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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２０日（金曜日） 

   開  会  午後 ２時３２分 

   閉  会  午後 ５時１５分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．人事院勧告に基づく議員報酬の改正について 

２．定例会１１月会議について 

３．全員協議会の開催要請について 

４．議長の諮問事項について 

５．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．人事院勧告に基づく議員報酬の改正について 

２．定例会１１月会議について 

３．全員協議会の開催要請について 

４．議長の諮問事項について 

５．その他について 

                                         

○出席委員（１０名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 及 川   保 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

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

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

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。 

（午後 ２時３２分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の協議事項でございますけれども、人事院勧告に基づく議員報

酬の改正についてということと、定例会 11 月会議について、そして全員協議会の開催要請につ

いて、それと議長の諮問事項についてでございます。 

それでは、早速１番目から入りたいと思います。 

局長、説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、資料１をご覧になっていただきたいと思います。本年の

８月に正式に人事院勧告が出ました。６月に暫定勧告ということで、期末手当 0.2 暫定に引き

下げるという勧告が出ましたけど、８月に正式な勧告が出たということでございます。まず、

議員に直接かかわる部分でございますけど、資料１の一番下、期末勤勉手当（ボーナス）とい

うことで書いてございますのが、６月は従来 2.25 カ月分の率でございましたが、それが 1.95

カ月に変わると。それと 2.35 カ月分だったのが 2.2 カ月分に変わるということで、６月は 0.2

マイナス。12 月が 0.15 マイナスという勧告が出てきてございます。あとは、公務員に関する

いろんな部分が書いていますけど、それは省略します。 

それと、資料２でございますが、参考で見ておいていただきたいと思います。人事院勧告の

仕組みとことしの勧告の内容が羅列されておりますので、これは特に説明をいたしません。人

事院のホームページからわかりやすいので引っ張ってみたものでございますので、これを後で

一度どういう仕組みで勧告されるかというのをご覧になっていただきたいと思います。 

正式な議論の資料は３でございます。まず、先ほども申しましたとおり、期末手当について

は 0.35 カ月分の引き下げ勧告です。６月が 0.2、12 月が 0.15 月引き下げるという勧告でござ

います。それで、人事院勧告の職員の月例給も 0.22％引き下げなさいという勧告が出てござい

ますが、月例給というのは議員さんの報酬に相当する分ですけど、これについては自動的に下

げるということにはなりませんので、町のほうは来年の２月に一応予定している報酬等審議会

には町長の分も含めてかけるそうです。ただ、特別職報酬等審議会は上げる勧告をしているの

で、どういう形になるかはわかりません。ただ、今回人事院に基づいて自動的に行うのは、期

末手当の引き下げの部分を議会も適用するということでございます。町のほうも６月も同じだ

ったと思いますが、マイナスの部分については期末手当マイナスするのですが、年度当初にそ

れぞれ町も議会も独自削減しているという現状から、町の方針としては、年度当初に独自削減

をしたとして、支給する現給については保障するということにして条例提案が出てくると思い

ます。それからいくと、議員の報酬については、そこにも書いてありますとおり、表がちょっ

と大きく分けて左、右になっていると思いますが、右の部分が人事院勧告における再算定とい

うことで、６月はもう既に支給してございます、1.95 カ月分で。12 月については 2.2 月分で正
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式に算定しますと、議長にあっては 77 万 9,240 円支給なのです。ただ、年度当初 41 万 1,757

円が支給されるということになっていましたので、現給保障ですから、これを保障するとした

場合、77 万 9,240 円に対して 53％の支給率があるのです。当初は 50 だったのです。だから、

現給保障することによって若干率が上がるということです。ですから再算定しますと、議長に

41 万 2,997 円。53％掛けますと、41 万 1,757 円より下回らない金額というと、41 万 2,997 円

になると。以下、副議長も委員長、議員も再算定をし直しますと、副議長にあっては 39 万 8,323

円、支給率 64％ 。年度当初は 60 だったと思います。委員長は 39 万 1,593 円。議員にあって

は 37 万 1,834 円、71％の支給率。当初は 67％だったと思います。若干、３ないし４改善して

いるということでございます。ちなみに人事院勧告６月と 12 月の手当てで調整していますから、

手当でいくと削減額を合計すると、議長にあっては一番右２重括弧の中ですけど、67 万 7,054

円が削減なのです。この削減を率に相当すると 13.10。当初は 15％の削減ですから、現給保障

によって若干緩和していると。もらう額は同じだと、そういうことでございます。これは多分

町側のほうの特別職、一般職の再計算の中でこういうのは出てくると思います。ですから再算

定ですから、現給保障以下になっては困るので、率を掛けたら削減内率は掛けられないので、

多分多少プラスになるのです。ですから、町側が相対の支給額でいくと人数も多いから 100 万

単位とかになりますけど、議員でいくと夏と冬とで総額で 15 人で約９万円ふえると。1,000 円

から 3,000 円違ってくるのです。一人 3,000 円くらいだと思います。３、４,000 円だと思いま

す。そういうことで再算定して 27 日の本会議予定しているわけですけど、そこに議会としても

議会提案していきたいということで、きょう説明申し上げましたので、1 回持ち帰ったほうが

いいのかなと気はしていますけど。 

ちなみに資料４を見ていただきたいと思います。裏見たほうがわかりやすいかと思います。

４条です。正式に人勧が出ましたので、６月は 100 分の 215 になっていましたのを 100 分の 195

に直すと。12月につきましては 100分の 232.5を 100分の 220に直すということでございます。

それに現給保障を不足でさせてもらって、議長 100 分の 50 になっていましたけど 100 分の 53。

副議長にあっては 100 分の 60 になっておりましたが 100 分の 64。委員長、議員にあっては 100

分の 67 を 100 分の 71 に変更する内容の条例でございます。 

1 番目の説明は以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの局長の説明につきまして、質問がございます方どうぞ。

ございませんか。先ほど局長から持ち帰りされてはというお話でございますけれども、ここに

書いているとおり、勧告前の実施削減において現に支給することとしていた総額を確保して削

減率の見直しを謀ったものであるとなっておりますので、きょうの議運の中で決定をさせてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 異議ありませんか。 

前田委員外議員、いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 異議ないです。 
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○委員長（山本浩平君） 異議なしということでございますので、このようなことの条例に関

してはよろしいということでございます。 

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 条例提案ですが、従来からの議員定数ですとか、報酬の部分に

ついては、一応委員会提案ということではなくて、議員提案で過去にもやっているのです。で

すから、議運の委員長に提案者になっていただきまして、会派の代表の方を賛成者にするとい

う形で取り扱いしてよろしいでしょうか。 

無会派の方も賛成だと連ねてということも過去にはあったのですけど、連名してというのは

あったのですが。 

○委員長（山本浩平君） 議員提案というのとで、私が提案者ということで、各会派の代表が

賛同者ということで、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） そういう形でよろしいですね。前田委員外議員もそういう形でよろ

しいですね。 

それでは２番目、定例会 11 月会議についてでございます。 

局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 既に予定だけは通知させていただきまして、24 日議案説明会が

終わりましたら議会運営委員会ということになってございますが、27 日の 10 時に 11 月会議を

開くということにしております。内容は１から５項目ありまして、一般会計の補正予算が１件。

人事院勧告に伴う条例改正、これは議会の部分も含めて４件。財産の取得について、これが１

件。学校のコンピューターでお聞きしております。それと専決処分の報告、工事請負契約の変

更ですので、多分 10 分の１以内の変更ではないかと思っています。それと総務文教常任委員会

の陳情第１号の報告１件という予定をしてございます。これについてはまた 24 日の議会運営委

員会で議論いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議案説明会はいつ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 24 日の 10 時でございます。 

○委員長（山本浩平君） 質問のございます方どうぞ。ありませんか。この日程でよろしいで

すね。 

続きまして３番目、全員協議会の開催の要請についてでございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料５をご覧いただきたいと思います。生活環境課からバイオ

マス燃料化施設の運営状況及び機能改善についてということで全員協議会の要請を受けてござ

います。11 月 27 日本会議終了後させていただきたいということでございます。議会運営基準

の 47 ページをお開きいただきたいと思いますが、47 ページの下のほうに全員協議会の取り扱

いのフローチャートが載っていると思いますが、このような形で上がってくるのは、すべてこ

のような取り扱いをいたします。時間が緊急を要する場合は議長の判断で招集する場合もござ

いますが、基本的に議会運営委員会で経由して議論されると。48 ページにございまして、基本
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的には事前協議に注意をしながらやるということになってございますので、取り扱い基準の中

で精査されていくということでお諮りをしているものでございます。 

○委員長（山本浩平君） この３番目の全員協議会の開催要請につきまして、何か質問のござ

います方どうぞ。特にございませんか。 

前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） ５番目の協議会での対応です。これいつも大きな問題は、定例

会前に協議会出てくるのですけど、５の真ん中に、説明し質疑、意見調整となっているのです。

これはどうなのですか。一般質問なんかは出るかどうかわかりませんけれども、そういう部分

あれば説明報告のみという段取りしないと議会前に全員協議会の中でどうなのでしょう。区分

されているから、あえて私お聞きしますけれども。 

○委員長（山本浩平君） この点について皆様方の意見も聴取したいと思いますけれども。 

局長何かございましたら、まず。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、近々議案提案されるものであるかどうかという部

分の判断があるだろうと思います。従来からは議案提案されなければ、意見調整というか、考

え方もお聞きして、改善していけるものは改善していけるということで取り扱っていたのでは

ないかと思います。ですから、これをやるから一般質問できないということでは決してござい

ませんので、当然出たものはきちんと質問してもよろしいのではないかと。また逆に、そこで

質問してから質問できるというものもあるのではないかという気はしていますけど。そういう

部分で、皆さんでご協議していただければなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今前田委員外議員のほうから、説明のみにしておいたほうがよろし

いのではないかというお話でございましたけれどもいかがですか、この点について。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。従来からこの全員協議会というのは、町側が大きな課題事

項について、議員と議論するのではなくて、少しでもこの内容を理解していただくために事前

に説明するわけですよね。そういうことですから、ここで議論したからといって、これが後日

の一般質問とか代表質問に影響与えるものではないと。従来どおり、できるということで私は

認識しているのですけれども、よろしいのではないでしょうか、局長の説明どおりで。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 局長からの説明にあったとおり、行政側からの説明をもって、それに

対しての質疑また意見をそこで言うということは、それが次の一般質問に制約を与えないとい

うことであれば、次の質問がもっともっとより深いものになって、個人にとっては中身の濃い

ものになるという部分では、いいことだなと思いますけれども。結局、そこでは結論出す話で

はありませんので、ある程度の質疑と意見を聞くという部分については、すばらしい場所だと

僕は思っております。ですから、このとおりでよろしいと思います。 

○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） 従来どおりの理解の上での話ですけど、全員協議会の要請の仕
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方が文書でこうなってきて、この中に意見調整という言葉が入っているから、私はあえて聞い

たのです。過去は説明し報告のみとか、局長言ったような、ほかの委員さん言ったような形で

進めているけど、前回もこの協議会の開催要請の中で、町長が出るべきか出ないべきか、そう

いう部分で議論されているから、そういう形で文書来ていますから、意見調整という言葉が入

っているから、あえて私は言ったということです。その辺だけちゃんと理解していかないと、

後々またあそこで言ってみんな理解したのではないかとか、そういう部分の拡大解釈だったら

困りますから、私は言っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私もまったく同意見です、前田委員外議員に。説明し質疑というなら

いいのですけれども、意見調整というところに丸がついているということに非常に疑義を感じ

ます。ここで理解されたと、議員が。そういうふうに誤解されたら困るので、できれば説明し

報告のみとか、質疑までとか、何かそちらのほうにしていただければありがたいなと、正直言

って思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長、いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 問題は、今まで全員協議会は公式な会議ではなかったのです。と

ころが今は公式な会議ということで、きちんと録音もとられると、こうなります。 

意見調整という意味の問題です。意見を調整してここで合意に達するかどうかということは

あると思いますけれども、原則的に言えば、協議会で意見調整をして、ここの結論を得るとい

うことはあり得ないと、私は思います。ですから、厳密に言えばそういう形になるのであれば、

当然だめなのは当たり前のことです。いくら公式な会議になったとはいえ。ただ、そこで結論

を得て、この後例えば、この間こうやって説明をしたでしょうと。それは同じ説明を聞いたこ

とに対しての説明はあるのかもしれないけれども、私は、そこで結論は皆さんいいと言ったで

しょうというふうなことで、もし理事者側が言ってくるのだったら、それは全然話にならない

話です。協議会とはまったく違うものですから。ですから、私はそういうことであれば、言葉

の意見調整という意味。意見を調整して、皆さんもうこれから質問しないでくださいよという

のならだめだけど、そうでなければ私はきちんと議事録もあり公表もできる、町民にも全部知

らしめることもできるという中身であれば、私はそこで一定限度意見を述べるのは、ただ余り

答弁するのはいかがなものかと思いますけど、質疑の段階、そしてその後の意見調整という意

味が、何の意見調整かわからないけど、その範囲のことではないのかなというふうに私は理解

しています。今までもそうですから。 

○委員長（山本浩平君） 私も今副委員長がおっしゃったことと全く同意見です。 

近藤委員、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） 同じです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員、そのような内容ではご理解していただけますか。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 結構です。説明される役場のほうにその旨をきちんとお伝えしていた



 7 

だければ構いません。つまり、ここでの議員との意見交換は終わりましたよと。意見調整をし

てもらうというような考え方ではなく、今言ったような意見で、こちらのほうはそういうふう

な形で受けますということをきちんと説明していただければ、それで結構です。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回からこれをつけているのです。６番目の協議事項の種類と

いうことで、これは新たに追加したものでございまして、全員協議会が公式の場になって、全

員の運営要綱つくったときにこれを変えたのです。というのは、何で判断するかといったら、

議決を要するか、予算の議決があるか、行政活動ですから予算は必ずついて回るものだと思い

ますけど、逆に言うと議決不要というようなものというのはたくさんあるのです。議決取らな

くても執行できるというもものは。だけどそこで、重要であって説明を受けるのであれば、逆

にやったほうが反映されないですから、逆にそういうところはやるべきだと思いますし、です

からここの記載状況でそれぞれが判断して、議会運営委員会では、これは説明のみ、これはこ

こまでやってもいいのではないかということを、ここは町が決めることではなくて、議会が決

めることではないのかなという気はしますけど。 

○委員長（山本浩平君） そういうことですから、よろしいですね。 

前田委員外議員よろしいですか。 

○委員外議員（前田博之君） そういう形で共通認識されるということでよろしいです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、ほかございますか。この件に関しまして。 

なければ、続きまして３番目。議長の諮問事項についてでございます。白老町議会議員の議

員報酬についてということで、第３次議会改革の項目に掲げた白老町議会のあるべき姿という

ことでございます。いろいろと会派で意見調整もされてこられたというふうに思いますけれど

も。どうでしょう、皆さんどのように進めてまいったらよろしいでしょうか。どちらの会派か

らでも結構です。できれば挙手にて発言をいただければと思いますが。 

この第３次議会改革項目に掲げた白老町議会のあるべき姿というのは、議会改革の取り組み

の中に書いているところでございますけれども、今さら読む必要がないかもしれませんけれど

も、とりあえず読ませていただきます。議会を取り巻く環境は、行財政改革の取り組みや地方

分権が推進する中で、新しい時代にふさわしい議会の活性化と成果を目指す。議員は多様化す

る社会において、多くの町民の意思を反映し、役割を果たすことが必要であり、いかなる議員

定数及び議員報酬が白老町にとって適切であるか、改革期間などにおいて引き続き検討する。 

それでは、私どもの会派で話し合ったことなのですけれども、これは前と変わっておりませ

ん。まず、この内容でお話をすれば定数と報酬のかかわり合いですけれども、定数に関しまし

ては、皆さんもご存知のように、例えばこれ以上各地方議会がいろいろな町村合併等によりま

して、定数削減が余儀なくされる状況になっていくと、もう議員会、いわゆる議員の年金等の

行う組織も非常に厳しい状況になってきているというのははっきりしている中で、それも理由

の一つでもありますけれども、やはりこれ以上議員定数は削減すれば、委員会がさらに一つの

委員会の人数が少なくなってくるという状況になってきますので、基本的に私どもの会派は削
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減は反対ということでございます。 

議員報酬につては、前回と同じ考え方で、審議会の答申をあくまでも尊重すべきという考え

方は変わっておりません。 

以上であります。 

土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） （聴取不能） 

○委員長（山本浩平君） 報酬についてはいかがですか。 

○委員（土屋かづよ君） 報酬も（聴取不能） 

○委員長（山本浩平君） 上げるべきではないという意見ですね。 

新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブも、会派としては尊重して上げるということです。 

定数については、現状がいいということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) まず、ここで第３次議会改革の項目に上げられている白老町議会のある

べき姿というのは、まず皆さんここでしっかり、今委員長のほうで読み上げられたとおりです。

目指すべき姿がそこにあるのですということが、まず１回前提に置かなければならないと思う

のです。そのために、まだ未定ではありますけれども、政策研究会等々立ち上げて、町民の思

いに答えていかなければいけないというところに、今の現段階に議会が取り組んでいるという

現実にあると思うのです。ただし、人口減少という部分も、今後の白老町議会のあるべき姿と

いうことで書いてあるから言わせてもらいますけれども、これからの人口減少も考えていかな

ければならないですよね。その中での定数という部分もやはり考えていかなければならないの

かなと思うのです。またその中で、今現在進められている議会議員としての活動。今後の幅広

い世代にこの議会を引き継いでいっていただくための報酬のあり方。そういったものが、議論

の中で必然的にどうなのかなという部分だと僕は思うのです。そうなると、報酬と歳費。そう

いった話ももっともっと僕たちは勉強しなければならないけれども、今からの５年前、６年前、

10 年前と比べると、今の白老町議会がやろうとしていること。通年議会に始まり、広報広聴常

任委員会を設け、その中で取り組んできているやり方。これはやはり、周りの市町村、全国の

町村をリードする議会。議員のあるべき姿というのをリードする何か動きのような形で動いて

いるような気がします。その中で、では、今の議員の報酬がどうなのかというところに着目し

ていかなければならないのかなと思いますし、今共産党さんからも出ました。今は上げるべき

ではないという話です。僕はすごくそこに引っかかるのです。諮問というのは、確かに期限切

られているから、あの期間の中では上げるべきではないという話なのか。報酬というのはここ

にあるように、議会がどうあるべきなのかということも含めて、僕たちは考えていかなければ

いけない。報酬等審議会というのは、どういう位置づけにあって、どういった形の中でこの方

針なのかということも考えなければいけない。僕はそう考えるのです。であれば、皆さんと整

理したいのは、議会のあるべき姿というのをしっかり議論する。そして、議員報酬というもの
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が今後どうあるべきなのか、ちゃんとここで議論していかなければ、その中で今は上げるべき

ではない。白老町財政の部分を見た場合。また平成 23 年の改革プログラムの見直し等々もこれ

から踏まえなければならないという中で、今は上げるべきではない。でも次期だったらいいの

ですか。次期の改選期だったら上げてもいいという考え方なのか。そうであれば、今の答申の

受け方というのは、随分変わってくるような気がするのですけれども、僕はその辺を皆さんと

議論をして。もし次期だったら考えてもいいのではないかと。僕は辞めるかもしれない。誰か

辞めるかもしれない。新しい人間を入れてくる。その中で新たな白老町議会改革はもう進んで

いきますから、議会運営をできるような状況、環境整備をするべきだという意見があるのであ

れば、この答申を次期につなげられるような結論の出し方というのはないのかどうか、そこを

皆さんと議論をしてもらいたいというか、僕はそう思うのです。 

報酬については、見合った報酬は必要だろうと。白老だけではなくて、今後の町村議会を考

えたときに、やはりそういった議会のあるべき姿、議員の活動のあるべき姿というのが、白老

から発信されて、そういう動きになったときには、それに見合った報酬というのは必要になっ

てくるかもしれない。その考え方には、僕は変わりはないと思うのだけれども、ただし皆さん

から出てくるのは今は上げるべきではないということですよね。ここをしっかりここで議論し

ておかないと、何かうやむやになってしまうような気がするのですけれども、どうでしょうか。

そこを皆さんの意見聞きたいというか。 

○委員長（山本浩平君） 後ほど自由討議をしたいと思います。まずは各会派、時間も経過ご

ざいますので、お尋ねしていきたいと思います。 

清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私ども一昨日、また会派会議を開きまして、いろい

ろ議論したのですけれども、結果的に今回の議長の諮問であるこの部分について、賛成できな

いという形になりました。詳細についてはまた議論したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） きょうは別の形で報酬のあり方とかそういうことをやって、値

上げに反対するのか賛成するのかそっちに置いてという話だったと思うのですが、まずそれに

入っていいのでは。そうであれば、全員協議会でもある程度意見言わせてもらっていますから、

考えはぶれていません。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 今前田委員外議員から言われました、この項目に掲げた白老町議会

のあるべき姿というものはどういったものかというのは、ここで議論するというような内容に

はもちろんなってはいるのですけれども、ちょっと時間の経過もあったものですから、それぞ

れいろいろと考え方も議論されたのかなと。あるいは、先般の登別市議会との懇談会において

も、こういった報酬等の話も出ておりましたのでお尋ねしたわけでございますけれども、これ

からは自由討論をしたいというふうに思います。 

次期につなげるというような考え方を持っていらっしゃる、反対なのかどうなのかというこ

とを含めて、共産党さんちょっともしよろしければお願いしたいのですが、大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。一つは、地方自治体のあるべき姿、議員活動の今後の

あるべき姿というのは、私はきちんと議論をすべきだろうと。ただ、この問題は、今の議長の

諮問との関係で言えば、私は時間的には全く間に合わないだろうという考え方です。それはど

ういうことかというと、今の経済情勢、社会情勢、政治情勢を考えたときに、本当に地方自治

体とは一体どうなのだろうと。今 100 万、200 万という市があったり、2,000 人しかいない、1,600

人しかいない村があったり、そういう状況の中でずっと推移するというふうには、ちょっと考

えにくいと僕は思っています。そういう議論をここでいくらしても、国の問題ですからどうに

もならないです。だけど、地方自治体が本当に生き残っていく。この中で議会が本当に町民の

立場で活動していくというのはどういうことなのかという議論は、私は前回議員の報酬がいか

にどうあるべきかと同じように、私はここを徹底的にやらないと、先ほど出た議会がどういう

役割を果たすのかというところまでは行き着かないと思うのです。片手間でできる中身ではな

いと私は思っています。ですから、プロになるかどうかわからないですよ。多くの意見を聞く

ということで言えば、この間事務局から配られたボランティア議員も、江藤さんだって否定は

していないのです。ですから、そういうことで言えば、私は栗山の議会改革見ても、本当に学

者が自分のフィールドワークのように考えた議会改革の仕方とはいいのかどうかというのは、

私は疑問に思ってきています。非常に疑問が出てきています。それは、この間あの町村の周り

の議員さんと話をしたら、あれは本当かということの疑問が、栗山に対して出てきたのです。

もちろんそれは全部ではないです。だから、私はやはりそういう議論はしなければだめだとい

う時期にきているというふうに思います、まず。 

それと、上げるか上げないか、諮問があったからどうするかということで言えば、やはり町

民と合意を形成する時間が余りにも少ないという問題です。これはやはり、今の状況の中で、

議会だけで本当に決めていいことかどうか。町民との合意。これは私も一番最初から言ってき

たのですけれども、町民との合意をどこかで勝ち取らないで、これを考えるというのは難しい

だろうということが２つ目。 

それから、議員定数は今うちの会派の土屋委員が言ったとおりで、我々は本当に今のままで、

これ以上定数減らして、どうやって議会の運営をするのか。私は減らすというところから具体

的に、こういう運営をすれば、議会はきちんと機能して町民の意見を聞けますし、広く意見を

聞けるというところは具体的にお聞きしたい、私はそう本当に思っています。議会運営をどう

するかという問題です。一常任委員会。一定例会。定例会も議会運営委員会も常任委員会もみ

な同じと。そういうところの話を聞きました、８人、９人の。もう議会ではないです。私はや

はりそうであれば、定数は減らさないで、報酬を上げないほうが、まだ町民の意見は聞けるだ

ろうと、私はそういうふうに思います。ですから、ここのところは具体的に減らすというとい

うなら、減らしてどういう議会運営をしたら減らせるということを明確にしていかなくては、

私は責任を持てないというふうに思います。 

あと、先ほど氏家委員から出た部分ですけど、当然職員の皆さんや町民の皆さんに負担をか

けているわけです。そのことがきちんとしない中で、ある意味濁らせているところもあります、
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職員の給与で言えば、改善されたら云々とか言っていますから。ただ、それはまだ明確になっ

ていませんし、ではその後の分が 28 年までなのか、25 年までなのか。そういう状況がきちん

としていない中で、本当に議員だけ上げることができるのと、合意を得ることができるのか。

町民に負担をかけたまま、議員だけ上げるということに対して説明できるのかと言われたら、

私は説明できないから、それはだめですよと言っているということです。ここのところは、は

っきりしています。 

最後に、この間なぜ、では議員の活動をそうやって調べたかというと、私は意義というのは

すごく大きいと思います、一つの根拠になりますから。上げる、上げないは別にして。ですか

ら、議員活動がどういう状況になっているかということを調べたということは、常識的に見た

ら労働報酬ではないにしても、議員が労働かどうかは別ですから。だから、報酬になっている

のですから。ですから、そういうことで言えば、では、市議会議員はどうして 30 万円以上なの

かと思わないですか。だって、人口少ないです、歌志内だって芦別だって砂川だって市だけど

みんな少ないのです、人口は。だから、そういうところから見たら私は非常に矛盾があると。

ですから、私は対価と見なくても、今の報酬は決して高いとは言えるような白老の水準ではな

いということだけははっきりしています。私たちはずっとそういう議論を積み重ねてきて、そ

こまでの結論に至っていると、こういうことです。少なくとも時間の問題はかなり大きな制約

になっていると。町民との合意を得るということ、話も聞けないという状況の中で、果たして

議会がやっていいかどうかということに対して、私は非常に疑問だということであります。 

以上。 

○委員長（山本浩平君） 町民との合意というのは、議会懇談会、議会報告会、そのようなこ

とを想定されていらっしゃるのでしょうか、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そういうものを含めてすべてです。町民との合意というのは、や

はり僕は全部とは言いません。しかし、少なくとも周りの町民の方々がわかったというぐらい

のものが、一人一人聞くという意味ではないです。だけど、そういう状況というのはわかりま

すよね。僕はやはり、代表であるのであれば、それくらいのものは必要ではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕は今大渕副委員長が言われることというのは十分理解し

ているつもりで、今回の政策研究会等々の話も皆さんとしているつもりでいます。今大渕副委

員長が言われたとおり、では、今の報酬が今後の白老町議会の運営の中で、果たして本当にこ

れが妥当なのかどうかということは、それは自分も疑問だという話はされていますよね。そし

て、町民との合意も必要だと。その合意という範囲がすごくあいまいだと思う。全部がいいよ

と言ったときにできるものなのか。それとも 50％くらいの方々、また 50％くらいの方々が反対、

賛成、そこで合意と認めるのか。だけど、何でもそうですよね。反対が 50 人くらいいて、賛成

が 50 人いて社会というのは動いているのは現実的にあるわけです。ただ、そこで疑問になるわ

けです。そこまでの考え方、皆さん一緒なのです。では、審議会の町議会に対しての評価。審

議会のメンバー、その方々の考え方。そこは、では、皆さんどういうふうに考えているのか。
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僕は、審議会の評価というのは、議会のお手盛りで議員報酬を確かに今後そういう時代が来る

のではないのかという、いろんな意見もあるのかもしれないけれども、議会のお手盛りで議員

報酬というのはこうあるべきということを言える時代が将来は来るかもしれない。でも、それ

は近い将来ですか。今町民との合意を勝ち取るために、それは近い将来なのでしょうか。僕は

この２年間という時間があるのであれば、その２年間の中でしっかり町民の中に入っていくだ

け入って行って、そういった議論もしなくてはいけない。それは言われるでしょう。痛烈な批

判もされるのでしょう。今まで町民の税金も上げておいて、お前たち何なのだという意見もあ

るのかもしれない。でも、しっかりとした町財政の税収のあり方もみんなで考えなければいけ

ないのではないですか。これはあれですか。財政がよくなったからといって、返すのですか、

税収上げた分。僕は違うと思うのです。もっと違う福祉の生かし方とか、あるべき税収のあり

方みたいなものから、ちゃんとしたまちづくりにそれを生かしていくような考え方を、僕たち

は考えていかなければいけないような気がします。であれば、この報酬等審議会の上げたもの

を受けたからといって、僕たちがありがとうございますとうのみにして上げられるものではな

いと、僕はそういうふうに考えています。だから、今後のあるべき姿をここでしっかり考えま

しょうと。議員報酬というのは、今の財政状況から見たら上げるべきではないですよね。でも、

将来はそうではないと思うという意見が出てくるからです。出てくるから、ここで審議会の答

申をどういうふうに僕たちがとらえたらいいのですかと。そこを皆さんに聞きたいというか。

答申は答申として受けられるのではなく、でも今はそうではない。それを報酬等審議会のほう

に何か伝える方法があって、そういった時期を、今時期尚早だと言うのであれば、審議会の答

申も生かすことができて、何かそういう手段がないのかどうか。審議会の答申は受けられない

というのは簡単だと思うけれども、それでいいのでしょうか。僕はそこがすごく疑問なのです。 

○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。一つは、審議会も町民の意見をきちんと聞いて答申し

なくてはいけないという部分があります。ですから、町民の意見総意だというふうに、我々が

審議会に対して思えるかどうか、それは個々の問題ですから私はそれ以上言いません。 

もう一つは、町民の合意を得るというのは、何も全員からもらうとか、50％だからいいとか

51％だからいいとかではないです。我々が町民の中に入ったときに、きちんと説得し話ができ

るような中身のことです。なるほどみんな町民は理解している。それは、我々が感じることだ

と思うのです。必要であれば、例えば今回の財政改革のときは、我々は町民に負担をかけない

けれども、町民の中に入って行って説明しなければならないことだってあるでしょう。それは

同じことです。だから私は、そこはそんなに厳密に考えていないのです。町民の合意を得ると

いう意味は。そんなに難しく考えていない。ただ、我々が本当に町民皆さんの中に入って聞き

ましたよというものが、アリバイでなくてやはりないとだめです。これはやはり私はつくらな

いで上げるというのはまずいなというふうには、私は思います。それから、審議会は町が審議

会に審議をしてくださいというふうに言ったのです。議会ではないのです。だから、我々が審

議会に説明する必要はないのです。だから僕が言っているのは、議会が判断をすべきこととい
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うのは、最終的になったら前田議員がいつも言っているように、本会議になったときにここが

判断するのです。これは会派があろうと何をしようと、それは事実なのです。諮問しているの

は町なのだから、我々議会に諮問しているのは議長なのだから、そこは一緒に考えてしまった

らだめです。議会は議会としての考え方を示さなくてはだめなのです。審議会に対して我々が

考え方を示すのではないのです。審議会に対して考え方を示すのは町ですから。そこは、僕は

違うと思います。ただ、その次に出てくるとか出てこないとか、それはそちらの考えで、必要

であれば何回でもやるのです、そういうことというのは。僕はそう思います。そうしたら、議

員の皆さんが上げないと言ったから、未来永劫絶対上げない、町も絶対上げませんとなるもの

かと。僕は違うと思う、そこは。それは考え方の違いですから、私が思っているだけのこと。

だけど、審議会というのは町がお願いしてやっているところなのだから、我々がやったという

ことではないのです。だから僕はそういうふうに言うのです。そこははっきり区別して僕は考

えています。ですから、今議論しているのは、議長の諮問に対しての議論ですから。ですから、

議会の今やっている活動が今の報酬に合っているのかどうかということは私はやっておくべき

だと。それでいけば少なくてもあってはいないということは、私ははっきり言えますから。そ

んなこと言っても何も恥ずかしくはない。だけど今上げるかどうかというのは別の話でしょう。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ほかの皆さんの意見をいっぱい聞かせていただきたいと思います。上

げるか上げないかという議論は別だと今言われたけれども、議会としてはいろんな部分、取り

組んでいますよね。でも、今の白老町議会で取り組んでいる内容について、今の報酬が妥当か

どうかというのは、そうではないという考え方をしますよね。みんなそういう意見である程度

のところまで来ていますよね。でも、これは将来的なこと。いいです、議会で考えましょう。

そうしたら、報酬等審議会が今までずっと議員報酬だとか町職員の給与関係については報酬等

審議会というのがあって、そこがある程度評価をし、そして議会も今までずっと上がってきた

のですよね。大渕副委員長が言われた５万数千円のときから始まって、今こうなっているので

すよね。今までは議論したことがないのですよね、はっきり言って、議会の中で。こんなこと

に対して。本会議では議論しているかもしれない。でもそこで議論をして反対なら反対と、皆

さんいろんな意見があって今まで来ているのかもしれないけれども、でもそれが今回そういう

機関だということで、僕たちも押さえていたものですから、報酬等審議会というのが。まして

や議会議員報酬というのは、お手盛りではだめだよということでもって、ずっと頭の中にイン

プットされた。そこは外さなければならないけれども。でも、そういうところがあるのです。

いくら財政状況が厳しい、何したと言ったって、今形になって出てきて、こういう問題だから

こういう議論しているのかもしれないけれども、今までだってあったのではないですか、そう

いう問題たくさん。でもその中でも、僕たち議会の中では報酬等審議会からの意見があって、

初めて議員報酬にも手をつけられた。そういうことがあって、僕たちの活動がなってきたとい

うのも現実にありますよね。これを否定していいのかということなのです、実際。審議会の今

回だけではないでしょうと。次も出てくるかもしれないという意見もあるかもしれないけれど
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も、審議会のメンバーの人達だって、今回のこういった町長からの諮問を受けて、いろんな議

論をしたのではないでしょうか。ましてや特定の人達だけではないですよね。確かにそこに、

今大渕副委員長が言われたとり、町民の総意がそこにあるのかどうかというのは、また別かも

しれない。そういった活動もしなければいけない。そうすると、町から委託された審議会のあ

り方すべてを、僕たちこれから検証しなくてはならないとなりませんか。ちょっと行き過ぎか

もしれないけど。今回は僕たち議会に対してのそういう諮問だから、ここまで真剣に議論して

いるのかもしれないけれども。ただ、審議会のあり方みたいなものが、今後どうあるべきなの

かということも、ちゃんとやっていかないとならなくなるのではないかと僕は思うのだけど。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の話だけ。諮問をしたのは町で、答申を受けたのは町なのです。

我々ではないのです。だから、我々がどうして審議会のことを考えなくてはいけないかという

ことになるのです。例えば、今回議長が諮問を我々にしなかったら、この議論は何もしないで

本会議に一発出てくる話です。それでは困るから議長が考えて諮問をしたというだけの話です。

だから、僕はそこで審議会のことまで考えてしまったら、議会としての役割は違うところに行

ってしまうと、私は思っております。はっきりそこは。そのことに対してありがたいとか、あ

りがたくないとか、認めてくれたとか、認めてくれないとか、そういうことに対する評価は僕

は持っています。だけど、そのことをここで議論するのではないのです。あくまでも議長の諮

問に対してどうなのかという議論をしないと、審議会の皆さんがどうだとか、こうだとかにな

ってしまったら、もうこれは違う議論なのです。町が考えるべきことなのです、そのことは。

そこだけは言っておかないと、ちょっとまずいかなと思って、それで言わせてもらいました。 

○委員長（山本浩平君） 議長にお尋ねします。この諮問された７月 21 日の、あくまでもこれ

は答申を受けているわけです。既に審議会の答申が出されていることから、議会運営委員会は

早急に議会全体の考え方をまとめて示されるよう、ということで諮問いたしますということで。

あくまでも審議会の答申についてのことを言及されているのです。しかも関係資料ということ

で、審議会の内容の資料をつけて、諮問を議運にかかっているわけですから、これが全く関係

ないということにはならない。逆に僕はこれをベースにして話をしなさいということで私は受

けている、そういうつもりであるのですけれども、いかがですか、議長。 

○議長（堀部登志雄君） その件について、私の諮問した立場でお話ししますと、先ほど副委

員長が言われた、この答申がそのまま町に出ましたよね、報酬等審議会から。それで、町のほ

うでその答申に基づいて次期に上げられるだろうという中で、そのままにしておけば一発出た

時点で皆さんが判断して決まるものだと。それでもって、我々がそのほかに当初から通年議会

をやるときに、この２年間で報酬と議員の定数については議論をしましょうという課題もあり

ました。だけども、それもやらなければだめだという中では議案が上がって、そこで白黒つい

たらもう議論しなくても終わってしまうのです。どちらになっても。もう報酬等についてはそ

こで終わってしまうわけですから。そういうのを含めてやはり前倒しで議案は出てくる可能性

が大だという中で、一発そのときにやるのも一つの手ですけれども、くどいようですけれども、
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２年間かけて定数と報酬を議論するということになっているから、報酬だけは前倒しで議論し

てもらうために諮問したというのが２つの大きな理由です。 

ですから、先ほど委員長一つ言いましたけれども、やはり２年間かけて、任期で議論しまし

ょうと言ったのが、それによって結論出てしまいますから、議論を何もしないで議案出たとき

に、皆さん一発で賛成反対と言った時点で、議論しないうちにそれで方向が決まってしまうと

いうことだから、それで諮問して皆さんこれについて議論していただこうと。だけれども、最

終的には本会議でもし条例が出てくればそこのところで議員個々が判断して、賛成反対でつい

てしまうわけですから。だけれども、その前段でこういういろんな議論をして、そうした中で

望んでもらうべきだという私が判断してということですので。 

○委員長（山本浩平君） ほか、皆さん何か、この際ですので活発なご意見を述べていただけ

ればと思います。 

もう一点いいですか。私先ほど大渕副委員長から出されていた町民への負担部分という、３

つ理由をあげていらっしゃいましたけれども、その３つのうちの１つ。町民への負担部分があ

るというお話なのですけれども、具体的に言うと町民への負担部分というのは、固定資産税と

町民法人税、そして使用料、手数料の値上げということになっていると思うのですけれども、

ほかにもしかしたらあると思うのですけれども、固定資産税なんかを例にとりますと、これを

原案出された部局の方と前に話したことあるのですけれども、いわゆる財政の状況がよくなっ

たらもとどおりにする意図は、気持ちはあるのだろうかという話をしたことがあるのですけれ

ども、一切ないということだったのです、実は。そのときの話、なぜかというと、ほかの市町

村が当たり前のように取っていた都市計画税を、白老町は取るべきものを取っていなかったも

のだから、それを固定資産税という形の中で取ることにしたから、これはもとどおりにすると

いう考え方は基本的にはないというお話を当時いただいていたのです。それらをかんがみます

と、では、町民への負担部分というのは、これから将来確実に減らすことはできるのかとなる

と、これは僕は難しいのではないかと思うのです。そう考えると、いつまでたっても対価とい

う言い方がよろしいかどうかわかりませんけれども、今の活動の内容に値する対価というのは、

いつまでたってもこれは議論できなくなってしまうのではないかと思うのですけれども、この

点についていかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 一つ、固定資産税は実際にどうなるかはわかりません。ただ、副

町長の答弁では一定限度常率に戻すという答弁ちゃんとしていますから、私の質問で。答弁し

ているのです、理事者が。正式です。戻さなかったら、理由をきちんと。私たちが納得できる

ようなことを議会答弁をしているわけですから、それはきちんとした形でなかったらだめだと

思います。担当者とは違って、公の議会で副町長が答弁しているわけですから、まず一つ。 

それから、例えば下水道料金というのは、水道とこれは差しかえができる中身が条件として

あるということが一つあります。それから、改革プログラムの中ではもう１回上げることにな

っているのです、下水道。それは皆さん承認したのです。ですから、２回目に上げる部分は、

僕はまず上げるなと言えというようにこの間も質問しています。検討するという答弁だけど。 
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ですから、私は町民が負担と思うかどうか、だから私はこれからの地方自治体のあるべき姿

と言ったのは、ある意味で言えば今山本委員長が言われた都市計画税との関係等々で言えば、

そういうふうになる条件というのは、僕はたくさんあると思っています。自分自身で。だけど、

それは町民にちゃんと納得を得なければだめです。何度か公の場で町長はそういうことを言っ

ていますから。町民負担は何らかの形で軽減すると言っているわけですから。それは町民が納

得する形でやらなければだめです。ですから、そういうものが出ていないから、現実的には。

では、今のままでいったら下水道もう１回上がるということになるのです。私はそんなものは

やるべきでではない。財政が若干でも好転したら、それはまず先に上げるという部分は上げな

いと。もうこれは上げたら一桁台くらいになるはずですから、白老町の下水道料金は。今２回

目上げたら。もう１回上げたら。 

○委員長（山本浩平君） 上げるべきではないということですね。 

○副委員長（大渕紀夫君） そうです。だから、そういうことはいくらでもできるということ

です、財政が好転すれば。だから、町民に対して納得させることは、私はできるというように

思っています。そういう中身なのです。だから、未来永劫町民が納得しないということは、僕

はあり得ないというふうに思っています。当然、我々の活動を見ていて、少なくても審議会の

皆さん方は、そこを認めたわけですから、我々の活動を。だからそれは、町民全体には残念な

がら現段階ではなっていないというふうな僕は理解で、我々の議会はそういうことでは一生懸

命頑張っているのですから。そういう形でいくのではないかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 多分どこかで線を引かないとこの議論は平行線です。審議会の考え方、

審議会がどうなのかという考え方が、まずそこでずれますよね。この考え方が、まず報酬を決

定する議会の理想、未来永劫にわたってという言葉だとか、いろいろなものが出てきますよね。

将来的なものだとかいう言葉が出てくるけれども、それこそ大学の先生方の僕たちはいろんな

講義を受けたりする。あの先生方の言うことというのは理論、理想です。では、誰がそれを証

明するのですか。証明しようとしているのは、今白老町議会なのです。僕はそういうふうに思

う。その白老町議会の部分。確かに理想論を掲げて、報酬等の考え方もいろいろ書かれてくる。

書かれてくるけれども、現実論に入っていかなくてはいけないのです。現実にどうなのだとい

うことに向かっていかなければいけないときに、僕たちが評論家でいいのだったら評論家で終

わると思うのです。本当に真剣に考えていかなくてはいけない。現実的にこの５年、10 年後、

本当に今までやってきたこの議会運営が盤石なものになっていくのかどうかということ。本当

にここに若い人達が入ってきてやっていける。そこを今山本委員長も言ったかもしれないけれ

ども、僕たちはしっかりそこで残していかなければいけないと思う、この考え方だけは。 

確かに、町民の合意は必要。でも、それを理解させるために、議会というものが意思を持っ

てちゃんと動いていかなければいけないというのも現実にあるわけです。現実にある意思を持

とうとしているのが今なのだと、僕は思うのです。確かに理想論で、そこに僕は固持したくは

ないけれども、でも現実にそれを実行に移して先生方の言っていることを実証示して、ここで
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実行しようとしているのは僕たちだと思っているのだけれども、これ以上は余りにも理屈ぽく

なるから、これ以上言わないけれども、でも審議会のとらえ方も全然違う。でもこれ以上行っ

たら議会での議論は大体おさまっています。報酬のあるべき姿というのは見えています。議会

のあるべき姿も、今ここでみんなで聞きました。あとはここで話は終わって、審議会に受けた

答申について賛否を問うだけの話なのかどうか、ここでちゃんと話をしないと、これ以上何回

言った話はまとまらないでしょう。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 答申は町なのです。議会でないのですから、その答申のことの議

論をここでする必要はないのです。そういうふうに言ってしまうから、氏家委員が言っている

ようになってしまうのです。答申はそうやって言っているのです。だけど、議長が言ったのは、

議長が言ったような形で諮問されているわけだから、その中で何ぼ話をしてもいいのです、答

申の話をするなと言っているのではないのです、僕が言っているのは。だけど、そこに対して

云々とかということではないのです。そこをちょっと違っているのだと思うけど。 

○委員長（山本浩平君） では一たん、ほかの意見も伺いたいと思います。 

それでは、ただいまから休憩に入りたいと思います。 

休憩 午後 ３時４３分 

                                         

再開 午後 ３時５９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。 

それでは、いろいろと議論あると思いますし、それぞれの考え方ございまして、温度差もあ

ると思いますので、きょう改めて資料提供ございましたので、これについて局長のほうから間

単に説明いただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、きょう上げたのは、基本的には３次改革で掲げてある

議会のあるべき姿。要するに議員報酬のあるべき姿の議論に参考になるのではないかというこ

とで配らせていただきました。前回、これの小さい判で何枚か配られている。あれより枚数は

ふえていますので、基本的に了解しておいていただきたいと思います。 

まず２番は、大きく２と書いてあるのは、これは議会が本来果たす役割を持っていて、それ

が分権時代にどのように変化していかなくてはならないかという、外部環境、政治環境、内部

環境と書いていますけど、それを若干書いていまして、だから一番下の住民に開かれ、住民が

参加する、いわば住民と歩む議会が必要であるということになってくるのではないかという気

はします。 

それと、５番目。次の５ですが、だから住民に開かれて、住民が参加する、歩む議会という

ことで、住民が議会にかかわってくることによって活性化するという考え方が書いています。

まさに今うちが進もうとしている姿です。住民参加は町長の専売特許ではない。むしろ議会が

やるべきだという書き方をしていて、うちが広報広聴の委員会つくったのは、こういう全然理

に反してはいないのだろうと思いました。 
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それと６番目は、これは議会本来の役割を果たすというのは、公開で討論をして問題点、対

立軸点を明確にして、新たな民意をつくり出すということと書かれているのです。ですから、

討論が必要ですよと。一般的に普通の議会は首長と議員が質疑、質問している場になっている

けど、本来は議員同士が討論をして、決定機関である議員が討論して、新たなものをつくり出

していくという必要性があると書いてある。 

７番目です。その討論をやる意味みたいなものが書かれています。議員同士の自由な討論を

やるべきだという趣旨です。ちょっと飛びますけど、こちらから報酬のほうになっていくので

す。85 と書いてあるのですが、これは議会改革の 100 のポイントというがあって、その中に入

ってくるやつなのですけど、85 番は皆さん出ているように、専門職とボランティアの対比。そ

れはどちらを選択するのはその議会でしょうけど、アンダーライン引いているところ。専従職

だから報酬という議論であって、専門的な能力を有するから報酬をという議論ではないと。87

のところで書いてある報酬には２つの考え方があるという考え方です。議員には学識経験が必

要という立場は議員を専門職として描き、生活給に近い保障が必要となると。さまざまな人々

の視点が必要という立場は、議員をボランティアとして描き、最低限の費用弁償をした上で兼

職、副職への配慮も必要となるという発想であるということで、その前のほうにいくのですけ

ど、議員は専門職ではないという両方の資質を持ち合わせるものだと書いてあるのです。市民

性と専門性は両方持っていないと議員さんはできませんと。できないとは書いていないですけ

ど。それと 86 は、俗にいう公選制であるから、地方歳費という議論が 86、88 に書いてあると

いうことで、多分これは今ざっと流れを説明しましたけど、議会の目指す姿とそのための報酬

という、参考になるのではないかなと思って開かせていただきます。 

私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） きょうのテーマにかかわるようなこの第３次議会改革の項目に掲げ

た白老町のあるべき姿ということで、今局長のほうから参考資料の説明を簡単にいただきまし

た。このあるべき姿について若干皆様方のご意見伺えればというふうに思うのですけれども。

いかがでしょうか、どちらからでも結構なのですけれども。逆に質問でも構いません。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 局長、大きな５の 20 ページ。図が出ているのです。こういうわかりや

すい図が出ているのだけれども、右側に枠外れて議会となって。この丸の中でこういう形とな

って、この辺りになると住民参加の充実によって、議会を蚊帳の外にとこれは。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほど言ったとおりで、これは三鷹市の。議員はいらないとい

う書き方です。 

○委員（及川 保君） こういうことがどんどん進めばですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 三鷹市というのは、市民とのパートナーシップ協定。そういう

ものをつくっているのです、多分。ですから、市民プラン 21 という議会と類似したようなもの

をつくって、広く住民の意見を聞こうとしていると。ですからここで住民参加をしなければ、

議会は蚊帳の外に置かれて、政策研究会でも同じ議論があったのですけど、議会懇談会やって、
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外に聞きに行って、それを持ち寄って町長に出すのだったら町内会と同じでしょうという議論

があるのです。議会は何をするのというのが、今政策研究会で議論しているということなので

あって、そういうことの意味合いだだろうと思います。こういう部分を理解して議論するのと

しないのとでは、随分違うのかなという気はしますけど。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。やはり、今及川委員聞かれたところ、この市民プラン 21

会議の中で、住民は全員公募ということになっていますけれども、これはあくまでも例えば 50

人いたら 50 人ともプラン 21 の委員になって、行政がここからの意見を集約するという形なの

ですよね。ということは、この人とこの人とこの人と選んでいって、行政側が自分たちの気に

入った人だけを集めてやるということも、反対に言えば可能になるということですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは三鷹市の基本構想の中に入っている、こういう住民参加

をやりますという図式なのです。ですから、どういう方法でやられているのかはわかりません

けど、多分全員公募ということは広く集めるので、公募の条件をつけるのだろうと思います。

ただ、白老町もこれと類似したことはやっているのです、既に。委員会に公募制を入れていま

すから。総合計画も公募制を取り入れているし、自治基本条例つくったときも公募制一部、全

部ではないですけど、公募制やっているということで。これはもう行政の流れになっているの

は間違いないです。ここで言っているのは、行政がこういうことをすればするほど議会はいら

なくなってくるよということ。逆に住民参加というのは首長の特権ではなくて、議会がやるべ

きだよということをここでは言っているということです。だから、これは間違いなく今うちが

やろうとしている方法ですけど、まだ多様な方法はあると思いますけど、懇談会みたいなもの

はこれに十分対応できてくると。今の学者だとかの流れというのは、多分にこういうような意

味合いですし、今どんどん先を行こうとしている議会はまさにこれを進めようとしているわけ

です。だから、今まで議会活動にない分野を進むような形になるのです。というのは、今まで

だったら首長の質疑、質問でやり取りしているだけでしたけど、それとは別に議員同士の討議

も入ってきましたよと。外に出てきました、住民の声を取り入れる仕組みをいっぱいつくって

きますよといったら、必然的にやはり専門化に近いふうにならざるを得ないのではないかなと。

だから、ここにも一番最初に書いてある、それは分権の流れでありますよということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。ここの中には書かれていないのですけれども、新しい地方

議会のあり方として、分権委員会が前に誰かが話していたのをちょっと聞いたときに、今の地

方議会が、今の国会と同じような議会の形でいいのかとか、もっと多様な議会の形があっても

いいのではないかというような言い方したのです。どんな議会ですかと、ちょっと私もよくわ

からなかったのですけど、何となくこういうテーブルで、こういうような形の議会でもいいの

ではないかというような言い方したのですけど、その言い方というのは、つまり先ほど議員同

士の自由討論の意味というところに、７番目のこういうところに集約されていくのでしょうか。 
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○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に、国と地方議会というのはまるきり違うのです。国は

議員内閣制ですから、選ばれた議員の中から首長と称される内閣総理大臣を選ぶのです。です

から与党、野党とあるのです。選ぶ母体になっているのが与党であって、その反対が野党とい

う。地方議会は二元代表制といって、首長と議員を選ぶのです、別々に。だから、そもそも違

うのです。ですから、基本的に地方議会に与党、野党はないのです。ここにも書いてあるので

すけど、逆に言えば、行政側が執行権を持っている与党だとすれば、議会はチェックしなけれ

ばならない野党なのです、本来は。そういうふうに言っていいかどうかわかりません。ただ、

それは行政も議会も目指す方向性はそんなにずれていないので、政策によっては賛成、反対と

いうのがあり得るでしょうけど。ですから、基本的に議決機関ですから、最終的な決定権は議

会にしかありませんので、国会は内閣が出すのですけど、与党、野党とあって。結局議員さん

が政策を組み立てていくのです。うちは首長が出してくるのと、議会が出すもの。多くは首長

が出してきますけど。最終決定は首長ではなくて議会しかないのです。ですから、合議機関の

役割を果たすということは、お互いに自由な討論をして、歩み寄るところは歩み寄る。ですか

ら、討論によって住民の新たな考え方を掘り起こすというように書いてあるのですけど。だか

ら、議会が議論することによって、町民がそれを見て新たな民意をつくっていくということも

あるのです。今言われているのは、国会模写の対面式ではなくて、コの字型がいいと言われて

いるのは、要するに執行機関入らなくてもいいということなのです、物の書き方では。今の地

方自治法では、議長が必要なときに説明員として出席を求めるのです。ですから、基本的には

入る必要がないということなのです。議員同士議論すればいいという考え方なのです。議案提

案して、議案説明終わったら退席しても首長側は何もあと賛否取るだけです。関心あるだけで

あって、あと、本来であればそこで 1 件 1 件の議案に対して議員同士が意見をぶつけ合って賛

否取っていくというのが本当の姿だと思いますけど。だから、昔は討論が重要だよと言われて

いたのは、そういうことではないかと。ただ、今の仕組みの中では自由討議というのが新たに

取り入れてやっているというところもありますし、そういうことではないのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員、よろしいですか。 

ほか、質問でも結構ですし、これらの資料をご覧になった上での感想でも結構でございます。

何かございましたら。 

この 191 ページ、大きな 87 と書いてあるわけです。この資料の中に書いてあるのですけれど

も、報酬には２つの考えがあるということで、議員には学識、経験が必要ということで、専門

職として描きと。生活給に近い保障が必要となるということで、もう今では片手間ではなかな

かできる状態ではなくなってきているというのが現実でもあり、そういうようにこれからもな

っていきますという、先ほど局長の説明がありました。しかしながら、生活給に近い保障がさ

れているかというと、今はなかなかそうではない状態だと思います。 

それともう一つ。さまざまな人々の視点が必要という立場では、議員をボランティアとして

描き、最低限の費用弁償を保障した上で兼職、副職への配慮が必要となるという発想であると
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いうことで２つの考え方、両面必要ですというような私は受け取ってはいるのですけれども、

白老の場合はこの兼職や副職への配慮という意味では、最低限の費用弁償ですとか、これから

いろいろ議論することになると思うのですけれども、政策研究会立ち上げた上で政調費、これ

らも今全然ないわけです。この辺もやはり検討していくべきだなというふうに、私はやはり思

いますし、先ほど議員総会の中では、ちょっと私が言葉足らずなばかりに、ある議員から非常

にお怒りの意見を賜りましたけれども、私は世代交代という言葉で多分カチンと来られたなと

いうふうに思ったのですけれども、この世代交代というのは、私も含めて来年になると一番年

代の低いのが 50 歳になるわけです。昔を皆さん思い出していただきたいと思うのですけれども、

30 代、40 代でも挑戦できる、そういう仕組みづくりというか、昔はそれでもいろんな社会の環

境からいっても出られたわけですけれども、今はそういう状況ではないという中で、その環境

づくりというのを、今現職の議員がやはり責任を持ってやるべきではないかという意見で、先

ほどそういう思いで申し上げたつもりなのですけれども。その一つとして、やはり今の報酬に

ついては対価ではないなという考えの中から、若い人達が挑戦できる一つのものとしては、こ

れは上げるべきだと。率直にうちの会派は統一した意見で考えております。 

以上です。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 今委員長の考え方、私も実は全く同感であって、第３次の議会改革の

中で会派の中で皆さんにお諮りしたことなのですけれども、定数削減と議員報酬の見直しはき

ちんとやるべきだと、こういう形で３次の中でも出させていただいたのですけれども、私の経

験からいっても、当時のこの環境からいくと働きながら出られる環境では間違いなくありまし

た。現状の中で、今の議会の状況だと多分働きながらは難しかったでしょう。当然、会社の仕

事もやっていまして、そういった中で兼務という形で６年ぐらいまでやらせてもらったのです

けれども、今の白老町議会の姿を見ていると、働きながらというのはまず非常に厳しいなとい

うのは、間違いなくそういう形になっております。であるから、将来にわたってこの町議会が

きちんとした専門職とは言わないまでも、やはりこの資料を見ていますと、きちんと職権を持

った中でやることが住民福祉の向上だとか、いろんな住民との交わりも含めて、きちんとした

議員の報酬体制というのは必要だなと、私はそういう考えではおります。結局は、年金者か、

それ以上は言いませんけれども、そういう形にはなっていくのだろうなと、こういう思いでは

おります。そういった危機感から、そういう第３次の中に提言をさせていただいたということ

なのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 第３次議会改革の中で取り組むべき定数また報酬の問題については、

議会のあるべき姿を議論しながら今まで来ていると思うのです。その中に議会のあるべき姿、

何をすべきなのかというところから始まって、施策研究会等々の発想も出てきている。通年議

会もそこから始まっているというふうに考えると、これから白老町議会があるべき姿というの

は、そこをしっかり充実させながら、町民の意見、要望をしっかり。バッチをつけて先生と呼
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ばれるような世界ではなくて、本当に町民のリーダーとして、そこに壁をなくして入っていっ

て、いろんな意見を聞いてくるのだと。聞いてそれをどう具現化していくのかというところに

集約されていくような気がします。そのために費やす日数であったり、議会活動はそういう形

になってくるのだと思います。それが、第３次議会改革で問われる議員活動だとか、定数だと

か議員報酬という問題について、今皆さんも今のままではそれは違うと思いますよという意見

があるのであれば、それは第３次議会改革の議会としての意見として取りまとめられますよね、

委員長。僕はそれでいいと思います。それ以上の議論になると、その次の話になると、なぜ今

報酬の話を議会でやっているかというと、議長が、報酬等審議会が町長に出したものを、議長

が議会の中で議論しているから、そこで切り離して考えるのだよという部分で、でも切り離す

ことはできないですよね。第３次議会改革の中で、平成 23 年までには議論するということにな

っているわけですから、だから切り離して考えられないのかなと。答申は答申で、それを町長

がどういう判断で議会に出してくるか、それはここで議論するべきではないのかなと僕は思い

ますし、第３次議会改革の中で、議会がどういうふうに、今後の議会活動を考え、議員報酬に

ついて考え、定数について考えてということは、ある程度皆さんいろんな議論を尽くしている

のではないのかなと僕は思っています。これからの話というのは、別の話になると言われると

これ以上話できないので、また次の方向性については、今後こういうことについて会派の中で

話し合ってくださいとかいう話がないと、会派の中では話はできないというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 正直、今後どのように進めていくのがベターなのかというのは、私

もちょっとよくわからないところでもあるのです。やはり、議長から諮問を受けた以上、この

報酬等審議会から上がってきていることについての議論をできる限りしなくてはならないのか

なというふうに思っていますし、きょういただいたこの資料をもとに、改革の項目に掲げた議

会のあるべき姿は何なのかということを議論を積み重ねたとしても、では町側から上程されて

きたときのどのように方向性を出すかということには、なかなかこれは決められないような気

がします。今までの議論を聞いていても。ですから、どのように、逆に皆さんにお諮りしたい

と思うのですけれども。徹底的に議会のあるべき姿というのを議論しますか。今の財政再建中

のことを一たんは頭から外してです。それであれば、この議会のあるべき姿というのを議論は

できますけれども、どうしてもそこに行き着くところございますよね。この上程が上げられる

ことについて、どうしようかということになってしまうと。それは各会派の先ほどの意見を伺

っても、必ずその部分が出てきているというふうに思います。はっきりと現在の経済情勢です

とか、あるいは財政再建中としてタイミングが悪いというのが清風クラブさんはそのようなご

意見でございますし、共産党さんもそのようなご意見だったと思います。 

前田委員外議員のご意見を伺おうかと思うのですけれども、どうですか、進め方も含めて。 

○委員外議員（前田博之君） 先ほど私休憩中言いましたけれども、議長からの諮問は諮問で

ある程度ここで整理していかないと、基本的に今議論されていることは出て行かないと思うの

です。そして、先ほど大渕副委員長話していましたけれども、私もこの委員会で前からそうい

うことを言っているような言い方で１、２の部分は議論しなければいけないところありますけ
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れども、基本的に今局長からこういう資料あったし、前に調査会答申についても報酬なのか歳

費なのか、議会として決めなさいとこう言っているのです。そうするとやはり、今言っている

報酬等審議会からあったからどうかというのは抜きにして、本来私たちとすれば対価ではなの

だよと。それとも生活給にしましょうと、だからこういう理論づけをしましょうと。そして、

先ほど言った活動については、これも資料配られているけれども、どこまで我々の公的な活動

範囲にしなければいけないのかと、そういうことを整理して、そしてその中でここにも出てい

るけれども、専従化するのか、ボランティア化として定数どうなのかとか、そういうことを、

基本的なことを大いに議論しなければいけないと思うのです。これだけの資料もらっているの

ですから。それは、今の報酬等審議会からきたからというのは抜きにして、どうしても話は回

ってくるのです。ですから、何回も言うようですけど、それはそれで整理してしまえばいいの

です。多分意見まとまらないと思います。そして新たに第３次議会改革で言っていることをや

りましょうと。登別だって、今これから議会基本条例の中でも議員定数、報酬の中には地域の

特性を十分幅広い市民の意見を聞き、開かれた議論と言っているのです。栗山もそうです。白

老も議会改革やっているのですから、そういうことをちゃんと工程表をつくって、どうやりま

すということをやったほうが広く見えてくるのではないですか。今何か身内の中で審議会が言

ったから上げなければいけないだとか、どうのこうのではなくて、今僕が言ったことは議論尽

くされていないです。そういうことは理想というのかわからないけれども、やらなければいけ

ないのです。それによって、仮に先ほども出ていましたけれども、審議会上げなくてもいいよ

と言っても、ここで議会の責任のもとにこうでないですかという形の行動をとらなければなら

ないときがあると思うのです。そういうことをちゃんとやったほうがいいのではないですかと

言っているのです。それでいうと、結果的に報酬等審議会の時期に来てしまうから、早くしな

ければいけないだとかどうだとかなってしまうけれども、やはりそれは整理していかないと。

11 月に延ばして、12 月に延ばして３月に延ばしても同じことです。ですから、それは整理しな

ければいけないと思います。そして、本来の議論をすべきだと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） どうですか皆さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 一つは、議長の諮問については、いずれにしても結論を出さなけ

ればだめなのです。これはやらないわけにはいかないのです。だから、これはやると。どうい

う形でやるかは別にして、やる。今言われた議会のあり方についてということでの議論をする

としたら、今の改革項目、例えば倫理条例の見直しから何からみんな上がっているのです。そ

れでも前の段階での議論がやられている段階でしょう。それを全部平行してやっていて、その

上で政策研究会の小委員会までやったらどんなことになるかと。私が心配しているのは、そう

いうことも心配しているのです。だから私は、一つは議長の諮問に対する、諮問されたのだか

ら答申しなくてはいけないのです。そのことはきちんとまず期限切ってやるならやると。その

後、では３次の改革の中で何を優先的にやるのかという議論をきちんと詰めて、そしてやらな

いと、あっちもこっちも、倫理条例だって足掛かっているわけだから。それでももっともっと

やったほうがいいというのであれば、それはそれで構わないです。毎日議会に来てやるという
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のなら。そういうことが今ネックとなっての議論。前回の先ほどの議論もそうなわけですから。

具体的に整理をするのであれば、そういうことの整理をして、議長の諮問に対してはきちんと

した答申を、意見が分かれているのなら、分かれてもしようがないのだから、答申はきちんと

する。ほかの対応策がないのかどうか、町との関係で対応策がないのかどうかというところま

で。これは、議長の腹としてそれはいいですよと言うなら別だけれども、必要であればそれは

何も別にやったって構わないことなのだから。私はきちんとそういうことをやって、結論を出

すと言ったって、どちらがいいですかというようなものではなくて、歩み寄れる部分が、歩み

寄れる部分であるのなら、上げる、上げないということ意外だって、歩み寄れる部分あるわけ

だから、そういうことを考えるのが、先ほど局長が言った、なぜ国会と地方議会が違うのかと

いうような、国会は絶対車の両輪という言葉は使わないのです。地方自治体しか車の車輪とい

う言葉は使わないのです。それは妥協するという意味ではないのです。きちんと我々が議会の

役割を果たすという意味で、そういうことが必要であれば、議長の采配でやられれば構わない

のだから。だから、私は広い意味での結論をやはり出すべきだろうと。一つは期限を切って。

12 月とこの間は言ったのだから、それは 12 月までそういう結論を出そうと。その後の議論に

ついては、やはり３次改革の中で、この議論が優先されるのか、それとも倫理条例だとか、今

まできちんと上げてきているわけですから。それがどうなのかという議論、その時点になって

しましょう。それで、３次改革に実際間に合うのかどうか。工程表も必要でしょうし。ただ、

今言ったこと、全部一緒くたにしてやるなんていうふうにはならないから、もうちょっと整理

をするなら、私はそういう整理の仕方をするべきではないかというふうに思いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） 今大渕副委員長からご意見が出ました。そして、前田委員外議員か

らも同じような多分ご意見だったというふうに思います。12 月まで期限を切って、諮問に対し

ては何らかの結論を、割れるかもしれませんけれども、やはり諮問については議運としての方

向性、答えは出さなければだめだと思うのです。そういうようなスケジュールでよろしいです

か。その後については、先ほどおっしゃったように倫理条例の関係もありますし、この中身に

ついて対価なのかどうか、それも含めていろいろと議論をしていきたいなというふうに思うの

ですけど、どうでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） きょうは録音取っていると思いますから、私が最初に言ったときに、

報酬等審議会から出てきていることに対して考えましょうという話の中で、決着の仕方をどう

したらいいかということを悩んでいるという話をさせてもらったと思います。何かそういう方

法があるのか。なぜそういう意見を出したかというと、今までいろんな議員報酬についてだと

か、議員活動についてだとか、あるべき姿についていろいろ考えてきても、議長からの諮問、

今回それをどう受けとめていいか、とらえていいのかがなかなか結論出せないというところか

ら、どこかでそういう決着をつけられないのか。将来あるべき姿については、今の報酬では問

題だという言い方、皆さんするわけです。だから、それを踏まえて審議会からは出てきている

諮問というのは、22 年からと期限がついているわけです。だから、そういう決着の仕方がない
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のでしょうかと。皆さんの言われているとおり、僕も歳費とか報酬の違いというのはよくわか

らないと。でも、今の報酬の中では今後の議会運営も厳しいのではないですかという意見は皆

さん出ていましたよね。ただ、時期だとか財政状況という問題ですよね。だから、その決着の

仕方を議会でもし決められるものだとか、やり方があるのであれば。だって、将来は必要だと

いうのだから。前田委員外議員とか、大渕副委員長も先ほど言っていたけれども、それは議会

がちゃんと意思を持って後々決着していけるのだよという話も聞いているけれども、実際栗山

もやっていると聞くけれども、それは栗山でやっていること、ほかでやっているかもしれない。

白老町は白老町の中で、それが現実的にできるのかできないのか。今回の答申を議長から受け

て、それに対しての答えを出していくとすれば、将来にわたってのそういうことも含めて、何

らかの決着の方法が。審議会の話は余りしないほうがいいと思ったりしたから、それ以上しな

いのだけれども。決着の仕方が必要なのですよね。必要だという話だから、そこまでは意見と

してあるのです。だから、その話をしただけの話で。僕は最初から言っています、そうやって。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） よくわかります、その意見は。だから、その決着の仕方、決着と

いうのは結論を出すという意味でしょう。それは、どういう結論かは、これから考えましょう

ということです。それはいろいろな方法があるかもしれないでしょう。否決か可決かだけかど

うかということも含めて考えたらいかがですかと。ただし、最終的には議会は、成否を決めら

れるのは議会しかない。何ぼ町が提案したってだめだと言ったら上がらないのだから。いいと

言ったら上がるのです。町側が出してこなかったらどうにもならない話です。だから、そうい

う仮定の話をしてもしようがないわけで、今の議論の中で大体の各会派の状況はわかったと。

こういう中で、どういうふうに議会として議長の諮問に対して答申をするかと。それは今氏家

委員が言われたように、どういう決着の仕方。それは丸かバツかということだけなのですかと

いうことを、私は提起をしたのです。だから、そうではない方法もあるかもしれない、ないか

もしれない。だけど、そういうことを 12 月までにきちんと皆さんで議論をして、結論をまず出

すというふうにしたらどんなものですかと、こういうことであります。そうでなければ、いく

らやったってどうにもならない。それはそれでバッテンになるか丸になるかわからないです。 

○委員長（山本浩平君） お諮りしたいと思います。12 月までの間に何らかのいろいろな方法

を検討しながら、一定の方向性をこの議運の中で出す。これについて、皆さんよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、このことについては、あと数回議運の中で話をしていかなく

てはならないと思いますけれども、各会派でそれぞれいろいろな知恵を絞ってきていただいて、

歩み寄れるところは歩み寄る。また、別の角度で何か丸かバツ以外に方法があるとすれば、ま

たそこで考えていただくということにしたいと思います。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） その意見は、今後持ち帰って、そういう考え方をみんなでもう一度考

えましょうと、会派の中で。ただ、今まで議論してきた白老町議会の今後のあるべき姿という



 26 

のも、ちゃんと今までの議論を踏まえて、ある程度のまとめをしておかなければいけないと思

うのですけれども、それについての委員長の考え方を聞いておきたいと思うのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 一定の方向性を出した上で、それはそれで別にやっていったほうが

いいのではないかと私は思ったのですけれども。また、同時にそれをやるというのは難しくは

なりませんか。 

○委員（氏家裕治君） とりあえず、きょうはすべて録音取っていく中で、ちゃんと意見が反

映されると思って僕も一言言わせてもらいたい。今まで白老町議会のあるべき姿、議員活動、

議会のあり方がいろいろ議論されてきました。これはある程度、議会の目指すべき姿というの

を皆さんの言ってきたことありますよね。町民参加の場合をどうやって、それを議会とともに

まちづくりに取り組んでいくのかとか。自治基本条例という一つの理論、紙切れをどうやった

らそれを本当の実行に移していけるのかとか。そういう課題についてずっと議論してきました

よね。紙切れにしてはだめなのだと。それを実行に移して、結果を残していかなければいけな

いのだという議論をしてきましたよね。これは、誰もぶれないということですよね。そうした

ら、それは充実させていくという一つの目的がはっきりしたとすれば、これからの議会の歩む

べき姿、目指すべき姿として、ちゃんとここで一回皆さんの中で合意しておいたほうがいいの

ではないかということを、ただ言いたいだけなのです。いつまでたっても、それは違うだとか

いう話ではないと思いますので。どう思いますか。いつまでたってもそんな議論に戻りたくな

いから言うわけです。 

○委員長（山本浩平君） どうですか皆さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私は前段、議会活動と報酬のあり方の議論というのは相当煮詰ま

ったというふうに理解しています。ですから、その部分について一定の方向づけというのはで

きたのではないかという認識ですけれども、それ以外の部分。例えば報酬と歳費の違い等々含

めた部分については、私は個人的には結論を出すのはちょっと早いのではないかという意見を

持っているのです。それは共有認識として、自治基本条例は全部賛成してつくったから、そこ

はそういうふうに言ったら全部そういうふうになるのです、必ずなるのです。否定する人は絶

対いないのです。だから、そこは担保されていると思うのです。だから、今回長い議論をした

けれども、きちんとした一定の結論づけられるものが出されるとしたら、議員活動と報酬のあ

り方のこの部分については、僕は一定限度の形が出たような気がしているのです。そこの部分

をまとめるのはいいのだけれども、それ以外の部分については、先ほど前田委員外議員も言っ

たけれども、ちょっとまとめるところまでいっているかなというのは、ちょっと疑問に思うも

のだから、そこは今後に任せたほうがいいのではいかと思うのだけど。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ですから、大渕副委員長の言われるとおりなのです。報酬というもの

を議論したときに、なぜ報酬というものが議論できたかといったら、目指す姿がなければでき

ないですよね。忙しいから上げたほうがいいのだとか、そういう話ではないでしょう。根拠と

して目指すべき姿を議論して、そして今回の報酬のことについてのある一定限度の白老町の議
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会の目指すべき姿というのは、今回の議運の中でまとめるべき。だから僕も先ほど言ったでは

ないですか。歳費だとか報酬だとかという違いについてはあくまでもよくわかりませんと。そ

れがどうあるべきなのかということの議論だって何だって、残された議論いっぱいあります。

ただ、報酬というものについて、今の現状でそれが妥当なのかどうかというものが、今後の議

会運営を通じて、皆さん一定限度このままではまずいということに立っているではないですか。

そこについてのとりまとめを皆さん、そこで認識しておきましょうと。これ以上後戻りしない

という、そういうとりまとめが必要ではないですかということなのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） そこはいいと思います。一定限度煮詰まっていると思います。僕

はいいと思います 

○委員長（山本浩平君） この点については、皆さん氏家委員からのお話については、異論は

ないですよね。そういった確認でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、何かあれば。 

○委員外議員（前田博之君） それはあれですか。結論じみた意見になるという道筋なのか、

それに向かって皆さんがいろんな議論があったと。こういう議論もあったということの考えに

するのか、それによって非常に違ってくると思います。そこだけ絞っているのは。そうすると、

皆さんがそれぞれ言っていることが、そこに絞っていって、こういう組み立てだから全員で上

げることに一応なったとか、そうではなくて、別の形の定義づけみたいな形で、こういう議論

があったのだということを議長に意見をするための整理なのか。それをちゃんと整理しておか

ないと、またもめます。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕が今言ったのは、議長の話は議長の話として、今後持ち帰って話を

しましょうという話なのです。今とりあえず決まったでしょう。一回持ち帰りましょうという

話になったのですよね。ただ、僕が言っているのは、これからの議会がどうあるべきなのかと

かどういう進み方をしていかなくてはいけないのかということを政策研究会だとか、いろんな

小委員を立ち上げて議論していますよね。それは白老町のあるべき姿を想定してのことだと思

っているのです、議会改革の中で。それと、第３次議会改革の中で取り組もうとした定数だと

か報酬。報酬という問題について、議長から出された諮問とは別に考えて、報酬というものに

ついては今の報酬に対してどうなのかだとか、ではその裏づけは何なのだとか、いろんな議論

をしてきましたよね。だから、それはそれとして一つ、今後の目指すべき白老町の町議会の運

営のあり方というのは、だって私たち議会改革では報酬についてとか議会改革についてはやろ

うということになっているのだから、それはある一定のあるべき姿みたいなものはつくってお

かないと。いやいやそんなとこまでしなくてもいいのではないかという、また議論になったり、

僕はそんなふうになるような気がするから、とりあえずはなぜその報酬が今のではだめなのだ

という、こういうこともあるよと。それは議運の中である程度ここまでは煮詰まって話ができ

る。完全にコンクリートされたものではないけれども、こういう議論もあったと。そして次に
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進めるのであれば進める。違うと、待てと言わなかったら、期間をかけて議論するのはいいこ

とだと思うけれども、そこを皆さんがどうとらえるかによって、これから進むべき道が違うの

ではないかなと思うから言っているだけなのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。前田委員外議員の心配は多分、今回議長の諮問されたもの

をみんなの統一したある一定の、結果的には受けるか受けないかというのは別問題としても、

そっちのほうに行ってしまうのではないかと、こういう心配だと思うのです。 

○委員外議員（前田博之君） そういうことを整理しなくてはいけないでしょうと。それぞれ

の思いを持っているでしょうということです。 

○委員長（山本浩平君） 副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） 議長から諮問があったことに対して、結論づけるのは丸かバツ

だけではないという話だったから、今までいろんな議論をしてきた、それを含めて議論してき

ましたよね。それを出すための意見の集約というのは必要ですよね。それと、今氏家委員が言

っているのは、今後の議会改革の中にうたわれていることは継続してきちんとやっていきまし

ょうと。その基本になるものをしっかり確認し合いましょうと。前もよくありましたけれども、

それではやめた方がいいのではとか、ではもとに返したらとか出てしまうから、そうではなく

自治基本条例というものを 18 年につくられて第３次はやっているから、それを基本にやりまし

ょうと。ただ、前田委員外議員が心配しているのは、議長にそれを受けるべきではないかとし

たときに、それを理由だても必要ですよね。ただ単に上げるべきではないか、受けるべきでは

ないという、その辺をきちんと分けて議論。だから、会派で持ち帰ったときにもそうだと思う

のですけど、きちんと分けてやっていかないと、また、こうではない、ああではないと出てき

たら困るということを心配されたのかなというふうに思うのですけれども。 

○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） 今のお話だけど、その部分だけ絞ってしまうと、何回も議論さ

れていますけど、最終的に町長が議案を上げるわけです。多分議長は、審議会からあったよと、

町長から答申あったよと、そういうことを踏まえて議会も議論してくれということで、多分こ

の議会の考え方を統一しないと、いろんな意見があると思います。こういう意見だと。それに

よって、町長はみずから議案を上げるかどうか判断する材料ということです。仮にここでみん

なは今の議論を整理すればわかります。上げるべきだと上げて、本会議行ったときに皆さんの

考え方違うのだから、そのときに矛盾も生じてくるから、意見として考え方を議論されたとか、

そういう部分である程度整理をしていく方向性の共通認識をしなくてはいけないでしょうと言

っているのです。また会派に持って行ったら同じことになるのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。だから、今までの議会改革の中の議員活動、議員報酬のあ

り方については、将来的な報酬のあり方についてはみんな考えて、現状ではまずいでしょうと。

現状の中で上げるというのは、ある程度一定しているのではないですか。それは議会改革の中
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で、議会のあるべき姿とか、議員報酬のあるべき姿、それは将来的にわたっては必要だという

考え方だってあるわけでしょう。ありますよね、将来的にわたっては。だから、それは議会と

しての、議員改革の意見として一つまとめましょうとただ言っているだけの話で、それに賛成

しますとかしないとかいう話ではない。議会改革の中で取り組む報酬のあり方については、本

当は 23 年度までに話を尽くさなければいけなかったものを今前倒ししているわけだから、ある

一定の議会としての諮問を受けたからどうのこうのではなくて、やらなくてはいけなかったこ

とはやらなくてはいけなかったわけですから、なぜそれが今必要なのかとか、将来的にわたっ

てそういう考え方が必要なのかという整理はある程度してきているわけだから、それだけはあ

る程度まとめておきましょう、考え方はまとめましょう。それは、今回の諮問に左右される話

とかいう問題ではないと思います。それが何かに動揺されるだとか、そういったものを踏まえ

て、今回の諮問に左右されるような問題ではないという話です。それをちゃんと分けて考えま

しょうということだったから、だから今までやってきたこと。それはあくまで諮問を受けよう

が受けまいが、第３次議会改革の中で定数と報酬のことは考えましょうと。では報酬を上げる

ということが、見合った報酬ということは何なのかということは、今までも議員してきたわけ

ですよね。議案で上がっていることは、それに金額がどれだけ上がってくるだとか、僕たちは

わからないわけですから。それは個人で判断しましょうという話なのでしょう。それが丸なの

かバツなのか、もっと違う方法があるのかということは、今後の議論としてまた議論しましょ

うという判断なのですよね。分けて考えましょうという話なのです。僕はその整理だけしてほ

しかっただけなのです。話してきましたよね、議会改革の中で、報酬について。それは諮問に

どういう影響を与えるか与えないか、そういう問題ではないと僕は思っています。だってそれ

は、丸かバツかではないわけですから。将来にわたっては、上げるべきではないですかという

話は上げるべきだという話が出てきているわけですから。 

○委員長（山本浩平君） ただ、その結論じみたことを、ここで確認はやめた方がいいという

前田委員外議員の意見だと思うのです。そういうことですよね、恐らく。今は上げなくても、

将来については上げるべきだという意思統一はしたくないという意味ですよね。 

○委員外議員（前田博之君） そうではなくて、先ほど言ったように、また会派に持っていっ

ても、会派として先ほど言った部分にどっちに持って行っても整理をしておかないと、また同

じことになってしまうということです。だから、会派として先ほど意見出ているから、そうい

うことを確認だけで、あとはどういうとらえ方をするかということを議論になるでしょうとい

うことを言っているのです。あと、今言った大きな問題は、こちらに置いてやろうということ

になっているのだから。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 最初に委員長のどうしますかということで、副委員長からお話ありま

したよね。それに尽きると思うのです。ただ、ここで議会運営委員会の中で諮問について、統

一した意見にはどうしてもならなかったものですから、何とかそれに答申をしなければならな

いものですから、議長に対して、委員長が。ここの部分が、委員長が今お諮りしているところ
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ですよね。それを会派の中でどういう方法があるのかということを議論してほしいということ

ですよね。そういうことと私は認識しているのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 12 月までには一つの方向性、結論は出ないかもしれませんけれども、

まとめの方向性を出さなければいけませんので、その内容について各会派で十分議論を尽くし

てきていただければと、このように思います。この４番目の諮問事項については、本日はこの

程度にいたしまして、５番目のその他についてでございます。時間も結構経過していますので、

議長、できれば簡単に説明をお願いできればと。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、皆さんのお手元に局長のほうから配布されました資料で

すが、全国北海道市町村議会議長会の野村会長から、このような形で意向調査の実施について

ということで、これは北海道の議長会の会長に回ってきました。会長から私のほうに来たので

すが、全国の町村議会の議長の意向を聞きたいということで、24 日に発送しなければだめなも

のですから。 

それで、内容的には皆さんも議員研修会でお話を聞いたと思いますが、議員年金が平成 23

年度にパンクすると。積立金がゼロになって危機的状況にあるということで、そういう状況だ

ということはご承知だと思います。現在国において、議員年金制度の将来にわたる長期安定化

を検討するため、地方議会議員年金制度検討会で議論が行われております。去る 11 月２日の第

４回の検討会において、制度の見直し及び制度の廃止の具体案が提示されたということでござ

います。議長会として、これまで議員年金が中央議会議員の退職後の生活保障として重要な役

割を果たしているという状況を踏まえ、制度の維持存続と合併特例法に基づく財政措置を講ず

るよう、国に対し機会をとらえて要望するとともに、本会に設置している町村議会制度運営に

関する検討委員会において、議員年金制度のあり方を審議しているところでございまして、総

務省から出されました制度の見直し及び廃止案について、議長会の検討委員会で検討した結果、

ある一つの案を採用してはというような話が来ております。それに対するアンケートというこ

とで、国からどういう見直し案が出されたかということについて、以下のページに書いてあり

ます。制度の改正ではＡ案とＢ案があって、そしてもう一つは制度を廃するという、この３つ

の案です。議長会の検討結果では、制度改正のＢ案、これを支持して、これから議論していき

たいと、国のほうに議論をするという形なのです。それについて議長はどういう意向を持って

いるかということを 24 日で報告するということになったものですから、せっかくの機会で委員

会開いているものですから、皆さんにその旨、非常に我々の今後の身にかかわることです。廃

止は議長会としてはのめないと。Ａ案に対する基本的にいうと、給付を減らして、掛け金を多

くするというよなＡ案です。局長、Ａ案、Ｂ案をざっと説明してもらえないですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には同じです。Ａ案は給付を減らして公的資金を減らす

という考え方です。Ｂ案は負担を減らして給付を減らすのも少なくして、負担を少なくして、

公的資金を投入すると。廃止は現在議員の方々に受給資格のある方については、掛け金総額の

63％をお戻しすると。受給資格のない人については、在籍年数に応じてお戻しするという考え



 31 

方です。現在受給されている方については、受給が終わるまで支払い続けるという案が廃止の

案なのです。ですから、どちらにしても原資は残っていませんので、どちらにしても公的資金

はいるということです。廃止するのに 1 兆 3,000 億円必要だと書いてありますので。1 兆 3,000

億円というのは、73 年まで。ただ、今議長会は議員にいい方法を取っているのです。選択して

いるのです、これは。その代わり公的資金を永遠に長く続けていくということなのです。 

○議長（堀部登志雄君） そういう形で３つの案のうち、一番議員に有利な形のもの。 

○事務局長（上坊寺博之君） 有利かどうかもわからないです。ただ、若い世代の議員さんで

は廃止したほうが有利かもしれません。掛け金払っていくのですから、どんどん。なおかつ高

くなる分で払っていきますから、若い世代の人については廃止したほうがいいという考え方も

ないわけではないです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、休憩をいたします。 

休憩 午後 ５時０７分 

                                         

再開 午後 ５時１４分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて再開いたします。 

局長、ございませんか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ありません。 

○委員長（山本浩平君） 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） 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 ５時１５分） 


