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◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） ただいまより、議会会運営委員会を開会いたします。 

（午前 １０時 ０２分） 

  

○委員長（山本浩平君） 本日の議会運営委員会ですけども、第３次議会改革等の議論の進め方について、

これはある程度きょうは時間をかけてやりたいなと。また、その政策研究会の位置づけについての説明も

ございます。そういったことで、きょうは午前中だけでは終わらないボリュームだということでございま

すので、皆様方にご協力をいただきたいと存じます。それでは、この内容の中で、比較的にスムーズにで

きるような内容のところから入ってまいりたいなというふうに思います。裏側の５番目。議会運営基準の

一部改正について。資料４というのがございます。これについて皆さんと議論をしてみたいと思います。

まず、局長のほうから説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料４の内容申し上げたいと思いますが、まず改正の事由でございますけ

ど、この中で平成４年から白老町議会は、委員会協議会、全員協議会も委員会と同様に原則公開として傍

聴規定を設けて今日まで来ているところでございますが、自治法の改正によって全員協議会、委員会協議

会も白老町議会については、協議の場、公の会議ということに位置づけをしたものですから、議会運営基

準にあります傍聴基準が若干ちょっと不適切なのかなという部分がありまして、整理をしたいということ

でございます。もう１つは、15 年からインターネットによるライブ中継を行なっておりまして、今現在は

公開する会議が限定されておりまして、いつも公開するかしないか疑義が出るものですから、きちんと運

営基準１回載せておきたいという整理でございます。それで改正前、改正後をご覧いただきたいと思いま

すが、1つは第15章傍聴という規定でございましたが、開かれた議会という、これは事務局の案ですけど、

こういう規定に直しまして、１節、２節で傍聴、ライブ中継という規定に設けたいなと思っております。

まず、改正後の１項目ですが、これは従来と同じように整理ですが、全員協議会及び委員会協議会、これ

を公開するという規定にしたいと思います。２号、３号については削除いたしまして、秘密会をする規定

を正式に設けておくという規定です。２号については、全員協議会の秘密会の規定です。いずれも同じで

すが、議長、議員の発議のより３分の２以上。これは、通常の本会議、委員会等と同じような形で秘密会

の規定を設けておくと。３号については、委員会規定です。委員長、委員の発議によって同じく秘密会が

できる規定にしたいというものです。４号ですが、一応発議は討論を用いないで可否を決定する。これも

委員会同等でございます。次の裏のページですが、第２節として、新たにライブ中継という規定を設けさ

せてもらいまして、現在行なっているインターネットによるライブ中継は本会議、予算等審査特別委員会。

決算審査特別委員会、それと議案説明会と、この４つでございますので、今後ふえていく可能性はござい

ますけど、きちんと見えるように明記したいというもので、議会運営基準の改正をお願いしたいというこ

とでございます。私からは以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 事務局からの提案ということでございますので、まず提案についての質問がご

ざいましたらどうぞ。なければ、この場で決定されていいのか、それとも１度会派に持ち帰って協議され

たほうがいいのか、この辺についていかがですか。この内容について、何かご意見のある方ございました

らどうぞ。なければ、このような改正ということで、皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君） それでは、議会運営基準の一部改正について、第15章の傍聴の整理につきまし

ては、全会一致でこのように改正をさせていただきたいと思います。続きまして６番目、全員懇談会の開

催要請について。これは資料５になっております。この説明を局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、総務財政部の総務課から出されているものでございます。従

来と違うのは、前回、協議会と懇談会きちんと正式に分けまして、協議会は公式な会議です。懇談会は非

公式の会議という形で位置づけております。それで、総務課のほうからは、懇談会で実施させていただき

たいということがきてございます。前に全員協議会の中で１回説明がされているものでございます。竹浦

地区の土地問題に絡みまして、虎杖浜観光から訴えが起きてございまして、その第１審の結審がなったと

いうことと、情報によりますと結審は町が勝ったようでございますけど、訴え者が控訴審をするというこ

とだそうでございます。それで、21 日の定例会の後、特別委員会終わった後に説明だけさせていただきた

いというものです。ちなみに懇談会ですので、報道機関には通知しないというものでございます。以上で

ございます。 

○委員長（山本浩平君） この全員懇談会の開催要請について何か質問等がございましたら。大渕副委員

長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これ結審して控訴されるということなのですけど、公開でやらな

いという理由は、町から何か言ってきていますか。そのことによって、町が不利益を被るとか、何かそう

いうことは考えられますか。何か結審して、向こうが訴えるだけなら、別にあえて懇談会にしなければな

らないという理由がどこかにあるのかなという、ちょっとそういう疑問が起きました。 

○委員長（山本浩平君） 局長、どうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 具体的には聞いておりませんけれど、当然本会議開かれまして、その後特

別委員会開かれまして、当然報道機関には通知しておりますから、議会運営委員会にかけて仮に懇談会で

了承を得ても、報道機関が入ったとしたらとめられないという話はさせてもらっています。それでも構わ

ないという話はしております。 

○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。構わないのなら構わないでいいのだけども、あえて懇談会にしな

ければならない理由というのはあるのかなと、僕は単純な疑問なのです。そういうふうにすると、逆に言

うと何かあるのかなと思うでしょう、みんな。公開を原則としているのだから、関係なかったら公開でや

ったら、僕はオープンですごくいいのではないかと、単純は発想なのです、僕が言っているのは。だから、

いいとか悪いというのではなくて、こういうことで町にとって不利益になる、町民にとって不利益になる

から懇談会でやりましょうというのなら、話は僕はすぐ納得するのだけど、これ見たら全然そんなことは

ないように思うものだから、それだったらわざわざ懇談会にして、マスコミの皆さん行ってからやりまし

ょうとかやらないとか、そんなことする必要はないのではないかという、単純に僕は言っているだけです。

それ以外の何物でもない。だから、どちらでもいいという表現は悪いですね。そういう理由がないのだっ

たら、何も公開でやったってマスコミさん帰るかもしれないし、そういうことではないのかなと思ったと

いうことなのですけど、それだけです。 

○委員長（山本浩平君） 私もこの話を実は伺ったときに、第１審で勝ったのだから、相手は面白くなく

て、控訴する人は勝手に控訴しますから、どんな場合でも、勝ち負け関係なく。だから、これは勝ってい
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るわけですから、私も今、副委員長と同じような印象実は持ったのです。総務財政部長とか呼ばなくても

よろしいですね。よろしいということでございますので、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） このような形で行なわれるということで。この件について、ほか皆さんよろし

いですね。特にありませんね。なければ４番目行きましょうか。前回、持ち帰りをさせていただきました。

今後の事務局体制ですね。監査室との職員の併任についてということで、前回ほとんどの会派がまだ協議

されていなかったということでございまして、今回はそれぞれいろいろと協議されてこられたと思います

ので、その結果について伺ってみたいなというふうに思います。では、この順番から伺ってまいりましょ

う。日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。会派会議でかなり議論をいたしました。１つは、やはり独任機関

だということ。そして、併任発令が職員の負担になるのか、それとも仕事の軽減になるのかというあたり

がかなり議論になりました。もう１つは、そもそも監査委員室の職員は代表監査委員が任命をすると。議

会事務局の職員は議長が任命をするというきちんとした独任、それぞれの職務ということがはっきりして

いるわけです。任命権でもそういうことになっているということで言えば、そこのところは、その意思は

きちんと地方自治体として尊重すべきものは尊重すべきだろうと。そこのところがはっきりしていないと、

一緒になってしまう。ただ、今白老の人の問題、量の問題。それから、質の問題も含めて、今後一層厳し

くなっていくと。そういう中でも必要だと、ここの部分は独任でやるべきだという意見もありました、現

実的には。何ぼ人が減ったとしても、それはやるべきだという意見もありましたけれども。ただ、全監査

室と議会事務局の職員の問題だけではなくて、白老町全体の職員の問題のことを考えたときに、それに固

執をして入れるかどうかというあたりが論点になりました。結果としては、やはり事務所をこちらに持っ

てこないと効果が上がらないということ。そういうことも含めて、将来考えた場合は、胆振の町村会も一

緒、道も一緒。道も監査委員協議会と議長会と一緒ですから、ですからそういう状況を見れば仕方がない

のかなと。ただ、トータルで人数は減らさないと。人数の量は確保しなければ、これはもう議会対応でき

なくなりますので。そういうことを議論した結果、最終的には非常に不満はあるけれども、今の町の状況

を見たら、いたしかたがないという結論であります。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 併任賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 今、お話があったように、各自治体の職員数が減っていく中では、将来的には併

任してやっていくということが、やはり必要になってくるのかなと私たちは思います。ただ、この組織の

内容については、町の中で話し合われてそういったものが上がってきて、私たちが議論していくべきもの

なのではないのかと思うのだけども、その辺の考え方がいまいちちょっと僕がわからないというか。議会

がこういう形にしたほうがいいですよというのはちょっと違うのではないかと思うのです。あくまで、町

のほうからこういう形にしたいのだけどと上がってきたものに対して、僕たちがそれに対して議論すると

いうことであるということであればいいのかもしれないけども、議会が率先してこうあるべき論を展開し

てしまうと、何かちぐはぐな気がするのです。今、大渕副委員長が言われたとおり、全体の状況を見れば、

そうしていかなくてはいけないと僕たちも思います。どうしてもそこが引っかかってしまったものですか
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ら、それ以上の話がまとまらなかったというのが現状にあります。実際町の組織の運営の中で、町から出

されたものに対して、僕たちが議論していくのであれば、今そういう形で出てくればよろしいと僕は思う

のですけれども。私たちが率先して、人数も足りないだろうと、併任してやったらどうだという言い方と

いうのはちょっと違うのではないかなと思ったものですから、申し訳ないですけどそこで議論がとまって

しまった部分があります。今回のこの議会運営委員会の中でもう少しその辺の内容を確認し合いながら、

議論できればなと思って、きょうその部分で押さえてきました。 

○委員長（山本浩平君） 次、清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。結論から申し上げます。会派の中で議論した結果、これは同意

できないということに決定いたしました。と申しますのは、今共産党さん、公明党さんから説明ありまし

た内容の中にもありましたけども、独立性をやはりきちんと緩和した中で、もう少し慎重にやるべきだと。

これは職員と同じようなレベルで議会そのものが語られているのではないかと。十分、その内容はわかり

ます。局長の説明、前回ありましたけども、その内容はもう十分わかります。しかし２つの独立性を考え

たときに、これは安易に人が少ないからと、この話の中でこの問題が簡単に同意の方向で持っていくとい

うのは、本当にこれは厳しい判断をせざるを得ないと。清風クラブとしては反対という形になりました。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風なのですけども、基本的な考え方としては、監査をチェックする立

場、議会というのは立場でありますので、基本的には好ましくないだろうなというのが基本的な考え方で

す。しかしながら、全体的な町の機構改革の中でやられることであれば、これは職員の勧奨退職等々でか

なり人数が減りました。また具体的に前回のときにお話にありましたけれども、例えば今いらっしゃいま

す小山内さんの産休の関係、これも現実的にございます。そういった中で、事務局の体制をきちんとして

いかなくてはならない。こういう観点から立つと、これはやむを得ないことではないのかなというような

結論に実は達してはいたのですけども、きのうの夕方の段階で私どもちょっと考え方が変わりました。と

申しますのは、先ほど公明党さんからお話がございましたように、あくまでも機構改革は町長の選任事項

でございますので、町の方向性、提案がなされたときに、そういったときの議会として方向性を示すべき

ことでございますので、どうもその辺のところが不明確というか、そういったところがきのう見えてまい

りましたので、私は議長かここの議会運営委員会に諮問をされた。諮問をされたということは、そういっ

た将来的な新年度の機構改革の方向性も見据えた上で、私は諮問されたというふうに思っていたのですけ

れども、どうもそういうような形ではなさそうです。そういう町の方向性、提案がまだ見えていないとこ

ろで結論は出すべきではないというのが、私どもの考え方でございます。しかしながら、やはり事務局体

制をきちっとしていただければならないというのは、これから政策研究会という新しいことも出てきてま

いりますので、監査室と併任するとかしないとかではなくて、やはり議会として事務局の体制をきちんと

していただきたいという要請は議長、副議長が町長に会ってお話をきちんとしていただきたいと、このよ

うに思います。以上です。 

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） 私、何点かありますけど、結論から行くと私は好ましくないと思います。

それは前回話ししていますので。１点、話しが議運の中でされていますけど、これは前回機構改革のとき

に、十分に議論されて、この結論を持って行って議長が町長と話ししたはずなのです。そのときに、議長

からと町長話したときに、機構改革やるときに、議会のあり方について、理事者がどういう考えを示され
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たのか聞きたいのです。そして、なぜ今回またこういうことが上がってきたのか。今回は機構改革ではな

くて、併任ですから、これは議長と町長の専権事項なのです、代表監査委員会と。ですから、まず１点お

聞きしたいのです。そのときどういう話をされたのか。何故またここに上がってきたのかということをま

ずお話しを聞いてから、私の結論を言いたいと思います。いかがですか、そのとき去年話されたときに、

どういう方向性になったのか。 

○委員長（山本浩平君） まず、質問がございましたので、諮問された議長よろしいですか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の前田委員外議員の質問なのですけども、去年機構改革やったときに、そう

いう提案が、一緒にするという話がありまして、これは議会の皆さんと相談して、これはそうはならない

という話で、正副議長と町長にお会いしてお話ししたときに、やはり町長自身も、これはあくまでもお互

い独任機関だから、これはそのまま別々の形でいくのが望ましいだろうということで、こちらから実際提

案あったときに、正直申し上げまして、それが町の提案だということで、こちらでも議論をして、こちら

から向こうへ持って行ったのです。それはすべきではないということで。そういうことで、町長も了解し

て、やはりそうすべきではないということで、これは今の状態になっているということでございます。そ

れ以上は、やはりお互い独任機関ですから、これは両方別々にあってしかるべきだという話しで、これは

お互いそういう話で終わっています。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 当然、独任機関ということですよね。そうすると、組織がどうあるべきか

という話しになるはずなのです。併任の考えではなくて、その前に。それで、今議会が、活性化で議会改

革取り組んでいます。そういう部分で私は本質のほうを見ると、議会事務局がどうあるべきかという議論

をまずすべきだと思うのです。その中において、僕は理想論かもわからないけども、人が足りなければ置

くとか、スタッフを充実するとか、まずそれを議論されてから、どうしてもこうだからということで今の

話しになるのだけども、何か併任のほうの話しが行ってしまって、本来的な今私の言った部分がまず欠け

ているのです。だから私が議長に先ほど聞いたら独任制ということですから、当然説明を受けなくてもい

いと思います。そうすると、議長はどのような議会を目指すかということによって、議会をどう充実する

かという問題だと思うのです。だからその辺はちょっと、私はもう少しいろいろあったけれども議論ある

と思うのです。ただ、僕は併任発令がありますから、ここの議運でやって議会あるいは議員、議運がいい

よと言ったときに、今度変な話ですけど、議長が変わったり、何かあったときにその議長の考えによって、

今やっている議会改革やっているときに、こういう議会の組織が必要だという議長の理念があるはずなの

です。そのときに、今ここで私たちが併任がこうだと決めてしまったら、足かせになる可能性があるので

す。これは議長の専権事項ですから、機構改革だってそうです。機構改革は、議案に上がってきますから、

我々は議論できますけど、併任は専決事項ですから、ここで我々が足かせしていいかということを、私は

一議員とすれば、ここでいいよと言ってしまったら、今度こういう議論したときに、あのときみんなで決

めただろうとなったときに、取り返しつかない部分があるのです。それで私は結論から言うと、事務局の

人員を強化するかどうか議論するべきだと思います。ということは、立法や法務に関する補助体制とか整

備、これが議会事務局の本質なのです。では、併任発令したときに、こういうことが本当にできるのかど

うかということです。過去において、私は議会事務局には、監査というのは失礼な言い方だけど、公の言

い方だけど、非常に人事の中で動くのです。職制が、課長にしてみたり、係長にしてみたり、先ほども出
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ていますけども、人事として確立化していないと、議長と町長が。どういう体制にするかということ。そ

ういうことからいくと、やはり自立制、機能を高めていく。あるいはこれから監査の役割か非常に大事だ

と思います。それは十分にやっていかなくてはだめだと思うから、原則論としては反対です。ただ、併任

は議長の専決事項ですから、僕は逃げるわけではありませんけど、あとは議長がどういう議会にしたいか

ということを考えたときに、どうするかということを考えるべきだと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） いろいろ各会派の考え方を伺いましたところ、賛成が１つの会派、反対が１会

派、やむなしというところが１会派、町の方向性が提案成されたときに検討したいというところが２会派

というような結論でございます。議長。 

○議長（堀部登志雄君） いろいろご検討いただきまして、ありがとうございます。この件につきまして

は、私ども正副議長もそれなりにこの件については町長ともお会いしまして、いろいろこういう方向で現

時点では考えているということで、皆さんに議論をお願いしているということでございます。そういう話

をして、私なりにこの問題考えました。これを出した経緯というのは冒頭の申しましたとおり、事務局と

私どものほうと人員が非常に手薄になってくるという中で、こういう方法はどうなのか、こういう形で望

めないかと。その解消のためにできないかということで、皆さんにおはかりした経緯がございます。しか

し、皆さんより今お話しありましたとおり、先ほど質問にありましたように、昨年機構改革に伴いまして、

やはり独立した機関であるということで、一緒になっていくのは望ましくないというようなことで、議会

から出した経緯もあります。そのとき町長もはっきり、これは両方一緒にするというのは、議会も監査を

受ける立場であって、そういうことはやはりお互い独立しておくのがいいだろうという形になりまして、

１年後にこういう形で我々は行こうという考えに立って、皆さんに議論していただいたのですが、やはり

皆さんのご意見聞いていますと、これは独任制は貫くべきであろうというのが、皆さんの本当の姿、思い

でありまして、私もそれには異論はございません。従いまして、この事務局体制の人員云々の問題につい

ては、また別の方法も。監査と併任するというだけが、人員の解消のためではないということ。やはり皆

さん、町のほうもお互い独任機関として、これだけは置くべきではないかというような意向も見えますの

で、私もそれは当然あるべきで、もし議会の事務局体制の人員の問題については、別な方法もこれから考

えていかなければならないということで、いろいろ議論していただいた皆さんのお考えも十分わかりまし

たので、この辺については私ども正副議長としても併任ということについては、今回は私どももそれは考

えないで、事務局体制については別な方法で何かきちんと体制を議会活動に支障のないような形で。これ

は人事権ですから、町のほうの管轄もありますけども、それについては議会として、議長として皆さんの

活動に支障のないような形で、この件については今後考えていきたいということで思っておりますので、

いろいろと皆さんのご検討いただきましたけども、正副議長で一応確認し合いましたので、そういう形で

今後進めたいなという具合に思いますので、一つよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） 今、諮問された議長のほうからご意見ございまして、皆さんのご意見を伺った

中で、併任とは限らず事務局体制をきちんと維持していくための方策をいろいろと副議長と共に検討して

いきながら、町側に対してもお話をしていきたいという、こういうことでございますので、そういうこと

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） それでは、続きまして、最初のほうのページに戻りたいと思います。それでは



8 
 

公的な政策研究会の位置づけについてでございます。資料１と２ございますけども、この説明については

氏家委員長のほうからでよろしいですか。ではお願いいたします。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） どうもご苦労さまです。政策研究会の公的な位置づけの部分につきまして、小委員

会の中である程度まとまった、その部分を中間報告させていただきたいなと思います。前回、皆さんと共

に中間報告をさせていただいたときに、何が一番課題だったかというところが、会派代表者会議、このあ

り方について、皆さんいろいろな部分で疑問を持たれ、そしてどうしてなのだというところがあったもの

ですから、そこについての理論的な考え方を示させていただいたという形でございます。資料の１と政策

研究会の位置づけに対する考え方という２つの資料がございます。これを併用して見ていただきたいので

すけども。まずは政策研究会の形成サイクルのルート図があります。今回第１ルートから第３ルートまで

の考え方があるだろうと。まず大きくこの３つのルートが考えられるだろうというところで示させていた

だきました。まず第１ルートにつきましては、前回の説明にあったとおり、議会報告会及び議会懇談会等

の議会広聴活動により町民から出された要望等から政策研究課題を抽出するのだよと、発見するのだよと

いうところでございます。これは前と何ら変わりはございません。第２ルート、第３ルートにつきまして

は、第２ルートにつては毎年度３月に入りましたら町長の執行方針等々出されますけども、それについて

の政策研究課題をあれば抽出すると。第３ルートは、そのほかに議会の必要性に応じて、何かそうした課

題があれば取り組むのだよと。まず大きくこの３つに分かれるだろうということでございます。そして、

この第１から第３ルート、いずれにしても政策研究会の設置については議長の諮問とすることが１つの前

提になると。そういった意味では第１ルートから課題設定する場合、町民の要望等が整理された段階で、

委員長からまちへ要求し回答を得るべく議長に提出されることが望ましいでしょうということでございま

す。それから、第２ルート、第３ルートの課題設定も考えられることから、議長に集約されることが統一

した対応ができるというところでございます。そして、委員会等々の総合関係の独立性から、議長に集約

された議長諮問という形で、議会運営委員会に謀られることが手続きとしては望ましいということでござ

います。この件研究会の位置づけに対する考え方の部分の説明ですけども、３番目に書いてあります会派

代表者会議により課題の選別整理を行なうことについてというところがございます。これは第２ルート、

第３ルートについての説明だと思ってご理解をしていただければと思いますけども。会派代表者会議は議

長が召集し、協議事項を謀る組織であって、会派制を採用する白老町議会では議員の意思の合意形成が謀

りやすいことが１つ上げられるでしょう。②番目として、無会派議員については、必要によって議長が意

見を集約することとなっていますということでございます。３点目、議会運営委員会は11名で形成されて

いますけども、第１ルートから第３ルートまでの課題を整理して選択するには、相当の日数が要すること

が考えられると、議運でやる場合は。ですから、またいずれにしても会派調整がどうしても必要になって

くるところが、今までの運営の中でも多々あります。そして４点目として、会派の代表者会議においては、

第１ルートから第３ルートにおける課題の発見及び選別を中心として、最終的に課題設定は議会運営委員

会において合意されるものとする。まず、こういった形の中で、会派代表者会議というものを位置づけて

おくと。会派代表者会議、会派制をとっている以上、これが一番皆さんの合意形成が成されるのではない

かなというところの位置づけです。そこで４番目にありますけども、会派代表者会議というものを、公式

な位置づけにして、しっかり位置づけようと、運営基準の中だとか、そういったものの中でしっかり位置

づけた中で、会派代表者会議を運営していこうというところであります。会議条例及び会議規則に公式に
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位置づけることによって、この形成サイクルがしっかりと運用されていくというふうになりますので、あ

るときはこういう形というのではなくて、しっかりこうした形の中で運営していくのだということを決め

たいということであります。そこで盛り込む場合、どういう形がいいかという１つの例でございます。会

派というものについては、第何条ということで規定しますけども、議員は議会活動を行なうため会派を結

成することができると。会派は政策立案、政策決定、政策提言等に関し、会派間で合意決定に努めるもの

とする。３点目、会派の結成に必要な手続きは、議長が別に定める。こういった形の中での会派というも

のを正式に位置づけてみてはどうかと。会派代表者会議の位置づけですけども、法第100条第12項の規定

による議会の運営に関し会議又は調整する場として、会派代表者会議を設ける。２点目、会派代表者会議

は、正副議長及び会派の代表者をもって構成し、議長が召集する。この部分を会派代表者会議の公式な位

置づけとして、議会条例の会議規則に盛り込んではどうかというところでございます。どうしても今は、

白老町議会、会派制をとっていますので、こういう形が望ましいだろうと。今後の議会のあり方について

は、またそのときそのときで形は変わるかもしれない。そういったことを想定して考えるのではなくて、

今実際どう動かしていくかということで議論したときに、この会派代表者会議の位置づけというものを、

しっかり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。その先については、前回も説明した

とおりでございます。議長から議会運営委員会にはかられて、そこで政策研究課題の決定がされ、本会議

にという形になります。政策目的を明らかにして、議決を得て、研究会を設立するという形になります。

そして最終的には、具体的な政策提言、決議書、意見書、条例提案などがどこまでできるかわかりません。

やってできる限りの結果を求めていくことが大事なのかなと思います。もう既に、任意機関としての政策

研究会のほうは着実に動き出しておりますし、その中でテーマを設け、これからどんどん進んでいくでし

ょう。それに伴って一緒に、やはり公的な政策研究会の位置づけもすべてコンクリートにしてしまってか

ら進めるというよりは、ある程度流れ的なものが皆さん理解できた中で進んでいかなければならない位置

づけになっていると思いますので、これ以上今小委員の中でもんで具体的なものをつめていく段階ではな

いような気がしたものですから、今回この議会運営委員会の中での中間報告とさせていただいと思います

ので、もし何かご意見があればお聞きしながら、委員会のメンバーもここに数名おりますので、お答えし

ていければなと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。政策研究会の小委員長の氏家小委員長のほうから説明が

ございました。今のこの説明の中身について、何かお尋ねしたいことがございましたらどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） この会派代表制、代表者会議ですか、この中で言っている。前回の説明の中でもさ

れまして、この政策研究会の課題の発見とか、その中で会は代表者会議、ここで決定するということが、

実はうちの会派のほうから出されたわけです。そこで今回の説明ございましたが、会議規則の中できちん

と会派代表制の位置づけをするという考え方でよろしいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） 今までは、会派代表者会議という位置づけが明記されていないのです、しっかり。

今回会議条例又は会議規則の中で明記することによって、会派代表者会議というものの位置づけがしっか

りすると。先ほど一応例文として出しましたけども、こういった形の中で位置づけることによって、さま

ざまな協議事項がそこでなされて、議長のところに持ち帰る形になるという形になりますので。議会運営

委員会とのしっかりとした識別といいますか、そういったものもできますので、いずれにしてもさまざま
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な問題が会派に持ち帰ってのいろいろな議論になるということは間違いありません。ですから、会派代表

者会議の位置づけをしっかりすることによって、議会運営委員会も活発化されることもできるのではない

かと思いますので、一応そういう形の中で今及川委員が言われたとおりのことでございます。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 内容的には十分理解をいたしました。そういうことであれば、この位置づけの中

できちんと会派代表制ということがこの中にぼんと出てきても何ら不思議なことはないと思うのだけども、

前回までのことでありましたら、やはり私としては非常に違和感の覚える状況だったものですから、この

部分についてはきちんと皆さんに理解できるような形で整理していただければいいかなというふうに思い

ます。 

○委員長（山本浩平君） ほか、ございますか。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今、さっと読んだだけですから、説明を受けていますから重複するかもしれ

ませんけど、ちょっと単純なことではございますけども、第１ルートについては流れわかりますけど、第

２ルート、第３ルートの課題を抽出すると。その課題の発見、選別というのは、各議員とか各会派が仮に

執行方針の中で福祉の問題あったよと。これでやりましょうというときは、ここの会派代表者会議に来る

間の過程は、それは整理されて誰がどこへ持っていくのかなということと、それと会派代表者会議はここ

で議論することではないですよね。これはまたいろいろ議論することはあると思いますけども、会議要綱

を条例にしたり、規則に載せるということになると、いろいろな制度上とか問題点ありますから、それは

また別な形で議論するということでいいですね、これは。あくまでも会派代表者会議かかるということの

部分については、私も組織としては１つの概念として認めますけども、これが法的にどうするかという議

論ということは、ここで議論しなくていいですね、別ですねこれは。そこがないと、会派代表者会議案何

点か上がってきていますけど、非常に議論する部分出てくると思います、将来的な現状の中でも。無会派

というのはなくなるのか。入らない人はどうなるとか、それはここでそういうものを、一議員の議員活動

を縛るようなことを、会派制ということを公的にしてしまってもいいのかどうかということ。これは別に

して、あくまでも研究会の位置づけの中だけを議論すればいいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 今、質問２点あったと思います。氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） まず、小委員会の中で、ざっくりの形です。会派代表者会議の位置づけというも

ので。今の会派代表者会議がどうやって開かれるのかとか。どういったふうにして抽出していくのかとい

うことですけれども。新年度の執行方針が出されたと。出された時点で代表者会議を１回開きましょうと

いう形の中で、その中で何かありますかと。例えば福祉の問題でこういうことをやったらどうだとか、こ

ういうことを研究したらどうだとかというものがもし抽出されれば、それを議長から今回政策研究会とし

て何か取り上げるものがございませんかと。代表者会議に諮問を受ける。諮問を受けた代表者会議として

は、それについて考えをまとめる。まとめたことで実際あれば議長にこういうことがあるので、政策研究

会として立ち上げてもらいたいと。なければないでそれで終わるかもしれない。それは第２ルート、第３

ルートについても同じことだと思います。まずそういった位置づけの中で会派代表者会議の中で議論を進

めていくということがまず大事ではないかと。持って行き方が、ルート的にはそういうルートになると思

います。会派代表者会議を公式な位置づけにすることが法的にどうなのかという話でありますけども、そ

れはこれからいろいろ議論されることだと思います。ただ、いずれにしても、会派を持って議会運営がな
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されているということは現実でございますので、そういったことについては、僕は公式な部分で位置づけ

ても、決して今の段階ではおかしいものではないということではないと。今後のあり方については、今前

田委員外議員が言われたとおり、今後この会派制がどうなるのかということは今後の問題。今の現時点で

は会議規則等々に盛り込んで、しっかり運営していくことが僕は大事なような気がします。今後の議論の

中でやるのであれば、それは１回切り離して考えたほうがいいとは思いますけれども。要はこの政策研究

会の出発をするにあたって、どうあるべきなのかということを皆さんで１回議論していただきたいと。そ

のための今回の中間報告でございます。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今後の代表者会議の法的な位置づけというのは別にしてちょっと議論させ

てもらいます。今、話しあった第２、第３ルートは問題の発見、提起は、議長がありますかと出すことで

すか。そうしたら会派にも行くし、今現状無会派のほうにも議長からこういうことはありませんかという

ことで、こっちも書いてありますけど、そういうことで設定して議長がまとめて議運にかけるということ

ですか。まずそれ１点と、問題の課題を発見する設定する部分あるけども、逆に位置づけでわかりますけ

ども、政策研究会できたときに、政策研究会はこの課題設定とか、問題発見の権能は持たないのですか、

逆に。あくまでも議会会運営委員会で課題を決めたものを政策研究会で、後は具体的に話せという話にな

るのですか。その辺、政策研究会というのは、議運で決まったことを下請けみたいなものになってしまう、

今説明から言うと、僕のへ理屈なのかもわかりませんけど、僕は政策研究会の自主性なくなるのか、問題

提起されてまとまったものをこれしなさいとなったときは、それだけしかやらないのか。政策研究会自身

が問題発見や課題設定の部分に入ってこれないのかなということです。 

○委員長（山本浩平君） 事務局からもちょっと説明していただきたいと思います。上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会議条例の第10条を見ていただきたいと思います。これは政策研究会を組

織するときに検討を重ねたときに、特別委員会とどう違うのかという考え方がございまして、ですからそ

れと同じようにあくまでも課題を明示した上で議決を取るのです。それから政策研究会がスタートします

ので、政策研究会が普段生きているというものはありません。ですから、政策研究会が任意の団体のよう

に、独自に活動して動いていくことはあり得ないのです。ですから、問題設定されて組織されたときから

調査研究スタートしますから、基本的に政策研究会というものが新たな課題を設定するということはあり

得ないと。今の条例規定からいえばそういうことです。こういう規定になっていますので、あくまでも条

例規定がはっきりした上で政策研究会というのがスタートしますから、何か常任委員会のように、常設に

あるものが課題を設定しておくというものではございませんので、今の条文から読み取れば、政策研究会

が課題を設定して、独自に動いていくということはあり得ないのです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 流れはわかります。ただ私は、政策研究会の常設されている部分はあるのか

なと思ったのです。あくまでも課題設定、そういう解釈できればわかりました。 

○委員長（山本浩平君） ほか。私のほうから。私も小委員会のメンバーではございませんので、ちょっと

単純なことなのですけども、いわゆる課題の選別整理は会派代表者会議で行なうということに対しては、

全く異論はございません。しかしながら、会派代表者会議そのものを、会議条例で公式な会議として、果

たして位置づけることが会派代表者会議が自由といったら変ですけども、公式な会議ではない場合も、都
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合のいいこともこれからあり得るのではないのかと思うのです。あくまでもオープンになるようなことば

かりが会派代表者会議ではなくて、いろいろな町で問題が起きたり、あるいは議会の中で何か問題が起き

たり、あるいは議員の倫理的な問題が起きたり、そういったときに公的なことばかりの会議ではないと思

うのです。現状として例えば選挙がある、改選がありました。今度ポストの話どうなるのか。今までも会

派代表者会議の中で決めていましたよね、今までの流れでいうと。そういったことで、あくまでも公的な

すべてオープンにしなければならないようなことばかりではないと思うのです。もっと会派代表者会議と

いうのは、自由であるべきではないかなと思いますので、この公式な会議として位置づけることに関して

はいかがなものかなというふうな、ちょっと私としても感じがしているのですけども、もし見解がござい

ましたらどうぞ。氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） まず、会派代表者会議について、一定の基準の中で皆さんが理解されていくので

あれば、私はいいのです。別に公式な部分で位置づけようが位置づけまいが。ただ、前回この会派代表者

会議の意味というのは何なのだというところがあったものですから、こうしてみたほうがいいのではない

でしょうかというところであるのです。ですからそうでなくて、会派代表者会議がこういった任を受けて、

しっかりそこで運用していくのであれば、私は別に何の差し支えもないと思いますけども、ただ会派代表

者会議というものを公式な位置づけの中で、この政策研究会というものがスムーズに動くのであれば、そ

れに越したことはないと私は思うのです。ですから、今委員長が言われたとおり、そういったものを基本

にもっと自由であってもいいのではないかとか、そういったものはこれからの会派代表者会議というもの

を皆さんがどう受けとめて、これから運用していくことで考えられるべき話ではないのかなと。政策研究

会の小委員会としては、会派代表者会議の位置づけについて、皆さんにいろいろな指摘を受けた部分もあ

りますので、そういった位置づけしてはどうかということで中間報告をしているだけのお話でございます

ので、運営上それが好ましいということであれば、そういった形の中で運営していってはいかがでしょう

かとしか言いようがないです。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 平成20年の６月に、議員立法で自治法が変わりまして、公に公式の場の協

議の場というのができたのです。これは議会が従来非公式でやられていたものを、公式の活動に移認知す

るという意味なのです。ですから今、白老町の議会は全員協議会。これは全国の町村議長会の流れの中で、

全員協議会だけ当初いたしましたけど、うちの議会は委員会協議会も今公式の場になっております。です

から、言われているのは、会派代表者会議もそうですけど、正副委員長会議、多様な公式会議の場をつく

れということではないですけど、そういう活動が議会として位置づけなさいということなのです。ですか

ら、会派代表者会議と位置づけると、当然公式な場ですから、費用弁償も出ますし、災害の適用にもなり

ますし、ですから報酬のところで議論していたのは、公式か非公式かという分け方をしているのは、やは

り住民にきちんとわかるようには、公式の場をふやしていくべきだろうという法的な趣旨なのです。今、

山本委員長がおっしゃられたのは、非公式な会議としてはできないわけでもないのです。というのは、会

派の代表者がお集まりいただく会議。会派代表者会議とは言わないかもしれませんけど、そういう中での

協議は非公式としてはできるのではないか。ただ、必要な公式の活動はやはり明記しておくべきではない

かなと。最低限議員の災害を補償するという観点からも、補償していくべきではないかなという気はしま

す。これが20年の６月に設置された議員立法の趣旨ですから、やはりそういう部分で使い分けしていくと
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いったら変ですけど、全員協議会と全員懇談会と使い分けしているのですけども、そのような形で公式な

部分というのは議員の身分補償としてはされていくべきなのかなという気がいたします。 

○委員長（山本浩平君） ただ、これはそれぞれ各会派のそれぞれの意見があると思います。私はあくま

でもそういった形で縛られるのは、やはりちょっと違うのではないかなというふうに、個人的には考えて

います。逆にそういうふうにしてしまうと、公的なものなのに、何で秘密でやっているのだと。マスコミ

から逆につつかれたときに、いやいやこの会議はちょっと秘密でやりたいのだとか、そんな話にはなって

いかないような気もしますので、この辺はよくそれぞれの各会派で議論をしてもらいたいなというふうに

思います。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。２つあるのです。１つは今の話なのですけど、例えば会派代表者

会議とはしないで会派代表者懇談会にすれば全く問題ないと、私はそう思っています。ですから、公的な

部分をふやしていくというのは、今の報酬体系、国が認めている議会活動の範囲をどれだけ広げるかとい

う問題だと。これは議会改革の問題含めてそうなのですけども、どれだけ広げていくかということだから、

僕はそういう形での使い分けをうんとしていったほうがいいのだろうと。もちろん、会派代表者懇談会と

いうのはなるべく少ないほうがいいのかもしれません。オープンでやれるほうがいいのだから、町民に対

して。だから、そういう考え方からすれば、使い分けをするというのはそういう意味であって、別に代表

者会議を全部それでやらなければならないということには、僕はならないのではないかと思う。もう１つ

は、グリーンの32ページに運営基準の中に、委員会構成、会派等というのがあるのです。私はここまでこ

ういう議論になってきたら、これは決まっていることなのです、きちんと、運営基準で。これに基づいて

どうなのかという議論を私はもうしなければ、会派制そのものが意味なさなくなってしまうような気がし

てしょうがないのです。だから、私は32ページのここではなっているわけですから、きちんと。これをき

ちんと確認して本当にこのとおりやるのがいいのかどうか含めて、私は議論していかないと、会派制その

ものがなくなってしまう。だから、無会派の方々は議長がきちんとそこで連絡調整するということになっ

ているわけですから、文書上も。ですから、そこら辺をもっと議論しておかないと、ただ会派代表者会議

だけも問題だけでやってしまうと、僕は違った方向になってしまうと思います。ですから、ここまで来た

からですけど、本当に議会運営委員会の構成がこれでいいのかどうか、そういうこと含めて私は矛盾ある

と前から指摘しています。そういう本質論の議論を私は本当にすべきだと思います。ですから、会派制を

とっているのは事実なのです。そういう中で無会派の方がいらっしゃるのも事実なのです。そうなれば、

ここまできてしまったら、この決め方どおりにやるしかない。僕は無くなっていると思います、はっきり

言って。だって、今やっているのは何かといったらそうではなくて、認められる範囲最大限認めてやりま

しょうということでやっているわけですから、いい方法で私はやっていると思っています。だけど、そう

いうことが議論されていけば、必ずこのとおりにやらなければいけないとなっていくと思います。ですか

ら、ここに書いています。委員会の議事に関する発言は、所属会派の意見とみなすというふうになってい

るわけですし、全部そういうふうに決まっているわけです。私はそういう議論になっていくのであれば、

これにのっとってきちんとした議会運営委員会を構成したり、会派代表者会議を構成したりとすることを

しなければいけなくなる。好むと好まざるとにかかわらず、私はそういうふうになっていかざるを得ない

のではないかなと思います。そうでないと、今の矛盾は解決できないのです。私、前回指摘している小委

員会。広報広聴常任委員会の小委員会との矛盾というのは解決できないのです。そういうことをやはりき
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ちんと真正面から据えてきちんと議論をすべきではないですか。会派代表者会議を認知するというふうに。

公的な部分も含めて認知するということになっていくのだとしたら、私はこの部分もきちんとしなくては

いけないというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

          休憩  午前 １１時  ８分 

  

再開  午前 １１時 ２１分   

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。先ほど、会派代表者会議の関係で若干

いろいろな意見がございました。私はいろんな方法があるということで、その部分についてはクリアでき

るのかなというふうに後から思いました。一応この中間報告ということを受けて、ここで一つ一つを決め

ていくということではないということでございますので、皆さんこの中間報告についてあと何かお尋ねし

たいことがあればどうぞ。ないですね。先ほどの会派の問題につきましては、今後第３次議会改革の中で、

これは後から全体の表を説明することになるのですけども、重点事項調査のスケジュール表というのがあ

りまして、議会改革の体系のところに黒丸の一番下見ていただければ、会派制のあり方というのがありま

す。これはまだはっきりしていない部分があるということでございますので、この部分に関しては十分議

会運営委員会の中で議論していくという形になっておりますので、そのようなとらえ方をしていただけれ

ばというふうに思います。この流れについて、皆さん大体よろしいですか。何か聞いておきたいところさ

らにある方いらっしゃいましたらどうぞ。おおむね、わかりましたね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 特に大きな異論はなければ次に進みたいというふうに思います。よろしいです

ね。氏家小委員長、どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。そういう形の中で皆さんがこのフローについて理解していただいたと

いうことで私も認識します。今後の小委員会のあり方については、どう位置づけていったらよろしいので

しょうか。ということは、ここで今も１会派の方がいらっしゃらないわけです。今の１つのベースの考え

方の中から、今後の小委員会をどう持っていくのかとか、どういうふうにして、もう小委員会いいよとい

うのであれば議運の中で議論してもらう。きょう、もうその話ができないですよね、変な話。ですから、

僕はそこがやはり一番のこれからの問題ではないのかなと思うものですから。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど、帰られる前にちょっと確認させていただいて、これから休憩閉じた後

に決まることに関しては欠席かもしれませんけども、そればすべて了解とさせていただきますよというこ

とで確認していますので。氏家委員長。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。委員長からそういった、今のお話が前提となっているとすれば、今後

一切これから決めることに対して、きょういらっしゃらない会派のほうからはお話は出て来ないだろうと

思いますので、出てきたときには皆さんでしっかり考えていただいて、であれば、これから小委員会をど

う位置づけて持っていくのか、小委員会ではなくて、今後議運の中で議論を活発化させていくのかという

ことについては、今回のこの議運の中で決めていただければなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、氏家小委員長のほうからお話があったのですけど、今後議論どうしていこ

うかということなのですけれども、しかしながら、細かいところで協議をしていかなければいけないとこ
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ろがまだ出てくるような気がするのです。その辺、やはり小委員会で進められたほうがスムーズに行くの

ではないかというふうに思うのですが、いかがでしょうか。氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） そうであれば、先ほど議論がされていた会派代表者会議。この議論をしっかりや

っていかないと、今後具体的なものに入っていけないです、小委員会としては。僕はそういうふうに思う

のです。この会派代表者会議の位置づけみたいなものが、今後の政策研究会を進める上で大事な部分にな

ってくると思うのです。ですからそういったことが議論されない中で、小委員会に持ち帰って、小委員会

で具体的なことを詰めていかなくてはいけない話になってきたときに、どうしても支障になってくるよう

な気がしてならないのですけども、その辺については僕の思い過ごしだとか、考え違いだということであ

れば、ちょっと皆さんにお話をお伺いしておきたい部分があるのです。僕はそうではないような気がする

のです。これからもし小委員会として持ち帰ってまた議論するということになれば、ここの会派代表者会

議のことのもっとつめた議論が必要になってくるような気がします。 

○委員長（山本浩平君） この会派代表者会議につきましては、今帰られました清風クラブの及川代表も

異論がないお話であったというふうに認識しております。私の先ほどの意見としては、別に会議条例に明

記しなくたって、この中で別にやれるのではないかという意見なのです。会派代表者会議も懇談会という

やり方もあるから、きっちり明記しておいたほうがいいという意見もありますし、別にそれがここで決ま

らなければ次行けないということでもないのではないでしょうか、どうなのでしょうか。この会派代表者

会議の中で選別するということに対しては何も異論はあるわけでなくて、公式的なものにするということ

に関しては、ちょっとまだもうちょっと時間をいただきたいなと思っているだけの話なのです。氏家小委

員長。 

○委員（氏家裕治君） そこを議運の中で、ちゃんと意思統一をした形の中で小委員会として持ち帰るの

であれば私は構わないと思いますけども、説明資料にありました会議規則の中に会派というものを公式な

ものに位置づけした中で、会派代表者会議も会議規則の中でつけてみてはどうですかという形の中で、今

回中間報告させてもらいました、小委員会として。この辺について、これから政策研究会がスタートする

上で、今の現状の会派制の話にどうしてもなってくるものですから、各小委員会だとか、そういった委員

会での会派制を中心とした運営が今しっかりできているのかできていないのか。今後もそういった流れの

中で、どうしてもしっかりとした整理をされないまま、何か動いているような、今の現状が僕はあるよう

に思えてならないのですけども、その辺の認識が皆さんはどう思っていらっしゃるのかということも、や

はり僕は聞いていくべきかなと思うのです。それをしないままにいいよと、今のフローの中で政策研究会

を今後もっともっと具体的に詰めていってもらいたいという話であれば、それはそれで受けていいのかど

うなのか、自分の中でちょっと整理ができていない部分はあります。ちょっと今事務局のほうもいらっし

ゃるので、その辺の話も参考にしながら小委員会に持ち帰るのか、持ち帰らないのかということも参考に

させていただきたいなと思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩をいたします。 

休憩  午前 １１時 ３１分 

  

再開  午前 １１時 ３９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。この３にうたわれております会派代表
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者会議による課題の選別整理を行なうと。①から④までございますけれども、内容については皆さんよろ

しいですね、理解されたということで。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） この問題がクリアされればどうされますか、小委員会これから行なうのか、そ

れとも議会運営委員会の中で今後進めていくのか。この点について、大渕副委員長いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。あと、小委員会でやることといったら何があるのか。ここまで行

ったらもうないと思うのだけど。僕はもういいのではないかなと、自分ではちょっと思うのです。ここま

で形ができれば、あとは動かすだけですから、私はいいのではないかと思っているのです、解散しても。 

○委員長（山本浩平君） 小委員会の皆さん、お疲れ様でございます。何回も会議を開催されていただき

まして、今後ある程度たたき台を認識されたということで、今後は議会運営委員会の中で協議をしていく

ということ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） よろしいですね。それでは、この中身については、よろしいですね。それでは、

議会運営委員会の政策研究会に関する小委員会は本日づけで解散ということで、皆さんよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） どうも、お疲れ様でございました。ありがとうございました。それでは、今後

の第３次議会改革等の議論の進め方について、資料３ございます。局長のほうから説明をしていただきた

いと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、これはあくまでも事務局だけで考えたものでございますので、対は

ございません。何かたたき台がなければ議会がなりませんので、つくらさせていただいているということ

でご理解をしていただきたいと思います。まず一番上は定例会の日程、予定でございます。１月会議は６

日と25日に会議が予定されております。今の予定は、２月に本会議が予定、まだ決まってございませんけ

ど、予定されております。25 日に耐震化の工事が出るとご説明していたのですけど、２月にずれ込むとい

うことで、２月に耐震化の議決があると思います。それと３月会議終わりまして、３月31日にも本会議を

打診ですけど要請されております。というのは、国の景気対策の関係で繰越明許費が出るということで、

３月 31 日の議決が必要だという、国が３月 31 日の議決でなければだめだと言っているということで、31

日で開くような予定を立てております。あと５月、６月という形で、まずこの日程は８月まで組まさせて

もらいました。というのは、議員報酬を前提に組まさせてもらっていますので、町は新財政プログラムの

見直しについては９月くらいまで早めにつくって、議会のほうに上げたいと言っていますので、あくまで

も議員報酬は９月をめどにまとめるということでつくらさせていただいております。それと、常任委員会

も当然活動はございますので、これは活動は従来と同じでございます。ただ、５月の末に議会報告会。広

報広聴常任委員会のほうで予定されますので、これで１つの動きが出てくるだろうと思います。３次議会

改革の策定ですが、大きな項目として上げているのは、まず倫理条例がまだほとんど未着手と言ってもい

いぐらいだと思います。あと、議員報酬、今後議論していく部分です。それと、議員定数も一応入ってお

りますので、どこからスタートさせるかという部分があるだろうと思いまして、どこまで結論を導くのか

と。ふやす、減らす、そのままというのもあるかと思いますけど、どこまで議論をしていくのかというの



17 
 

があると思います。それと、ほかの部分でまず裏ページを見ていただきたいと思いますが、あくまでも第

３次議会改革の具体的な項目というのは検討項目で、やるやらないというのは決まっている部分と決まっ

ていない部分ございますけど、これが丸がおおむね実施してきているという。三角が進行中の部分です。

黒丸がまだ未検討、未実施ということになってございまして、ここで大きくつめていくものは、先ほど言

いました倫理条例の関係です。あと、政策研究会。会派制の一番下の部分。会派制のあり方については、

20年の６月に当面はこのままで行くということが決まってございますが、議会運営委員会のあり方、組織、

人数も含めて再議論するということになっていますので、どこかの時点で議論しなければならないですけ

ど、今政策研究会の部分で出てきていますので、これの議論も平行していかなければいけないだろうと思

っております。それと、議員の活動公表、出席状況については、今回も議会広報で好評されますので、こ

れが白に変わると。ですから大きく分けると、政策研究会と議決事件の追加をどうするのか。それと本会

議の自由討議、専門的知見の活用方法というのが大きくいうと、倫理条例含めて大きなところではやって

いかなければならないものではないかなと思っておりますので、これは参考でまた戻っていただきたいと。

前のほうを見ていただきたいと思いますが、一応私の案としては、倫理条例ももう折り返し過ぎまして、

いつかの時点で全面改正しなければならないだろうと思っていまして、今の状況では議員報酬と平行して

いけば、相当かかっていくのではないかなと。事務局の案としては、いいかどうかわかりませんけど、６

月議会の条例提案を目指して進めていくという中で、３月議会までは検討小委員会をつくって、条例素案

の検討をしてみてはどうかという提案です。それと、議員報酬については５項目を検討していくというと

こがございましたが、勢力的には５月の議会報告会と連動させる必要があるのかないのか。要点整理をし

て町民の意見を少し拝聴しておいて、一応８月の末までには一定の方向を出さなければならないだろうと。

それまでにはプログラムには組み入れられないだろうと。組み入れるか、組み入れないかというのはある

と思いますけど、前提として見直しをするのであれば組み入れる必要があると。今、町側としては 3,000

万と出ていますけど。それと議員報酬でが、まだ議員定数は明確に議論を開始しているわけではございま

せん。ただ、議員定数と議員報酬を一体として当初押さえておりましたので、どこかの時点で議論を開始

しなければならないだろうと思います。報酬は９月まで間に合うようにということにしておりますけど、

議員定数はどこまで結論を導くのか。前回の改選期であれば、12 月までに結論を出しているのです、次の

人方のために。だから、相当忙しいだろうという気がします。その他の改革も大きく分けて３つくらいあ

りますから、どういう部分で整理をしていくか。政策研究会は３月まで、要するに執行方針が出るまでに

まとめたい。それと、議決事件は６月の議会に間に合うように検討をしていきたいと。本会議の自由討議、

専門的知見は次の９月議会という書き方をしておりますけど、これはあくまでも事務局案でございます。

このように相当詰まっていますので、それぞれ分けて検討する小委員会をつくって議論してはどうかなと。

ただあと、残り議論するというのは、いま１年ちょっとしかない。６月過ぎたら多分ちょっと無理ですの

で。３次の期間は25年までなっていますけど、今の議会構成で議論できるのは23年の10月、11月までで

すので、それ以後はないという考え方されたらいい。構成変わりますので、新たな改革に着手していくだ

ろうと思います。こう見た中でも相当ハードです。議運だけでも相当ハードだと思います。ただ、この中

で議員報酬というのは、もう委員会報告していますとおり、委員会報告ではその期間まで一定の方向出す

と言っていますので。あと、倫理条例の問題です。倫理条例もちょっとかじった程度なのです。 

○委員長（山本浩平君） ただいま、資料３について裏表両方説明ございましたけれども、非常にやらな
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ければならない内容が詰まっているという状況でございます。先ほど政策研究会の小委員会、解散したば

かりですけども、ちょうどその検討小委員会も５名ということでございますので、そのままの小委員会が、

各会派の代表になっておりましたので、ほとんどが、私以外はそういう形でございましたので、それも１

つでしょうし、ただ無会派の方もいらっしゃれば、この前の検討委員会の中には清風さんは入っていなか

ったというのもありますので、その辺を加味しながら、事務局の案で５名となっていますけども、この辺

も含めてちょっと検討していただければなというふうに思いますけれども。まずもう昼なのですけども、

今の事務局の説明に対しての何かうかがっておきたいことがございましたらどうぞ。会派で検討するにし

ても、何か聞いておきたいことがあれば。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） このスケジュールはこのとおりだと思うのです。これだけのボリュームがこの１

年間にこなしていかなければいけない議会の仕事なのだなと思うのです。だからこそ、この議会会運営委

員会が、欠席されるのであれば、欠席されるなりの代わりの方をしっかりここに置かれるだとか、基本的

なことをやらないと、本当にできるものもできなくなってしまうだとか、議論が進まないとか、また後戻

りになってしまうとかいろいろと出て来ると思うのです。ですから、このスケジュールをみんながちゃん

とした理解をしたもとに議会運営をしていかないと、ない時間を有効に使うということができなくなるよ

うな気がするので、そこだけは各会派しっかり頭に入れながら進めていかなければいけないだろうなと。

別に事務局に質問することはありません。やらなければいけないことはこのとおりあるのは認識していま

すので。ただ、各会派の中でも持ち方、考え方をしっかり持たないと、限りある時間の中でやらなければ

いけないこともできなくなってしまうということがあると思いますので、皆さんと一緒に認識した形の中

で取り組まないといけないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、ご指摘のことにつきましては、以前私としての立場で、議運の委員長とし

ての立場で、きょうのように欠席されているところは発言権がなくても、代理でも結構でございます。必

ず出してくれと、こういう話は以前申し上げてきておりますが、きょうもこういう形になっておりますの

で、今後とも私の立場ではお話をしていきたいと思いますけども、ぜひ議長、副議長もその辺に対しては

厳しくお話をしていただければというふうに思います。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 確認したいのですけども、このスケジュール表は一応８月までですけども、９月、

10 月以降というのは、議会懇談会とかほかのものいろいろありますよね。大きいやつはまず何があるので

すか。それがわかれば。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 大きいのは、何故９月以降は入っていないかと言いますと、任期内の２回

で議員の委員会の行政視察があるのですが、これは多分10月、11月。２委員会ですから、前は３委員会で

すから、もうちょっと緩やかになると思いますけど、多分取られてしまうのです。片方いないと議運やっ

ても成立しませんし、多分ずれていくようになりますので、それが１週間ごとに行くとは限らないし、２

週間飛んでいくかわからないですし、そういう部分があって、ことしは多分ハードではないかなという。

ただ、今４泊５日なのです。ただ、それがことによっては３泊４日になるか。２泊３日ということはない

と思いますけども。ただ、交通の便悪いところは全泊、次の日旭川に飛んだとなったら実際４泊５日かか

るのです。そして、新財政改革プログラム見直しが９月をめどに早めにつくりたいという考え方をしてい

るから、多分その後、議会に１つ提案されてくるのだと思うのです。また、全員で特別委員会をつくるの
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か、何かをしなければならないということになれば、９月以降も相当ハードだと思います。だから、９月

以降まで議論を先延ばしにすると、多分しりつぼみになってしまうかなと。どこも決まらないで終わると

いうことも可能性あります。ただ、本会議の自由討議、専門的知見の実施というのは、もうやれるように

条例等には入っていますので、これは一段落は済んでいるのです。ただ、実施をどうして行くか、具体的

にどのような進め方をしていくか。本会議で議員自由討議やるといっても、今やったことがないですから。

ただ、どういうふうにしていくかというのは、どういう案件にしていくかというのもあるでしょうし、あ

と議決事項も一応項目としては、２項目追加して上げてありますけど、ほかの議会のような重要計画は入

っていませんので、これはどうしていくのか。これは町側の理解もいることだろうと思います。ただ、議

会として自分たちの力でだけで倫理条例というのはできますので、こういうものは早めにやっていったほ

うがいいなかという感じさえします。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 決めなければならない項目、たくさんありますけども、この中で議員報酬につ

いては、この前中間報告もしたように、各会派で相当な議論を重ねていただきましたし、これからもこと

あるたびにこの議員報酬と議員定数に関しましては、意識をして普通の集まりのときでも、どんなときで

も打ち合わせを各会派でしていただくというようなことでやっていただきたいと思います。ほかの項目に

ついては具体的な例を出しながら議運を、例えば倫理条例等も中途半端なところで終わっていますので、

具体的なことを上げますので、そういった中で検討を重ねていきたいなというふうに思っております。暫

時休憩いたします。 

休憩  午前 １１時 ５９分 

  

再開  午後  １時  ２分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。３番目に入ります。２番目は一応こ

ういう流れになってやりますよということで、きょうここで細かいことを議論するということにはならな

いですよね。局長。何か議論しますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 倫理条例もどの辺まで目指すかと。まず１つは、倫理条例の全面改正があ

るのですけど、これはかじった程度なので、これをどの辺まで仕上げて条例改正取り入れますので、どう

いうふうに目指すかということ。もう１つは、大きな部分としては、議員定数をどのような議論から入っ

ていくか。多分これは、議員報酬と議員定数というのをリンクして出している会派もおられますし、一定

のところで入っていかなければならないのかなという気はしております。あとは、少しずつ検討していけ

ばいいのだろうと思いますけども、まず倫理条例も手がけて、もう大分頭から外れてしまったと思います

ので、この辺だけ少しだけしておいていただければと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） 前回まで、どこまで整理されているかというのは何かありますか、資料。 

○事務局長（上坊寺博之君） ないのですけど、倫理条例は事務局案を提案させてもらって、それで議論

を深めていくということなのですけど、１条ずつやってきていまして、持ち帰りになって１つもほぼ決ま

っていないというような状況だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○局長（上坊寺博之君） 倫理条例については、21年の８月で議論したのが最後なのです。その時点では、

１項目ずつ条文をやっていまして、政治倫理基準を持ち帰り協議になっています。それと、兼業、兼職の
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報告の持ち帰り協議。ほとんど持ち帰り協議になっているのです。ですから、確定したところはほとんど

ないと言ってもいいかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。全部並行的にやるのか、この案にあるように、例えば倫理条例だ

けは６月なら６月の議会までたたくと。きちんと期日の目標を持って議論をすると。この検討小委員会と

いうのは委員会かどうかちょっと議論の必要はあるけれども、ここまで条例提案するのに努力しましょう

というのを、１つずつ上げていく。要するに完結させるというふうにしないと、並行してやっていったら

いつまでたっても行かない。これに今度、議員定数と議員報酬入ってきたら、それだけでもかなりのボリ

ュームになるでしょう。だから、６月なら６月まで倫理条例なら倫理条例だけたたいてしまうというよう

なことで、何か違うものでもいいのです。例えば、ここでいう議決事件の追加のほうが早く終わるから、

こっち先にやるというのならそれでもいいのだけど。きちんと１つずつ終わらせるというふうにしたほう

がいいのではないか思うのだけど。 

○委員長（山本浩平君） 今、副委員長のほうから、倫理条例なら倫理条例を６月なら６月という目標を

持って、それを終わらせてしまうというような進め方はいかがでしょうかというご意見がございました。

いかがですか。前回までの、この倫理条例の議論、きょう資料、皆さん持ってきていないと思うのです、

どこまで話したかというのを。取りあえず各会派の意見聴取していなかったですよね。持ち帰りなのです

よね。 

○副委員長（大渕紀夫君） うちの倫理条例規定と先進事例との対比でずっとつくってもらっているので

す。 

○委員長（山本浩平君） 白老町の今までの条例と先進事例との比較を持って、これを持ち帰りになって

いるのです。それで、審査会の設置等に関して委員の構成とかもまだ持ち帰りになっています。議員の協

力義務、今手元にその資料あるかどうかわかりませんけれども、先進事例の議員の協力義務や議員の弁明、

あるいは調査結果の公表、これに関しては皆様方から了承をいただいています。オーケー、オーケー、オ

ーケーと３つなっていますので。ですから、具体的には調査請求者の責務ですとか、審査会の設置等、審

査会の調査等について先進事例の部分をどうするかということなどを決めていくというようなことになっ

ていくというふうに思います。どうですか、倫理条例だけまず集中的にやりますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） きょうここでといっても、またおさらいということで、各会派でまた協議をし

てきていただかなければならないというふうに思いますので、進め方としてはこの先進地との比較が出て

いますので、これをどうするかということでよろしいですか。 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 当初は何もないところから少しずつやっていったのです。なかなか出てこ

ないので、議論が続かないので、先進事例を確保して案として提案しているのです。多分相当前ですので、

皆さんの記憶から外れているところもあるのではないかなと思うのです。ですから、もう１回繰り返して

やらないと、まず難しいのではないかと思うのです。持ち帰り協議になっていますけども、果たしで協議

されているやつが残っているかどうかというのがありますよね。ですから、もう１回駆け足でもやってい

かなければならないと思います。そうなったときに、目立つのは議員報酬の部分かなと。本当にうしろを

押さえられているのです、９月ですから。並行してやっていくのか。考えたのは、素案の部分だけ１回小
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委員会つくって、そこで検討してもらって、緊急に提案してもらったほうが時間短縮になるのかなと。た

だ、小委員会の入っている人はまた負荷かかりますけど、多分議員報酬のほうは全体で議論していくとい

うことになれば、並行していくということになれば、なかなか大変なのかなという気は、私のほうではし

ています。３月まで小委員会で一定の議論してもらって、その結果出してもらうのか。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 先ほど、大渕副委員長も話していましたけど、僕もずっとこれを見ている

と、１つの結論出て成就したというのは余りないのです。並行していっているから。やはり、これから報

酬あるいは議員定数なんかもありますから、自分たちのことを整理しておくべきだと思います。早くたた

くべきだと思います。それで、局長から言われましたけど、これもう１回できている条例ですから、小委

員会つくらなくても、ある程度事務局のほうから先進事例とか、前に言った会派の基準事項ある程度出て

きていますので、そういう部分で今言ったように、これを先進事例でもう１回整理をして、そしてそこで

理解できれば会派で議論してもらって、持ち帰ってある程度整理したほうがいいと思うのです。そうする

と、ある程度の条例の改正の仕方という流れも、我々議員としてどういう形で改正して条例でつくれるの

だろうということも理解されると思うのです。そういうことも含めて、僕はある程度理解できていると思

いますし、たたき台できていますから、小委員会やらないで議運で時間つけて上げたほうがいいのかなと

私は思います。メモすると、結構内容整理してきているのです、もう。税等の状況など見ても、私のメモ

ですけど、議論していませんけども、不納欠損とか時効の中断とか、そういうことをどう解釈するのかと

いう部分である程度整理していけば詰まるのかなと思いますから、１つ何か形で上げたほうがいいと思う

のですけど。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、皆さん。この倫理条例の部分だけ集中的にやりますか、まず。や

はり、大分日にちもたっていますので、１からまずさらっとやって、確認取れている部分はありますので、

倫理条例の部分だけ集中的にやりますか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。できればそうして協議が進めば集中してやりやすいのかなと思うのだ

けども、ただ１つ懸念されるのは、５月に開かれる議会報告会。これに議員報酬関係の一定の議会として

の考え方というはまとめておかないと、報告会に町民の合意形成をどこまで諮るかというのは別にしても、

そうした考え方を一緒に考える機会をそこでつくらないと、またそれを新たにどこかで設ける話になると、

また大変かなと思うのですけども、そこさえクリアできるのであれば、議員報酬と定数の関係に何か外す

わけにはいかないような気がしてならないのです。 

○委員長（山本浩平君） 今、氏家委員からそのようなお話がございましたけども、いかがですか。ただ、

議会報告会のときに、議会としての統一した見解を必ずしも述べなければならないということではないと

私は思うのです。それぞれの各会派やあるいは議員個人としての考え方持っていますし、それに賛成の町

民もいれば反対の町民もいらっしゃるわけですから、余り議会報告会のスケジュールとリンクして考える

必要はないのかなというふうに思うのですけども。並行してできるのなら、並行してやっていけばいいと

思うのです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕は前からこの議員報酬と議員定数関連の議論ずっとしていると、ど

うしても町民との合意形成がどこで諮られるのか、合意というよりもどこかでやはり民意を問わなければ

いけない部分は絶対あるわけです、今までの議論の中では。確かに５月の報告会をやりとすれば、議会と
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しての統一した見解の話をするのではなくて、今議会の中で進められている議員報酬のあり方だとか、そ

れから定数についても、報告だから一定の結論を出していかなければ報告ではないと言われればあれなの

かもしれないですけど、どこかでそういった今議論されている中身ついても、そういったものが町民の前

にある程度出せるような状況になっていないと、僕はいけないような気がするのです。確かいろんな議員

だとか会派の意見もあるだろうし、それはあっていいと思うのだけども。これはまだ決まった話ではない

ですけど、僕はもしやるのであれば、次期の改選期にそういったものが反映される形をとるとすれば、そ

れこそ今年度の９月くらいまでにある程度そういった結論を出しておかないと、次期の改選期には反映さ

れないですよね。来年の10月なのだから、23年度予算に反映されなければ意味がないということでしょう。

ではこれは絶対遅くてもそのくらいの時期までには議会としての方向性を出さなければならないのではな

いかなと僕は思うのです。それでなくてもいいのだと、まだ先だという議論であれば、そこまでしなくて

もいいと思うのだけど。でも、次期の選挙のそういったものが、いろいろなことを考えたときに、次期の

改選期に反映させようとするのであれば、決して避けては通れない問題なのではないかなと。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今、氏家委員が言われたことについて言えば、例えば５月の報告

会では中間報告されていますから、議会の活動状況の実態を町民の皆さんにきちんと知っていただくとい

うことは可能なのです。ですから、僕は１回ではそういうことは終わらないだろうなと。 

町民の皆さんだって、それで結論が出るわけではないわけですから、活動実態をまず知ってもらうという

ことは極めて大切な部分だと思うのです。報酬の問題の本質論はこれからの議論ですから、ですから５月

の部分についていえば、僕は当然町民に皆さんに報酬の問題についてはどこかで何かの形で触れないわけ

にはいかないから。そうなれば、中間報告の中身で白老町議会の議員の活動実態をきちんと認識してもら

うというあたりが、僕はかぎになるかなと。その後の議員懇談会の中で報酬についての意見を受けると。

ということは当然９月議会ですから、９月議会終わってからですから、そこまでに報酬の問題は一定の結

論が出される、方向づけができるというスケジュール上はなっていますから。それで私は町民との関係は

いけるのではないかなというふうには思うのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 議会報告会の場での議会の今までの考え方については、中間報告で僕もそれでい

いと思います。本質論については９月までの間に議会懇談会あると思いますので、議会懇談会なんかを通

しながら、そこで結論といいますか、一定の方向性を出すという形の中でいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 問題は、倫理条例と議会議員の報酬、定数と平行議論でいけるかどうかいう

ことなのです。６月に条例提案を目指すとしたら、当然今の状況でいえば平行議論しなくてはいけないで

しょう。片一方置いておいてやるというわけにはいかないと思うのです。だから議会事務局案は検討小委

員会つくるとなっていると思うのです。それがいいかどうかというのは、前田委員外議員からの議論もあ

りましたから、それは判断すればいいだけのことなのだけども、問題は今のままでいったら６月まで並行

議論で条例提案まで行けるかどうか。多分議決事件の追可についていえば、これは恩義で何度かやれば、

僕は結論出ると思いますから、６月まで倫理条例と議決事件の追加については結論出して条例化するとい

うことを目指して、議運でたたけるかどうかと、ここら辺あたりの意見伺って、たたけるということであ
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れば並行議論でいきますか、大変だと思うけど。 

○委員長（山本浩平君） どうですか皆さん、今副委員長からお話がございましたけども。近藤委員、い

かがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） やらなければならないというふうに思っています。ですから議運でやるわけです

ね、当然。ですからやはり、こういう欠席会派があると困るわけで、そこだけはきちんとしてもらわない

と困るなということだけです。いいです。 

○委員長（山本浩平君） 私どもの会派といたしましては、議員報酬にしても議員定数にしても、もう考

え方はきちんとまとまっていますので、これはもういつ議運の中で議論しようと、考え方は一定の考え方

持っていますから、あとは倫理条例に関しては先進事例にいっぱい出ていますけど、ここまで本当に必要

かどうかというところでうちは議論を進めていきたいと思っていますので、うちは並行してできるなとい

う考えは持っています。皆さん、いかがでしょうか。再度、伺ってみたいと思います。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。これを例えば抜いて、これをということは議決事件の追加の部分を抜

いて、倫理条例の改正の部分のことだけを取り上げてやるということになると、今度また他に負荷がかか

っていくときがまた出て来ると思うのです。ですから議決事件の追加と倫理条例の部分については、これ

は何とかできるできないというのははっきり言えないけども、２つについては並行してやっていかなけれ

ばいけないだろうなと、そういうふうに考えます。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん、いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 並行してやるのはいいのだけど、私はやるべきだと思っているのです。 

期日決めて上げるということはそういうことだから。ただ、問題は小委員会をつくるかどうかというあた

りだけです。議運で全部たたくのかどうかということです。そこだけだと思うのです。私は議決事件の追

加含めて、６月条例提案目指してやるべきだと思うのです。ただ、今山本委員長言いましたように、議員

報酬の関係で言えば、考え方は我々もあるに決まっているのです。ただ、なぜそこまで至るのかというの

が白老町議会の果たす役割や議員の果たす役割から、今度はもう１回解きほぐそうということになってい

ることですよね。今回のあれでわかるように。そうなると私は、こっちはそっとやちょっとでいかないと、

私は感じは持っているのです。あの５項目全部たたくとなったら。あれは大変ですよ、本当に。やはり、

議会の原点、議員の原点まで議論しなくてはいけないという中身だから、果たして議会運営委員会でこの

６月まで条例を目指すとしたら、並行して両方全部議運でやっていけるかどうか。小委員会をつくったほ

うがやり易いのかどうかという、そのあたりだけだと思います。これは全部議運でやろうということであ

れば、それはそれで構わない。ただ、そうなれば月に３回から４回くらいやらなければいけないかなとい

う気はする。きょうだって現実的に報酬の議論には入っていないわけでしょう、と思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私も倫理条例と議決事件の追加については、並行して６月までに上げるべ

きだと思いますし、上げられるのではないかと思います。ただ、議決事件についてはある程度の問題が整

理されて、後は内容をどうするかというものだから、これはそんなに時間はかからないと思いますのでで

きると思います。事務局に負荷はかかりますけども、この部分については。ですけども議論する部分につ

いては、議決事件はそんなに込み入った話でありませんから、ある程度できるのかなと思いますので、私

も並行してちゃんと期日を決めて６月末までに結論を出すべきだと思います。 
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○委員長（山本浩平君） 小委員会をつくるかどうかということに関して、事務局からは小委員会つくっ

てやられてはいかがかというお話ですけど、これについていかがですか。仮に小委員会つくるにしても、

やはりすべての会派は入ってもらわないとだめだと思いますし、やはり会派に入られていない方も倫理条

例とか議員の身分に関することも含まれてくると思いますので、やはり会派以外の方の意見も聞ける場面

というのは必要ではないかと思いますので、私は議運の中で時間は多少かかるかもしれませんけども、議

運の中でやられてほうがいいのかなと思いますけども、いかがですか。小委員会でたたき台を出してやる

かという。小委員会をつくってもまた議運で掛けなければならないですよね。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） ちょっと確認したいのですけど、今のこの案でいきますと、小委員会のメンバー

は５名と。それに正副議長はオブザーバーか何かで入るわけですか。そして後、委員外議員の方が入った

ら約10人近くになってしまうと、余り小委員会としての意味がないのかなというふうな気にはなるのです

けど。 

○委員長（山本浩平君） 質問ですよね、今のは。局長どうですか。そこまで考えていないですよね。５

名なら５名という考え方ですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にはこじんまりしていたほうがいいだろうと。たたき台ですから、

会派の意見だとか無会派の考え方もあるのでしょうけど、１つの一定限の整理をして、最終的に決めるわ

けではないですから、たたき台ですから、少ないほうが早い時間でまとまっていくのかなと。前回の政策

研究会の小委員会見ていましても、やはり多くで議論するより深まっていくし、だからたたき台を示すと

いう点では、余り多くするべきではないのかなと。案ですので、と思っていました。余り小委員会にこだ

わらなくてもいいのかなと思って、事務局としては、まずウエートをかけるかということを見ただけでご

ざいまして、議員報酬と議員定数にまずウエートがかかるだろうという判断ですから、倫理条例も議決事

項も一定限度のところは話しているのです。提示文も見ていますので、そんなに小委員会が逸脱した議論

にはならないのではないかという気はしましたので、小委員会でわりと早めに決めてもらって並行して出

していくという考え方でしたので、それに固執する何ものでもございません。議論のきっかけになればと

思って出しただけですので、余りそこに集中を置かれなくてもいいかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、６月までに勢力的に進めていくということでよろしいですか。局

長のほうで、またたたき台と言ったら変ですけど、どういうところから始めるかというのを整理しておい

ていただいてよろしいですか。これに沿ってやりますよね。白老町の今までの倫理条例と先進事例との比

較。この表を基本的に再度おさらいしますよね。ということでよろしいですね、皆さん。倫理条例に関し

ては。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） そして、ボリュームが結構あると思うのですけども、議員報酬のあり方、それ

と定数。並行してその都度その都度議運を開くたびに各会派の意見を集約していくと。そういった中で時

間的な変化ももしかしたら出てくるかもしれませんけれども、一定の考え方がそれぞれ各会派でやはり持

ち合わせていると思うのです。何かまだ引っかかるところありますか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今議運でこの倫理条例の素案の検討とたたき台を議運でやるという話になります

けども、僕が逆に議運の中でもまなければならないことがまだあるような。今言った定数の問題だとか報
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酬の問題ありますよね、その時その時で出てくる問題というのは。何か言葉で余り言えないのだけど、ざ

っくり頭の中で全部組み込んでしまうと、議運は議運でやることがあって、そういったもので別に考えた

ほうがもみやすいというか、そんな感じしませんか。僕はそんな感じがするのです。たたき台をつくる１

つの委員会があったら、それがもしできた段階で議運の中でもむということが、僕は一番何か理想のよう

な気がするのだけども、理想論だけで終わってしまうだけで、実行されなければ意味が何のだけども、す

べて議運の中でやってしまうということが実際本当に可能なのだろうかと、そこがちょっと引っかかるの

だけども。 

○委員長（山本浩平君） 小委員会を設置したほうがいいという考え方ですよね。 

○委員（氏家裕治君） そのほうがすっきり考えられるのです。議運の中でもまなければいけないことが、

これからまだまだ出てくると思うのです。それと並行してこの課題についても議運でやるということにな

ると、何かすごいボリュームが多いというか。委員長どう思いますか。 

○委員長（山本浩平君） 結論から言うと、きょういらっしゃらない会派の方は必ず小委員会に入っても

らわないとだめだと思います。小委員会つくったとしても、同じだと思うのです。かえって時間かかるの

かなと。議運であれば、議運の中で決めたことがこれはこういうことで正式に決まりましたよという形に

なりますでしょう。きょうもいらっしゃらないけども、帰る前にそこをお話したつもりなのです。これか

らきょう議会運営委員会で決めることはすべて同意してもらいますよという、先ほど帰る前に及川委員に

させていただいたのは、そこなのですけども。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も考え方というのはわかるのです。わかるのですけども、何か議運という１つ

の会議の場から外して集中的に審議したほうがまとまりやすいような気がするのです。何となく政策研究

会の関係で何日か議論させてもらっていると、いろんな意見は出るのだけど、たたき台をつくるという目

的の中で動くものだから、ほかのことは余り意識しないで、そこだけに集中できるということはあるので

す。そういったものが議運の中でやって、10 日かかるものが、小委員会の中でやったら１週間で終わるの

であれば、１週間の中で議運に持ってきたほうが、何か話が発展性があるような気がするのだけど。ちょ

っとこれは僕だけの考えかもしれないので。 

○委員長（山本浩平君） 今会派は４人しかおりませんから、いかがですか共産党さん。新生クラブさん

にもお話伺いたいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 氏家委員よくわかる。ただ、全体で議論したほうがいいと。今までたたいて

いますから、私はそうやって言ったのだけど、さらの状態からやるなら今の方法でやったほうが一番合理

的だと思います。議論を集中するからそれでたたき台出してもらって、事前に配布しておいてそれで議論

したほうが、それはうんと効率的だというのがもう。例えば、政策小委員会で出したきょうの結論。あれ

をもし議運でやるとしたら、多分半年では終わらないでしょう、全然。今までの小委員会の倍の時間かけ

なかったら僕はできなかったのではないかと思っています。それはそうだと思います。だから、小委員会

つくるかどうかというのは別の話かもしれないけども、それはそのとおりだと思う。逆に言えば、小委員

会のメンバーを５人ではなくて６人にするとか。各会派から１人と無会派２人の中からから１人とか、そ

ういうふうにするとか。考え方はいくらでもあるのです。別に事務局から５人と書いてあったから５人で

なかったらだめだということではないのだから、６人にしてもいいわけでしょう。だから、そういう考え

方、今氏家委員の言っていることを入れるとしたら、そういうふうに補強をして、そして皆さんの合意を
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得るような形を取るとか。そうすれば問題ないと私は思うけど。そういうことを議会事務局はきっと言っ

ているのではないかと思う。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今言ったとおり、最初からやるのであればという副委員長のお話もあ

ったのですけど、僕はもっと逆に言えば、ある程度皆さんの中で１回議論されていることなので、それを

１つの資料としてたたき台をつくることになると、もっと集中した議論がそこでできるような気がするの

です。だから、そういった面でもこれは僕の頭の中だけの話かもしれないけど、そうやったほうがすっき

り物事に取り組んでいけそうな気がするものだから、何となくそういう感じがするのです。ですから、議

運でやるということで皆さんで議論して、やはり議運でやるとなれば、それはそれで全然反対する僕は何

もないのだけども、ただ何となく頭の中でそうしたほうが動きやすいのかなと。日にちが２つに分けるこ

とによって、そこでまた日数が拘束されることも出てくるのかもしてないけども。 

○委員長（山本浩平君） 私の意見なのですけども、あまりこだわらないです。議運でやろうとしてもい

いし、小委員会なら小委員会つくってもいいと思うのですけど、基本的な考えとしては、この倫理条例に

関しまして、自分の考え持っているのですけども、例えば政治倫理基準に違反する疑いがあると議員が見

られた場合に、町民のそれに対する審査の請求の総数。これはハードルを今まで高かったのを低くしまし

たよね。もう私はそれくらいで十分かなというふうに実は思っていまして、先進地の事例というのは、本

当にこれ先進地であって、いろんな状況がその中であったから、非常厳しい。白老もなかったとは言い切

れませんよ。それは今までいろんなことあったかもしれませんけども、何でもかんでも私は一番を目指す

必要はないと思っているのです。仕分け作業のときの蓮舫さんではないけども、２番ではだめなのですか

とぐらいの気持ち持っているのです。ですから、私どもの会派としては、倫理条例、先進地の事例に沿っ

た形の中で、たたき台がもし小委員会で出てくるとすれば、これは全面的に私どもは余り賛成はしたくな

いなという気持ちでおりますので、もし小委員会に設置されるのであれば、私どもの会派も入れていただ

きたいなという気持ちであります。余りこだわってはいません。議運でやろうと、小委員会でたたき台を

出そうと。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。きょうのこの会議始まる前に９時から政策の幹事会やったのですけど

も、その中でも余り小委員会、小委員会でつくらないでほしいと。負担がかかるというような意見もあり

まして、私は今回の倫理条例の小委員会については反対したいなという意向でございます。皆さんおっし

ゃったように、何回もやっているわけです、ある程度。さらから始まるのではないので、皆さんよくご存

知で、そんなにかかるとは倫理に関しては思わないので、私は議運の中でやられたほうがいいのかなとい

うふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 改めて前田委員外議員の意見も伺っておきたいと思います。今の件です。 

○委員外議員（前田博之君） 今の件は先ほど言った。氏家委員は先ほどの議員報酬と定数の話ではなか

ったのかと。違うのですか。そうすれば、近藤委員と同じです。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 皆さんが議運の中で議論を進めるということであれば、別に私全然それに対して

突っ張る話ではないのです。ただ、本当に議運での議論の内容がこれからまだまだ濃くなっていくのかな

と。また、いろんな課題が入ってきた中で、本当に一緒にこれを取り扱って。大したことではないという
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部分であればいいのだけども、本当にそこに盛り込んで一緒に議論していけるのかなというちょっと不安

だったものですから。自分が引っかかったことを今言っておかないとあれかなと思って、一言言わせてい

ただいただけで、議運の中でしっかり議論していくということであれば、別にそれに対して異議はありま

せん。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど近藤委員からもお話ありましたように、多分記憶をひも解いていけば、

ある程度議論した部分またよみがえってくるのかなと思いますので、この倫理条例、これは確実に６月ま

でにはきっちり決めたいと思いますので、そのような気持ちでお願いしたいと思います。また、議員の報

酬や定数に関しましても、できれば並行して、どの程度まで結論出るかわかりませんけど、並行してやっ

ていくしかないのではないでしょうか。この議員報酬のあり方も、やはり町民に対して説明をどういうよ

うな結論になろうと、やはり根拠というか論拠みたいなものがないとだめですから、（１）から（５）まで。

これはあくまでも事務局からのたたき台ですけども、いろいろ出ております。これらについて、やはり議

論はすべきかなというふうに思います。皆さん、よろしいですか。ちょっといろいろとボリュームは大き

いと思いますけども、ぜひ協力をしていただいて進めていくと。清風クラブさんのほうにも私のほうから

きょうのこういった内容の話もしますので、責任を持って臨んでいただくようにお話をしたいというふう

に思います。そういったことで、第３次議会改革等の議論の進め方についてはこれで終わりにして、具体

的には次回からなるべく早く議運を開きたいと思いますけども、進めていきたいなというふうに思います。

その議運の前に、議論する内容をまた、皆様方に事務局のほうからファックスをさせていただきますので、

どういうことで議論をしていただくかというのを、各会派でご覧になっていただいて議論をしてきていた

だくというようなことにしたいと思います。 

 それでは３番目の議長の諮問事項について。議員報酬のあり方の論点整理というところでございますけ

ども、１から５までございますけども。論点をまず整理をしていかなければいけないのかなということで、

このように書かれているわけですけれども、局長のほうでもし説明があればお願いをしたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 書いているとおりでございまして、１番から５番までは中間報告で一定限

新財政改革プログラム見直ししなおして議論するという位置づけを既に行なったところでございまして、

１から５まで最後のほうは具体的に議員報酬の議員活動についてとか、専従ボランティアと書いてありま

すのでわかると思いますけど、１です。主に議会のあるべき姿ですから、議員の姿。これはやはりきちん

とどういう視点で議論するかというのを、皆さん共通にしないと、多分それぞればらばらの議論になって

しまうのではないかなと思いまして、１回、特に１番は論点整理を、どういうところで議論するのかとし

たほうがよろしいのではないかということで、今回論点整理をしてみてはどうかということで提示させて

もらいます。特にこういう論点でというのは、私のほうでは思ってはございません。 

○委員長（山本浩平君） 議員報酬のあり方についての論点を整理をして協議を重ねていくということで

ございますけれども。これについてまず何か皆様方からご意見ございませんでしょうか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブですけども、会派の中でいろいろ検討したのですけども、１番から５

番まであるのですけど、１番目につきましては、抽象的なことになるのですけども、やはり我々としては、

議員を目指す者は高い志のもとに町民に選ばれると。初心を忘れずまい進することで町民の幸せを願い追

求をしていくと。いかなるときも節操を失ってはならないと、大体こんなふうにまとめたのですけど、一

応はこんなふうにしたのです。できれば皆さんのも聞きたいです。 
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○委員長（山本浩平君） 順番にどうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 文書的にまとめてきたわけではないのでちょっとあれなのですけども、議会の目

指す姿というのは抽象論ではなくて、今白老町がやっていることを本当に確実に進めることが、僕は議会

の目指す姿だと思っているのです。それはなぜかというと、各他の町村、市でもいいです、比べたときに、

何でそこまでやるのだという言われ方、よく言われますよね。というのは、今から何年か前の白老の町議

会も、多分こうやったらいいのだよな、本当は、で終わっていたと僕は思うのです。でも、近藤委員が言

われるように、議員になった以上、何をやらなければいけないのか、どうするのだと。やることがちゃん

と明確になっているのだと、それに向かって一歩一歩進んでいかなければいけないのだよなという感じが

するのです。そのために今までの第３次議会改革の中で取り組んできた各項目があると。それをわかって

いてやらないのか、わかっていたらやるのかという、ただそれだけの話だと思うのです。議会の目指す姿

というのは、僕はそこにあると思っているのです。そのために報酬の関係だとかがもし引っかかっている

のだったら、それはまた別な議論をしなければいけないけども、議会の目指す姿としては、やはり今白老

町が進めている第３次議会改革、これを着実に進めていくことが議会の目指すところなのだろうなと。き

れいごとでいえばそうです。ただ、それに付随するものが絶対ないとだめだという部分が、ある一定の議

論の中で皆さんどの共通認識の中にあるということがあるので、そのことについてはまたしっかり後で議

論しなければいけないなと思っています。議員のあるべき姿というのは、それに伴った議員の資質を高め

ていくことが、やはり議員のあるべき姿だなと思うし、当然それは町民とともにまちづくりに取り組んで

いく姿だろうなと、そういうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 一応聞いていきます。日本共産党さんは、このテーマについて何かあれば。 

○副委員長（大渕紀夫君） 議会が果たす役割と議員の果たす、ここでは議会の目指す姿と議員のあるべ

き姿と書いていますけども、日本の議会制度というのは地方は二元代表制ですよね。機関競争主義が疑わ

れています、今は機関競争主義、機関競争主義というけど、首長のやることと議会のやること。これは決

定的に違っていまして、議会がこのまちを運営する者に対して議会がどんな役割を果たすのかというとこ

ろが、私は議会の一番大切なのは二元代表制の一翼を担っている議会が、どういうふうな役割を、この白

老のまちの中で果たすのかということだと思うのです。だから、今の状況でいえば、そこのところがきち

んとわかる。ケネルの例よく出しますけど、ケネルは議員を選んで議員の中から首長を選びますから、こ

ういうアメリカ型の議会とは全然違うのですよね、日本の議会は。だから両方の機関が競争してよりよい

ものをつくるという考えだから、その機関競争にきちんと耐えうるだけの議員の素質や議員の能力がなか

ったら、それはできないということになるのです。そこのところが、本当に議員の中にきちんと落ちない

とだめだということが１つ。だから、チェック機能だけではなくて、政策の立案機能だとか町民の意見を

きちんと聞いた政策立案機能だとかというものが議員には求められるし、議会にも同じように求められる

と、こういうふうになると僕は思っています。だからある意味、２万人の人口割ってしまったけれども、

そこの白老町の議会が果たす役割とは一体何だと。本当に町民が議会を信頼して、白老町の町制運営は町

がやったとしても批判をしたり政策立案をしたりチェックをしたりという部分で、本当に町民の皆さんの

要求に答えられるような形に議員個々が、議会がなっているかというあたりが、私は問われていることか

なというふうに思っています。もう１つは、要するにこれからの地方自治体がどんなふうにして生き残っ

ていくのか。本当に合併しなかったらどうにもならないのか。本当に地方自治体として白老町が生き残っ
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ていくためには、何が自治体として必要で、どんな仕事をすればいいのか。そのときに議会がどんなこと

をやればいいのかというあたりが、僕は今ものすごい問われている部分だろうなと。例えば１つは、地球

温暖化の問題。こんな問題１つ取っても、白老町がどんな役割を温暖化で果たすのかというあたりがきっ

ちりしていかないと、自治体そのものが残ってはいけないと。金だけの問題ではないような気がしていま

す。それくらい本来からいったら地方自治体の果たす役割とはすごく大きいのではないかなと。その中で

議会の果たす役割というのは、本来はものすごく大きいのではないかなと。だから議論をして、討議をし

て合議を勝ち取るという議会が。個々の考えみんな違うのだけど、合議を勝ち取っていくという、そこら

あたりが本当に問われているのではないかなという気がしています。そういう議論はうちの会派では結構

やっているのですけど。これからの地方自治体の果たす役割とは何なのだということの議論はやっていま

すけど。そこら辺です。 

○委員長（山本浩平君） うちの会派ですけども、基本的な議員報酬のあり方については、今までの議運

の中で何度は申し上げてきたとおり、うちは報酬等審議会の提案を100％支持するという考え方は今も変わ

っておりません。その論拠というか内容もそのまま踏襲したいというふうに考えていますから、基本的に

は余り下に書かれているようなことをこと細かく整理しなくても、うちの会派としては議員報酬のあり方

は答申どおりの考え方に大賛成という考え方なのですけれども、しかしながらもし仮に報酬が今の時代、

こういう状況の中で、ＪＡＬもああいうふうになる世の中ですから、そういう中でもし議員の報酬だけが

10 万も上がるということになれば、これは当然ある意味、地方議会にとって画期的なことだと思うのです

けども、それなりのやはり論点、論拠の整理ということが必要だから、これら書かれているような内容の

ことを一つ一つやはり町民に対してもそうですし、世間に対しても話のできる体制をきちんとしていかな

ければならないなと、このように考えております。（１）の議会の目指す姿と議員のあるべき姿というのは、

基本的に先ほど公明党の氏家委員のおっしゃったことに尽きるのかなというふうにうちは考えております。

やはり、第３次議会改革の内容。今まで議会改革進めてきた白老町議会のそういう姿勢というのが必要で

あるというふうな考え方だと思います。もう１つは、これからどんどん人口減ですとか、あるいは人口構

成ですね。少子高齢化がどんどん進んでいきますので、その中で議会の役割として、やはり１つでも２つ

でも何か町民のためになるような政策提言ができるような議会になればいいなというふうに考えていると

ころでございます。それと（２）の専従職とボランティアの対比とあるのですけど、これはなかなか今う

ちの会派でもいろいろ研究というか、これについて話し合いをしていますけども、ある意味専従的なこと

も必要でもありますけども、ある意味ボランティアという言い方が正しいのかどうかわかりませんけども、

現実的に仕事を持ちながら議会の活動している人たち、私を含めて約半分くらい15名の中にいるわけです

から、やはりその人たちの位置づけというのを否定してはいけないと思うのです。そういった中でどうや

っていくかということをいろいろ議論していきたいなというふうにうちの会派としては考えております。

以上です。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） 非常に１の部分については難しいです。そして、今大渕副委員長からお話

ありましたけども、私も大体そういう部分に認識しています。ただ、大きい意味でいえば、これは政治的

な共通理念にも基づくのだけど、僕はやはり民意が政治もそうだけど、町政のそうだと思っていますので、

民意を町政に反映することが議員であるべきだと、わたしはこう思っています。ですから、議会の目指す

姿となると、今も議論ありましたけど、端的にいうと議会は首長の追認機関ではないと。二元代表制の中
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でいかに是々非々の中で民意を反映するために、利害関係を抜きにして、議員として公の場で発言をし、

政策論争できるかという姿勢に尽きるべきだと思います。私はそれがなければ正直な話、議員になった意

味もないと思っていますから、そういうことであって、やはり地方自治であっても民主主義の基礎は議会

だということを認識すべきだと思う。首長ではないのです。ですから、町民に開かれた公開の場で議論す

ることが議会の目指す姿だと、私はそう思っています。あと２、３、４、５については、過去にいろいろ

議論していますし、これはもう議員個々の定義だとか考え持っていますので、これから具体的に議論して

いきたいなと、こう思っています。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

休憩 午後 ２時 ０６分 

  

再開 午後 ２時 ２０分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。議員報酬のあり方の論点整理というこ

とで、それぞれ各会派や前田委員外議員のほうにも意見を伺ってまいりました。若干、そこの資料提出し

ていただきましたので、もし簡単な説明があれば、局長のほうからお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず今、何名かから二元代表制という言葉が出ましたので、一応確認のた

めに用語の解説。これはあるまちの議会でつくったやつですので、それを引用させてもらっていますので、

それを元に。読んだほうがいいと思いますので、聞いていただきたいと思います。まず、二元代表制の意

義ですけど、地方自治体では首長と議会議員を共に住民が直接選挙を選ぶという制度をとっています。こ

れを二元代表制民主制といいます。これに対して国では選挙された議員で組織された国会が指名する内閣

総理大臣が内閣を組織し、国会に対して責任を負うという議院内閣制です。ですから、国と地方自治体の

議会の性質はまるっきり違うということだけ理解をまずしていただきたいと思います。このような制度の

違いから、国では内閣を支持する政党とそうでない政党の間での与野党関係が生まれます。これは今の民

主党、自由民主党と言っているものです。地方議会においても、首長を支持する会派とそうではない会派

の間に疑似的な与野党関係が生まれることがあります。しかし、これは国の議院内閣制の枠組みを、首長

選挙の際の支持、不支持に当てはめているため起こることです。二元代表制民主制においては、制度的に

は与野党関係は発生しません。これはお互いにそれぞれが住民から選ばれるということで、与野党関係は

発生しないと。首長、議会が共に住民を代表制する二元代表制民主制の特徴は、共に住民を代表する独任

制の首長と合議制の議会が相互の抑制と均衡によって、緊張関係を保ちながら町政を進めていくことにあ

ります。議会が首長と対等の機関。機関競争、機関対立。基本的には昔から機関対立と言われているので

す。その地方自治体の運営の基本的な方針を決定し、その執行を監視し、また積極的な政策提案を通して

政策形成の舞台となること、二元代表制の本来のあり方であるといえます。これがかいつまんでいうと二

元代表制民主制であるということです。次に下に善政競争と書いています。これは造語なのですけど、こ

れは機関対立、機関競争のことを言っているのです。地方自治体は、国の議院内閣制とは異なる二元代表

制をという町長と議員が共に同じ町民に選ばれる機関競争主義のしくみをとっています。地方分権の目指

す住民自治を根幹とする議会の役割は、従来の監視機能に加え、制策立案機能も求められています。この

ように議会の役割が増す中で、独任制の町長と合議制の議会が切磋琢磨して、よりよい町の政策、政治の

ためにお互いに競争しながらまちの運営を担おうとする意味の善政競争は造語ですと。次に裏のページで
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す。自由討議。これは合議機関の成り立ちをいっているものです。今日、議会は質問と応答の場に化して

いると言われています。討議のメリットは、問題を多角的複眼的に検討できることであり、多くの議員が

さまざまに討議することによって、メリット、デメリットを明確化にし、さらにデメリットを緩和する手

法も見出される。また、討議は合意を形成する可能性を増大させます。合意の形成のためには、公開の場

での議員同士の討議が不可欠であるといわれ、議会の存在意義にもなる重要な事項となっています。反問

制度です。これはすでにうちは規定しておりますけど。町長と議会の適切な善政議論（施策競争）のため

には、議員からの一方的な質問攻めだけでは議論が形骸化してしまう恐れがあります。このことから、政

策提言等について論点、争点を明確にするため、執行機関の側から逆質問できることです。議員歳費。歳

費は、国会議員に対して支払われる給与を特に指す語です。地方自治法で規定している議員の給与は議員

報酬となっていますが、１年を通して議員の活動を行う通年議会ではなく、議員の報酬の名称を単なる役

務の提供に対する対価としての議員報酬ではなく、広範な職務の遂行に見合う年俸という性格の地方歳費

の概念として議論する必要があります。これはある議会のホームページに載っている解釈です。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問があれば。単純な質問。歳費にしているところはもうあるのですか、

地方議会で。 

○事務局長（上坊寺博之君） ございます。基本的には、今白老町は議員報酬条例ですけど、歳費条例に

直している、名称だけ直しているというところがございます。それは、北海道の福島町です。ただ、議員

報酬は従前と同じ額を今明記しておりまして、情報によるとこれから議論に入るということを聞いており

ます。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕も議員歳費のことについて聞きたいのです。今の白老町議会の活動

を見ると、公的な活動とそうではない部分で一応資料、中間報告何かも出してもらいましたけど、公的な

活動の部分を見ても、相当数 1.5 倍から２倍近い活動数になっているという話の中で考えると、性格上は

地方歳費という概念の中で考えられる部分もあるかもしれないけど、僕の考えです、歳費ではだめ、あく

まで報酬だと。そしてやはり公的な活動以外に占める割合も相当数多いことから、僕はやはり概念的には

歳費という概念の中の報酬という考えの中で、この議員報酬は考えたほうがいいような気がするのですけ

ど、そういった考え方というのはできるのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、地方自治法で定められているのが議員報酬なのです。法律用

語として載っているのは。ただ、議員報酬が議員立法なのです。国の総務委員会の議員立法で、可決、選

出したのですけど、そのときに提案趣旨というのは地方歳費というのを指定しているのではないです。前

にもご説明していたと思いますが、ですから大方の学者の解説は単なる名称であって、議員報酬を名乗ろ

うと、歳費を名乗ろうと、法律の趣旨は定職するものではないという解釈です。それを受けて福島町はい

ち早く名称だけ歳費に直したと。あそこも通年やっていますので。あそこも一たんは報酬を下げているの

です。議会基本条例の中で住民の意見を聞いて定めるとなっているのです。ですから、今後議論するとい

うことです。もう１つは、動きがあるのは、前にも話しましたように、会津若松市で、今氏家委員がおっ

しゃったとおり、公的な活動と私的な活動を整理して、私的な活動の大部分を公的な位置づけにしたいと

いう考え方なのです。年間の活動日数が 180 何日に定めて、今 760 万報酬もらっているのですけど、それ
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を 860 万にしたいという考え方のです。それは報酬という、うちの議論の中にも出てくると思います。公

的な議員活動の位置づけ。法律上は会議出席。向こうは一般質問の作成から政務調査、議案の読解。すべ

て公務の扱いにするという考え方なのです。福島県会津若松市。700万だから、うちの倍もらっているので

すけど、なお上げるということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 今たまたま、この歳費に関して私からも氏家委員からも質問ありましたので（５）

になりますけど、この考え方について皆さんいかがですか。うちの会派は1日も早く歳費という呼び方に、

通年議会やっているわけですから、すべきだという考え方を持っています、ちなみに。公的なものも、公

的ではないものも議員の活動としてはやはり相当数ありますので、これはやはりきっちり認識をすべきで

はないかというふうに思っております。共産党さんいかがですか、この考え方については。報酬と歳費。（５）

についてたまたま意見が出たものですから。 

○副委員長（大渕紀夫君） まだ議論していませんけれども、私が個人的なことをいえば、やはり実態も

伴うかどうかという問題もきっとあるのではないのかなという気がしています。ただ、このことと対比し

ていえば、やはり公務の部分をもうちょっと明らかにすべきだと私は思います。この間データ取っていま

すけども、あれは１年間に１回くらい、きちんと自分で精査してみて、どれくらいのものなのかというこ

とを。そして、どこまでの範囲を。例えば、議案の政策を本当に公務という認識になるものかどうかとい

う。国語的な解釈ではないです、僕が言っているのは。実態として見たときに。だけで、会議に出てきた

ときに、公式であろうと非公式であろうと、これは議員が出てくる会議というのは公務ではないかと僕は

思うのです。議員という立場で出てくるものは。だから、そういうところをもうちょっと議論していって、

名前は歳費にしても構わないと思うけど、実態は何も変わらないのだったら同じなのだから、そうではな

いようにしていかなくてはいけないのではないかなというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさんいかがですか、今のことについては。 

○委員（近藤 守君） 私どももどちらでもいいのですけども、皆さんがこちらのほうがいいというので

あれば、それにしたいなと思います。今、大渕副委員が言ったように、やはり議員として要請されたもの

は、すべてこれは公務であるというふうにとらえております。ただあとそれ以外のことときちんと整理す

る必要があるということは議論しました。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、この（５）についていかがですか。 

○委員外議員（前田博之君） ただ、言葉の使い方ではないのだけども、歳費ということになると、国会

議員は憲法でうたわれているのです。これは勉強するところあるのだけど、では今うちは町議会、報酬と

いうことになっているのだけど、歳費ということを条例化しても、それに内容が伴う、今地方分権で、我々

がそういう条例をまずつくれるかどうかということです。つくれればやはり職務という公務は何かという

ことによって、歳費という位置づけにして、それ相当の歳費の額にする。もしそういうことが、我々が条

例を上級の地方自治法を超えても、今言ったことをちゃんと位置づけられるのかどうかということが整理

しておく必要がある。もしできるのであれば、もっと深く議論してもいいと思うのです。その辺の制度的

に。それによって、うちのほうでいろいろ議論した我々の職務どうあるべきか、こうあるべきか。そして、

議員としてどうあるべきかということが町民から信頼される方向でいけば、それは位置づけにされてもい

いなと思う。金額は別です。まずそういう基本的なことを整理する必要があるのかなと思うのです。いろ

いろずっと今まで資料もらったり、いろいろ読んでいるのだけど、どうもその辺の仕分けがわからないの
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です、正直な話。だから、本当に国会議員みたく歳費として位置づけして、言葉悪いのだけど、自分たち

である程度いくらとか、今言った条例でいろいろ期末手当を決めているのだけど、そういうものを含めて

どうなのかということが、どうなのですか。それを整理しないと、結果的には、今の報酬の中でどうする

かという話になってしますのです。どうですか、局長。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 総務委員会の議事録もお渡ししましたよね。構成つけて。そこで言ってい

るのは、当然地方歳費の検討もしているのです。というのは、うちみたいに通年議会やっているところあ

りますし、矢祭町みたいに日当制を採用したところもありまして、基本的に地方歳費に限定することが、

それぞれの代表制のそごを起こすという判断なのです。ですから、今回は地方歳費、統一しなかったと言

っているのです。ですから、それを受けて解釈上の、学者の方は名乗ってもだめだとは言っていないです、

単なる名称ですから。法律上の趣旨は厳然たる議員歳費ですけど、それは条例を上歳費と名乗っても何ら

定職するものではないという解釈なのです。従前、こういう事例があって、今地方自治法には傍聴規則を

定めなければならないという規定がありまして、今みんな標準を取っていて、傍聴規則なのです。今はも

う合併してしまったのですけど四国のどこかで。傍聴規則を変えようという動きがあったのです。純然た

る条例を受けるのは、傍聴規則を定めなさいなのですけど、傍聴という言葉ではなくて、参観という言葉

を使おうという。それもあながち間違いではないのかなと。ただ、受けているのは、元の条例で単なる名

称を、傍聴を参観に変えたという。福島町はもう完全に傍聴規則とはうたっていませんから、今は。参加

を促す何とかとなっています。だから、解釈上は間違いではないと。裁判上になればどうなるかわかりま

せんけども、裁判上にまでなるかどうかと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 議会活動に、今言ったように専念すると。そうすると、今言った解釈でい

けば、歳費ということは逆に先取りして我々条例化してもいいということになって、皆さんが議論してそ

ういうことでいきましょうと、法律解釈していこうと。そういうことで議論を踏み込んでいって、一定の

議論武装的なものにするかということ。それで今現状の中でどうするかということの問題もあるのかと思

う。そういうことを整理して、議論して結果的には堂々巡りにめぐりになってしまう話になるから、一歩

先をどう努力するか。白老町としてそういう形に。それで議論することによっても方向性違ってくると思

うのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。言葉の使い方がどうのこうのといろいろとらえ方あるかもしれないけ

れども、地方議会、白老町含めて近隣の町村見たときに、自分たちの仕事を持ちながら、サラリーマンで

ありながら、農家でありながら、漁家経営されている方が議会に出てくると。そうした中でのいくら通年

議会をやっていたとしても、通年を通して議会をやっているだけでも、専従職とはまた違う部分の側面も

ありますよね。そうした中で活動する歳費ということが、果たして実態に合うものなのかどうか。僕が言

いたいのは、いいのです、何でもいいのだけど、例えば公的な議員活動の幅が今よりも広がると。先ほど

言った政策研究会の中でも話出てきた会派代表者会議何かが公的な仕事になってくれば、公的な仕事の割

合がほかよりもふえるわけです。それに対して、そういったものがどんどん膨れ上がってきたときに、公

的な役割が白老町議会の場合はほかよりは違うのだよという部分での報酬額の考え方だとかというのがあ
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るべきなのかなと僕は思っているのです。だから、歳費というふうに考えてしまうと、すごく自分の頭の

中の概念で考えてしまうから、なおさら変に考えてしまうのかもしれないけども、生活給から何から一緒

になったものがそこにあって、なおかつ自分たちの仕事があったりする。何か合わないような。合わない

というか、名前自体こだわるわけではないのだけど、僕だけでしょうか、そういうふうに考えるのは。何

かそういうふうに思ってしまうのです。だから見合った報酬、なおかつ自分たちの仕事を持ちながらでな

かったらやっていけないではなくて、地方議会というのはそうあるべきと、自分たちが何か思ってしまっ

ているのかもわからないけど、そうしないと限られた人しか出てこれなかったり、もっともっと幅広い層

を広げていくためには、そういうあり方の中での報酬というとらえ方でもいいのかなと思うのです、頭の

中で。だから歳費とはいろんな文献見ても、段々歳費、歳費という言葉が出て歩くのだけど、僕は逆にそ

うではなくて、今言ったような考え方というのはできないのかなと思って、ずっと議論していたのです。

専従職ではない。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 専従とは限らないです。国会議員も歳費ですけど、国会議員は議員活動を

やるために歳費で保障されていたためで、職業を持っていてはだめだという規定はなくて、副業と言った

ら変ですけど、会社の役員兼ねている人もいますし、さまざまは仕事持ってやっています。ただ、政治活

動やるところだけは保障されている。ですから、地方歳費と名乗っても、これは年俸ですから、１年を通

じて逆にどういうような役割を果たすのかときちんと明記できれば、それは地方自治法に定められる会議

の回数もあるでしょうし、それ以外のものも。ですから、江藤先生の連載に書かれていたように、条例で

定める必要があると。今、議員の公務というのは、全然定まっていないのです、どこも。ですから報酬も

まちまちで決まったものがないという。ですから、どれを議員の役割として公務に位置づけるかというの

は、今法律にないのだから、条例に書き込みなさいという書き方をしているのです。ですから、やり方と

しては歳費にしようが報酬にしようが、今の報酬規定の中にこういうような活動、役割を果たさなければ

だめだと、当然盛り込みは最低限度必要なのではないかと。それを前提としてこの年俸、歳費があるので

すよというような明示ではないかなという。ただ、議員報酬にしてもそこがなければ、どの対価で議員報

酬なのかという、全然見えてこないのだという気はします。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私もこの間、会派会議の中で話した中で、国語辞典。歳費と報酬の違いを見た

ら、このとおり書いているのです。議員歳費の上に給与を。これは歳費の場合給与だと。報酬の場合は役

務の提供に対する対価というから、費用弁償というか出たときには払いますよというような形で、これは

載っているのです。だからここにも書いているように、通年議会となると、いつも議会来る来ない関係な

く、いつ開かれるかわからないですよというような一定の枠が議員にはめられるような形になりますよね。

きょうはなくても夕方、何を召集されるかわからないと、通年議会ですから。そういうようなことを含め

ると、１年中拘束されているというようなある意味でそういうことがあるものだから、通年議会では歳費

にしても、これは何もないときには何をしていても、職業やっていても関係ないけれども、そういうよう

な概念で通年議会という形で拘束するのであれば、ある意味の一定の縛りをかけるのであれば、こういう

歳費の議論して何ら差し支えないからそういう議論を大いにしなさいという、その意味なのです。だから、

こういうことが一般の方々に理解してもらえると非常にいいのだけど、議員報酬は議員報酬で出た分だけ
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の金しか払わないから、出ないのだったら何でそんなにもらわなければだめだみたいな論法になっている

から、非常にこれはなかなかどっちにしても今ここに書かれているように、局長の説明や何かで歳費にし

ますよというような形にするのであれば、我々みたいにやっているところというのは一番取り組みやすい

という、そういう関係はありますね。額はともかくとして。年俸というのは歳費として考えていいのだよ

ね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 地方歳費、年俸といったら、俗に今までの対価、給与に変わる部分もそう

ですし、政務調査費もそうですし、費用弁償もそうですし、だからそれも全部含めて歳費いくらときてい

るのです。それを単に月分割するのかわかりませんけど。年俸にしたら厳しくなる。年俸のうちに例えば

政務調査にいくら使ってと、自分で説明つかなければだめだと。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。歳費と報酬の違いというか、私自身が今までずっと、明治の時代か

らずっと追って議会のあり方というか、総議会というのがありましたよね。そういう中では、当然無報酬

だったのですよね。それがある一定の時期から報酬というふうに言われるようになってきたと。それは、

議員が提供したものに対するサービス料的なものととらえてはいるのです。給与としてではなくて、それ

と今のこの白老の議会における見方の数の議員活動からすると、やはり職務の実態からいったら報酬とい

うのはそぐわないのではないのかなと思うのですけど。この活動量からいったら。だから本来ならば、こ

の仕事の内容量に応じての歳費というものがあるべきであって、それを上げる下げるは別として、今の場

合の白老の場合においては報酬というのはちょっとふさわしくないのではないのかなと思うのですけど。

サービスの対価ではないのかなと思うのです、報酬というのは。個人的な意見ですけど。 

○委員長（山本浩平君） 今たまたまこの（５）について議論をしていただきましたけども、さらに今後

また議論を深めてまいりたいと思いますので、各それぞれの会派でまた研究を重ねていただければという

ふうに思います。そのほかのことで何か申し上げておきたいようなことがあれば、今後の議論の参考にな

りますので、ぜひいかがでしょうか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 源泉徴収が役場から来たのですけど、あれは給与となっていなかったですか。報

酬明細となっていましたか。ちょっと何か。 

○事務局長（上坊寺博之君） 給与の種別が報酬になっているのです。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 先ほど局長がおっしゃられた会津若松市の資料をたまたまきょう持ってきたの

ですけど、この会津若松市で年間 180 日に対して 860 万ですよね。これを白老町に当て込んだ場合に、こ

こには事前調査などで 1 日に３時間費やすとするという定義。本会議は８時間、成人式などの出席１時間

となって８、３、１の３パターンで分けて、これに実績を充てて割り出しているのですよね。白老の場合

は、実際これをやってみたらどんな金額になるのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） やっていませんからわかりません、今現実には。大体公務の出席と考えら

れるのは最低でも２時間はあります。本会議であれば４時間から５時間くらいあるのです。そういう推測

はできますけど、皆さんに調査したものについては、１時間であっても１日という換算で出してもらいま
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したので、そこまでは調査しておりません。ただ、皆さんもそんなに厳密につけているわけではありませ

んし、今の段階では今おっしゃられたことに基づいて１年間やってみなければ出ないと思います。推測の

域しか超えないのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 前に局長のほうからいただいた全道町村議長会での議員報酬の適正標準率

というがありますよね。この中に公務外の勉強、いろんなものの遂行時間、何時間やった。１日１、２時

間であれば何とか、何時間になったら１日を要するというふうな計算に仕方がここの出ているのです、ず

っと見ていくと。だから、報酬で考えていたったら議員活動日数を相当程度考慮する必要があるのではな

いかという話が出ているのです。ただ、報酬の算定の基準は、首長の給与額と対比をしてやっていくとい

うことが出ていますので、これまた読みながら今後報酬にせよ歳費にせよ、基準的なものをきちんと。通

年議会になったら歳費の概念として当てはまるということなのだけども。白老町は通年議会やっていても

会議の日数も多いですよね。だから胸張って言えるのだけど、通年議会だって８日しかやっていないとこ

ろしかないかもしれない、もしかしたら。通年議会の形は取っても。うちは広報広聴が入ってきて、これ

から政策研究会も入ってくるから、かなりの日数になるだろうということだと思うのですけど、そういっ

たことを踏まえながらきちんと説明できるような形で示していかなければいけないのかなというふうには、

ちょっと思っていたのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 通年議会の概念が、年俸制に値するというような、先ほど議長が言われた

ように拘束されているということなのですよ。回数ではないのです。日数で首長の報酬額に比例して算出

しているのは、町村議会だけなのです。市議会、道議会はそういう算出していないのです。日数にかかわ

る市議会は、市の課長職相当級。県、道議会は部長相当職の給料額となっているのです。ですから、首長

の報酬額を日数案分しているのは、町村だけということです。 

○委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） だから前に議論あったとき、通年議会をやったときに、自分の個人の行動

を起こしたときに、町民からどうのこうの言われるだろうとあったけれども、通年議会になったら違うの

だと説明はしてきましたよね。今度歳費にするとこで、年間束縛されるのだから歳費にするのですよとい

った場合に、その辺の。国会議員なら何をやっているか見えないと言ったらおかしいですけど、国会に行

っているだけが仕事ではないと思う。地方に来ても議員の顔でやっているのではないかと思う。そういう

束縛的なものはたくさんあるのではないかという、そういう議論もちょっとしたのですけど、地元の町議

会議員というのは全部ある程度見えますよね、起こしている行動が。私的な行動がある程度見えますよね。

そういったときに、通年議会になったから歳費としての束縛されるものがあるから歳費になるのだよとい

う議論が町民に通じるかどうかということだと思うのです。通年議会をやってもきっちり議会ではないの

だよという説明しましたよね。そんなにきっちり議会議員として束縛されるのですかという町民から話が

あったときには、そうではないという話もしましたよね。今度歳費にしてしまうと反対に。国会議員も歳

費だけども仕事持っている人も、兼職していても。だけど、町議会議員とか地元で見えているときに、歳

費にしてある程度の保障されたときに、議会を仕事ですと、休むことが今後可能になっていくのかどうな

のか。そういうことも含めて考えると、数多くの人がいろんな立場の人が出られるようにと考えていった
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ときに、縛りをどういうふうに持って行くのかというのがすごく難しいのではないかなというふうな、そ

んな気もして。そんな話もちょっとしていたのです、うちの会派は。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、副議長からの話だけど、やはり議会議員に出るということで、通年議会で

あろうとなかろうと、やはり自分は議会議員で選出されているという、これはプライベートなことでも、

すべてそういうのは心にあってやっているわけですよね。だから、国会議員をよく例に出されたけど、国

会議員は本会議出なくても、地方へ行って選挙運動やるのが、また新人議員に教育されて徹底されている

ところもあるようですけども、そっちはいいから何せ地方へ行って選挙活動をしなければだめなのだとな

ってくると、国会議員はそれはよくて、地方議会はそういうのは現実的には認められない。何で議会に行

かないのだと、何で休むのだとなるけれども、何かその辺の議論になってくるとちょっと国のあれから見

ると違和感を感じるのです。だから、例えば料亭に行くなり、ゴルフやるなり、何をやるとなっても国会

議員でもみんなやっているわけだから。だけども国会議員となっているということについての思いという

か、すべていつでも我々議員もそうです。町会議員だということで、やたらその辺で羽目外して倫理に引

っかかるようなことをやると、やはり問題があるわけですから。だけど、現実には町民の方はやはり議会

に出ているのが議員だと。ここにいるのは議員ではないというような感じに思われているから、我々議員

と町民とのギャップがあるのかなと。そのギャップはどうしてできたかというと、我々議員の倫理の問題

がいろいろ含めて、そういう積み重ねがあってそういう具合に見えられているのかなと。そういう面では

ちょっとこの問題議論していく中では、我々はこうだなと思っていても、町民の理解というのはどこまで

組み入れてこの問題を理解していくのかなというのが大変だなという具合に思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、僕は町民との関係と、今改革をしようということと別に考え

ることができないかなと思うのです。どういうことかというと、学者先生の言っていることが全部正しい

なんて思っていないです。思っていないけど、今地方自治法や法で決まっていないことは、地方議会で決

められるということなのです。だから我々は、いいか悪いかは別にして、日本で初めて通年議会やったと

いうことなのです。ここで決まっていないから、決めてもいいということだからやったわけです。だから、

僕は本当に今議会がどうあるべきかという、ここに書いている議会の目指す姿と議員のあるべき姿とある

けれども、これとの関連にもなるのだけれど、本当に白老町に合った議会。白老の町民が見てなるほどな

と思われる議会をつくるためには、僕は理屈で成り立つものはどんどん法で決まっていないことはやった

ほうがいいとそういう考え方なのです。そのほうが合理的になるでしょう。そして、本当に白老の議会が

果たす、何か横並びで全部隣の登別と同じ、苫小牧と同じ、どこだかのまちと同じ、２万人のまちと同じ

というのではなくて、本当に白老の町にあった議会を白老町議会がどうやってつくるかと。本当に自由討

議をして、本当に議論をして、町民の立場でやるとしたら、そういう姿勢に立ってみんなでやるとしたら、

法に反していないことはどんどんやったほうがいいのではないかと僕は思うのです。それが何も流行りの

はんてん着るとか、何かほかのところから注目、そんなのではなくて、本当に町民のために、僕は通年議

会というのはそういう立場ですから。別に何もほかのまちに売るためにやったとか、そんなのではないと

思うのです。だから、白老に合った議会活動とは何なのかと、これを地方自治法から逸脱しない方法。も

っともっといろいろと僕はやっても何もおかしくない。合理的にやろうと思ったらもっと合理的になれる
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方法があるなら、うんと合理的にやったほうがいいのではないかと思うのです。だから、そうやって考え

ないと、もう枠に全部縛られて、議会の枠に縛られてになってしまうでしょう。僕はそこら辺がやはり本

当に議会の目指す姿というのは、政権も変わったし違った形になっていくとしたら、やはり白老独自の議

会活動のあり方何というのは編み出すべきではないかなと。だから、傍聴に来た人に、本会議で発言を認

めることができるか、地方自治法で僕は知らないけど、アメリカの議会に行ったら傍聴者の発言時間ちゃ

んと取るというでしょう、本会議の中で。だから、そんなこと含めていろいろ考えたら、混んだらだめだ

けど、そんなことをうんと考え。法に逸脱していない範囲で、本当に町民が納得できるようなものを考え

ていくべきではないかなと。それが特に１番の部分では、僕はとても大切だなと。従来の延長戦上で物事

考えないということというのは必要ではないかなと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） １つ聞きたいのですけども、要するに年齢度も高くなっていると、我々を含めま

して。定年制というのは、法律でだめだというふうになっているのだけど、法律の壁を破って白老町が例

えば通年議会のようにやることというのは、これは全然だめなものなのですか。 

○委員長（山本浩平君） これは局長に答えていただきます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 正確に答えられるかどうかわかりませんけど、25 歳以上は立候補できると

なっているのです。だから、立候補の権限を定めるということは、条例でも法律に抵触するという最終的

には判断されるのではないかと思いますが。法律は上限がないですから。基本的に首長の３選を禁止する

条例をつくっているところもあるのですけれども禁止ではないのです。努めなければならないという推奨

規定なのです。３選以上立候補しないようにしましょうという、確か条例は。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私は、それは間違いなく100％条例で決めたら裁判でやったら、例えばここに

いる人は申し合わせでいいです。だけど、新しい人が75で立候補したらそれはだめだなんて絶対言えない

ですから。それは裁判やったら100％負ける。だから、ここにいる人は申し合わせやったらいいかもしれな

いですけど、裁判やったら 100％負けるのではないですか。例えばここにいても、75 になったけどそんな

もの関係ないと、裁判やるかと、おれは出ると言ったら間違いなく負けると思います。ただ、申し合わせ

ではできると思います。 

○委員長（山本浩平君） 私は、先ほど副議長がお話されたことなのですけど、歳費、報酬という呼び方

で町民がおかしいのではないかという声はそんなに上がるかなと思うのです。僕は逆にこれだけのことを

やっているし、それぞれの各議員も自信を持って議員活動を今望んでいると思うのです。そういった中で

いくらでもこういう状況だから歳費ですよという言い方できると思いますし、私どもの会派の考えとして

は、歳費にしてさらに政務調査費も。チェック機能を高めようとしているわけですから、本当に真剣に政

務調査をそれぞれ各会派で行くのも１つですし、政策研究会、議員会で何かの団体でやるのも1つですし。

そういった意味で政務調査費もつけるべきだという考えは持っていますので、堂々と歳費にして報酬を上

げるべきだという考えでうちの会派は考えている次第でございます。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 私は報酬を上げないほうがいいとは思ってはいません。上げるべきだとい

うふうになると思います。最終的には。ただ、議論してこれから町民に説明するときに、私たちでさえ議

長が辞書を引いて調べたというくらい歳費と報酬の説明をしたときに、私は日数的なものだとか、もちろ
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ん先陣切ってやっているし、日数的にも個々のものを全部調べて、何を見たって報酬を上げることに異論

を唱えられてもきっと説明できるものがあると私は思っています。ただ、言葉のあやみたいなことだった

と思うのですが、歳費というと年間のもので保障になって、束縛があるからだよと言ってしまうと、では

自由がないという縦分けができなくなるような感じに受け取られる可能性があるのではないかというよう

な気がしたのです。そういう意味です。今後新しい人が広く出てくるためには、私は今のままでは出てこ

れませんから、皆さんが。出てくるためにはどうしたらいいかということは、これからいろんな次々ある

程度話していますので、それはこれからまたそこ機会に応じて合ったことは出していこうと思っています

けども、歳費と報酬の関係ではどういうふうに縦分けしていいのかちょっと悩んだものですから、そうい

った部分でのきっと縛りのほうが強くなってしまうような気がして、同じことの繰り返しになりますけど、

もしかしたら仕事を持っていることがどうなのだろうということにならないかと、理由にならなくなって

しまう気がするのです。そういった部分の縛りが強くなるかなと気がいていたものですから。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 歳費と報酬の関係で、歳費になれば委員長が言ったように、政務調査費とかな

んとか全部ひっくるまさるという具合に解釈していいのですね。報酬の場合だと報酬と政務調査費と分け

てなるけど、そういうのは全部歳費となるとひっくるまってしまうというような形で解釈していいのです

か。 

○委員長（山本浩平君） この点どうですか、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは限定されたものではないと思います。地方歳費というのは現実には

法律上の用語ではないですから、単にその自治体が、議会が選択して使うべきものの言葉だと思っていま

すから、それが調査費であろうが議員報酬であろうが性質は異にするものではないと。ただ狙いとしては、

地方歳費というのは年俸制を強く色濃くするものであろうという判断から行けば、年俸等という範囲の議

論は必要ではないかと。ただ、それがイコール歳費にしたから政務調査費もそこの中に組み込まれている

ということではないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩をいたします。 

休憩 午後 ３時 １２分 

  

再開 午後 ３時 ２０分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。この議員報酬のあり方の論点整理につ

きましては、表にいたしまして、各会派の考え方をまとめてきていただこうというふうに考えております。

今までいろいろ局長のほうからそれぞれあると思いますので、そして参考していただいて必ずしも大学の

先生方の考え方がイコールということではないと思いますので、各会派の考え方、あるいは各議員の考え

方を、無会派の方は表にまとめてきていただいて次回の議運の中で一つ一つ整理をして行きたいと思いま

す。そしてなるべく早い時期に報酬のあり方の論点整理を議運の中で行なっていきたいと、このように思

っておりますので、よろしくお願いいたします。また議運の回数ふえると思いますけども、日程を調整さ

せていただきまして、皆さんにご連絡を申し上げたいと思います。次、３日ですね。そのようなことでお

願いをしたいと思います。その他について、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 参考として資料が３点ほど配布させていただきました。情報提供というこ



40 
 

とですけど、あとで参考に見ていただきたいと思いますけど、１つは登別市議会が議員定数を検討するよ

うに会派会長会議で諮って、議会運営委員会へかけて諮問するという方向です。今、室蘭、伊達、苫小牧

で議員定数の議論が入っているという状況でございました。室民の情報です。それともう１つはインター

ネットの情報でございまして、熊本県の三船町議会が通年議会の導入に向けて、今議会基本条例に盛り込

むという議論がされているというところでございます。あともう１つは昨年度、全国自自治体議会の運営

に関する実態調査ということで、これは朝日新聞と。議会改革フォーラムを中心にやったものですけど、

速報が出ておりますので参考にしていただきたいと。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問ございませんか。登別、さらに減らす予定あるのでしょうか。そんな

ことやられてしまうと困りますよね。これからの我々の議論ですけど。皆さんございませんか。 

  

◎閉会の宣告  

○委員長（山本浩平君） ないようですので、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れ様でござ

いました。 

（午後 ３時 ２４分） 


