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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１１月 ２日（月曜日） 

   開  会  午後 ２時４８分 

   閉  会  午後 ４時００分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議長の諮問事項について 

２．政策研究会のあり方及び運営について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議長の諮問事項について 

２．政策研究会のあり方及び運営について 

                                         

○出席委員（１０名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 及 川   保 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

 委  員 氏 家 裕 治 君      委 員 外 議 員 前 田 博 之 君 

 委 員 外 議 員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     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、議会運営委員会を開会いたします。 

（午後 ２時４８分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 大変皆さんお疲れのところだと思いますけれども、まずこの１番目、

２番目は先ほど自由討論の中でいろいろ皆様方の活発なご意見もいただきましたので、このス

ケジュール表について先に説明があれば局長のほうから説明していただければと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） あと３月まで期間も半年切りましたので、それぞれスケジュー

ルがあると思いましたのでおおむね入れてみました。それでなければ議論が進んでいかないも

のですから、こういう形で案として一応今のところ入れてあります。 

当初言っていたのが 11 月の下旬に 11 月会議、これは総務文教常任委員会の陳情第１号付託

されていますが、これの報告とあわせて議員報酬のあり方、議長に答申してその後に委員会報

告になるでしょうと思います。そのような形で進むのか議論を１回しておく必要があるのかな

と思いました。一応 11 月 20 日、議員会の総会１時からということできょうの役員会で決まり

ました。それと 11 月下旬に町側が、内容は聞いておりませんが補正予算と１件出したいと。 

○委員長（山本浩平君） この時に報酬のことはないですね、11 月は。条例提案は・・・確認

なのですが。 

○事務局長（上坊寺博之君） ないと思いますが、多分職員の給与改定の条例が出てくるので

はないかなと、12 月 10 日が手当日ですから、今回人勧がでておりますのでそれの調整が多分

一緒だろうという、まだ聞いておりませんが例年の形からいけば 11 月下旬、12 月支給にあわ

せて改正するはずですので出てくるだろうと思います。 

まず本会議ですが、今のところ 12 月 15 日から 18 日までの予定でございます。１月はまだ

決まったことではありませんが、一応御用始めが１月６日ですので、新年会とあわせて、昨年

から議員会の新年会と一緒にあわせてやるということですので、４時くらいから招集かけまし

て６日新年会という予定を今はしておりますが、これは 12 月最終決定していただければよろし

いかなと思います。一応３月は今のところ決っておりません。そういう流れです。 

常任委員会は陳情審査を 16 日にすべてやってしまう、それでまとめるということです。第

３次改革ですが、きょう全員協議会、政策研究のための合意形成ということで先ほど言いまし

た 11 月 20 日議員会総会がありますので、任意機関の設置がきょうの部分でおおむねいいので

あれば会則の改正があるということになります。おおむね今後 12 月は多分定例会があってだめ

でしょうから、今月は議員報酬のあり方で終わってしまうのかなと思っています。来月から 12

月はできませんので継続して公的機関の議論継続、小委員会に付託するところもあるでしょう

から、あとは倫理条例の見直しが手つかずになっております。これももう１回入っていかなけ

ればならないと、倫理条例は条例の改正がいりますので、めどとして３月会議まで議論しまし

て上げるようになるのか、そうでなければ来年の６月までになってしまうということになりま
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す。このような流れでお含みいただいて進めていきたいと思っておりますがいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） ただいま局長から説明がございました、11 月以降のスケジュール案

に関しましてご質問がある方はどうぞ。ございませんか。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 第３次議会改革の件で、今公的政策研究会の議論継続と倫理条例の見

直しと２つあると思うのですが、私はこれ２つ一緒にやっていくというのはなかなか大変では

ないかと思うのです。倫理条例をもし先にやるのであれば、倫理条例を例えば３月までに上げ

てしまうのであれば先にやってしまって、その後にまた公的な政策研究会のやつをやっていく

とかやっていきませんと、本当に並行してやっていきますとその担当の方も大変ですし、私は

大分前にも言ったと思うのですが、議運の中で議会改革の問題優先順位をつけて一つ一つ片づ

けていったほうがいいのではないかと思うのですが、皆さんいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの西田委員のご意見に対して皆様方の考え方を伺ってみた

いと思います。その前に、スケジュール的なものもいろいろとありますよね、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） スケジュールは、まだまだ第３次改革については議論していな

いのがほとんどでございますから、折り返し過ぎましたのであと２年しかこの議会はないです

よね。ですから、ある程度のめどがつく部分の議論は必要かなと思います。ただ政策研究会の

提示をきょう小委員会のほうからされ、いろいろ意見は出ていましたが、総枠の形はそんなに

皆さん異論はなかったのではないかと、一部、部分、部分ではありましたが、全体の流れはそ

んなに大きく変わりませんので、この部分はもう 1 回小委員会のほうにゆだねてもいいのかな

と、年明けからは倫理条例を精力的にやっていただきまして、３月会議に間に合うような形で

やられてはどうかなと思います。議決事件も並行していますが、これは特に急ぐ部分ではあり

ませんので・・・ただこれも議決がいるということで条例の修正がいるということになります。

ただ年明けは倫理条例を精力的にやってみてはどうかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 年明けは倫理条例のほうを精力的にやられてはいかがかというお話

でございまして、そういうことでいかがですか。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。ぜひそういうふうにしていただければと思います。この間

の町民懇談会のときも倫理条例もっとスピード感をもって早くやってほしいと町民の方何人か

から意見がありましたので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） 政策研究会につきましてはきょうの全員協議会を踏まえまして小委

員会の中でいろいろとまた議論されると思いますので全く並行してやらないとは限りませんが、

一応倫理条例のほうを１月以降精力的にやるというような押さえ方で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） ほかにスケジュールのことで何か質問ございますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） なければ、局長、その他の部分でほかに何かありませんか。ないで
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すか。それでは、後からになってしまっていますが先ほどの政策研究会、これにつきましてい

ろいろと全員協議会で議論いたしましたがどういうものでしょうか。今後の進め方いろいろ各

議員の意見を踏まえまして再度小委員会のほうでいろいろと議論していただくというようなこ

とになると思うのですが、ここでまた今どうですかというふうに振っても・・・それぞれの会

派でまたきょうの議論を持ち帰って議論をしていただいたり、あるいは無会派の方もきょうの

それぞれの議員の意見を参考にしながら、また考えていただくような時間も必要かなと思いま

すので、ここで今整理するといってもなかなか難しいと思うのですが小委員長いかがですか。

ここで何か議論したいということがあれば言っていただければなと。 

氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。きょうは政策研究会の小委員会の中間報告という形の中で

皆さんにお話をさせていただきました。現状の議会運営上の進め方の中で政策研究会がどうい

う流れでもっていくのかということについてはいろいろな意見がありましたので、それについ

ては１度小委員会のほうで余り熱の冷めないうちに小委員会のメンバーと１度議論を重ねてい

きたいと思いますし、これもしっかりとした議論を重ねながらだらだらとはやりたくないです。

ある程度の方向性を見出してしっかり報告をしていくべき問題だと思いますので、先ほど倫理

条例の話もありましたが、そんなにぶっ続け毎日、毎日やるわけではありませんのでその辺も

日程調整をしながら、小委員会のほう回数を少し重ねながらきょう出た問題についてはしっか

りとそういった議論の中でお話をさせていただきたいなと思います。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） この進め方についてどうしてもこの場で何か発言されたいという会

派の方あるいは無会派の方いらっしゃいましたら拝聴したいと思います。いかがですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ないということでございますので、先ほど小委員会が申された手順

で進んでいくというようなことで皆さん確認させていただいてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、１番目の議長の諮問事項、白老町議会議員の議員報酬に

ついてでございます。これに関しましては報酬のあり方を答申を受けて議長が議会運営委員会

に諮問されたということでございまして、11 月会議で一応委員会のまとめとしまして私が報告

をするというような形になっておりますので、何とかかんとか意見としては１つにまとまらな

い可能性もきょうの議論を聞いていますとあるのですが、何とかこの議運の中で報告はしない

となりませんので、まとめなければならないわけです。どのように進めていけばよろしいでし

ょうか。意見には相当ばらつきがやはりあるのかなというふうに認識しているところでござい

ますが、きょうの議論を踏まえて若干ここでやはりディスカッションできればなと思いますの

で、いかがですかきょうの議論を伺って・・・。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。きょうの議論を聞きまして皆さん大体動きはわかって
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いらっしゃると思うのです。ただ会派としての正式な表明といいますかそういうのが前回それ

らしきことがあったのです。あったのですが、結果としてやはり一定の考え方をもう少し煮詰

めなければだめでしょう。今のまま何かよくわからないのにまとめをやろうとしてもまとめに

ならないと思うのです。ですからきょうの意見があったものを十分踏まえて、皆さんメモをさ

れていましたから屋上屋を重ねるというのではなく、あの議論が出た中でいろいろな意見が出

ていますから、ここで結論を出すというわけにはいかない気が私はするのです。 

ですから、会派で今度はやはり一定の態度表明が必要ではないかと前回は定数と財政問題を

除いての意見、態度表明は聞いているのです。そのときに付随して皆さんが意見を述べられて

いるのですが、もう 1 回きょうのそれぞれのご意見を伺ったものを会派で集約する必要がない

ですか。１発ここでやってもいいというのであれば別ですが、そうなりますか。一定の結論を

出さないというのであればいいのですが、期限と中身があるのであればそれなりのことをやは

りもう１回会派で統一見解をまとめる必要はないのでしょうか。ないのであればいいのです、

ここで議論しても構わないのです。私はそういうものが必要ではないのかなという感じがして

いるものですから。 

○委員長（山本浩平君） 今大渕副委員長からご意見が出されました。ちなみに前回の 10 月

26 日にそれぞれの会派、一応その時点においてのおさらいをさせていただきます。清風クラブ

さんはあくまで定数とこの問題はリンクすべきことであるというご意見でございました。新政

クラブさんはこの答申に沿って報酬アップを考えるべきであると、共産党さんは一応上げるべ

きではということをおっしゃっていました。定数に関してはそのままと、公明党さんは町民か

らの答申がございますので否決ということはいかがなものなのかというご意見でございます。

やはり答申を尊重すべきと、私どもは絶対に上げるべきだと明確にこのように申し上げており

ます。無会派の前田委員外議員に関しましては、財政再建を最優先すべきであり町民の意思を

確認すべきであるとこのように申しておりました。10 月 26 日の議運の各会派の考え方、無会

派の方の考え方を今述べさせていただきました。きょうの全員協議会の協議内容を踏まえてさ

らに各会派あるいは無会派の方、議論を深めていただくということになると思うのですが、い

かがでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前回の議運である程度の考え方を一応会派という形の中で出していま

すよね、出してそれを持ち帰って今回の全員協議会、議員同士による自由討論という形の中で

ある程度の議論が深まっていると・・・先ほどもそれを言いましたから違うのではないかと言

われましたが、そんな深まっているようには私は思えなかったです。ですから、当然ここで委

員長がまとめると言いましても私はまとめきれないと思います。こういう議論で終わった以上

は会派に持ち帰ってきちんとまた会派で考え方を出すのが１番いいのか、ただ町長からもし議

案が出たときにそれに対しては個々の会派としての意見で統一した形になるのかその辺も微妙

なのかもしれませんが、一応会派としてきちんと答えを出してくるということでありますと、

議運でまとめなければいけないということは結局会派で話し合ってきなさいという話になるわ
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けですよね。ここでみんな個々の意見を出すのでしたら先ほどの全員協議会の中ではまとめれ

ばいいだけの話だったのですから、私はあの中では無理だと思います。そんな煮詰まった議論

でもなかったかと思いますし。 

○委員長（山本浩平君） まだまだ議会としての一定の方向性を出せるようなそういう中身で

は全然ないと思います。なかったように思います。 

○委員（氏家裕治君） １度会派に持ち帰ったらいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさんいかがでしょうか。今これから協議するかあるいは

会派に持ち帰るか。 

○委員（近藤 守君） あくまでも会派の意見であるならば進めてもいいのかなというふうに

私は思います。会派の意見としてです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員いかがですか。 

○委員（及川 保君） 議長から議員に諮問をされたわけですから、当然きちんと議運として

の答申を出さなければいけないということですよね。であるならば、きょうまでの状況でまと

めるというのは委員長としては非常に厳しいなということでしょうから、もう１度持ち帰って

やることになるのですか。考え方としてきちんとそれぞれ会派の考え方を文章にして提出する

かそういうことになるのか・・・。それでいいと思います。そうせざるを得ないでしょう。 

○委員長（山本浩平君） 多分ここでまた同じように議論しましても、なかなかそれぞれ平行

線と申しますか若干全然違うところもございますし、微妙なところもございますのでなかなか

一定の方向性というのはきょうは出せないのかなと思います。 

前田委員外議員、何かご意見あればどうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私は今の流れの中でいきますともう１度きょう皆さんそれぞれ

個人の意見、会派の考えも出されたので、もう１回皆さん会派に戻って次回公に会派の考え方

をきちんと整理して意見を言ってもらい、それで委員長がそれぞれのとらえ方をきちんと整理

してまとめたらどうかと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、おおむね次回までに各会派で意見を集約していただいて、

一定の方向性に近づけられるかどうかはわかりませんが、精力的に行っていきたいと思います

のでよろしくお願いをしたいと思います。 

次回組める日を決めたほうがいいですよね、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まとめ方としては、事務局の見方としては二通りあるのではな

いかと思うのです。というのは、これは特別職報酬等審議会のたまたま答申があったからこう

いう議長の諮問になっていますが、根っこがここにあるということだけは、これは一定のまと

めをしなければ、先延ばしするのであれば先延ばしするということにしておかなければなりま

せんし、答申はこれを早めて議論しなさいということです。上げるか上げないかというのは結

果的にはありますが、ここの部分ですので、これは一定限の議会の意思を示さなければなりま

せん。ここを置き去りにして上げるか上げないかだけをやってこの議論結果集約したことにな

らないのです。ですから、答申があってそれをどうするかという財政問題も含めまして、まと
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め方というのは、私は二通りの議論の仕方がなくては少し足りないのではないかなという気は

します。言った意味分かったでしょうか。今議会の意志として重要なのはここでまとめられる

かまとまらないかなのです。将来の議会のあり方として今の財政状況はわかるのですが、理想

形はこうあるべきです、とまとめておかなければだめなのではないかなという気がします。そ

れは活動日数ですとか活動実態ですとかうちの議会は専業化に向くのか、逆に言いますと地方

歳費という選択肢を将来展望するのか、そういうのを含めてやはり一定の線は出しておかない

と、その課題は出たよとしながらまだまだ時期尚早だから議論していくとするのか、何通りか

の方向はあるのだろうと思います。そこは多分入れていかなければだめだと思います。それを

受けて今回の審議会の答申が出た分を議会として重く受けとめてどうするかというのが、そこ

も意見が一致しないのならば一致しないという方向で各自の判断に任せるということにするの

か、まとめ方は何通りかはありますが、そこら辺の考え方は一定限まとまらなければまとまら

ない中で示しておかなければなりません。前に話したように専業化なのかという議論も若干必

要ですし、地方歳費という議論若干しましたがそういうところの議論は将来に担保しておかな

くていいのかという部分、これはあくまでも町民との会話を通じて決めていくことですが、そ

こら辺は軽くそうやってまとめた方がいいのかなという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですが、議長諮問期間が 11 月末日になっているのです。これ

はある意味ここまでどうしてもやらなければタイムリミットとして間に合わないのか。書いて

いることはよくわかります。ただ、これが日程の関係で、今局長が言ったことまで、例えば第

３次改革の中で取り組む報酬の問題も少なくても一定かぶせて議論することになりますと、私

はやはり１回では済まないと、報酬等審議会のものを受けるか受けないか、上げるか上げない

かという結論ではないのです。そうなりますとまた少し違うのです。１回でまとめがスパッと

いくというわけにはいかないと思うのです。ですから、私が言いたいのは、11 月末日までとい

う議長の答申の期日がこうなのですが、例えば 12 月 15 日までで間に合うよと、12 月会議の前

日までにやれば間に合いますとか条例提案とか何とか今回の議会では全然関係ないですから、

12 月会議入っても予算審査の問題との関係はありますが、それ以外ないとしましたらもう少し。

議長いらっしゃいますが、11 月末日ではなく 12 月の中くらいまでタイムリミットとして間に

あうのでしたら、やはりあと１回なり２回なり３回の議論がないと今局長が言われたようなこ

とでまとめるとしましたら、私はそれくらいやらなければまとめる側も含めて考えましたらち

ょっと自信がありません。ちょっとそれは無理です。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） タイムリミットということでいきますと、新年度予算の編成し

か影響はないですよね。というのは、多分条例案は 12 月に出てきましても３月に出てきまして

も同じですから、それでいえば町側の状況も審議過程もある程度今の状況ですと通らないのか

なという気がしていますが、それであれば１月会議まで引っ張ってもいいのではないか。そう

なりますと 12 月いっぱい、ちょっと精力的になりますが議論はできるかなと。 
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ただ、今回仮に出てきて採決をするということになりましたら、これの審議は終わってしま

うのです。ただ審議するにはしても審議しないにしましても継続的にしていくとなりますと、

していくなりに担保しないとだめですし、委員長報告で今回の結論を出して担保しなければな

りませんし、そうでなければ採決ですから、最終的には会派関係なく個人の意志で採決します

から結果が出てしまうのですが、12 月いっぱいくらいは状況として出さないのであればもう少

し３月まで引っ張っても別に問題はないのですけれども。 

○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。そうであれば、議長もいらっしゃるから、11 月末日ま

でではなく、先ほど西田委員が言われたようにダブりますので現実的には大変になると思うの

です。数がふえますから。当然報酬の議論と倫理条例の議論はダブってきますから、ですから

大変になりますが、私はやはり今拙速にこのことをやらないで、もう少し熟知してやると。た

だ中身が中身ですので無制限に引っ張ると２年間引っ張るというわけにはいきませんので、そ

うなりますと今許される範囲でもう少し引っ張ってもうちょっと３次改革で提起している中身

を議論してその上で答申も含めまして結論を出すというふうにするとしましたら、もう少し時

間的に引っ張れる範囲で引っ張ったほうがいいと、１月というわけにはいきませんので 12 月い

っぱいくらいまで、議長がよければこう書いていますが、引っ張ってもう少し詰めなければ拙

速になってしまい、上げる上げないでこれを今我々が結論を出してしまって３次改革で出てい

ますので終わってからまた議論しますというのは、この性格のものはちょっとならないと思う

のです。ですから引っ張れる範囲で引っ張って、議論をもう少し詰めたほうがいいのではない

かと。ゆっくりやるという意味ではなく、回数はやりますがそれくらい必要ではないかという

意味です。 

○委員長（山本浩平君） 諮問をいただいた、議長いかがですか。スケジュールの問題。 

○議長（堀部登志雄君） スケジュールのほうで、提案されなければ別にその辺は延びても。

重要な問題ですからそれは構いません。 

○委員長（山本浩平君） もう少し時間をかけて、回数もふやして精力的に議論して。11 月末

ということになっていますが、許される範囲の中でちょっと諮問の期間を延ばしていただいて

議論を重ねていくということで皆さんいかがですか。 

前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私も先ほど言いましたし今大渕委員も言っていましたように、

拙速は避けるべきだと思います。ただ時間的なことはあるのですが、１つ抜けているのは、私

たちで議論した結論が今言った方向性はどちらか別にしましても町民の意見を聞いてどうする

かという時間を入れればもっともっと時間が長くなると思うのです。それを抜きにして我々だ

け議論して結論だけを出すのか、それによって方向性が違ってくると思うのです。先ほど言っ

たように報酬と議員定数、そういうふうなものもリンクされている可能性もあるのです。議論

してきますと出てくるのです。我々が議論しても町民の中にいってしまいますと・・・。その

辺を考えなければ、ただもう少し延ばして結論を出しましょうと言いましてもどうなのかなと
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思うのです。ただ、今言ったように議長の諮問だけにこだわるのか、そうではなくそれは別で

すよと第３次改革が主としてやっていくのですよということにきちんと整理していかなければ、

議論の仕方も違ってくると思うのです。私は先ほど委員会でもどなたか議長でしたか別ですよ

と言っていましたので、第３次改革が早まったことなのですという言い方を言っていましたの

で、町民の意見も聞いたほうがいいという意見の人も何人かいたのですから、そういう形の中

で結論が出たよと、それで町民に意見を聞くよとそしてまたフィードバックして本来の議会の

考え方ももっともっと公的に時間がとられると思うのですが、そういう部分も省略して私たち

の意見だけで議論しましても、いくら議論しましてもスタンスが決まっているのですから同じ

なのです。その辺はどうなのかなと、私が言ったように議会としてはこうあるべきだよと。そ

れで町民のほうに聞いてどうかということを考えなければいけないのかなと思うのですが、い

かがでしょうか。そうしますと、もっと長くなるか先ほど言ったように継続審議になっていく

のか。その辺をやはりしていきませんと同じことをまた繰り返していくと思います。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの、前田委員外議員から出されました町民の意見を伺って

みてはいかがかというのは他の会派からも前回若干出ていたと思います。この点についてちょ

っと議論したいと思います。それによってやはりスケジュールも変わってくると思いますので。

いかがですかこの点について。 

氏家委員。 
○委員（氏家裕治君） 私はその意見は大事な要素だと思います。ただ、今回出される第３次

議会改革の今後の議会のあるべき姿みたいなものは会派で議論するわけですよね、その中で議

員報酬とのかかわり方もここで議論するのですよね。これから始まるであろう政策研究会等々

の活動も通して将来的な議会のあり方はそこでしっかり議論すると。それで、今の議員報酬で

すとか、そういったものが実際どうなのかということが出されるべき問題だと思いますし、私

はそういったものを踏まえてどういう結論が出るかわかりませんが、将来的には今の議員報酬

ではちょっと厳しいでしょうと、今の答申を受けた中身についてはそれをもし認めたといいま

すか、これは個々の議員のあれになるのかもしれませんが、認めた上でその中で今前田委員外

議員が言われましたそういう話というのはあと私たちは２年間あるわけですから、その中でし

っかり町民の意見というのを聞いていけるのではないのかなと思うのですが。 

私は、今回議運の場ですから会派の意見として出さなければいけないのかもしれませんが、

１つの枠というのは持った中でそれはそれとしておいて置きまして、町民の意見はまだまだ熟

していないというのであれば、この２年なら２年の中でしっかり議論する場所というのはでき

るわけですから、私はそういう考え方でも別にもっていけるのかなと思うのですが、それも１

回会派に持ち帰って考えてみたいと思います。町民の意見というのはこれからいろいろな形の

中で受けていけると思います。ただ、今回の第３次議会改革で取り組む考え方と今回受ける答

申、こういったものを含めてきちんと考えるのであれば、将来のあるべき姿をきちんと示した

上でこの議員報酬についてきちんと考えなければいけないと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 



 10 

○委員外議員（前田博之君） 私が言っているのは、報酬上げる上げないとかどうするかとい

うこともそうですが、従来の延長線で報酬を上げるかどうかではなくて、先ほど言ったように、

議論があったように、今地方のほうから地方自治法が変わりまして、今どう我々議会が報酬に

するのか最終的にどうとらえるかということの基本的な議論を踏まえて、だから将来こういう

形に位置づけしたから上がるのですとかどうだという基本的な理論的な議論をしなければ、私

はいけないと思うのです。それによって、町民のほうに今こうですが先ほど言ったように専任

的に議会の仕事が多くなってきますよと、専属しなければいけないですよと、一生懸命しなけ

ればいけないよと、だから歳費にという形で上げましょうとか、あるいは先ほどもあったよう

に、働いている人方、前回大渕副委員長も言いましたが、ボランティア地域性の代表の形でと

いうことで議員を減らして歳費を上げたらだめだよと言いますが、そういう議論も出てくるの

です。どちらに議会として軸足を置くかということを私はもっともっと議論をすべきではない

かと思っているのです。それがあれば町民の人も充分に理解してもらえる。私たちもそういう

ことで決まれば、説得していくというのもおかしいですが町民と議論すべきなのです。私は個

人的に下げろとか減らせとか認識では今はないですから。それで町民が納得してこれとこれで

あればそれはそれでいいと思うのです。議会がもう少しそういう理論的なものをきちんと議論

すべきではないかということを私は言っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、確認しますけれども、議会懇談会を開くべきだと

いう意見なのですよね。今の意見ですとそうではなくてもっともっと議論する時間を重ねてそ

の上でという意見ですよね。 

○委員外議員（前田博之君） そうです。どなたが集まっても同じような町民に答弁ができる

理論武装をして町民の意見を聞きましょうということです。こういうことにありたいというこ

とです。従来の延長でどうですかとかではなく、やはり１つの議会のあり方を目指しているの

ですから、こういう流れでどうですかということです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も前田委員外議員と同じような考え方です。きょうも全員の皆さん

の意見を聞いていますと、財政が大変だからですとかいろいろな条件をこうやって言っておら

れますよね。わたしはやはりそこはちょっと違うというのではなく、こちらに置いておいて実

際に今言ったような形で白老町はボランティアでいくのか専従でいくのか、先ほど局長も言い

ましたが、私はその議論が本当は足りないのではないかと思うのです。日本全国の中でやはり

白老町は議会改革をやっていて通年議会やっていて議会改革の最先端を走っていますから、白

老町がやはり今までと同じような形でボランティアにあるくらいの非常に少ない報酬という形

でずっと甘んじていくのか、それともここでかじをきっていくのか私は見ていると思うのです。

ですが、最近の地域主権ですとかそういうような形の中で、国のあり方の中で、やはりこれか

らは地方の時代だといわれたときに果たして私たち議会議員は、町長がやる、行政のやること

のただのチェック機関だけではだめですよと、一緒になって政策提言しましょうということで

氏家委員初め一生懸命やっていますよね。ですが、そこまでやるだけの私たちに力がないとい
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いますか、時間的に余裕がないといいますか、また金額的な余裕もない、そういうこともきち

んと話すべきだから、先ほど全員でいたときも地方歳費なのか報酬なのか、そういうことをき

ちんと議論してどちらかの方向性にやはりいきたいなと、そのために町民の意見もほしいと、

ですからまず議員の皆さんがそういうふうなことを考えないで、ただ上げる下げる反対だと言

っていたらやはりいつまでたっても私は変わらないと思うのです。ずっと同じことの繰り返し

だと思うのです。結局会派に持ち帰って話しても同じことしか意見が出てこないと思うのです。

ですから、やはり白老議会はどちらにいくのかそれをきちんと話し合う場所が私は必要ではな

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） 大渕ですが、１つだけ言っておきますが、私はこの間から何度も

何度も言っているのは、定数ですとか今の財政関係なく議員の報酬が今の議会活動に対してど

うあるべきかと議論すべきだと何度も言ったのです。そのときに報酬と歳費の問題からすべて

言っているのです。私が言っているのは１回、２回ではないです。そのたびに言っているので

す。そういう議論をしましょうと今まで言って、私が提議したのは定数と財政は置いておいて

今の議員活動というのはいかにあるべきか、同時に今の議会活動に対する報酬がどうなのかと

いう議論をしましょうと、ですから、福島町も歳費になっていますよという話は私したと思う

のです。そのときに全然そういう議論が出ていないでしょう。この議論を事前にあれだけの時

間があったわけですから。現実的には議長が７月に出しているのです。そのときから私は何度

も言っています。なぜそれが今になって出るのか。全く振り出しに戻ってその議論をしましょ

うと何度も何度も何度もそれは 11 月末日に出せと７月に議長の諮問で出ているのです。なぜそ

ういう議論が今まで行われなかったのかというのが私はものすごく疑問なのです。ですから、

それが今になって出ましたらまた始めから同じ議論をしなくてはいけません。その議論が必要

なのでしたら幾らしても構いませんが、少なくても報酬とボランティアの話も全部出してどう

ですかという話、それから土屋委員が言われた生活給なのかどうなのかという議論も何度もテ

ーブルに上がっているでしょう。期間の問題も上がっているのです。期間の問題も 11 月末です

がこれは無理ですよと、これについては上げるか上げないかだけで決めてあとは２年間なら２

年間で議論しましょうというふうな結論だって出せなかったわけではなかったのです。私はそ

ういうことを何度も提起したのですが、そうなっていかないというところがよく理解できませ

ん。また同じくもとに戻る、それは必要な部分は議論したほうがいいです。ただそのとき、提

起したときはそういう議論に現実的にはならなかったわけです。これはみんな聞いています。

議事録を取っているのですから見たら何度も言っていますから。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私どもの会派は、今言った大渕委員の意見に対して議員報酬というも

のを上げるべきだと、これは歳費として考えるべきだと先ほども同じ会派の松田議員が言って

いましたし、そしてそれにリンクして議員定数削減も考えるべきだと、ですから私の会派の場

もそういう形でもちまして１つの方向性を正直言って示したと思っています。ですが、ほかの



 12 

議員さんは悪いですが、そちらのほうの議論にもってこなかったのではないかと私は感じてい

たのです。うちの会派のほうは正直申し上げて既に１つの方向性を歳費という形のほうでかじ

をきっています。先ほどの意見の中できっちりそういうふうに述べていると思いますので、そ

の辺は誤解のないようにお願い申し上げます。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今全然違うことを言っていますよね。全然違います、私が言って

いるのはそのようなことを言っているのではないです。歳費と報酬の議論はこの棚に上がって

何度も議論をしましょうということで言っていましたよと、そのときに議論をしないでなぜ今

になってそういう議論になるのですかということを言っているのです。やさしく言いますとそ

ういうことを言っているのです。提案しましたでしょう。ですが、議論はなかなか何もならな

かったでしょう。ですから私はそういうことを言っているだけです。私は歳費にすべきだとい

う意見ですから。報酬ではなく歳費にすべきだとはっきりしていますから。ですから歳費に変

わったからといいましても福島町でも歳費に変わりましたが１円も上がっているわけでもあり

ません。今までと同じ形の中でただ名前だけが歳費になっただけですから。ですから、そうい

うものではなく実行性あるものにするにはどうするかという話ですから。そういう議論になっ

ていけばいいわけです。私が言ったのはそういうことで言っているのです。 

○委員長（山本浩平君） ほかに意見のある方。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ですから、これからの町民の理解を得るための議論、その部分につい

ては前田委員外議員も言ったとおり、私はこれからかける時間があるのですから存分にやれば

いいと思います。ただ、今第３次議会改革の中で議員報酬、定数も含めて考えなければいけな

いと、ですが議員報酬について今回の諮問を受けているわけですから、それについては議会と

してのある一定の議会の将来像を考えたときにはこうあるべきだ、みたいなもののまとめはは

っきり言ってしなければいけないですよね。ですが、そこでこうあるべきだはいいですが、ど

う決まるかはわかりませんが、決まった後は当然定数の議論も出てくるでしょう。定数の議論

に入ったときに、それでは定数を減らすのか減らさないのかとかふやすのかなどいろいろ議論

が出ると思うのですが、そこまで今踏み込んで話する必要がないのかもしれませんが、今の議

会運営を維持していくのであれば、町民とのそういった議会活動の維持をしていこうとするの

であれば、私は定数を減らして報酬を上げるみたいな議論というのはナンセンスだと私は思っ

ているだけの話で、そういう面では今のこれからの議会のあるべき姿はしっかり今回の議運の

中でまとめていかなければいけない問題、定数の問題はまた別だと私は思っています。財政の

問題もまた別だと私は思っています。 

○委員長（山本浩平君） 私どもは一貫して今までの議会改革、白老町の進めてきた議会改革、

非常にスピーディーに進めてきたと思いますし、それによって会議の日数ですとかそういうこ

ともふえましたし、現実的に公務外の議会活動も非常に各会派といいますか 12 人の方々が提出

していただいたアンケートの数字を見ましても本当に多い状況でございます。そういった中で、
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本来であれば実際に議員活動の内容をかんがみた場合にこの報酬はどうなのかということを考

えますと、やはりそういったことを度外視して今までやってきたのではないかというふうに私

ども会派は思っていますので、私どもは一貫して、今までの状況を見ましてもこれは上げるべ

きだと、しかも答申をいただいたのは町民の代表でございます。町民の代表が審議会をつくっ

ているわけですから、そこから出ました答申を謙虚に受けとめて上げるべきだとこうはっきり

とした明確な考え方を持っています。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。前田委員外議員が先ほど言われたこと、私は時間があ

ればもっともだと思います。そういう議論を経てそして町民の意見を聞いてやるべきだと、こ

れは正論です。ただ、期日を書いているこれを議運で受けているのです。全会一致で受けてい

るわけです。そことどう考えるかと、ですから、例えば余り可能性のない話ですが、12 月末ま

で引っ張って町民の話を３日間聞きましょうと、現実的に可能かどうか別にしましてそういう

意識が必要ですし、可能性としましてなかなか大変ですが、それでこの期日との関係で、私は

２年間でやるのでしたら言われたとおりそこはぎっちりやって、その上で町民の意見も充分聞

いて、当然町民のところに行くときには我々議会は上げる上げないは別にしまして理論武装を

きちんとしなければだめです。徹底してやはり学習会をやって理論武装すべきです。そうして

町民の中に入っていかなければ、皆さんどうしますか。などと行くのであれば行かないほうが

いいです。ただ、期日との関係でどういうことになるかというところがちょっと悩んでいると

ころです。筋道として、私は前田委員外議員が言われた筋道が一番正しいというふうに思いま

す。当然これは上げる上げないは別にしまして、少しでも上げるのでしたら町民の声を聞かな

ければそのようなことはできないでしょう。今までもみんなそうですものね。私はそういうふ

うに思っているのです。ただ、期日との関係をどう考えるかということなのです。そこがちょ

っと困っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 確認事項として皆さん考えてもらいたいのですが、例えばどうなるか

わからない話ですが、第３次議会改革の今後の議会のあり方、議員報酬のあり方について各会

派で話し合いましたと。将来的にはこういった姿が望ましいでしょうとなったときに、仮にそ

れが上げるほうが望ましいでしょうという考え方に持っていったときに、今回の答申がこう出

ていますと。その答申を受けるか受けないかという話、将来的なことを考えたらそういう答え

が出ていて今回の答申に照らしあわせましたら、そのとおりだ、それではこの答申については

受けるよ。と受けますが、現財政的な部分ですとかそういったものについてはこの任期のあと

２年の中では妥当ではないでしょうみたいな話もそこで出てくるのではないかと思うのですが、

その辺についての考え方というのはどうなのでしょうか。私の考え方というのは、何回も言い

ますから自分でおかしくなるのかもしれませんがその辺についてちょっと聞いておきたいです。 

○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。後でほかの意見も聞いてもらいたいと思いますが、例



 14 

えばそれは上げるということなのです。上げるということを決めるのに前田委員外議員が言っ

ているように町民の意見を聞かないで上げるということになるわけです。外に行きましたら、

何を言っているのですか、あなたたちが上げたのではありませんか。と言われます。間違いあ

りません。それはテクニックでも何でもありません、事実です。ですからそこで町民の意見を

聞くという機会がないと結論を出せないと前田委員外議員が言う気持ちは私よくわかるのです。

それを形としては、答申を受けますということは上げるということですから、それを終わって

から町民の中に出ていきましたらどうなるかというと、あなたたち上げてから来ているのでは

ありませんか。となります。私ははっきりそう思います。ですからそこのところが大変だとい

うことで議論しているのだと思いますし、前田委員外議員が言っていることは、私はそういう

ことではないかと思いますが・・・。私もそう思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 多分考え方の違いだと思うのですが、私は例えば上げるべきだと思っ

ている人間の考え方であれば、ある程度そこの枠は報酬等審議会から出されたものについては、

第３次議会改革の考え方の中で定数も財政も関係なくして今の報酬では違うでしょうという意

見が一致したとすれば、そちらの方向へ当然いきますよね。ですが、それは今の財政的なもの

に照らし合わせたら今は妥当ではないでしょうと、議会の一致がもし得られるのであれば別に

私は町民の前に出て行きましても、それは次期の改選期からにしたらいいではないですか。と、

そこで皆さんに問いますと言ってやれば別にいいのではないですか。それが恥ずかしいことな

のか私はその２年間の中でしっかり議論する時間があるということは違うような気がします。

自主削減皆さんしたでしょう。別にこれは町民に聞いてやったわけではないですよね。議会の

あるべき姿をどう私たちが示せるのかということなのです。その中で議論して、２年間の町民

に対していろいろな形の中で今後の議会のあり方はどうですかと、報酬のあり方についても皆

さんどうですかと、こういうふうにして議会を進もうとしているのです。どうですか。新しい

方々に出てきてもらうときにはどうですか、などという議論が私はそこでできるような気がす

るのですが、私の考え方というのがおかしいですか。私はどうしてもそこに。もし考え方の違

いがあるとすれば行ったり来たりの議論になってしまうのかなと思うのですが。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私はちょっと違う考え方をしているのです。例えば今の答申はあ

ったのです。それを議員の意志で今は適当ではないというふうに今回決めましたので、２年間

は出てこないかもしれません。ですが議員が、議会が誠実に活動していけば同じようなものが

答申としてまた出ます。私は間違いなく町民は良識的ではないと思っていませんから。町民の

代表である報酬等審議会というのは、今の情勢でいえば議会は上げるべきではないと決めたか

らといって、もう未来永却絶対上がらないなどということは、私はならないと。それは皆さん

の意見とは違うかもしれません。ですが私は今のような活動をしていけば中身は同じことです。

氏家委員の言っていることと中身は同じです。そうしますと私は今回遠慮したとしましても、

２年たちましたら、本当に見ている町民は、これはやはり上げるべきだ。と私は出ると思いま
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す。それを信頼できなければやはりやれないのではないかと。私個人の意見ですが、私は報酬

等審議会は今のままで活動していったなら必ず上げてくださいと出てくると思います。ですか

ら私は今回情勢的にいうとちょっと早いですから、町民の意見も聞いてないということからい

きますと、それから定数の問題や財政の問題がありますという中で、我々はもうちょっと待つ

べきではないかという意見はそういうところから出てきているとこういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 理解します。報酬等審議会から示されました答申とはどの程度の重み

のあるものなのかということなのです。それは私たちがそういう認識で考えて、何も答申は今

受けなくてもいいと、もっともっと見てくださいと、きちんと町民が理解してくれてという本

当にその程度の答申であるのであれば、私はそこの答申の外郭団体から、いくら町長から諮問

を受けた機関か知りませんが、そういったところから議会を見ている目というのは私たちがこ

こで軽く見ていいのか、言葉的に悪いかもしれませんが、そういう見方をしてもいいのかなと

思うのです。それも含めましてみんなで議論したほうがいいのではないのかなと私は思うので

す。そうでなければ外郭団体の答申というものに対してそういったものはきちんと私たちは踏

まえなければいけないのではないのかなと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 私も今氏家委員と全く同意見で、先ほど副委員長がおっしゃったこ

とは先ほど全員協議会で松田議員もおっしゃっていましたが、もし私が審議会のメンバーだと

しましたら、あなたが横綱にふさわしいから今回横綱になりなさい。と上げているのに、横綱

のほうで、いや僕まだ品格がそこまでいっていないからまだ結構です。などと言いましたら、

２度と私ならばその委員でしたなら上げません。そのような軽いものではないと私は思ってい

ます。ですから、今回見送ってなどとしましたなら私はそのような簡単に出てくる・・・いや

あなた方頑張っているから本当に上げなさい。などと私は言わないのではないのかなと。本当

に頑張っているかどうかわかっているのかなと逆に思います。いろいろな材料を出されて初め

てこんなにあれしているのだなということで、皆さんが今回そういった話が出てきたものだと

思っていますので、これ私は今回否決しましたらそんな簡単な話ではないというふうに私自身

はそういう認識であります。これはそれぞれ違うと思うのですが。 

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 町長に諮問した特別職の報酬等審議会答申があったからといえ、

正直な話金科玉条ではないのです。過去にも議長が報酬等審議会の委員になっていると思いま

すが、過去にも先ほどもありましたが、議員が報酬低いよと、ですから逆に委員会の中で議長

のほうからそういう提案をしたりしている過去もあるのです。そういうことですから、私は金

科玉条でないですが、ここの報酬等審議会がなければだめだということではないと思います。

皆さんも勉強していると思いますが、栗山のように私も先ほどの話になりますが、栗山町議会

自身がそういう権能を持っているのです。みずから自分たちがこれだけやっていますよと。そ

ういう使い手もあるわけです。あくまでも議長がこれを諮問したことに対してどうかというこ

とは抜きにしまして、報酬の引き上げについてきているのですから、私は先ほど大渕副委員長
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も言ったように、全員協議会でも出ていましたが、いろいろな条件、いろいろなことが今そう

いう環境にないよと、しかし今まで議論されているように議会としてはこういうことですよと、

これからこれだけの権能をもって活動していますと、そして今言ったように報酬なのか歳費な

のかこれで充分ありますからこれは議論をかけまして最終的に町民と議論して方向性を見出し

ますよという形になっていくのではないかと思うのです。ここで上げるとか上げないではなく

て、皆さん多分決を取っても会派から持ってきましても皆さん先ほどから出ているように財政

が厳しいよと、これだけ企業撤退している中で上げるという話にならないと思います。それは

そっちにおいて置きまして、本当に我々が議論しなければいけないものを議論して町民にその

ときはきちんとものを言うときは言うべきだと私は思います。大いに議論すべきだと思います。

その時間はしかるべきでそのほうが堂々と上げられますし、それで町民の意見が正当に見てち

ょっとあわないなと我々は議員提案をすればいいのです。そういう形であってもしかりかなと

私は思います。そして大渕副委員長が言ったように、報酬等審議会も活動していれば委員会の

メンバーも変わってくるのですから、やはりそういう声は出てきます。私はそう思います。 

○委員長（山本浩平君） いろいろと意見出ましたが、いずれにしましてもさらにきょう出ま

したご意見を深めてまいりたいと思いますので、できれば次回の日程を決めたいのですが。 

それと、先ほどちょっとこれは議論が深まりそうだなと思ったのが歳費に言及されました。

清風さんは歳費として扱うべき、共産党さんももともとそういう考え方と、私どもも歳費とい

う扱いをすべきという考え方を持っています。この辺についても各会派、報酬から歳費への見

直しをどう考えるかということを次回までに各会派で検討してきていただきたいと思います。

また委員外議員の方もお願いしたいと思います。今は報酬ですけれども、歳費についての考え

方です。 

１月会議か２月、３月、わかりませんが諮問 11 月ですけれどもそれは若干延ばしても構わ

ないというのは、皆さんそれはよろしいですか。それであれば、今ちょっと日程調整上 11 月

23 日の週くらいまでいかないとなかなか空いてないようなのです。19 日に設定したのですがい

かがですか。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） きょう日程調整いたしたいと思いますので、以上をもちまして本日

の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後 ４時００分） 


