を聞いていくというそういう場があるわけですから、それをやっていることをきちんとこ

ちら側も言っていける、それと公認制が出てくるのではないかというふうに考えているのです。 

○委員長（山本浩平君） 発言を認めます。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私はそういうように限定して、出られないという言い方を一切

していないと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５４分 

                                         

再開 午前１０時５５分 
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○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。これはだめだという考え方をされるのですが、私はどうも

そこがおかしいのではないかと。やはり自由ですからいろいろな考え方があって当然ですよね。

ただ、この主婦層ですとか若年層、若い方々の挑戦できる、私は出られる環境と言っているの

です。選挙ですから当選できなければ議員活動はできないのです。そういうことではなく、や

はりあらゆる層から挑戦できる体制というのは少なからずつくっておかなければまずいのでは

ないのかなというのが私達の考え方なのです。それを限定して主婦層だけが出られるとか、私

の言葉足らずで確かにそういう言い方はしたのです。申しわけなかったのですが、挑戦できる

体制を今の議会が将来に向けても将来のことも考えないでいいという部分も先ほどもありまし

たが、今の４年間で精一杯頑張ると。当然そのことはそのとおりなのです。そのとおりなので

すが、やはり我々の使命は次の世代も皆さん白老町民なのです。やはりそのことも含めて考え

ながらの議員活動、議会活動にしていくのが筋ではないかと私は思うのです。それは考える必

要はないのだということも当然意見としてはあると思うのですが、私はそういう考えです。 

○委員長（山本浩平君） 私も意見を申し上げたい。近藤委員から先ほど出た件なのですが、

私も今及川委員の意見に全く同じ意見でございまして、今回の答申の内容を踏まえて、議長が

諮問したと思うのです。答申の内容としては、やはりあらゆる階級、あらゆる若い人たちが挑

戦できるような、そういう場面をこれから議会としてつくるべきだというような内容も入って

いたと思います。この前の町村議会の研修等に参加しても、ものすごく平均年齢が高いと思う

のです。それが悪いとは決して言いません。悪いとは言いませんが、自然の流れの中でこの白

老町議会、改革がどんどん進み、先ほど提起された政策研究会等も、もしこれが現実的に機能

するようになりますと、ますますこれは議会としての使命も高くなり、私は自然の流れの中で

専業化に近いような方向になっていかざるを得ないような状況になっていくのかなというふう

に考えます。そういった中でも、やはり今議会として考えなければならないのは、こういう言

い方は申し上げるとどうかはわかりませんが、どこか地方議会においても世代交代というよう

なことも念頭におかないと、年金をもらうようになってから第二の人生としてこの議会に挑戦

する人たちがふえることが果たしていいのかどうなのか。こう私は思います。今回の総選挙い

ろいろありますが、おそらく世代交代等も進んでいくと思います。やはり地方議会においても

真摯に受けとめて検討していかなければならないことではないのかなとこのように感じます。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、時間と日数との話の中で議論が進んできて、ずれそうになるので

一つだけ。今回の答申の中に時間についての考え方、答申として受けている部分、これに一番

大事なことが書かれている気がするのです。今後も引き続き通年議会を継続されるならばとい

うことで、今日の本町の財政危機に至った経緯だとか、また議会の果たす責務を考えますと、

幅広い年代や立場の方が立候補を目指す機会を与えるのは当然であると。ここが一つの課題と

なって議員報酬の引き上げに、今回の答申に至ったというふうに私は考えていいのではないか



 15 

と思うのです。先ほどから言うように、議会改革の中で進めてきたことであるのです。ただこ

れから若い世代が本当にこの議会改革を引き継いで白老町のためにやっていく中では、やはり

時間と、通年議会というのは結局はっきり言えば時間です。やはり時間と報酬の関係は切り離

して考えることはできないのだというふうに私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の話なのですが、報酬の根拠というのは最後になったら何とか

なるのです。出席することが、全部議会が充実していくかといいますとちょっとわかりません

が、報酬の根拠が何なのか、ゼロでもボランティアでもやるのかとなるのです。ですから理論

的な根拠をきちんとしなければならない。道のところに書いているのは、議員報酬とはという

中で、「政治文化の未成熟の中では議員活動を明示して議員報酬を上げること」と書いています。

どういう意味かといいますと、町民に理解してもらうためにはどれだけ出ていることが大切だ

よと言っているわけです。ですから、上げる、上げないは別にしまして、報酬の根拠というの

は何かと最終的に全部ボランティアになっていくのか、それとも矢祭町みたくなるのか、ふえ

るから出てくる活動が報酬の根拠にならないとしたならばどういうふうに考えたらいいかとな

るでしょう。先ほど氏家委員が言われた中で、何かといいますと今までは本会議と委員会だけ

が正式に認められたものですが、今度は協議会や研究会など公的な会議としてすべて認められ

るようになったわけです。ですからそういう位置づけになったことは大切だと書いているので

す。ということは、そこに出てくる日数のことを言っているのです。ですから報酬の根拠とい

うのは何だろうかということなのです。ここのところがはっきりしなければ。 

ただ、前田委員外議員そうではないと言われるわけです。極端なことでこんなことはあり得

ませんが、１日出てくるのも 100 日出てくるのも報酬は同じでいいという考え方になってしま

うでしょう。報酬の根拠というのは本当にそういうことなのか、そこをやらないと、時間数が

多くなってもそれは違います、それは報酬の根拠になりません。と町民の皆さんもそう思った

ならば報酬は上げられません。それは無理です。それでは根拠は何かと、そうしますと今の 20

万円でも高すぎると。５万円でいいのかとこういう議論になるのです。極論ではないです。私

が言っているのは極論ではなく、そこのところをもう少し詰めなければだめではないかと。で

すから江藤さんも言っているのはそこのところを言っているわけですから。そこら辺をもう少

し詰めておく必要はある気がするのです。 

私は前田委員外議員の言っていることも、間違っているとかだめだとかそのようなことを言

っているのではありません。意見なのですからいくら言ってもいいのです。論拠としてそこが

きちんとしないとだめではないかという意味なのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０３分 

                                         

再開 午前１１時３８分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 
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いろいろ議論いたしましたが、この議員報酬につきましては、本日は出席日数とのかかわり

合いに関しましてはそれぞれ各会派のご意見、そして前田委員外議員のご意見ございましたが、

各会派は出席日数と報酬との関係はリンクすべきだという考え方がおおむね多かったように思

います。これからまだ時間、11 月末までですが、何回となく議論を深めていかないと一定の方

向性を出せないというふうに思いますので、あわせてやっていきたいと思います。 

２番目の政策研究会について、若干あと 20 分くらいですが入りたいというふうに思います。

この政策研究会について先般資料等に基づいていろいろ局長のほうから説明もございますが、

各会派で会議を開いていただいた中で、何か検討されたことあるいは疑問に思ったことござい

ましたら議論していきたいと思います。全般を通じてでも結構なのですが、この①から③とあ

りますが、何か各会派の中で特別話し合ったことがございましたら。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これも会派会議でかなり議論しました。結論だけ言いますが、政

策研究会立ち上げのときだとはっきりしています。今の状況の中でいえば、より理論化した具

体的に取り組みができる状況まで小委員会で詰めてほしいという結論です。ただ、中身は私説

明しましたが、やはり理解してもらうのははっきり言ってなかなか大変です。会派の皆さんに

きちんと理解してもらうのはなかなか大変ですので、そういう疑問は多分各会派みんな出てい

るのかと思います。特に委員を出されていない会派は、この間の説明だけでは難しいかなとい

う気はするのです。ですが、私はそういう状況はありますが、もう少し理論化して、もう少し

具体的に政策研究会が動くところまで、小委員会がもう少し詰めるべきだというのがうちの会

派の意見です。以上。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風なのですが、本間さんを小委員会に配置させていただい

ております。この件について２人で協議をしまして、私の考え方をぶつけたところ、本間さん

も小委員会のメンバーですから、もちろんいろいろやる気を持って取り組んでいますので、若

干意見の相違まではいきませんが、最終的には私の意見を納得していただいたのですが、やは

り現実的に今すぐ政策研究会をそのまま立ち上げて今スタートするのはいかがなものかという

ことでございます。もし政策研究会をスタートするとしますと、当然資料等の精査も含めて作

成も含めて、本当に議員だけでできるのかといいますと、議会事務局の職員の手も借りなけれ

ばなりません。そういったこともございますので、やめるということではなく、先ほど副委員

長から出たことと同じなのですが、小委員会で具体的にどうやって取り組んでいけるかという

のを、小委員会を開いていただいて、煮詰めていただくと。スローなペースで、無理してすぐ

行うのではなく、ゆっくりじっくり検討していただいた中で進めていくべきではないかという

ことで、うちの会派の意見はまとまりました。公明党さんいかがですか。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。政策研究会については先日議会運営委員会に中間報告させ

ていただいたとおり、まだまだ中身については具体的な部分まで踏み込んだ考え方というのは

示していません。もしできるのであれば今後小委員会の中でもう少し具体的な事例を踏まえな

がらそういったものをまとめて、また報告をさせていただきたいなと思います。そういうふう

には考えているのです。やはり議会改革の中でやると決めているものですから、これを期限つ



 17 

きの中でまとめるべきものはまとめて、今後それをどう生かしていくのかということは最低で

も任期中に１回くらいはそういった応用した形の中でやっていければいいのかなと思っていま

すが、具体的なものは今後また小委員会の中で話し合いながら、しっかり皆さんに提示してい

ければいいのではないのかなというふうに考えています。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさんいかがですか。清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。実ははっきりと会派会議を開けなかったので議論は

していないのですが、先般の中間報告といいますか経過報告の中でおおよその概要はつかめた

のですが、私の私見として、改めて会議を開いて議論したいと思うのですが、この改革の中で

はきちんとうたっているわけですから、また過去の経過の中でも例えば合併問題、調査研究会

など通常の会議の中でなかなかテーマが大きすぎて難しいだろうという部分がやはりあると思

うのです。そういったものをきちんととらまえた中で、テーマはやはりどのような形にするか

という問題も出てくるかと思うのですが、この辺のことをもう少し見極めながらきちんとした

体制に持っていくべきではないかと私は思います。今現実にこれをこうすれああすれという形

では持ち合わせてはいません。今小委員会の方にやってもらっているわけですから、きちんと

議論をされて体制をつくっていただけたらなという思いはあります。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） 時間がなくて会派会議はできなかったのですが、先ほど小委員長の言

うようにもう少し一緒に煮詰めていきたいなと思っております。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員の発言を求めます。 

○委員外議員（前田博之君） まず小委員会の皆さんご苦労さまです。私は大変いいことだと

思いますが、やはりなるべく一日でも早く立ち上げるような形が必要だと思います。この中で

委員会の特質が今現状あるいは将来我々がしなければいけないものをきちんとうたっているの

です。こういうことの具体性そして次についている資料４の政策サイクル、こういうような一

つの流れの中でやるということは政策研究会だけでなく各議員の目指すものもそういう方向で

すから、ぜひ１日でも早く方向性を出していただきたいなとこう思っています。 

ただ１点だけ、先日西田さんからも話がありましたが、たたき台だということですからあえ

て私は深く言いませんが、設置のための協議会が会派代表会議の後となっていますが、これは

公の政策研究になるのですから、会派は任意性ですのでそうではなく、やはり議員の設置協議

ということを主体に考えていただきたいなとこう思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今各会派あるいは委員外議員の意見を伺ったのですが、おおむね小

委員会のほうでいろいろと煮詰めていただく時間がやはり必要ではないかというようなことで

す。そういったことで皆さんよろしいですか。小委員長何か考え方があればどうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先ほどの議論にまた戻るかもしれませんが、これからの議

会活動ですとか先ほど議員報酬の話もされていましたが、今後の政策研究会の持ち方いかんに

よってはすごく町民の方々の理解を議会に対して議会とはこういうものなのだというものをわ

かっていただける一つの目玉になるものではないかと私は思います。何とかこれを実現させて
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いきたいなと。これがきっと町民の思いなのです。どうやって自分達の意見が議会に取り入れ

られて議会の中でどう政策過程に盛り込まれていくのか、この一貫の流れができて初めてでき

るような気がしてならないものですから。ただ、私たちも前回中間報告させてもらいましたが、

これを踏み込んだ形の中でもっと議論をしないと何ともいえないといいますか、もう少し煮詰

めてみなければ皆さんにうまく説明できない部分があるのです。ですからそういった面では少

しまた時間をいただいて小委員会の中で議論をさせていただきたいなとそういう思いでおりま

すので、もしよろしければここで皆さんの考え方の中で付託をしていただければと思います。 

○委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） この間の広報広聴の小委員会があった中で、議会報告会のいろ

いろな町民の意見を集約したものをどう報告するかということを議長に言って行政側に要請し

てもらうといったときに、小委員会の中で説明がありましたけれども、広報広聴で町民から出

た意見をどう政策化していくかなど、どういうふうにするのかという話があったときに、これ

から小委員会を進めていく中でそれを具体的な手法を考えてもらいたいという意見が出たので

す。これから今後やっていく中で政策研究会というテーマを取り上げるときに、やはり小委員

会のようなものが必要なのかなと。それが広報になるのか議運になるのか、新たにつくるのか

ということも含めて今後の議論の中ですが、そういうものを取り上げていく、検討する場をつ

くっていけるような方向性で、きょう広報の常任委員長が来ていませんので、出ている前田委

員外議員と私とがいるのでちょっとだけ言っておきますという話はしたのです。これから検討

していくことですので、そういう吸い上げの場、それをどういう形でするのかということも具

体的にもしなっていくときに、やはり町民の意見が出てきたときにそれが一つのものになって

反映されたということ、また報告会なり懇談会で報告していくことが町民の信頼につながるの

ではないかということもありますので、単純に出た意見でもすごく重いものもあると思うので

す。それをやはり見つけ出していくというのがこちら側の仕事ではないかというふうにとらえ

ているものですからそういったことをお願いしたいということで、これは小委員会なのか小委

員会で進めていく段階でそれをどうするかということも含めてやっていただければというふう

に思います。 

○委員長（山本浩平君） 今の点は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） ここで事務局１点、私どもの会派で出た意見を伺っていきたいので

すが、テーマによっていろいろ違ってくると思うのですが、この政策研究会を進めるに当たっ

てのやはり事務局体制、これは非常に懸念するところかなと思っているのですが、ざっくばら

んといいますか率直に言ってこの点について事務局としてはどのような、現段階でのとらえ方

と言いますか感想と言いますかそういったものがあればお尋ねしたいところなのですが。 

○局長（上坊寺博之君） 今の時点、まだ設置されているわけではないですから形は見えない

のは現状だと思いますが、今よりも負荷はかかるのは間違いないと思っています。多分期間は

一定の期間、例えば１年もしくは任期内という部分が設定されたとしましたら、最低でも月一
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くらい動いていく形になるだろうと思います。多くてもっと開かれなければまとまらないだろ

うと思いますから、そうなりますとその分の対応としてはやはり負荷がかかるのは間違いない

と思います。通常の委員会活動があってそれにプラスされるわけですから、多分今は４名体制

ですからその中で情報を取ったり委員会の運営をサポートしたりということでありますと、負

荷がかかるのは間違いないと思います。ただ、それ以上に議員の皆さんはそれだけ回数が間違

いなくふえるということです。10 日ないし 20 日、今よりふえるということはやはり 200 日近

くなっていくということですから、それも考える必要は当然あるのではないかなと思っていま

す。ただ、もとの 166 日というのはこれが平年ベースとは考えていませんので、去年はいろい

ろと財政の問題ですとか特別委員会も設置していましたから多分回数はふえていると思います。

もとの日数の根っこはやはり通年議会ではなく私は広報のほうだと思っています。議運の対峙

の小委員会ができたということで、バランスよく出席日数がふえたということです。もう一つ

は議会報告会ですとか議会懇談会でも間違いなく 10 日くらいはふえているということですの

で、私は通年議会をやるときでも多分話したかと思いますが、通年議会をやったから日数がふ

えるというものではないという話はしたと思います。「それより広報広聴のほうが大変になると

思います。大丈夫ですか。」という話を多分させてもらったと思いますが、その予測が当たって

いたのかなという気はします。ですから今この政策研究会を立ち上げるということになります

と、多分予測の域ですがそういう状況になるのではないかなと見ています。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 今、委員長が聞いたのは事務局体制が研究会を設けたりすると

事務局の対応がどうなのかなと聞いたのかなと思って私は聞いたのですが。 

○委員長（山本浩平君） そうなのです。要はふやすことになるのではないかなと今の体制で

できますかと。どうぞ、局長。 

○局長（上坊寺博之君） そのために人をふやしてくださいということは、私の立場では言え

ません。 

○委員長（山本浩平君） 政策研究会についてはさわりの部分しかきょうは入れなかったので

すが、小委員会で十分いろいろなところを煮詰めていただいて、さらに議運にかけていただい

て具体的に検討していくということで政策研究会につきましてはよろしいですか。そういう押

さえ方で小委員会にゆだねると。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 局長どうぞ。 

○局長（上坊寺博之君） 多分時間が余りないようですので次の議題へ入っていけないと思い

ますが、きょうお配りしているのは新たなものではございませんので確認していただきたいと

思います。前回お配りしているのは一応条例の先進案ということでございまして、きょうお出

ししたのは条例を施行するに伴う規則の案ということですのでまだ説明はしませんが同じもの

ではございませんので使い分けをしていただきたいと思います。これも三田市の事例を中心に

つくっているのですが、例えば３ページの 17 条を見ていただきたいと思いますが、番号が
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(４)(４)となっていますので訂正してもらいたいと思います。これは前に前田委員外議員が言

っていた議会の措置という部分を明確にしなければならないという部分が三田市ではこういう

ふうに表現されているということです。文書による注意、公開の場における戒告、一定期間の

出席自粛勧告、役職の不信任勧告、議員辞職勧告とあくまでも勧告となっているのは強制力を

持たないものですからそういう形になっています。役職をおろすのにも辞任がなければだめで

すので一応勧告という形です。多分見ていただいたら違うと思いますので１回説明に入る前に

時間があれば見ていただきたいと思います。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今の点よろしいですね。参考資料として皆さん認識していてくださ

い。その他何かありますか。皆さんのほうからその他特にないですね。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） それでは、本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午前１１時５８分） 


