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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１２月２８日（月曜日） 

   開  会  午後 １時２９分 

   閉  会  午後 ３時３４分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議長の諮問事項について 

２．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議長の諮問事項について 

２．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 

     主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○副委員長（大渕紀夫君） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

（午後 １時２９分） 

                                         

○副委員長（大渕紀夫君） 山本委員長は若干遅れるという連絡が入っております。熊谷委員

外議員はきょうは欠席という連絡が入っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、前回から議論をしております議長の諮問事項、この答申の文案が正副委員長に任

されておりましたけれども、でき上がりましたので、事前に送られていると思いますけれども、

このことについての議論に入りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

局長、何かございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にありません。 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、このような形で議長に答申をしたいということで、各

会派のほうに送られていると思いますけれども、ご意見ございましたらどうぞ。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田でございます。今回の５ページのところの調査の中間報告という

ところで、内容がどうのこうのではなくて、言葉がちょっとわからないので。「同計画は３年ご

との」と入っていますけれども、その下のほうの「町職員等の給与削減及び町民負担の見直し

等の推移を見極めつつ、計画の見直し期間をめどに次の項目について引き続き議論を深めるも

のとする。」と書いてあるのですけれども、この、「計画の見直し期間をめどに次の各項目につ

いて」と、意味がちょっとよくわからない気がして、文章もうちょっと何とかなりませんでし

ょうか。そこだけです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の文ですね。「見直し期間」となっているのですけれども、こ

れは私のほうで後で見直した結果、「期間」ではなくて「期限を一定のめどにして」という形に

直したらどうかと。事務局で。その方がつながりやすいのかなと。「見極めつつ、その見直し期

限を一定のめどにして」とそのような。「期間」を「期限」。後で直した部分は再度お渡ししま

すけれども。「見極めつつ」ですよね。計画、計画が大分ダブっていますので、「その見直し期

限を一定のめどにして、次の各項目について引き続き議論を深めるものにする。」という形で、

計画、計画と余りにも使いすぎているので、重複しているかなと思うのです。要するに来年９

月ぐらいまでに決算出てきますので、見直しは図られるのだと思います。それをめどにして一

定の議論を深めていくという意味でございます。内容はそういうことでございます。 

○副委員長（大渕紀夫君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたら、ここの「計画の見直し期限をめどに」というのは、

この計画というのは、財政改革プログラムの計画という意味でよろしいのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。 
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○委員（西田祐子君） わかりました。 

○副委員長（大渕紀夫君） 先に、議長に対する答申を議論いたします。そのことについてご

意見ございます方どうぞ。この文章で各会派送っていますから。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは送っていないのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） ごめんなさい。これは送っていないそうでございます。 

 それでは、議長からの諮問に対する答申案文を事務局長が読み上げます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料１を見てください。 

 白老町議会議員の議員報酬について（答申） 

平成 21 年７月 21 日本委員会に対して諮問を受けた議員報酬の額の引き上げについて、下記

のとおり答申する。 

 このたび、議長の諮問を受けて本委員会 10 回、全員協議会１回を経て、一定の結論を導くた

めの議論を行ってきたところである。 

 しかしながら、白老町にとっての議員報酬の本質（あるべき論）を検討するまでには至らず、

引き続き検討の期間が必要であると判断したところである。 

 このことから、平成 22 年度から引き上げを示した白老町特別職報酬等審議会の答申について

は、その実行を延期される処置を議長としてとられますよう答申いたします。 

 なお、本委員会は、別添のとおり所管事務調査の中間報告をするものといたします。 

以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大変失礼をいたしました。この文章が送られていると思って、中

間報告と両方送られていると思ったのですけど、こちらは送られていないということなもので

すから、まずこの文案についての検討を行いたいと思います。ご意見のございます方どうぞ。 

 議会運営委員会が議長に答申する文案ですから、このことが発表されるとかそんなことはあ

りませんので。中身としては、正副委員長と議会事務局が入って、こういう中身だろうという

ことであります。ご意見ございますか。委員の方はいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、前田委員外議員に質問を許します。どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 「このことから、平成 22 年度から引き上げを示した白老町特別

職報酬等審議会の答申については」とありますけど、これは事実ですけど、答申を受けて議長

が諮問したのですよね。答申に対して言う、ここで言及するのではなくて、答申を、町長に出

たものを議長が、そういうことを新聞等、あるいはそれが、答申が町長から議長に送られてき

たかどうかはわかりませんけれども、それを踏まえて議長が議運に答申したのではないですか。

だから、それに対する答申というか、文案にならなければいけないと思うのですが。これだと

何か報酬等審議会についての部分を丸のみというか、文章なのではないかと思うのですが、そ

の辺いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 我々考えたのは、ですから、その後に書いているとおり、報酬等

審議会が町に答申をしてきたと。ですから、その実行を、町が実行するということで、議長と
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お話し合いがあり、議長がこちらに諮問をしたということですので、その実行を延期してもら

うと。これ以外、あとは書くとしたら、このこと抜きで書くとしたらどういうことになるのか

なということで、こういうふうな答申の文案にしたということであります。 

 ほかの議員の方、ご意見ございましたらどうぞ。どうですか。あくまでもこれは、答申は町

にした、町長に報酬等審議会がしたものですから、認識は当然そういう認識であります。そう

いう中でそれを実行すれば当然報酬が上がってくるということですから、それを今回は見送っ

てほしいという趣旨のことでございます。中身については。そういうような意味で書きました。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 別に意見はないのですけれども、そういった意味でとらえれば、この

文章で私はいいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） これ、当然外へ出て行くものではございません。議会運営委員会

が議長に答申するものですから。その趣旨が議論の中で議長にも伝わっていると思いますし、

一定の議論はしてきました。もちろんこの文章は議会運営委員会が議長に答申するわけですか

ら、残りますから。もしご意見ございましたらどうぞ。 

近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私はこの文章でいいと思うのですけど。前田委員外議員が

おかしいのではないかと言うのであれば、前田委員外議員はどのように考えられているか、そ

れをちょっとお聞きしたいです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 前田委員外議員に対する質問が出ましたので、発言を許可いたし

ます。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私は「議会の答申を踏まえて、議長から諮問にあったものにつ

いてその実行を延期される」と、そういう部分が入るのではないかと。「踏まえて」だと思いま

す。私はそう思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） どこにどういう文章が入るのですか。 

○委員外議員（前田博之君） いいかどうかわかりませんが、「報酬等審議会の答申を踏まえて、

議長の答申についての議員の報酬の引き上げについては、その実行を延期される処置を議長と

してとられますように」と、こう入れたほうがいいのかなと。これからいけば、直接受けてい

る側が議長ではないですから、そこを一歩間接的に入ってきていますから、そのことを言った

ほうがいいのかなと私はそう思います。皆さん議論していただければいいですけど。あくまで

も報酬等審議会の答申は議長に来ていませんから。 

○副委員長（大渕紀夫君） それはそうです。それは皆さん承知していますから。 

 委員の方、今前田委員外議員が言われたのは、「白老町特別職報酬等審議会の答申を踏まえて、

その実行を延長される処置を議長としてとられますように答申いたします」と。そういうふう

にしてはいかがかというような意見かと思いますけれども、これについてご意見ございました

らどうぞ。今私がお話ししたような部分を含めて、委員の方でご意見ありましたらどうぞ。 

西田委員。 



 5 

○委員（西田祐子君） 今の、前田委員の言われていた、「答申を踏まえて、議長の云々」とい

うところ、事務局のほうでそういうふうな形で直していただければいいかなと思っています。 

それと、もう１つなのですけれども、４行目のところです。「引き続き検討の期間が必要性

であると判断したところである。」という、この「性」は要らないのではないですか。 

以上です。 

○副委員長（大渕紀夫君） 氏家委員、意見ありましたらどうぞ。 

○委員（氏家裕治君） ５行目です。「このことから、平成 22 年度から引き上げを示した」と

いう「示した」という部分があります。この「示した」というのは、こちらが受けたものでは

なくて、答申自体についての、その示されたものに対して議会運営委員会として出されている

ということになりますから、これはこれでいいのだなという判断なのですけれども。別に今前

田委員外議員が言われた部分は、全部ここに私は含まれるような気がするのですけれども。 

○副委員長（大渕紀夫君） この原文でいいのではないかというご意見ですね。 

○委員（氏家裕治君） そうです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 済みません。下から３行目、「白老町報酬等審議会の答申について

は」の「は」を取る。そうすると、今言ったように、「平成 22 年度から引き上げを示した」、こ

れを示したのは、白老町報酬等審議会が示したのです。示した白老町報酬等審議会の答申につ

いて、「その実行を延期される処置を議長としてとられますよう答申いたします。」というふう

にすれば、大分今までとは違います。「は」が入っているから、これおかしいのです。今の状況

で言うと、西田委員が言われた４行目の「必要性」の「性」は、これは当然いりません。それ

から、その後、「このことから、平成 22 年度から引き上げを示した白老町特別職報酬等審議会

の答申について、その実行を延期される処置を議長としてとられますよう答申いたします。」と

いうふうにすれば、今言われたことが大体全部解消されるのではないかというふうな判断をい

たしますけれども、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。 

 済みません。それから答申と書いているその下、記の上。「議員報酬の額を」と書いてある、

「額を」の「を」を「の」にしてください。それらを割愛するということでよろしゅうござい

ますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（大渕紀夫君） それでは、そのように議長に答申をさせていただきます。 

 委員長が来られましたので、委員長を交代いたします。 

○委員長（山本浩平君） 私の名前できょうの議会運営委員会を招集しておきながら、うっか

りしてしまい、遅くなりましたことを、まずもってお詫び申し上げます。 

 引き続き続けてまいりたいと思います。 

 それでは、中間報告がございます。この中間報告の中身について順番に分けてやっていきた

いと思います。 
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まず、局長のほうから。 

○事務局長（上坊寺博之君） おさらいの意味もありますけど、私のほうで読みますので、私

がとまったところで１回１回訂正をお願いしたいと思います。１ページ目から読みます。 

委員会調査中間報告書。 

本委員会の調査事項について、その活動経過を白老町議会会議規則第 41 条第２項の規定によ

り次のとおり中間報告いたします。 

記、１、調査事項、第３次議会改革について（議員定数と議員報酬）、議長の諮問事項につい

て（議員報酬の引き上げについて）。 

２、調査の方法、事務調査。 

３、調査の経過・日程、委員会の開催 10 回、全員協議会の開催１回。 

４、調査の経過、本委員会は、７月 21 日付で議長から議員報酬の引き上げについて諮問を受

けたところである。議長の諮問は、白老町特別職報酬等審議会が平成 22 年度において、議員報

酬を引き上げるための条例改正を行うよう町長に答申したが、議員定数及び議員報酬のあり方

については、第３次議会改革において、「いかなる議員定数及び議員報酬が白老町にとって適切

であるか改革期間内において議論する。」としており、既に審議会の答申が出されたことから議

論を早めて議会として一定の考え方を示すべきとするものである。 

このことから、答申期限である 11 月をめどに精力的に議論してきたところであるが、最終結

論に至っておらず引き続き継続して議論が必要であることから、現時点での一定の方向性を示

すために中間報告する。 

ここまで。 

○委員長（山本浩平君） まず、今のところで何かお気づきになることがございましたらどう

ぞ。いかがでしょうか。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 最後のほうの下から２番目、「最終結論に至っておらず引き続き継続し

て」と。つまり、「引き続き」と「継続」と同じことが２つ並んでいますけど、どちらかでよろ

しいのではないかと思いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） そのとおりです。それでは、「継続して」を取りまして、「至ってお

らず引き続き議論が必要であることから」と、いうことでいかがでございましょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） そのようにさせていただきます。 

ほかいかがですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、次に入りたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、(１)でございます。 

(１)、白老町特別職報酬等審議委員会の答申について。 

審議会の答申は、白老町議会の議員活動は、全国で初めて取り組んだ通年議会、常任委員会
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の併任及び議会報告会等により 160 日を超え、道内他市町村の２倍以上に及んでいる現状から

議会活動が専任の状況にあるとしている。 

答申では、議員報酬は、道内類似市町村９団体と比較しても低く、道内同規模自治体との比

較では、10 万円以上の差が生じていることを指摘しながら、通年議会を継続するならば、今日

の財政状況に至った経過、また議会の果たす責務を考えると、幅広い年代や立場の方が立候補

を目指す機会を与えるのは当然であり、議員報酬の引き上げをするべきであるとしている。 

○委員長（山本浩平君） この答申内容についての記述でございますけれども、ここで何かお

気づきの点がございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。 

では、(２)。 

○事務局長（上坊寺博之君） (２)、白老町の議会活動及び議員活動について。 

 白老町議会は、平成 10 年から議会改革を推進してきたところであるが、改革以前における会

議の日数は 80 日程度であったが、第１次改革中の平成 12 年・114 日、第２次改革がスタート

する平成 14 年では、125 日と会議の日数が増加しており、新たな取り組みが進むほど議会の活

動が活発化している。 

過去４年間の活動状況を全国及び全道の市・町村の各議会と比較すると（表－１）のとおり

であるが、ここ数年間は、他市町村と比べても約５割増しから２倍以上の会議が開かれている。

また、平成 21 年においても 183 日の実績になる見込みである。 

また、平成 20 年の活動実績をもとに、議員の公務活動と公務以外の活動を調査したものが（表

－２）である。現在の地方自治法に定められた公務活動は、会議の出席を中心に限定されてい

るが、議員はさまざまな場面での活動が展開されており、公務に付随する活動を初めとして、

議員の政策能力の向上には欠かせない活動、または町民の意思をどのように反映させるかとい

う活動は大変に重要な役割である。 

町民から信託された議員の役割を最大限果たすためには個々の議員が相当の活動を行ってい

るのも事実である。 

以上、ここまでです。 

○委員長（山本浩平君） この表は参考にしていただくということでよろしいですね。この表

も含めて、(２)のところいかがでしょうか。何かございましたらどうぞ。質問でも構いません。 

公明党さんいかがですか、何か感じることがあれば。副議長でも構いません。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今まで議論されていたことの集約がここでしっかりされているように

思いますので、このとおりでよろしいかなと思いますけど。 

ただ、(２)の今言っている部分で、下から４行目の「他市町村から比べても約５割増しから

２倍以上」という言葉があります。２倍以上という言葉を使うのであれば、1.5 倍から２倍と

いう形の中のほうがいいのではないかなと私は思うのですけれども。それは皆さんのあれかも

しれません。ただ、５割増しと２倍以上という言葉の使い分けというのはどうなのかなという。
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ただ 1.5 倍から２倍というのであれば、そういう言葉に置きかえたほうがよろしいのかなと思

います。５割増しも 1.5 倍も同じですよね。次に２倍という部分でついているのであれば、別

に文章の揚げ足を取るのではなくて、これは別にこのままでいいのですけど、ただなんとなく

この数字のもっていき方からすれば、それがよさそうな気がするのですけど、どうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 今氏家委員から定義されたことについていかがですか。 

○委員（氏家裕治君） ニュアンス的には私はわかるのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） わかりやすい文章としたら、今氏家委員がおっしゃっているように、

1.5 倍から２倍以上のということですよね。そのほうがぴんときやすいというところがあるか

もしれません。どうですか、いかがですか。 

直すとすれば、「他市町村から比べても 1.5 倍から２倍以上の会議が開かれている。」と、こ

のような文言でいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 局長、何か。 

○事務局長（上坊寺博之君） 構いません。 

○委員長（山本浩平君） ここの「約５割増しから」というところの「約」はそのまま残しま

して、「1.5 倍から」ということに訂正をいたしたいと存じます。 

ほか、皆さん特によろしいですね。 

それでは、(３)お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） (３)と(４)を読みます。 

 (３)、地方議会の議員報酬について。 

議員報酬は、人口規模や地域によって大きな格差があり、おおむね都道府県議会、政令都市

議会、市議会、町村議会の順に低くなっており、最高額の東京都議会 106 万円から長野県清内

路村（現阿智村）９万円となっている。 

また、地域別に見ると町村区分での北海道は、全国 47 都道府県中 44 位、下位から数えて３

番目と低い現状にあり、地域別の最高額大阪府 30 万 1,600 円から最低額の山梨県 15 万 1,600

円まで、平均額は 21 万 174 円である。町村での最高額は神奈川県葉山町 40 万円となっている。 

(４)、白老町議会の議員報酬について。 

白老町議会の議員報酬は、全国及び全道の市・町村の各議会と比較すると、平成 20 年度ベー

スで（表３－１）から（表３－４）のとおりとなっている。 

議員報酬は、当町の活動実績を全国・全道の対比で見ても決して高いとは言えず、むしろ活

動実態が議員報酬に反映していないと見るのが妥当である。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） (３)、(４)に関しましては、地方議会の議員報酬の現状、そして白

老町議会の議員報酬の現状をそのまま述べているということになっております。そして、この

表もわかりやすいような表をつけているということでございます。いかがでしょうか。この(３)、

(４)について表現の仕方等も含めて何かございましたらどうぞ。 
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西田委員。 

○委員（西田祐子君） (３)のほうの地方議会と議員報酬についてのところなのですけれども、

下から２行目のところの、「最低額の山梨県 15 万 1,600 円まで、平均額は 21 万 174 円である。」

と書いてありますから、それから比べたら白老町は 20 万 7,000 円ですから、それほど差異もな

いのに、なぜ「10 万円上げなさい」と答申されたか。この辺だけ読んだら、何か整合性がとれ

ないような気がしないでもないのです。この前段のほうで 1.5 倍から２倍はやっているとはい

いながら、ここのところで実態をこのまま書いているとはいいながら、白老町の議会が比べる

べき対象がちょっと、そういうふうな観点で比べたのであれば、本当に普通のほかの自治体の

平均と変わらないのだから、別にいいのではないかという議論になってしまうわけです。だっ

たら、「上げなさい」という答申が出たこと自体おかしくなってくるので、もうちょっとその辺

整理して、「全国の類似町議会の平均は幾らである」とか、そうでなかったら、「人口５万人以

上のところと比べてもこうであった」とかという、そういうことをきちっと、地方議会と議員

報酬について一体どこに視点を置いて書くかということも、ちょっと皆さんで考えていただけ

ればなと。これはこれでいいのだというのであれば、これでいいです。ただ、そうではなくて、

白老町が今現在通年議会をやっていて、人口約２万人ぐらいの同類の町村と比べてこういう実

態にあるよと。そこを、視点を見て書くのか、その辺だけなのです。どうなのかと思って、ち

ょっと疑問に感じたものですから。 

○委員長（山本浩平君） 今の点、皆さんいかがでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、(３)については、地方議会の議員報酬についての実態というも

のを、ちゃんと皆さんが把握できるような形の中で示された部分だと思いますので、私はこの

ままでも構わないと思います。それも、(４)として白老町議会の議員報酬についてということ

で記述があります。表３－１と３－２、それから３－３、３－４の中でそういった比較ができ

るような報告になっているということを考えれば、私はこのぐらいの簡潔さがあってよろしい

のかなと思いますし、その次の調査中間報告が入りますので、その中でしっかりとした説明が

できるのではないのかなと思いますので、この地方議会の実態と白老町議会の議員報酬の今の

あり方を考えた中での次の中間報告ということであれば、私はこのままでよろしいような気が

するのですけど。 

○委員長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。これ、原案を局長のほうでつくっていただ

いたと思うのですけれども、何か思いみたいなものがありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にありません。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） この実態ですから、要するに 2,000 人の村から何からすべてひっくる

めているはずなのです。だから、同類自治体との違いを打ち出しているわけではなくて、その

差ですから、余りここにこだわる必要があるのかなというふうに私は思うのです。 

それと、前段で言っているような活動日数、うちの議会との活動の部分もありますから、き
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ちっとこのあたりも、特におかしいとは私は考えないのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん、いかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 原文でいいのではないかと思いますけれど。 

ただ、これ 1 つだけ。一般的にいえば、政令市議会、政令都市議会とは言わないと思います。

政令市議会だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 「都」は単純にいらない、直すと。政令市議会。「都」を取る。 

○副委員長（大渕紀夫君） 取ったほうがいいのではないかと。 

○委員長（山本浩平君） 局長、どうですか、これは。 

○事務局長（上坊寺博之君） 消しても構いません。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさんいかがでしょうか。先ほど西田委員から出た件につ

いては。 

○委員（近藤 守君） このままで結構です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもも、ただこれを見る限りでは西田委員がおっしゃっているこ

ともわからないわけではないのですが、前段の(１)の報酬等審議会の答申の根拠になっている

ものが(１)で示されているわけですから、これは現状の状況を出しているということでも構わ

ないのかなというふうに思います。 

西田委員、よろしいでしょうか。 

○委員（西田祐子君） 皆さんがそのようにおっしゃるのですから、それで私は構いませんけ

れども。ただ、ちょっと疑問に感じたと言いますのは、(４)のところの白老町議会の議員報酬

のところについてという表３－１とか表３－４とかありますけれども、ここで全国の類似町議

会というのが書いていても、その辺が一般の方々が読んだときに、これがちゃんと類似町議会

というのが白老町と同じような団体、つまり、人口比が幾らとか書いていないものですから、

その辺ではううんと。白老町はどこを見て、前段の１のことを言っているのかなとわかってい

ただけるか、そこだけ心配だったのです。言っている意味がわかりますでしょうか。そういう

ことだけです。(１)の報酬等審議会の 10 万円以上低いですよというところで、実際にここで言

っているところの表３－４とか見たときに、一体どこを比べて 10 万円低いと言っているのだと

いうのが、全国と比べてと。その辺がどうもはっきりしていないのではないかなと感じたもの

ですから、言わせていただきました。その辺がクリアになっていれば、私はこの文章で構わな

いのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから。一番最初に資料をお渡ししたときに、総合行政

局の資料をお渡ししたと思いますが、多分あれがベースで、報酬等審議会の議論の過程になっ

たと思いますけど。町があくまでも基準にしているのは、人口５万人未満の市、まちなのです。

というのは、議員定数区分が白老町は２万人から５万人の議会を指していますので、多分そこ

を基準にベースは考えている。今 26 人の議員定数のところは多分５万人です。この部分を対比

しているのです。だから、５万人で比較すると 32 万円ですから、10 万円以上低いというのが
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そこで出てくる。全国の類似で 25 万円ですから、それよりも低いということを言っているので

す。ただ、報酬は一概に人口規模とかそういうもので比較ができない。産業構造もありますし、

活動形態もありますし、一概に比較することはなかなか難しい。だから町村市議会で出してい

る統計の基準で、ベースで考えるしかないと。あくまでも平均ですから、大阪市 30 万円と言っ

ていますから、低いのも高いのもフルしたら 30 万円ということです。ですから、北海道も下か

ら４番目ですけれども、白老町は北海道でも報酬は割と上のほうで推移していますから、そこ

だけで比べると、大きな比較はうめませんけれども、ほかの議会、厚真ですとか、ほかのとこ

ろから見ると、やはり差があると。 

以上です。それでいいですか。 

４番目のところは、さらっとしか書いていないのは、白老町の議員報酬を基本的にさらっと

しか書いていないのは、まだ議論が深まっていないので書いていないという部分でございます。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今ここだけで話をしていくので、今西田委員が言うような、もう何点

か入れてほしいという気持ちも私はわかるような気がするのだけれども、調査の中間報告の中

では、今後も議論が必要であるということでありますので、ですから、ここの中で議論しなけ

ればいけないことですから、ある程度の今の実態と白老町議会が今の活動から見た議員報酬に

ついての部分を数字できちっきちっと、どこと比較して云々という部分よりは、今後の議会の

議論が必要だというところに重きを置いたほうが私はいいような気がするので、このままでい

いような気がしているのです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 皆さんがそれでよろしいというのであれば、それで構いませんけど。

私は、10 万円の差というのがこの表でどこなのかなと非常にわかりずらかったというのがちょ

っとあったので質問させていただきました。 

○委員長（山本浩平君） このまま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） では、そのようなことにさせていただきたいと思います。 

５番目、調査の中間報告というところです。最後です。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、５番目です。５、調査の中間報告。 

 白老町議会の議員報酬を引き上げるべきとした白老町特別職報酬等審議会の答申は、平成 22

年度において実施するべきでなく、議会内議論が不十分であり、なお期間が必要である。 

白老町は、平成 19 年度から財政改革プログラムを策定し健全な財政運営に戻すために 10 年

計画で推進している真っ最中であり、町職員等の給与削減を初め町民負担を求めた現状にある。 

同計画は３年ごとの見直し計画であり、平成 22 年度が見直しの期間に当たることから、町職

員等の給与削減及び町民負担の見直し等の推移を見極めつつ、計画の見直しの期間をめどに次

の各項目について引き続き議論を深めるものとする。 

(１)、議会の目指す姿と議員のあるべき姿。 
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(２)、議員の位置づけ（専従職とボランティアの対比）。 

(３)、議員報酬の支給の根拠（議員活動と公務の位置づけ）。 

(４)、議員報酬の位置づけ（実費弁償と生活給の対比）。 

(５)、議員報酬と地方歳費の対比。 

以上でございます。 

それで、事務局でこれを作成した後、皆さんに配布した後、ごろを見ていただくのですけれ

ども、直したほうがいいのではないかという指摘がありましたので、直したらいいのではない

かというところを読み上げさせていただきますが、上から２行目のところの「平成 22 年度にお

いて実施を見合わせるべきであり、議会内議論が不十分であることから、なお検討する期間が

必要である。」とこういうふうに直したらどうかという、事務局のほうから、ほかの職員からは

出てございました。 

 それともう１つです。計画、計画と非常に多いのです。ですから、括弧の前の下から３行目、

「同計画は３年ごとの見直し計画であり」を、「見直し規定を明示しており」に。計画、計画と

続くものですから、そういうふうに直したらどうかと。 

 それと、次の後段のほうに、「見直しの期間」とあります。「見直しの年度」。それと、先ほど

西田委員が言われたところですが、下から２行目の「計画の見直し期間を」というところです。

「その見直し期限を一定のめどとして、次の各項目について引き続き議論を深めるものとす

る。」とこういうふうに直してはいかがかという。 

○委員長（山本浩平君） もう１度、直すところを順番に言ってください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 直す部分だけですか。上から２行目「実施するべきでなく」と

いうところを「実施を見合わせるべきであり」。次、「議会内議論が不十分であり」というとこ

ろを、「不十分であることから」。その次、「なお期間が必要である」を「なお検討する期間が必

要である」。 

それと下から、括弧の上です。「同計画は３年ごとの見直し計画であり」というところを「同

計画は３年ごとの見直し規定を明示しており」に。その次の「見直しの期間」を「見直しの年

度」。それと一番下から２番目、「計画の見直し」を「その見直し」に。「期間」を「期限」に。

「めどに」というところを「一定のめどにして」と直したらどうかという意見でありました。

最後までに配ります。 

○委員長（山本浩平君） 今、訂正というより、このようにしたらいかがかということでござ

いますけれどもいかがでしょうか。この(１)から(５)までのところは後でお尋ねします。今の

文章の訂正ですけれどもいかがですか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ５の調査の中間報告のところの５行目です。「10 年計画で推進してい

る真っ最中であり」と言いました。 

○事務局長（上坊寺博之君） 「真っただ中」です。そこはひらがなに直しますから。 

○委員（氏家裕治君） ここだけ気になったところだったので。それだけです。 



 13 

○事務局長（上坊寺博之君） 公文としては適切でないので、「直」は使いませんので、「真っ

ただ中」に、ひらがなにします。それは事務局のほうでもう、会議録のほうで直しにかかりま

したので。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 特別、質問ではないのですけれども、この５番の調査の中間報告、

大きく括弧がついていないのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 括弧ではないそうです。 

 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。この米印は何かありましたか。検討するという意味ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、米印が中間報告なのです。この３行が、下はそれを説

明している文章です。中間報告は３行なのです。最終報告は３行で、それを補足しているのが

下の文章なのです。３行が中間結論です。 

○委員長（山本浩平君） ほかどうですか。 

 前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） ５の上から２段目で、「同計画は３年ごとの見直し」の次の段の

ところです。「町職員等の給与削減及び町民負担の見直し等の推移を見極めつつ」、この文言が

いるかどうかだと思います。これは現実にこれから議論されて、個々の議員も意見あることだ

と思うのです。それをここである程度限定的にそういう、こういう文言を入れてしまっていい

のかどうかということだと私は思います。ですから、削除した中での文章にしたほうが、これ

だともう議論されたような言い方もしますし、22 年に現実にこれらが見直しされるはずですか

ら、この報告の中で入れる文言になろうかどうかということを、私は疑問に感じたのですけど。 

○委員長（山本浩平君） この「町職員」から始まってのところですか。 

○委員外議員（前田博之君） これは皆さんがいいと言えば別だけれども、これはここに残し

てしまうと、何か、言葉おかしいですけれども、取り返しのつかない言葉に入ってしまって、

既成事実になってしまう可能性もありますので、こういう部分はこれから議論されていきます

ので、そういう部分をここでうたってしまっていいのかどうかということをここで議論されて

はどうかと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 今前田委員外議員から提案されていることについて、委員の皆さん

いかがでしょうか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 私もこれ、かなり先行して、見直しという、具体的に私は入れなくて

もいいと。十分用を足すのではないかと。私も前田委員外議員の今の指摘に対しては同じ考え

であります。 

○委員長（山本浩平君） となると、この「同計画は」からもういらなくなるということに、

多分なってきます。要は、財政改革プログラムの見直しについての部分のこの文章はいらない

のではないかということですよね。いかがですか。 
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 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。表面はいろいろあるかもしれませんけれども、このこ

とが理由で見合わせると、定数の問題と今の経済の状況で見合わせると。見合わせるというの

は、22 年度報酬を上げるということが、実施すべきでないという意味です。その理由は、この

給与削減及び町民負担があるから、そういう中で上げることは望ましくないというような、全

体としてみれば皆さんのご意見なのです。もちろん定数の問題もあれば、町民に合意を得てい

ないとか。そういうものの一つとしてこれもあるということは事実なのです。だから、上げる

べきでないという意味が、どこでどうするか。上にも「町職員の給与削減を初め、町民負担を

求めた現状にある。」というふうには、あることはあるのです。そのこととの関係で言っている

のか、それともここで言っている「町職員の給与削減および町民負担の見直し等の推移を見極

めつつ」ということなのです。上の部分にも、「町職員等の給与削減等を初め、町民負担を求め

た現状にある。」ということだけで、今回の主文である 22 年度実施するのを見合わせるという

理由が、これで十分わかるということなのかどうかです。 

○委員長（山本浩平君） いかがですか。 

 私どもの会派は、今まで議運でお話ししていたように、すぐに上げるべきだというのが私ど

もの会派の実は考え方なのです。ただ、今回の中間報告にあたっては、なかなか、仮に町側か

らいきなり上程されてきたときに、これは非常に厳しい条件になるというようなことを予測し

た中で、これは 22 年度のときに上げるのは難しいだろうなという判断の中から、皆さんに歩調

を合わせている感じなのですけれども、基本的な考え方としては、町の職員の１年間の給与、

これは仕事の内容が全然違いますから、私どもとしては、基本的な考えは、町の職員の給与ベ

ースとリンクさせる必要はないという考え方を、実は私どもは持っています。 

それと、町民負担ということに関しては、関係は出てくるかなというふうに思うのですけれ

ども、そういう意味でいうと、まだ 22 年のいわゆる財政改革プログラムに必ずしもこの見直し

があるかどうかというのはまだわからない状況です。私も今回の議会でやるべきでないかとい

うお話をさせていただいていたのですけれども、全体の推移を見た中でということと、今職を

失っている方々が多い中で、明るい兆しが見えない中では、期間を限定して申し述べる時期で

はないというお話を町長がされていましたので、このところに関しては、私も削除しても構わ

ないのかなという考えは持っています。ただ、これは皆さんどのように取られるかというとこ

ろで、意見が分かれるところだと思います。 

 先ほど大渕副委員長のほうからは、そういうことがあって論拠になっているのだというお話

もありましたので、これは考え方それぞれ違うところもあると思いますので、伺っていきたい

と思います。 

公明党さんいかがですか、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私はこの答申の中間報告、米印の結論があって、次に白老

町の現状がここに書かれている。その一つの裏づけと言ったら変ですけれども、この中におい

てもこの計画が３年ごとに見直していく、そういった計画であって、その中で議論されなけれ
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ばいけないということが、一つの、今回の議会の報酬についての(１)から(５)までの議論する

一つの下支えになっているところが、そこに根っことしてあるのかなと思う部分があるのです。

ですから、別に前田委員外議員が言われる、これを書くことによって後々何か支障になるもの

というのが、私にはわからないというか、理解できない部分があります。この言葉、この４行

というのは、実際このとおりのことで今まで議論が進んできているはずだし、これを明記する

ことによって、何か議会が、後で何かを被るようなことがあるのかと。逆に私はそういうふう

な思いはします。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私はこのままでいいと思います。もし何かまずいのであれば、文面を

修正すればそれでいいのかなと、そんな気がしています。 

○委員長（山本浩平君） それでは、前田委員外議員、さらに何か。氏家委員からのご意見も

ございました。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） ３年ごとの見直し、あくまでもトータル的な見直しですから。

ここでいう３年計画があって、具体的な項目入れているのです。それで、ここで「推移を見極

めつつ」ということは、今まで議論してきたことは、これもそうだけれども、議会として、(１)

から(５)まであるものを、独自の考え方で整理しようという話だったのです。これで付随しな

いはずなのです。ただ、ここで言っている「見極めつつ」ということは、職員給与と町民の負

担と一緒に合わせて議員の報酬も議論されるというとり方をされている可能性も出てくるので

す。私はそういう意味です。ですから、３年計画の見直しの中でどうするかというのはわかり

ますけれども、あえてここにその項目だけを載せる必要があるのかという、トータル的な見直

しですから。私はそういう意味です。「見極めつつ」という言葉がどうかなと。「推移を見極め

つつ」ということは、同列に考えられるということです。ですから、それを離したほうがいい

のかなと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、今まで 10 回議論してきたことをここに書くのです。中

間報告なのだから。議会運営委員会の中間報告なのだから、今まで我々が議論してきたことを

書くわけなのです。その議論がここの表現と違っているのだったら、それは当然変えなければ

だめだけど。作為も何もなくて、現実的に職員の給与、町民の負担は、私も何度も発言してい

ますし、言っています。そのことで歳費を今上げるべきかどうかということを、今私は上げる

べきでないという主張をしたのです。だから、議論したことを書くわけですから、ここ、中間

報告ですから。何もどこか、議会運営委員会が議論した中身を中間報告するわけですから。も

ちろん違ったことはだめです。だけれどそうでなければ、私は、それをどういうふうに思うと

かではなくて、議会が議論した中身を書くわけだから、私はそういう視点で物を見て、この文

章はつくるべきだという考えなのです。ですから私は、少なくても現状として、今の段階で町

民負担や職員負担がある中では、上げるのは望ましくないという主張をしてきましたから。そ

ういう形の中で、例えばそれは、この後も同じだろうし、この後の議論も私は同じだと思うし、
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ここは議会運営委員会が考えることだから。議論した中身をここでどう表現するかという。こ

の表現と違っているということであれば、それは違っているということだから。危惧ではなく

て、具体的な事実、議論してきた事実をここで書くということだから。そういう意味で、どこ

が違うのかということをきちっとして、こういうふうにすべきだというふうに話をされるのな

らばわかるのだけれども、何がどこで、将来こういうふうになるとかではなくて、議論した中

身で書くということです。私が言っているのは、それはどういうふうに書けばいいのかという

ことなのです。そういう意味です。私はそう思っています。 

○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） そうすると、私はここに書いている文章の表現と、この項目に

ついてどうかと言っているのです。今大渕副委員長の話をしたら、我々議員をしている議員削

減の部分も、定数の削減も、そういう意見もあるのですから、当然入ってくると思います。そ

こまで言って、言っていることが事実だから書いていいのだということになると、それぞれの

意見をみんな入れなければいけないと思います。私は言っているのですから。定数削減も含め

て考えるべきだと。だけれども、ここで言っているのは、プログラムの中でこうだということ

で言っているから、私は「見極めつつ」ということは、そういうことも議会で議論されて、後

段そういうことも浮上するのだけれども、ここであえて決定的な要因でないから入れる必要が

あるかどうかということを私は議論しているという話であって、大渕副委員長がみんな言って

いることだから事実だと言ったら、それぞれの意見が出てくると思います。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私が言っているのは、これは、主文があって、その説明文章なの

です。ですから言っているのです。何も全部載せるなんて私は何も言っていません。そうなる

と同じことなのです。全部載せてということになると、何でも全部載せないとだめになるのだ

から。削るということも同じことなのです。だから、そこの範囲をどこで折り合いをつけるか

といったら、ここで言っている、「22 年度において実施を見合わせるべきであり、議会内議論

が不十分であることから、なお検討の期間が必要である。」というふうなことを書いているわけ

ですから、このことを、何を理由にしてこういう結論を出したかという中の一つとして、こう

いうことが議論されたよということだと、私はそういう理解です。 

○委員長（山本浩平君） 今副委員長の議論を伺っていて、先ほど私ども前田委員外議員の意

見に賛同していたわけですけれども、考え方としては、先ほど私の会派の考え方を述べさせて

いただきましたので、中間報告の中でこういったことが論拠として出てきたところもあるとい

うことでございますので、私どもとしては、先ほどお話ししたことを訂正させていただいて、

中間報告に書くこと自体に関しては、構わないのかなというふうに訂正させていただきたいと

思います。ただ、中身に関しては、先ほどお話しした考え方は持っています。 

 清風の及川委員のところはいかがですか。 

○委員（及川 保君） 私も前田委員外議員の言われていることももっともな部分があるのか

なと、当初考えておりました。ただ、この 10 回の委員会の中では、間違いなくこの部分につい
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ては出てきているわけです。であれば、具体的にこの上３行の主文の説明ということになると、

説明するという部分で、この文言が入っておかしいということにはならないかなというふうに

は思います。逆にこれを除いて、この部分をカットすると、非常にまた、上に町職員等の給与

削減と町民負担と、こういうこともあるのですけれども、説明不足になってしまうかなという

のはあります。先行して何かこの部分を、プログラムの全体の中のこれだけを抜粋してという

ことを前田委員外議員は言っていると思うのですけど。 

○委員長（山本浩平君） １時間を過ぎましたので、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時４１分 

                                         

再開 午後 ２時５５分 

○委員長（山本浩平君） 委員会を再開いたします。 

皆さんどうしますか。 

 休憩中に局長のほうでも、こういうことではいかがかというのもありますので、参考までに

ちょっとお話ししていただきます。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、今議論されている「町職員等の」から「見極めつつ」の

部分ですけれども、これをそっくり取っても残しても、文章は、意味合いは変わらないのです。

というのは、議論を深めていくための理由ですから、議会内議論が不十分だということで、「な

お検討する期間が必要だ」と。その期間は、見直しの期限までに一定の結論を出さなければい

けないと。先ほど３年とか出ていましたけれども、プログラムに当然位置づけなければ、これ

はできる話ではないですから。ですから、(１)から(５)までを担保するという要件ですから、あ

ってもなくても、文章は意味が通じるのです。ただ、基本的に出ていたのは、原点はここなの

です。ただこれは、削減しなかったらする、したからしないという書き方ではないのです。「見

極めつつ」だから。決めたものではないという。ただ、これは答申の内容もありますので、町

のほうにはこれ１回見ていただいているのです。案ですけどという形で確認してもらっていま

す。町側から言えば、議会の主体的な議員報酬を議論する中に他力的な部分が入っているのが

どうなのかという話は、ここは言っていました。ただ、ここが根っこであるという話はしまし

たけど。あとはそれぞれ議員さんの部分で、この部分を除くか除かないかは別にしても、変え

るべきではないと思います。その期間内と、何を議論するのかというのを担保しておかなけれ

ば今後議論できませんので。今その部分だけを取るか取らないかで議論していただいたほうが

よろしいのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 取った文章をちょっと読んでください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 取った文章でいいですか。取った文章。文章を見ないで耳で聞

いていたほうがいいと思いますけど。「同計画は３年ごとの見直し規定を明示しており、平成

22 年度が見直し年度に当たることから、その見直し期限を一定のめどにして、次の各項目につ

いて引き続き議論を深めるものとする」と。全然文章的には違和感はないと。 

 取らないとこういうふうになります。「同計画は３年ごとの見直し規定を明示しており、平成
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22 年度が見直し年度に当たることから、町職員等の給与削減及び町民負担の見直し等の推移を

見極めつつ、その見直し期限を一定のめどにして次の各項目について引き続き議論を深めるも

のとする」と。 

 あってもなくてもそんなに。原点がここで議論されてきたという部分で。 

○委員長（山本浩平君） 今のいかがですか。 

公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私達はこれ、一つの裏づけになって今までの議論をされてきたことで

あって、これを載せておいてもいいのではないかという思いで先ほど意見していましたので。

今、局長のほうでこの部分を削除したらどういう文になるかという、中身を聞いていても、多

分そういったものが薄れるわけではないのだろうなということであれば、後々の、これからの

議会改革の中での、次に上げられた５項目を議論する中では、それも踏まえてしっかり議論し

なければいけないことでしょうから、外したほうが、議会は議会として考えるという一つの方

向性が見えるのかなと。だから、先ほど載せておいてもいいのではないですかという話だった

のですけれどモ、これを削ったとしても意味合いは変わらないでしょうということで。 

○委員長（山本浩平君） 清風さんいかがですか、及川委員。 

○委員（及川 保君） 私は先ほど申し上げましたけれども、この前段の４行目からの説明の

中でも、「町職員等の給与削減を初め、町民負担を求めた現状にある。」と。そこで我々が下段

のほうでまた議論した中の部分をここにまた抜粋しているのですけれども、ここではっきりと

求めた現状にあるという、いろいろな議論の中に入っているわけですから、わざわざここで入

れる必要もないかなと。今局長の訂正した文言を聞いていると、特に私は削除しても異論がな

いなという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私も修正案と言いますか、それで結構だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 確認をいたしますので、日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） いいです。 

○委員長（山本浩平君） 私どもも異論ございません。 

 それでは、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） よろしいです。 

○委員長（山本浩平君） では、先ほど局長のほうから提案していただいた部分で、「町職員等

の給与削減」から始まって「見極めつつ」までの部分、これをカットするということにしたい

と思います。 

 それでは、その下の(１)から(５)までございますけれども、この文言については皆さんいか

がでしょうか。これについては皆さんこのままでよろしいでしょうか。 

 西田委員よろしいですか、西田委員。 

○委員（西田祐子君） (１)の議会の目指す姿と議員のあるべき姿を議論するために、議員の

位置づけとか、議員報酬の支給の根拠とか、議員報酬の位置づけとか、議員報酬の地方歳費の
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対比とかがあるのではないかなとちょっと感じていたものですから、これが(１)、(２)、(３)、

(４)、(５)と議論していくと、一番最初に、議会の目指す姿と議員のあるべき姿というのが一

番最初にぽんと出てしまったら、(２)、(３)、(４)、(５)と一緒に議論しなければいけないの

ではないかなと感じたのですけれども、その辺は大丈夫でしょうか。それだけです。それで構

わないというのであれば別に構いませんけど。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時０３分 

                                         

再開 午後 ３時０４分 

○委員長（山本浩平君） 委員会を再開いたします。 

いかがですか、ほかの会派の方にも伺ってみたいと思いますけれども。 

公明党氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。この５項目上がっていて、まず１番目から議論しなければ

いけないだとか、５番目が一番最後だとかという部分では私はないような気がします。この５

つの中で、それこそ例えば、議員報酬の位置づけの実費弁償と生活給の対比だとかそういった

ものだって、現実として、広報広聴常任委員会が始まって通年議会の中での活動が今後若い人

たちも出てこられる範囲にあるのかないのかということだと。実際そこから始まったっておか

しくない議論です。広報広聴が広聴活動になる、目指すべき姿だとか、議会があるべき姿、議

員の。だから、入り口というのは、どこから入っていいかというのは、多分これからの議会の

中での議論でしょうけど。議会のあるべき姿を目指していくために、実際に今私達はやってい

るわけです。やっているわけですから、その中でやっていないこれから目指すものを議論する

のだったら違うかもしれません。やっている以上は、そういったものを踏まえて議論していけ

るわけですから、順番がどうだこうだとかではなくて、まず目指すべき姿がそこにあって、そ

のためにやっていることが今どうなのか。今後若い人たちが出てこられる環境にあるのかない

のかを議論していくためには、この５つの中で議論していくことが大事なのだろうと。もしか

したらそれ以上にあるかもしれません。あるかもしれないけれども、最低これぐらいの議論は

しなければいけないだろうと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 私のほうは別にこれで構いません。異論ありません。 

○委員長（山本浩平君） 私どももこのままで構わないというふうに考えています。 

 西田委員いかがですか。 

○委員（西田祐子君） この調査事項のところで、第３次議会改革の議員定数と議員報酬、議

員報酬の引き上げについてということで、中間報告ということだったものですから、済みませ

ん。(１)これをつけてしまったら、全部なってしまうのではないかと疑問に感じたのですけれ

ども、皆さんのご意見聞きましたら、そこの部分ではなくて、議員定数と議員報酬について、

議員報酬の引き上げについてと、そういうことをきちっと限定して議論されていくということ
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であれば構いません。 

以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○局長（上坊寺博之君） 私のほうから、前回資料を何点か配らせていただきました。資料１、

資料１－１等々配らせていただきましたけれども、事務局側から言えば、議会の目指すべき姿、

議員のあるべき姿を先にやらないと、報酬は多分出てこないのではないかと思います。ただ、

ボランティアか専従職か先に議論してしまうと、それによって報酬選択のほうは一定限決まっ

てきますから。今どういう議会を目指して、どういう議員が活動をするのかというものを踏ま

えて議論しないと、報酬は多分別々の方向に行くだろうと。目指す議会、議員のあるべき姿が

一致すれば、報酬は、議員定数は、ある程度近い方向性に皆さん向くのではないかという考え

方、事務局としてはしています。それが違うのだということであれば、別の議論をされたらい

いと思います。多分そのほうが、事務局としてはスムーズにいくのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これの順番に書いているのです。これを議論したとき、

これの順番に全部なっているのです。ですから、これの説明のことを思い出していただければ、

わかると思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 西田委員も若干の疑問について今申し上げただけで、最後のほうで結

構ですよとありますので、私もこれでよろしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、(１)から(５)の文言についてはこのまま残すということ

でよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、中間報告の内容について以上で終了させていただきます。 

 局長。 

○局長（上坊寺博之君） 引き続いて資料の説明をしたいと思います。今後の議会運営委員会

の議論としてわかりやすいように、資料２をつくらせていただきました。それは白老町議会の

議会改革、すなわち活性化の取り組みを１次と２次と３次の分で分類して、今の改革分類にあ

わせて過去の実際にやったものを落とし込んだものでございます。今検討しなければならない

のは３次改革でございまして、一応丸が、仮にも、まがいなりにも進んでいるのではないかと

いうのが丸です。全然検討が進んでいないのが黒丸でございますので、今後１、２は広報広聴

のほうで議論する形になっておりますけれども、３以降については議会運営委員会の持ち分で

ございますので、この部分を議論していかなければならないのかなと思っています。 

一つは、政策の向上のところには、政策研究会について、専門的知見の活用、議決事項の拡

大、これはまだ未完成です。倫理では倫理条例の全面改訂、これも未完成になっております。

それと、本会議の自由討論をどのようにやっていくかということは、これはやるということは

決めていますけれども、全然その方向性は出ておりません。あと、大きく議員定数、議員報酬
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のかかわり方、この部分が議運の中で大きいのではないかなと思っています。一応これは改革

の中で見えるような形でおかせていただいたということで、この表はご理解していただきたい

と思います。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） 今、今後検討する改革項目について説明がございました。この資料

を基本ベースといたしまして、第３次改革の内容を議論してまいりたいとこのように思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○局長（上坊寺博之君） 資料３は、これは平成 20 年６月に議論して、５月、６月に集中して

議論した資料です。これは第３次議会改革を決めるために各会派からそれぞれ取り組むべく改

革事項を出していただき、これで検討してきたというものです。それぞれのその次の表からは、

具体的に会派の持ち帰りを諮って再度議論して決定していった過程ですので、これは目を通し

ていただきたいと思います。多分これは、各会派がそのようにお答えしておりますので、これ

は今後無印になっている部分には、当然これを踏まえて議論されるということになろうと思い

ますので、これは多分過去に、もう既に相当、１年半ぐらいたっていますから、記憶から薄れ

ている人もあるかもしれませんけれども、皆さんの合意形成ででき上がってきたものだという

再確認でございますので、見ておいていただきたいと思います。何かあれば。 

○委員長（山本浩平君） それでは、資料２、資料３について何か質問ございましたらどうぞ。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。これは、資料３というのは、きょうまでの経過、各会派の

資料ですよね。裏面に付随しているのは、目が見えないものだから、この中で会派で協議する

ものはありますか。 

○局長（上坊寺博之君） ないです。これは、平成 20 年４月、５月で議論してきた、具体的に

各会派からの出された意見を書いてあります。 

○委員（及川 保君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 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） 十分確認をしておいていただければと思います。 

○局長（上坊寺博之君） もう一点。資料というゴム印を押したもので、通年議会の導入議会

一覧ということで参考に出させていただきました。ことしの１月から４町になりました。今試

行中というのが２町ありまして、千葉県の長生村と福島県の只見町というところが今試行最中

です。試行していないのですけれども、長野県の軽井沢がことし３月にいきなり導入を目指す

というような記事がございます。軽井沢もことし白老町に来ておりまして、行政側から通年議

会の実施について行政側にも視察に来ている。多分間近でないかなと。今大分県、三重県、名

古屋市議会で議論されている。名古屋市は不純ですけど。 

以上、資料のほうご説明申し上げました。 

○委員長（山本浩平君） では次に、その他にまいりたいと思います。その他はございますか。 
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議長。 

○議長（堀部登志雄君） 皆さんその他ないですけれども、私のほうからその他ということで、

皆さんご承知のとおり、本当に皆さんの協力があって、議会活動が活発に展開されております。

そうした中で、事務局体制が非常に大変になってきているという状況にありますので、局長と

も十分に相談しながら、今いろいろと考えているのですが。これは議長の専権事項ということ

もありますけれども、今こういうことを議長が考えて、事務局体制を何とかより強化していき

たいなという思いで進めているということで、その内容についてせっかくの機会ですので、運

営委員会の皆さんにご報告させていただきたいなと思いますので、局長の方から。 

○局長（上坊寺博之君） 資料を配らせていただきたいと思います。 

 私のほうから若干説明をさせていただきたいと思いますけれども、一つは、今議長申し上げ

たのは、議会事務局と現在の監査室の職員の併任をすることを、今事務局としては議長に申し

出てございます。というのは課題が３点ぐらいございまして、今行政全体からすれば、あと８

年間、ことし含めて 36 名減員します。部単位でいくと、現実には毎年１人ずつ減らすような人

数なのです。そういう中で、今議会の日数がふえて議会改革が進む中で、実際に出ております

けれども、政策研究会をやった場合に増員という話も出ていますが、実際は増員は無理であろ

うと。それであれば、何とか現有の中で体制を強化していかなければならないのではないかと。

今事務局は４名です。１人年休を取りたいと言っているときに、けがや病気になられると、実

際に委員会が開けない状態になります。ことしもそういう状況が数日ございまして、各課から

俗にいう電話番、応援をかけて、ここに来ていただいて、従事していただいていたという経過

がございます。できれば、今監査室には専任職員が１人います。議会事務局は臨時入れて４名

おりますので、それをお互いに併任する形で、議会機能、監査機能をサポートしていきたいと

いう考え方です。というのは、今監査室ですけれども、条例で事務局体制をとりまして、それ

ぞれが兼任するという形で、例えば主幹が議会８割、監査２割、B という人が議会２割、監査

８割という形で、それぞれが分担して強化していきたい。というのは、議会が強化しなければ

ならないときと、監査が強化しなければならないときと、日数が違うのです。ですから、そう

いう形で強化していきたいなということで、今議長にこういう形のものをお願いしております。

それで、町の部長のほうには、今の施設の対応であれば強化は無理なのです。というのは、職

員向こうにもいなければならないし、こちらにもいなければならない。当然１人向こうに残っ

ていなければならないですから、今考えているのは、監査事務局を近場に持ってくる、今第２

委員会室と第３委員会室がありますけれども、突き抜くような形であそこに監査室を持ってき

たいと。それであれば職員常時５名体制で動けますので、かなりの強化にはなるのではないか

という気がしております。 

 今議長が申し上げたのはそういうことで、これはぜひ事務局側から議長のほうに、昨年もこ

ういう形で出ていまして、昨年度は人員が変わらないのであれば何もやる必要はないのではな

いかというようなお話もございましたけれども、ことし１年間見ていて、実際にそういうこと

を切実に感じるものですから。まず５人体制が近場にいればどのような形でもできるのかなと。
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例えば定期監査に職員が２人かかわるということもできますし、今一番大変なのは、住民監査

請求が出ると、今の監査１人では無理だろうと思います。日数、期限が決められていますので。

そうなれば、議会事務局だけでも多分難しいと思いますけれども、総務のほうから応援かけな

かったらできないと思いますけれども、そういう部分も当然想定はできますので、そういうよ

うな形の中で、５人でカバーしていくことが得策ではないかなという考え方をしています。 

以上です。簡単に説明をさせていただきました。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。これはことしの、今年度の予算のときも実は提案されて議

論した経緯があります。局長のほうから今詳細な状況、職務状況、非常に厳しいなというふう

に私も感じておりました。残る問題は、監査室の業務内容です。そのあたりさえきちっとクリ

アされていれば、今局長言ったように２階に監査室を移動するとか、いろいろ議会としても工

夫してやるべきだなという思いはします。ただ、問題になるのは、きちっと区分けができた中

で、中途半端な状況にならないように、しっかりとそのあたりはすべきだなという思いはしま

す。私はこのことについては、将来の状況からすると、こうせざるを得ないのかなという思い

がいたします。 

○委員長（山本浩平君） これは、会派でやはり１回もんでいただいたほうがいいですよね。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 特に会派で、極端に不安でなければ、会派のあれまでいかなくても、

私が現状を十分見た中で、皆さんに迷惑がかからないように、逆に有利になるような形でやっ

ていきたいと。ただ、前のときにそれで、先ほど局長が言ったように、１回こちらから断った

経緯があるものですから、やはり１年間現状を見た中で、やはりそれがお互いいい方向に何と

か持っていきたいなと。本来であればこういうことをしないで、職員をふやしてくれというよ

うな形が一番いいのですけれども、なかなか私の立場でも現状を見た中で、各課で減らしてい

る中で、議会事務局だけふやしていくというような形にはなかなかならない状況なものですか

ら、できるだけ今局長がやったそんな形でやっていただければなと。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。議長の話は十分理解するのです。その中で、今局長の説明

で私も理解いたしました。だけれども、前回のときは会派の中で議論をして、うちはどうして

もこれはのめないと。いろいろと監査、業務に大きな違う部分があると。監査と議会がチェッ

クする状況の中で、違う業務のものを一緒にやるべきではないというような中で、これは会派

の中で意見として出しているわけです。１年たっていないのだけれども、その中でこれが議長

の思いだけで行ってしまうのは、ちょっと違うなと私は思うのですが。 

○委員長（山本浩平君） 前回の議論があったものですから、一度やはり持ち帰られたほうが

いいのかなというようなふうにも感じたのです。ほか皆さん委員の方。 

なければ、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 今議長から話ありましたし、前回議論踏まえていますから、私
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はここではどうこうないけど。ただ、前６次かな、地方行政改革で、監査室の議員選出のあり

方が今問われているのです。あれは多分局長のほうから資料が来ていたと思いますけど。その

辺もここで、課題はわかりますけれども、それと、白老は議会改革先進地だと言っているので

すから、そういうものを踏まえて、監査のあり方において職員の対応はどうなのかと、組織体

制はどうなのかということも踏まえた中での議論が必要かなとこう思います。各会派でそうい

うことを踏まえて、将来を見越した形で。多分あれ、今のところを見たら、議員選出の監査委

員が町の提案いらなくなるとかやっていますよね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○局長（上坊寺博之君） 今の進みぐあいは、長の選任が離れるということなのです。という

のは、議会が選出するということになるのです。議選を置くか置かないかというのは、これは

別な話です。ただ、今流れとしては、議選は選択性になるのかなと。多分置く方向ではそれぞ

れの３議会は主張しているようですけれども、多分、議選はなくなる方向という感じは受けな

いのですけど。ただ、はっきり言えるのは、法令改正はいりますけれども、見えているのは長

の選任ではなくて、議会が選挙という形になるのではないかなと。そういう方向性で議論され

ているということは事実です。ですから、議会はよりかかわらざるを得ないという。監査機能

と、先ほど言いましたけれども、議会と監査機能は並行してやっていかなければならないもの

であって、議会も監査請求権というものがあるのです。ただそういうものというのは１回も生

かされていません。それは近くにいると、そういうことも可能になってくるかもしれない。長

から離れた機関に近くなっていくことは、監査も想定されるかなという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 一度会派で議論していただいたほうがいいと思うのです。そういう

ことでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ほか、その他。 

近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 通年議会のあり方といいますか、今回いろいろと閉めた後に問題があ

って、招集するのにかなり時間がかかったということで、通年議会というのはスピーディーに

物事をやるというのが通年議会なものですから、私は例えば通年議会を閉めるのではなくて、

要するに来年であれば、１月６日から始めたら、最終は翌年５日の 24 時まで、というような形

になるようなことができないのかどうかということを聞いておきたいなと思って。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○局長（上坊寺博之君） 可能だと思います。私もそういうことは想定しておりませんでした

ので、今回みたいな例が、基本的にだらだらいくよりは、１回閉めたほうがいいのではないか

ということで昨年も 12 月の議会で閉めたと。ただ、地震、災害、何があるかわかりませんから、

今後もそういう状況は出てくるという観点で組まなければならないと思います。それであれば、

基本的に５日まで持っておいて、自然閉会、会議当然５日に起こせませんので、自然閉会とい

う形をとって、翌６日に再開するというか、開会するという形をとったらいいのではないかと
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思います。ただ、今会議規則が１月から 12 月までと。実施要綱も、運営基準の１月から 12 月

までと規定しているものですから、これをちょっと１月から１月になりますので、もう少し、

こういう表現をしないで、１月から通年という表現に直すか、会議規則は通年となっているの

です。会議条例は、議会の会期を通年とし、会期の処理する１回の議決で決めるという表現し

かないのです。ですから、１月から通年とするという表現に直せばこれは可能なので、そのよ

うにしたほうがいいかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、異論はございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 来年以降そのようにするということで、よろしくお願いします。 

 ほか、その他ありませんか。 

私の方から一点あるのですけれども、暮れに特別委員会、いぶり中央の関係で特別委員会開

かれました。先般の流れからいうと、まず町側の説明を聞いて、そしていぶり中央さんからも

専務、理事長さん、合計３名来られまして、意見を聴取して、そこで一応特別委員会を閉める

というような形で、委員長、副委員長に特別委員会の報告をお願いするような形で閉めたと思

うのですけど。その特別委員会のその後の確認の意味で、総務文教常任委員会の委員長いらっ

しゃるので、確認の意味なのですけれども、例えばこれ、年明けまたさらに議運を開いてどう

のこうのというようなことには私はならないのかなというふうに思っているのですけど。どう

も非常に町側の思いというのが、まだ非常にいぶり中央の今回のやり方に対して、非常に相当

厳しい見方をしている部分もございますが。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） その他ではないということですので、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 ３時３４分） 


