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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１０月１９日（月曜日） 

   開  会  午前 ９時５８分 

   閉  会  午後 ３時０６分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．政策研究会について 

２．議長の諮問事項について 

３．その他の事項について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．政策研究会について 

２．議長の諮問事項について 

３．その他の事項について 

                                         

○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 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（２名） 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 及 川   保 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     総 務 財 政 部 長    山 口 和 雄 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 

     主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） ただいまより本日の議会運営委員会を開会いたします。 

（午前 ９時５８分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） まず、冒頭に調査事項の政策研究会についての前に、財界さっぽろ

の記事に載った職員の給与平均ランキングという記事がございます。この件につきまして、町

側からぜひとも議会運営委員会の中で説明をしておきたいという申し出がございましたので、

ここで説明をお願いしたいと、このように考えております。 

では、山口総務財政部長お願いします。 

○総務財政部長（山口和雄君） 時間をいただきましてありがとうございます。実は財界さっ

ぽろの 11 月号、先週の金曜日だったと思いますが、発売になりまして、その記事を見ますと、

道内 180 市町村の職員平均年収ランキングという記事がございまして、その中で１位は白老町

で年間 754 万 3,000 円というこういう記事が出ました。実質的に我が町は財政再建中でござい

まして、この数式的にあり得ない話だということで、うちのほうでどういう資料に基づきなが

ら作成されているのかということで検討を加えてございます。その原因となるものがＡ４ で書

かれている事項でございますので、それに沿った形でご説明をしていきたいというふうに思い

ますし、また議会のほうでも議会報告会を行っているということでございますので、その場合

でも、広く一般的に見られている雑誌でございますので、質問が出た場合については、その旨、

報告、ご説明を願えればというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、原因でございますが、この記事のものについては、町村から道のほうに年度ごとに決

算状況報告というものを上げてございます。これは、一般的には共通書式でございまして、そ

れに沿った報告を上げているということでございます。今回の給与費、決算額については 19

年度の決算額。一般会計予算になりますが、これに基づいて出しているものでございまして、

道の決算状況では、職員数というのは翌年度の４月１日現在を記載することになってございま

す。従いまして、19 年度決算に対して平成 20 年４月１日現在の職員数を記載すると、こうい

う形になっております。そこで 20 年度４月１日というのは、19 年度末、いわゆる 20 年３月 31

日で大量に退職者が出てございます。これは、財政改革プログラムに沿った形での職員退職希

望を募ったことによりまして約 47 人の退職者を出したわけでございますが、この部分で一般会

計部分での職員数 40 数名が抜けているというこういう形でのギャップでございます。従いまし

て、表のところに 18、19、20、21 年書いてございますが、実際的に財界さっぽろでどういう計

算で出しているかというと、19 年度の決算額 15 億 7,658 万 3,000 円に対しまして 209 人。い

わゆる 20 年４月１日に 209 人で割り返しているというこういう形です。従前でありましたら、

本来であれば、19 年度の決算額に対して 19 年４月１日、251 人で割り返すのが本来的なもので

あるだろうというふうに思います。従いまして、20 年で割り返したことによって、一人当たり

754 万円が出てきたと、こういう形になります。ちなみに、これを 251 人で割り返すと、下の
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例に記載になってきますが、例えばになりますけれども、下から２番目の例という形で枠組み

されておりますが、19 年度決算 15 億 7,658 万 3,000 円に対して 19 年度４月１日現在 251 人で

割り返しますと、１人当たり 628 万 1,000 円になると、こういう形になります。これが 20 年度

でありますと、職員数減になってございますので、12 億 4,584 万 2,000 に対しまして職員数 209

人で 596 万 1,000 円と、こういう形になるわけでございます。ただ、これも数字的に見ますと、

財界さっぽろの単純な計算式でいけば、20 年度の数字でも 98 位とこういう形になります。 

ただ、ここで見ておかなければならないのは、自治体の構成年齢です。これによっても違い

ますし、我が町でいきますと、消防等が含まれているとこういう部分もございますが、一概に

これは参考にならないと、こういう形になろうかというふうに思います。今まで、こういった

形での記事の掲載というのはございませんので、通常はラスパイレス指数をもって、その町の

状況はどうなのかというのは、基本的に給与比較されるものでございます。ちなみに、枠の中

に白老町の 20 年度のラスパイレス指数、これは記載してございますが、白老町は 84.6％でご

ざいます。道内市町村平均が 94.9％。白老町は道内市町村の下位から６番目と、こういう形に

なります。参考までに下位の５市町村につきまして記載しているとおりでございまして、夕張

が 68.6％で一番低いと、こういう形になります。次に上砂川町、赤平市、歌志内市、由仁町、

白老町と、こういう形になってございます。こういう状況でございますので、決してこの財界

さっぽろの記事に出ているような状況ではないのだということを、住民からの質問が出たとき

にご報告等していただければ幸いかというふうに思いまして、きょう時間をつくっていただい

たと、こういう形でございます。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。あすから住民との懇談会というのが始まり

ます。そこで、このことについて質問等もないとは限りませんので、今の説明の補足を求めた

い方、この流れについて質問のございます方はどうぞ。 

近藤守委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。こういう我々にしては大変不名誉なことが載ったわけです

けど、載ったことに、部分に対して訂正を求めるとか、何かそういうことというのはできない

のですか。 

○委員長（山本浩平君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 早速、実はこの記事を書きました記者のほうに電話を入れて

ございます。もう訂正とかそういう形ではない、１つには公的な資料に基づいて出しておりま

すので、その記載の仕方がおかしいのではいかという、いわゆる積算のほうがおかしいのでは

ないかというまずお話と、我が町は特殊要因がございまして、その時に職員ががんと落ちたよ

と、これが基本的にこれだけの差を生んだという形になると思います。通常の場合は一人、二

人の話ですので、そんなに誤差は生じないですけども、我が町の特殊要件としてはこうなって

いますよというご説明をしました。ですので、今後こういう記事を載せるときには、特殊要因

がないのかあるのか、どうなのかという、これは各自治体に聞いてもらわなければ、今各町、
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どの自治体もそうですけども、財政再建に向けていろんなことをやっていますよと。そういっ

たものを加味してくれないで、こういうものをいきなり載せるというのは、やはり誤解を生じ

る形になりますし、我が町にとっても住民に与える誤解のインパクトというのはかなり大きい

ものがあるので、今後気をつけていただきたいということでお話しさせていただいています。

向こうからも申しわけございませんでしたということと、今後そういったことでの方向性でや

らせていただきますという、こういうコメントはいただいてございます。 

ただ、訂正記事までとなりますと、これは道から出ている決算資料に基づいての単純比較で

すので、その比較自体が本当はこういうのは間違いの原因でありますので、好ましいことでは

ないと思いますけれども、そういうことでございますので、一つご了解をいただきたいなとい

うふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかどうですか。いつ発売ですか。 

○総務財政部長（山口和雄君） 先週です。うちのほうで見たのは、発売と同時に届きますの

で金曜日に見てございますので、先週の木曜日くらいの発売だというふうに理解しております。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、近藤委員に関連してのあれなのだけど、道のほうから資料出す

のだけど、道のほうでも単純に、数字はいつの決算で、職員はいつの時点の職員だというのを

きちんとこれは明記された形でこういうところに情報を全部提供しているということになるの

ですか。何かちょっとその辺が。 

○委員長（山本浩平君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） これは記載した記者とお話ししたのですが、どういう資料の

もらい方をしていますかという話です、道のほうから。そうしますと、道のほうは当然 19 年度

決算額に対して職員数というのは、翌年の４月１日ですというお話は聞いていると、こういう

ことでございますので、あくまでも記者が記事にするときに、やはり確認を怠ったと、こうい

うことが原因ではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これに対する対応策というのは、どのような形か別にして、要す

るに違った情報が全道に流れるということになるわけです。中身が違っているからだめだよと

いうことだけではなくて、これはやはり今一番問題になっていることが、違った不正確な情報

として全道に流され、白老町がその影響を受けるということ。影響を受けるかどうかはわかり

ませんけれども、そういうふうに考えられると思うのです。これに対する対応策というのを何

か考えなくていいのかどうか、これが１点。これはテープとっていますからあれですけども、

一般的に財界さっぽろというのは道新系ですか。 

○総務財政部長（山口和雄君） 毎日系です。 

○副委員長（大渕紀夫君） ２点目のことについては結構でございます。そういう系列の関係

で言えば、確認する手だては余りないと。一般的に、単純に出ている資料で比較をしたという

認識にはなりますね。ただ、対応策として考えられないものかどうか。また、考える必要がな
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いのかどうか、その辺どうですか。 

○委員長（山本浩平君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 基本的には、今回たまたまという表現がおかしいのかもしれ

ませんけれども、職員の大量の退職者が出たと。こういうことが特殊要件です。通常の場合で

すと、そんなに年度間で３月と４月１日で大量に職員数が減るという、こういうことはないと

いうふうには思っています。当然、そういうふうな先入観もあったというふうに理解をしてお

ります。ただ、これにあったとおり、先ほども言いましたとおり、相当インパクトありますの

で、そういった問題だというふうには思います。これについては、単純に記者の確認事項の手

抜かりと、こういうふうな理解をしております。今これに対する影響がどうなのかということ

から言うと、我が町を除いた市町村に影響を与えるということはまずないというふうに理解を

しております。 

ただ、一番恐ろしいのは町民に与える印象がどうなのかということでございますので、その

辺のところの対応については検討しなければいけないのかなというふうには思ってはございま

す。ただ、この記事が財界さっぽろのほうに訂正記事が出たとしても、それほど意味のないこ

となのかもしれませんし、あくまでもこれは町民の理解を求めることという形になると思いま

す。給与の状況については先月の広報で出ており、７月号に記載のとおり、あれも公表の基準

としては道の基準を使いながら公表しているものでございまして、あれが基本的には統一的に

広報でお知らせする記事だというふうに認識をしております。ですので、改めてどういう形に

なるのかはまだ検討してございませんが、広報等でこういう形にするのかどうなのかというの

はござますけれども、さらにその辺は検討したいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかどうですか。私のほうからなのですけども、やはりこの記事は

非常にインパクトとしては大きい記事になっていると思うのです。仮にもし民間が、そういう

雑誌だとか、いわゆるろくに調査もせずに、実態も把握せずに表面だけのことを書かれて、イ

メージダウンにつながって、このままだと倒産になり兼ねないというようなケースの場合は、

民間ですと当然これは裁判というような形で持っていくようなことにはなると思うのですけど

も、そういう形にはもちろんそこまではいかないにしても、ただ電話のやり取りだけで、申し

わけございませんでしたというだけで済ませる話ではないと私は思っています。ですから、こ

れはややり理事者の考えも含めて、やはり財界さっぽろに対して厳しい形で対応すべきではな

いかというふうに考えますけども、いかがでしょうか。 

山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） その辺も含めながら検討させていただきたいというふうに思

います。前向きに行っていきたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかよろしいですか。 

 それでは、調査事項でございますけれども、きょうは議長の諮問事項と政策研究会について

なのですけれども、政策研究会の議運の小委員会のほうで、いろいろと何度も検討を重ねてい

ただいておりますので、中間報告というようなことになると思いますけれども、議運の中でも
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んでみたいと、このように思います。 

小委員長のほうからまず説明をしていただくような形でよろしいでしょうか、氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） 氏家でございます。本日は、先回議運のほうから委託を受けました政

策研究会の運営について、小委員会でもませていただいたことを、今回議運のほうで一度もん

でもらいたいということでお伝えしていただきたいと思いまして、今回こういった時間をつく

っていただきましたけども、果たしてこのメンバーの中でこの説明をしていいものなのでしょ

うか。いいものなのでしょうかということは、結局ここで説明しても、これは会派に持ち帰っ

てもらったり、その中でもんでもらいたい話なのです、はっきり言ったら。それを議運という

場所で、落とすということを前もって言ってあるはずなのに、こういった形のメンバーで小委

員会としての報告をしなければいけないということは、どうも腑に落ちないのですけども、い

いのでしょうか。僕から聞くのは、説明するのはいくらでもするのですけども、こういうこと

があまり続くと、何のために議運を開いているのかということが、僕はわからなくなるような

気がするのです。ましてや、今回こういったものは、今後全員協議会だとか、そういったとこ

ろでまた説明をしていかなければいけないというところも踏まえて、今回小委員会の中間報告

として議運の皆さんにご報告を申し上げて、もう１度当然ここで決まる話ではありませんので、

持ち帰って、また小委員会の中でもまなければいけないのです、はっきり言ったら。それにも

かかわらず、そういった形の中での議運が開かれるということは、僕は納得がいかないという

か。その辺の見解は、委員長どう思われていますか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員のおっしゃることは、ごもっともでございます。前にも、

清風さんですけれども、一度たまたまというのか、お互いに連絡を取りあっていなかったのか、

どちらも欠席だったということがございました。そのときに、私の立場でそこの会派の代表に

はこういうことがあっては困りますよというお話をして、その前から逆にその会派の代表のほ

うから申しわけないと、今後そういったことは一切ないようにしますので済みませんでしたと

いう話もございました。しかしながら、今回本当に２回目ですので、私の立場で申し上げます

と、皆さんに前々からこういう形でご案内をしているわけですから、きょう説明をした中でそ

れぞれのきょう出席されている委員が了解できるような内容の話までできるかどうかはわかり

ませんけれども、それはもう皆さん全部の会派に話したというようなことを想定した中で、や

る以外にないなと私はこのように考えております。しかしながら、今小委員長のほうからそう

いう提案がございましたので、私の考えだけで決めても何かなというふうにも思いますので、

皆様のご意見を参考にいたしまして、場合によっては本日流会ということにさせていただきた

いなと、このように思います。 

氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕は思うに、ここにいらっしゃるメンバーが小委員会のメ

ンバーというのがほとんどと言ったら変ですけど。今回ここで説明することは完全にコンクリ

ートされませんので、また小委員会に持ち帰らなければいけないと思うのです。そして、議運

を通じて全員協議会等々の中で皆さんにまた説明をしなければならない。でもある会派からは、
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また同じことの堂々巡りを、また後戻りの議論が始まるような気がしてならないのです、そう

いうふうになってしまうと。ですから、できるのであれば、もし午後からでもどちらかの方が

来られるのであれば、その時間の中で皆さんと一緒に議論をしたいなと僕は思うのです。僕は

そういうふうに思っているのですけども、それは皆さんにもんでもらっていいと、そんな関係

なくやれというのであれば、ここで説明をさせてもらいます。別にそれに固持するつもりはあ

りませんので。 

○委員長（山本浩平君） ほかの方々のご意見を伺ってみたいと思います。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今一番大切な議論をしているのにもかかわらず、こう

いう議論になるという自体がまず、白老の議会の議会改革をしている議会として、我々どう考

えなくてはいけないのかということが問われているというふうに率直に思います。全道に、全

国にいろいろなことを発信している議会が、このような議論をしなくてはいけないということ

自体が、一体今まで我々がいろいろな資料を読ませてもらっていますけれども、そういうこと

と比べると、もちろん都合によって出られないとかいろんなことあるのかもしれませんけれど

も、それにしてもこれはちょっとひどすぎます。 

先ほど氏家委員が言われたように、４名いるのです。小委員会のメンバーが４名いるわけで

す。それ以外は４名いらっしゃって、出席していない人が３名なのです。今言われたように、

時間だけのことを考えれば、それは報告をすればしたということになるのかもしれませんけれ

ども、徹底されるときに徹底されなかったら、今欠席の会派のみが小委員会のメンバーではな

いのです。いらっしゃらないところなのです。そこが出ていないわけですから、そこの徹底は

どうするかということは考えなければいけない。小委員長がまたそこの会派の２人の議員さん

に言うのかどうかということが起きてくるわけでしょう。そうでないと温度差ができて議論で

きません。この議論というのは、今このデータ取ったものと同じようにものすごいボリューム

があって、将来の白老の議会がどうなるのかということを含めて考えなくてはいけないような

中身になると思います。今もいろんな論文読んできたのだけれども、そういうものから見ても、

これからどういう地方議会議員が望まれるのかということが議論されている最中ですから、そ

ういうことで言えばやはり全体がきちんと認識しないで、この政策研究会の取り組みというの

は、私はできないのではないのかというふうに思っています。だから、可能であれば氏家委員

が言われたように、全会派が集まった中で議論をすべきというふうに、結論としては私もそう

思います。ただ、そういうことを何度も何度もやるような議会運営委員会では、白老の議会の

将来というのは本当に憂いを感じますけども。今回はそういうふうにすべきだろうと思います。 

○委員長（山本浩平君） 事務局にお尋ねしたいのですけれども、この欠席の申し出というの

は、当然事務局のほうにそれぞれに来ますよね。委員長のところにそれぞれもし来た場合は、

もし私だったら会派から２人出て、１人は風邪で欠席。１人は午前中どうしても出られないと

なったときは、成り立たないので困りますと、出てくださいと、こういうような調整を多分さ

せていただくと思うのですけども、きょうの場合どうだったのですか、その辺のところ調整は
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されましたか。そういう連絡が入ったときに。２人ともだったら困ると。 

森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 西田委員のほうには、西田委員の会派から誰もいなくなるから出して

くれというお話はしました。 

○委員長（山本浩平君） 代表にはそういう話はされたのですか。 

○主幹（森 隆治君） していません。 

○委員長（山本浩平君） 今、氏家委員、そして副委員長のお話を伺って、私はいなくてもい

るものと考えて、私の名前で皆さんに出席をお願いして開いているわけですから、私の立場で

きょうは来ていないからやめましょうということは言えないなと思って判断したのですけども、

皆さんの総意の中で、これは大事なことなのでということであれば、やはり流会やむなしと。

そして、午後なら午後から再開というようなことが望ましいのかなと考えます。 

また、特に政策研究会の内容については、先ほど大渕副委員長がおっしゃったように、ボリ

ューム相当あるようでございますので、いないところで説明をして、これは皆さん会派納得済

みなのだから、来ていないあなた方のところもこれは納得してもらえないと困りますよとやっ

たところで、協力体制がとれなかったときに、これは何の意味もないことでございますので、

やはり私も個人的な意見としては、このままきょう会議を進めるのはいかがなものかというふ

うに思うところでございます。 

近藤委員、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） 皆さんの意見と同じなのですけども、やはり出ていない人たちは、か

なり一番これに対して意見を申す人であって、そして来ないと。そして、また全員でやっても

私は聞いていないとか、どうのこうのということが多いもので、やはりこれは方法を考えてや

るしかないのかなと思います。ですから、いずれにしてもきょうはいなければ話にならないの

で、どちらかが来た昼からでもやるのかなと、それしかないなと思っています。 

もっとこういうことに関して、厳しい罰則ではないですけども、もっと厳しい何かができな

いのかなと、そういうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、いかがでしょうか。今回のことについて。 

○委員外議員（前田博之君） 非常にこれはやはり大事なことですから、皆さんの理解のもと

でやることですから、きょう出ていませんから、理由どうかは聞いていますけど、それは別に

しても、みんないる中で議論したほうがいいのではないですか。将来の大きな課題ですから。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 議長、副議長、何かご意見があれば。 

○議長（堀部登志雄君） 副委員長の話に尽きるわけです。私の立場としては本当に残念な、

全く残念としか言いようがないです。今、前田委員外議員も、皆さんも言われたように、現実

問題としてやはりいないところで報告したり議論しても、最終的には先ほど委員長が言われた

ように、協力体制できちんといかなければ、決めても実行する段階になったら、私は知りませ

んでしたとか、問題あるとか発言されても非常に困りますし、皆さんが言われているように、
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全員揃ったところで議論をすると。お互い議員同士で申し合わせていろんなことやっているわ

けですから、そういった面でそれはきちんと守っていただきたいなというぐあいに思うだけで

す。本当に残念です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕は決してこの議運を混乱させたり何かしたいとか思って

いるわけではなくて、皆さんの理解をちょっと聞きたかった部分もあるのですけども、今本当

に議運で取り組んでいる問題というのは、議員報酬の問題にしても、政策研究会の問題にして

も、本当に今大事なことをやっていると思いますし、まして政策研究会の小委員会に付託され

た部分に関しては、本当に時間が迫られているというか、その中である時間を割いて小委員会

を開催して、議論を続けてきております。 

その中でやはり、きょう落とす予定だった話も、ある程度ここにいる議運のメンバーの方々

のいろんな意見を聞きながら、やはり持ち帰って我々もまた議論をしなければいけない、そう

いう部分なのです。そういうことを考えると、ここで議論をされないことを、また持ち帰って、

それを１つ置いておいて次に進みましょうというようなことはできないのです、はっきり言っ

て。ですから、そういうことも考えると、やはり今後の議会運営というのは、きょう議会運営

委員会があるというのはわかっていますから、時間的なもの、午後から出てこられるのだった

ら、午後からやりましょうとかいう話。その辺の融通はきくかもしれませんので、そういった

形の中でもって、各議員のほうに伝達していただければなと僕は思うのです。何かわずらわし

いというか、出られる、出られないというのではなくて、午前中出られないのであれば、議会

運営委員会開く必要がなくなる、そこまで僕は思うのです、はっきり言って。ここで集まって、

こんな議論をすること自体が、何か無意味なような気がしますので。ですから、その辺は議運

の委員長にもお任せして、お話を一度詰めてもらえればなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） 今回の調査事項になっている件というのは２つあるわけですけ

れども、それをどうするこうする以前に、議会運営委員会に対しての考え方、議会運営委員会

のあり方、会派の代表として議会運営委員会というものが形成されているということの意味合

い。そういうことをきちんと認識してもらわないと、私は先ほど近藤委員が言いましたけれど

も、会が成り立たなくなっているわけですから、これは人数でもちろん成り立たなくなるので

すけど、会派が揃わないということで、進められる議題ではないということをきちんと認識し

ていただかないと、初めてであれば、それは人間、体もいろいろありますから、事情がいろい

ろあると思いますけども、以前にもそのことはきちんと言っているわけですから、２回こうい

うことを繰り返されるということは、私たちこういう議運で議論したときに、必ず町民の代表

として議員の権限とかよく言いますよね。それは責任を果たしてからのことだと思います。そ

ういったことの責任の取り方をきちんとしていただかないと、みんなそれぞれ体大変で、仕事

も大変でもその中で来ているわけですから、その辺をきちんとしていただかないといけないと

いうふうに思います。 
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○委員長（山本浩平君） 土屋委員、何かご意見がございましたらどうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 個々それぞれいろんな事情があるのでしょうけども、やはり自分が

議員としての立場ということをもっとしっかりくみ取らなければならないと思うのです。欠席

がいい悪いは別として、単順に事情があれば欠席をすればいいという、そういう問題ではない

と思うのです。やはり、議会活動というのは、準公務員的な立場に置かれていますから、よほ

どのことがない限りは、私はやはり委員長の強制力をきちんと発揮していただいて、出席して

いただくべきものだと思います。そして、午後からどなたかが出られるのであれば、もう１人

会派の中にいるわけですから、その人も招集してきちんとした形で出られたほうがいいのでは

ないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） いろいろ皆様方から厳しいご意見ございました。私も委員長という

立場で、少し反省すべきところは相当ございますので、厳しいお話もさせていただきたいと思

いますけれども、きょうのこの議会運営委員会、例えば午後なら午後、多分西田委員は全く出

られないというお話ですから、代表だけ出てきていただいて午後からやるのか。それとも両方

出てきてもらうときにやると。きょうはそういう事情の中でもう流会になったというようなこ

とで、きょうはもう完全に流会するのか、その辺のことをちょっと皆さんどのように考えるか

ということをお尋ねしてみたいと思います。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。政策研究会の報告につては、僕はそういう手だてが必

要だというふうに。そういう手だてというのは、会派が出ていないという、そのことについて

はちょっとまずいかなと思うのだけれども、報酬問題についてはどうですか。同じような認識

ですか、皆さん。そこはちょっと聞いて、そのことで流会をするということ自体がいかがなも

のかと、僕は思うのです。率直に言って。重大なことなのだけれども、流会せざるを得ないよ

うな中身なことなのかと。このことは初めての部分ですから、これは言えば今報酬問題議論を

していますけれども、局長がいつも言っていますように、政策研究会を正式に立ち上げること

になるとは思うけども、立ち上がったら 20 日はふえるわけです。報酬問題にもものすごく関係

あるのです。そういう中身でそこら辺までの説明を小委員長がするかどうかは別にして、そう

いう白老の議会がどうなるかという、かなり大きな方向転換も含めて考えている中身です、こ

の政策研究会は。だから、そういうふうに言ったのです。 

あと、報酬の問題について、1 つの会派が出ていないから議論ができないとなるのかなと。

それは、継続して議論しているのだから、そういう中で議論をして、何も僕は構わないのでは

ないかなという気はするのです。それで、全員が来たほうがいいということで、政策研究会の

分でしょう。そうであれば、午前中であれば午前中きちんと報酬なら報酬の議論をすると。1

つの会派が出ないから会議流しますというのは、それは僕は違うのではないかと。皆さんはわ

かりません。ですから、政策研究会の位置づけがそれだけ大きいというのは、私もそういうふ

うに思っていますから、だから全員のほうがいいのではあれば、なるべく熊谷委員外議員も出

ていただけるほうがいいのかもしれないから、この政策研究会の問題については。ですから、
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報酬なら報酬の問題を午前中にやってやめると。このまま流さないで、僕はそのほうが個人的

にいいような気がしておりますけども、いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕もこの政策研究会の話は会派の方が出てきてくれるので

あれば午後からでもいいと思う。だから、時間がもし合うのであれば午後から説明。その前に

やることありますから。ですから報酬等審議会から出てきている答申についての議論は、せっ

かく資料もここまできていますから、継続的に流れてきている問題ですので、それはしっかり

ここで議論をしていいのではないかなと僕は思います。その中で、その議論がどこまで深まる

のかわかりませんけども、きょうの資料のことも含めて話をしなければいけないこともあった

ので、前もって時間をつくっていただいたのだろうなと僕は思っていたので。ですから、報酬

等審議会で出された問題についての前回出されてきているこの資料何かもありますので、それ

についての議論は深めていっても構わないと思いますし、その後、本当に会派の方が、代表か

誰か来てくれるのであれば。午後から来る予定になっているのですか。 

○委員長（山本浩平君） なっています。 

○委員（氏家裕治君） では、そのときにでも、この小委員会の中間報告については、一度皆

さんに落とさせていただければなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、いかがですか。私も流会までする必要はないのかなと。

これは会議が開けますので、行ったほうがいいのかなというふうに思います。 

それでは、事務局のほうに確認を取っていただきたいのですが、1 時なら 1 時に来れるのか

どうなのか確認を取ってください。それで、時間を決定したいと思います。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時４１分 

                                         

再開 午前１１時００分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

休憩前からも皆さんとお話、ご意見いただきましたけども、おおむねこの議員活動状況等、

日数等の資料、きょう出ておりますので、この点についてはきょう出ていらっしゃるこの委員

のメンバーの中で、また委員外議員の方と共に議論をすると。資料の説明もまた、事務局にお

願いする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） それでは、一たん休憩をしたいと思います。 

休憩 午前１１時０１分 

                                         

再開 午前１１時１１分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて再開いたしたいと思います。 

先にそれぞれの会派の代表を通じまして、議員活動の範囲と日数等々につきましての調査を
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行わせていただきました。この集計した結果が出ておりますので、まずこの内容につきまして、

事務局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） その前に、別な説明をさせてもらってよろしいですか。時事総

合研究所の研究員が書いた論文が 2008 年の９月と 10 月に時事総研という月刊誌に掲載されて

いたのですが、たまたま見つけたのですが、これが今ここの議論に割と考え方が合っているの

かなという考え方で、全員に既にお配りしていますけども、多分先週の終わり頃に配っている

から、見ていない方もおられるかなと思いまして、細かくはお教えしませんけども、概要だけ

を説明したいと思います。 

まず、上のほうは、ちょっと厚いのですけども、内容はそんなに大きくないのです。この上

のほうは、2008 年度に議会活動の範囲が明確化されたということで、従来非公式の会議が会議

規則等で明記した場合、公式な会議になると。もう皆さん既にご存知だと思うのですが、うち

のほうも既に全員協議会、委員会協議会、公式の場としましたので、これは本会議、委員会の

会議とは別に、公式の活動になりますという範疇になったということなのです。わかりやすい

表が、その中の 68 ページ見ていただきたいと思いますが、そこの一番上に表がちょっと見づら

いかもしれませんが、ついていると思いますが、従来はここの一番左側のほうの中心に本会議、

常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、これしか公式の場では。あと、派遣等です。これ

しか公式ではなかったのです。今回拡大されまして、拡大がふえて右の図になって、括弧の中

の中段まで公式の場になり得るようになったのです。非常に拡大したということなのです。で

すから、こういうような位置づけで条例明記することによって、いろんな活動が公式に扱える

という論文の解釈なのです。というのは、うちのほうは議会報告会、それと議会懇談会。これ

は委員会条例で常任委員会の規定にしていますから、当然公式の活動です。ただ、何も明記し

ないでやっているのは、何ぼ議会報告会でも公式の活動にならないのです。そのことを言って

いるのです。この上というのは。 

下は報酬のことを言っているのです、これは。まさに報酬のことを言っていまして、一番い

い表が下の 58 ページです。この２つだけで用は足りるのだろうと思います。これは従来の活動

に報酬が位置づけられてきたのを、広く解釈する部分の意味合いなのです。従来は本会議、委

員会活動それと議員派遣しか認められていませんでしたが、2008 年の改正で少し広がって、協

議調整の場まで公式の会議になっています。それで枠の外にあるのが、いろんな非公式。まだ

非公式となっている活動だと言われているのです。議案の制度とずっとなっています。その中

でも公共性の強いものと公的支援。要するに報酬で見る面を分類していって段々下に行くので

すけども、まさに今回調査した部分がこの表の部分なのです。 

一番最後に 70 ページなのですけども、70 ページの部分で、今後第２、第３の議会改革に向

かって、この枠外にある部分も位置づけるという、そういうような考え方を示している論文な

のです。ここで言っているのはやはり報酬の年額制。歳費という言葉。これも含めて今後第２

次、第３次の議会改革で議論していくべきだという、そのような大枠で説明しますとそういう

論文です。ページ数は非常に長いのですけど、そのような書き方をされている論文だというこ
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とで、ご理解をいただきたいと。 

それを踏まえて、これを説明していきたいと思います。集計表ですけど、皆さんからいただ

いた部分を集計させていただきました。左側の部分は公的活動として平成 20 年度で、私のほう

で押さえている数値でございます。一番左の会議への出席につきましては、本会議、委員会。

20 年度は非公式の会議でございましたけれども、一応既に公式の会議として位置づけられてお

りますので、全員協議会等の数字も入れてございます。これが従来平均して、120 日議員さん

出ています、約と言っているのはこの表なのです。一番下は議員さんの活動が 117.2 日です。

これは 13 名の議員さんおられますので、正副議長除いたら。実日数に議員数で割り返しており

ますので、小数点がつくということです。本会議は昨年度 24 回開かれてございまして、議長が

24 日。副議長は 1 日病欠欠席あって入院されていましたので 23 日。議員さんはそれぞれ欠け

る日がございますので、トータルして案分して出してございます。 

次、委員会ですが、委員会の平成 20 年度で実日数が 108 回です。延べが 142 回です。それ

で出していった部分でございまして、議長におかれましては、延べで 141 日、実日数で 106 日。

副議長が 131 日、実で 90 日。括弧書きが実日数です。議員さんでは 117.2 日、実日数が 88.8

日という日数になります。 

それと、派遣承認を取っている部分です。これは、本会議で取っている部分と、本会議で取

れなかったものについては議長がただし書きで議会に提出している部分の日数です。研修会、

それと公共団体の会合出席、行政視察等の対応、その他に分けてございます。議長は延べ 113

日出ております。このうち、委員会の開催日等、ほかの行事と重複している部分がございます

から、実日数としては 89 日。副議長にあっては議長の代理等で出ておりますので 29 日。実日

数は 24 日。議員さんについては、これは平均値でありますので、一人で非常に回数、当然議運

の委員長、副委員長は視察等の対応、非常に出ておりますけど、これは議員数で割っておりま

すので、こういう数字になります。5.1 日、実日数が 4.6 日と。これはゼロの人もいますし、

何十回も出ている人もいるということでお含み願いたいと思います。 

合計にすると議長が 254 日、実日数で 195 日。副議長が 160 日、実日数で 114 日。議員さん

は 122.3 日、実日数で 93.4 になります。これが基本的には公式活動として認められている部分

でございます。 

それと、公務外としてされている活動と書き方をさせていただきましたけど、これにつきま

しては調査出しまして、議長、副議長含めまして９名の議員から出てきてございます。それか

ら推計して議員数 15 で割り返した数字です。米印下の段ですが、これちょっと間違っています。

議会長と書いています、これ議長に直してください。議長は通常一般質問やりませんので、そ

れと各種団体等の会合については左のほうに入っていきますので、これは一般的にはないとい

う。ですから、一般質問の準備のための活動、それと右の各種団体会合への出席については、

９で割り返しておりません。８で割り返しております。その結果、公務に付随する活動として、

皆さんからいただいたのでは３種類。ほかにもありましたけど、私のほうで精査させていただ

きました。議案の精読については平均として 18.0 日。委員会の資料の精読が 25.4 日。一般質
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問の準備のための調査活動が 23.1 日。公務に付随する活動が 56.5 日です。それと、その他議

員の活動としてされているものです。議員の独自の政務調査活動 18.6 日です。各種団体等の会

合への出席 34.9 日です。それと、住民の声の聴取 16.2 日。次のやつも基本的には住民の声の

聴取活動に入るのですが、分けて出されておりましたので、住民からの相談。それと会派の活

動というのを入れさせてもらいました。11.2 日です。合わせて 70.9 日で、公務外とされてい

る活動が 127.4 日です。ただし、公務外とされている活動については、左側の公務活動の実日

数に多分含まれる数字が多分にあると思いますので、合算はできませんので、並列して表示す

るしかないということで、このような表を出させていただきました。これを見ながら、今後の

議論の参考にしていただきたいと思います。それと、先ほどの 57 ページを見ながら比較される

とわかりやすいのかなと思います。 

私からは以上、報告しました。 

○委員長（山本浩平君） では、まず、今の説明に関しまして質問ございましたらどうぞ。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。９名の人が出されたということは、まだ６名の方は全

く出されていないということですか。議会運営委員会で期日切っただけで、切っていませんね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 16 日までなのです。たしか事前にお配りしたのは、ファクスを

入れさせて 16 日までとさせてもらいました。来られていない会派のところに、前にお渡しでき

なかったところは郵送させてもらって、一応 16 日をめどにということで。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今後出たものについては、プラスをしていくということでいいで

すね。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは可能です。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは、だけど最後までなるべく出していただいたほうがいいよ

うな気がしますけど。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の質問に関連してなのだけど、これ平均ですから、大体全部出て

もそう大きく変化することにはならないような気がするのだけど、そういう理解でよろしいで

すか。 

○委員長（山本浩平君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 提出された部分については、近い人も当然いるのですけど、当

然一般質問の回数の少ない人はそれだけ少ないですし、ですからそういう人が上がってくると、

逆に減っていく可能性もありますし、ふえていく可能性もあると。多分、これは 20 年度の１月

から 12 月までという形でご紹介させてもらっていると。 

○議長（堀部登志雄君） それと、先ほど公務外と公務活動との、単純に２つ足すわけにはい

かないと言ったけども、少なくとも公務に付随する活動については、極端に左のほうの表と足

してもいいような気もするのだけど。議員の活動についてのそれぞれの考え方もあると思うの

です。そういうぐあいに解釈できないのか。 
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○委員長（山本浩平君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分、合わせてはだめだと思うのです。というのは、公務外と

いうのは、要するに会議等の公務で規定したのはきちんと押さえられますから、これは延べ日

数でも実日数は出すことはできますが、公務外については、足すということになれば、累計し

ていくだけなのです。極端に言うと、個人では 365 日過ぎてしますのです。というのは、委員

会やっている日であっても、議案の精読はやっているでしょうし、一般質問の調査は夜やりま

すので、ですからこれはあくまでも目安ということしかないのではないかと。そうでなければ、

説明をちょっとつけるにしても難しいと思います。多分、公務に重なる部分もありますし、公

務をしていないときに活動されている場合もあますし、一概には出せないので、これはご相談

された方からも 365 日超えてしまうという話もされたのです。それはあくまでも難しいのです。

８時間にするのか、何日を、一日をするのかという部分があって。ただ日数やった推計ですか

ら。きょうもやった、あしたもやったということであれば、活動されていますので。ただ、労

働者のように８時間で割り切るのがいいのかどうなのかというのがあって、やはり足すべきも

のではなのではないのかという、事務局ではそういう判断をいたしました。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 非常にこの調査というのは、先ほど局長から説明があった資料の内

容をずっと見ても、公務内と公務外の、公務外のほうについては一般的に、これは議員だから

やって当たり前と。こんなのは全然報酬とか何とかには、一切こんなのには関係ないのだとい

う人がほとんどの方が現実的な考えだと思うのです。そういう中で、やはり今後の中では資料

の中でもやっているけども、当然加味した中でやはり考えていくべきではないかというのは、

趣旨の話もこの中に書いてありますので、そういう面では非常にこれは我々議員としては、今

後報酬等審議していく中では効果のあるものだなと。どこでもこんな資料を統計取ってやって

いるところは余りないのではないのかと思うのです、そういう面では非常にいい今回の調査だ

なという。だから、本当に自分で考えていることを、余り難しく考えないで、やはり議員やる

ためには、こういうところには本来一町民ならここまで行かなくても、議員やっているために

これは出なくてはだめなのだという、そういうこともきちんと皆さんで発表されて、こういう

資料にするというのは非常にいいことだと思うのです。町民の中へ出て意見交換するときも、

実際はこうなのですよということになれば、理解してもらえる部分も出てくるのではないかな

というぐあいに思いますし。特に私が思ったことはそういうことです。合算する、しないは二

の次にして、非常にあからさまになっていいのではないかなと。 

○委員長（山本浩平君） ほかいかがですか。まず質問。 

氏家委員、ご意見でもいいです。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。ちょっと僕もこの調査票を出していなかった一人なのです

けども、手元には持っているのです。個々の公務外とされている活動の中の、公務に付随する

活動の部分については、大体似ている部分があります。数字的に述べ日数でもっていったとき

には、全体では 124 日くらいの数字になるので、多分皆さんと同じくらい。中身については、
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議員の活動の、公務外とされている中の議員の活動については、住民の声の聴取活動と住民か

らの相談活動。これは、やはり同じ部分で 1 つにまとめて僕のやつには書いているので、日数

的にはそういう部分を加味すると同じくらいになるのだろうなと思います。こういう形の中で、

やはり分けて考えてみると、僕たちも 1 つの頭の中でざっくり考えていた部分が数字になって

出てくると、なるほどこういうふうにして出してくれるのもいいものだなと思いました。多分、

町民に対しての説明。議会の議員に出ていくということは、こういうことも考えていかなけれ

ばいけないということも、ちゃんと数字として出していれば、何かわかるような気がするので

す。そのためにこういった資料をまとめていただいて本当にありがたかったなと思い、また自

分も資料をちゃんと出しておけばよかったのですけども、改めて自分のつくった調査表と比べ

てみて、この公務外とされている活動については、皆さん同じような考えの中で動いているの

だなということがわかりましたので、これは後で提出しておきますので。 

○委員長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これをやはりどう見るかという問題だと思うのです。

先ほど局長からありましたように、延べでいって 1 日何分だとか滑ったとかと 365 日はとっく

に通り越すのです。これはそうです。議案の精読をする場合もあるし、一般質問の準備をする

場合もあるし、それぞれ２つ行事が重なった議会もあったといったら、５つカウントされるこ

とになるでしょう。だから、365 日は僕なんかはとっくに通り越してしまうのです。だから、

何を基準にするかということが、議論出ていないからそうなるのだけど、私はやはりこれをや

ってみて、自己点検ができたというのは一番よかった。実際にそんなこと考えているというの

は余りないですよね。忙しい忙しいとは僕も言うのだけれど。だけど、実際どういう中身なの

かという自己点検ができたということが、私は一番よかったなと、1 つは思っています。 

ただ、考えてみたら、この住民への相談や会派への活動はかなりあるのだけど、全然考慮し

ていないです、僕は。全く考慮していない。だから、プラスになるかは別にして、何も書いて

いないです、よく考えたら。だから、そういうことでいえば、江藤さんの論文にあった都道府

県会議員さんが多い人は８時間以上、毎日。一番少ない人でも２時間。それは 365 日全部だと

いうのだから。だから、やはり町議でも、僕なんかは朝７時半から９時半くらいまで、いつも

全部整理して読むようにしているのです。毎日やるようにしているのです、そういうこと。そ

うすると毎日やっているのです、２時間くらい。だけど、そんなわけにはいかないでしょう。

トータルで 290 日くらいで抑えたのです、僕の書き方は。そいうふうに書いた。トータルで大

体 290 日くらいになる。考えたら監査に行っている日にち入れたら 365 日突破してしまう。そ

ういうふうになってしまう。だから、これが絶対正しいとかではなくて、これをどういうふう

に数字を見て、どういうふうに使って、町民との関係での説得まではいかなくても、いくらか

の整合性が持てるようなものにできれば、議長言われたように、これは僕はいいものになるで

はないかと思っているのだけど。 

以上です、感想含めて。 
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○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕はこの調査表に記入していくときに、皆さんもそうかもしれないけ

ども、細かい単位で、議会懇談会や何かとまた違う意味でのお茶懇だとかやりますよね。本当

に身近な部分の町民の声を聴取するための。その中での相談も受けることもあります。ただ、

そういった外に出ないで、直接自宅のほうに電話や何かで相談を受けることもあります。その

辺を細かく資料、僕たちは取っているのです。変な話、月に何回町民相談を受けただとか、何

回企業訪問をしただとか、そういったものをデータとして残しているものですから、そういう

のを細かく振り分けていくと、多分ここに出ている数字以上のものになっているのかもしれな

い、大渕委員の言われたとおり。ただ、相談業務というのが１つのあれになっていて、そこに

お茶懇だとか町民からの意見がこのくらいあるみたいな話が、１つの相談業務として何日とざ

っくり入れてしまっている部分があるものだから、それでもこれくらいの日数になっているの

かなと思うのです。変な話、土曜日だとか日曜日だとか関係なく動くときがあるではないです

か。それが議員活動なのかと言われれば、どうなのかわからないけども、一応公務外として議

員としての活動という形になれば、周りが見てそういう形の中で参加するという部分について

は、入れて今回項目別に分けて出させてもらっているつもりでいるのだけども。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） これは、公務活動についてのあれは、前に何回か資料を出してもら

っていますよね。それとほとんど変わっていない数字ですね。これ事務局のほうで調べたやつ

だから。かなりこれで他町村のほうから比べると多いということははっきり証明できるわけで

す。今までのもらった表から見ると。 

○委員長（山本浩平君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） あくまでも、他市町村の比較については全国、全道と実日数で

しか、述べ日数でしかないのです。ですから、全国で比べているのは、上段で比べております

ので。ただ、前は割り返していませんので、あくまで平均値出して、整数出していますので、

若干精査すると１日くらい違っているかもしれません。これは、個々ではなくて白老町議会が

動いた回数。この上にあるのです。だから、議長の回数ではなくて、議長が出ていなくて、誰

かが出ているのも積み上がるから、もっと多くなっていると思います。だから 166 日という数

字になっています。 

○委員長（山本浩平君） これをどのように考えていくかということですね。なかなか町民の

前に出たときは、非常に町民の思いと我々議員活動している議員の考えている活動との、恐ら

く差というか、乖離の部分が必ず出てくるのかなというふうには思うのですけれども、実際問

題に例えば一般質問に使った準備ですとか、そういったところに行うのに今現地調査に行く。

あるいは現実的にほとんど費用弁償が今うちの議会ないわけですから、遠いところの方は役場

に来るにしても委員会等がないときでも、これは当然細かい話になりますけれども、車を使っ

てガソリンを使ったり、そういったことは出てきますので、やはり報酬のことですから、そう

いうことも議員としては、議会としてはというか、考慮した考え方。うちの会派はそういった
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部分も頭の中には想定するべきではないかという考え方を持っています。しかしながら、町民

は恐らくこの一般質問の準備だとかそういうのは野球で言えばウォーミングアップのためのこ

とだから、それは報酬とは別だろうということになるということは予測はされますけども。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、委員長言われた話は、僕も確かにそのとおりかなと思

います。ただ、町民の方々に今後白老町の議会議員を目指される方々がもしいらっしゃれば、

こういう状況を分かってもらうということも大事なことですよね。確かにそれは責務であった

り、いろんな使命であったり、議員としての責務かもしれないけども、でもこういうことが現

実として議員になる以上はあるのだということは、認識、町民の方々にも覚えておいていただ

きたいというか、そういう部分は示されるということは大事なことだなと思うのです。確かに

理解はされないかもしれないけども、実際の今の白老町の議会というのは、こう動いていると

いうことは知っていただく部分ではすごくいい。僕たちも点検、自分たちの活動の点検にもな

ったし、町民の方々にお知らせする部分では、そういったものを議会として示していくことが

大事なことなのかなと思いました。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、何かあれば。 

○委員（近藤 守君） ありません。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員、いかがでしょうか。 

○委員（土屋かづよ君） 実は、今朝無記名でファクス入れてしまったのです、済みません、

忘れていました。実際に自分の仕事をしながら、自分の仕事をしている時間の間にも、町民の

皆さんの相談に乗る時間があったりということがあったり、それを全部起こすということは非

常に不可能だなということで、私は住民の声の聴取活動のところは書かなかったのですけども、

日常生活 24 時間生活を送っていって、どの範囲までが議員の活動なのかというときに、ちょっ

と判断つかないときもあるのです。実際、ほかの自治体と比較してみると、本当に白老町の議

会というのは忙しいところなのだなというのは、応々にしてわかるのですけど、費用弁償、先

ほど委員長はないとおっしゃいましたけども、そういうことも含めて確かに考えなければなら

ないときに来ていて、実際に上げなければならないのかなと思うのです。ただ、時期が今でい

いのか、前も話したように、来たるべきときが来る日まで凍結しておいたほうがいいのかとい

うところが、やはり自分自身の頭の中ではまだ判断できないというところがあります。ただ、

やはり今報酬を上げることに対して決めておかなければ、次の議会に対しての責任が持てない

というか、それは必要不可欠なことなのかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、何かございましたらどうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） ９名、議長を抜いて８名しか出ていないということで、１つか

ら言うと、この数字の中には我々議員としての 24 時間拘束されているという、そういう部分と、

町民から選ばれたという自分自身は襟を正して日常生活するという規律性が、これはここの数

字以上の大きい問題があるのかなと思うのです。それは、ここに入って来ないから、そういう

部分をどういうふうに町民に理解をしていただくかという部分が多分にあると思うのです。私
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も役場の職員でしたから、非常にそういうものありましたから、議員になれば特にそういうこ

とありますので、そういう部分がもうちょっと目に見えないですけど、それはどういう形の中

で理解していただけるのかなという部分があると思います。当然、それは自分で判断している

から議員に立候補しているのだと思いますけども。 

それと、表から見ていくと、議員活動の部分については、これは当然議員として使命ですか

ら、これは数字にあらわしたことが報酬に結びつくかどうかということは、これは僕は別だと

はっきり思います。ただ、公務に付随する活動が案外少ないのかなと思うのです。もうちょっ

と数字が出てくるはずだったのかなと思ったのですけども、これがやはり議員の資質とか町民

に理解される部分で、議会のチェック機能とか政策提言とかに反映していくのかと思うのです。

これがもうちょっとあったほうがよかったのかなと思うのです。これからの課題かなと、こう

思います。ただ、これをイコール議員報酬には結びつけたくありませんけど、私自身はある程

度、先ほど議論出ていましたけども、延べにするのかどうかということ。僕は大体６時間をめ

どにして 365 日出ない。そして 241 日が土日祭日入れたらあるのです。それを基準にして出し

ました。そうすると変な話、これだけ生活も多少ありますけども、報酬をもらっていても、先

ほど言った委員会の議案の精読、一般質問するための勉強するための資料購入、あるいは議員

活動するための車代等やっても、現状の中ではある程度議員活動に差し支えない範囲であるの

かなと、こういうふうに自分でも数字を落としてみてわかりました。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かに、今前田委員外議員が言われたとおり、公務外でされている活

動の日数というのは、それはいろんなとらえ方があるから、それは１つ置いておいても、あく

まで公務活動については議長、副議長、この数字はこのまま数字として出したとしても、議員

の数字というのは平均をとった数字ですよね。そういうふうに考えると一概には言えない部分

が僕はあると思うのです。それで、本来であれば、もうちょっとここに踏み込んでいきたいの

だけれども、ちょっときょうは来られていない会派の方もいらっしゃるから、ここだけの話に

なってしまうのかもしれないけども、今進めようとしている政策研究会。それから広報広聴常

任委員会のこれからの益々のそういった活動の活発化。そういったものがこれにまだまだ乗っ

てくるということは、やはり僕たちは認識しなくてはいけない。避けて通れない部分だと思っ

ています。今後の議論の中では、確かに報酬等審議会のほうから受けた答申というのは、現状

を見た中で出てきている問題ですよね。はっきり言ったら。将来を見通しての話ではない。そ

ういった答申を受けて私たちが議論をしなくてはいけないことというのは、将来を見通した、

そうした白老町の議会のあり方みたいなものも、しっかりここで議論をしないとならないよう

な気がするのです。 

 ですから、この数字はあくまで１つのデータとして、参考にするしないは別としても、その

中で今後進む議会の活動については、ここでしっかり議論しておかなくてはいけないのではな

いかなと、僕はそういうふうに思っています。ですから、本来は皆さん揃っている中で、もっ
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ともっと深い議論をここでしたほうがいいような気がするのですけども、とりあえずきょうは

この資料に基づいてのお話にさせていただきたいなと思っていました。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 将来的には僕もそうだと思います。今言ったようにここで先ほ

ど出た政策研究会とか専門的な知見を取り入れて、どう政策提案していくか。政策提案したこ

とと行政が上がってきたものと、いい意味で議論されてすり合わせする、あるいは修正する、

否決する。そういうことが日常行われてきたら、当然町民の関心が行政や議会に向いてくるの

です。過去にだって是非は別にして、いろいろな問題起きれば住民から上がってくるのです。

そうすることによって、私は議会のありようが評価されると思います。 

ですから、僕は何回も言っているように、そういうものをつくって、まず実績やれると。き

ょうの道新読んだら、是非は別です、今政権変わったと。だけど、極端に言うと、今まで政権

にいた人方が全部官僚にさせていたと。法案をつくるにも。だけど、自分たちつくるのが大変

になってくるというような書き方をしている。当然我々も政府は違うけど、これから議員がい

かに自分たちで提案をできるのか。政策を議会抜きにしてチェックできるのかという部分を、

それがある程度理解した上で進めていけば、僕は十分に日数も多くなるし、町民の理解を得ら

れれば、当然これは少ない、もっと上げて活動してもらいましょうという部分に入っていくの

かなと、私は思います。だから、今やっていることが大事だと思うし、やはりそれに含めて制

度をつくるのではなくて、中身が、議員各々がどこかで追いつけるかという問題も出てくると

思います。そこまでいかなければ、いくら報酬でまちに出ても理解されないと私は思っていま

す。それは、上げるとか上げないとか抜きです。私の考えは別にして。そういうことが前提に

なければだめではないかということを、僕は何回も言っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は前田委員外議員の言われていることは、そのとおりだと思います。

ただ、今の制度上の話で言いますと、議会でいくら報酬のことについて議論をしてもお手盛り

の議論にしかならないというのは、今の制度上の問題です、現状です。ただ、報酬等審議会か

ら出てきたということで、今議会の中でこういった議論をしていると。その中でどういった案

が行政のほうから出てくるか僕たちはわからないけれども、でも今この報酬等審議会、あくま

で町民側から議会を見た結果としてこういう形のものが出てきた。それをしっかり今議論を。

その中で将来的に必要だろうとなるのであれば、今その枠は今以上の枠としてとりあえず議論

をして決めておいたとしても、その後の話は議会の現状だとか財政の話までここでしなくても

いいかもしれないけども、いろんなものを踏まえてそこそこで決めればいいと思っています。 

ですから、今だって現状はちゃんとしたベースがあるのだけれども、現状を踏まえてこうし

ようと決めてやっているわけです。誰から言われてやっているわけではない。議会としてやっ

ていることだから、ただ、今後いつそういったことができるのかということも、やはり僕たち

は考えなければならないのかなと思っているのです。だから、今しっかり議論をして、そして

将来あるべき姿を町民に示しながら、そこで理解されないかもしれないけども、でもこれから



 21 

進めようということは、町民とどれだけ壁をなくして、どこまで町民と接して、町民の意見を

吸い上げていけるか、そこを今議会でもって議論をしているわけですから、そういったことで

考えると、にわとりが先なのか卵が先なのかの話になってしまうのかもしれないけども、僕は

そうしたしっかりした枠はちゃんと整えておいて、そして状況に応じた判断は議会でしていく

べきだと、そういうふうに考えているのです。ですから、これからもっともっとそういった議

論を重ねながら、合議制の中でしっかり決めていければいいかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。１つ、僕が思っているのは、先ほど前田委員外議

員が言われたことをどう具体化するかという問題なのです。僕はいつも思うのだけども、では

議員の質を上げるには今白老の議会として何がいるのか。今、どうやれば上がるのかという議

論をしないとだめなのです。こうやるべきだというのは、僕はよくわかります。だけど、その

ために何をするのか。例えば、政策をきちんと議会が示せるようにする。そのためには何を議

会がするのか、具体的に。こうやってやれば施策がつくれます。条例が出せます。こうやって

やれば議員の資質が上がります。きょうの午前中、朝のような議論にはなりません。するとし

たら、何を今議会としてやらなければだめなのか。 

１つは今政策委員会で議論していることが、まさにそのことずばり。本質がそこにあるので

す。それは、きょう残念ながら氏家委員が報告できなかったけど、任意機関が議員の質を上げ

ることの具体的な手だて。全部ではない、ほんの一部かもしれません。 

もう１つは、公的な政策研究会が政策立案。まさに議会としての政策立案です。そこのとこ

ろが具体的にどうやられるかということが、白老の議会の命運を決めるというとこなのです。

だから、では質を上げるというのは、任意の政策研究会だとできるかというと、全くできませ

ん。僕は、それは単なる 100 のうちの５つくらいだと思っていますから、任意機関でできるの

は。任意機関でやるというのは勉強会だから。だけど、では今言っている質を上げるというこ

とは、具体的にどうすれば質が上がって、きょう朝一番のような議論にならないようになるに

はどうすればいいのか、ここのところが詰まっていかないと、やはり具体的にはいかないので

はないかと。考え方はわかるのだけど、僕はそういう具体的にどうすればそこが進んでいくの

かという議論が、ここでこうやってやろうではないかと。そうしたら議員の質が上がると、こ

ういう議論がされないと、ぼくはやはりだめではないかなという気がします。これからの議会

はそういう議論です。政策つくるのは、よしわかった、常任委員会でやろうと。総務文教常任

委員会、建設厚生常任委員会、それぞれ１年間に１回条例提案しようではないかと。そうした

ら、そのために何をするかと。委員長は何をするか、副委員長は何をするか、委員が何をする

のかということが具体的にこうやって出すという議論に議会運営委員会がならないと、いかな

いのではないか。今まで、そういう議論、結構してきたのです。だけど、いかないのです。午

前中の話、典型的に具体的にあらわれているのですから、資質の問題です、午前中の議論。は

っきりしているのだから。まして、前回入ったばかりの方ではないわけです。そこのところを

上げるには、どうするのだと。どうすれば上がるかという、そこのところを議論しないとどう
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にもならないのではないのかなという気がするのだけど、僕は思っています。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時０２分 

                                         

再開 午後 １時０２分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

先ほどの活動範囲と活動状況の集計表をもとに皆様方からのご意見がございましたけども、

さらに議論をまた深められればというふうに思います。 

先ほど、氏家委員、手を挙げられていましたので何か言いかけたことがあったら、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど議論にあった、公務活動の中の実日数の部分での話だったので

すけど、先ほど前田委員外議員言われていた、どうやって政策提言だとか、行政に対してもの

を言っていくのかと、そういうことができて初めて町民から理解をされるのではないのかとい

う話がありました。僕たちが今議論していることが先ほど大渕副委員長のほうからも言われた

とおり、まさしくそれを今やろうとしている。目的がしっかりした上で、では自分たちは何を

勉強しなくてはいけないのか。どういった目的で町民と当たっていかなくてはいけないのかと

いうことが、ちゃんと明確になってくる。明確になってきたものを政策研究会の中の任意機関

の中で議員一人一人の資質の向上だとか、そういったものに反映されていくだろうなと。これ

を本当にこれから政策研究会の中で説明しなくてはいけない部分なのだけども、ただそういう

形のものが、この資料の中に上乗せになってくるということは間違いのないことなのです、は

っきり言って。ですから、そういったことも考えると、今回の答申を受けて、しっかりとした

議論の中で、この議員報酬の枠組みだけはしっかり整えておくべきではないかと、僕はそうい

うふうに思うのです。その中で、その先の議論はまたその段階でやらなければいけない問題だ

と思いますので。ですから、今回この数字が出てきて、この数字に対してこれから先の議会の

あるべき姿を載せたときに、そういった結果というか形というのがちゃんと見えてくるのでは

ないかと、僕はそういうふうに思っている１人なのです。 

○委員長（山本浩平君） 今のご意見なのですけども、私は報酬等審議会から今の議員の活動

日数等々をかんがみた場合に、報酬を上げるべきだというのは、これからさらに想定されるも

のの数字は、僕は入っていないと思うのです。あくまでも今までものであり、この集計表それ

ぞれ９名の申告、議員から算出したもの出ていますけども、これも今までのものだと思うので

す。さらに、上乗せになるから上げるべきだという議論は、さらにの部分はまだまだ決まって

いませんので、それを議論のベースには、私はしないほうがいいのかなと。今現在の中におい

てでも十分、私は上げられるものがあるというふうに思っていますので、私自身はそういうふ

うに考えております。ただ、気持ちの中にはそういったものもどこかには当然置いておくべき

かなとは思いますけども。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕が言いたいのは、報酬等審議会から今回のこの答申を受



 23 

ける以前から、議会改革の中でずっとこの政策研究会等々、広報広聴の取り組み、議会として

進められてきていることなのです。その中で、たまたま通年議会を見て、これからあるべき議

会の姿を見たときに、外部団体の報酬等審議会のほうからこれでいいのかという提起がされた

というふうに、私はそういうふうにとらえている。ですから、それをベースに上げる、上げな

いは別にしても、今後の議会のあるべき姿をちゃんと頭に入れながら議論をしなければ、次期

の改選期に向けて、報酬等について本当にちゃんとした議論ができるかというのは、それはち

ゃんと考えなければいけないことなのではないかなと思っているのです。ですから、本来であ

れば、今回この議論に入る前に政策研究会のあるべき姿、公的機関のあるべき姿を皆さんと一

緒に議論した上で、今回この議論に入っていきたかったなというのが、私の気持ちです。 

○委員長（山本浩平君） これについて、それぞれの会派から出たものを集計というか、算出

したものですけれども、これについてどうだこうだというのは、なかなか議論もできないと思

います。現実的にこういう形で数字が出てきているわけでありまして、正直私どもの会派はも

のすごく少なかったのです。実際２人で話し合って数字を出させていただいたのですけども、

若干集計の方法もこれを見ると、単純に間違ったやり方をしていたなという部分もありまして、

その部分は後で訂正はさせていただきたいなと思っておりますけども、非常に数字的にはほか

の方々の出されている数字というのは、結構本当に公務外とされている活動というのは多いの

だなと、逆に熱心に公務外の活動をされているのだなというふうに思いました、正直なところ。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。この数字から何を見るのかという、先ほども話したの

だけども、この公務外とされている活動というものを、我々は我々の中での資料としては使え

るのだけれども、町民にこのことを本当に全部理解してもらうということは、僕はやはり至難

のわざだと思うのです。しかし、どなたも皆さんそうだし、一般質問やるというのはそんな簡

単なことではないです。やはり何日間も、僕は一週間なんかで全然できません。それは長い期

間かかって、ずっと煮詰めてきて、最後 10 日間なら 10 日間でぎゅっと圧縮してやるというこ

とになって、もちろんその間、何もしていないのかといったら、苫小牧にも行けば、散歩にも

行くのだけども、勤めているのとは違って。だけど、そういうことで言えば、そういうことを

いくらわかってくれと町民の皆さんに言っても、これはどうにもならない話なのです。だから、

やはり本当に公的な部分の準公務に付随する活動の部分と、純正な公務の部分ということにな

れば、やはり公務の部分というのは町民の皆さんは見るのです。だから、これは我々がどれく

らいの議会の議員の活動をしているのかなというのを、1 つはやはり自分たちできちんと分析

するという、それぐらいのものにしかならない。こんなもの出したからといったってしようが

ない。町民の皆さんに言ったからって、どうなるものでもない、はっきり言えば。と思うので

す。ただ、こうやってやることによって、なるほど自分たちはこれくらいやっているのだと。

先ほど委員長言っていたけど、これからやることは別だという考え方もあるのだけども、ただ

政策研究会だったら、こっちもふえるし、こっちもふえる、両方ふえる。公務外とされている

活動は、多分僕が思うのは本気になってやったら一般質問と同じくらいの活動量が求められる
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のではないかと思うような中身です。資質を上げるという部分だって、では研修会だけとはい

かないから、自由討議もいろんなことをしなければならなくなっていくと思うのです。政策を

つくるとなれば。何かを決めるというのは違うから、政策つくるというのは。だから、そうい

うことでいえば、かなりふえるのではないかなという気がしているのだけど。 

○委員長（山本浩平君） 吉田副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） 私もこの数値を出した意義というのは、私たちはもちろんきち

んとした、どれくらいの日数なのだろうと、自分たちも掌握できますし、こんなこと初めてや

りましたから。その数字は、大渕副委員長は町民にはこれは見せられないものだと言うかもし

れないけれども、報酬等を考えるときに、対価として、この部分は認められないかもしれない

けども、忙しいのでしょうということは言ってくれるけども、何が忙しいのかということは具

体的に説明ができるようになるだろうと。数値全部いちいち言わなくても、統計的に大体こう

いうものが出てきているのですという説明はできるということが１点。 

それから、今後出てくる人たちに対して、報酬だけではなくて、日程はこういうものがある、

これだけのものが大体必要になりますということ、基本的な数値としては見てもらえるものだ

ろうなというふうに思うのです。それと、これを出す、出さないは別として、これを公務外と

されている活動。これだけありますよと声を出して言うからには、それはその後に続くと思う

のです、前田議員がおっしゃった、大渕副委員長がおっしゃったように。では、その時間をか

けてやったことが、結果として、成果として、実績としてどう出てきているのかというのが町

民に見えないという、それが一番大事なのではないかと思うのです。それを出すためにこれか

ら取り組むわけですから、それが目に見えてくる。そのことも具体的になれば日数も出てきま

すから、新たに出てくる人にも、こういったこともきちんと議会ではやっていますよというこ

とが見えてくるようになりますし、これは今後かなり生かしていけるものだと私はとらえてい

たのです。結果はこれから。ちょっと逆転になってしまったのですけど、政策研究会のことが

もうちょっと皆さんにきちんと理解してもらえれば、もうちょっと違った話の展開になれたの

かなと。今言ってもしようがないのですけど、そんなふうには思いながら、説明をできる形に

やはりつくり上げていかなくてはならない。そして、これをつくり上げた以上は、それだけや

っていて、では結果は何と言われたときに、私たちが言えるものをつくり上げていくというこ

とが、これからの課題だというふうに私はとらえています。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これに関係ないのだけど、報酬のこと話していったら、

下。先ほどと言ったこのすごい分厚いと言ったやつの下のほうの 62 から 63 ページ。下のほう

に自治体議員の報酬はどうかというところから、東京都議会議員が 137 万円で、副知事が 126

万 5,000 円だと。ずっと書いて、その次の 63 ページで書いていることというのは、では議員と

は、一体職員との差というのは極めて少ない。議員の差というのはものすごく多い。一体議員

とは何なのだと。東京都議会議員が白老町の議員の５倍くらい。一体これとは何なのだと書い

てある、真ん中ころに。議員報酬、自治体と比較しても意味をなさない。議員報酬については
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何らよるべき基準がないのであると書いてある。悲しいなと思って読んでいたのだけど。では、

議員とは何なのだろうと。これ以上前には行けないから議論する必要はないけど、ぼくが思っ

たのは、同じ議員活動で東京都議会も白老町会議員も。そうしたら、我々都議会の５分の１し

かやらなくていいのかと。東京都議会議員はこうやってやったら、こんなにやっているのかど

うかわからない。なのに職員の差はないのです。だから、職業ではないのです、議員というの

は。職業だったら差はそんなに出るわけがない。だから、ここに書いてあることを読むと、本

当に議員とは一体何かなというふうに。ただ単に立候補して出てきてやっているかいというも

のでは全然ないのだなという気がすごくしているのです。読めば読むほどわからなくなってく

るのですけど。これは３回くらい読んだけど、本当にこれは深いことが書いている部分もある。 

○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） 230 条から離れて議員歳費となるということは、後は歳費とし

て扱うか、それは各自治体で決めなさいということでしょう。だから、今こうやって議論され

ていると思うけれども。そういう部分で白老町として議員の報酬をどういう、言葉上で定義を

つけて、どういう位置づけにするかという部分でいかなければいけない。それと、今話あった

けど、ある程度の市議でも都市でも専業化されて見ているという。市町村の場合は専業化でな

い見方ですから、それは変な話、議員の定数も絡んでくるけど、それはそっちに置いておいて、

その辺の部分を絞っていって、白老町としてどうかということを明確にして、先ほど氏家委員

も言ったように、きょう、あしたの問題ではなくて、だから将来はあるべきだという形の中で

整理をしていかないと、ここで議論しても結果的に堂々巡りになっている。それで、前回話し

たように、僕の考えでは専門的な知見、第三者的な意見を聞いて、そしてそれを元に住民と話

をして、1 つの方向性を出して町民に理解をしてもらうというか、議会はこうなのだなという

ことを方向づけしていくという形なのかなと思う。何ぼ読んでも、たしかそうなのです、局長

も説明したけども、結果的に自分たちで決めれということなのです、最終的には。みんなそれ

で先生方は結果的に結論避けているのです。ただ、2008 年自治法改正したことによって、デー

タは預けられているのです、逆に。だから、極論ではないけども、札幌市会議員がいて、道議

会議員が何人いるかということになってくるのです。なぜかと言ったら、札幌市は指定都市だ

から。そしたら、道を通していかなくてもいいわけでしょう。だから、ああいう二重構造みた

いものも。制度上の問題になってくるのだけど、そういう部分もあるし、だから議会として、

原点としては自由に決められるのだよと、我々が。そこで議論していく必要があるのかなと。 

どうですか、局長。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ヒントはあるのですけども、この江藤先生が書いた５回目の連

載で、147 ページの上段の「そのために」というところが１つの示唆あって、非常勤の特別職

という典型的職を誤解として、解釈の変更が必要であると。それを明確にするとすれば、法令

で議員の職責・職務の活動の無規定という状況を打破する必要があると書いていますよね。法

令で規定するか、条例で規定するか、どちらかが必要であると言っているわけです。きょう町
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長が、ついこの間お配りした資料の中の 70 ページを見ていただきたいと思います。下段の 70

ページ、最後の部分ですけど。その中段のちょっと下のほうで、今回のと書いているのです。

今回の法改正過程で改めて確認されたのは、議員報酬をどのように支払うか、自治体の問題で

あるということであると、こういう書き方、言っているとおりです。常勤での活用を期待する

のであれば、少なくとも生活費を補給しなければならないと、この人の考え方ですから、非常

勤でよいとするのであれば、議員の補佐機能は充実しなければならないと。要するに、それに

担うサポート機能を充実させなければならないという部分で言っているのです。１つの方法と

しては、上段で場の設定というのは大きく拡大してきて、その議会が決められるようになって

きているわけです。 

１つは、今議案の精読は公務に付随するのですけど、公務外とされていますよね。ただ、そ

の下段のところを見てもらったらわかるのですけど、３行目上から。議案の精読部分を活動と

して充てることに、開会前に自主的議案として提出を受ける。こういうものを公務にしていけ

るということです。まさにうちは公務に、今完全ではないけれどしているのです。議案提出日

に議案説明会というのを開いていますから、一律に議案の精読は１回できるという部分です。

だから、そういうふうに活動の範囲を決めなさいということを江藤先生も言っているのではな

いかと僕は思います。ですから、住民が認めるのであれば、僕は公務に付随する議員の活動も

含めて精査して、それは報酬の根拠の位置づけにすべきではないかなという気はします。 

ですから、これは今後法整備の可能性ですけど、議員報酬の支給する条例と今あるのです。

その中に、報酬を前提として議員はこういう活動をしなければならないという規定をすれば、

自由に決めなさいと言っているわけだから、１つの根拠にはある。先ほど江藤さんの、条例で

定めなければならないと言っているのですから、法令にないのだから、それぞれの議会が議会

活動を決めなさいということを言っているわけです。だから、そういう方法も私は事務局の立

場としては否定できないのではないかなという気はしています。ただ、これが何回もお断りし

ますけど、何かをやれば負荷がかかるのは当たり前なのです。通年議会やって、広報広聴常任

委員会つくったら日数ふえるのは当たり前なのです。これは何回も申し上げましたけども。た

だ、こういう規定をしたら、今度議案の精読というのは、必ずしなければだめになってします

のです。だから、その辺の覚悟を持って報酬の引き上げの根拠にするのかどうなのかという部

分は、可能性としてはあるのではないかなと。まさに前田委員外議員言われたように、そこそ

この自治体が、そこそこの議会活動をどう担っていくかということを決めなければならないと

いうことだろうと思います。私の解釈です。 

○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。私、先ほど言ったのは、ここに書いてあること含めて

問題提起みたい形でちょっと言ったのだけど、法で決まっていないことは、すべて自治体で決

められるということだということなのですよね。だから、通年議会もやれたと。僕は、そうな

っていって、今の議会活動がいい意味で充実されていけば、私は報酬ではなく歳費にすべきだ

という意見なのです。その前段として先ほど言ったのです、実を言えば。やはり歳費という認
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識にしていかないと、多分白老でこれ以上議会活動の日数がふえていったときに、対応できな

くなると、報酬では。だから、僕はやはり歳費にすべきだという考えなのです。ある意味年俸。

全体としてお金で縛られるという部分が出るかもしれない。そういう認識にならないと、町民

の皆さんは、先ほど言ったこういうことを理解してもらうのはなかなか大変だと。だから、歳

費という認識と、もちろん報酬ということに歳費の認識も町民の皆さんにわかってもらうのは

大変かもしれないけども、ただ理論的につくりあげていくときは、やはり僕は歳費でなかった

ら、最後整合性とれないのではないかなという気がしているのです。それで先ほどちょっと言

ったのだけど。そういうふうにならざるを得なくなっていくのかなという気がしている。そう

すると年俸だから、今度は。考え方がちょっと報酬とはまた違ってくる。報酬は月々の政務調

査費も払えるし、費用弁償、一時金払えると、４項目くらいになっているのでしょう。だから、

そうなっていくのかなという気はしているのです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） その前に先ほど局長が言ったのですけども、今言ったように確

かに大渕副委員長言ったような話をすると、一くくりで見られてしまうのです。議員が。言葉

おかしいけど。する人もしない人も。勤務表がないから。今もそうだけど。だけど、それが僕

の先ほどの話に結びつくのだけど、その前に、そこに行きつく段階で、その業務どうするかと

いう形に、今局長も言ったように、単なる議案の精読云々と言っても、補正予算もそうですけ

ど、精読すればいいかというのではないのです。精読をして、細かいことある程度のものは担

当へ行って内容を聞いて、それを踏まえて疑問をチェックする、この政策はどうなっているか

という部分まで追いつかないと、精読してわかったから質問しなくてもいいかという話にはな

らないのです。だから、その辺をこれから職務の中でどう位置づけてやっていくか。この公務

に付随する活動がどれまで皆さんが、私も含めて認識して、議場の場あるいは議会の活動政策

やっていく上で活性化というか、活発な議論になれるのかということをまず整理していかない

と、だから報酬にこういう１つの公務活動こうだ、公務外活動こういうふうにあります、だか

ら、多くなるからこうだという話にはならないと思うのです。その辺を十分に認識していかな

いと、先ほどの話に戻ってくるのです。本来、きょうあるべき姿が段々崩れていく可能性も出

てくるのです。だから、それを私たち 15 名が認識していかないと、結果的に報酬は上がったの

だけど、結果的に何もなかったよと。活動が町民に評価されるものがなかったということに、

もう少し日常の部分で、先ほど氏家委員も言ったように、公務に付随するあるいは公務活動、

あるいはこれについてはやはり積み重ねていかないとだめなのです、まずは。そして、理論的

にこうなって、だから現状では上げなければいけないとかという部分になっていくのだと思う

のです。だから、議員の活動範囲と云々、きょうも資料もらって読んでいますけども、こうい

う範囲を明確にするとか、そういう部分をやはりお互いに議論して、そうだな、こういう部分

我々意識として到達した中で制度組み上げていかないと、僕は議会改革になっていかないと思

うのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。僕、言っていることはそのとおりだと思います。ただ、

そのために何をすればいいのかということ。上がらなければだめなのです。きょうの午前中み

たいなこと起こるのだから、現実的に。では、そこを上げるためにどうするかということなの

です、僕が言っているのは。詰められるのはここが詰められないと、今前田委員外議員言って

いるのは、結果的には理想論にしかならないのです。具体的にはそこの部分上がるために、そ

この議論をするためにどうすればいいかと、ここなのです。ここのところがないと、僕はいつ

までたっても温度差というのはずっと同じだと思う。同じくいったらずっと差があるというこ

とです。だから、ここの差を前田委員外議員は、これは全部こうならなければだめだというの

でしょう。よくわかる。だから、ここを上げるにはどうするかという議論をして、そこをこう

やって上げようというものがないとだめではないかと。それがだから勉強会なのか、学習会な

のか、自由な討論の場合なのか、どこかわからないけど、本をみんなに与えて読めというのか

わからないけど、何かそことの具体的にやる手だてがないと上がらないでしょう。そこのとこ

ろ、そこが上がらないとだめなのだから、だめだという意見はわかるのだけど、どこをどうや

って上げるかという話。 

○委員長（山本浩平君） それでは、自由な討論にします。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時３３分 

                                         

再開 午後 ２時２５分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

どうですか、休憩しながら先ほどみたいにしますか。ではなくて、マイクを取った中で議論

しますか。 

では、挙手にて発言をお願いしたいというふうに思います。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。いろいろな議論があったのですけれども、一定の資料

も出されまして、私はこのベースというのは、結論を出すためのベースなのだけれども、この

後の定数と財政問題の政治的に入るのが、私は大きいのではないかなという気がしているので

す。私自身もそうなのですけども。ですから、一定限度のところで形がまとまれば、ここで結

論を出すというわけにはいかないでしょう。今、休憩時間中にあった問題提起もありますから、

数だけでということにもならないとなれば、もっと議論尽くしたほうがいいのかもしれないけ

ども、しかし定数と財政問題の議論も含めてございますので、これでずっといくというわけに

はいかないでしょう、もう 10 月だから。そうなれば、次回あたりでこのことについての一定の

見解をそれぞれの会派が述べるなり何なりして、期間無視してやるべきだということもありま

したから、そういうことも含めて、結論を出さない。結果として出さなければだめでしょう。

延ばすにしても、延ばすという結論を出さなければだめだし。だから、基本的なベースの議論

はもう 1 度各会派に今まで議論したことや、これらなんかを持って帰って議論して、僕はもう
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この次あたりで一たん終結というか決着つけて、次の段階に入るべきではないかと思うのだけ

ども、どんなものですか。僕はそういうふうに思っているのです。これをやっていれば答えな

いから。わからないと書いてあるのです、学者先生でも。そうしたらいつまでやったって同じ

だから、一定のちょっと区切りつけて、財政問題と定数の問題の議論をやったらいいのではな

いかと思うのだけども。ということをかけていただきたいなと。異論があってもっと続けるべ

きだとあれは、それは構わない。私はもうこれ以上やったって、これだけ出て、ここまでやっ

たらいいかなという気はしているのだけども、どうですか。先ほど局長言ったことについては、

ちょっと不十分かもしれないけれども。 

○委員長（山本浩平君） 今の大渕副委員長から提案がございましたけれども。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の、この次あたりで一定の方向性を見出していくべきではないかと

いう考え方なのですけど、報酬等審議会から出された答申に対しては、あくまで町長のほうか

ら提案として上がってくるわけですよね。それに対してのイエス、ノーの答えだけはそこで、

それは議会として出さなければいけない部分なのです。そこでまだ早いから延ばしてくれとい

うような話ではないですよね。そこの確認だけしたかったのです。そういったものがちゃんと

後ろに控えているのであれば、その前にある程度日程的なもので方向性を出して、今言われた

定数の議論だとか、そういった問題に入っていかなければいけないのだと思うのですけど。答

申が出て、それに対して議会として議論している。そして、次の議会には提案されてくるとい

うことが前提ですよね。 

○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。ちょっと僕の言い方悪かったですね、ごめんなさい。

ベースの議論、要するに定数だとか財政状況を全く抜きにして、議員の報酬はいかにあるべき

かという議論をいたしましょうという議論をしました。この部分は終結したらどうかというこ

とです。その後そういうことが今度は現実的には町は今上げるということで、来年度予算に盛

り込む可能性がかなりあるということですから、そこのところについて盛り込んだはいいけど、

議会が議員の報酬上げてくれるということに対して否決するということになったら、いかがな

ものかということがあるから、どういうふうな結論になるか、それはまたこの後です。ですけ

れども、ベースになる部分の議論は終結させて、いよいよ本題である財政と定数の問題との議

論を、このベースの上に立って議論をして、そして報酬はいかにあるべきかということになっ

て、今度は現実的に、もし来年の３月町が上げてくる場合は、我々はどういう態度で臨むかと

いう形に出すということになると変なことになってしまうから、方向性を見出していくという

ような議論になるのではないかと思うのだけど、そういうことではおかしいですか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には正式に議長から委員長に諮問されていますので、委

員会報告としてはまとめなければだめだろうと思うのです。それは、５日の会議で報告する。

多分 11 月に開かれれば、そこでするような形になると。だから、一定限まとめなければだめな
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のです。文章化できるようにしなければだめ。結論を先に延ばすのであったら、そういう報告

で済みますけど。 

○委員長（山本浩平君） 今の大渕副委員長から提案がございましたけれども。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の件についてはわかりました。であれば、そこは関係ないと言われ

るのか、今政策研究会の中間報告。これを全議員に一回その前に全員協議会か何かで、考え方

の周知だけはしておかなければならないような気がするのですけども、その辺についての考え

方というのは議運として委員長、どう考えていらっしゃるのですか。委員長というよりも、こ

こにいらっしゃる皆さん方のお考え方。時間もないですよね、はっきり言って。 

○事務局長（上坊寺博之君） 白老町議会全員協議会運営要綱というのがございまして、会議

の種類という規定がございまして、議会運営に対して協議または調整を図る会議の位置づけと

しまして、第２条第５項に規定する会議が議会運営に対して、議員の身分に直接関わって協議

する必要が生じた都度開催するという規定明記してあるのです。ですから、議員報酬の問題、

議員定数の問題、定数は別ですけど、これはまさしく議員の身分にかかわる部分になるのでは

ないかという気がしております。これは、１つは議長が招集するのですが、議長が議会運営委

員会に招集を諮らなければならないという規定なのです。ですから、ここに議長もおられます

し、議会運営委員会でございますし、基本的にはここの中に議長の言葉を受けて議論が始まる

のではないかなと思います。ただ、結論は全員協議会では導かないということになっています。

議会運営委員会で最終結論は出すのですけど、最終結論を出す前には一回くぐらなければなら

ない処置ではないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。そうなると、議員報酬をどうするかということには議

員の身分に関わるのだけども、その議員の身分に関わる部分、議員報酬の部分と政策研究会を

立ち上げていくという中身の問題について、関係があるかどうかということが問題なのですね。

議員報酬と政策研究会の立ち上げが関係あるということでここの議運が判断すれば、当然議員

の身分に関わることだから、議長が招集するのかどうかわからないけども、全員協議会なり何

なりの中で、この政策研究会の立ち上げというのは全議員に報告しなくていけないですよね。

議員の身分にかかわるものだとしたら。これは全く議員の身分にかかわることではないと。報

酬と別にやるということになれば、また別の形になる、多分。だから、そういう決断をこの議

会運営委員会がどちら側でするかという問題だと僕は思います。 

そうなると、少なくとも屋上屋重ねるようだけれども、先ほどの局長の話で言えば、やはり

議会運営委員会に小委員長が１回報告して、その後に議会運営委員会で報告をちゃんとして、

そして協議会をやるべきだと、こういうふうになりますね、手続き上は、多分。問題はふえる

ということが全然報酬と関係ないのかということは。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会運営委員会で諮られて決めることですから、ここで最終判
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断すればいいと思いますけど。政策研究会自体は身分に関係するものだと、全然私は思いませ

んけど、ただ、今盛んに議論になっているのは、活動がふえるかふえないかという部分がある

のです。下手すればもっとふえるかもしれないという。そうなったら、そこをそういうふうに

しろと解釈して、扱えないということにもならないのではないかなという気がしますけども。

あとは議会運営委員会の中で最終決定があればよろしいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど 11 月５日といったら、全然日にちないですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 11 月のいつかの時点でと。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私は先ほど言ったように、結果として間接的には、かなりいろい

ろ影響出ます。報酬含めて間違いなく。出るのははっきりしているのだから。僕はやはりやる

べきだと思いますけど。この政策研究会で議論したことを成功させるためにも、議会運営委員

会と全員協議会の中できちんと全議員さんにお話をして、不十分な点は補ってもらいながら、

できれば政策研究会は条例で規定しているのだから、立ち上がっていくような形で、やはり全

体の合意をきちんと勝ち取っていくという手だては踏むべきだと思うし、なるべく早く議会運

営委員会にかけ、全員協議会にかけるべきだというのは私の意見です。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、今の点については。異論はないですね。最初の議論に

戻りますけども、報酬の基本的な考え方。これは当初、財政と定数を抜かした中で、議員の報

酬の内容はいかにあるべきかという検討を重ねて、また、いろいろな資料を提出していただき

まして、さまざまな議論もいたしました。これらの資料をまた会派に持ち帰っていただいて、

そして次に財政と定数、これもかんがみた中で議論をさらに深めていこういという意見なので

す、副委員長からの意見は。このことについては皆さんいかがですか。認識としては。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今その段階に入る前に、政策研究会の中間報告を議運に落

とすと。そして会派に持ち帰ってもらって、議運の中で議論してもらって結構だと思うのです

けども、会派に持ち帰ってもらって、そしてその段階に入っていくと。その段階というか、持

ち帰ってからもう１回議運開くのかどうか別にしても、そういった段取りを踏んで次の段階に

入っていくということで認識していい。僕はそういうふうに思っているのですけども、それに

ついての。 

○委員長（山本浩平君） きょうも本当であれば、そちらのほうを先にやる予定でしたので、

やはりこの政策研究会についての今までの過程を議運でちょっとお話しをしていただいて、こ

れも加味した中でということですよね。現実的に日数ふえるわけですから。それらも考慮しな

がらということになると思うのですけども、それに対してはいろいろ意見あります。私は今ま

での日数の中で単純に考えるべきだという、基本的な考えは持っているのですけども、現実的

にはさらにふえていくということですから。 

次回、議会運営委員会を全員出席の中でこの政策研究会についてちょっと議論するというこ

とで、皆さんそういう認識でよろしいですか。そしてさらに先ほど副委員長がおっしゃった財
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政と定数問題含めた中でさらに考えていくということになるのですけども。いいですか、そう

いう運び方で。 

近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。次の議運は 26 日 13 時 30 分予定されていますよね。そこで

ということですか。全員集まっての最終は。 

○委員長（山本浩平君） 一応そうなっていますよね、26 日というのは。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今言っているのは全員協議会ですから、議会運営委員会とは別

な会議ですので、別に開かなければだめなのです。それを潰して開くというのであれば別です

けど。26 日の午後からのをやめて、全員協議会にするのであれば。 

ただ、今おっしゃったのは、一回議運に説明していないので、中間報告で説明して、その後

に報酬等含めてということであれば、26 日ではなくてその後、多分 11 月の頭くらいに、とい

うことの流れになるかなと思いますけど。それを想定しておくのであれば、先に踏み込みをし

ておいたほうがよろしいかなと。 

ただ、皆さん小委員長の報告がなしでいきなり全員協議会ということに。全員協議会は議長

が主宰ですから。例えば、政策研究会についての議員同士の自由な意見をもらうわけですから、

それに対していいとか悪いとかということではなくて、活発的な意見をもらって議運に戻って、

最後は議運ですから、議運に戻して話された経過をもって、それぞれの議員さんが議運の中で

最終判断するということです。流れとしてはそうなるということです。26 日、１回、先ほど言

った副委員長言ったのをやって、そこで小委員長から説明をもらって、11 月の中になろうかと

思いますけども。 

○委員長（山本浩平君） やはり１回議運でお話ししていただかなければだめではないですか、

いきなり全員協議会ではなくて。それは議運の中での小委員会ですから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 飛び越していくわけにはいかないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと、ごちゃごちゃになっているような気がしてならないので、

26 日の議運で小委員会の中間報告するということですよね。そして、そこでまたいろんな議論

をしていただいて、会派に持ち帰るなら持ち帰ってもらう。そしてその後の全員協議会の中で

いろんな意見をいただくと。意見をいただくというか、質問も含めてもらうということで、考

え方はそういう考え方でいいのですよね。26 日に一度中間報告をして、そして政策研究会の位

置づけについて中間報告させてもらうと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全員協議会はいつ招集するかというのがあります。今、日にち

見ると２日と５日しかないのです。あと４日と６日は建設厚生分科会入ってくるのですけど、

あとは定例監査びっしり入っていまして。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時４７分 
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再開 午後 ２時５０分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

それでは、確認なのですけども、２日に全員協議会を開いて、その後議会運営委員会を開く

というような形で日程を調整いたしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

きょうのことに関しては、私のほうから及川委員長にちょっと厳しくお話をしてみたいなと

いうふうに思います。 

ほかありませんか。 

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 26 日、議会運営委員会をやって、この議員報酬の中での財政と

定数について議論するのですか。これは開くということですね。中間報告の分だけでいいとい

うことですね。なぜ、僕が言っているかというと、ただ何もなしで議論しても意味ないから、

だから考え方を整理していかないと。そうではなくて、今言ったような政策研究会の報告だけ

の議運でいいということですか、26 日は。 

○事務局長（上坊寺博之君） 報酬と定数を除いた一定の方向性を出します。 

○委員外議員（前田博之君） 議論するのはいいのだけど、だから今言った議長の諮問出すま

でに全部たたくのか、あるいは時期尚早だから何かを含めて次回まで尚早だよということで延

ばすのか、結論を出すのか、それによって整理しておかなければだめだから。僕は事前に言っ

てあるからいいのだけども、その辺はただやっても堂々巡りになってしまう、日にち迫ってき

ているのだから。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 委員長報告されるのでありますから、だめだという結論にはな

らないと思うのです。経過があってこういう判断したということに、多分なるのだと思います

けど。だから、今言っているのは、財政状況と定数を除いて議論したのですから、これは本当

のあり方なのです。あり方というのは、基本的にはそういうところが妥当なのではないだろう

かというところまで一定限。10 人が理解するかどうかは、16 人が理解するかどうかというのは

わかりませんけど、一定の中でそこを確認とらなければ次いかないのではないかと。報告も書

けないのではないかという気はします。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、まず、今の議員活動と議員の報酬がどうあるべきかと

いう議論をしたわけです。そのことについて、政策研究会のことはあるのだけれど、これは関

連があるから、次の議運で報告を受けて協議会をやりますよと。これはいいですよね。だけど、

そのことはそのこととまた切り離して、今白老町の議会議員が活動しているものと活動してい

る状況と報酬の関係がどうかということを今までやってきたわけだから、そのことについての

一定の結論を出すと。それは、上げるのが望ましいという結論なのか、上げるべきだという結

論なのか、上げないべきだという結論なのか、それはわかりませんけども、それは一定限度の

結論を出して、その上で政治的な配慮として、今度は。今までの議員活動が報酬と合致してい
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るかどうかという結論を出すという意味です。一定の結論を出すと。そして、この次は、今の

政治的な配慮として定数の問題。これは抱き合わせだったら、我々はだめだと初めから言って

いるように、そういうことがあるわけでしょう。それから、財政問題あるわけだから。そのこ

とについては、結論があるけれども、しかし議会の政治判断としてはこうですよというような、

こういう形になるということですから、26 日はもしいくとしたら政策研究会の報告得た上で、

今の議会活動と報酬の関係の一定の結論は出すということでだめですか。 

○委員外議員（前田博之君） 私が言ったのは、日数だけではなく、先ほど局長も言ったけど

職務と職責イコールにならないといけないと。ただ日数が多いとかの議論で、これは参考とし

ての日数です、報告ですと、こういうことを公的な数字に使うと、日数が多いから報酬を上げ

ましょうとか妥当だとかだめだとか見解はいろいろありますが、それは別として、先ほどから

言っていますが、我々としては職務、職責をどういうところに位置づけなければいけないか。

これにどう到達しなければいけないのですか。これから一歩、ジャンプするのはどうしたらい

いのですかと、そういうものがあって、こうだということがないと、将来報酬を上げようとい

うのに、自分が何をしなければいけないか。ただ、今まで日数多かったから上げますという話

にはならないでしょう。僕はそう思う。だから僕が言っているのは、では、イコール対極とな

る職務と責務について、それをちゃんと整理した上で、今度今大渕副委員長言ったように議員

の定数、専業化するためにはどうだとか、そういうのが入ってくるのではないか。ただ、ここ

で活動日数だけで終わらせたら、ちょっと議会として町民から全然理解を得るような結論では

ないのではないですか。 

○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。僕が言っているのは、そういう意見はそういう意見で

結構だと思うのです。ですから、そうであればそういう結論を 26 日は出すべきでないという意

見を言っていただければいいだけのことであって、私はそういうことも含めて議論をしてきた

ので、時間的な配慮含めて考えたときに、今これから 26 日まで会派会議なら会派会議をして、

今のベースの部分では一定限度の方向づけを出したほうがよろしいのではないでしょうかと。

もちろん責務の問題も含めて、僕はかなりそういう意見も出ていたという理解をしていますか

ら。そこで結論を出すということが必要であれば、それはそれで。数の問題だって、前回やっ

て今回ぱっと出ただけですから。早い話が僕に言わせれば思いつきにちょっと毛が生えたぐら

いのものに思っていませんから、この数字だって。絶対なものではないでしょう。だから、僕

は外に持って行くのだって、生で持って行くのは面倒だよというのはそういう意味なのです。

だから、そういう意味を含めて一定の議論をしたので、これ以上今前田委員外議員が言われた

そこの議論が必要であれば、それはそれで必要であるという意見を言ってくださって、それで

もっと延ばすべきだという意見は、それはそれで僕は尊重したいと思います。 

ただ、私が言ったのは、そういう状況だから一定限度、一たんはやはりそういうことはある

のだけれども、少なくとも期日との関係もあれば、議長からの諮問出さなくてはいけないから、

一番肝心な政治的な部分がおろそかになってしまってはだめだから、ベースの部分はこれくら
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いで切り上げて政治的な部分の議論をしたほうがいいというのが私の意見だというだけの話で

す。それは違うなら違うとい意見で構わないということです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。政策研究会の中間報告させていただきますよね。その中に

前田委員外議員の言われたような中身も入ってくるような気がするのです。なぜ、議員で今い

るのか。何のためにそこにいるのか。もしそこに目的がちゃんと決まっているのであれば、そ

のために何をしなければならないのかというところ。それは、すべて今の広報広聴常任委員会

の活性化から始まって、そして政策研究会が立ち上がるまでの間。その中にはいろんな議員同

士の自由討論もある。そういった形の中でもっともっと議論深まると思います。だからきょう

先にやりたかったというのがそこにあるのです。何回も言わないけども、こだわっています。

だって、堂々巡りでそこに行くのです。だから言うのです。だから、今回そういったところを

話突き詰めていけば、何のためにやるのか。そのためには時間もかかるのです、はっきり言っ

て最初からうまいことなんかいかないから、時間もかかるでしょう。時間的なこともそういっ

たところで議論になるのかもしれない。無理だとか、できる、できないの話になるのかもしれ

ないけども、そういった報告を１回させてもらいたいと。その中でしっかりまた議論になるで

しょう、きっと。僕はそういうふうに思っていますので。 

○委員長（山本浩平君） それでは、先ほどの日程のとおりで行いたいというふうに思います。 

その他に入りたいと思います、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） １点ですが、まだ具体化しておりませんが、情報としてご理解

をしていただきたいと思います。今、会議録の反訳はテープに録音をして、町内の主婦の方に

出してございます。最近ボリュームが多くて、会議録がなかなかできあがるのが遅いというの

が実態でございまして。今１つは研究課題にしておりますのは、会議録を音声ダイレクトに編

集していくというシステムが二系統ありまして、ＮＥＣ の系統とＨＢＡの系列のシステムがあ

るのですが、それが今やるということではございません。できるかどうか。職員が負荷かかる

ようであればやる必要はないですから、職員が今までと同じように経費的にかからないのであ

れば、多分会話をしている最中に起こしていきますので、会議録作成が短縮するという利点が

あるので、研究に入っているということです。それで、今デモをするという形。実際の録音を

できるかどうかという部分を試したいわけです。ですから、こういう議会運営委員会、まとも

に議論している中でちょっとセットさせてもらって、どう変換するのかという、本会議もそう

なのですけども。ちょっと試しにやりたいなと思っていまして、ただ日程がまだ決まっており

ませんけど、急遽入るようになるかもしれませんので、その辺のご理解だけいただきたいなと

思ったのです。議会運営委員会だけではないです。タイムリーな委員会、総務の委員会に入る

かもしれませんし、建設厚生に入るかもしれませんし。ただそのときに、業者の方が若干入っ

てくるので、ちょっと違和感があるのかなと思いまして、事前にご承認だけはいただいておき

たいなと思っていました。もしか、いいシステムであれば、新年度に向けてちょっと検討した

いと。間に合わなければ残りの一方も継続して検討したいなという思いもしておりますので、
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そのところをまず報告しておきたいなと思っています。 

それと、もう１点は、先ほど机の上にペーパーを配らせていただきました。地方分権改革は

どこに向かうかという議題で、読売新聞社、東京本社の青山さんという編集委員の方の講演で

ございました。たまたま全道の局長のゼミナールのときの講演なのです。分権の動きがちょっ

と詳しく書いてありましたので、議会運営委員会の皆様にペーパーで配っておけば議会が進む

のかなとお配り申し上げました。今３次改革が終わって、民主党は３次改革で分権推進会を初

めは壊すという、当初計画でいたそうです。ただ、これは最後までいきそうです。税財政改革

の第４次勧告まで行きそうだと。ただし、民主党は全部使わないだろうという、今の見込みら

しいのです。それで、第３次勧告の義務づけ、枠づけ。これは何か食いつきそうだということ

なのです。というのは、これは法律で国が一定率指定しているものを義務づけ、枠づけを取っ

払ってしまうと。要するに条例の上書きって聞いたことあるのかなと思います。上書き権を与

えるみたいな形で、自治体が条例で決めるという部分が、そういう流れになってくるだろうと。

例えば、建築基準法の上書きといったら、自治体がきちんとその町にあっているのかどうかと

いうのは精査していかなくてならない。そういう中で議会のあり方というのは、すごくますま

す重要になってくるという部分だったのです。４ページの５でお話ししていたのですけど、義

務づけ、枠づけの廃止。これは８百何ぼあるのだそうです。892 条項。重点項目の。だからこ

れが自治体でやるかやらないかにも差が出てくるし、やったとしたら千差万別の条例になって

くるので、そこの自治体の力量が問われるということ。そのチェックをしていく議会の力量が

問われるといことだそうです。ですから、ここの中で力説していたのは、やはり首長にない機

能を発揮させなければだめだという。盛んに最近出てきていますけど、合議制の役割の発揮で

すか。そういうような話をされていました。これ見てもらえば、詳しく載っていましたので、

参考になると思って配布させていただきました。 

私からその２点で、以上であります。 

○委員長（山本浩平君） ２点目は、これを参考にしていただきたいと思います。 

１点目の音声化のためのデモンストレーションが各委員会に入る可能性があると。これは皆

さん了承していただきたいということでお願いしたいと思います。よろしいですね。 

ほかその他、皆さんのほうからございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（山本浩平君） なければ、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまで

した。 

（午後 ３時０６分） 


