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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２６日（月曜日） 

   開  会  午後 １時３０分 

   閉  会  午後 ４時２１分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．定例会１０月会議について 

２．政策研究会について 

３．議長の諮問事項について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．定例会１０月会議について 

２．政策研究会について 

３．議長の諮問事項について 

                                         

○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） 

                                         

○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 

     会 計 課 長    千 石 講 平 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 

     臨 時 職 員    松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） 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。 

（午後 １時３０分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の協議事項は定例会 10 月会議の内容、それと議長の諮問にかか

わる内容というようなこと、それとその他もございます。 

 それでは、本日 10 月会議の提出議案につきまして町側より山口総務財政部長ほか千石会計課

長も来られておりますので、まず、町側の説明を伺いたいと思います。山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） それでは、議案第１号関係についてご説明いたします。 

 平成 21 年度の白老町一般会計補正予算（第６号）でございます。概要についてはＡ４のほう

に示しておりますが、ご説明のほうにつきましては議案書に基づいてご説明をする形にしたい

というふうに思います。 

提出議案(１)の①です。まず今回の補正につきましては総額 1,272 万 6,000 円を追加し、総

額を歳入歳出それぞれ 102 億 6,326 万 1,000 円とするものでございます。今回の補正の主なも

のでございますが、事項別明細書の歳出のほうでご説明いたしますので７ページのほうをお開

き願いたいと思います。今回の補正については２件でございます。まず総務費でございますが、

税等過誤納還付金等でございます。これはさきの補正でもございましたけれども、法人税の関

係で前納し中間によりまして還付が生じているということで今回補正するものでございます。 

続きまして衛生管理費でございます。新型インフルエンザ対策事業ということでございまし

て、今回生活保護、非課税世帯、これについているインフルエンザの予防接種に伴う支援でご

ざいまして、これを扶助費のほうで手当てするものでございます。 

以上２件でございますが、この歳入といたしましては、戻りますけれども４ページのほうを

お開き願いたいというふうに思います。インフルエンザにつきましては国が総額２分の１、そ

れから道が４分の１、町が４分の１と、こういう財源内訳になります。それと普通交付税、こ

れは先ほど言いましたとおりインフルエンザの４分の１部分と、それから税等過誤納還付金を

普通交付税で賄うものでございます。 

以上、簡単でございますがご説明を終わらせていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、まず説明のほうを続けて町側のほうからお願いしたいと

思います。千石会計課長。 

○会計課長（千石講平君） 議案第２号、工事請負契約の締約についてでございます。 

旧民芸会館ほか観覧施設の解体撤去工事でございます。 

契約の目的は旧民芸会館等解体工事。 

契約の方法、制限付一般競争入札。 

契約の金額は 7,709 万 1,000 円でございます。 

契約の相手方、川田・ヤマテ・長谷川特定建設工事共同企業体でございます。 
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以上、簡単でございますが説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、定例会 10 月会議におけます補正予算と工事請負契約に関

しまして、特段この場でお尋ねしておきたいことがある方はどうぞ。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、退室されて結構でございます。ありがとうございました。 

 それでは、(２)意見書、要望書の取り扱いについてでございます。上坊寺事務局長のほうか

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） 本日まで各種団体から提出されております要望書、意見書を求

める陳情、その他お願いについて提出が３件ございましたので、本 10 月会議に提出したいと考

えております。これについて審議をよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） この意見書、要望書の取り扱いについての審議ということでござい

ますけれども、今までの慣例があると思いますのでそちらのほうの説明をお願いしたいと思い

ます。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） １件目、２件目につきましてはお願いでございますので、これ

は参考配布でよろしいのかと思っております。３件目は陳情でございますが、これについては

町外から出されている陳情ということで従前は参考配布という取り扱いになっております。 

私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） ただいま上坊寺事務局長から説明がございましたとおり、今までの

慣例でいきますと参考配布ということでございますけれども、そういう取り扱いの仕方で皆さ

ん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、参考配布という取り扱いにさせていただきたいと思います。 

 続きまして、(３)定例会 10 月会議の期間についてでございます。上坊寺事務局長お願いいた

します。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料２に添付してございますとおり、先ほども説明がございま

したとおり、議案は町提案として２件でございます。次のように一日日程で提出したいという

考え方をしてございます。29 日 10 時再開でございます。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 日程について何か質問はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、続きまして(４)その他についてでございます。①定例会 12

月会議予定、それと②音声反訳システム・デモ試験ということになっております。上坊寺事務

局長のほうから説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 12 月会議でございますが、資料２で提案させていただいている

とおり町と協議を整ってございますので、これで一応進めたいと思っております。ちょっと変

則になりますが一般質問の締め切りが 12 月３日でございます。従来であれば４日でございます
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が、４日は管内の議長会が入ってございまして議長並びに私が不在になりますので、一日、ま

ことに申しわけありませんが、繰り上がって３日ということになります。木曜日の 10 時まで一

般質問、午後から議会運営委員会と広報広聴小委員会という形になります。12 月 11 日に議案

説明会、終わり次第議会運営委員会ということになります。予定は 12 月 15 日から基本的には

一応３日の予定でございますが、予備を１日もって 18 日までの期間で終了するような考え方で

ございます。 

以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） この予定につきまして何か特段。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。17 日もし一般質問がなくなった場合は 18 日が繰り上

がるのか、それとも 17 日は休会にして 18 日になるのか。この点はどうですか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応例年ですと繰り上げですので、一般質問が２日で終わると

いう予定が立てば３日で上げるような形になろうかと思います。 

それと、ちょっとお諮りしたいのですが、まだ 12 月の話ですが、会期末 25 日まで組んでお

りますが、できれば 12 月最終日で審議終了ということで、昨年もそうでしたけど定例会を終わ

った段階で締めるという形にしたいと思っております。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの上坊寺事務局長の説明ですけども、この点については皆

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） では、続けて説明お願いいたします。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと私記載が間違っておりまして、26 日の部分と 29 日の

部分がまるっきり逆になっておりますので、逆に置きかえて見ていただきたい。②です。 

会議録の音声反訳システムのデモ試験ということで、本日、議会運営委員会に日本電気、Ｎ

ＥＣのほうで導入を、きょう試験的にさせていただいております。ボイスグラフィーというソ

フトでございまして、実績はちょっと私のほうでつかみきれませんでしたが、美唄市とか新冠

町で入っていまして、ことしの夏に事務局では美唄市のほうに１回視察に行かせていただいて

います。この音声システムについては過去３年ぐらいちょっと協議、検討して進めてきている

ものでございまして、リアルタイムに反訳するものですから非常に会議録が早くなるという部

分がございます。ただ、今会議日数等を見ましたら相当ありまして、今主婦の方に一応７名し

てもらっているのです。ですからこの体制で職員だけで可能かどうかということも検討しなけ

ればならないです。多分形式的には十分間に合うと思っていますけど、それも含めて検討した

いと、職員のボリュームがかかるようですとそちらに職員が取られますので、それも含めてお

金も会議録のできるスピードも総合的に判断をして導入できるかどうか検討したいと思ってい

ます。基本的には今２つの事業者さんの比較をしていまして、その中の１つになるのか事務局

の手数がかかって導入ができないという判断になるかは今後つめていきたいと思っております。 
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29 日、10 月会議、きょうの議案を見ても多分そんなに長くかからないと思いますが、これ

にも試験を入れたいと思っております。(株)アドバンスト・メディア、ＨＢＡのほうでやって

いるのですけど、アミボイスという音声システムがございまして、今この２つで使えるかどう

かというのを検討させてもらっています。道議会、苫小牧市議会がアミボイスの導入をしてい

ると。ほかの議会は職員が会議録を編成しているものですから、音声システムに置きかえると

すごく楽になるのです。ただ、うちは今職員が一切やっていませんので、それが音声システム

に置きかえると職員の手間がそれだけ生じてくるのです。多分会議録は早いですけど。ただ、

そこに専門の臨時も含めて１人で対応できるかというと多分１人では対応できないと思うので

す。うちのボリュームからいくと。２人までつけてやれるのかというようなことも含めて検討

に入っているということでご理解いただきたい。ですから 29 日はもう１箇所、今度は本会議の

ほうで入りますので、よろしくお願いします。 

私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） この点についての質問を承りたいと思います。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 先般、議会運営委員会２名とも欠席でまことに申しわけありませんで

した。 

 この音声反訳システム、これは声で既にということに本当になるのですか。これは今の上坊

寺事務局長の説明だと、全体の反訳の費用を臨時も含めて職員の話もでましたけども、トータ

ルとしておおよそどのぐらいの費用がかかって、今２名ほどで間に合うのであればという話も

出ていましたけども、どういうことになっていますか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まだそこまで細かくつめていませんので、まだお知らせするよ

うな段階ではないと思っていますけど、基本的に私どもが思っているのは、職員の手間が変わ

らないのであってお金が同じであれば、早くなるのは間違いないですから導入したいという考

えです。というのは今話をしていることも変換しているはずですから。ただ 100％ヒットする

わけではないのです。それは修正していかなければならない。ですから職員の手間とお金が同

じだけであれば導入したいという考え方です。ただ職員に無理がかかるようでしたら、今３名、

４名しかいませんから、それは引き続き検討だろうと思っております。ですから、今持ってい

るお金の中で、先ほど言ったサポートの人がどういうふうに組み合わせてお金が同じであって

も、早ければ導入したいとそういう考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時４６分 

                                         

再開 午後 １時５４分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 ただいまの音声反訳システム、このデモ試験のことについては皆さんよろしいですね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、③その他でございます。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特に私は持っておりません。 

○委員長（山本浩平君） それでは、次は、議長の諮問に関することです。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時５５分 

                                         

再開 午後 ２時 ７分 

○委員長（山本浩平君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 前回の議会運営委員会のときに、この政策研究会の内容につきまして議会運営委員会の中の

別組織、検討委員会みたいなものがございまして、そこでいろいろ政策研究会につきまして何

度も何度も議論を重ねていただいておりました。その内容をきょうはまず皆さまの前で説明を

していただきたいというふうに思います。 

それでは、検討委員会の小委員会の委員長の氏家委員、説明のほうをよろしくお願いしたい

と思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家でございます。前回から議会運営委員会のほうからの付託を受け

まして、政策研究会のあり方、位置づけについて議論を重ねてまいりました。その中で政策研

究会の、皆さんのお手元にイメージ図というのと、それから議員会会則の部分と、それから要

領、そして政策研究会の位置づけ、政策形成サイクルのそういった図を示したものがいってい

ると思います。 

イメージ図につきましては前回からさほど変わってはいないのですけども、公的機関の部分

の最後の「政策の目的を明らかにする」だとか「８名以内を２組織程度で設置する」だとか、

それから「政策提言、討論会など」もそこで行うということが明記されていると思いますけれ

ど、８名以内２組織をつくるということは、全員がそこで参加をしていくということを意味し

ていることでありますので、ここについては余り大きな意味はないということでとらえておい

ていただきたいと思います。 

あと任意機関につきましては、前回説明したとおりでございますので、ここでまた新たに言

う必要もないと思いますけれども前にやっておりました合併調査研究会だとか、そういった議

員の質を高めていく機関としての取り扱いだというところで押さえておいていただければと思

います。 

政策研究会の位置づけということで、白老町議員会会則の中に盛り込んでしっかりとした位

置づけをしておこうということでありまして、資料２の部分の第５条の２項の部分にこの文言

を入れさせていただきました。こうすることによって政策研究会を設置するということがここ

で明確になりますので、ここにこの項目を付加させていただきました。 

それから、次のページでございます。白老町議員会・政策研究会の運営要領、今は会則のほ

うに載りましたので、次はその運営要領です。運営要領につい、こちらのほうでこういった形



 7 

の中で決めさせていただきました。これは大きく変わることはないのですけども、まず幹事会

の部分を見ていただければよろしいかと思います。「第５条研究会に関する調査・研究に必要

な事項を協議するため、幹事会を置く。」ここでどういったメンバー、組織、構成になるのか

ということが、ここで明確に示されているというところでございます。また後ほどわからない

ことについては説明も受けたいと思いますけども、この程度にしておきたいと思います。 

それから、資料３の政策研究会の位置づけ、Ａ３の左側については前回もこういった形の中

で進めていきたいというところでありますけれども、その右側、今回任意的機関と公的な部分

での政策研究会の位置づけということで示させていただいた部分の公的な政策研究会の位置づ

けとして、今回こういった形成サイクルを示させていただきたいと思います。 

まずは問題発見から入る形になりますけども、この問題発見というのは、今私たちが進めて

おります広報広聴常任委員会の中で、例えば町民からの意見、要望そういったものを精査する

場所だと、またその中には町民の問題意識、それから要望以外にも町長の執行方針に基づいた、

そういった問題提起、そういったものもここの中に含まれると考えていただきたいと思います。

ここで問題そういったものが出てきたときに、ではすべてそれを取り上げるのかということに

なりますけども、そうではなくて直接行政に対して言っておくべきことはしっかり言って、そ

してそこでもらえる回答はもらってはいきますけれども、ここで問題発見をしていくというこ

とは本当にそのいろいろな意見の中から本当に町民にとって白老町にとって大事なこと、大事

なことと言いますか、本当にこれは白老町にとって何とか議会の中で取り組んでいかなければ

ならないこと、そういったものをしっかり議会として押さえる。それを、例えば小委員会だと

か各分科会の中でしっかりまた考えていただきたい、そういった機関にしていただけばと思い

ます。そこで課題が明確になってきた段階で会派代表者会議、ここではそういった問題提起を

決めていく機関。この分については議会運営基準の中の 32 ページの第２節の括弧のところに

「次の場合に会派代表者会議を開催することができる。」という文言があるのですけれども、

ここにしっかりとしたこの政策研究会の設置、役割、政策研究会についての言葉を入れていく

と、それが示されていれば会派代表者会議の中でしっかりとした目的をもった形の中で政策研

究会を立ち上げていけるのではないかと思います。運営基準の中の８番目のところにある「会

派代表者会議を開催することができる。」ところの中に政策研究会の位置づけを入れておきた

いということでございます。そしてそこで会派代表者会議により、そうした課題設定が明確に

なり、そして本会議のほうにかけて政策研究会を立ち上げていくという流れになっていくかと

思われます。この中で政策研究会を立ち上げますという形になりますけれども、問題分析、本

会議にかけて政策研究会を立ち上げる、そしてそこでの問題分析という形になるわけですけど

も、ここではやはり様々な今まで出てきた事柄の中から集約された、そういったものを政策研

究会の中で取り組むことになりますので、ここでしっかり分析をするのだという形になります。

そして政策研究会の成果を本会議へ報告をしてまいります。本会議に報告をしてその中で議員

同士による政策討論会、自由討論こういったものが、決めた報告事項もなお一層深まる議論の

場にしていけるという形の中で、ここで議員同士による政策討論会を設けてはどうかという形
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になっております。この議員同士の、小委員会の中でもいろいろ出ましたけれども議員同士に

よる自由討論、これがやはり１番大事になってくるのではないかということで、こういった自

由討論の場が本来いくつか設けられていかなければいけない、それがどこの段階なのかという

ことも今回また皆さんのそういった形の中では意見も聞いておきたいという部分でございます。

それからそういった議論が深まった中で議員提案による、行政に対しての決議書であったり、

具体的な意見書、担当課に対しての意見書だとか、そして条例提案、そこまでもっていけるか

どうかは別にしましても、そういった形のものにしていければというところが、この政策研究

会の公的な位置づけ、流れとなるのではないかと思います。本来であれば、各常任委員会がこ

うした役割を担保して本来は進めていければいいのかと思いますけども、現在ある常任委員会

の姿というのは年間を通してタイムリーなそういった課題について意見を申しているというの

が今の現実であります。今回この政策研究会というのは、本来そういった常任委員会が担保し

なければならない部分の流れを何とかつくっていければいいのかと私は思っているのです。こ

れが将来的には各常任委員会の中でしっかり取り組んでいけるような体制づくりが取られるこ

とが望ましいのかと思いますけども、その辺についてはまだまだこれからの議論が必要かと思

います。 

政策研究会としては、今後、今ある程度の流れの形は考えてきましたが、この中身について

皆さま方からのいろいろな意見をまたお聞きしながら、もしまた次に進めていけるのであれば

進めていきたいと。１度ここで議会運営委員会におろしたというのは、その中で皆さんの意見

をここで聞いておかなければ次に進んでいくことがちょっと難しいかと思いましたので、今回

諮らせていただいたというところでございます。ここですべてが今決まるわけではございませ

んので、ここで多分会派に持ち帰って、この政策研究会というのは今後どうしていくべきなの

かということは、また会派の中で話し合っていただかなければならない部分がたくさんあると

思います。そうした中で次の 11 月２日の全員協議会の中でまたけんけんごうごうといろいろな

意見を頂戴しながら、この政策研究会をしっかりとした機関として進めていきたいと思ってお

りますので、どうかよろしくお願いいたします。 

私のほうからは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 小委員会の氏家小委員長のほうから簡単に政策研究会のイメージ、

それと位置づけ等々を説明いただきました。先ほど説明の中にもございましたけれども 11 月２

日に全員協議会というのを一応開く予定にしておりますけれども、きょうはそれぞれ各会派の

代表の方々、また会派に所属していません議員の方もいらっしゃいますので、この場できょう

この資料に基づいたことをまずお尋ねしたいことがあれば忌憚なく伺っていただきたいと思い

ます。ちなみにこの議運のメンバーの中にきょうは４名その小委員会の方がいらっしゃいます

ので、その方以外からの質問になることと思いますけれども、小委員会のメンバーを確認して

おきますけれども氏家小委員長と大渕委員、近藤委員、吉田和子副議長、そして私どもの会派

の本間委員が広報広聴常任委員長ということでそこに入っているわけです。 

それでは、まず質問を受けたいと思います。 
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及川委員。 

○委員（及川 保君） １点だけ、この右側の政策研究会の位置づけ。 

まず、大変長時間にわたってこの政策研究会のどういう形にしてもっていこうかということ

でご苦労されたことにご苦労さんとお言葉をかけたいと思います。 

それで、この右側の図のずっと今説明を小委員長のほうから受けました。この大きな矢印の

２番目に課題設定とありまして、会派代表者会議とここでポツンと出て決定機関というふうに

括弧になって出てきているのですが、その下にまた囲って議会運営委員会となっています。こ

れは会派代表者会議にしなければならないという何かことがありますか。これは会派代表者会

議でなければだめなのか。議会運営委員会ではだめなのか、このあたりの議論はされたのかど

うかお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 問題発見からの流れでいくのですけども、いろいろな問題を整理して

いく中で直接これからすぐ議会運営委員会という形になってしまいますと、いろいろな会派か

らの意見が確かに聴取されるかもしれませんけども、流れ的にいけばやはり会派で考えていた

だいた部分の意見をそこで１回集約して議会運営にかけていくという形がいいのではないかと

いう形で私はそうとらえておりますが、今小委員会のメンバーここに何名かいますので、もし

それ以上の何かありましたら答えていただく部分についてはお答えいただければと思います。

私はこの問題発見、そういったものが広報広聴の小委員会を通したり、いろいろな分科会の中

で問題整理をされたときにそれがやはり各会派に持ち帰った形の中で各会派の中からいろいろ

な意見を受けて、それを議運に諮っていくのが１番スムーズな流れではないかと思いました。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） この説明でわかったのですが、ただ１点の問題発見のときに広報広聴

常任委員会、これは当然こういう形になるのが１番いい形だと思うのです。この後にここでこ

れを取り上げるのか、政策研究会として取り上げるのか取り上げないかという部分をここでや

ると思うのです。その問題が１つ課題が出たと、これを多分ここで広報広聴常任委員会で決定

したことを会派代表者会議におろすと思うのですけども、ちょっといまいち何かしっくりこな

いなと。広報広聴常任委員会であれば議会運営委員会が１番妥当なのかと思ったりするのです

が、どうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） それでは、大渕副委員長からお願いします。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今氏家小委員長が報告しましたけれども、問題発見は広報広聴常

任委員会で、議員懇談会や議員報告会の中から出たものをひろって小委員会がその問題発見の

問題の整理をするということなのです。そしてその問題の中の何を取り上げるのかと、そこで

どういう政策なり問題点を何をこの政策研究会でやるか、公的機関でやるかというものを決め

るのは会派代表者会議で決めましょうと、このことをやるということを決めましょうと。そこ

で要項をつくるわけです。小委員会にあるのと同じような形での要項をつくって、その問題が

完結するまでの要項をつくって、例えば８名なら８名でやるとしたらそのメンバーが誰でどう
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とかを全部つくって、そしてこの会派代表者会議でやるのはその問題点が整理されたものの中

から何を課題として取り上げるかということを決めるという意味なのです。そういう意味なの

です。その決まった段階で要項がつくられ、議会運営委員会に確認されて本会議でも確認され

て、そして政策研究会が動いていくと、こういうイメージです。ですからなぜ会派代表者会議

かというと全員の合意の元に我々は、舗装率が１番低いのは北吉原だから北吉原の舗装率を上

げるためにはどうすればいいかというのがどんどん出てきたと、多くの意見が出てきたと、そ

ういうものをもし取り上げる、それを取り上げていいかとどうかということの課題設定をする

のがこの会派代表者会議と。そういうふうに思っていただければいいと思います。 

ですから、問題が出てきて問題が出てきたものを整理するまでは小委員会なり分科会の機能

を 100％使ってやりましょうと。だけど決めるのはこの段階では政策研究会でも何でもなくて

会派代表者会議で決めて、そこから政策研究会が動くと、こういうことになります。ですから

そこまでは広報広聴常任委員会が動きますし、その後会派代表者会議で課題が決まったら今度

は正式に要項が立ち上がって、その要項の中に基づいて８名なら８名の議員さん方が政策研究

会で動くと、その課題を政策化すると。その過程の中で議会運営委員会や本会議で報告したり、

これは８人でやったら８人でも６人でも同じですが全議員のものにならないから本会議で戻し

て全体のものにしていくという意味で本会議に戻して政策目的を明らかにしていろんなことを

しながら決めていくということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今大渕副委員長の言われたとおりなのですけども、もう１つ見込んで

言えば、今回、例えば議会懇談会をやりましたと、前回報告会をやりましたと、本来報告会を

やった中で出てきた、提案された町民からの意見、要望みたいなものが今回報告書としてまと

まって皆さんの手元に出されました。あそこまでというのははっきり言えば整理する前の段階

の話です。これは町内会長さんあたりで十分対応できる話だという形のものではないのかと私

は思っています。この中で、では本当に何が１番大事なのかということをきちんと議会として

見出して、そして政策提言していくところが議会に求められている部分ではないのかと私はそ

う考えております。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 概要は大体わかりました。今もう１つ確認したいのは、会派代表者会

議の下に議会運営委員会となっています。これは会派代表者会議の中で決定したものを、当然

本会議にかけるとなれば議運にかけなければならないシステムになっているわけですから、そ

ういう意味での議会運営委員会ですか。そういうことで理解してよろしいですか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） あくまで政策研究会というのは議決によって決定されていく機関であ

りますので、当然前の段階で議会運営委員会で諮って、そして本会議にもっていくという形で

ございます。 

○委員長（山本浩平君） ほか何か質問のございます方。 
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前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私も、ここまでイメージ化されてきたことについてはご苦労さ

までした。これから何点か質問しますけども私も前にも言っていますけど事業遂行型からの事

業官庁から政策立案型のその官庁脱皮するということになって、これは議会がこういう政策研

究を立ち上げたことは地方分権にいたって非常に意義が大きいのかと、議会を変えていくチャ

ンスだと、そういう点で私は質問をしますので、否定的な質問ではないのですので、その辺理

解してほしいです。それで、何点か細かいこともありますけども質問します。 

まず、資料の２なのですけども、先ほど氏家委員のほうから政策研究のイメージで任意機関

と公的機関で分かれているということで、そこで白老町の議員会会則、これは変えることはこ

こで公的機関としての位置づけをするということで私は聞いたのですけども、それで政策研究

会は会議条例で位置づけしているのです。それがなぜこの議員会において政策研究会をここで

設置するというような位置づけになったのか。そしてこの会議条例では必要なことは会議規則

で決めるとなっているのですけど、なぜ議員会会則でなって公的機関の位置づけをしたのかと

いうことがまず１点。 

次に、先ほど及川委員からも出ましたけど会派代表者会議の関係ですけども、私は会派に入

っていないから聞いているのではなく、客観的に聞いているので誤解しないでください。議会

運営上の会派なのです。任意制なのです。そこで、ここでいう公的な政策研究会と位置づける

となっているのですが、なぜ先ほど課題設定を拾うということをここであるということは理解

しました。しかし基本的になぜ会派代表者会議が決定機関となるのかと根拠です。これはあく

までも公的な政策研究機関と位置づけても条例化されているのです。それで議員会会則の５条

２項全般になっていましたけど、どうも私は法的に理解できないです。どうして決定機関にな

るのかと、あくまでも会派代表者会議というのは任意なのです。それを会議条例でうたってい

るものをなぜここにそういう会派が出てくるのかと何か腑に落ちないです。その辺の根拠的な

理由と、そうすれば将来的には議員数の関係もあって会派の意義が問われてくると思うのです

けども、将来的にもし無会派議員が多くなった場合、無会派議員の取り扱いはどういう位置づ

けにするのかと、そういうことです。先ほど運営基準で明確にすると言っていましたけど、会

議条例でうたったものが運営基準でそういう会を運営委員の基準に位置づけていいのかという

問題があります。 

それともう１つは、これから具体的にいくと思いますけども、政策立案が上がってきたとき

に、これは本来いろいろ行政にも関わってきますけども、その政策づくりに、政策過程で町民

の参画、こういうのが非常に大事だと思います。なぜかというと町民とのパートナーシップを

しないといけないし、やはり議会も住民とそういう課題、今まちで何が起こっているかという

ことの課題や概念を協議した中で政策を立案していかないとだめだと思うのです。町民参加、

参画する場というか、その辺のとらえ方がこの政策立案の中でどのように議論されたのか、ま

ずその辺をお聞きします。 

○委員長（山本浩平君） 今何点かあったと思いますけども、いかがでしょうか。 
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氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。前田委員外議員、大変申しわけございません。資料２の部

分ありますね。これは２項にうたわれているとおり、白老町自治基本条例第 21 条第３項の規定

に基づく政策研究会を設置するということでありますので、これはあくまでも任意機関の、資

料１に戻っていただきたいのですが、任意的機関の部分、これは自治基本条例に基づいて設定

していくということであります。公的機関というのは白老町議会会議条例の中でうたわれてい

る部分ととっていただければよろしいと思います。ですから今回の白老町議会議員会会則、そ

れに盛り込んだ部分というのは任意的機関というのはこういった会則の中で取り組んでいくと

いう形の中でとらえていっていただければと思います。 

先ほど大渕副委員長も言われましたけども公的機関については、その都度しっかりとした要

領を定めてやっていくということになっていますので、そう理解していただければと思うので

すが、私の説明足らずで申しわけなかったと思います。 

○委員長（山本浩平君） １点ずつ伺ってください。３つほど出ましたけども、今の件につい

て前田委員外議員、再質問どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 議員会則の部分は資料１のイメージ図での任意機関としての位

置づけという解釈でいいのですね。私もそう思っていたのですが、先ほど公的と言っていたも

のですから。任意でいいのですね。それならわかりました。ここはわかりました。 

○委員（氏家裕治君） ２番目の課題設定の部分の会派代表者会議でなぜ決めなければいけな

いのかと、全議員による無会派の部分の意見の取り扱いはどうするのだというところだと思う

のですけども。これは済みません、大渕副委員長これについて何か。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは、なぜこういうふうにしたかというと、決めるのは議会運

営委員会で決めるということにするというふうにすると、ちょっと今の状況でいうと問題発見

をしたときに決められるのは会派の代表が出席して決めるのが１番ベターだろうという単純な

意見です。ここで決めることを会派代表者会議の中にきちんと盛り込むというふうにして、議

会運営委員会ができないときは会派代表者会議で行うと。これは正式に決まっています。 

それから、１番最初、議会が発足したときの議会運営委員会の代わりは会派代表者会議がや

るというふうになっております。そこにもう１項目このことをつけ加えて、ここできちんと議

論ができるようにすると。会派制をとっていると、これは議会運営委員会にも書かれています

けども、会派の意見というのは今の場合は、例えば各会派におろす場合も会派の人が出席して

いれば全部それでおろしていくということになっています。基本的には無会派の人がいらっし

ゃった場合でも会派制をとっている場合は、議会運営委員会そのものが会派構成になっていま

すから。ですから議会運営委員会に出ている正式な委員というのは会派の方だけですから、そ

ういう意味でいえばここでやるのが１番、人数が多くて決めるということではなくて、ここで

やるのが１番ベターだろうという意見だったのです。そういう中身です。だから無会派の方が

どうなるということでの議論は一切していないです。 
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○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） 制度上の話で無会派の取り扱いについては議会運営上の理解は

しています。ですから私が無会派だからとかではなくて、先ほど話をしたのはあくまでも議会

運営委員会というのは会派制をとっているのです。だけど任意制なのです。だけどここでいう

会議条例で政策研究会をつくるといっているのに公的に公に位置づけられているものが、この

１つの流れの中で課題設定をしたりするときになぜそういう政策決定とか会議条例でうたって

いる部分の中に会派代表者会議という、失礼な言い方ですが、位置づけとしては今言ったよう

な位置づけがされていますけどこういう政策、公的なものをつくっていく中に取捨選択、ある

いは課題を設定するときになぜ会派代表者会議がここに出てくるのですかということです。法

的にこの会派代表者会議というのはここで位置づけされていいのですかということです。条例

できちんと政策研究会をつくるといっているものが、なぜ任意の政策研究でここで課題設定を

拾ったりしてきているものが公の議員におりてくるのですかということです。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長どうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、ここで調査事項を単に決めるのであって、正式に

確定するのは議会運営委員会ですから、決定機関は議会運営委員会にあるということです。た

だ、どこで決めたらいいかというだけの問題であって、それが決めやすいのが会派代表者会議

であるということなのです。多分欠落しているのは広報広聴常任委員会だけではなくて、例え

ば広報広聴常任委員会の課題が余りにも少ない場合はそこで立ち上げできないです。だからも

う１つの方法としてイメージ図の中で執行方針から持ってくる場合もあると書いています。そ

れも含めて会派の代表者で一応取り決めをするというだけの話であって、前田委員外議員の言

ったのは正しいと思います。議会運営上必要があって会派制をしいているだけであって会派の

位置づけというのは任意制です。会派の種類というのは２つあるのです。条例で設置する、条

例で設置するのは政務調査費を支給するための条例なのです。それも支給要件を決めるだけで

あってこれが設置できちんとしたものではないです。会派代表者会議も公式な会議にするので

あれば会議規則の中で協議の場に入れればできるのです。ですからそこら辺のもやもやという

のは、もう少しよく考えてもらったほうがいいのではないかと。そこでお互いに全員の意見が

入りやすいように会派代表者会議で項目を選ぶということであって最終的な結論は議会運営委

員会の所管事務ですから、それは機関として設置していくのは、そこで異論が出れば当然戻る

のだろうと思います。だから考えとしては初議会のときに議会運営委員会が当然ないのですか

ら、それにかわる機能として会派代表者会議をやるのです。 

○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。会派代表者会議の横に決定機関と書いています。それ

が議会運営委員会のところに下りなければいけないのです。それは確かだと私も思います。会

派代表者会議が決定機関となっているから、今の説明でもちょっと食い違ってしまうし、私の

説明でも食い違ってしまうので、この決定機関というのがその下に議会運営委員会とあります。

その下に決定機関というふうになれば問題ないのです。 
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もちろんこれは我々も全然前田委員外議員と反論するとかそういう関係ではございません。

今これはつくっていく課程ですから不十分なところは思いやってもらうという姿勢で今やって

いるわけで、議論した中身と議論していない中身はもうはっきりしていますから、していない

ところはしていないというふうに言いながら１番いい方法を考えるということですから、私は

この決定機関というのはこの運営委員会のところにくればいいのではないかと思うのですが、

どうですか。 

○委員長（山本浩平君） お諮りしたいと思います。この決定機関というところを削除すると

いうことでまず小委員会の皆さんはいいのですか。 

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私は何もそういう議論していただかなくてもいいし、私が云々

ではなく、将来的にも今 14 人、15 人あるいは定数はわかりませんけども本来の会派制度が、

４年ごとにやるので問題はないと思いますが、そういう形の中でここでこういうふうにやって

しまうと、無会派の人がふえてきたときにまずそういうここで公的な部分が機能するのかとい

うことです。それと、そういうことがもしそうであれば今言った決定機関云々の議論もあるけ

ども、こういうものをこれをきちんとつくっていくと思うけども、運用上の注釈もきちんと誰

でも理解できるように説明だけされていれば、それを議論すれば私はこれから多分まだあると

思いますが、いいかと思います。 

それと、あえて言ったのは、決定機関ということになってしまうと、皆さんそうですけど皆

さんが選挙に出ていくときに議員のマニュフェストを持ってくるのです。当然会派が政策を議

論する場所で自分達の会派はこういう政策を持って議員活動をしますとなってくると、ここが

会派代表者会議の決定機関になるとそういうものが、悪いのですが、基本的なことを私は理解

して言っていますが、だけどそういうことが指示的になる可能性があるのです。ですからここ

を慎重にやってもらわないと、やはりここで何回も言うようですけども会議条例をうたってい

る本当の大きな公的機関なものですから、その辺をちょっと議論してほしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど委員長が言ったとおり、ここでそういうふうに削除するのです

かではなくて、これはそういった意見も含めて、私たちもまだまだこれがすべて固まったもの

ではございませんので、この中で考えていかなければならないことだと思います。それから先

ほど前田委員外議員が言われた、これから会派制がとっていける、いけないという問題も将来

的にあるかもしれません。ただ、先ほど私が言ったとおり、本来各常任委員会で担当していか

なければいけない問題、そういったことが今回その流れをつくるための１つの方法としてこの

政策研究会というのがその流れをつくっていくのだという意味合いは、私はそこにあったよう

に自分では思っています。 

ですから、本来の役割が本当に各常任委員会の中で任意的機関の中で各議員の資質が向上さ

れ、そして政策研究会としての意味合いがしっかりと整ってきたときに政策研究会という名前

のものが、多分そういったものに置きかわっていくのではないかと私は考えております。ただ、
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今回この政策研究会を立ち上げるという意味合いは、その流れをつくっていくための１つの大

きな方向性ではないかと考えていますので、その辺も理解していただければと思います。です

から、今前田委員外議員から言われたことについては、今後の小委員会の中でもしっかりもま

せていただいて考えていきたいと思います。 

それから、次にあった質問の、政策立案の中で町民参加をどう位置づけていくのかというこ

とであります。これは各委員さんいろんな意見もまだまだ持っていると思いますけども、私が

考えるには、今回議会懇談会等々開きました。その中で上がってきたものを吸い上げていくわ

けです。その中で整理されていったものが政策研究会の中で考えられていくと。その考えられ

ていく段階で、先ほども言いましたけども議員同士による自由討議、これがやはり活発化され

ていかないと今前田委員外議員が言われた、その活発化がイコール私は町民参加だと思ってい

ます。その町民参加の部分が生かされるのがやはり議員同士の自由討議、そういったものが必

要になってくるのだろうと思います。ですから、ここに１箇所しか議員同士による政策討論会

としか書いていませんけども、それはどの段階でやっていくのかというのも踏まえて、やはり

これからまだまだ考えていかなければいけない要素の１つだと考えていますので、その辺はち

ょっと理解していただければと思います。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５３分 

                                         

再開 午後 ２時５３分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先ほど前田委員外議員からの質問があって私が今お答えし

た中で、語弊があるといけませんのでちょっとつけ加えさせていただきますと、町民からの意

見をどう聞いていくかという議論はこの１つ政策研究会の小委員会の中では今後の１つの大き

な課題としてとらえておりますし、今回の１つの議会懇談会等々を通しましてもそういったも

のも踏まえてしっかりまたこれから議論をしていかなければならない問題だと思っていますの

で、その辺も含めてご理解願いたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか質問のございます方どうぞ。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 白老町議会研究会の運営要項のところをちょっとお伺いしたいのです

けど、幹事会と書いていますけども、この幹事会の意味がよくわからないので説明していただ

きたいと思うのですけども。何を、どのようなことをされるかです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは先ほどの前田委員外議員との話の続きになるかもしれません。

任意機関としての立ち上げの要領でございます。これに全然深い意味はないのです。議員会の

会則の中で決めていくことなものですから、その中で役割分担をしていくのだというだけのこ
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となのです。ですから議員会の中でやる以上は幹事、幹事会の中でやっていくと。何の意味も

ないのです。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私が説明いたします。第２条のところを見てもらえればわかる

のですが、「研究会の調査・研究は、おおむね次のような事項を行うものとし、幹事会で協議

のうえ会長が決定する。」ということになっていますから、幹事会は運営機関なのです。どう

いうものを自分達の政策能力を身につけるような学習会を中心に行っていくということになっ

ていますので、どういうものをやるか課題設定をしたりというような、講師を呼んでくるか等

そういう部分の中心的に動く機関ですので、多分この中の代表会長、案としては議員会の会長、

副会長がこの研究会の会長、副会長も兼ねますからイコールすべて議員会なのです。小委員会

で出ていたのは今幹事会は４名ですけど、これは 1.5 倍ぐらいにして本体のほうの幹事会とこ

ちらの幹事会を分けるような形でやったらどうなのかと。要するに主力部隊として。そういう

ような話も出ていましたけど、これは最終的には議員会で決められることです。そういうよう

な主旨だったのです。前回全然お話もしていませんでしたけど、運営をしていくのです。要す

るに研究会ですから調査、研究をするわけです。学習会の機能を、諮りながらやっていくとイ

メージ図に書いています。政策能力の養成を図るための機関ですから、学習を積み重ねていく

機関だという位置づけなのです。それを何を選択して何をやっていくのかというのを幹事会で

決めるのです。合併研究会がまさにその役割を果たしたのです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほど、こちらのほうのところで決めると言いました。公的な政策研

究会の位置づけとは、これはこちら、これはこちらと別なものだというふうに理解すればいい

のですか。それがちょっとわからないから聞いているのです。 

○委員長（山本浩平君） 資料１ですね。私もどういうふうに解釈していいのかと。任意でや

るのか公的でやるのか、どう解釈していいのか私も意味がよくわからなかったので後で聞こう

かと思っていました。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） それでは、資料１のイメージ図をもう１度見ていただけますでしょう

か。資料１のイメージ図の中で、政策研究会の上の部分の任意機関、これはあくまで白老町自

治基本条例の中で定められた規定によって設定されていくものであります。その中身としては

議員会を中心とした活動になります。全議員が構成員としてその役割を果たしていきます。議

員会を中心とした活動ということでありますので、議員会会則の中にこの政策研究会の位置づ

けをさせていただきました。ということで資料２の部分になります。そして資料３の議員会の

運営要領の中でそれを定めさせていただいたということでございます。議員会を中心とした部

分での会則と要領として見ていただければわかるかと思うのですけども、それではまだ説明不

足でしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 
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○委員（西田祐子君） だとしたら、これの考え方は先ほど任意機関と言いましたけども、こ

ちらのほうの議員会の会則であって、そしてまたその議員会のほうの政策研究会の運営要領で

あると。こちらのほうのは下のほうの公的機関の政策研究会であって、つまり２つできるとい

うことなのですか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） そのとおりだと思っていただいてよろしいと思います。任意的機関と

いうのと公的機関の位置づけ、これは先ほど言いましたけども自治基本条例でうたわれている

部分での位置づけと、それから白老町議会会議条例第 10 条の規定による設置の仕方、この二通

りありますので、この中で今後要領を定めさせていただきたいという形になると思います。ま

たその中で定まったときには皆さんにそういったものを示しながら協議していただければよろ

しいと思うのです。今の説明でもし足りない部分があれば。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 大体わかりました。そうしましたら、こちらのほうはつまり今私が先

に聞きました白老町議員会政策研究会運営要項の中の幹事会というのと、公的機関の中のこち

らのほうの８名以内に２組織程度設置するというのと、ごちゃごちゃでよくわかりません。こ

ちらのほうも公的機関で８名以内２組織程度設置すると言っていたので、てっきり私はこちら

の２組織程度の設置するための幹事もこちらの側の政策研究会のほうの幹事が兼ねるのかと、

その辺がわからなくなっていました。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） まずそこは別だと思ってください。あくまで任意的機関の政策研究会

というのは議員個々の資質を高める場所と思っていただいたほうがわかりやすいかと思います。

政策研究会の公的機関というのは、そういったものを含めて個人的な資質を高めた、議員の質

を上げた中で行う政策決定だとか意見書だとか条例提案をする場所というふうに考えてもらえ

ればいいかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 精査してもらいたいのですけども、任意機関というのは議員会

でも自分達みんなのために政策の研究にかかわるようなお勉強をしましょうということなので

す。これは従来からもやっていることです。だけど公的機関というのは委員会と同等のものな

のです。要するに、今常任委員会とか特別委員会とか設置していますけど、そういう自治法で

決められた常任委員会、特別委員会とは違うのですが、同等の組織なのです。ですからそこは

幹事会などはいりませんし、研究会の代表というのは要するに委員長と同格の代表になるので

す。まるっきり別物です。逆に言ったら公的な部分といったら常任委員会だとか特別委員会と

同格の組織だと思ってもらったらいいと思います。あくまでも議員会というのは自分達の、こ

うやってつけていますけど自分達も今までやっているように、自治基本条例は議員の能力向上

のために政策研究会を置くといって、それを議員会が主催する会議を想定しているわけです。

当初の自治基本条例というのは。ですから、その主旨にあって任意機関を議員会の中に置きま
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しょうということです。ただ、皆さんが合意で政策研究会をどうするかといったときに公的機

関に皆さんがすると言って会議規則に置きかわったのです。公的機関に置くということは委員

会と同格ですということです。ですから完全に違うものだと理解してもらってもいいと思いま

す。任意機関、公的機関と置きかえていますけど後者は委員会と同等です。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の説明でやっと理解いたしましたが、今までのこちらのほうの私が

先ほど聞きました白老町議員会会則、こちらが今までもやっていることです。そうだと理解し

ていいのですね。そして今資料３のほうで説明されたところが新たなものであると。よくわか

りました。 

○委員長（山本浩平君） ほかになければ私のほうから。 

今の関連なのですけども、それであればあえて何か私もわかりにくいと思いますし、今まで

の議員会を中心とした政策研究会が活発化されていたかというとそうでもない、合併研究会み

たいなのが１回あったような気はしましたけど、その前にいろいろやられていたのかもしれま

せんけども、ぱっとしたようなものが余りなかったような気がするのです。そう考えると、わ

かりやすく考えたら、もうどうせだったら公的機関を１つにしてしまったほうがいいのではな

いかというように思ったのですが、これは私の意見として今ちょっと思ったことが１点です。

それでもこちらが必要だということであればお話ししていただければと思います。 

それと気になるのが、公的機関に「執行方針等の課題から設置する場合もある。」と書いて

いますけども、中心とするのは議会報告会や懇談会、あるいは住民要望から課題を発見して分

析を図ると。政策立案を研究する機関ということになっていますけれども、この報告会、懇談

会そのものの制度を高めていかなければ、今の状況ですと、たまたまこの前私が参加した会場

はゼロでした。去年も社台もゼロのところがございました。それで中止になりました。そうい

ったようなこともありまして、またその懇談会の中でいろいろ内容をいろんな質問をする方も

いらっしゃいますけども、バイオマスのあの煙によって湿疹が出たけどあなたたちはその辺を

調査しているのかみたいなそのようなお話もありましたけれども、これもどの程度の話がそう

いったところで懇談をされているのかという、裏もとれていない話ですから、そういったよう

ないろんな内容があると思うのですけども、果たして今の議会報告会、懇談会を中心としてそ

こで課題を抽出するというのはどうなのかと。もしそれであればまずは議会報告会、懇談会の

中身を高めていく、こういった必要があるのではないかと、このように感じているわけですけ

ども、この点についていかがでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） まず２点目の質問からです。そのとおりです。広報広聴常任委員会に

よる、議員懇談会、そして議会報告会こういったものの充実をしない中での政策研究会という

のはあり得ない。あり得ないわけではないですけど、執行方針を除いたいろいろな政策研究も

できるかもしれないですけど、本来この政策研究会を立ち上げる意味が薄れてしまうというふ

うに思います。ですからそれは小委員会でこれからまだまだもむ話でもありますし、それこそ
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議会運営の中で話し合わなければならないことかもしれませんし、広報広聴常任委員会の中で

しっかりまたその反省点も含めて今後のあり方についてはしっかり考えなければならない問題

だとは思いますので、そこに私たちが今ここで言うことではないのかと思います。反省会の中

で全員の中の協議会がもし開かれるのであればその中で個々の感じたことを話し合いながら、

それが今後の運営にしっかり役立っていければいいかと。でも大きな眼目の中には今委員長が

言われたとおり、そこの充実が図れないような議会懇談会というのはやはり考えなければいけ

ないでしょうし、そのやり方についてもしっかりと毎年要領に定めて行うということになって

いますから、その中でしっかり考えていけばよろしいかと思います。 

それから、最初に聞かれたことが、任意的機関も公的機関も一緒でいいのではないかという

考え方ですけども、あくまで、また先ほどの話に戻るかもしれませんけど、議員会の中でやる

勉強会を含めて調査・研究にあたることについては、やはりこれは別物ではないかと私たちは

考えています。そういった調査・研究を１つの自分達の力にしながらこういった政策立案等々

に取り組んでいくことが大事なのだろうという意味でのそうした政策研究会の任意的な機関と

しての役割というのは大きなものがあるのではないかと私たちは考えながらいるのですけども、

また山本委員長がいろんな意見があれば拝聴しながらこれからの小委員会でまた話し合いの場

に持ち上げていきたいと思いますけれども。ただ、一緒にしてしまうとなかなかいろんな議論

に持っていくまでの、言葉ではうまく言えませんけど、全然違うものだという形の中で考えた

ときにはちょっと厳しいのかと私は考えていますので、また今後の小委員会の中で任意的機関

と公的機関のしっかりとした縦割りの中でどうあるべきものなのか、一緒にしたときにはどう

なのかという問題点もしっかり明確にしながら皆さんの前でお話できれば１番いいのかと思っ

ております。 

○委員長（山本浩平君） 説明はわかりました。ただ、この課題抽出の部分で各それぞれ今の

常任委員会がございます。広報広聴常任委員会は抜かして２つの常任委員会があると思うので

すけども、そこで所管事務調査をされています。継続してその所管事務を行わなければならな

いようなものも中には出てくると思うのです。結論がなかなか長引くような問題ですとか、統

廃合の問題だとかそういったようなものもありますし、バイオマスのいろいろな諸問題も今出

てきています。所管事務調査の中でいろいろと問題になってきそうなものを政策研究会の中で

検討して課題解決に向けて政策提言も行うというようなことを考えられなかったのかというこ

とをちょっとお尋ねしたいというふうに思います。 

それともう１点。先ほど任意機関と公的機関を一緒にしたらと申し上げたけれども、一緒と

いう意味で私は言ったつもりではなくて、公的機関のものができるのであれば任意的機関のも

のはもうなくすぐらいのことでこういったこともやっていかないと、これはもう議会改革その

ものがなかなか、いわゆる制限がないと申しますか、前回この内容については事情があって議

論できなかったわけですけども、現実今の議会構成の中で仕事を持って議員になっている方々

たくさんまだいらっしゃいますから、そういった人たちも本当に議会活動ができるようなこと

がどこか考えていかないと議会改革はどんどんする、政策研究会もする、これによって 20 回も
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さらに登板しなければならない機会がふえてくる。これはやはり、やることはだめだとは思い

ませんけどもそういった回数等々も全体の中で考えていく必要があるのではないかというもの

が私の中のどこかあったものですから先ほどの話を申し上げた次第でございます。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。山本委員長が言われた先ほどの各常任委員会の中でそうい

ったものを担保してできないのか、そういった議論をされなかったのかというのは、先ほどか

ら私が何回も繰り返していると思うのですけども、本来はそういったあり方が必要なのかと思

いますし、そういうふうにできればいいかと思いますけれども、現状の、それは議員の質なの

か何なのかというのはここで云々言う何物もないですけども、今の常任委員会のあり方という

のは本当にタイムリーな話題について意見を議会として申し上げているという段階で終わって

います。それを１歩進めるために、ではどうするべきなのかという課題を考えたときに１つの

政策研究会というのが議会改革の中で上がっていると。それをリンクさせたときにこの政策研

究会というのは今山本委員長の言われた考え方を、例えば具体化させるためにも必要な機関だ

と私は今考えています。 

もう１点、公的機関だけでいいのではないかという考え方です。これはいろんな議論がある

と思います。これからも多分議論があるでしょう。ただ、私が考えるに、ではなぜ政策研究会

というのを立ち上げてやらなければいけないのかということになるのです。そのなぜとなった

ときには多分仕事のことだとか、そういったことはそこに入れていいのかと私は考えるのです。

政策研究会を立ち上げるのだと、ではその政策研究会というのは何のためにやるのとなったと

きに、私はできると思います。できると思うけれども、そこに個々の議員の資質なり向上心な

りいろいろな個々のレベルアップを図っていかなければ、それこそここできれいごとで書いて

いるように見えるかもしれませんけれども条例提案だとか決議書までもっていけるかというこ

となのです。ですからそのための、任意的機関のそういった政策研究会の中でみんなで勉強会

等々を通しながら、それはいろんなやり方があると思います。それはこうだとは私は言いませ

んけども、いろんな勉強会を通しながら一人一人の議員としての質を高めていくべきではない

のかという中でそういった条例提案までできることになると、そういった形のものができあが

っていくのではないかと思います。あくまで自分達の頭の中でのイメージ図です。イメージ図

だけども何のためにやるのか形ばかりのものをもしつくってやるのであれば形をつくっていけ

ばいいだけの話だけども、そこに中身をしっかり充実させていくのかということになればそう

いったことを頭に入れながら議会活動をやっていかなければいけないと思いますので、私はこ

れ以上のことはここの場所では言えませんけども、まだまだこれから委員会、小委員会また全

員協議会の中でいろんな話し合い、自由討議ができればよろしいかと私は考えています。 

○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。今山本委員長の質問に対して氏家委員がかなり高い理

念でお話ししましたけれども、もっとやさしく言うと、ここに書いているとおり、例えば取り

上げるときに小委員会、分科会の機能を駆使すると書いてあります。これは常任委員会の中身
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を十分取り上げますという意味なのです。ですからこれは分科会と書いています。ですからこ

れは今言われたとおりそういうものも全部包含してやります。ただ、基本は全町民を相手にし

て、今いろいろな意見が出たけど町民の皆さんの要望を解決するためただ町長にこういう意見

ありましたと出すのではなくて、議会がみずからその要望を完結できるような仕組みをつくろ

うというような基本的な考えです。ですから、そういうものが出ないときは町長の執行方針と

か各常任委員会の分科会、こういうところからも十分抽出してそういう問題を取り上げます。 

もう１つは、任意機関と公的機関というから面倒になっているのだけれども、公式である部

分と非公式である部分だと。公式である部分で今言ったようにごみ問題を取り上げたとしたら、

これは勉強しなければどうにもならないと地球温暖化どうなっているのだというときに、それ

では公的に議決して誰か講師を呼んでではなくて、任意機関だったら今の状況だったらごみ問

題があるから地球温暖化のことで辻部長を呼んで議員の勉強会やりましょうと、より詳しいこ

とを知ろうではないかというとき、任意機関だったら議員会の幹事会が終わってからやって、

では部長を呼ぶと。これではちょっとあれだから専門家を呼ぶと。そういうときに機能的に動

けるように任意機関を置いておいて勉強会をやるときに簡単に各幹事が集まって、今この政策

を議会として実現したいから、条例化するのだったら法令の担当の大塩君呼んできて条例はど

うやってできているかここで勉強しようと、今議会の場合で１番弱いのは条例を議会みずから

がつくれないというのが１番弱いのだそうです。議会の機能の中で。そういうことを、お金を

かけなくても勉強できることもある。議員会のお金をかけて勉強しなければだめなこともある。

そういうのを臨機応変にやれるようにしようと、懇談会もあるかもしれないし、町民の意見を

聞く機会もあるかもしれないと。そういうものを臨機応変にやれる機関として任意機関、要す

るに自由にやれる機関を残しておいたほうがいいだろうということで、先ほどから混乱して難

しくなっているけど、公的なものとそうではないものの２つの機関でそれを臨機応変に結びつ

けて、それを最大機能を果たすようにしてこのものを成就させていこうという、そういう考え

なのです。すごくそのほうがいいと思って言いました。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 山本委員長も言われたとおり、確かにこれに手をつければ今まで以上

の日数をかけなければいけないということは間違いないことなのです。ここで何も皆さん楽に

なりますからやりましょうという話ではないのですけども、ただそういったものも含めて多分

これから議論されていく報酬の問題だとかそういったものも今議会改革の中でやらなければい

けないことがあります。ですから、そういったことも含めて皆さんとここで真剣な議論をしな

がら、そしてそういった議論にも、そういった議論と言いますか議長が受けている報酬等審議

会からの議論にもしっかりと議論をできるのではないかと、そういったことも含めてここでし

っかりとした議論が必要ではないかと思います。私のほうからはそれだけです。 

○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） 私の意見ですが。今議論されていますけど、活動日数とかいろ

いろしていましたけど、これは条例化する以前から政策研究会、あるいは広報広聴常任委員会
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をつくることによって当然活動日数は多くなるということは理解の上でやっていると思うので

す。今山本委員長が言ったのは抜きです。全体的なことを、それはやはりまず基礎ベースとし

て理解して議論していかないとだめだと思います。 

それと、これは私の意見です。あくまでも議会報告会や議会懇談会というのは１つの手段な

のです。大きな眼目、議会の役割というのは政策、予算を決定するということ、それと執行機

関のチェック機能、監視をもっているということと、大きな政治の争点の争いの問題を提起す

るかということと、今議論されている政策の提案、この４つなのです。これをいかに議会とし

て政策研究会の中で大きな問題を取り上げて具現化していくかと。そうすることが私は政策研

究会だと思いますので、その辺を含めて、これからまだ煮詰まっていないようですけど、その

辺をやはり議論して議員の人が理解をするような形の方向性を課題設定とか政策立案の中に生

かしていただきたいと、こう思っているのです。まだまだ議論する時間があると思うのですけ

ど、私はその辺かと思うのです。私の１つの小委員会に対しての希望です。そういうことで議

論してほしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前田委員外議員の言われるのは、私たちも政策研究会の位置づけの中

の最終的な部分の政策決定に関わっていく政策提言、また予算の立案、それからそうした条例

の提案、そういったものに最終的にはなっていくのです。なっていくのですが、それはあくま

でも結果として得られるものだと思います。先ほども言いましたけども、議会と町民、町民か

らの意見、それをどうやって議会の中で受けとめて、そして今言われた政策、予算に反映させ

ていけるのかというところになります。ですから、やはり私は先ほど山本委員長が言われた広

報広聴常任委員会の活発化した活動がないとそこまではもっていけないだろうと。議員個々の

活動は皆さんはっきり言ったらやられているわけです。やられているけれども議会としてそう

した町民の要望、意見そういったものを聞く姿勢、これはやはり今回の反省は反省会でやると

思いますけども、今後の町民とのそういった現場といいますか、その現場のつくり方、あり方

についてはまだまだ議論していかなければ、まだまだやったばかりですから、このままでは今

言われたところまではもっていけないような気がします。もしそれをやらないでそこにもって

いけば、私たちのパフォーマンスでしかなくなってしまうということは確かだと、そういった

ものを頭に入れながらこれからまた小委員会の中でしっかり議論していきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 何回もしつこく質問しますけども、白老町の議員会規則をこうやって

変えて政策研究会の運営要項も新しくつくるということですね。任意の部分を。資料２です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 抜本的に変えるということではなくて、会則は会則の中に盛り込むと

いう考え方でとらえられたほうがよろしいかと。そこはまず理解していただければと思います。

今までの会則の中には第２項の部分というのは入っていませんので、そこが今回入るというこ

とでとらえていただければと思います。要領の中についても、これはこういう形の中で定めさ
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せてもらったという部分ですから、全面的に新たなものを立ち上げるという形ではなくて今ま

での中に政策研究会としてのあり方、政策研究会の位置づけというのが入っていなかったとい

うことで、今回この資料２の中には入れさせてもらったということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私の素朴な疑問なのですけども、なぜこの任意機関をしなくてはいけ

ないのかというのが全然わからないのです。今までもたしか議員会で札幌へ研修に行ったり、

管内の研修会をやりました。それはそういう研修会へ行くというのは、これは議員会でなけれ

ば行けないものなのでしょうか。私はその辺が全然よくわからないのです。もしそういうもの

が、政策研究会という公的なものができるのであれば、そちらのほうできちんとやるものはや

ってしまって、議員会というのはパークゴルフの交流会とか新年会とかそういうようなものだ

けの議員会にしたほうがすっきりしてわかりやすいのです。だから今回登別市との交流会があ

ります。一応交流会とはなっていますけど結構まじめに研修をしています。そういうものを私

はきちんと研究会の中で位置づけをして、議員会というのはそうではなくて本当に新年会をや

ったりとかパークゴルフをやったりとか、そちらのほうにきちんと分けたほうがわかりやすい

のですけども、それはできないものなのでしょうか。それがすごく素朴に聞きたいのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） できないと思います。会議規則の 10 条を読み込んでいただけれ

ばわかると思いますので、目的を明らかにしてですから、研究目的がはっきりしてなければ政

策研究会での公的につくれないのです。今の条例上は。だから何でも研修体系を組み込めばい

いということにはならないと思います。ですから、付随して、病院問題があって病院問題を調

べるというのはこれは可能かもしれませんけど、不特定のものをそこに組み込んでいくという

ことはできないと思います。ですから、先ほどから何回も違うものですと言っているのは、委

員会と同じですということを言っています。委員会をもっと狭まっていると思います。本当の

常任委員会の１つの目的を持ったものをそこに分離して、委員会の機能ではなくて政策提言と

かそこまでいけるように調査、研究しますという機関ですから、絶対成果を出さなくてはだめ

なのです。政策提言までいくか、どこまで到達するかというのは別にしても、今の会議条例の

規定からいけば、ここの流れ図で書いているように議会の意思として政策提言をするか、もし

くは決議書を上げるか、条例改正提案を上げるかと結果を出さなくてはいけないのです。あい

まいに終わるというような組織ではない。こうあるべきという政策提言を町長に出すという、

それが１番緩やかというと変ですけど。結論を導かなければならない会議だということなので

す。ですから皆さん混同していると思いますけど、まるっきり違います。ただ任意機関と言っ

ているのは自治基本条例の主旨からいったら任意機関、要するに議員会のような資質を向上す

るための組織を期待しているわけです。さきにあった合併研究会みたいなものを自治基本条例

の条文は期待をしているのです。そこは議会としては捨てきれないから、小委員会としては議

員会の中にそういう機能を組み込みましょうと。従来は合併研究会というのは別組織だったの

です。議員会長が兼ねるとなっても別に会則を持ってやっていたのです。ですからきちんと議
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員会の中に位置づけをしましょうということなのです。だからはっきり分けて考えるときには

公的機関というのは別物だと。病院の特別委員会のように一定の基準として成果を出すために

動く組織ですから。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の説明でしたら、政策研究会という名前の特別委員会が新たにでき

たというふうな感じで理解していいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前にこの常任委員会と特別委員会と政策研究会の違いを示した

とおりきちんと位置づけをしているのです。常任委員会はこういうものです、特別委員会はこ

ういうものです、政策研究会はこういうふうに運営しますと。ですから当面はこの主旨に沿っ

て動かなければならない。特別委員会とは違うものです。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、ほかよろしければちょっと休憩をとりたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時３４分 

                                         

再開 午後 ３時４５分 

○委員長（山本浩平君） それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 それでは、次に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

ございますけれども、前回のおさらいを若干させていただきます。いろいろな意見が出ており

ましたけれども、議員報酬そのものの考え方については前回それぞれの各会派で議論されたこ

とをいろいろと抽出されたと思います。また無会派の方からもこれを決定するには大学の先生

や住民の意見を聞いてやるべきではないかと、このようなご意見もございました。 

それで、この報酬の考え方そのものの中身は資料もありますしいろいろ議論したわけでござ

いますけども、そろそろ現状の白老町の財政ですとか定数の問題、これもまったく抜きにとい

うことにも最終的にはならないでしょうし、それぞれの会派の政治的な決断、あるいはそれぞ

れの議員の個々の政治的な判断、こういったものも最終的には上程されたときにはそういった

ことが含まれてくると思われますので、この辺も少し触れておく必要があるのではないかとい

うことで前回は終わっていました。このことも含みまして会派で議論されたところもあると思

いますので、どちらの会派からでも結構でございますので前回の10月19日後の会派での調整、

あるいは個人の議員の方のご意見等があれば伺っておきたいと思います。最終的にまたきょう

ここでまとめるとかそのようなことにはならないと思いますので、おおむね４時半できょうの

会議は終了したいと思います。いかがでしょうか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 先日の議会運営委員会では出席できなくて本当に申しわけございませ

んでした。 

議長から諮問を出されました報酬について、私の会派では再三にわたって会議を開いて議論
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を重ねてきたのですが、今回の報酬引き上げについては、非常にやはり、これは抜きにして考

えなさいと、こういうこの議会運営委員会の中では統一されたことでやってきたのですけども、

どうしても厳しい町の財政状況の中でこの問題が上程されるということについて、非常に厳し

い状況であるということは会議の中で、うちの会派としては非常に厳しいと判断せざるを得な

いというような状況でございます。 

私たちはこの諮問されましたことについては当初の段階で、この定数問題とはどうしても切

り離せないという部分がございまして、定数とは関係がないということでございましたけども

どうしてもここにきましてもやはりそことの部分と整合性がとれなければなかなかこの報酬引

き上げについては厳しい判断をせざるを得ないという結論に達しています。ということでご理

解をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 確認なのですけれども、金額は別として、報酬を上げるとすれば定

数問題も、いわゆる削減をしなければそういうことにならないのではないかということでしょ

うか。及川委員。 

○委員（及川 保君） もう１点。実はこれはこの議会運営委員会の中で議長が議運に諮問さ

れたのですけども、これはやはり全員協議会の中で議論されるべきことではないのかというこ

とも実は会議の中では出されました。ただ、次の協議会を開かれてその中で報酬の問題につい

て議論されることになっているのですね。 

○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。私どもの会派は、いずれにしても定数の問題は抜き

でやりなさいということなもので、あくまでも報酬アップの分についてだけ検討しております

ので前と変わりません。ですから、これから会派会議を開いて定数の問題も含めて再度検討し

たいと、このように思っております。 

○委員長（山本浩平君） 共産党、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） この間会派会議を開きまして、今のこの白老町の状況においては今

職員さんの給与もまだ元に戻らないまま、そういう中でいろいろ考えた場合はまず上げるべき

ではないという結論に達しました。 

それと、定数削減はすべきではないと。通年議会になって、やはり相当日数的に厳しい部分

もありますし、やはり今のこの体制でやっていくのが１番いい状態ではないかということです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 補足します。１番最初に清風さんからそういうふうに出たのでそ

うなってしまうのです。それで、今言われたとおりです。ただ、その定数と今の財政状況を除

いたときに、報酬だけで考えたときにどうかというと、まず１つはこのことが議題に上がって

議会自体が議論したということはすごくいいことだったのではないかと。これはきちんと確認

をしています。同時に今の出席日数の中で全く定数だとか、それから今の白老町の財政状況を

除いた場合は積極的な考え方を持つべきだろうと、我々はそういう考えを持っています。金額

とかは別です。本当に今の状況の中で我々の議員活動をきちんと見た場合に、今の報酬が適切
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かどうかというのは甚だ疑問であるということであります。 

ただ、何度も言いますけれども１番最初に清風さんから出たのでそうなってしまうのだけれ

ども、そういうことが出た場合は我々は定数削減をして報酬を上げるということは全く考えて

おりませんので、それであれば今のままというのははっきりしていますので、それは今後これ

から議論にはなりますけど、そこはそういうことであります。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。私たちもきちんと考えなければいけないことがあ

ると思います。これからの議員活動、これからの議会のあるべき姿みたいなものを考えたとき

に、定数から入れば、そういった姿を考えれば定数というのはこれから減らして、ではこれか

らの我々が目指す議会というのが運営できるかできないかということなのです。はっきり言っ

たら。ただ、今までも政策研究会等々の議論の中でも出ていましたけども、日数は確かにこれ

以上議会は本当に難しくなってくるだろうということも含めて、今回諮問を受けている報酬に

ついては今回の任期の中でそれを上げるだとかいう考えでは、その辺はどうなのかわからない

けども、しっかりとした今までの議員活動の中でこの報酬というのが本当に正当なのかどうか

ということは、やはりしっかり考えていかなければいけないのだろうと。ですからこれに対し

て、例えば町長からいくら上がるというふうな条例提案が出てきたとしても、それに対してそ

こで否決してしまうことがいいことなのか総枠を受けとめておいて、その中で今まで議会でや

ってきたことを今回の任期の中でやっていくと、次の議会の中できちんとその枠の中で考えて

もらえるような、そういった考え方を残しておいたほうがいいのかどうか、その辺も含めてま

だ結論は出ておりません。でも、考え方の中としてはそういった総枠も含めて今後の議会活動

のあり方、定数についてはそれを進めていくためには今の議員定数は減らしたらまず不可能だ

ろうということでは、一応一致はしております。 

○委員長（山本浩平君） 次、私ども新風なのですけども、私どもの意見はもう一貫しており

まして、この答申に基づいて報酬は上げるべきだという考え方でございます。この答申の中に

も出ておりますように、道内の類似町村９団体と比較しても平均額より非常に低いということ

も載っております。また議会の回数が年間 160 日を超えており、これら各種行事への出席を加

えるとその活動日数は 200 日超えとなることが確実となり、というふうに答申の中で出ており

ますけども、まさにそういう状況の中で 160 日を超えていますという話を議会改革で視察に来

られるところにお話すると皆さんびっくりされます。大体倍以上だと、そんなに回数が多いの

ですかということでこの白老の議会改革につきましては最近ばかりではなくて前からやってい

る状況の中でそのようなことであり、決して通年議会になったから、広報広聴常任委員会がふ

えたから 160 日になったというわけではなくて、永年の積み重ねでそういうことをやっている

わけでございます。そういった中でこの答申に出ておりますけども、「老若男女を問わずあら

ゆる年代階層から選出され議会の機能を果たすもであるが、その活動に対する対価については

考慮されておらず若い人の立候補ができない極めて憂慮すべき事態であると受けとめている」

ということでございます。町民の意見がこういったことでございまして、やはり若い人たちが
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挑戦できる、そしてこの議会の年齢構成もピラミッドの１番よい形になるのが理想であるとい

うふうに考えておりますので、やはり若い人たちが挑戦できるような状況にすべきということ

で私どもは上げるべきだという考えです。 

それと、財政の話ございますけども、これも各今の財政力をあらわすいろいろな指標が町の

いろいろな努力、あるいは町民の協力によって大分クリアされております。その中で一般質問

等々でも１年でも早く町職員の給与を見直してもいいのではないかと、このような意見も出て

おるわけでございまして、そういう中からいうと、やはり逆に議員が今の活動日数を考えた場

合に、決して議会が先に上げるのはいかがかという意見もあるかもしれませんけども、私は逆

に先にやるべきだと、このように考えております。定数に関しましては委員会活動のことを考

慮すると、これ以上削減すべきではないという考え方でございます。 

以上です。 

それぞれ出ました。それでは、前田委員外議員から意見を伺ってみたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 私の考え方は前回のときにはっきりと申していますので、それ

は中身まではここでは言いませんけど、要点だけ言います。１つとすれば、町民に大きな負担

を求めていることから財政再建をまず優先すべきということと、町内の経済状況の閉塞化から

みると非常に厳しい状況に町の経済もおかれていると。それと議員みずから財政再建に身を切

るべきだということで、私は現状では報酬は上げるべきではないと思っています。 

それと、議員の定数については私は従来から言っていますけども、詳しいことは言いません。

結論から言いますけども、ある程度の議員数を減らして専門性を高める形で、議員の報酬にす

べきか歳費にすべきかとありますけども、私は専任の特別職公務員というような形で歳費の支

給ということの考え方をすべきだと思います。 

そして、今結論を求めていますけども、やはり職員の数や削減や報酬のあり方については議

会に対する町民の同意が私は必要だと思われますので、十分町民の考えを聞く必要があるのか

と、拙速にやるべきではないと、情報の共有をしながらその２点については今後理解を求めて

いくべきだと思います。そういうことで、現状の報酬については値上げは反対です。 

○委員長（山本浩平君） それぞれの会派、あるいは会派以外の方の考え方を伺ってまいりま

した。ある程度それぞれの考え方があがってきているわけでございますけれども、どうします

か。ここでまた議論しますか。このそれぞれの会派の上がってきた考え方について何か質問、

あるいは疑問なところがあればここで議論するというのも一つだと思うのですけれども。結論

の出る話ではないのかと、このように思いますが。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。もう今何か定数問題と財政問題に立ち入って話をして

いるような気がするのです。今の議論が。そうなるとまた話が、我々は全然違うと思っていま

す。ですからきょう新たに出された活動範囲と活動状況の集計表というのがございます。これ

はもちろん任意で書かれたもので左側の公務で出ている会議の部分についてはそのとおりなの

だけれども、右側はそれぞれが、12 名の議員さんが出されたものの平均数値ということでござ
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います。ただ、これを見ても割り引く必要はまったくないわけで、これを見ても白老の議員活

動というのは私はすごいボリュームだというふうに思っています。ですから、こういうことで

いえば専門職になるかどうかは別にして、少なくてもこれは片手間だとか何かでできるような

活動状況ではないということだけは事実です。どういう形かわかりませんけれども、もちろん

これは任意で書いているから多く出しているのではないかとかあるかもしれません。しかし、

私はこれを見る範囲においては単純にはいきませんけれども、議会で普通の議員が 122.3 日、

それ以外の自分の残りで 129.1 日なのです。そうすると 250 日、日にちということになるかわ

からないけれども。それから大体各種団体の会合出席というのは 30 日ぐらい、これはほとんど

の方が同じぐらいだと、私もそうですから。多分同じぐらいなのです。この数字から何を我々

が見通すかということは、私は大きなものがあるのではないかと。もちろん前田委員外議員が

言われたように我々議員の務めとして８時間の仕事の後帰って勉強をするのは当たり前のこと

です。そのようなことが特別だと全く私も思っておりません。しかし、これだけの量というの

は任意であろうとも出されたというのは、私はすごく高く評価したいと、このようなことはな

かなかできないと思うのです。15 人中 12 人ですから。議長を除けば 14 人中 12 人ですから。

だからデータとしてはすごいデータだと私は思っています。ですから、こういうものも十分考

慮しながら私はこれからの議会活動、先ほどの政策研究会のお話もございましたけれどもこれ

からの議会活動、それからの議会議員活動のあり方なども十分考慮していけばおのずと結論が

出てくるだろうと。 

ただ、もう入っていますからあれなのですけども議員定数の問題、私は今の議会活動の状況

を定数を減らすことによっては私は維持はできなくなるだろうと思っています。例えば広報広

聴常任委員会の活動、政策研究会の活動、これは専門化したからといって定数を減らしたら私

は議論の場が狭くなっていくというのは違うと思っています。ですから本当に町民の要求を聞

くというのは、どれだけ広い要求を聞くかというのは議員個々が動くよりも、その声をどうい

うふうに聞いていくかということが問題で、私はもうここは 16 人というのは最小限のところだ

ろうというふうに思っています。 

ですから、そういうことで２日にこのことを、私もちょっと欠落していまして議員報酬のこ

とが議論されるというふうに思っていなかったものですから、もしそうであればやはりここで

各会派の財政問題と定数問題は入れたものの報告を聞いておかないとちょっとおかしくなるか

というふうに思っていたものですから、それで今言いました。 

ですから、我々は定数削減があるのであれば私たちは報酬を上げる必要はないと。これはも

う定数を削減して報酬を上げるということはまったく我々にとっては考えられないこと。今の

議会活動を維持する上では。 

もう１つ、やはり今山本委員長が言われたように、今の財政状況の中で本当に上げていいの

かどうかと、ここは私は甚だ大きな疑問を持っていると。それはどういうことかというと、１

つは役場の職員の給料が戻っていない、20％カットされている中で戻すということは、私は、

もちろんこれは町長の 35％、それから副町長 30％、それから教育長の 30％、ここも同じです。
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彼らはカットされても我々はというのはおかしいと私は思っています。ですから彼らもきちん

と戻していかないと町長だからカットするのは当たり前だという考え方では私は違うと思って

いますので、そういうことがきちんと方向見通しが出る中で。 

それともう１つは、１番大きいですけど町民に負担をかけているわけですから、そういうこ

とでの見通しがきちんと出るということはもう当然、このことは町側も言っていることですか

ら。言っていないなら別ですが言っているわけだから。だからそういう見通しが出ない中で議

員報酬だけを上げるのはいかがなものかというのは私たちの何度も議論した結果でございます。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 皆さんからの、各会派からのご意見が随分わかりました。私たちも実

はこの報酬だけに限って言いますと、どうしても最後には財政の問題が出てきてしまうのです

けども、元々この報酬、今の議員のこの活動状況示されましたけど、私は元々非常に厳しい議

会活動を現在行っているという認識のもとでこの提案をさせて、第３次の改革の中でも提案さ

せてもらっているわけですから、報酬はきちんとやはり見合う形の中で上げるべきだというこ

とはもう全体にはあるのですけども、結果的にはこの厳しい財政の中でというどうしてもそこ

に行き着いてしまうと、こういう形で今回の報酬についてはどうしても厳しい判断をせざるを

得ないという状況なのです。本当は決断を勇気を持ってすべきものなのかとは思いますけども。 

○委員長（山本浩平君） いろいろなご意見が出てくると思いますし、最終的には本当に政治

的な判断をそれぞれされるというふうに思うのですけども、これはやはり答申を、先ほど氏家

委員から出ていましたけども、どういうふうに受けとめるかということだと思うのです。この

答申を受けとめて最終的に何対何かわかりませんけれども上程されて否決したとき、これは２

度と私は報酬等審議会からあなたたち一生懸命やっているからその活動に見合った歳費にしな

さい、報酬にしなさい、こういう話も間違いなく一切こないです。その辺をどう考えるかとい

うことをやはりそれぞれの議員個々の皆さんがよく考えていただきたいというのが１つと、そ

れと、まずそれを尊重してやることによって私は非常に今厳しいこの職員の給与カット、理事

者も本当に 35％、教育長も 30％、こういう形で一般職員も 20％、これいかに１年でも早く元

に戻すか、それによって町全体の景気対策を考えたとき、これは必要なことだと思います。こ

のこともこの町全体の景気対策を考えたとき１年でも早く現状回復に努めるべきであると。答

申の内容にこれも出ております。こういったことを考慮して私は仮に町民懇談会でこういった

ことを町民の意見を伺ったりする手法をもしとったときにでもやはり議会は議会として毅然と

した考え方の中でやることによって、ある意味議会が先に泥をかぶるかもしれません。町民は

非常に厳しい目で見るかもしれません。しかしながらそういうことをやることによって、逆に

町のほうで職員の給与を上げやすいそういう環境をつくるということにも、私は少しはつなが

っていくのかというふうに考えています。そういった意味合いも込めて私どもの会派は答申ど

おり実行すべきという考え方を申し上げておきたいというふうに思います。 

それと、２日にこの報酬と政策研究会のことでまた全員協議会でいろいろもむということに

なっていますけれども、そのときにでもお話ししようかと思っていましたけども、やはり私は
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逆に報酬を上げたからといって、では若い人たちが挑戦できるかというと私はそうではないと

思っています。やはり現実的に仕事を持たれてやられている方々もいらっしゃいますし、過去

にはサラリーマン、給料をもらいながら若くして挑戦されて議会活動を行ってきた先輩議員も

たくさんいらっしゃると思います。そういったことを過去に振り返っていただいてどうやった

らそういう職業を持っている方でも女性の方でも主婦の方でも議会に挑戦できる環境を整えら

れるか、これも合わせて考えていくべきだと、このように思います。 

１つ例に挙げますと、登別市議会は６月を市民フォーラムというような形にして定例会の回

数を実質１回減らしているわけです。４回を３回にして、そして市民フォーラムというような

ことでいわゆる議員報告会、懇談会みたいなものをつくっている。決して議会改革だからとい

ってどんどん行け行けどんどんで日数をふやしているわけではないのでございます。先般議会

視察で来られた方々、鶴居村と宝塚の公明党の議員団さん来られたのですけども、その日で１

月から数えてまだ10月ですけども、もう50組ぐらいになっているということを聞いています。

それも私と大渕副委員長が交代で視察対応させていただいて、また議長と副議長も必ず視察の

対応どちらかが出ると、このようなことでやっております。やはり現実的に登板する回数がこ

れだけ多いということになってきますと、本当に仕事を持っている方々は厳しい状況に追いや

られているのは実態ですから、その辺も含めて２日は大いに議論してほしいと思っております。 

以上です。 

ほかありませんか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。まだまだ会派に持ち帰って話をしなければならないことが

たくさんありますので、ここで結論を出すのではなくて私はやはり今回の諮問を受けて、先ほ

ど町長も 35％カットしているし、職員も 20％カットしていると話を聞きました。でもそれは町

長、職員の持っている総枠から下げているだけの話です。議会というのは今の基準で、ではこ

れが本当に妥当な報酬になっていますかということなのです。これからの目指すべき議会を考

えたときに。では議会もやはり相対の報酬の枠というのも確保しておかなければ、極端な話町

長財政が安定したから戻しましょうと、では職員も一定の財政問題ある程度見通しがついたの

で戻しましょうかとなったときに、改めてそこでまた議会というのは議論しなければならない

のではなくて、今の答申をきちんと受けておく１つの枠は、それは幾ら上がるかというのは別

です。幾ら上がるかというのは別ですが、１つの枠だけはここで押さえておくべきなのかと。

その中で、枠は設けたと、その後の判断というのは議会で判断すればいいことなのかと私は思

うのだけれども、ただそれと定数を結びつけて上げるから定数を減らしてという話だったらそ

れは違うと。では何のために今まで議会運営委員会の中のこれからやろうとしている議会活動

に対して議論してきたのかというのがわからなくなってしまうので、定数と絡めてしまうので

あれば、それは違うという話なのです。私が言いたいのは。 

だから、確かに今の財政状況を考えれば、では今の時期に幾らぐらい上げると、ありがとう

ございますと、それを受けるか受けないかというのはそれはまた別な話で、ただその総枠だけ
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は私はある程度は確保しておいたほうがいいのではないかと、そう思うのです。それは私たち

の任期中ではなくて私たちが今進めようとしていることは、これから次期の改選期に向けてま

た新たな方々が出てくるのか出てこないのかわからないけれども、そういった方々のためにも

やはり情報公開が必要です。今議会がやろうとしていることはこういうことですと、皆さんこ

ういうことなのですと、議会がやっていることはこうなのですということはきちんと示した上

で、来期の改選期にきちんとした枠というのがないと私はちょっとそれは、それこそこれから

本当にきちんとした議会運営ができていくのかというのは疑問です。ですから、全員協議会の

中でそういったことも自分の中でかみしめながらもう１度会派の中でしっかり話し合いながら、

そして協議に入っていきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 特段、ほかに何か申し上げておきたいということがあればどうぞ。

なければ２日に全員協議会がございますので、またそのときにそれぞれの会派のご意見を、こ

こでいっぱいいろいろ出ると思いますので、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長 

○事務局長（上坊寺博之君） ２日は全員協議会ということで、議会の運営に直接関わって協

議する必要が生じたということで議員報酬と政策研究会を議論するわけですけど、実施要項、

運営要項の中の 10 条の３について、協議する事項の議員同士の自由な意見ですので自由討議に

なりますので、誰かに何か意見を求める、質問を求めるというようなことではないということ

だけ理解して議論されたほうがよろしいかと思います。これの要項を見てください。全員協議

会の要項 10 条の３項です。一応議長が主催しますけど、基本の協議事項については議員同士の

自由な意見を聴取するということですから、議員同士の意見に異論があればそれぞれ自由討議

でやっていただくということで、多分議長がどう思っているのかとかそういうようなことはな

いということだけの確認だけしておきたいと思います。 

ただし、政策研究会についてはまだ情報が余り周知していないところもあろうかと思います

ので、これは小委員長のほうで若干答えることが多分あるかもしれませんので、その分だけご

用意し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） 今の確認事項よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会といたします。 

 お疲れさまでした。 

（午後 ４時２１分） 


