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平成２１年白老町議会全員協議会会議録 

 

平成２１年１１月 ２日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ２時３７分 

                                         

○会議に付した事件 

１．白老町議会議員の議員報酬について 

２．白老町議会「政策研究会」のあり方について 

                                         

○出席議員（１５名） 

２番 前 田 博 之 君       ３番 西 田 祐 子 君 

４番 及 川   保 君       ５番 山 本 浩 平 君 

６番 本 間 広 朗 君       ７番 玉 井 昭 一 君 

８番 近 藤   守 君       ９番 斎 藤 征 信 君 

１０番 大 渕 紀 夫 君      １１番 土 屋 かづよ 君 

１２番 松 田 謙 吾 君      １３番 熊 谷 雅 史 君 

１４番 氏 家 裕 治 君      １５番 吉 田 和 子 君 

１６番 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席議員（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 

○議長（堀部登志雄君） おはようございます。ただいまより全員協議会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） 本年２月に特別職報酬等審議会から、議員報酬について平成 22 年度

から引き上げるようにとの答申が出されました。議員報酬は第３次議会改革の期間において、

いかなる議員報酬が白老町にとって適切であるかと検討することになっております。このこと

から、現在、議会運営委員会では検討を早めて議論をしている最中であることは皆様、議員も

ご承知のことと思います。 

 本日の全員協議会は、全員協議会の運営要綱第 10 条に基づいて開催するものでございます。

議員報酬は各議員の身分に直接かかわる事項でありますから、本日の全員協議会において各議

員の考え方をお聞きした上で改めて議会運営委員会で議論をしてまいりたいとするものであり

まして、本日の会議は議員同士の自由な自由討議を中心といたしますのでよろしくお願いいた

します。 

 それともう１点の議題は政策研究会のあり方についてでありますが、これについては氏家小

委員長から小委員会での議論の内容を簡潔に説明を受けた後、自由討議で理解を深めたいと思

いますのであわせてよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず初めに、議員報酬についての自由討議を始めたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。議員報酬についてご意見をお持ちの方はどうぞ発言をお願いいたします。 

14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。今回、この議員報酬の諮問を受けまして、いろい

ろと議論を進めてきましたけれども、私は政策研究会等々の話は、前回議運の中で各会派のほ

うに持ち帰っていただいていると思いますし、そうしたこれからの議会改革に取り組む上で、

今まで以上の議員活動の日数がふえるということは、これは明らかでございます。そうした中

で、この議員報酬の件に関しましては、私はやはり、これからまだまだ議会改革が進む中で、

議員の活動というのはもっともっと盛んになっていくのではないかと思います。それがやっぱ

り町民に受け入れられることが一つの要件になるということは私もわかりますけれども、今回

の諮問を受けて考えるときに、この報酬等審議会から出された諮問については、私は受けるべ

きだというふうに考えます。それはなぜかというと、例えば今ここで受けないという議論をし

てしまうと、私たちのときではなくて、次期改選期のそうした中での定数の話も出てくるでし

ょう、そして、このまま議員活動がここで終わるわけではございません。これからもまだまだ、

こういった活動状況というのは続いていくということを前提に考えたときには、やはり総枠は

確保をしておいたほうがいいのではないのかなと思います。その金額的なものについては、こ

ちらから出されるものではございませんから金額の話にはならないと思いますけど、総枠は確

保をすると。その中で、議会の中で今の財政状況を踏まえ、今期においては財政状況を踏まえ
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て考える。今までもやっていたとおりです。議員報酬の削減等々やっていますけれども、そう

いったものも含めて今の財政状況の中で考えると。次期は次期の中で議論する、そうした枠と

いうのは残しておくべきではないのかなと私はそう考えます。 

○議長（堀部登志雄君） ９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） 斎藤です。いきなり議論に入ったわけですけれども、これまでの間に

議運等なんかで、あるいは会派の持ち寄りでいろいろな論議の経過があるのではないかと思う

のですけれども、そういうことの報告というのは一切ないのでしょうか。それだけちょっと伺

いたいのですが。 

○議長（堀部登志雄君） 今までの経過については、それぞれ会派の方が議運に出ております。

その中で会派の中の意見を十分持ち寄って議論をしてまいりました。そういう中で、その件に

ついてはそれぞれ皆さん、議運のメンバーの方から説明を受けているというぐあいに思ってお

りますけれども。 

改めてきょう全員協議会という形で皆さんに自由に議論をしていただいて、その自由な議論

の中でまた、先ほど申しましたように議運に持ち帰って、議運でまた議論をしていくというそ

ういう趣旨で開いておりますので、全体が一堂に会して特に全員協議会の開催の趣旨の中にも

そういう形で議運の身分にかかわることについては、議長判断として議運に諮って、きょうの

全員協議会を開いて、自由討議をして、皆さん自由に意見を交換し合っていくというそういう

形できょう開催しているところでございますので、思っておられることをどんどん発表して、

議員同士で自由に議論していただきたいという思いでございます。経過については、議運の中

では特にまだ決まってもいませんけれども、上げるべきだ、いや、いろいろ財政状況を考えた

ら上げるべきではないというような議論が出ていることは私も承知しております。どちらかに

決まっているということではございません。やはりいろいろな議論出ていますけれども。 

９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 結局は、今までやっていたことは、論議をしていたことはよくわかっ

ていますし、その報告も我々受けているわけですけれども。これは議長の諮問事項ということ

であれば、これはまた論議を出して、議論を出して、またそれを集約して、またどこかで一つ

にまとめていかなければならないということですよね。それがまた議運とか何とかという形で

進むわけですね。だとすれば、今までの経過というものを一応、全体としての経過というのは、

報告する必要は、ここではないのでしょうかと聞いたのです。今まではこういうことだったと。

その報告を受けて、またそれに肉づけするとか、それに対する意見をまた出すとか、そういう

ような論議になるのではなかったのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 特にそういうぐあいには考えなかったので、今会派の代表の方がい

ろいろ会派の中の意見を持ち寄って議論を議運でしています。そういう中だけど、やはり全員

協議会という場で自由に皆さん、会派の意見にとらわれることなく自由に意見を交換し合って、

皆さんの意見を十分拝聴した中でさらに議運でまとめていくという形になろうかと思いますの

で、会派の中だけでなく皆さんどんな考えを持っているのかというようなことで、やはり大い
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に議論するのは必要だと思ってきょうは開催したところでございますので、本当に日頃この件

に関して思っていることを自由に議論していただければなというぐあいに思います。 

なかなか出づらいですけど、きょう資料をお配りしておりますけれども、この資料について

説明をいたしますか。もし、議論に入る前にといいますか、皆さんなかなか議論しづらいと思

うので、この皆さんのお手元にある資料について局長のほうから説明をさせていただきますの

で、それらも踏まえた中で議論をしていただければというぐあいに思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、資料の概略の説明をしたいと思いますので、お手元に議

員報酬については１から４の資料です。議会運営委員会の中ではまだまだ資料ありますが、抜

粋して出させてもらっていますのでよろしくお願いします。 

 まず、資料１でございますが、資料１につきましては、議長が先ほど言いましたように、２

月に特別職報酬等審議会から出されている答申の写しでございます。内容としては、まず１つ

は、道内の類似町村９団体と比較しても平均額より低いと。道内同規模自治体との比較では 10

万円以上の差があるという状況になっているという指摘です。 

 もう１つは、議員の活動日数が本議会においては年間 160 日を超えていると。各種行事等の

参加を加えると 200 日を超えることが実際見込まれているということが指摘されております。 

 それともう１つは、老若男女問わずあらゆる年代層・階層から選出され、議会の機能を果た

すものであるが、その活動に対する対価については考慮されていない。若い人が立候補できな

い極めて憂慮すべきであるという指摘がございます。 

 それを受けて 22 年度から報酬の引き上げを行う条例改正をしなさいという答申でございま

す。それが資料１でございます。 

 資料の２につきましては、白老町の実際の議員活動がどのようにされているかということで

ございます。まず１つは、これは 20 年度の集計でございますが、地方自治法上の公務活動につ

いては、実際には、議長については 254 日、実数としては 195 日。副議長にあっては 160 日、

実数にあっては 114 日。議員ですが、これは平均値です。延べ日数では 122.3 日、実日数では

93.4 日になっておりますということです。これについては事務局で集計している数字でござい

ますので、左側の公務については実数ということでご理解いただきたいと思います。 

 それと右側のほうの公務外とされている活動。項目別に出させてもらっていますが、これに

ついては議員から自己申告をしていただいた部分を議員の人数で割り出したものです。ですか

ら、これは議会事務局として、実数としてとらえているものではございません。あくまでも議

員各位の申告に基づいた数字ということでご理解いただきたいと思います。これについては、

公務に付随する活動とそれ以外ということで分けてございます。公務に付随する活動としまし

ては、議案の精読。当然、本会議にかかる議案の精読です。それと、委員会資料の精読。委員

会活動のための資料精読でございます。それともう１つは、一般質問等の準備のための活動。

これを公務活動に付随する活動として位置づけてございます。これについては議員平均、年間

56.2 日という申告でございます。もう１つはその他の活動として、議員が独自に行う政務調査

活動。それと、各種団体への会合への出席。それと、住民の声の聴取活動。それと、住民への
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相談、会派活動を上げてございます。これについては 72.9 日で、合わせると、公務外とされて

いる活動であっても 129.1 日の活動日数を行っている現状にあると。これも一応参考にしてい

ただきたいと思います。 

 資料３でございますが、これは全国の市町村議会議長会が適正標準率ということで昭和 53

年に示した数値です。これについては首長の給与額に対する適正なそれぞれの報酬額を示して

いるものでございます。これについては当時 53 年度の議員活動、それと首長の活動の比率で算

出しているものでございます。議長については、首長の 40％から 54％。副議長にあっては 33％

から 37％。議員にあっては 30％から 31％という、これが全国議長会で示している適正な標準

率という数値で、今現在もこの数字は変わってございません。これが今踏襲されている数字で

ございます。ですから、今うちの首長の給料が 85 万円ですから、議員にあってはその 30％、

大体 26、７万円になるのですか、そのぐらいの数字が適正だと全国では言ってございます。 

 それと、資料４は、白老町の議会の開催日数です。述べ開催日数と全国の市議会、町村議会

と比較しているものでございます。まず、１の表につきましては、これは年度別の開催日数で

ございます。ちなみに平成 20 年度は、延べ 166 回の本会議、委員会が開催されているという表

でございます。それで、棒グラフにつきましては、一番上の数字が議員の最大の述べ出席日数

です。ですから、白老町議会の一番出席している方は 141 日ということになります。平均値は

120 日でございます。これは全議員平均すると 120 日の会議出席日数があるということです。 

 その下は、全国の議会と比較している数値でございます。左側の黒印は白老町です。20 年度

で比較しますと、全国の５万人未満の市議会、活動日数は 96.9 日です。次の棒は、全国市議会

の平均です。全国市議会は 111.1 日でございます。次の棒グラフは、全国町村議会の平均値で

す。60.9 日です。その次は、北海道の類似町議会です。これは 101.2 日でございます。北海道

全体の町村議会では 69.1 日ということであらわした数字でございます。 

 裏のページでございますが、これは議員報酬の全国と比較したものでございます。一番下の

段が白老町の議会でございます。議長にあっては、全国の町村議会では 28 万 6,437 円。全国の

類似町議会では 33 万 4,501 円。全国の市議会で 51 万 6,700 円。全国の人口５万人未満の市議

会 40 万 5,500 円。北海道の町村議会で 25 万 9,839 円。北海道での類似町議会 30 万 1,891 円。

これを副議長、委員長、議員の順に比較している数値でございます。 

 下の段でございます。先ほど報酬等審議会で言っている数字は、議員定数の規模からいいま

すと白老町は５万人未満の市議会と同じ定数規模になります。10 万円以上の開きがあると言っ

ていたのは、こことの比較ではないのかなと思っております。 

 一応、資料４種類出させていただいていますが、これに基づいて議論をお願いしたいと思っ

ております。 

私からは以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 皆様のお手元の資料について今局長から説明をさせました。この資

料を見ながらでも結構でございますので、ぜひ自由な議論をしていただければなというぐあい

に思います。自由討議の場ですので、できれば全員の方にぜひ議論をしていただきたいなと。
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それぞれの思いを述べていただければなというぐあいに思いますけど。 

９番、斎藤征信議員、何か。 

○９番（斎藤征信君） 今まで会派などを通じまして自分たちの言いたいことを散々議論して

きたわけですし、そして、それを通じて伝えてあるわけで、何か新しいことが出てきたのであ

れば話もしやすいわけですけれども。また同じことの繰り返しをやりながら、みんなでまた練

っていかなければならないのかなと、なかなか言いづらかったのです。ということで私個人の

意見になるのかもしれませんけれども、実際には、報酬等審議会のこの答申というのはすごく

我々にとってはありがたい話で、正気に考えたらどうなのかという点では、これはすごく大事

にすべきものだというふうには思うわけであります。ただ、私たち、自分たちの報酬を考える

ときに、今の社会情勢や、今白老町が財政的に切り抜けていかなければならないこういう難局

の中であって、自分たちの報酬を議論し、上げるべきではないかというようなことというのは

どうしても似つかわしくないという気はまさにしているわけです。ただ、報酬等審議会も言う

ように、私たちは確かに通年議会になったときにすごく忙しくなってきて、忙しくなったとい

えば語弊もありますけれども、確かに活動量というのは以前とものすごく違ってきたのではな

いかというふうな感じはしているのです。そんな中で、ここの数字の中にも明らかにあらわれ

てはいるのですけれども、大変やっぱり状況としては仕事が多くなって、これからますます、

もっとよりよい議会を目指していくためにはもっともっと仕事の量というのはふえてくるだろ

うということはうなずけるわけです。そんな中で政策委員会等を通して、小委員会を通して、

それでは、私たちの働いている労働に対して、仕事に対して、その対価というものはどうある

べきだというそういうことというのは明確にする必要がある。確かに働いても、働いても報酬

は同じではおかしい。働いた分について、どういうふうな対価というものを考えなければなら

ないかということは、私たち議会議員としてきちんと押さえておかなければならないことだろ

うと。だから、そういう意味では、今小委員会がやっている仕事というのはすごく重要なこと

だし、我々がアンケートを出したときにやっぱりそういうものに寄与できるかということでは、

それは今すぐ進めるべきだと。これだってすぐに答えの出るようなことではないだろうと思い

ますけれども。先ほども、それでは、この答申のとおり次のところにまで確保をしたらどうだ

というご意見もございましたけれども、やはり社会情勢はどんなふうにわからない、不明な中

でそれだけは確保しておきますということも可能なのかどうなのか。そこまでに世の中どんな

ふうに動くのかということは、まだちょっと私たちにもわかりませんので。ですから、私たち

は純粋に私たちの労働に対する対価というのはどうあるべきだということを、きちんとした数

字を今我々頭の中に押さえておく、腹の中にきちんと押さえておくということが一番大事なこ

とであって、今すぐ上げろとか下げろとかというような議論にならないのではないかと、私は

そう考えてはいます。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 今斎藤議員の意見、本当に大事だと思うのですが、私は少なくても、

この議員報酬について議長が町長から諮問を受けたわけです、議長が。議長が町長から諮問を
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受けたのですか。報酬等審議会は、議長が諮問をして答申を受けたわけです。そして、町長が

今度、議長に議会としてどうするのだということで諮問を受けたのですかと聞いているのです。 

○議長（堀部登志雄君） そういうことは受けておりません。 

○１２番（松田謙吾君） それでは、なぜ議会がこういう報酬について協議するのか。私はそ

れであれば不思議でならないと思うのです。私は、議員というのは、議員になろうとするとき

は、やってはならないことは自分の票をお金で買ってはいけない。これが私は基本だと思いま

す。それから、議員になったら、自分の給料は自分たちでどうするかと考えるなんて、これは

おかしな話だと思うのです。まず、この１点。 

 それから、みんな言葉が出ないのは、各会派でさまざまな意見、３カ月間もいろいろ述べ合

って、そして、会派の代表が議運の中でずっと協議されてきたわけです。その中で個々の考え

方は、みんなその中に含まれて議運の中で代表者がお話ししていると思いますし、どんな話さ

れているかはわかりませんが、粗々なことは、私は聞いております。そうされている中で改め

て全員協議会がやられて、この全員協議会が個々に出た言葉というのは、それでは、今までの

議運は何だったのかなという、私はここのところがどうもわからないのです。この全員協議会

開いている意図がわからない。そうであれば、議運が何だったのだろうと。我々、３カ月間そ

れなりに、我々の会派は４、５回会っています、このことで。そして、個々の意見は述べてい

ます。それは述べられていると思うのです。そういうことも考えると、この全員協議会をやっ

ている意図が私はわからない。どういう意味でこの議員協議会をやっているのか。 

 それから、これが終わったらまた議運で、先ほど斎藤議員も言ったけれども、またやられる

のかなと。これは私は不思議でならないのです。その辺をまず、議長がなぜこの全員協議会を

開いているのだという説明をきちんとしてほしいなと思うのです。なぜ、この全員協議会をし

ているのか。 

○議長（堀部登志雄君） 今松田議員のほうから、なぜこの全員協議会を開いているのだとい

うことでございます。皆さんご承知のとおり、私議長として、先ほど説明ありました報酬等審

議会で議員報酬を上げるべきだということを町長のほうに答申をされました。それについて、

やはり行政のほうでは、首長のほうではこれに基づいて議員報酬についての議案が提案される

だろうというぐあいに私は予想しております。そうした中で、先ほど言いましたように第３次

議会改革の中で議員報酬、定数も含めて、この任期内に議論をしていきましょうということで、

これは皆さんご承知のとおり、そういう話をしております。しかしながら、そういう経過の中

で改めて議員報酬について来年提案されてきたときに、我々議会議員がそれを議決しなければ

だめなわけです。そういう中では、そこでどちらかになりますと、それで議員報酬の件につい

てはこの任期でもう、それで決まってしまうわけですから。非常に重要な、ちょっと前倒しに

なって、我々何も議論していない議案がぽんとその場でもし来年度出た場合、我々その場で即

決しなければだめなわけです。そうしたことを考慮した場合に、やはり議員報酬については非

常に重要な問題でありますので、我々の身分にかかわる問題でありますので、議員定数のこと

についてはまた、これは我々の任期の間に議論していけばいいのですけど、くどいようですけ
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ど、報酬等についてはそこで決まってしまって、そこでどうかなると、もう議員報酬について

は議論する必要がなくなるわけです。ですから、やはりその前に、これは重要な問題ですので、

議員各位に十分議論していただきたいと、前倒して。それで、私が議長名で議会運営委員会に

諮問したわけです、これについて議論していただきたいということで。それで今まで議論して

きたという中で、３カ月間各会派の代表が議運に集まって議運でいろいろ議論してきました。

だけど、報酬上げるべきだ、上げるべきではないといろいろな議論をディスカッションして、

会派に持ち帰って意見を出し合ってきました。だから、この辺でやはり議員全体で一堂に会し

てそれぞれの思いを、会派は会派でいろいろやっていますけれども、やはり皆さんと、私は上

げるべきだ、私は上げなくてもいいのではないか、私はこうすべきだ、現在の財政状況考えて

どうだということを全体で議論していただくのが私は必要だというぐあいに判断して、議運に

諮って、きょうやるということで開かせていただきました。そういう思いで、日頃自分で議員

報酬に対する考え、現在の経済情勢もありましょう、いろいろな白老町の置かれている財政状

況もあると思いますので、その辺を踏まえてやっぱり議論をしていただくと。ただし、これは

やはり非常に、１回決めてしまいますとまた次に日にそれをどうのこうのということにはなり

ませんので、極めて重要な問題であると。それでまた、これはちょっと余分なことかもしれま

せんけど、我々ばかりではなく、これから議会議員を目指すいろいろな方も含めて本当に参考

になるような意見を議論し合って、そして、議運で再度まとめて私のほうに答申をいただくと。

だけど、それをどうのこうのということではありません。ですから、やはり議員として皆さん

ある程度どちらに判断するにしても議論しておくのが必要ではないかなというぐあいに判断し

てやっていることでございますので、一つその辺ご理解をいただいて議論をしていただく。議

長として、どうすべきだ、こうすべきだということは全くそういうことは申し上げるつもりも

ございません。そういう意味でやっているということでご理解していただきたいと思います。 

12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） よくわかりました。先ほどから報酬等審議会の意見もありました。

議員報酬上げる、下げる前に、議員はみずから白老の財政事情を考慮して 10％カットしている

わけです。それでは、上げる、下げる前に 10％をもとに戻すか、戻さないかの議論のほうが先

ではないかなと私は思うのです。10％下げているのですから。上げる前に 10％もとに戻すのも

一つの方法だろうと、こういう議論をするのも、そのほうが私は先ではないのかなと。それと

同時に、私は前からも言っているのですが、今町民負担の増大、それから財政事情による手数

料や使用料の負担の増大、それから現在議員定数が 16 名だけれども、１人欠員といっても病気

の欠員ではなく死亡して、いない欠員なのです。こういう欠員とかをきちんと先にやっぱり町

民に示して、そして報酬、本当に審議会の方々が今の議員報酬に合わない、それから議員日数

の働きからいって、もう少し上げるべきだというのであれば、その前に 10％カットしているそ

のものをどうするかということが、私はこの議員報酬上げたなら、カットしている議員報酬は

もとに戻すのが当たり前です。これは決まっていることですから。ですから、私はそちらのほ

うが先であって、議員報酬は町長がきちんと議員提案をしてから、議員個々の判断でもいいし、
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もちろん町民に伺いながら判断すべきものであって、そちらのほうが私は先でないのかなと。

これは自由に言えというから言っているのですけど。私はそう思うのですけど。 

○議長（堀部登志雄君） 今松田議員から発言ありました。ほかに皆さん、日頃報酬について

思っていることをぜひ議論していただければなというぐあいに思います。 

５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） 私は議運の委員長の立場でそれぞれの各会派の考え方を伺っておりま

して、議運に出席されている議員の皆さん方はそれぞれの各会派の考え方というのもまた認識

されていると思うのですけれども、きょうは本当、自由討議ということなものですから若干こ

の内容とは一歩踏み出すかもしれません。しかしながら、大いにかかわりあることなので若干

申し上げたいと思います。 

 その前に、今松田議員のお話は確かにその通りだなというふうに感じるものはございました。

それはまた議運の中でもいろいろこれから出てくるかなと思いますけれども、確かにそれはそ

うだなという部分ちょっと感じるところはありました。 

 結論から申しますと、私どもの会派は２名ですけれども、全く同じような意見を持っており

まして、これはもう答申どおり、率直に答申を受けて上げるべきだという考え方でございます。

資料２で出ていると思うのですけれども、これは意外と私どもの会派はびっくりしたのですけ

れども、この公務外とされている活動というのが非常によそ様の会派は逆に我々より多いので

す。一般質問の調査のための日数ですとか、委員会資料の精読あるいは住民の声の政策提言の

ための聴取活動、これらも非常に思ったよりも私ども多い。平均、公務外とされている活動が

129 日もあるということになっております。これは単純な話になりますけれども、議員の平均

日数 122 日。これは公務活動の 122 日。これと公務外足しますと 251 日という日数になります。

また、これも単純な計算にはならないと思いますけれども、議長は両方の数字 254 と 129 を足

すと 383 日ということで 365 日を超えるような内容になっている状況でございます。私は、こ

れだけ活動している白老町の議会の内容からかんがみますと、決して他の町村より低いレベル

であって逆にいいのかというふうに思っております。やはり、これらの活動日数を考えた場合、

上げるべきであると思いますし、何といっても、答申に出ておりましたけれども、あらゆる各

階層、そして各世代、老若男女問わず議会を構成するというのが白老の町議会にとって一番の

議会の活性化であり、議会改革であると思います。今やっている議会改革もすばらしいところ

はありますけれども、今私どもが若い人たちにこの白老町議会をつないでいくためには、それ

をやはりやらなければだめだと思うのです。来年になりますと、私と氏家議員が一番年齢低い

わけですけれども、低い年齢で 50 歳です、来年で。決して若い議員が今いるわけではない。や

はり 30 代、40 代の議員、20 代でも結構です、そこに含まれて、そして、議会が活性化、改革

を行っていくようなスタイルを今いる議員がみずからつくる必要があると。これを強く私は認

識しておりますので、そういった世代の人たち、いろいろな階層の人たちが出てこられるよう

な仕組みをつくるべきだというふうに考えております。そのためにはまず、今の日数に見合う

報酬を上げるべき。歳費というような考え方で私はいいと思っています。そのような形にまず
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すべきだというふうに思っています。 

 先ほど氏家議員のほうから、これから政策研究会が始まることによってさらに日数はふえる

のだと。だから上げるべきだというようなご意見ありましたけど、私はこれからやることのも

のを加算する必要は何もないというふうに考えています。逆に議会の活性化を考えた場合に、

それでは、政策研究会を行うことによって 20 日ほどふえると言われておりますけれども、果た

してそのまま 20 日ふやしていいのかというふうに逆に私は思っております。この前、議員懇談

会の反省会のときに述べさせていただきましたけれども、昨年とことしの町民の皆様方の出席

日数等々をかんがみた場合に、やはり集約できるものなら集約化、効率化すべきだというのは

そこなのです。減らせるものは減らして議会改革をしていかないと、仕事を実際に持っている

人たちが議会活動を全うできない、こういう状況が今起こっているというふうに私は認識して

おります。登別あたりは、この前も言いましたけれども、定例会の回数を１回減らすことによ

って市民フォーラムという、懇談会というような活動をやっております。議会改革をどんどん

進めて、そして日数をどんどんふやす。これが、それでは若い人たちが挑戦できるかというと

私はそうではないと思っていますから、議員報酬とセットに会議日数等の検討も必要であると

思いますし、第３次議会改革終われば、今度、第４次議会改革。議会運営委員会も他の町村と

比べると倍以上の回数になっているのです。これはそういったような議会改革についての会議

が多いからそういうことになっていると思います。この辺もメスを入れていかなければ、どこ

までたっても会議の日数だけふえることでありまして、老若男女あるいは各階層から挑戦でき

るようなスタイルにはならないというふうに思っております。このことだけは主張しておきた

いなと思います。 

 ちょっと長くなりますけど、きのう、天皇賞でカンパニーという８歳馬が活躍して優勝しま

したけれども、やはり４歳馬、５歳馬、６歳馬、一番体力のあるそういう馬も一緒に交えた中

で８歳馬が優勝したことで、私は非常にきのうの天皇賞は光っているというふうに思いますの

で、やはりこの辺のところは、我々が責任を持って若い人たちが出てこられる環境をつくるべ

きだとこのように考えております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 氏家です。今山本議員のほうからちょっと話がありましたけれども、

私も答申を受けるべきという考え方は山本議員と同じです。ただ、将来的なことを考えなくて

もいいという山本議員の考え方には、私はそれは違うのではないのかなと思います。答えは同

じかもしれないけれども、それに行き着くまでの考え方、それについて私はしっかりとやっぱ

りここで考えておかなければいけないのではないのかなと思います。議会がどうあるべきかと

か、何のために議員は存在するのかとか、そういったところをしっかり議論していかなければ、

この議員報酬についての議論なんていうのは、僕はできないと思います。ましてや、今まで進

めてきた議会改革については先人としての議員、それから現在ここにいる一人一人が進めてき

た結果としてここにあるわけです。この進めてきた結果にちゃんと責任を持って、将来あるべ
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き議会の姿というものをちゃんと見定めて、この議員報酬については議論していくべきだと私

はそう考えます。ですから、将来のことなんて考えなくてもいいという考え方は、僕は逆にそ

れはおかしいだろうとそういうふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） 将来的なことをかんがみた発言を私はさせていただいたというふうに

認識しております。先ほど申し上げたのは、今の日数で十分検討できる内容、報酬を上げるこ

とのできる内容になっているから、これから始まる政策研究会のふえる日数を何もこの時点で

加算する必要はないということを私は言っているだけで、全体の将来のことは非常に危惧して

いるから、先ほど申し上げたことを述べさせていただいたわけでございます。取り違いないよ

うにしていただきたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ７番、玉井昭一議員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。私は平成７年、50 歳のときに立候補して、第１回目

から始まったのですが、今は約 15 年になりました。それで、一貫して平成７年のときから定員

は 22 名だったと。その後 18 名になりました、そのときから４名減った分の報酬を上乗せすべ

きだとこういうふうに言ってきました。それは今でも同じ考えです。今定員は 16 名になって、

実質は 15 名ですけれども、その分を上乗せすべきだなとこんなふうに思ってはいます。そんな

中でこの答申が出ました。答申というか、資料のとおりですけれども、まず、道内規模自治体

と比べ 10 万円以上の差があるとか、議会の会議日数が年間 160 日を超えており、その活動日数

は 200 日超えとなることが確実になってきたとか、平均活動日数が道内市町村議会の２倍以上

に及んでいると。あるいは、若い人が立候補できない極めて憂慮すべき事態である。これはも

う、このとおりのことをずっと思ってきていました、私自身が。それで、やはり今山本議員も

言いましたけれども、私も若い人たちに今後議員として出るべきだというふうに進めた人も数

多くあります。その若い人たちが何を基準に言っているか正確にはわかりませんが、一番言わ

れているのは、議員報酬の件です。この議員報酬の件で家族４人食べていくのは無理だと。あ

るいは、食べるぐらいは食べても、大学を卒業させるまでいかないと。そういう生活能力がな

いような報酬ではやれないのだというのが一貫して若い人たちの答えであります。だから、日

数的なこともあって、私なんかは自営業をやっていて、この報酬について自分自身は報酬を上

げなければできないとは思っておりません。だけど、若い人たちに聞けば、私たちはこの報酬

ではできないというのが皆さんの意見なのです。今後やはり、私たちももう年齢が高くなって、

もちろん去らなければならなくなってきます。そういう中で若い人たちに出てもらわなければ

まずいわけです。だから、そこに至らない、今この日数ではあくまでも自営業は無理だなと。

当然です。議会優先ということになって自営業をやるということになると、間違いなく仕事が

減ってくる。いわば、なくなってきます。ですから、議員活動を一生懸命やればやるほど自営

業ができなくなるというのが現状なのです。ですから、その辺を考えるに議員報酬は少なくと

も４人家族であれば２人の子どもを大学に出せるぐらいまでの報酬がなければ若い人たちはや

れないのだという、この主張がやはりそのとおりではないかと思います。ただ、そのことに甘
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えているなという気はあります。私が出るときには少なくともそんなことは全然関係なく、報

酬のことなんか一つも考えていませんでしたし。もちろん、それだけで生活しようとも思って

いませんでしたし。それから、今この大変な時期です、まちも。職員も２割カットしていると

いう状況も考えると、議員報酬だけ上げるのも大変だという危惧もあります、もちろん。そん

な中で職員の報酬もできれば、今２割カットしているものを１割カットぐらいにならないのか

なと。それを上げることもできないうちに、議員報酬だけ上げるというのも私自身は気に病ん

でおります。しかし、仮に職員の給与を 10％もとに戻した、そして、議員報酬も上乗せした、

そんな中でいけるものであれば、なおかつ、この２年後また選挙があります。そのときまでは

上げなくてもいいのではないかなと私は思っています。もし、ここで仮に皆さんが私の意見と

同じようなことであって、議員報酬を上げようと思っても、この２年間は据え置いて、その新

規の議会が始まってから実行すればいいのかなとこんなふうに思っております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 及川議員。 

○４番（及川 保君） 皆さん、いろいろ個々のお考えを示されているなというふうに思って

いますが、実はこの第３次の議会改革、新たに改選された一昨年の議会において、今後この第

３次改革を進めていく上でどういう改革を進めていくかと。こういった中で私たちの会派の中

で定数削減と議員報酬について、きちんとやっぱり議論すべきだとこういうふうに実は私たち

の会派のほうから皆さんのほうに申し上げて、何とか皆さんに合意いただいて、今この３次改

革の中でこの問題を議論しようとしている矢先に議長のほうから諮問されたと、こういう中で

今までやってきたのですけれども。議運の中では定数問題と一緒にされるのであれば非常にこ

の議論はできないと、こういう中でこの報酬部分だけについて議論を重ねてきたのです。それ

で、私どもの会派の中でもいろいろと会派全体のお話をさせていただきました。先ほど来あり

ますように、私たちが議員報酬をこの改革の中に入れなさいという提案をさせていただいた経

緯は、やはり議会改革を進めていく中で非常に議員の活動日数というのはふえてきた、これは

資料にあるとおりです。それで、こういうことも私たちは予想していまして、間違いなく活動

日数はふえていると。そういう部分で報酬の部分もきちんと見直すべきだと。ただし、この見

直すというのは、外的なものがなければ見直しなんかできるわけないわけでありまして、議員

だけでどうのこうのするわけではありません。当然、町民の皆さんの意見もいろいろ反映させ

なければいけないでしょうし、そういうことでありましたけれども、たまたま今回こういう諮

問がされたという中で議論してきたのですけれども。私たちは、提案された中で申し上げてき

たのは、先ほど山本議員のほうからもありましたけれども、やはり議員の活動が非常に厳しい

状況になっていると、ふえてきているということです。そうであるならば、一定の限られた者

しか立候補できないと。専業主婦か、日数的に与えられた、例えば中小企業の社長さんとかそ

ういう方々の状況は、私は認識していないのですけれども、年金者か専業主婦か。私は非常に

議運の中でも皆さんから、その言い回しはおかしいだろうということも再三言われたのですけ

れども、そういう話を今までしてきました。一定の限られた者しか議員に立候補なんかできな
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いのだと。これからそういう形をどんどんつくっていくのではないかと。そういう厳しい中で

やはり将来の白老町議会の姿をきちんと体制をつくっていくのは、我々の今の務めだろうと。

ですから、今回、町長提案がされるでありましょうけれども、我々が考えるのは４年後の次の

議会の状況をやっぱり我々がしっかりとつくっていくべきだと、こういう考え方でいろいろ今

までも議運の中でお話させていただいたのですけれども。しかしながら、今般の白老町の全体

の財政状況を踏まえたときに、非常に厳しい、今回の諮問だなと。私は非常にそういう重い諮

問だと受けとめております。しかし、根っこには、議員報酬はきちんとやっぱりされた中で活

動すべきものだと、私はそういうふうに考えております。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家議員、どうぞ。 

○１４番（氏家裕治君） 氏家です。先ほど玉井議員のほうから出ていた、今回答申を受けて、

今回のこの時期、私たちの今の現議員の中では、報酬は現状維持するのだと。答申は受けるけ

ども、やるのであれば、実行するのであれば来期からだよという考え方、僕はすごく考え方と

しては賛成できるものだなと思います。 

ただ、玉井議員、ちょっと聞いておきたいことがあります。議員になって、例えば子供たち

を大学に上げるまでそういった形の中で継続できるかといったら、これは４年に１回の町民か

らの審判を受けて僕たちは議会に挑戦していくわけですから、そこまでの部分を考えてしまう

となかなかそれ以上の議論というのはできなくなるような気がするのだけれども、その辺につ

いてはどういった考え方を持っていますか。 

○議長（堀部登志雄君） ７番、玉井議員。 

○７番（玉井昭一君） それは当然、４年に１度ですから。今私が言ったのは、大学を出ても、

子どもたちに学費を払えるぐらいの報酬がなければ最初から出られないという意味を言ってい

るのです。ずっと続けるために、続くか続かないかはもちろん当然選挙ですから、それはわか

りません。だから、そこまでは話をするのではなくて、若い人たちが一貫して言っているのは、

それぐらいの報酬がなければ出られないということを言っているのです、根本的に。選挙のた

びにわかるわけないでしょう、個人差あるわけだから。そんなことを断言できるものでもない

から。ただ、最初に出るときの話が、それぐらいの報酬でなければ出ることもできませんよと

いうきっかけです。若い人たちのきっかけ。それを言っただけです。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。先ほど及川議員が言われたのですけど、報酬がど

うあるべきかということを議論、今の状況がどうかということを議論しないとほかのところが

議論できないと、そういうことで議論してきたとおっしゃったけど、そこのことについてだけ

ちょっと。反論でも何でもないのです。私がそのことを言っていたのです。それは、外的なこ

とを除いて、白老町の議員の活動の中身は議員がきちんとやっぱり押さえるべきだというのが

僕の考えなのです。それでこういう資料をつくったほうがいいのではないかということを含め

てやったと。それは何かといったら、今の報酬が高いとか安いとか、少ないとか多いとか、議

員の活動日数が多いとか少ないとか、そういうことが口では言うのだけど実際はなかなかよく
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わからないというのが私は実態だったと思うのです。ですから、財政の問題や定数の問題はち

ょっと置いておいて、本当に今議員がどういう状況にあって、全国の議員も含めて、そして、

白老町はその中でどういう位置にいるのかということを僕は明らかにした上で、その後に政治

的な問題、今の財政問題だとか、定数問題だとかが議論されないと、いつもそこがなくて、先

ほどから出ていますように、そういうことが検証されない中で定数減らせばそれだけ分上げて

もいいのではないかというふうになるから、そうではなくて、本当に我々はどれぐらいの議員

活動をしているのかということをどなたにもきちんと言えるような。もちろん公務外とされて

いる活動が全部正確だということではありません。そういうことではないけど、少なくても目

安としてはこういうものが出たと。やっぱり 130 日ぐらい議員活動しているということです、

公務外に。僕は、こういうことをきちんと出すというのはすごく必要だと思っているのです。

それは、そこに定数減るだとか、財政の問題が入ってしまうとそういう正確な議論ができない

から、私はそのことを抜きにして先にやるべきだというふうに言ったということはちょっと誤

解ないようにしておいたほうがいいのではないかなと思ったのです。それで、そういう中で私

は、この資料というのは 12 人の議員の方が出されている結果なのですけど、僕はこういうこと

をやっている議会なんて多分他の町村ではきっとないのではないかなと思う。公務上のものは

ありますけど。実際に公務上というのは、会議以外は公務ではないということでしょう。議員

に案内が来ても、実際は公務ではないということで、議員活動の中で各種団体への会合への出

席、これは議員の何の誰それに来ているのに議員活動ではないことになっているのです。変だ

と思う、僕は。すごく変だと思うのです。だって、議員に来ているのに、それは議員活動では

ないなんてどうしてなるのかなというふうに思うのです。だから、そういうことがやっぱり明

確にこういうふうになっていくと、平均でやっぱり 30 日ということは 12 カ月だから２回半ぐ

らいは１月に出ているということですよね。これは欠席したのは入っていないですから、案内

来たのに。だから、すごい量なのです、やっぱり見ると。ですから、そういうことはやっぱり、

それと報酬との関係が本当にいいのかどうかということは、今回検証できたということは、僕

はすごくよかったなと一つ思っています。 

 もう１つ、そこからが今もう出ているのだけど、やっぱり議論の中身としては、私は町民の

皆さんとの合意がどこかでなければ、これは議会が勝手に上げるというふうにはならないと。

今の社会情勢でいけば、私はやっぱり町民の皆様方との合意がどこかでないとだめだと。それ

はほかの議員さん皆おっしゃったように、やっぱり職員も２割カットされている、町民に負担

を強いているわけですから、そういうことがきちんとどこかで議論されて、報酬上げる、上げ

ないという議論がされていかないと、私はやっぱりちょっと片手落ちになるのかなというふう

に思っています。定数問題はもちろん、我々は定数を減らして、その分を上げるという、前段

階よりも減らすということについては、先ほど斎藤議員も言われたように、私たちは、それは

いかがなものかというふうに考えていますので、そういうことで僕は議員のこういう資料が出

たということはよかったなとすごく思っているということで、そこだけちょっと言っておきた

いなと思いました。 
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○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） 私、議運の委員長の立場で申し上げますけども、今大渕議員がおっし

ゃったとおりでございまして、一番最初に定数の問題と報酬の問題をすべて入れて協議をすれ

ば、実際の議員活動そのものは一体どういうものなのだろうということが見えてこない。当然

これは、今白老町財政再建中でもございまして、町民にもいろいろと超過税率を、負担をお願

いしているような状況でございます。そして、定数も前回 20 名から 16 名ということで４名減

らした。そういったことを加味した中で進めれば、なかなか議員活動そのものの内容というか、

そういったことで入っていけないということで、まずはそういうスタートをしたということで

ご理解いただきたいと思います。そして、前回の議運の中ではもう定数とそういった財政上の

問題も加味してご意見も伺いたいというようなお話に持っていきましたので、そのようにご理

解いただければなというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） ４番、及川議員。 

○４番（及川 保君） 皆さんいろいろ言われているのですけれども、今大渕議員のほうから

は職員の給与を少しでももとに戻すべきだという話もありましたけれども、そうであるならば、

町民の負担もやはりきちんとその部分考えていかないと、なかなか議員報酬についてのみ抜い

て議論するというのは非常に厳しいなとそういう思いでおります。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） 私も今回いろいろな、議長から諮問受けて議論したことは大変よか

ったというふうに思っています。というのは、議会がどれだけのことをやっているかというき

ちんとしたものが出たということは、議会側の説明としては、私はよかったというふうに思っ

ています。ただ、今回これだけ日数がふえてきた、これは通年議会だけではない、もともと白

老町は、私は日程的には多かったというふうにとらえております。しかし、今回財政が厳しく

なって、議会にも責任があるというふうに私たちは検証しました。それに対して町民の方々に

負担をかけ、職員がカットし、また、議員もカットをして、今この難局を乗り越える、そして、

借金を少しでもなくして後世の子供たちに残さないでやっていくということが大きな目的でや

っていることなのです。ですから、私はこういったこと、それから、政策研究会も議員の資質

を上げるためにあるのです。これは、町民の方々には関係ないということではないですけど、

これはあくまでも議会側のやることなのです。私は町民の方々に、それでは、その分が全部見

えてくる形にならなければ報酬を上げるということにはなってこないと思う。すべて、先ほど

から出ているように、もちろん町民の負担を軽減していかなければいけないということもあり

ますし、それから、職員のものもそうです。それをやるためのまだ財政が整っていないという

ことの大きな原因があると思います。ですから、今議会がこういったことをやって、これだけ

の量をやっているというのは私も説明はできると思いますけど、町民が望んでいるのは議会議

員として立候補して訴えてきたことが、成果としてどうなっているのかということが一番町民

が求めていることだと思うのです。そのための勉強とか、そういった専門的なもので勉強しな

ければならないという時間帯は、私は町民の方には関係のないことだというふうに思うのです。
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これはあくまでも議員としてやっていることですので、どういう成果を今後出していくかとい

うことが大きく、そのことが町民に見えてこなければ、なかなか報酬を・・・。私は、今回評

価をしていただいたことには大変感謝していますし、こういう議論ができたことも大変よかっ

たと思っていますけれども、やはり財政をきちんとにらみながら、私たちは議員として当然専

門的なものでわかっているはずですから、そのことをきちんと明確に町民に説明をして、その

上で町民の方々がどういう意見を持っているのか、議会に対してどういう思いがあるのか、そ

ういったことをきちんと検証しなければならないというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 土屋議員、何かありませんか、11 番、土屋かづよ議員。 

○１１番（土屋かづよ君） 先ほど玉井議員もおっしゃいましたけれども、若い人が議会に臨

めないという意見がありましたけれども、今回の議員報酬については、報酬というのは生活給

なのかどうか。そういうところからやっぱり議論していかなければ、学費も出せないような報

酬ではだめだというのは、ちょっと私、履き違えているのではないのかなと思ったのです。あ

くまでも議員は報酬であって、生活給ではないと思うのですけど、その辺の議論がもう少しさ

れないとならないということと、あと、やっぱり先ほども活動状況の資料が出ましたけれども、

実際に報酬を上げる上げないは別として、町民の皆さんがどれだけ議員が議会の中で働いてい

るのかということを理解されていらっしゃるかどうかなのです。議員の姿が見えないと、議員

がただ役場に来ているだけだと思っている人がほとんどなのです。やっぱり私たち、積極的に

出ていかなければならないし、今回の懇談会でもやっぱりそういう部分ではよかったのですけ

れども、本当にどれだけの町民の方が私たちのことを理解してくれているかというところが逆

に私たちから見えないのです。だから、その辺のことも含めてもう少し広く深く議論をしてい

ったほうがいいのではないかと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ７番、玉井昭一議員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。今土屋議員のほうから生活給ではないと言われまし

た。したらば、生活給はどこから出てくるのかなというふうに言いたいのですけれども。私は、

日数がこれだけ多くなって、出勤率が多くなって、稼動率が多くなって、それで正式な職業に

も就けない状況であるからという意味を言っているのだけれども。そうであれば、これが仮に

生活給になったとしてもやむを得ないのではないかとこう思います。だから、生活給がある人

がこれを生活給にしないで出るという意味は、それはそう思っていました、私自身は。だけど、

今後若い人たちが出てくる要素として、そういう要素だよということを言ったわけです。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 本間議員、何か、６番、本間広朗議員。 

○６番（本間広朗君） 私たち会派でもいろいろ議論してきました。その中でもやはり、議員

の活動状況を見ますと日数も多くなってきていますし、また、もろもろを考慮した上で、会派

の代表も申したように議員報酬を上げるべきではないかという結論に至りました。先ほどから

玉井議員がおっしゃっている、若い人が出てきて報酬に関しても給料というか、報酬でやって

いけるかどうかという議論していますけど、これは、私今小さい子供２人いて生活しています。
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はっきり言って、20 何万の何がし、手取り、例えば 15、６万円だとしたらやっていけません。

そうなると、本当にもう最低の給料で生活保護を逆に受けなければならないぐらいの、本当に

そのぐらいの給料の体制だと思います。そこで報酬を上げるとか上げないとかというのではな

くて、私たちが最低限度の生活をする上で最低限の保障というか報酬をいただけるのでしたら、

生活給ではないと言うけど、結局それが生活給になってしまうと。そういうところをやっぱり

将来これから出てこられる方、若い人もこれから出てきて、本当に志を持って議会に入ってき

て、このまちをよくしようというそういう考えの人がまだまだたくさんいると思います。です

から、そういう方が１人でも、ここの資料の中にもありますけど、老若男女が出てきて、いろ

いろな階層の方が出てきて、議会を活性化して、そして、明るい白老町というか、いい未来に

つなげていけるような報酬体制といったらあれですけど、そういうものをやっていただければ

若い人も本当に志を持って議会に入ってきて活発な意見を交わして、先ほど言いましたように、

いいまちにしたいという志がありますから、そういうところでそういう活動につなげていける、

これは私の個人的な意見かもしれないですけど、そういうある程度の給料まで、報酬まで上げ

させていただければ専念できる、本当に専門職のような感じになっていけるような、そういう

議会報酬であればいいなとは思っています。いろいろ先ほどから言いましたように、これは今

回議会懇談会でもありましたけど、各会場ではやはり職員の給料を上げるべきだとか、上げて

はどうかとか町民の方から、また、上げるのだったら本当に今まで税金とか、先ほどから言い

ましたように、町民の負担も軽減したり、町民感情を考えたときに本当に今すぐここで答申を

受けるべきかどうかというのも内心やはりちょっと迷っているところもあると思いますけど、

やはりここは、僕は思い切って議会の取り組み改革として報酬審議会の答申を受けるべきだと

思います。 

○議長（堀部登志雄君） 11 番、土屋かづよ議員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。先ほどの中で、議会に出てきたら正式に職業に

就けないというお話が出たのですけれども、過去においてはやっぱり会社に勤めていて、交替

勤務しながら議員活動やってこられた方がいたわけです、現実に。仮に４年後にまた再度議員

になれるのかという保証があるのかどうかということなのです。４年後になかったら、また同

じ生活に戻るわけですから。だから、みんなそれぞれ大変な中で出ているので、やっぱり生活

給というふうに見ないほうが私はいいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員どうぞ。 

○１２番（松田謙吾君） 今本間議員も言ったし、それから土屋議員は報酬というのは給与で

はないと言うけども、私は給与だと思います。これは生活給だと思います。なぜならば、国会

議員はこの間資産公開したら貯金ゼロの方がいるのです。副大臣やって１円もない。土地もな

い、家もない、財産もない、貯金ゼロ。貯金ゼロということはないのです、給料になれば２百

何十万円ぐらい入るのだから。だけれども、あの人方はみんな国会議員の報酬で食べているの

です。それから、白老町を代表している神戸議員だって何も仕事ない。立派な家を建てていて、

御飯食べている。あれは道議会の報酬で食べているのです。私もいただいているお金、生活に
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も使っています。酒も飲んでいるけれども、生活にも使っています。これは生活給です。私が

言っているのは、間違いなく足りません。今の議員報酬は安い。先日、私、町長に元議員とし

て意見を述べてくださいということで議長も吉田副議長も呼ばれて町長室に行きました。あの

とき、私ははっきり議長も副議長もいる前で、白老の議員報酬は安いですと。しかしながら、

今の財政状況から、今議会の費用は 6,500 万円ですか、かつては１億何千万円かかっていたこ

とあります。私は、安いけども議員定数から下げて、今 16 名いる議員定数、この議員定数を見

直して、そして、議員が食べて、若い方々が出る、老若男女が出られる、こういうような議会

にすべきだと何回も言っているし、議長いる前でも言っています。この議場でも私は言ってい

る。ですから、私は土屋議員の言う、議員報酬は給与ではないというのは、私は間違いだと思

います。それで、間違いなくこの議員報酬は生活の糧に私は使わなければならないし、生活に

使わなくてもいいような議員は議員ではないです。真剣さがない。私はそう思っています。で

すから、私は議員報酬と定数の削減、このセット、もう１つ、町民負担の削減、これをセット

でなければ賛成できない。これは会派の中で何度も言っているし、これは伝わっていると思う

のですが、このことだけは言っておきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 今生活給と報酬の話になりましたけど、これはちゃんと整理しておか

なければいけないと思います。今の地方自治法上でいけば、議員報酬は身分報酬でなくて労働

報酬なのです。そういうことが今回の自治法の改正によって、報酬にするか、議員歳費にする

かという議論、それは各自治体で決めなさいという話になっているのです。ですから、それが

今議運の中で議論されていると思います。ですから、そういうことを、先ほども話ありました

けれども、ちゃんと議会が理論武装をして、町民の中に私たち議会はこういう考えで報酬はこ

う位置づけますと、そういう中の理解を得た上でやるべきだと思っていますので、細かいこと

言いませんけれども、やっぱり私、この問題は今もありましたけれども定数とも切り離せませ

ん。なぜかというと、地方の住民代表として議員はいろいろな立場の人たち、幅広い人材をや

っぱり確保する必要あるのです。それには議員の能力の高度化、専門化が必要になってくると

思います。また、仕事を持ちつつ議員活動を行うような人もいるのです。そういう形の中で新

しい議員の職務と活動形態にふさわしい議員の報酬とか待遇のあり方、そういうことをやっぱ

り議論していって、町民がそうだよと言えるような、町民自身が議会に対する哲学を持つよう

な考え方を聞いて、あるいは専門家の意見を聞いて結論出すべきであって、今議長ここに諮問

しましたけれども、拙速にやるべきではないと思います、こういう問題は。ですから、今議論

されていると思いますけれども、一番大きな問題は、冒頭私言ったように、議員の報酬が労働

報酬なのか、生活給になってくるのかということを我々が決めなければいけないのです。それ

で、町民の理解を得なければいけない。今話あるように、非常に大事な議論だと思います。 

 それと、私は言わせていただきますけれども、通年議会やった、常任委員会できた、これか

ら政策研究会できる、これはみずから活動日数が多くなった、少なくなったのではなくて、や

らざるを得なければいけないのです。だから、報酬に結びつけるということに対しては、私は
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どうかなとこう思っています。ですから、私は結論的には、議会運営委員会の中でも委員外議

員ですから、そういう立場ではお話させてもらっていますけれども、僕は現状の環境からいけ

ば、議員報酬の引き上げについては反対です。ただ、その理由については先ほど議長もお話あ

りましたけど、もし、町長が議案提案したときは、私は一議員としてそれなりの討論をして自

己主張させてもらって、その場ではっきりさせていただきたいなとこう思っています。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今前田議員が発言されたことは、今議運で盛んと

議論している中身なのだと思います。いろいろな意見ありましたけれども、やっぱり報酬と歳

費の違い。それから議員報酬、今は我々報酬ですから、報酬と議員の活動量の問題。今議論積

み重ねてまいりました、議運で。そういうことはやっぱり今まで余り明らかになっていなかっ

た。それが地方自治法の中で歳費として、町村議員も歳費として考えるべきかどうかというこ

とが国会で議論されるようになったということ、それから、地方制度調査会の中で議論される

ようになったということは、そういうことが今やっぱり全国的な問題になっている。 

１つは、やっぱり町村合併で議員がどんどん減っていくという状況なのです。ものすごい量

の議員が減っていって、年金財政すら全く立ち行かない。町村の年金は全く立ち行かないとい

う状況です。これからも減らすか何か方策を考えなければ限り、国がどっさり出すか、もう年

金財政そのものは全く立ち行かないという状況です。ですから、私はやっぱりそういう国の動

きや、今の地方自治体における議員活動のあり方、こういうことはやっぱりもっともっと議論

をした中で、私はこの報酬と歳費の関係、そして地方議員と報酬、歳費の関係がきちんと誰に

でも説明できる、町民の皆さんが納得できる、そんなような議論をやっぱりすべきだろうなと

いうのはすごく感じている。それはもう議会事務局から流れてくる資料を読めば、そういうこ

とをずっと書いていますので、やっぱりそういう議論をもっと積み重ねるべきだろうなという

ふうに思っています。 

○議長（堀部登志雄君） ８番、近藤守議員。 

○８番（近藤 守君） ３カ月前からいろいろ議論しているわけです。要するに報酬等審議会

から報酬のアップのことが出てから始まったわけですけど。はっきり言いますと、この時期に

なぜそういうことになったのかなというふうに最近よく考えるのです。そして、いろいろ資料

なんかを見ますと、よその町村に比べて、要するに白老の議員活動がすごく多いと。これは当

然です。でも、よその議会や町村と何も比べる必要はないと思うのです。あくまでも白老は白

老であって。我々が好きだと言ったらおかしいけど、議員としての必要があってそういうこと

をやっているわけですから、そのことを要するに報酬の対価として求めるというのは、やはり

議員としてもおかしい話だと思います。やはり、どなたかが言ったように、今いろいろやって

いることが本当に町民に評価されて、あくまでもそれが結果としてあらわれるというふうに思

っております。 

 また、報酬か生活給というのは、これはまた別の問題であると思いますし、今我々はこのこ
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とについて、要するに議員報酬のアップについては本当に慎重にやらなければなりませんし、

この時節が時節です。やはり、本当に町民に評価されることがあって、初めてアップといいま

すか、報酬の問題が解決するのかなとこんなふうに思っております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） きょうの全員協議会の中で、報酬の引き上げとは書いていますけれ

ども、今回議案として出されるであろう報酬等審議会の答申を受けるか受けないか、まず、そ

ういったところの話が今回いろいろな議論の中で出てくるのかなと思ったのですけれども、何

かすごく抽象的な話で終わってしまうのかなと自分はそういうふうに感じているのです。それ

で、答申を受けるけれども、今の財政が厳しいから財政を何とかするまでは議員の個々の考え、

また、議会の考えとして削減をしていくのかとか、そういう議論にもなっていかないような気

もするし、定数の問題も出てきましたけれども、定数の問題はこれと一緒に考えては僕はまず

いと思っているのです。もし、僕が報酬を上げるべきだという、答申は受けるべきだという結

論にはなるけれども、この答申を受けて、それでは、議員削減するという話になるのだったら、

この報酬は今上げるべきではないという考え方になってしまうのです。なぜかと言えば、これ

からの議会活動、議会運営をこれ以上人を減らしてなんかできません。そういったものという

のはまた僕は後からの議論になるのではないのかなと思っているのですけれども。その辺につ

いてはすごく中途半端な、抽象的な感じで終わらせて、この場合いいのかなと思うのですけど

どうなのでしょうか。僕はそういうふうに感じました。 

○議長（堀部登志雄君） 特にこの全員協議会で結論を出すわけではございません。だけど、

それぞれのやはり考えですから、それはそれぞれの意見であるということで認識してもらえば

いいのではないかと思うのです。こういう考えだからだめだ、こういう考えならいいとかとい

う問題ではないような気もするのですけど。 

前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 今の氏家議員は、議会が答申を受けるかと言ったのです。答申受ける

のは町長だと思うのです。その辺をちゃんと整理して、そして、多分議運の考え方はきょうの

全員協議会の意見を聞いて、最終的に議運も答申するけれども、あと、議長が総合的な判断す

るということになるのでしょう。ここでいけば、早急に議会の全体の考えをまとめて示される

ように諮問しますとあるから、当然答申いただくのですよね。結論は別にして。それに対して

議会の意志がどこに反映されてくるのですか。町長のほうに言うのですか。議長は答申受けた

ものはどうなるのですか。本来は、答申は町長が町長の諮問として特別審議会にかけているわ

けですよね。 

○議長（堀部登志雄君） だから、これは現実問題として、その答申を議長が受けて、どうい

う答申かわかりませんけれども、それを受けて必要であらばそれは議長として、議会の意志と

してそれなりのところには伝えるなり何なりするけど、最終的には皆さんが議案についての判

断ですから、それぞれの考えで、責任において判断されるわけでしょう。 
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○１０番（大渕紀夫君） いやいや議長、今答申がダブっているのです。今議長が言ったのは、

議長が議運に諮問したことを言っているでしょう。そうではなくて、それと報酬等審議会が答

申したのとダブっているから、そこをちゃんと整理して言わないと。一緒になっています。前

田議員言っているのはそういうことを言っているのです。だから、それは違うのです。そうで

はない。それは、報酬等審議会の答申は町がやるべきことですから。 

○２番（前田博之君） だから、そうであって、議長の意図は何ですかということなのです。

議運に諮問したのは。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本です。きょう、いろいろと皆様方の議論を聞いていました。

議長のほうから諮問を受けたのが７月 21 日ということでございます。それで、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地方自治法第 109 条第３項に基づき諮問い

たしますということで諮問を受けました。きょう、皆様方のいろいろな議論を聞いてみますと、

それぞれ各議員、個々の考え方、なかなか、それでは議会で一定の方向性を出すというのは、

今の段階では非常に難しいのかなと。また、党の考え方も多分あるやにも思います。そういっ

た中で、なかなか議会全体で一つにまとめるというのは厳しいことであるとは思いますけれど

も、この諮問期間、11 月末までというのはどういうことかと申しますと、議運の中で局長も何

度か説明をいたしておりましたけれども、おそらく町側としては報酬引き上げを上程してくる

でしょうと。何らかの議会の最中に上程してくるでしょうと。そのときに当然この議場の場で

賛否、それぞれの各議員が、それぞれの考え方を持っていろいろ手を挙げたりすると思います

けれども、その前にこの議運の中である程度話し合いを深めていこうではないかということで

こうやっているということでございます。 

 それで、私何を申し上げたいかというと、今特別職報酬等審議会から報酬額の引き上げにつ

いての答申が町のほうに出されました。一般的にこういうようなことで引き上げを答申するよ

うなところはなかなか考えられないと思うのです。現在は非常に白老ばかりではなくて、議会

そのものに対しての見方、市民オンブズマンだとかそういうところが非常に厳しくチェックを

されて、議会そのものの活動を非常に監視している中で、上げなさいというところはなかなか

ないと思うのです。しかしながら、我々の議会活動そのものを、非常に会議日数も多い、活動

内容も非常に一生懸命やっている。だから、よその議会と遜色のないような程度にやはりもっ

と上げるべきではないかという答申をいただいているわけですから、この機会を、もし答申出

て、最終的に議会の意志として否決ということになれば、これから将来にわたって報酬を上げ

るということは非常に難しいのかなとこのように思っております。これは個人的な見解です。 

○議長（堀部登志雄君） 今山本議員が言われましたけど、もともと、この報酬等審議会の答

申の経過はあるのですが、一番最初に申しましたように、松田議員の質問に対しても申しまし

たように、３次改革でこの期間中に議論をするということになっている議論が報酬等審議会の

答申が出たもので前倒しになっているということで、今までの議運に諮問したのもそういう形

で前倒しになっているものですから、やはり、何回も言うようですけど、その場で何も皆さん
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が議論しないで議員の個々の身分にかかわることを、どちらに決まろうがそれはやっぱりきち

んとそれぞれで議論して、皆さんで腹構えを持ってその議案に対処していくべきだなと。そこ

でそれがどちらにいっても、その議論はもう今後、この３次改革ではそれで方向出てしまいま

すので。あとは定数のことだけになります。前倒しでやっているということだけ、やっぱり、

ぜひ理解していただいて、したがいまして、ここでこうする、ああするということではなく、

結論は導くものではございませんので、そういう形でこの全員協議会も開いているということ

でひとつご理解をいただきたいなと思います。 

○１２番（松田謙吾君） 一つ、議長がこのことに対して賛成なのか反対なのかという意見を

聞かせていただきたい、議員のばかりではなく。 

 それから、私は 54 年から議員をずっとやってきたけど、議員報酬は毎年町長が、来年は議員

報酬どうだろうとかけるのは、毎年やるのがこの議員報酬審議会なのです。ですから、先ほど

山本議員の言う、今回やったらしばらくなくなるという話はないのです。また来年やればいい

ですから。 

 それから、いまだかつて、私 28 年目ですが、議員報酬の審議は１度もしたことありません。

私は議員になったとき５万 8,000 円です。ですから 21 万 7,000 円ということは何回か上がって

います。それだけ上がっても１度もありません。今回初めて、自分たちの報酬をどうしたらい

いかという話は初めて聞くのです。私は不思議だと思います。議員報酬等審議会は町長が諮問

して、町長が答申して、町長が決断をして議案に出したものを議会が審議するのが議員報酬の

あり方がだと思います。ですから、私は不思議でならない。これが私の意見です。 

○議長（堀部登志雄君） 意見ということですね。そういう意見に対して一問一答ではないで

すが、今までそういう中で報酬等審議会で答申を受けて、それを町長が提案してやってきまし

た。だけど、３次の議会改革で定数と報酬を事前に議論しましょうというのは、これは今回初

めてです。だから、そういう面ではやっぱり、いつかは議論すべきだなというぐあいに、３次

改革で議論をしようということになっていたものですから、これをやっているということでひ

とつご理解をいただきたいと思います。 

○４番（及川 保君） 議長にちょっと１点お伺いしたいのですけれども。これは町長のお考

えなのですけれども、なぜ、昨年いろいろ議論した中でも、今回４月から財政が非常に厳しい

ということで町民負担を求めました。それで、我々もそういう中で 10％の報酬カットをしてい

ます。職員も当然２割カットしております。こういった非常に厳しい財政状況の中で議会議員

の報酬を諮問したわけです、審議会に町長が。このお考えがちょっと私、今のこの時期に、そ

の意図がちょっとなかなか読めないのですけれども、議長のお考えがもしあれば。 

○議長（堀部登志雄君） 特にそれについて私がどうのこうのというあれではないですけど、

報酬等審議会は毎年開かれておりますので、こちらからどうのこうのということにはなりませ

ん。それはたまたまそういう答申が出てきたというだけです。 

○１０番（大渕紀夫君） 大渕です。ただ、この報酬の議論はたまたま今回、報酬等審議会と、

それから議会側がやると。報酬の議論と定数の議論はやりましょうということは決めているこ
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となのです、両方とも。ですから、遅かれ早かれ、あと２年間のうちには議論されるわけです。

それがたまたま報酬等審議会が出たためにこういう状況になっているので何かこんがらがって

おかしくなってしまっているのですけれども、議会みずから報酬の議論をしようというのは議

会運営委員会で確認されていることなのです。これは議員の皆さんが意見出されて、そして、

これは議論しようというようになっていたことなのです。たまたま、それが報酬等審議会とダ

ブってしまったというところに、今ちょっと混乱みたいなものがあるのですけど、いずれにし

てもあと２年のうちに我々２年で任期終わるわけです。ちょうどあと２年しかないのですけど、

その中で報酬の議論はすることになっているのです。ですから、それが前倒しをされたと。だ

から、何度も言いますけれども、こういう議員活動と報酬がいかにあるべきかということは、

議員として１回議論しておく必要があるということを何度も何度もずっと言っているのだけど、

それは、僕はそういう視点から言っているのです。だから、それは結果としてどうなろうとも

私はやっぱりこういう議論をしておくというのは、今言われたように５万 8,000 円からずっと

今まできているわけですから、当然20万7,000円ですから上がってきているのです。ですから、

そういうことの中で今回は議員でやろうということですから、そういうことで議論していけば。

上げる上げないは個々の議員が判断をして、議決で議案が上がってきたときどういうふうにす

るかということをそれぞれの議員が判断するということですから、それはそれで私はいいと思

うのです。ただ、そういう議論を一度はしておく必要があるのではないかというのは皆さんの

意見だし、私もそれは定数だとか今の社会情勢関係なく議論すべきだと言ったのは、そういう

ことがベースにあるから言ったのです。ですから、そこはやっぱりそれで私はいいのではない

かなと思っているのですけど。 

○１２番（松田謙吾君） そのとおりなのです。私はこの議員報酬を協議会やるということに

なっていたというのは、議員報酬は当初、財政が厳しいから５％カットしようというのは議会

みずからやったのです。それからさらに 10％にしました。ですから私は、この５％カット、10％

カットの範囲内をもとに戻すか、10％出るのか、８％出るのか、３％出るのか、こういう議論

を議会でするのはいいのです。こういう議論をするのは当たり前です。今 10％カットですから。

これは議会がみずからやったわけです。審議会も町長も関係ないのです。この議論は、私はす

べきだと思うのです。私は議会がやるといったのはその部分だと思っているのですが、今まで。

そうではありませんか。私はそうあるべきだと少なくとも思う。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） それはそれでいいですけど、ただ、議運で聞いているのはそういう

ふうに聞いていないものだから、私たちはそういう認識ではないのです。だから、そこは違う

のです。だから、僕が今言ったのは、議運で聞いている話で言っているから。松田議員と意見

違うのは当たり前なのだけど、私はそういうふうな認識で、問題提起されたときはそういう提

起でなかったと思っているから、それでそうやって言ったのです。そこは誤解ないように。代

表が言う、考えていたのと、松田議員が考えていたのはちょっと違ったかもしれないというこ

となのです、今言っているのは。 
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○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 私の考えは、議員報酬は議会でやるべきではないと最初から言って

います。だから、やるとすれば、カットした部分を戻すのか、戻さないのかと、これでいいと。

そういう解釈で私はしていると言っていたのです。だから、全体の議員報酬の審議会をやるの

だったら、私はこんなことを議会で判断するべきものではないから、前回持ってきたものも、

こんなもの回答すべきではないと言ったのはそのことなのです。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 今の議論はちょっと置いておいたほうがいいのではないですか。こ

れを今ここで議論してもしようがないと思うのです。それはちょっと違うのです。だけど、松

田議員の今の話を聞けば、初めからの筋は通っているのです。それはよくわかる。ただ、議運

に出たのはそういう形で出ていないと私は思っているから、ちょっと置いておいたほうがいい、

これはこれ以上議論しないほうがいいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 今の松田議員の発言なのですが、議会運営委員会で議論をしている

定数と報酬等については別に今自主削減している報酬をもとへ戻すか戻さないか、その検討を

するという意味ではなく、定数と報酬そのものを議論しようということで、そういうあれには

限定していないというぐあいに議運の皆さん理解しておりますので、だけど、松田議員の個人

の考えとしてはそう思っているということですね。そういうぐあいに解釈してよろしいですね。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 全員協議会ということなので、これは議運に出ている話ではないので

すけれども、今回の報酬のことにつきまして、議長のほうからこうやってということで全員協

議会という場所なので私はあえて発言させていただくのですけれども。この報酬等審議会から

出た答申について、私読ませていただいたときに一番感じたのは、先ほどから議論ありました

けども報酬なのか、歳費なのかという部分が全然違ってくるのではないかなと。もし、本当に

報酬のことを考えていくのであれば、まず、議員はボランティアでいいのか、それとも、専従

にならなければいけないのか、そういうこともきちんと全然議論していないのではないかなと

その辺を非常に感じているのです。ですから、議会のきょうの中でも生活給だという人もいれ

ば、生活給ではないという人もいれば、やはりその辺が結局値上げするとか、しないとかとい

うこともありますけれども、白老町議会として一番どちらを取っていくべきなのかということ

も今後考えていかなければいけない大きなテーマではないかなと思うのです。その辺をきっち

りしないと町民の皆さん方と議員報酬はどうあるべきなのか、議員の歳費はどうあるべきなの

かということが話できないのではないかなと思うのです。やはり今回いただいた答申に議長の

ほうからの諮問ありましたけれども、やっぱりそこが抜けているのでどうも意見がこうやって

かみ合っていかないのではないかなと思ったのですけれども。これは私の意見でございます。

その辺をぜひ整理していかないと、これはどうしようもならないのではないかなとそういうふ

うに感じております。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 
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○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。西田議員が言われたことというのは、議運の中で

もいろいろと話し合われています。ボランティア化のことだとか、それから、専業の部分だと

か、いろいろな議論されていませんか。そういったものをされた中で結論は出ないけれども、

今回、全員協議会の中でもって自由討議の中でいろいろな議論を出しましょうという話だった

のではないのかなと僕は思っているのですけど。議運でしていないですか、こういう話。いろ

いろな資料をもらいながら議員の専業だとか、それからボランティア化の話だとか、ボランテ

ィア化の話は出ていませんか。そういういろいろな議論をしてきているのではないですか、議

運の中では。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） だから、私が言っているのは、そういうことが議員の中で意見が分か

れているので、それをどちらかにしていく必要があるのではないですかという話をさせてもら

ったつもりなのですけれども。その方向性を決めていかなければいけないのではないですかと。

そういうことを申し上げたのです。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、報酬等につきましてはこの程度におさめたいと思います

けれどもよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは、ここで休憩をいたしまして、午後から２つ目の議題の政

策研究会のあり方について協議会を開催したいと思います。 

休憩 午前１１時５５分 

                                         

再開 午後 ０時５９分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続いて、全員協議会を開会いたします。 

 協議会の内容につきましては、政策研究会のあり方についてということであります。これに

ついては氏家小委員長から小委員会での議論の内容を簡潔に説明していただいて、その後、自

由に議論をして理解を深めたいというぐあいに思いますのでよろしくお願いいたします。 

氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 皆さん、こんにちは。お疲れのところあれですけれども、今まで政

策研究会について小委員会として取り組んできて流れを、皆さんもう会派のほうに持ち帰って

議論されていると思いますけれども、一度流れについてちょっとお話をさせていただきながら、

そして、それから皆さんのいろいろな意見をお聞きしながら、小委員会の中での議論に反映さ

せていきたいなと考えますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、皆さんのお手元にある資料５、それから、６、７、８です。手元にあるでしょうか。

資料８までです。８というのは、公的な政策研究会の位置づけ、サイクルみたいな形になって

いるものです。Ａ３判の用紙になっています。よろしいでしょうか。それでは、今まで小委員

会の中でこの政策研究会というものがどういう位置づけになっているのかということで政策研

究会のイメージ図が資料５に書かれております。この資料５に書かれている部分、左に政策研
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究会というのがありまして、上向き、下向きに矢印がありまして、上のほうが任意機関として

の政策研究会。これは白老町自治基本条例の中に規定されている考え方でございます。これは

従来、従来と言いますか、今まで例えば合併調査研究会だとか、そういったものを議員会を中

心として行ってきた。それがこの任意的機関の政策研究会の位置づけとイメージをしていただ

ければよろしいかなと思います。個々の議員がしっかりとした政策形成の中での力をつけてい

くための勉強をここでしていくという形でございます。 

 それで、下向きの方向です。括弧して四角く枠組みがしてありまして、その下に公的機関と

いうふうにしてうたわれております。この公的機関というのは、議会会議条例の中で取り決め

をされている部分でございます。これは今回、皆さん方も議会懇談会、また、来年度に向けて

の議会報告会等々があると思いますけれども、今回、議会懇談会の中でさまざまな意見が出た

と。この間、広報広聴常任委員会の反省会等々でも出されたと思いますが、個々の意見は個々

の意見として行政にしっかり伝えていき、その回答をもらうと。ただ、それだけでは議会の果

たす役割というのはあいまいになってしまう。本当に町民の意見として大事なもの、そういっ

たものを議会として取り上げ、それを政策として提言していくという形を取っていくと。これ

が公的機関としての位置づけであります。その組織内容といいますか、公的機関の組織内容の

ところです。これは今まで小委員会の中でこうあるべきではないかということを議会運営委員

会等々に一度中間報告で出させていただきましたが、四角く囲っているところで大きく違うと

ころは、８名以内で２組織程度を設置して取り組んでいくのだと。こうすることによって、全

議員がこの政策研究会にかかわっていくという形をとれるのではないかということであります。

また、そうしたことを踏まえて政策提言、それから、議員同士による自由討論を踏まえて、政

策提言、条例提案などをしていければいいかなという形になっております。まず、資料５につ

いてはその程度の説明にさせていただきたいと思います。 

 資料６のほうを見ていただきます。この資料６と７は関連しますので一緒に見ていただきた

いと思います。この資料６と７については、これは政策研究会の任意的機関、任意的な位置づ

けとしての政策研究会の位置づけをこの議員会会則に盛り込んではどうだろうかというもので

あります。先ほどの資料５でも言いましたけれども、この任意的機関の政策研究会というのは、

白老町の自治基本条例の中でうたわれているものでございます。それで、この任意的機関とい

うのは議員会を中心にやっていくという形になるものですから、今回、この議員会会則の中の

線を引いている部分があります、第５条の２項です。「この会は前項第１号及び第２号の事業を

行うため必要があると認める場合、白老町自治基本条例第 21 条第３項の規定に基づく政策研究

会を設置する。」という形の中で議員会会則の中で位置づけをするということによって、この政

策研究会がしっかりとした働きをここからしていけるということになります。 

 そして、資料７については、目的がはっきりしてこれから運営をしていくにあたっての議員

会の要領の中にこの部分を盛り込むということでございます。これはまず、この中で一番大事

なところといいますか、第２条の「研究会の調査、研究はおおむね次のような事項を行うもの

とし幹事会で協議の上、会長が決定する。」という文言になっております。このかかわり方につ
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いては、皆様方のいろいろなまた意見があれば、これからの小委員会の中での議論の中でしっ

かり取り組んでいきたいと思いますけれども、一応こういう形の中で盛り込ませていただいて

おります。その「おおむね次のような事項を行うものとし」ということで５項目を上げさせて

いただいております。そして、その幹事会のあり方について、下に第５条というところがあり

ます。幹事会第５条。ここに「研究会に関する調査、研究に必要な事項を協議するため幹事会

を置く。」と。この幹事会を置くことによって、そこにかかわる幹事を中心にこの政策研究の進

行役を務めさせていただくというか、そういった形の中で進めさせていただく形になろうかと

思います。これについても先ほど言ったとおり、第２条からのかかわりですので皆様方からの

またいろいろな意見を反映させていければ、またその中で取り組んでいきたいなと思います。

資料の６と資料の７についてはこういった形の中で会則と要領の中に盛り込ませていただいた

というところで押さえていただければなと思います。 

 それから、資料８でございます。資料８については、先ほどの資料５と並行して見ていただ

ければよろしいかなと思いますけれども、この問題発見というところがあります。この問題発

見、これは先ほども言ったとおり、ここについては公的な機関として政策研究会の位置づけで

ございますので、ちょっと面倒くさいかもしれませんけれども、任意的な機関と公的な機関と

分けて考えているものですから、まずは公的な政策研究会の位置づけということで見ていただ

ければなと思います。問題発見をしていくためにはどうしたらいいのかと。それはあくまで議

会懇談会から上がってくる住民からの要望、そういったところからそういった課題を発見して

いくのだというところであります。そこの下に四角で広報広聴常任委員会と書いていますけれ

ども、あくまで町民からのそういった要望、意見等々を聞く機関としては、今広報広聴常任委

員会で行っている議会懇談会、または報告会等々がありますので、そういったものの活性化、

それから充実が求められていくことになります。その下にまた町民の要望の分類だとか分解、

系統を整理し課題を発見するということになっています。これを先ほども言いました、さまざ

まな意見、要望が出ます。しかし、それはあくまで個々の意見だとかいろいろなものがその中

には含まれていますので、そこでの分類といいますか、ふるい分けはこの広報広聴常任委員会

の中でやっていく。それで、この広報広聴常任委員会の中でやるわけですけれども、その中に

は小委員会があり、また、各常任委員会の中で持っています分科会等々がありますので、そう

いった活動をここで駆使しながら、そういったものにしっかりと取り組んでいくということに

なります。そうしたことによって課題設定、広報広聴常任委員会から課題、または、執行方針

等から研究課題を選定すると、そこで課題が設定されるという形になりますが、この間の議会

運営委員会の中でも出ておりました会派代表者会議というものがそこに入っていて、それから、

議会の運営委員会というのがその下になっていて、本会議という矢印の、こういった流れにな

るのだけれども、果たしてこれで本当にいいのかという議論が先日もありました。ただ、今の

議会の運営上からいきますと、この公的機関の政策研究会の位置づけというのはあくまで課題

が設定され、議決によって組織ができあがるという形になると、どうしても議会運営委員会を

通していく形になります。そのための会派の代表者会議がここで必要になってくるのではない
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かということでございます。そのためにもここで会派の代表者会議という、もし、そういった

ものがここで確立されるのであれば、議会の運営基準の中にそういった役割を追記していかな

ければいけないということになります。まだこれは確定しているものではございませんので、

こういった流れではどうかという話でございます。そして、本会議の中で政策目的を明らかに

して、議決を得て政策研究会が動き出すという形になります。その中で問題分析をし、書いて

います、○○に関する政策研究会と。ここで立ち上がったもので、この中で問題分析をし、そ

して、政策立案という形に持っていきたいという形になります。それで、その本会議の下に議

員同士による政策討論会というものがここに出てきております。あくまで政策研究会の中で議

論し、問題分析をし、政策立案をしていくその過程という形でとらえていただきたいと思うの

ですけれども、その過程の中にはどうしてもやっぱり議員同士によるそうしたいろいろな自由

討論、そういった場が必要になってくると思います。これが１回なのか、その時々に必要にな

ってくるのか、それもやはり皆さんといろいろな議論を重ねながら位置づけについては今後の

小委員会の中での議論にしていきたいなというふうに考えております。そして、そういった政

策討論会を経て政策決定をしていく。それはあくまで本会議の中で行っていくことになります

が、この中で具体的な政策提言をしていく決議書、意見書、条例提案などがありますが、意見

書などは各担当課に対しての意見書で終わるものもあるかもしれない。もしくは行政に対して

の決議書、条例提案まで持っていければよろしいかなと思いますけれども、そのためには議員

個々のそれこそ任意的機関としての政策研究会の中で、一人一人が議員としての資質を高めて

いかなければ到底ここまでは持っていけないだろうという形になりますので、この政策研究会

は任意的機関と公的機関、これが同時に、そして広報広聴常任委員会の活動の活性化そういっ

たものが一緒になって取り組んでいかなければならないということになってくるかと思われま

す。それで、この中でこの政策研究会に取り組んでいく、今までも話していく流れの中で取り

組んでいった場合、議員個々の議会の活動日数というのは当然今まで以上にふえることになり

ます。ただし、私たちの小委員会の中でもよく話はするのですけれども、議員として何をすべ

きなのか。それは町民のためなのか。誰のためなのか。その目的がはっきりしたときにやらな

ければならないことはしっかりやっていかなければならないという形になると思います。それ

が議会改革の中で皆さんがいろいろな考え、それから、いろいろな立場の中で今回のこの政策

研究会を公的機関として位置づけるのだとした一つの理由にあるのではないでしょうか。 

 一応、私のほうからは、こうした流れの中で政策研究会を動かしてみてはどうかという一つ

の提案でございます。小委員会としての中間報告をこうした形の中でさせていただくというこ

とでございますので、皆さん方の本当に活発な意見をいただきながら、これからの小委員会の

議論に反映させていければなと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま、氏家小委員長から小委員会での政策研究会のあり方につ

いていろいろと議論してきた内容について報告がありました。これ以降はお互い、今の報告に

基づいて、報告されましたことにつきましてでも結構ですので、大いに自由討議を、議論をし
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て理解を深めていただければなというぐあいに思います。どなたからでも結構ですのでどうぞ。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） まず、先に質問させていただきます。ちょっとわからないので教えて

いただきたいのですけど。資料８のところの政策研究会の位置づけのほうの枠に囲まれていな

いほうなのですけれども、課題の発見のところで３番目に差異的学問的視点と書いているので

すけど、これはどういう意味なのか、１つわからないのです。 

 その下の、住民ニーズ、住民ウォンツ、隠れたシーズとは。この意味もよくわからないので、

きちんと教えていただきたいのです。 

 それと、所管事務調査のところで下のほうのところなのですけれども、点線がありまして所

管事務調査の範囲と書いていますけれども、これは所管事務調査の範囲と書いている上のこと

を言っているのか、こちらから下のこと言っているのか。この図の中でちょっとわからないの

で。この３点をお伺いしたいと思います。教えてください。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） これは、ちょっと前にも議論があった部分だと思いますけれども、

ニーズとウォンツ、それから、シーズというところでございます。住民のニーズ、これを必要

性としたほうがいいのかちょっとあれですけれども、ちょっと今ニーズとウォンツの違いを説

明だけさせていただきたいと。住民のニーズと住民ウォンツの違いを意識して、政策開発、政

策創造を進めなくてはいけない。これはしばしば住民ニーズと思っていた政策が実は住民ウォ

ンツであったり、その逆であったりする。ニーズとは、文字どおり必要性という部分です。そ

れから、人間生活の上で、ある充足状況が奪われている状態。これはちょっと難しいのですけ

れども、まず、ニーズというのは必要性というところで解釈をしていきたいと思います。これ

に対してウォンツというのは、文字どおり欲求のことでございます。ニーズを満たした上で特

定のものを欲しいという欲望である。ニーズを満たした上で特定のものを欲しいという欲望と

いうことなのです、このニーズとウォンツの違い。例えば、住民の文化的な水準を維持するた

めに図書館などが不足している。それで、充足する必要があるというのがニーズです。一方で、

各小学校区に最低１つは図書館が必要であるというのがウォンツ。両者は同じ必要という意味

で使われているのですが、若干背景が異なっているということでございます。前者のニーズの

意味は、社会的な不足状況を意味している。そして、後者はウォンツのほうですけれども、特

定のものを欲している。この辺がちょっと皆さん、理解できるかできないかわからないのです

けれども。同じ必要なのです。同じ必要なのだけれども、特定のものを欲する、これがウォン

ツという意味で理解をしていただければと思います。それで、シーズの部分なのですけれども、

これはその中に隠された問題といいますか、問題の種といいますか・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） ニーズとウォンツは大体わかりましたか。何もないところを求

めているのがニーズなのです。それを拡大して、例えば今言ったように、１地区に図書館が欲

しいというのはウォンツですと、願いですと、それは何となくわかりますよね。シーズという

のは、意味は種という意味なのです。原因になっているもの、まだ表に現れていないような課
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題があるはずだと、それをどういうふうに探るかということです。 

 それともう１つ。差異的学問的視点というのは、これは字で書いているとおり、要するに学

問というのは、学者の論文というのは夢だったりそういう部分です。でも、そういう視点も必

要だという意味なのです。学問的な考え方というのか、そういうものも課題発見には必要です

と。学者というか、学問的な。最も適している学問的な視点も置いておかなければならないと

いうことです。そういう意味ということで書かれております。何もしないという視点もあるの

です。時が解決するというのは何もしないという視点。 

事務局からの説明、これでよろしいでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） ほか何か。皆さん、自由にどんなことでも結構だと思いますので何

かご意見ありませんか。ないですか。前田議員、何かないですか。先ほど説明者の小委員長の

ほうからもありましたけれども、公的な政策研究会の位置づけというところで、問題設定で会

派代表者会議で課題を設定するのだというような、そういう形になっていますけれども、それ

らについてもこのような形でいいのか、皆さん十分。 

４番、及川保議員。 

○４番（及川 保君） 今議長のおっしゃった会派代表者会議は、実は先般の議運の中で私が、

ここに課題設定の中で会派代表者会議は当然ここに出てくるのはちょっとおかしいのではない

かと。その下に、右側に議会運営委員会とこういうふうになっていたものですから、この考え

方は本当にいいのかということで質問はしたのですけれども。あそこでそれなりに納得はした

のですが、我が議会というのは会派代表制をとっておりまして、しかしながら、そこで無会派

の議員が２名ほどおります。さらにずっと議会史をひもとくと必ず無会派の議員がおられると

いう状況であります。会派代表制をとってでも。それで会派代表者会議というのはおかしいの

ではないかと申し上げたのだけれども。例えば、ここに議会運営委員会となったとしても、結

局は無会派の議員が発生してしまうわけですから、これはこれでやむなしなのかなという思い

はしております。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） いろいろ小委員会の皆様方で時間をかけてこの政策研究会のことにつ

いて検討をしていただいているということに関しましては敬意を表したいというふうに思って

おります。ただ、私何度も申し上げているのですけれども、一番懸念しているのがこれをやる

ことによってほかのボリュームを減らさないで、ただ単に政策研究会、議員の資質向上のため、

また、町民に愛される議員を目指すためにこういったことをただ、どんどん、忙しい中でやっ

ていくということに関しまして、現実的に非常に仕事を抱えながらやっている人たちにとって

は金属疲労を起こしやすい可能性が出てくるのかなというふうに思っております。そういった

中で所管事務調査のあり方なのですけれども、今広報広聴常任委員会の分科会でも所管事務調

査がある。そして、従来のそれぞれの常任委員会での所管事務調査もあると。そういったこと

を、それでは、どの部分をどう減らせるのかというようなことも並行してやはり議論をしてい

った中で、この政策研究会を立ち上げるのであれば理解はできるのですけれども、ボリューム
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だけふえた中で、事務局の体制だって変えていかなければならない部分もあります。そういっ

た部分をやはりどこかで議論しておくべきことではないのかなというのが１点考えております。 

 それと、小委員会の小委員長にちょっと質問させていただきたいのですけれども。この資料

７の中に研究会、全員で構成するということで、会長、副会長、そして、幹事会ということで、

これは幹事を選ぶわけですよね。議員会は会長、副会長というのはいらっしゃるのですけれど

も、そのほかにまたさらに研究会をつくって、そこで会長、副会長、幹事をまた決めなければ

ならないのかなというのがちょっと疑問に思っております。この点についてどのような考え方

なのかということ一点。 

 それと、資料５の表の中に８名以内２組織程度設置ということでございますけれども、この

８名以内２組織程度設置を考えられている理由。具体的に、なぜ２組織というのが必要なのか

ということ。この二点お尋ねしたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 氏家です。今山本議員からの質問にありました、政策研究会は本来、

例えばいろいろな所管事務調査をやる各常任委員会で担当できれば、本来一番いい形なのでは

ないかなと私もそういうふうに思います。例えばこういった流れがある程度議員の資質、それ

から作業をこなすことによって、それが日常化されていく中で、多分そういったことにもだん

だん近づいていくのではないかという考え方も持っています。ただ、今の常任委員会の活動と

いうのはいろいろなタイムリーな話題について調査、研究をし、意見を述べる程度に終わって

いるのが現実です。これの中にまた新たに調査、研究を含め、町長の執行方針にかかわること、

また、町民のいろいろな要望にかかわることについてここでやるというのは、今の段階ではち

ょっと厳しいだろうと。その流れをつくるためにも今回のこの政策研究会は、第３次議会改革

の中で公的な機関としてやっていこうという形になっているものですから、１つの流れをつく

る１つの方策としてはしっかり示していけるものになり得るのではないのかなと考えています。

ただ、今山本議員が言われたとおり、各常任委員会の中でそういったものがしっかり取り組ん

でいけるような状況が今後できていくのであれば、そういったこともその中ではやっぱり含め

て考えていけるかなというふうには思いますけれども、これも小委員会の中でまた議論を重ね

て皆様方のところに報告をさせていただければなと思います。 

 それから、幹事会についてです。これは議員会の幹事会をもって充てるということになって

いますので、別組織の幹事会を立てるとかという問題ではありません。ただ、いずれにしても

今の幹事会の人数で足りるか足りないかという形の中ではもう少しふやしたほうがいいのでは

ないのかとか、今のある組織の中で考えていけばいいかとか、そういった議論は多分これから

小委員会の中でもまた重ねていかなければいけない問題かなと思いますので、また別な、例え

ば幹事会を置くとかというものではないということは覚えていただきたいなと思います。これ

はあくまで任意的な機関としての考え方です。前にも合併調査研究会なんかは議員会中心にや

っていました。それと同じ考え方だということで理解していただければなと思います。 

 それから、公的機関の部分の白老町議会の政策研究会のイメージ図の資料５のところについ
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てだと思いますけれども、８名以内で２組織程度を設置するのだということになると、今の人

数でいきますと、ここで全議員がこの政策研究会にしっかりかかわっていくという形ができる。

なぜ２組織程度という形になっているかといいますと、何か問題を発見し、町民からの要望だ

とか、意見の中から何かを調査、研究をして、それを政策立案、条例提案までもっていくとい

う１つのやり方もあるかと思います。もう１つには、町長の執行方針等々から問題を発見し、

そして、議会としての決議書、また、意見書などを出していくという、この二通りの考え方が

現在考えられるかなと思います。そうした意味においては、例えば３月、町長からの執行方針

が出されたときには、１つにはそれに手をつけていく形が一番望ましいのかなと。そして、も

う１つのやり方としては、今、９月とか 10 月、もう定められていますけれども、議会懇談会が

大体９月ぐらいに設定されるとすれば、その中から問題を発見し、政策研究会の中に取り込ん

でいくと。こうした二通りのやり方があるかと思いますので、そういった意味ではこの２組織

を１年、１年、また、１年とは限らないかもしれません、ただ、１年で結果を出していくもの、

長期に渡るものもその中には出てくるかもしれないけれども、そういう形の中で取り組んでい

きたいという考え方であります。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） これはあくまでも提案で、まだ決まったことではないので個人的な意

見を述べさせていただきたいのですけれども。この任意機関の中で研究会を設置して、これは

常設ということですけれども、そこで会長、副会長、幹事みたいな方を置くと。公的なものに

関しても８名以内の２組織を置くと。ここの呼び方は例えばどうなのかな、委員長になるのか、

副委員長になるのか、あるいはやっぱり政策研究会ですから、公的部門の会長とかとなるかわ

かりませんけれども、両方でこういったものを置くということは非常に何か一般的に考えて

仰々しいようなことにならないのかなということをちょっと懸念しております。もっと簡素化

できないのかなというふうにちょっと感じます。これは個人的な見解です。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 氏家です。山本議員の言われることも確かによくわかるのですけれ

ども、任意的な機関として政策研究会の考え方、それから、公的機関の政策研究会の考え方と

いうか、そういったところが議員会の中でやる、例えば勉強だとかいろいろな講師を呼んで個々

の議員の知識を高めていくという部分の考え方と、公的機関の中でそういったものを一つの土

台にして、しっかりとした政策立案だとかそういったものに取り組んでいくという役割分担と

いうのが、同じように見えていて全然別なものなのかなと私たちはちょっと考えているのです。

ただ、その中で、１つでいいのかという考え方は、私たちが今まで議論進めてきた中ではちょ

っとなじまない部分もあるのですけれども、いずれにしてもそういった意見も含めて小委員会

の中でしっかりまた固めていかなければいけないことは固めていかなければいけないと思って

いますので意見として頂戴していきたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今氏家小委員長言いましたけれども、全く違う組
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織だと思っていただきたいと思います。任意機関と公的機関は全く違う組織でございます。で

すから任意機関は議員会が代行をいたします。それをやるのですけれども、人数が少なかった

ら今までの議員会より幅が広がりますから、できれば幹事をふやしたほうがいいのではないか

という議論になっていると。ここはそのまま全く議員会が全部任意機関をやるということです。 

 それから、公的機関の場合は要綱にありましたように、１回１回、一つのテーマごとに完結

したら解散ですから。１回、１回。ずっと継続しません。この問題が起こったら、例えば政策

提言を条例化するとか、決議するとかなんだとかとなった場合、それでもう終わり。ですから、

それ１回で解散。ですから、そのときはもちろん座長さんというか、委員長というのかわから

ないけど、それは必要になります、当然なります。ならなかったらできませんから。ただ、そ

れは１年なら１年、半年なら半年やって、終わったらそれで終わりと。なくなるということで

すから、そういうふうに考えていただければ、屋上屋を重ねるわけでもないですし、面倒な組

織にもならないというふうに理解をしていただければいいかなというふうに思います。ちょっ

と補足させていただきました。 

○議長（堀部登志雄君） ９番、斎藤征信議員。 

○９番（斎藤征信君） 今の件でちょっとわからないので。常設をしておくのは議員会の中に

任意の研究会を置いておいて、それで普段起きてくるものはそこの中でみんなで学習をしてい

く。それは議員会の組織の中でやっていくと。今までやっていたのは、合併の研究会だとか何

かのときに虎杖浜の吉田さんが座長という形でやったり、野村さんが座長という形でいろいろ

とずっとやってきていた、それをイメージして、そういうような形で置いておくのだなと。そ

して、必要に応じて集まって学習しましょうということでこれは随時開けるのだと。これはい

いですね。そうすると、公的機関で、今話があったように問題があったら起こして、それを解

散させていくとなれば、ちょっと矛盾するかなと思うのは、議会報告会やら懇談会やらの中で

出てくる意見、その中から今度は問題を選び出し、そして、精査し、それを政策化していく。

それにはこういう研究会、もっと研究しなければならないなというふうに流れていくのだとす

れば、それでは一体、誰がそういう日常的に起きた問題をこの政策研究会につないでいくのか。

誰が発案して、必要だからこれを開いて、それでみんなで議決をして、それでは、何々に関す

る研究会という形で進もうというふうに引っ張っていくのか。その辺が日常における問題をそ

ういう公的な機関でやっていくのには、ちょっと矛盾が出てくるのではないかなという気がす

るのです。そのあたりはどうしたらいいのかなと。やはり私たちは、さまざま日常起きてくる

問題を政策化する、そのためにそれぞれがもっと賢くなっていこうということで研究を進める

というのと、それを政策化していこうという流れというものが同時並行でいくのかなという気

がするのです。そうすると、その政策化していく研究というのは、これは起こしたり壊したり、

そういうような形で進んでいけるのかどうなのか。その辺がよくわからないのです。その辺わ

かりましたら教えていただきたいです。 

○議長（堀部登志雄君） これは公的な政策研究会の位置づけの問題発見からずっとこういう

流れでいくということではないでしょうか。 
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氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 公的な政策研究会の位置づけの一番最初の問題発見のところになる

と思うのですけれども、あくまで住民の要望だとか意見を広報広聴常任委員会を中心として、

議会懇談会だとかを開いていく中でそうしたいろいろな意見、要望はここでしっかり整理をす

るというふうになります。多分そうしないと広報広聴常任委員会の中の役割というのがなくな

ってしまうと思うのです。結局そこでいろいろな意見を拾い上げると、そして、前回はそうい

ったものに対して行政側の回答や何かをもらって、資料として持ちました。あれはあくまで行

政側に対して、こういう意見があったと言って返ってきたことです。あれだけでは多分私たち

が今求める政策研究会の形ではないと思うのです。それで、そこの振り分けをしていくと。で

も、あの中にもまだ本当に先ほどもシーズの部分、ここに本当に何か隠れた問題はないのかと

いうところの問題発見ができれば、それについてしっかりと議論を重ねて政策立案まで持って

いければなと。例えば決議書でも何でもいいです。本当に大事なもの。こういったところに本

当に大事なことではないのかという問題発見をして、そこが政策研究会につながっていくとい

う形にしていければなと思います。その中には小委員会、先ほど言いましたけれども、広報広

聴常任委員会の小委員会、そして、各分科会の力を借りながら、そこでしっかりとした整理を

していくのだということがやっぱり大事になってくると思います。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 今の斎藤議員と同じ疑問なのです。というのは、今説明いただきまし

たけど、広報広聴常任委員会でいろいろな問題を整理して仕分けしますよね。反省会で、小委

員会でやりますよね。そうしたら、小委員会で出された問題を一体誰がいつ、どこで、課題設

定をするための会議を開くのでしょうか。その提案を誰がするのでしょうかということが、斎

藤議員もおっしゃった、私も一番疑問のところだと思うのです。広報広聴から課題設定をする

ための会議を開きましょうと誰が提案していくのですかということだと思うのですけれども。

ちょっとその辺がよくわからないのですけど。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 広報広聴常任委員会の小委員会が一つの中心になるのか、各分科会

の力を借りて、その中で振り分けをしていく、そういった作業というのは当然ここで必要にな

ってくるのです。その中で政策研究会によって解決していかなければならない本当に重要な問

題だということになれば、広報広聴常任委員会から各会派の代表者会議にかけていくようなそ

ういった流れにここではなっていくのではないかなと。そういうイメージはしているのですけ

れども、この中ではそういう流れの中で考えているということでご理解していただければなと

思います。何か別なものがそこにあって、その中で何か議論をして会派代表者会議にかけると

かという問題ではないというふうにしてとらえています。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） いずれにしても要望、要求が出た場合は、広報広聴常任委員会で整

理はするわけです。それをした段階で、これは議会として考えたほうがいいというものが出て
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くる。何点も出る場合もあるし、何もない場合もあるかもしれません。そういうものが出て、

やっぱり今までのように町にただ要請したほうがいいというものもあるでしょう。そうではな

くて、議会がこれを政策化してきちんとやろうというようなものも出てくるかと思います。そ

ういうものが出てきた段階で会派代表者会議にそれを取捨選択してかけていくと、こういうご

理解をしていただけばいいと思います。その問題提起ができるのは、広報広聴常任委員会以外

はできませんので、ここがそういう形でやっていただくと。もちろんそれよりもっといい方法

があるかもしれません。これは我々小委員会が考えたことですから。もっといい方法があれば、

それはそれなりに今ご意見を伺って取り入れるものは取り入れていくということなのですけれ

ども、現段階としてみれば、広報広聴常任委員会でまとめる中身の中でそういう政策研究会に

かけて、議会みずからが政策検討をし、それを実現するために決議なり条例案なりをつくった

ほうがいいというふうに思われる部分があった場合はそういうものを、たくさん出た場合はど

こかで取捨選択しないと全部やるわけにいきませんから、そこを選んで、そして、議会運営委

員会の中にかけて決まれば、そこで政策研究会が立ち上がるとこういう形に我々はイメージし

ていたのですけれども、もっといい方法があれば、もちろん皆様方のご意見を賜って。これが

ダメだとかいいとかではなくて、もっとこういうふうにやったほうがいいという意見があった

らぜひお聞かせ願って、今後そういうものも含めて検討していくとこういう中身でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 今の説明で大体わかりました。ただ、１つだけまだちょっと不思議な

のが、広報広聴常任委員会の中から問題提起されたものに対して、これをやったほうがいいの

ではないかというのを会派代表者会議にかけるというふうにおっしゃったのですけど、私はち

ょっと、もし、これが公的な研究会としての位置づけだというふうにおっしゃるのだったら、

広報広聴常任委員会のほうから議長宛にこういう課題についてぜひやったらいかがでしょうか

というような答申を出すとか、そういう意見を出すとか、そういうものがなくて会派代表者会

議にいくというのは何かちょっと、公的な部分がちょっと違うのかなと思うのです。その辺だ

けがちょっと整理できないのですけど。議長でなくてもいいと思うのです。どこかでも議会運

営委員会でもいいのですけど、もうちょっと公的なところにきちんとそういうような、広報広

聴常任委員会でこういう意見になりましたので、ぜひ、やってくださいという意見を出す場所

がないとおかしいのではないかなと。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 氏家です。今西田議員言われているのは、公的な機関としての政策

研究会の進め方の中での話ですよね。ということであれば、ちょっとそれは事務局のほうから

言ってもらっていいですか。法的にどうなのかという部分ですよね。 

○議長（堀部登志雄君） 大渕議員。 

○１０番（大渕紀夫君） だから、いい方法があれば、私先ほど言ったように、こういうふう

にやったほうがいいという意見があったらどんどん受け入れます。 

ただ、議論した中身で言えば、会派代表者が、例えば広報広聴常任委員会から５つ出てきた
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と。それが議長に上がったって、これは議長決めるわけにいかないですよね。ですから、それ

をどこかでやっぱり取捨選択しなくてはいけないと。その場を会派代表者会議というところで

したらいかがなものかと。それで、それを会派代表者会議でこれがいいと決まったものを正式

に政策研究会にかける場合は議会運営委員会できちんと決定して確認すると。要するにたくさ

ん出たときにどこで議論するかと。議会運営委員会で議論してもいいのかもしれませんけれど

も、我々は５人なら５人の会派代表者会議でふるい分けして決めたらどうだということです。

それ以上の方法はないのです。だから、ここは議会運営委員会でどうしてもやってもらったほ

うがいいということであれば、それはそれで意見賜ってどういうふうにするかということは決

められると思います。ここではそういうことをたくさんの人数で、十数人のところでやるので

はなくて、決めるときは、決定するのは議会運営委員会で決めます。５つも６つも出た場合は、

ここでこういうふうに。それから、例えば何も出なかった。そうしたら、政策研究会やらない

のかと、こうならないので、それは町長の町政執行方針から選ぶとしたら、何を選べばいいだ

ろうかということをどこかで議論しなくてはいけないと。その議論をする場をたまたま、たま

たまと言ったらおかしいけど、我々は会派代表者会議が妥当ではないかというふうな結論を出

したと。今の段階ではそこまでだと思います。ですから、それを決定するのは議会運営委員会

です。正式に決めるのは議会運営委員会ですと。この範囲でございます。 

ですから、もうちょっとこういうふうにしたほうがいいという意見があったら十分承りたい

と思いますけれども。私の認識としてはそんなようなことでとらえておりました。小委員長が

言ったのは、法律的に会派代表者会議でできるかできないかというお話のときはという意味で

聞いたのだと思うのだけど、私はそういうふうに思っていました。ですから、そういう方法で

はない方法があれば、それはそれで構わないと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） この課題の設定の部分、非常に位置づけ大事だと思います。多分議論

あると思います。ただ、今話しているように、私委員外議員ですけど議会運営委員会でこの会

派代表者会議の位置づけについて提案したのですけど、今大渕議員のほうから、それが頭にあ

って言っているのかどうかわかりませんが、ここは既存に決まったようなまた発言されたもの

ですから、それをちゃんと今後小委員会で整理してほしいなと思います。 

 それと、先ほど及川議員もお話ししましたけれども、非常に会派代表者会議、また、議会運

営委員会も、これは私が委員外議員だから、無会派だからということではなくて、客観的な物

の言い方をすると、こういう政策を決めるときに、議運で決まったときに委員外議員の発言は

結果的に本会議でしか出てこないということ、それでいいのかどうかということだと思います。

ですから、その部分については十分小委員会で議論していただきたいなとこう思います。これ

は公な位置づけですから。 

 それと、課題設定についてはいろいろ本当に議論出てくると思いますけれども、１つの方法

とすれば、小委員会、分科会で機能が駆使して方向性出てきたら、そういう問題を親の広報常

任委員会で全体で議論した中で絞れるものは絞って、全員の意思の中でそれは本会議に諮って
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いくとかとそういう形の議論の仕方もあるのかなと思いますので。やはりみんなに意見が集約

できる全段の方法を考えていただきたいなとこう思います。ですから、ここで会派代表者会議、

議会運営委員会、どうだということは私は前回言っていますから、ここであえて言いませんけ

ど、その辺をちゃんと踏まえて議論してほしいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 大渕です。確認しておきたいのですけど、１つは、うちは会派制を

きちんととっていますから、会派制をとっている議会運営委員会はどうあるべきかというのは、

もし、必要であれば再度議論すべきだと思います。その中でどういうふうにしていくかと。今

は会派制をとっていますから、それでは、そういうふうになるとしたら、我々は今までそうい

うことをきちんと議論して委員外議員の制度を認め、そこでの発言を認め、そういうふうにき

ちんとしてきたわけですから、そういうことも含めて再度、会派制をとるのであれば、どうい

う形で今後会派運営、議会運営委員会の構成含めてどうするべきかというようなところまでさ

かのぼらないとだめだと思います。そういうふうになっていくのだとしたらです。 

 もう１つは、今言われましたように、それでは、どういう方法がいいのかということを具体

的に小委員会に示していただきたいのです。提起をするのではなくて、こういうふうに全員で

決めるべきだと。例えばです。問題設定、課題設定を全員でやるべきだと。それでは、そのと

きに誰がリードして、どういうふうにして、どうやるのかというようなことを含めて、そうい

う具体的な提起をいただきたいのです、我々は。お前のところでどうやって考えなさいではな

くて、どういうふうにやるのが一番民主的で議会として一番いいのかというあたりを、白老町

議会は今会派制をとっていますから、そういうことも含めてきちんと議論しないと解決してい

かないのです、物事が。ですから、私は具体的にこういうふうにやったほうがいいという意見

が、きょういただければ一番、小委員長含めて小委員会としてはやりやすいのではないのかな

と思っていますので、そういうふうに議論がいただければ助かります。本当に。そうしたら、

それを提起にして小委員会で議論できますから。こういうふうにしたほうがいいという意見が

出ているから、こうやってやったらどうだというような議論になっていく。この２つだけはち

ょっとお願いしたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 西田祐子でございます。今の意見で大体わかったのですけれども、や

はり私はここが非常に問題があるかなと、問題発見から課題設定までの間が。というのは、私

はちょっとやはり会派代表者会議の中で課題を絞り込むというのは非常に無理があるのかなと。

広報広聴常任委員会の中でいろいろな問題が出てきて何点かあったとします。例えば５つあっ

たとします。そこの中から例えば２つに絞りますといったときに、なぜこの３つを選ばなかっ

たのか。なぜこの２つを選んだのかという、きちんとした明確な根拠が必要だと思うのです。

それを例えば会派代表者会議でやるのであれば、きちんと議事録にのっとった上で、なぜこち

らの２つを選んだのか、こちらの３つがだめだったのかということを明確にしておかないとだ

めなのではないかなと思うのです。そこのところがまず一番のネックだと思っているのです。
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ですから、極端な言い方をしたら、これが正しいかどうかわかりませんけど、例えば広報広聴

常任委員会で全員で議論しまして、例えば５つ問題があったら、そのうちの２つを選ぶとした

ら小委員会のほうにお任せして、課題設定に対して議会運営委員会のほうでそれをきちんと正

式に承認するとか、やはりそういうような形があったらいいのではないかと思うのですけど。 

 今私が言ったことに対して、いいとか悪いとかという意見を聞きたくて別に言っているので

はない。例えばこういう方法もあるのではないですかという提案だけです。それをしてくださ

いと、何だかんだしてもらわなければいけないとは思っていませんけれども、ただ、会派代表

者会議の中でやるといったときに、議事録をきちんととってやる。そして、それが公的な役割

の場所になるのかどうなのか、それが一番知りたいところなのです。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 今大渕議員のほうから提案してほしいと言ったけど、それは最もだと

思います。ただ私は、先の議運の中で会派代表者会議、こういうことだからこういうことで言

ったということで、その時点で大渕議員もある程度理解されていたので、小委員会で検討され

ると思ったから具体的に言っていませんし、きょうの部分もそういうことで提案をいただいて、

そこで詰まっていると、それで提案をいただいて具体的に進めるのだと。だから、提案という

考え方云々という設定だったら、当然勉強して言いますけれども、この前の議運の話からここ

の議員協議会の話では、こういうある程度の概念づけができたので説明して、あとこれから議

論するために意見があったら出してくれないかと言うから私言っているだけであって、そうい

う位置づけで提案しなさいとか、こういう場合はこうですよと言うなら、私はそれなりに具体

的にちゃんと勉強して提案するつもりでいます。きょうはそういう部分でなかったと思います

から、私はそういう流れの中で言っているだけの話です。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 前田議員の言われたいのは、無会派の方々の意見の反映はどうする

のだと、どこでするのだということですよね。無会派の方々の意見の集約というか、反映は・・・

という意味合いで聞いてよろしいのですか。 

 問題発見というところがやっぱり一番重要なところになってくると思います。これは広報広

聴常任委員会で本当にいろいろな議論を重ねながらふるいにかけていかなければいけない。こ

こには無会派の方々が全部入っているのです。そういう形になれば、そういう形の流れで会派

代表者会議というものが設定されて、その中で何がどのように問題なのかということをちゃん

と明らかにした上で政策研究会が動き出すということになりますので、その辺での理解という

のは得られないでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 問題発見の部分については理解しています。ただ、ここのときにはす

べての意見が議論されてくるのです。そして、先ほどから話出ているのは、課題設定のときに

ある程度議論されて、方向性が見えて出てきたものを会派代表者会議で本会議にかける、その

ための事案を絞り込むと言ったから、私は前回の議運でも会議条例で政策研究会をつくりまし



 39 

ょうと位置づけしているものが、こういう中で課題設定するときに公的に位置づけられた研究

会が任意である会派代表者会議の中でそういう政策的なものを決めていいのかどうかというこ

とです。会派というのは、この前の議会運営委員会でも私も話したし、事務局長からも話した

とおり、その位置づけというのは決まっているのです。そういう中で、ここでいいのかという

ことを私は言っただけの話。それをこの前は、だから、小委員会でもう１回検討しますと言っ

たから私はあえて、先ほど議長から指名あったから私は言わなかったのです。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 前田議員が今言われていることというのは、多分、勘違いしている

のなら勘違いしていると言ってください。先ほども言いましたけれども、例えば政策立案、本

会議と同時進行で議員同士による政策討論会ありますよね。これは議員同士による自由討論も、

先ほども僕ちょっと１回前もって言ったことの中に入っていると思うのですけれども、そうい

った自由討論の場をどういったところで設けていけばいいのかということも含めて、前回何か

話したような気がするのですけれども。今前田議員が言われたようなこと、議会運営委員会の

中で確かに決めるのかもしれないけれども、その前後の中でそうした議員同士による自由討論、

そういったものが入ってくることによってそういったことが解決されないのかどうか。そうい

ったものも含めてちょっと。僕の考え方がちょっとおかしいかどうかというのを聞いておきた

いと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 私、ここで課題設定をするときに絞り込む組織が会派代表者会議にな

るのか、議運になるのかわかりませんけれども、先ほど言った話なのです。それで、会派代表

者会議で決めても無会派の人はここに入って来られないのです。議会運営委員会でやっても、

これは制度、私知っています、無会派の人は委員外議員ですから、議論は言わせてくれていま

す、いろいろと。しかし、決定には加われないのです。そういう中でもってきて、政策立案へ

と本会議に来る過程でその人方の、公的にです、意見というのはどうなるのかということを私

言っているのです。そして、会議条例でこういうふうにつくりましょうと言っているのであれ

ば、そういう公的の中、議員の立場の中でちゃんとやっていかないと。突如ここに任意の会派

代表が入ってきて、入っていない人方が取捨選択できないというのはどうですかということだ

と。私はだから、あくまでも会派代表者会議とか議会運営委員会のあり方を知って言っていま

すから。そういう形の中で、あのときも言ったけど、今２名の無会派ですけど将来的に議員定

数とか、あるいは会派の政策が合わないということで会派が分解したときにどうなるかという

ことも踏まえて考えていかなければいけないでしょうということなのです。１回きりではない

でしょうということです。その都度直せますけど。そういうこともスタートするときに含めて

議論してみてくださいということを言っているのです、私は。私は、私の立場で物を言ってい

ませんから。それだけ抜いてください。客観的に話しているだけですから。多数でそれでいい

と決まれば仕方ないと思いますけれども、今議論に、きっかけになっていくときにはそういう

ことを議論してみたらいかがですかと言っているのです、私は。その場合、この前の議会運営
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委員会でわかりましたと、それはちゃんと議論してみましょうと、小委員会でということでし

たので、その結果がいやいや、こうだとなれば、それはそれで最初の意見であればやむを得な

いと、私は思います。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 前回の議会運営委員会の後、まだ小委員会は開かれていないのです。

それだけは前田議員はわかっていますよね。それで、今回、全員協議会の中で今回の中間報告

をすると。その中で皆さんの意見をいただきたいという話で。ですから、全然議論していない

のです、はっきり言って。今後の議論の中でそういった議論も必要になってくるでしょう。た

だ、前田議員言われるとおり、議会運営委員会の中で会派制をとっているというのは紛れもな

い事実なので、それについてはそれにのっとった形の中で、今あるべき姿というのはちゃんと

僕たちは示していかなければいけない。何通りもかん通りも話はちょっとできないのです。で

すから、将来含めての話となれば、それはそれなりの議論は必要だと思いますけれども、今話

しているのは、今ある制度の中でどういう形がベストなのか。そういったことを今小委員会の

中で議論させていただいているということだけは認識していただきたいなと。言っていること

はわかります。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） きょうは午前中に引き続き全員協議会ということで、それぞれ各議員

が個人の立場で自由討論させていただけるというこういうお話ですので、私今議運の委員長で

すけれども、そういうことではなくて、仕事を持ちながら一議員として活動している議員とし

ての本音のお話をさせていただきたいのですけれども。やはり今回、報酬等をいろいろ検討し

ている中で、現実的に活動日数あるいは会議の出席日数、数字でこういう表が出てきて初めて、

こんなに議会にかかわっている日数多いのだなというのを非常に数字で感じました。一番最初

に平成 15 年に当選したときには、こんなに活動日数はなかったのです。現実的に非常にこうい

う活動日数、通年議会あるいは広報広聴常任委員会等で、こういう状況の中で非常に本職と議

員活動との狭間に立って大変苦しんでいる状況であるのが実態でございます。そういった中で

この政策研究会をつくるという中で、約 20 日間ふえるというようなお話でございますけれども、

先ほどのこの表を照らし合わせてみますと、資料５の中には先ほど質問させていただいた、８

名以内２組織程度の委員会をつくるという、政策研究会のものをつくるということなのですけ

れども、この政策研究会が登場して会議をするまでの間に、ちょっと番号振ってみたのですけ

ど、まず、広報広聴常任委員会で会議を開く。そして、次に小委員会ですとか分科会で会議を

開く。そして、３番目に会派代表者会議の会議を開く。４番目に議会運営委員会。そして初め

て政策研究会の会議、５番目になるのです。この資料８で言いますと。非常に政策研究会の会

としての委員会というのかわかりませんけど、会議開くまでにまたものすごい会議をするわけ

です。非常にこれもまた日数をふやす原因にもつながっております。この辺、できることであ

れば、もっとスリム化したような中で小委員会の中で検討していただけないのかなというふう

に率直に感じましたので、意見として申し上げておきたいなというふうに思います。と申しま
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すのは、あくまでもこれは公的な位置づけですから、これらのプロセスを通さなくても政策研

究会自体が公的なものでありますので、広報広聴常任委員会プラス小委員会をここで開いてし

まって、そして、いきなり政策研究会、公的なものであれば政策研究会の中で問題分析をすれ

ばよろしいのではないのかなというように感じたわけなのですけれども。 

○事務局長（上坊寺博之君） 政策研究会は議決により設置するですから、本会議を省略して

設置はできないということです。 

○議長（堀部登志雄君） ４番、及川議員。 

○４番（及川 保君） これは、実は今回の第３次の議会改革の中で政策研究会の設置と政策

能力の向上、これが今回の改革で取り組んでいこうと。これは全議員が確認し合った項目なの

です。しかし、非常に今後もこれを推進していくということになると、大変な個々の議員の負

担になるということは明白なのです。このあたりが非常に私はネックになってくるなという思

いがしてならないのです。 

もう１つは、この政策研究会、位置づけしなければいけないということは当然わかるのです

が、この会派代表者会議、私も何回も固執しているのですけれども、１つお聞きしたいのは、

公的機関にするのですかということが１つと、議会運営委員会がこの役割を果たすことはでき

ないのでしょうかということ。これは小委員会の中でまたこれから議論されていくとは思うの

ですけれども、お聞きしておきたいなというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） まず、公的機関にするのですかという意見は、公的機関にするとい

うことでもって、議会でもう決めてあることです。 

○１０番（大渕紀夫君） 会派代表者会議を公的機関とするのかと言っているのです。 

○１４番（氏家裕治君） 政策研究会の公的機関ではなくて・・・。 

○議長（堀部登志雄君） この下のほうに書いている会派代表者会議、米印になって、議会運

営基準に役割をきちんと明記すれば、これも公的機関になってしまいます。 

 それから、先ほどから出ていますように、会派代表者会議でなくて広報広聴常任委員会で決

められないのかというような意見もあったような気がしますけど。 

 それから、ここを考えるべきだというのではなくて、こういうところで決めたらいいのでは

ないかと提言してやると小委員会もすごくやりやすいのでしょうけど。 

○４番（及川 保君） だから、今議会運営委員会ではだめなのですかと。 

○議長（堀部登志雄君） そういうことですね。だから、代表者会議で議会運営委員会に、上

に持っていってもいいのではないかという及川議員の意見だそうでございますので、その辺も

今後考えていただくということです。 

４番、及川議員。 

○４番（及川 保君） 先ほど山本議員が言っているように、いっぱいふやしているわけです。

ふやす状況をつくるわけです。今後、非常に大きな、これからやろうかというときに、またど

んどんふやしていくということがどうなのだということが意見の中にあるのです。そこで、議
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会運営委員会が少しでも少人数ということを考えていらっしゃるのかどうかです。この課題設

定の中で課題を決定しようということですから、そんなに多くはいらないでしょうとこういう

お考えなのではないかなと私なりに考えているのですけど。ここで公的機関にするのですかと

いうことと、議会運営委員会ですることはできないのですかという２点お伺いしたのです。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 氏家です。皆さんの言われる意見は、多分そういったこれからの政

策研究会を立ち上げて運営していくにあたって、本当に会議がまたどんどんふえていくのでは

ないかということのご心配のことだと思いますので、これは小委員会の中で今一度この流れに

ついては皆さんのいろいろな意見を踏まえて議論をしていきたいなと思います。 

ただ、私が思うに、この政策研究会というものがただ形だけのものであってはならないなと。

皆さんそういう思いで多分議論されていると思いますけれども、本当にこの議論を深めていく

ためには、その前段の問題発見から課題設定に至るまでのここが一番重要な部分だということ

だけはしっかりまた議論の中で話し合っていきたいなと思います。確かに、その中の省けるも

のは、必要のないものは省いていきます。必要のないものは省いていきますけれども、この政

策研究会の課題設定、ここまでに至るまでの過程というのがいかに大事かということも小委員

会の中で今後しっかりまた議論をしていかなければいけない問題だと思いますので、それも兼

ねて皆さんの意見をしっかり小委員会の中で話をさせていただきたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 資料５の任意機関のほうについてちょっとお伺いしたいのですけれど

も、ここのところで議員会を中心とした活動、議員会経費による研修会、全議員が構成員とい

うことで書いておりますけれども、今も登別の議員交流会ありますよね、これも任意になって

いるのです。それで、議員会の会費の中からやっていると思うのです、研修会も。結局、私が

一番何を言いたいかというと、夜の懇親会は別ですけれども、往復のバス代とかそういうもの

なんかも全部議員会の会費の中からやっています。私、任意機関として常設してやっていくと

いうために、やっぱり公的機関で本当に議決により設置するようなこういう機関を設けたとし

ても、基本的な議員の政策能力の向上、養成を図るための機関として常設されている任意機関

がきちんと議会費というのですか、そういう会議の中の経費として議員同士の懇親会と分けて

きちんとしておくべきではないかなと思うのです。例えば新年会のときに議員会でお金集めた

中から行きましょうとか、タクシー代出しましょうとか、日頃のお茶代は議員会の中で出しま

しょうと、それはいいと思うのです。でも、研修会は研修会できちんと議会費の中でそちらは

やっていく問題ではないかなと思うのです。ですから、今度の登別の議員との交流会は、あれ

は遊びなのか、本当に議員の資質向上のためなのか、私正直言ってよくわからないのです。そ

の辺のすみ分けというのですか、そういうことももうちょっと考えていただければありがたい

なと思うのですけど。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 今議員会を中心とした活動の中で政策研究会にかかわるものは議会
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として経費を持ったほうがいいという意見ですか。議員会ではなくて。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） ですから、議員が研修する場というのは、登別の議員交流会、これも

私、きちんとした議員としての資質向上のためのものだと思うのです。だけど、今は議員会の

会費の中でやっています。だったら、任意的な機関としては飲み会と同じレベルになってしま

うのです。研修会だというのだったら、議員として資質向上が大切だというのだったら、ちゃ

んと議会費の中からそういうものの経費を別個に考えるべきではないのかなと。飲み会とかお

茶代とかと一緒になっていくこと自体が何かちょっとおかしいのではないかなと非常に疑問に

感じたので、そこはきちんとされたほうがいいのではないかなと思ったのですけれども、どう

なのでしょうか。それはこれから小委員会のほうで検討していただいても結構ですし。私は、

飲み会の会費と研修会のバス代とかそういうものと一緒でいいのかな、それで非常に疑問に感

じていたものですから。 

○議長（堀部登志雄君） 及川保議員。 

○４番（及川 保君） この資料５の中で、公的機関の政策の目的をわかるように明らかにす

ると。それで、８名以内で２組織程度設置すると。こういうことになっているのですけれども、

これは、今まで任意でやってきた研究会というのは全議員でしたよね。先ほど来の説明をお聞

きすると、いろいろなたくさんの課題が出てくる可能性あるから、多くても２組織でやるのだ

と、８名以内でとこういうことなのでしょうけれども。これは非常に大きな政策提言も含めて

していくということですから、これは全議員がやっぱりきちんとかかわってやるような組織に

したほうが、私は、ここまでしなくてもいい通常の議会の個々の議会活動の中でもできること

もたくさんあるでしょうから、そこまでしなくてはいけない課題というのはこれからどうなの

でしょうか。出てくるかどうか、それも含めて全議員でやったほうがいいのではないかという

ような思いはあるのですけれども。わざわざ２組織程度で設置すると決めてかかるというのは

どうも私もちょっと疑問に思ったものですから、このあたりもぜひもう一度いろいろと議論し

ていただきたいなというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） ８名以内、２組織程度で設置するのだというのは、先ほども、例え

ば町長の執行方針の中からだとか、それから町民の意見、要望の中からだとか、そういったも

のを踏まえたときに二通りのやり方があるのではないのかなという考え方からやったものであ

ります。それを全員でやるのかと。２つ出てきたものを、それでは１つの組織で全部やるのか

という話になったときには、それこそちょっと大変なのではないのかなと思うのです。いずれ

にしても全議員がここにかかわって、しっかりとした議論を深めていくという部分では、皆さ

んかかわっていける話になりますので、これが１つでいいかという話は実際どうなのでしょう。

もう一度これも小委員会の中でもんでみたいなと思いますけれども。組織の運営上です。 

○議長（堀部登志雄君） ４番、及川保議員。 

○４番（及川 保君） これは検討してほしいということですからあれですけれども、要は、
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今実質 15 名なのです、議長含めまして。その中でまた常任委員会と同じ形になっていくわけで

すよね。本当にそんなやり方でいいのかなというのが非常に私思うのです。だから、今後課題

がたくさん出てきそうな状況を想定しているのかどうかなのですけど。一組織で全員で取り組

むと。しかし、２つも、３つも大きな課題が出てきたということであれば分けることも当然い

いでしょうし、そういった弾力的なものがあってもいいのではないのかと私はそういう思いで

いるのです。これは議論していただければいいことです。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） いろいろお話されておりますが、資料７の政策研究会運営要綱とあ

ります。ここに町民の視点に立った独自の政策立案や政策提言が日常的に行われるように、こ

れが大きな目的なのです、ここに書かれている。これが一番大事になるのです。例えば 21 年度

予算、一般会計、今補正予算やって 100 億円超えました。全般の補正も約 10 億円余り。それで、

議会が提言や何か一つも言う場がないし、すべて行政側の出した予算案を、私は一般質問でも

言ったけど、ただ賛否をしているだけだと。大事なことは、議会がきちんと提案をして、それ

を行政側が住民側の要望を含めて取り入れるかどうか。取り入れてもらうことが一番大事なこ

となのです。ここのところなのです。ですから、この研究会がきちんとした条例の中で入れて

やるとすれば、予算前にきちんと行政側と、例えば今委員会報告しても行政側は１人もここに

いません。委員長報告はただ報告して、それを後から文書で聞いているかもしれないけれども、

こういうものこそ政策提案として議会が考えたことを一緒に聞いてもらうべきだとか、こうい

うことが本当の政策提案ではないかなと私は思うのです。それで、全く議会の提案や町民の要

望、この間もいろいろな懇談会やって、いろいろな要望や提言が町民からありました。ただ聞

いてくるだけで、ちょっとした短い文章書いて答えを出すだけで、何も政策には反映されてお

りません。ですから、こういうことをきちんと提言を行政側が受け付ける、求めたものを受け

付けるような議会と行政であるべきなのです。これをどうするかという研究が私は一番大事だ

なと思っているのです。ですから、私はうまいことをいろいろやったって絵にかいたもちです。

大事なことは、私はそこだとずっと思っているのです。言いたいことはそれだけです。 

○議長（堀部登志雄君） 氏家小委員長。 

○１４番（氏家裕治君） 今松田議員が言われたとおりのことだと思うのです。例えば町民か

ら受けてきたもの、それをただストレートに行政にこういった意見があったと出して、その回

答をもらうだけであれば議員はいらないのです。町内会長さんで十分用は足りる話なのです。

それではいけないということで、どうやったら町民からの意見の中に隠された問題、そういっ

たものがちゃんと明確になって、それをちゃんとそれこそ政策に反映していけるのかどうかと

いうのを調査、研究する機関としてこの政策研究会がなければいけない。そういう考え方に基

づいて今議論させていただいていますので、どうかそういった部分に関しては皆さんのお力を

これからも借りて、しっかりとした研究機関にしていかなければいけないと思っていますので

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ４番、及川保議員。 
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○４番（及川 保君） 実は私、松田議員のおっしゃっていることは、本当にそのとおりだな

というふうに思うことは、これはもう既に始まっていることなのですが、昨年はこういう厳し

い状況の中で私たちは財政について特別委員会を設置して、大変長時間にわたっての議論をし

て、本当に最低限議会がまとまるということで結論を出しました。結果的には、町のほうから

ほとんどのんでもらえないような、最初からもうほとんど議会の意思というのは全く考えられ

ないというような状況の中で、結局は町の提案のとおり、この４月から改革プログラムを実施

されているのですけれども。そういうことからすると、それ以外にも松田議員も先般の議会の

中でも申し上げていますけれども、例えば国の大変大きな補助金が交付される中で、大きな事

業がたくさんありました。こういう中でも議会とどう、町民の福祉向上のためにどうかかわっ

ていくかということをもう少し真剣に行政と議会が議論し合える、し合って政策をつくってい

くという場が非常に欲しいなと。本当に最近特にそういうことがつくづく感じられますので、

そういう意味において本当に議会として行政に町民の要望といいますか、意見をどのように具

体化して町側に反映させられるかと。これは非常に議会として問われている部分だと思うので

す。そこに視点を置いて、一点、視点を置いてやっていくということを皆さんと確認できれば、

私は逆に非常に大変大きな、議会として大きな財産になっていくなというふうには考えるので

すけれども。本物になるかどうかだと私は思っています。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

 いろいろな皆さんの考えが述べられました。今ここでどうするこうすると結論には導かない

ことでございますけれども、いろいろな議論が出た中での、今後の小委員会で再度お勉強いた

だきたいなというぐあいに思います。小委員会のほうはよろしいでしょうか。この程度でやめ

てよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） それでは、以上をもって政策研究会についての全員協議会を終了い

たしたいと思います。ご苦労さまでした。 

（午後 ２時３７分） 


