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平成２２年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２２年２月３日（水曜日） 

開会 午前 １０時００分    

閉会 午後  ４時４７分 

             

○会議に付した事件 

   １．議長の諮問事項について 

２．議員倫理条例の全面見直しについて 

３．第３次議会改革について 

４．議決事件の追加（地方自治法第 96 条第２項）について 

５．白老町議会行政視察実施要綱の改正について 

６．その他について 

                         

○出席委員（６名） 

委 員 長    山 本 浩 平 君     副委員長    大 渕 紀 夫 君 

委  員    及 川   保 君     委  員    近 藤   守 君 

委  員    土 屋 かづよ 君     委  員    氏 家 裕 治 君 

委員外議員    前 田 博 之 君     委員外議員    吉 田 和 子 君 

議  長    堀 部 登志雄 君 

             

○欠席委員（１名） 

 委  員    西 田 祐 子 君 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

 事 務 局 長              上坊寺 博 之 君 

 書    記              小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） それでは、ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                           

○委員長（山本浩平君） それでは、近藤委員が 10 分ほど遅れるということでございますので、

６番目のその他の事項から入りたいというふうに思います。局長、お願いをいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ３月 15 日から３月会議が入りますが、一応、継続しておりますナ

イター議会ですが、確認の意味で本年も継続する、しないというのを議論いただきたいと思います。

16 日、17 日、夜間議会になっておりまして、代表質問の予定になっております。 

○委員長（山本浩平君） この件について、それぞれの会派の考え方をお尋ねしたいと思いますけ

れども、いかがでございますか。挙手にて発言を。及川委員。 

○委員（及川保君） 清風クラブとしては、今までどおり継続すべきだという考え方ですけども、

これはずっとこういう形でいくという、いくというのではなくて、きちんともう固定化するという

か、そういう考え方に立てないのかどうか。ちょっとそのあたりも若干議論してもらえればありが

たいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 固定化も含めての議論もお願いしたいというお話でございますけども、

まず、それぞれの各会派の考え方をお尋ねしてまいりたいと思います。それでは、共産党さん、い

かがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 従来どおりです。会派の代表質問、夜間議会は従来どおりということ

です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。夜間議会についてはやっぱり必要な部分あると思うの

ですけども、代表質問に限っての夜間議会ということで今までずっと来ていますよね。それで、季

節柄、夜の時間帯の中で来られる方がどれだけいるかということをやっぱり考えなければいけない

のかなと思います。今までの経緯を見ていても、なかなか夜の議会の傍聴者の方はそれほど多くも

ないような気がするのです。夜間議会のやる意義というか、それも含めて時期をずらしてもいいの

であれば、別に代表質問に限ってやることでもないのかなと、何か私はそんな感じがします。足元

の少しよくなったときに。夜間議会のあり方をやっぱりもう１回みんなで議論して、そして、夜で

はないと出られない方もいるということで多分夜間議会というのは始まったような気がしますので、

その辺の意味合いを考えれば、この時期にどうしてもやらなければいけないということでもないよ

うな気が私はしますので、夜間議会を否定するわけではありません。ただ、３月の代表質問に限っ

て夜間議会をやるということについてはもう 1 度皆さんと議論したほうがいいかなと、そう考えま

す。 

○委員長（山本浩平君） 今回の３月会議においてはどうですか。それも含めて、見直しも含めて
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考えたほうがいいということですか。 

○委員（氏家裕治君） それも皆さんと一緒に議論したほうがよろしいかなと。 

○委員長（山本浩平君） 少し議論したほうがいいと。なるほど、わかりました。 

 新風でございますけれども、私どもは、従前から主張していたのが３問方式ではなくて、一問一

答で代表質問も行うべきではないかというのは、改選前の会派のときから主張してきておりました。

その意見としては今でも変わりございません。それで、今回の３月会議においては、従前どおりの

流れでやるものだというふうに頭の中で私どもは考えていたものですから、今回に関してはそのま

まなのだろうなというイメージだったのですけれども、基本的な考えとしては先ほど公明党さんか

ら出たような考え方に私どもは近い考え方を持っておりまして、インターネットで中継するように

なってから非常に傍聴者の数が減っている。減っているというよりも、夜間はインターネットで見

られている方の数が逆にふえているというようなことを考えた場合に、無理に夜間議会をそのまま

続ける意義があるのかどうなのかという考え方を私どもは持っております。３月定例会も昼間に戻

したほうがいいのではないかという基本的な考え方を持っています。ただ、今回のことしの３月に

関しましては、もうそのままの流れでいくものだというふうに思っていたものですから、従前どお

りのやり方で異論はございません。ただ、今後についてはやはり、この議会運営委員会の中で検討

を重ねていくべきではないのかなという考え方でございます。 

 近藤委員が来られてから新政クラブの考え方をお尋ねしたいと思いますけども、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） 私も今までの流れを見れば、やっぱり傍聴に来られている人がほと

んど夜間議会にありませんので、そこまで余り、もう役目は終わったのかなと思いますし、やっぱ

り今、委員長からもお話ありましたように、インターネットを見ている人かなり多いのです。こち

らのほうを改善、アクセスとかこういうことを逆に改善してほしいなと思うのですけども、やっぱ

り今、氏家委員からもあったように、今回も入れるかどうか別にしても見直しはすべきだと思いま

す。 

 それと、やはり夜やる、やらないかも含めて、今言ったように、時間的な問題があるのです。だ

から、３問で終わるのか。３問で終わるにしてもやっぱり２時間で上げてしまうということですか

ら、どうしてもみんな１時間の中で代表質問終わってしまうから、本当に効果あるのかどうかとい

う部分あると思うのです。仮に３問でもいいから、そういう時間制限される中である程度やりとり

できるような時間であれば、やっぱり日中でも時間ある程度やるべきだと思うし、僕はやっぱり一

般質問と同じように代表質問も一問一答でやるべきだと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 若干、意見が分かれるところでございますけども、補足というか、今ま

で皆様方の各会派の意見を伺った中でさらにご意見があれば、どうぞ。共産党さん、いかがですか。

何か主張点があれば。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私が従来どおりといったのは、今３月議会については従来

どおりという意味で、改善すべき点はあると思います。ただ、我々が思っているのは、どこかでや
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っぱり傍聴者が少なくても夜間議会はやったほうがいいのではないかと。夜間議会だからアクセス

が多いということも考えられると思うのです。そこのところが検証されて、昼間やっても、夜間や

っても同じですということであれば、それはまた考え直さなければいけませんけれども、現段階で

は、私は夜間議会というのは必要だろうなと思います。 

 もう１つは、時間の問題なのです。これがやっぱり一番大きいと思うのです。制限されるという

のはある意味、町民の皆さんとの関係でいえば、そういうテクニックで議論を行えるような議会も

あってもいいとは思うけれども、ただ、言い尽くせないというのはやっぱり、まして、代表質問の

場合はちょっとまずいかなと。一問一答であろうと、一括質疑方式であろうと、やっぱり言い尽く

せないというのはちょっと、そこはどういう方法があるかわからないけど改善すべきだろうなとい

うふうには思っております。夜間議会はできれば、夜のアクセスというのと、昼のアクセスという

のは調べられないから何とも言えないのだけども、夜だから聞いているという人がいるのではない

のかなというふうにちょっと思うものだから。うちの場合、昼間やって、夜アクセスできないでし

ょう、現実的には。リアルタイムしかないから。だから、夜やるのはそれなりにインパクトがある

のではないかというふうに感じております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、今までの議論を伺った中で何かあれば、どうぞ。 

○委員（及川保君） 冒頭に提起させていただいたのは、公明党さん、それから、新風さん、今、

日本共産党さん、おっしゃっていましたけども、あり方も含めてやっぱりきちんと固定、中途半端

に毎回毎回継続するのかしないのかというやり方をするよりも、きちんともうどうするということ

を決めたほうがいいなというふうには、もうそういう時期だなというふうに私はとらえたものです

から提起させていただいたのですけども、うちの会派としてはやっぱり皆さんが今、議論していた

ように時期をずらすのだとか、時間、細かいことを言ったらいっぱいあるのです、改善すべきとこ

ろが。だから、このナイター議会というのは、私は町民の一人一人の声を大事にしようという考え

方に立つのであれば、やっぱりこれは大事なことだなと。１つの方法でもあるのは否定するのでは

なくて、清風としてはそういう考えでいきたいなというふうに思っています。継続すべきだなと。 

○委員長（山本浩平君） 継続すべきという考え方ですね。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。まず、ナイター議会のことについては、今回の３月議会も含め

てという話で先ほど委員長のほうから。私もそのとおりですという話はしましたけども。まず、今

回の３月議会については、多分そういった流れできていると思うのです。広報にももう載せていま

せんでしたか。広報に出ているということであれば、それは今、そこで議論する話ではないでしょ

う。ただし、夜間議会のあり方についてはやはり今一度、もう一度議運の中でもんで、やっぱり考

えなければいけない部分だろうなと。僕は必要だと思います。ただ、インターネットという話が今、

出ていますけども、インターネットを見られている方が実際白老町にどれだけいるのか。全国の中

で考えれば、確かにたくさんの方々がいらっしゃるのかも知れないけども、白老町の中でどれだけ

の方々が傍聴されているのかなと考えたときに、やっぱり足を運んで来られる方だとか、議会広報

を見てそういったものを知るということしかできない方々が数多くいるような気がします。そのた
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めにも仕事の時間帯、昼間の時間帯を避けた夜の議会というのもやっぱり設けておくべきだろうな

と思いますので、それについては今後の議論でもう一度ナイター議会については皆さんと一緒に議

論しなければいけない問題だろうなと思います。 

 それから、質疑方式については、私たちは前にも言っていたと思うのですけども、確かに一問一

答のように深いところまで聞くこと、質問できないことだとか、答えがもらえないこともあるかも

しれない。でも、代表質問という１つのテーマを持って、質問にもし立つのであれば、その中でし

っかり、あくまで代表質問というのはまちの方向性だとかいろいろな大きな枠の中でとらえられて

いくものではないのかなと私は考えています。そうであれば、やっぱり一括質疑方式の中で３問３

答、そういった形の中で質問する趣旨を明確にして、そして、しっかりとした答えをもらっていく

という形のほうが聞く側にとってはわかりやすいのではないのかなと。代表質問というのは、僕は

そういうものではないのかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） それでは、まず、今定例会はどうしますかというところだけをきょうは

話し合いたいと思います。先ほどちょっと中間でお話ございましたけれども、もう既に広報でも載

せているということでございます。それを今、やめましょうということにはならないと思うのです。

皆さん、その件についてはよろしいですね。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 今定例会については今までどおりと。 

 それと、一問一答か、一括かということに関しても、これもちょっと議論がいろいろ分かれると

ころでございますので、これも今後の検討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） ちなみに各会派、近藤委員、意見が今、分かれるところなのです。ナイ

ターそのまま継続するか、それとも、ナイターはいらないのではないかという会派と、約半々ぐら

いに分かれて、無会派の方の意見もナイター議会の役目がもう終わったのではないかというお話も

ございました。意見がちょうど半分ぐらいに何となく分かれているのかなというところなのですけ

ども、新政クラブさんとしての考え方は現時点ではいかがでしょうか。近藤委員。 

○委員（近藤守君） ナイター議会は従来どおり継続していいかなというふうに思っています。今

後については検討する余地があります。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。それでは、皆さん、今定例会におかれましては、今まで

どおり中身についてもそのままやるということでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 時間配分等の変更はできます。これについてはいかがですか。今までど

おりでよろしいですか。例えば、もっと深くやるのであれば、日程を１日、２日多くしなければな

らないと思うのです。そういった意見も多少出ていましたので。今定例会においては従来どおり行

って、今回やってみて、議運の中で具体的に来年からはどうするかということも含めて議論すると

いうことでよろしいですか。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、そのようなことでございます。局長、その他のその他という

のは何かあるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特に今のところないです。 

○委員長（山本浩平君） 特にないですね。 

 それでは、５番目の白老町議会行政視察実施要綱の改正について。これは持ち帰り協議というこ

とになっておりましたけれども、どちらの会派からでも結構出ございます。協議された結果を報告

していただければと思います。局長からどうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） ５番目のものは、前回、旅費が個人に８万円をいただけたというこ

とで、１回お持ち帰りするということで事務局から要綱案を出させてもらっていますけど、それを

検討するということで持ち帰っているはずです。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） この８万円の件なのですけれども、これはしっかりと研修費としていた

だくと。そのかわりに、１と２の東京以南とか東京以北の視察のどちらか１つを削減するというよ

うなことになりました。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 清風クラブですけども、新たに議員政務研修、このことについては議論した

のですが、この厳しい財政状況の中でまた新たに研修視察という、旅費ですよね、これは。だから、

やっぱりどうしても視察ということになるのですけども、もともとあります視察研修をきちんとし

た中でやれば、新たにまた。個々の研修もできるのですけども、そういった状況と、さらには、こ

の厳しい財政状況の中でなかなか、また新たにこういったことがなされるということはどういうこ

とだということで、これはちょっと、このことについては厳しいなと、反対だという立場に決定を

いたしました。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、どうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。要綱に中に盛り込まれていました東京以南・以北というのがあ

りました。各常任委員会での視察の東京以南・以北という、あの要綱部分は外したほうがいいよう

な気がします。やはり必要に応じて、常任委員会としての視察を行うとすれば、東京以南だとか以

北にとらわれずに必要な視察を行うと。それを町民に還元するのが我々議会の、議員としての役割

でしょうと、そういうふうに考えます。それで、今回の町長からの調査費の８万円。これについて

は、私は、確かに財政状況が今、白老町は厳しいです。厳しいけど、我々が議会に議員としている

意味というのは、このまちをしっかりいい方向に向かっていくために、やっぱり一条を成していか

なければいけないということを考えれば、町民のために役に立てる、そういった政策だとか、いろ

いろな町民生活にかかわっていく部分で反映させる、そういった調査費に使っていけるものである

と私たちは認識します。そうでありますから、これについては先回も申し上げましたけども、町民

に対して議会議員としての役割をしっかり果たしていくための調査費としていただけるのであれば、
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今回はそれを受けるべきだと思います。決して、それで遊んでくるわけではありませんので。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） 近藤です。１つ確認したいのですけども、この５番の案件は例の８万円の旅

費の問題と、それから、委員会で行く行政視察とありますね、それと両方一緒なのですか。 

○委員長（山本浩平君） 一緒ではないのですけれども、これを採用するのであれば、１つ遠慮し

たほうがいいという意見もあるのです。 

○委員（近藤守君） わかりました。今回の視察研修につきましては、やはりやるべきだとこのよ

うに思っております。やはり今、公明党さんがおっしゃったように、それを見てきたことによって、

それが町民に返すということはやっぱり議員として大事なことでありますから。以前にも病院の問

題で大変批判を受けてやりましたけども、それは結局いい結果につながったというあれもあります

ので、これは賛成いたします。８万円の件についてはです。 

 それと、行政視察のほうの東京以南・以北につきましては撤廃してもいいのかなというふうに思

っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 新風でございます。私どもの考え方といたしましては、議員としてやは

り見聞を広めるということはもっとも重要なことであると思います。今、世の中が変わったもので

すから、以前は海外視察等々もこの議会でも昔はあったやに聞いています。そういったことも、今

の世の中の変化によって、例えば道議会だとかそういうところでさえ削られていくような方向です

からやむを得ない部分もあるのですけども、本来であれば、やはり見聞を広めるということは大切

なことでありまして、町民の代表として行政の監視あるいはこれから政策を提言していこうではな

いかということでございますので、やはり地元だけしか知らないという状況ではだめだと思います。

本やニュースを見るだけではなかなか見聞は広まらない。実際にやはり足を運んで、その実態を調

査する、こういうことは本当に必要なことだと思いますので、せっかく議長の思いの中で町長と掛

け合って、このようなことをやっていただいたわけですから、大いにこれは使わせていただきたい

なとこういう考え方でございます。そして、従来の常任委員会の視察等々もそれによって減らすべ

きだとか、財政がこうだからやめるべきだとか、こういうことは私どもの会派としては全く考える

必要ないという考えでございます。 

 それと、東京以北とか以南とかそういうような話に関しましては、必要があれば必要な所に行く

べきだと思いますので、これはやはりそういう形での区別というか、分け方は撤廃したほうがいい

のかなというふうに思います。公明党さんと同じ意見でございます。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） 今ありましたので発言させていただきますけども、３点あります。

まず、結論から申しますと、私はこの件については限りなく消極的だという考えです。それで、１

つとして、額の大小は別にしても、今ここで自分たちのかかわる個別の経費について事前に協議し 

ています。私は、この中で議会としての方向性を見出すことについては、議論は必要だと思います

けども、この場で議運として、あるいは議会としてどうかという結論は導くべきではないと思いま
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す。なぜかと言ったら、皆さんご承知だと思いますけども、予算の編成や提案権は町長にあるので

す。たとえ議長と町長と話をしたとしても。僕は、予算は町民の生活に直結したり暮らしを左右す

るものなのです。これはわかると思いますけども。これは議員研修のこの部分にだけついても、私

は全体の町長の執行方針や全体の予算を見て、その中でこの研修費どうあるかということを明らか

にさせていただきます。ですから、審議の中で。だから、僕は消極的だと言っています。 

 もう１つは、私の考えですけど、１月６日に議員報酬の引き上げについて、実施見合わせるとい

う中間報告したばかりなのです。その理由は皆さんご存知だから言いませんけども、僕は、議員報

酬は引き上げるべきではないと一貫して主張してきていますので、この件についても大体そのとき

主張したような考えと同じなのです。ですから、この研修旅費の取り扱いは慎重に私はすべきだと

思っています。 

 それと、もう１つは、この研修は必要だと思いますけども、今、皆さんの中に出ましたけども、

まち全体が閉塞感にある中で町民の厳しい暮らしや職員の置かれている環境を考えたときに、町長

が 120 万円あるから行っておいでといって、我々議員個々の資質向上、現状において本当に全体の

予算見ない中で先にここでいいよと、計上してくださいということになれるのかどうかということ、

僕ちょっと疑問に感じているのです。 

 それと、どうしても議員研修、この政務研修的な内容、旅費を必要とするのであれば、この前資

料をいただいた１つのルール、４年間の中に東京以南・以北、これを合わせると視察旅費の支給基

準の範囲、この資料を見ると 24 万 8,000 円あるのです。僕はこの中で工夫して、本当に今、個々が

必要であれば、その中を運用した中でやるべきではないかなとこう私は思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。さて、皆さんどうしますか。これもなかなか意

見が分かれているところであると思いますけども。及川委員。 

○委員（及川保君） 今、いみじくも前田委員外議員のほうから出されたのですけども、これは町

長が提案を今回されますよね。提案するというか、予算の中に入れたいということですよね。これ

はここで反対だからやめるとかそんなことになりますか。 

○委員長（山本浩平君） ならないと思います。 

○委員（及川保君） なりませんよね。各会派の考え方だけど今回・・・。 

○委員長（山本浩平君） 議会費としての中に含まられるわけでしょう。そういうことですよね。

議会費として計上されると思います。 

○委員（及川保君） そうすると、議会費の中だから、こういう細かな部分は出てこない。 

○委員外議員（前田博之君） いや、それは質問できる、町長に対して。 

○委員（及川保君） 質問はできるけども、細部の中で出てこない部分なのかな。旅費としては出

ますけども。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 予算の計上の仕方がわかりませんけど、具体的に載るか、載らない

かは財政サイドの予算のつくり方なので、多分、従来からいったら、一緒くたで研修旅費とは載っ
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てこないはずですから、総額で 400 万円、500 万円と出てくると思います。 

○委員（及川保君） そういう形で出るのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうだと思います。断定はできませんけども。基本的には、おっし

ゃられたとおり、予算はもう既についておりますので、３月議会の審議に上がると思います。です

から、そこで採決して、全体予算が通れば通るし、修正がなされなければ通ると思います。ただし、

事務局が提案したのは、その後執行するか、執行しないかというのは個々の議員にゆだねられたも

のですから、８万円は。だから、使いたいという人もいますし、使わないという人もおります。こ

れは現実的だと思います。使わない人は余るだけですから、当然。ただ、事務局としては一番心配

するのは、要綱つくるというのは、やっぱり今までは委員会ですから、委員会は委員長が議会の中

に報告されているということで町民の説明責任というのは果たされるわけですけど、個人が行くと

いうことになれば、今そういう機会というのは与えられないのです。ですから、その辺をやっぱり

町民の方に理解を求めるために、やっぱり説明責任という形で行った結果を表さなければならない

と、事務局としてはそういう思いなのです。ですから、いずれにしても要綱でその部分を確保する

必要があるのではないかと。従来持っているのです、この要綱は。それを修正するということなの

です。ですから、使う、使わないという議論も最終的にいってしまうのですけど、やっぱりそこを

担保しておかないと、いずれ予算、４月からつきますから、修正して減額しない限りは、使いたい

という方はお使いになるでしょうし、使わないという方はお使いにならないでしょうから。ただ、

それで説明責任としてはいいのでしょうかという投げかけなのです。ですから、前回、案を出させ

ていただいたのは、ちょっともう１回後説明しますと・・・。 

○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） 要綱云々はいいのですけど、その前に私、先ほど言いましたけども、

予算通る、通らない別にしても、これは誤解されたら困りますけども、私は予算のつくり方、どう

いうような形で予算の説明何かにこういう議員研修旅費として 120 万円出るのか、あるいは研修旅

費と一遍に出るのかわかりませんけども、提案権は町長にありますから、その辺の町長のものの考

え方はちゃんと私は、たとえ議会費であっても私の考えている質問だけはちゃんとさせてもらいま

すから、その辺だけ。後の進め方は別にして、変に誤解されたら困りますのでそれだけはちゃんと

私は言っておきます。 

○委員長（山本浩平君） それは構わないのではないのですか、普通に。 

○委員外議員（前田博之君） だから、それだけは理解しておいてください。 

○委員長（山本浩平君） ここで今、議論したから質問できないということにはなりませんから。

それは問題ないのではないでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 問題ではなくて、ある程度合意したのに何で議場でああいう質問す

るのだとされたら困りますので、事前にちゃんと言っておきますということです。それだけ理解し

ておいてください。 

○委員長（山本浩平君） 議長、何かありますか。皆さん、いろいろな意見出たのですけども。 
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○議長（堀部登志雄君） 議会として話をしてつけていただいたという中だから、別に質問してい

いとか、悪いとかということではないけど、それだけ何となく引っかかるような感じ。議長がやっ

たのだから、議会としてはいいのだという形にはなるのかな。今、前田委員外議員の話なのだけど

も。 

○委員長（山本浩平君） 前回、１回議運の中でこういうものをもんでもらいたかったと私お話し

たと思うのですけど、今やはりこうやってこのことをやってみたら反対意見も、財政上の問題で反

対だという会派も出てきました。こういった中でやっぱり、こういったことになりかねないなとい

う気も私したのです、前回。それで実はそういうことを申し上げたつもりだったのですけども。議

会全体が望んでいないのに何なのだとか、極端な言い方をするとです。あるいは、行く会派、行か

ない会派、あとは行く個人、行かない個人ですよね。それぞれの政治活動の中でこういう理由で私

は行かなかったのだと、私の会派はこういうことで町民の生活第一だとこういう考え方で行かなか

ったのだと、こういうことも考えられます。ですから、やっぱり本来であれば、議会全体で１回も

んだ上で足並みそろえてやれれば一番よかったのかなとちょっと考えるところはあるのです、そう

いうふうになってくると。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。先ほど、うちの土屋が言いましたように、例えば、今ここ

に書いている文章でいうからあれだけど、以南・以北というのは僕も同じ意見です。それで、以南

をやめれば、まず２年分無くなるのです。大体改選の前と改選のすぐに行くかどうか。それは行く

というところもあるかもしれません。行く、行かないは各個々の問題です。 

 それで、もう１つは、私は会派での視察というのは、私は必要だと思っています。会派でいろい

ろな政策研究を行うわけですから、そこで先進地視察というのは、私は極めて有効な部分だと。だ

から、申しましたように、これの以南なら以南をやめればそうなるわけです。あとは、私たちは例

えば必要以外なものは行かないと。行く、行かないは自分たちの考えですから。ですから、どうい

うふうに受けとめるかという、受けとめ方の問題だと思うのです。どういうふうに運用するか、受

けとめるか。つけばいい、行けばいいというものではないと思います。ただ、議員活動として深め

るときに、例えば会派で、今、安定化計画たまたま白老で入りましたよね。５つぐらい減ったでし

ょう、北海道で。だけど、白老町は以前医療費高いのです。これは本当になぜなのかというような

ことで会派でやったり、我々は会派で勉強やったり、一般質問で取り上げたりします。そういうも

のを本当に会派で見に行くとしたら、私は必要な部分だとはっきり思います。インターネットで取

れるかもしれないけれども、行って話聞くというのは一番いいわけですから。ですから、私はこの

使い方の問題で、常任委員会のものを全部やめるとは言わなかったのはいろいろ議論あって、私は

全部やめたほうがいいのではないかという意見なのだけど、いろいろあって１つは残したほうがい

いのではないかということになったから。我々の中にも今の財政の中でそんなものいらないという

人もいれば、いろいろな人がいるのです。だけど、総体的に議会がこれからどんな役割を果たすの

か、議員がどんな政策的な見地でこれから活動していくのかというときに、当然、無駄なお金は使

ってはいけませんから、そこは十分考慮するし、以外によくなるか、そういうふうに分けること自
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体が大体おかしい。そのとおりだと思うのです。だから、そういう中で、それでは、この９万 2,000

円だって削れないのかといったら、今回行かなかったわけでしょう。今期、行かなかったのです。

だけど、行かないのが全部いいかといったら、そんなわけでもないのです。本当に議員として学ば

なければいけないこと、資質を上げなければいけないことあるわけですから、町民が納得できる形

をどうやってつくるかということだと、結論的には、我々はそうなったのです。ですから、この東

京以南といわれている部分を削れば、２年分はそれでとんとんと。一般的にいえば、本当に最後の

年に行くのがベターかどうかということを考えたり、全額使うかどうかもわからない、半分しか使

わないかもしれないということになっていくわけですから、私はそういう中できちんと報告をする、

そして、会派で学べる旅費というのは、私は必要だと。これは市でも、会派のある町村でも、会派

で取っていないというところはないと思います。政務調査費になっているのでしょうけど。うちの

場合は政務調査費ではなくて、旅費にしか使えませんから。だから、私はそういう運用に仕方が十

分可能ではないのかなというふうに思っていると。ですから、トータル的に 15 万 6,000 円プラス９

万 4,000 円で 24 万円。それ以内に我々は抑えるという、基本的にはそういう考え方ですから、もと

もと。ですから、先ほどからそうやって言っているのです。ですから、運用に仕方でいろいろでき

るということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 議長と町長の話で８万円というのもついたのですが。そもそも、やっぱ

り私としては、財政的にはいろいろ白老町も今、厳しい財政状況の中ですけども、議員の皆さんが

いろいろな面で資質を高めて、いろいろな研究をしていただきたいと。その今までの予算をさらに

充実してふやして。いや、金が無いからどこも行けなかったとか、今の財政だからどこも行けない

のだというようなことではなくて、やはり議員は議員として役割あるわけですから、そういう面で

そういう活動を広く、委員会だけではなく会派でも個人でも十分勉強していただける予算をふやす

ようにしたと。基本的にはそこだけですから、あと、それをどう使うかというのは、我々が町民に

対して、きちんとその成果が生きるような形でこういう勉強をしてきましたとか、これをこういう

形で生かしますというような形できちんとそれを担保しておけば、これはそれでいいのではないか

ということでございますので、特にこれをこう使わなくてはだめ、ああ使わなくてはだめというこ

とでは。その辺はこの要綱や何かをきちんと定めて、それを活用していただければという思いだけ

ですので、ひとつその辺でご理解をいただければなというぐあいに思います。特に大意は全くござ

いませんので。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党、氏家です。僕も余り長い時間、ここで議論する話でもないかなと

思っています。今、議長言われたとおり、要綱の中でしっかり定めた中で、今回、予算化されるで

あろう１人当たり８万円という旅費については、行った結果をちゃんと報告し、それを何らかの自

分たちの議員活動の中で町民に還元していけるような体制をつくっていくと。資質を高めていく中

で還元していくという形のあり方がやっぱりいいと思います。そして、常任委員会の視察について
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は、大渕副委員長からも話ありましたけども、僕は、これはやはり、２回から１回にすることがい

いのかどうなのかということは別にして、今までどおりの予算は残しておくべきだと。というのは、

僕はこれからの常任委員会のあり方というのはすごく大事になってくると僕は思います。個々の活

動も確かに大事。この個々の活動については今回、町長からのそういった提案の中で予算化される

ということは、僕は大いに歓迎します。この常任委員会の視察についても、これから政策研究等々

のいろいろな重要な課題がここに僕はあると思うのです、各常任委員会の中に。ですから、この常

任委員会のあり方や何かも、これからもまた議論していかなければいけないのかもしれないけども、

この１期２回の視察の部分の予算については、先ほどの東京以北・以南というのは撤廃すべきでし

ょうと、でも、必要に応じて行けるような体制だけはやっぱりつくっておくべきだろうなと思いま

す。私たちはそう思います。 

○委員長（山本浩平君） 新風としても、今、氏家委員のおっしゃったのと全く同じ意見でござい

ます。新政クラブさん、どうですか。 

○委員（近藤守君） 私も大賛成です。報酬アップについては、なかなか町民を納得させるわけに

はいかないですけども、この部分の研修のための旅費というのは、理解を持って説得できるという

ふうに、町民も納得するとこんなふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） その辺のお話、今、伺ったのだけど、無会派の前田委員外議員から、こ

のことについて質問、予算委員会、一般質問か何かそれはわかりませんけど、そういう質問をする

ことについてどうなのだということで今、そこのところをいっているのですね。 

○委員長（山本浩平君） いえ、違います。どうなのだというのではなくて、それは前田委員外議

員が別にいい、悪いではなくて、皆さん、覚えておいてくださいというようなことです、先ほど。

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） そういうものについて、視察するのかどうかということについては

いいと、議論するのは。だけど、今、120 万円をここだけで議会としていいということが決まるこ

とが、皆さんは主役だからこれは別として、私は、全体の予算が何も見えない中に、自分たちの 120

万円をここで決めて、議場に上げて、議会で決まったからいいということになるのかということな

のです。私はやっぱり全体の予算の中で本当に 120 万円が町民の暮らしを考えたときに、別なとこ

ろに回す予算がつくれなかったとか、そういうこと。私はそして、この予算については先ほども言

ったように、大渕副委員長も言っていますが、私はどうしても必要であれば、先ほども言っている

ように全体の中で工夫できないかということを言っているのです。そして、今、近藤委員おっしゃ

いましたけど、議員報酬は時期尚早だと。だけど、この部分は、政務研修旅費は認めてくれるだろ

うといいますけど、それはいろいろな見解ありますけど、私はそういう考えで思っていませんから。

１月６日に中間報告したばかりに、３月に 120 万円を別に旅費をつけて行きますだったら、いろい

ろ言葉を選ばなければいけないから言いませんけども、今、自分たちの報酬を上げないと言ったば

かりなのに、今度、旅費上げてくるのかと。根拠は同じです、私、言っているのは。だから、全体
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の予算を見た中で私は判断させてもらいますと。たとえ町長が議長とどういう話かは聞いています

けども、提案権は町長ですから、議員に研修行ってくださいと、それでは、私はその辺の予算づけ

した考え方とか、今言った全体の中でどうだったのですかと。その中で私は、町民の目線から見る、

あるいは私とすれば、この 120 万円ではなくて、今はもっと大変なところありますと、こういうと

ころに予算つけられなかったのかと、そういうことを私はちゃんとただそうと思っていますという

ことです。提案権は議長ではないですから、町長ですから、あくまでも。たとえ議会費であっても。

トータル的にしないで、町民見たときに、自分のところで素通りして、後から見たときに多いとな

ったらどうですかと。やっぱり私は、否定しないけど本当に必要であれば、今、与えられた予算の

中で工夫できませんかといっているのです。運用したらどうですかということです。僕は、皆さん

せっかく議論して、本会議行って、何だと言われたら困るから。いや、言われてもいいのだけど。

私はちゃんと議員の立場として、トータルな予算を見た中でこれがどうあるべきかということを問

いただして見ますということを言っているだけですから変に思わないでくださいということです。

あと皆さん、そういう考えでいいのではないですか、それは。 

○委員長（山本浩平君） この５番目の内容については、実施要綱の改正について持ち帰りという

ことなのですけども、これ自体が賛成できないという会派が１会派ございます。ですから、どうし

ますか。この内容そのものについては皆さんどうなのですか。東京以南だとか以北だとかというこ

とについてはいろいろあったようですけども、全体のところについては問題ない。これには書いて

いませんね、実施要綱そのものには。基準にはないです。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、私はやっぱり、こういう問題はもちろん、今、議論さ

れているように町長が提案すること、してくることなのだけれども、議会のことなのです。ですか

ら、意志を統一しなさいとかそんなことではなくて、私は詰められるだけ詰めていくことが、結論

を出すとかではなくて、詰められるだけ詰めていくべきことだと思うのです。そうでないと、議員

の果たす役割と議会の果たす役割って、今、勉強していることが一体どうなっていくのかと思うの

です。本当に議会が今、力を持つ、自由の討議の意味というのは、２つの機関が機関競争主義を働

かせて頑張ろうというわけでしょう。その１つの機関が議会なのです。議会が自らの研修に対して、

議員の自らの研修に対して意見が違うとしたならば、本当に自由討議の中で一致していけるものな

のかどうか。そこに議会のあり方の問題が。そういうふうに言った人がいいとか、悪いとか、そん

なことではなくて、一致できないことが、進んでいくということが本当にそれで議会改革がなし遂

げられていくのだろうかなと私は疑問に思うのです。ですから、自由討議というのはこういうこと

をうんと議論して、どこで一致できるかということを見つけ出していく中身のものだと思うのです。

それで、これはどうしても見つけ出せない場合もあるでしょうけれども、私はそういうこと本当に

もっともっと詰めていくべきではないのかな、議論をして詰めていくべきではないのかなというふ

うに強く感じています。ですから、運用方法によって私はいろいろやろうと思ったらできることっ

てあるのです。例えば、会派だけで考えたら、それでは、今、言われている、言葉これから使わな

いということなのだけど、東京以南の視察には、我々は参加しませんと。それで、８万円も２回し
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か使いませんと。そのことを町民にアピールすることはできます、私は。やろうと思ったら。ほか

の人は行きましたと。だけど、私たちはそういうことで町民のためですから行きませんとアピール

することが、日本共産党だけがそういう立場を取っていますということがいいかどうかということ

になるでしょう、議会として見たときに。私が言っているのです。私たちはそういう考え方なので

す。だけど、本当に議会のことを考えたら、これからの、皆さん方、今、言っている、報酬もこれ

からはどうなるのだろう。本当に今のままでいったら足りないのではないか。今の活動量からいっ

たら少ないのではないか。しかし、今の状況からいったら上げることができないということなので

しょう。そうしたら、そういうことを本当にもっともっと議論して詰めて、ここの議会が一致して

いけるようなものにしていかないと。意見違うというのはいいのです。何ぼ違ってもいいのです。

だけど、その最大公約数から最小公倍数へずっと意見を一致させていくというのは、私は今の機関

競争主義であり、自由討議の本来の考え方ではないかと思っているのです。ですから、早急に結論

出さないで、なるべく一致できる・・・。前田委員外議員の言っていることもよくわかります。た

だ、町長がいいとか、悪いとか、そんなことではないと思うのです。つけてくれたからいいとか、

つけないから悪いとかそんなことではないのです。だけど、少なくても議会がもっと研修して勉強

してくださいと言っていることは確かなのです、そこは。そうでないと思っていたら別だけど、僕

はそう思っているから。だから、そういうことをもっといろいろな形で議論していく、シティー・

マネージャー制ではなくて、うちは二元代表制なのだから、やっぱりそういうところを、逆に言う

と、会派で何ぼ行きたくても今は行けないのです。自分たちで行けということでしょう。我々、自

分たちで行っています。札幌でもどこでも研修に行っています、会派で。だけど、それが会派とし

て動けるというのは、会派構成をしているときは、僕は有効だなと思っていますから、例えば１万

円で日帰りで北海道何回も行けるというほうが僕はすごく嬉しいなと思っていますから。だから、

そういうことで本当にそこら辺まで議論をしていったほうがいいような気がするのだけど、私は。

そう思っています。今、議論している中身というのは、議会がどうあるべきか、議員がどうあるべ

きかというのはそういうことを議論しているのではないかと私は思っていますので、そこら辺で余

り早急に結論を出さないでいったほうがいいのではないかなと。ただ、町は予算つけてきたから、

出てくることは出てくるけど。 

○委員長（山本浩平君） 局長、早急たって３月議会にこれ出てくるわけですよね。ですから、や

っぱり一定の方向性というのか、実施要綱みたいなものは必要になってきますよね、２月中には。

局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは使うための根拠づけといったら変だけど、根拠づけですから

４月以降でも構わないのです。ただ、前提としては行きたいという方もあられて、行かないという

のかわかりませんけど反対だという方もおられて。ただ、先ほども言ったように、個人が行くとい

うことになるので、今までは委員会ですから、町民に説明責任という場がありましたけど、多分そ

れはやるまでには議論してもらって担保していく必要があるのではないかなと。というのは、事務

局の耳に入っているのは、前の病院の視察行ったときも報道機関でとらえられましたから、実際の
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その部分の電話は入っているのです、結構。ただ、あのときは報告会とか町民も来てもいいですと

いう部分で説明責任果たしましたけど、そういう部分もあるのでやっぱり議員さんはこういうふう

にやっていて、きちんと役割果たしていますという部分はやれるような仕組みはとっておいたほう

がいいのではないかなと思っています。ただ、書いていますとおり、これはもう既にあるのです、

今、要綱は。要綱があって、個人の部分を入れたのと、報告義務というのは議会改革でもやると決

まっていますから、それをきちんと明記しただけなのです。以上です。ですから、３月まで焦らな

くてもいいかもしれませんけど、行くまではやっぱりきちんとしたほうがいいのではないかなと思

います。 

○委員長（山本浩平君） 次回、16 日に議運がございます。そのときまでに議論をもう一度各会派

で深めていただいて、もう一度議論するということでどうですか、皆さん。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは多分、考え方、運用の仕方について、賛成、反対に分かれている部

分です。ですから、それについて会派に持ち帰って、それをみんなからこういう意見出ているけど

もどうだといって、やっぱり反対だ、やっぱり賛成だという話になるのか。それはわからないけど

も、とりあえずは今、全体の。でも、前回出ていた話と大して変わらないような気も僕はするので

す。だから、これがまた持ち帰ってどうなのかというのはわからないけども、今、大渕副委員長が

言われたとおり、議会としての問題だと僕は思います。前田委員外議員の言われていることは本当

によくわかるのだけど、ただ、これは各常任委員会の視察に関しての話とまた別の話ですから。使

う、使わないは、何のために使うのかということを考えて。これだけ今、目まぐるしく世の中が動

いている中で僕たちが本当にそういったものを真剣に町民に還元するためのそういった作業として

使えるものであれば、使う、使わないというのは各個々の、また、会派の考え方によるのではない

かなと僕は思いますので。使って何もならなかったら、結局は、それは町民からたたかれることに

なるでしょうし、別にそれは個々の責任、会派の責任の中で補っていけばいいことなのではないか

と僕は単純にそういうふうに思うのです。だから、町長がどういった思いでつけてくれるのかとい

うのは、多分、やっぱり勉強してくださいということなのでしょうから、それに対して質疑する、

しないという部分については、それはそれでいいと僕は思います。これまた会派に持ち帰って、16

日の議運がありますからそれはそれでいいのだけども、余り代わり映えしないような気もするので

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） 今、要綱の話に行っているのですけども、町長がつけたとかではな

くて、今、２月３日ですから、予算計上、正直な話、技術的なことをすれば経常費ですから、つけ

ないとなれば落とせます。それだけの話なのだけど。そういうことをできるかは別として。ただ、

今、言ったように、この 120 万円を政務研修費として新たに、今、予算計上している東京以南以外

にちゃんとつけるのか。今、私もそうですし、共産党のほうからも出ていますけども、15 万 6,000

円というのか、今、上がっている予算の中でこの思いを入れて運用するのかというほうに整理して

いかないと、要綱の話ではなくて。だから、120 万円も新たな予算計上として、新たな研修事業費
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としてつけるのですという方向で、この中では大方の意見でいくのか。あるいは、今、規定の予算

の 15 万 6,000 円の中でいろいろな分け方があると思うのだけど、そういう使い方をするのか、その

辺の整理ではないのかなと私、思っているのです。実施要綱なんて、予算ついてからいくらだって

つくれるのです。だから、120 万円新たにつけていくことを議会としてもよしとするのか、今こう

いう状況だから、15 万 6,000 円の中で運用しましょうとするのか、そちらの整理だと思うのですけ

どいかがでしょうか。私の考えは、そういう運用をするのなら運用したほうがいいのではないかと

言う考えは持っていますけど、それ以上に 120 万円、140 万円つけるのはどうかという考えですか

ら。今の流れからいけば、どちらかに分けて整理していかなければだめではないかと思うのですけ

どいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今の話というのは、常任委員会で持っている予算を個々で使え

という話なのですか。120 万円の今の予算に振りかえて使えという話なのでしょうか。それであれ

ば、私はちょっと話が違うのだろうなと。僕は全然違う話だと思います。それに対しての話、議論

をここでするような話ではないと思いますので。あくまで今回のものは個々、それから、会派。だ

から、先ほども言いましたけども、常任委員会の役割というのは、僕はこれから段々大切になって

くるだろうと。政策研究会が今、政策研究会として立ち上がって動くかもしれないけども、それは

今後の各常任委員会の資質を高めていく前提だと僕は考えていますから。僕は常任委員会の役割と

いうのはすごく大きい、これからはどんどん大きくなっていくものだろうなと思います。そのため

には、その経費を個々に振り分けるだとか、会派に。それは個々の会派の、または、個々の個人の、

議員の資質は確かに高まるかもしれないけども、それと委員会活動とを一緒くたにしてしまったら

おかしい話ではないかと、私はそういうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） １時間たちましたので、ここで暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １１時０１分 

                                           

再  開   午後 １１時１６分 

○委員長（山本浩平君） それでは、休憩を閉じて、会議を再開いたしたいと思います。 

 それで今の５番目の白老町議会行政視察実施要綱の改正についてでございますけれども、実施要

綱そのものをここで今、議論するような状況にはまだなっていないというふうに思いますので、そ

してまた、これがなかなか、今回必ずしも、もし、予算で計上されても全会一致というような形の

状況になるかどうか、これも混沌としているような気がしております。そういうことで、今ここで、

この実施要綱の改正について、協議するということに関してはやめようと、このように思っている

のですけれどもいかがでしょうか。今後、この視察のことに関してはやはり議会のことですから、

議運の中で話すことは何も悪いことではございませんので議論していこうと、このように思います

けども、きょう、この会議の中で実施要綱の内容云々については、今までの経過をかんがみて差し

控えたいと思います。よろしいでしょうか。 
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［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、きょうの内容もきょう一日では終わる内容でございませんの

で、１番目から４番目までとりあえずいけるように、さらっとでもやっていきたいなというふうに

思います。 

 それでは、議長の諮問事項。１番目でございます。議員報酬のあり方についてでございますけれ

ども、資料を皆様方の各会派あるいは無会派の方々からいろいろとまとめてきていただいておりま

す。これについて、それぞれの会派から、また、本日出席の無会派の方から意見を聴取したいと思

います。ここに書かれていることをさらに説明されたいというところもあると思いますのでやって

いきたいと思います。 

 まず、論点の１。議会の目指す姿と議員のあるべき姿ということでございます。この順番どおり

という形の中でやっていきたいというふうに思います。日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 我々はここに書いているとおりでございます。１の１とこういうもの

が出ているのですけれども、もちろん漫画みたいなものが書いた大きいのもありますけれども、こ

こに集約されているのです。これを見るのが一番わかるかなと。地方議会の役割、自治体議員の新

たな位置づけということで書かれていますけれども、こういうものをもとに、それから、これの２

からずっと、これにすべて書かれているのですけど、私たちはこの視点で十分議論をし、２回、３

回議論をして、このような文章にいたしましたので中身としてはこれだけです。 

○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） まとめれば、このぐらいになるので、あとは特にありません。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。皆さんと同じです。同じなのですが、よく皆さん、こ

れは皆さん同じ考え方の中での使い分けだと思いますけど、民意という言葉がどうしても出てきま

す。この民意というのは、あくまでもこちらからの、議会または個々の議員活動の中での情報公開

をもとに立った民意、そういったものがやっぱり反映させていかなければいけないことだなと僕は

考えます。そういった意味での民意というものを受けとらえた場合に、今ここに書かれたとおりの

文章になるということでございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは続きまして、清風クラブさん。 

○委員（及川保君） 共産党さんが言われたとおり、今までいろいろと議運として研修してきた部

分がここに当てはまっているのだろうなというふうにとらえております。そしてまた、ここに書い

たとおりにやはり我々は町民から選ばれていると、この部分をしっかりと常日頃考えていかないと

なかなか民意が反映された状況にはならないのだろうなというふうに考えますので、この２点が清

風クラブの考え方でございます。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして私どもでございますけども、私どもはこの１番目の項目と２

番目の議員の位置づけ、これもちょっと若干関係しているような内容にしております。と申します

のは、いわゆる議員は議員だけの専門職、この地方議会において専門職だけ出なければならないと
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いう考え方は、私どもは持っておりません。やはりいろいろな各階層や各団体からの代表が議会に

いることによって住民の意志が反映できるというような考え方から、市民性と専門性の両方を有す

るということを私どもは念頭に置きました。具体的に例を上げさせていただきますと、今回、残念

なことでございますけれども、家畜市場の撤退あるいはいぶり中央漁協の登別への本所移転、たら

ればという話は決して政治の世界では通用しないかもしれませんけども、もし、以前のようにこの

議会にそういう団体から議員がいれば、もっと違った配慮もあるし、情報も早かったし、いろいろ

な面で私は違っていたのかなというふうに考えるところもございます。そういったことも含めてこ

のような考え方になっています。 

 それと、議会が目指す姿と議員のあるべき姿、これはやはり資質を向上させていかなければ、い

くらこれからやろうとしている、いわゆる政策研究会等々も素晴らしい政策を立案できないと思い

ます。そういったことを考えるとやはり、議員一人一人の資質を向上させていくべきだと、このよ

うな考え方から第３次議会改革の中でまだ検討の余地のあるところになっておりました一般質問

等々の本会議終了後の検討会あるいは定例会において自由討議はまだ活発化されている状況ではご

ざいませんので、これも活発化させていくべきだと思いますし、反問権もどんどん行政側から行使

をしていただくと、使っていただいた中で我々もそれに対して対抗できるような勉強も自然にする

わけですから、こういったことをやはり具体的にやることによって議員の資質向上を目指すべきだ

と、このように私どもは考えております。 

 続きまして、無会派の前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私、最後ですけど大体皆さん共通している部分は、この論点１につ

いては、そのような本を読んだり、あるいは今まで議会事務局から配られた資料を読んでも、大体

共通されている事項なのかなとこう思っています。基本的な部分については私も変わりませんけど、

やっぱり議員の意識の持ち方によって目指す姿、あるべき姿が変わるのかなとこう思っています。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷議員のことに関してはここに書いているとおりでございます。これ

について議論しますか。それとも、さらっとやっていきますか。すべて発表していきますか。どの

ように進めていったら、皆さんよろしいですか。まず、論点それぞれありますので、それぞれの各

会派や無会派の方々の主張を聞いてまいりますか。それとも、この論点１について議論しますか。

どのような進め方をすればよろしいでしょうか。ある程度共通点も見出せると思うのです。町民の

方の意思、いわゆる民意を反映させることができるようなことが議員としての姿だというようなこ

とは、いわゆる住民意志です、これはほとんどの各会派、必ずこれは入っていると思います。公明

党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。議会の目指す姿と議員のあるべき姿については、例えばどこか

の会派が書いたことについて、これはどういうことなのですかということは出されるような場所で

はないと思います。ですから、ある程度皆さん共通した考え方の中で議会のあるべき姿、また、議

員のあるべき姿について、ここでうたっていますので、これをある程度集約した形の中で１つの明
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文化、明文化といったら変ですけども、できるのであれば、そういう形の中で集約されたほうがい

いのではないかなと思います。仮にここで、この考え方というのはどうなのですかとか、ここの考

え方についてはどうなのだろうという、もし、質問があれば質問していただいて、納得のいかない

ところについては議論していただくという形をとったほうがいいような気がするのですけど。 

○委員長（山本浩平君） それでは、まず、論点１について、それぞれの各会派から出ていること

について、何かお尋ねしたいことがあれば皆さんどうぞ。 

 特に無いですよね。これはおかしいというところ、どこもないと思うのです。総合的にこれらを

入れた中でまとめるというような方向しかないかもしれません。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、要するにここに皆さんが書いているような議会をつく

るにはどうしたらできるかという議論がないと。本当はそこの議論をどれだけできるかによって、

白老の議会と議員のあるべき姿というのは浮き彫りになるのだと思うのです。その議論の仕方はす

ごく難しいと思うのです。思うのだけれども、それでは、議会の果たす役割、目指す姿とは何なの

か、それはこういうことだと。そのこういうことに近づける議会するにはどうすればいいのと。議

員のあるべき姿というのはこういうことだと。だけど、それに近づけるためにはどういう努力が今、

必要なのというあたりが具体的に本当は議論されないと深まっていかないというか。書いているこ

とは正しいと。たくさんあるのです、資料は。このこと書いて、はいということでいいのかどうか。

いいというのであれば、いいのだけど。僕はそこの深まりがないと、やっぱり白老の議会自体が変

わっていけないのではないのかなと思うのだけど。ただ、その議論の仕方というのは甚だ難しいな

というふうには思うけど。具体的にどういうふうにするのかということです。町民に責任に負うと

いうのはどういうことかと。議会懇談会と議会報告会をやれば、町民に責任を負っているのかどう

かというようなことを含めて、そういう議論をしていかないとやっぱり形だけの書いていることに

しかならないような気がするのだけど。そこら辺どうなのでしょう。僕はそう思っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、大渕副委員長が言われたことは、僕はそのとおりだと思い

ます。ただ、今、議会の目指す姿と議員のあるべき姿について、これだけ各会派からいろいろな意

見が出てきた。この中で集約されるものは集約されてきます。集約されるものは集約されて、僕は

まとめたほうがいいような気がするのです。その中で今、言われたことが多分出てくると思うので

す。それでは、こういった議会をつくるためにどうするのだと深いところが出てくるのではないか

なと僕は思うのです。ただ、これは今のいろいろな各会派の考え方ですから、出てきたものに対し

て、今そこまでの議論が自由にできるかといったら、僕はちょっとできるのかなと疑問に逆に思う

のです。ですから、今、出てきたものを集約されるものは集約され、議会のあるべき姿と議員のあ

るべき姿については大体、今、皆さんから出されたものについては、これは違うのではないかとい

うことが余りないものですから、まとめるものはまとめて、それでは、こういった姿を目指すため

に白老町議会としてはどうするのだという議論は、当然深まっていかなければいけない話だと僕は

思っています。ただ、１点だけ、今、新風さんのほうで出されていました、私たちも新風さんから
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出されてきました、住民の代表としての議員のあるべき姿というのは、市民性と専門性の両方を有

しなければいけないだろうと、これはちょっと違う方法で僕たちはまとめてきているのです。です

から、その意味というのはわかっている中でまとまるべきところは、もしかしたら場所は違うかも

しれないけども、そういった考え方は持っていますけども。一応、１つの形がもし、ここで考えが

まとまるのであれば、そのためにどうするのだという話はまた今後のあれになってくるのではない

のかなと思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、いかがですか。議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、副委員長と氏家委員からあったように、ここに書いていること、議

会の目指す姿と議員のあるべき姿ということで皆さんこうやってほとんど同じようなことを書いて

いるのです。それと、今、我々が進めている議会改革のさまざまな項目ありますよね、平成 10 年か

らずっとやっている、まさしく、この目指す姿と議員のあるべき姿という前提に立って、今いろい

ろな議会改革をやっています。先ほど副委員長から、これが全部議会懇談会と議会報告会ですべて

こういう方向にやっているのだということではなく、やはり一般質問の活性化なり、あるいは政策

研究会の充実とか、さまざまなことが皆さん言われていることを目指していろいろ改革しているか

ら、その辺の関係をまとめていかれたら、やはり決して、我々やっていることが皆さんのこの考え

に沿って、今、くしくも第３次議会改革で１次から３次までやってきたことが、みんなこれにつな

がっていることだなというぐあいに私は見ているのです。だから、専門性と議員というのは、民意

の反映だけではなく、白老町の将来も考えた、あるときはそういう時点に立って民意の方向を変え

ていってもらうとかということもあるでしょうし、やはり純粋に民意だからということで積極的に

議会で一般質問なり何なりし執行側と対決していくということをやっているから、僕は今、これに

合うような形の議会改革をやっているなというぐあいに思っているのです。だから、そういうもの

を不足なところがあればさらに充実していくというような形でまとめられたらどうなのかなという

ぐあいに思いますけど。皆さんやっぱり言っていること、共産党さんとか、無会派の前田委員外議

員とか具体的にきちんと、新風さんとか清風クラブさん、皆さんそれぞれ非常に前向きな形でやっ

ているのではないかなと、考えられているのではないかなというぐあいに理解しますけど。 

○委員長（及川保君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 僕が先ほど言ったのは、ちょっと抽象的だったから具体的にいうと、

これは議論しなくていいです。いいけど、例えばこれを議論した結果、まだ政策研究会の任意でな

いほうは動いていません。だけど、こういう議会の目指す姿、議員のあるべき姿から出てくるもの

というのは何かというと、これだけやって、はい、いいですとならないと僕は思っているのです。

これは議論しなくていいのだけど、具体的にいえば、議会を２つに分けて政策研究会を動かすと。

それは何かと。今もう人口２万人割ったと。そういう中で清風の松田議員と僕は大分を話したのだ

けど、何とかこれはやっぱり議会でこの人口減少問題をきちんと政策形成しなければだめではない

かという話をしたのです。かなり深い話もしたのです。それで、やっぱりそういう具体的に、ここ

で言っている議会の目指す姿と議員のあるべき姿、そこから出てくるものってそういうものだと。 
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 それから、先ほどから休憩時間いろいろ出ている神原先生の話がありました。それでは、本当に

白老町に議会基本条例がいらないのか。自治基本条例でいいのかどうか。そういうことをこういう

姿勢で具体的にやれること、それは今、議論しなくていいのです、いいのだけど、そういう具体的

にやれる議論になっていかないと議会の活性化や議会改革って具体的に進まないのではないかと思

うのです、僕は。本当の議会改革というのは、こういう言葉できれいにつくったものではないでし

ょう。だから、こういうことを議論して、本当に今の白老の議会の目指すべき姿は何かといったら、

人口２万人割ったって、それ以外にでも大きいことあるかもしれないけど、僕はそういうことを町

が考えるのではなくて、議会としてどう考えるかというあたりをなるべく早く立ち上げると、こう

いう視点で。だって、そのことを町民待っているわけだから。議会基本条例と自治基本条例の中に

も入っているのだけど、本当にそれで議会の活性化がなるのかというあたりを具体的にやれるよう

なものの改革でないと、改革のための改革をやっているような気がしてどうにもならないのです。

その議論は今いらないけど、僕はそういうもののきっかけになるような議会の目指す姿、議員のあ

るべき姿というのはそういうものが前提になって議論されるよう中身ではないのかなと。固定して

いないからどんなことでもいいのです。だけど、そこから出てくるものがないと学者先生が言って

いるのと、白老の議会がやっていることは変わらなくなってしまうのではないのかなという気がし

ているものだから、それでここはそういうものも含めて考えるべき中身のものではないのかなとい

うふうに我々は議論したのです。そこがなかったら余り、何のためにやっているのかなとならない

のかなという気がすごくしたものだから。そのことが民意を、今の町民の考えというのがそこにあ

るかどうかわからないけど、そういうことが議論されなければだめではないかなと思うのです。具

体的なことは別です。そういう考え方でこのことをやらないとだめではないかという議論なのです、

うちらから出たのは。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 多分まだ皆さん、いろいろな考え方持っているのだと思うのだけども、僕

はやっぱり自治基本条例というものに議会の部分が入ったり、この間の神原先生の話も出ていまし

たけども、新たに議員のそういった条例をつくるという考え方もあるのかもしれない。でも、僕、

いくらつくっても、それが実行性のないものであれば何もならないと思うのです。ただ、今の自治

基本条例だけでも、もしかしたら本当は動くのかもしれない。動くかもしれないのだけども、動か

せていないというのが今の現実にある。そのために議会で政策研究会何かを立ち上げて、何とか町

民の声を政策提言に持っていこうとか、政策立案に向けて頑張っていこうという考え方が出てくる。

出てくるのだけども、それでは、どうやってその民意を。そうしたら、やっぱり広報広聴のそうい

った常任委員会もまずは活性化しなければいけないなとか、今までやってきた報告会、それから、

議会懇談会、このあり方をもっと見直さなければいけないなとか、どうやったら民意をというそこ

にやっぱり集約されてくるのではないかと思うのです。もし、本当にそれが動き出すのだったら、

僕は自治基本条例だけでもいいと思う。その中を充実させていくことが十分、こういった議会の目

指すべき姿につながっていくような気がするし、そのために議員個々としてどういった活動をして
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いかなければいけないのか、行動に出ていかなければいけないのかというのも明確になってくるの

かもしれない。だから、その辺は言葉でいうと何となく自分たちもわかるのだけども、それでは、

それを文章にまとめて、裏づけとしてここに載せろといわれるとなかなか難しいのかもしれないけ

ども、でも、実際そういった議論の中で始まっていることだと僕は思うのです。ですから、いくら

政策研究会を立ち上げましょう、いくら議会のあるべき姿に町民の皆さんに知らせましょう、自治

基本条例つくりました、でも、つくっただけで動かないというのであれば何もならなくなってしま

うので、動かすための手段というか、手法というか、方法みたいなものを政策研究会に置きかえて

みたり、いろいろなことで今やろうとしているところがあります、変な話。ただ、いずれにしても

実行性のあるものにしていかなければいけないということで、今回は議会のあるべき姿と議員のあ

るべき姿をみんなで考えましょうと。考えてきた中で、それでは、それを実行するためにどうする

のだと。実際、今やっている自治基本条例をどう動かしていくのだとか、やっぱりそういった議論

になっていくのではないかなと僕もそういうふうに思っています。ですから、計画倒れではなくて、

つくったものをどう動かしていくかというところにやっぱり焦点を当てた形になって、これからは

議論を進めていかなければいけないのだろうなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもの意見なのですけども、ここに先ほども説明させていただきまし

たけど、一般質問等検討会や自由討議の活発化や反問権をどんどん行政側も使ってもらいたいのだ

と、これが私どもの考え方として載せてあるのですけども、これは何を意味しているかと申します

と、今、毎週水曜日、通年議会や白老町の議会改革で毎週水曜日、１月・２月は、日程は無理に取

っていませんけども、これから多分暖かくなれば、また同じようにどんどん全国から来るでしょう。

視察に来られる際に、通年議会をやられて何がどう変わりましたか、町民の意志がどう反映される

ようになりましたかと。いや、実は何も変わっていません。仕組みをつくっただけです。これが今

のところ、私は実態だと思うのです、はっきり言って。ですから、私は全国に一番先に先駆けてや

ったのだというアピールするために議会改革を白老町は 10 年前からやっているわけではないと思

うのです。やはり、議会全体の向上や議員一人一人の資質向上を目指してやっているわけですから、

具体的に何かをしないと、ただ、条例をつくったり、先ほど副委員長が言われたものをつくること

がいいのかというと、また形だけで私は終わってしまうと思うのです。それよりはやはり、実際中

身にどういったことをやっていくかということに力点を置いていかないと、最終的には目指す姿と

議員のあるべき姿に近づいていかないのではないのかなと、こういうふうに私どもは会派の中で話

し合いをいたしまして具体的なものを最後に載せていただいたことでございます。以上です。 

 清風さん何か、もし、あればどうぞ。いかがですか。清風クラブさん。 

○委員（及川保君） 及川です。皆さん議論されているとおり、やはりあるべき姿というのは、こ

こに今、皆さんが書かれていることに尽きると思うのですけども。これをやっぱり具体的に、確か

に今、委員長がおっしゃられたように、通年議会は立ち上げたけども、現在もう既に乗り移っては

いるのだけども、なかなか中身が伴わないというのは、これはもうはっきり我々も、一人一人の議

員皆さん、そう感じておられるのではないかなというふうに思うのです。それで今、政策研究会、
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昨年から小委員会をつくっていろいろと努力されておられますけども、これもようやく本腰入れて

やれる体制は整ってはきているのです。ところがまだ何も動いていないというこれはもうはっきり

していますから、やっぱり何かきちんと皆さんの合意の中で進めるということが大事かなと。そこ

からいろいろなものがはっきりしてくるのかなというふうに考えております。 

 もう１つは、今現在、会派制度を設けていますから、各会派の責任において政策の提言をすると

か、そういうことも非常に私は大事だなというふうに実はとらえているのです。今現在きちんとし

た制度としてあるわけですから。このこともやろうと思えばできるのですけども、なかなかそのこ

とも日の目を見ていないのです。今までそういう事例もございませんし。だから、そういうことも

含めて各それぞれの議員個々の皆さんがどういったことでどういうふうにしてやれるかといったら、

やれることは現実にあるのだけども、なかなかそこに至っていないというのが現実だと私は思って

います。会派の中でもそういう話も出ていますから、何かやっぱりきちんとやろうと。政策提言も

してみようという話も出ているのです、実は。ところがなかなかそこまで至っていないというのが

現実でありますから、何とかそのあたり１つでも出されることによって、提言されることによって、

こんなものやっていいのかとかいろいろと出てくるはずなのです。そういうきっかけが今現在つか

めていないというのが現状ですから。今、ここは議会運営委員会ですけども、その部分をきちんと

動くような体制をぜひつくっていきたいなと、つくりたいものだなというふうに考えています。皆

さん、今、それぞれおっしゃられていることは全くそのとおりでありますから。だから、ここで言

われている議会の目指す姿、議員のそれぞれのあるべき姿ということなのですけども、これを見れ

ば、皆さん、ごく当たり前、当然のことだというのを皆さんそれぞれ考えられていると思うのです。

今度予定されているのは任意の研究会ですから、何か動かしましょう。現実に今、副委員長が人口

問題というのは非常に大事だと。まちづくりをするためには、やっぱり大変な重要な問題なのです。

そうであるならば、このあたりも即刻いろいろな形で議論すべきではないかと、調査すべきではな

いかという考え方もあるのです。そういったあたりも会派の中で実は議論しております。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員、何かあればどうぞ。 

○委員（近藤守君） 要するに人口が減ったということについて、いろいろうちの中で話し合った

わけです。議員は企業誘致に行ってはまずいとかどうのこうのという話でできないのですけども、

我々の中ではそれを撤廃して、議員も自ら出向いて行ったらどうかという話が一応ありました。そ

の辺はちょっと難しくてよくわからないのですけども、そんなこともありましたので、人口減につ

いてはかなり深刻に我々も考えております。先ほど大渕副委員長が言ったようなことがあれば、そ

れには大いに賛同してやっていきたいなとこんなふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員に質問なのですけど、以前、昔の議会には企業誘致の特別委員

会とかってあったのですよね、確か。ですから、議員がやってはいけないということにはならない

ですよね、議会として。どうなのですか。今たまたま、そういう話が出たものですから。局長、紹

介とかはいいでしょう。何か来ていましたよね、案内それぞれ。議会としてです。個人としては行

ったって相手にされないでしょうから、省庁とかそういうところへ行ったって。及川委員。 
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○委員（及川保君） 及川です。今、近藤委員がおっしゃられた、これはやっぱり大事なことだと

思うのです。それをやるには、しかし、まちと一体になる部分がやっぱり大事だと思うのです。ま

ちと行動を共にする、歩調を合わせるという、非常に一番大事な。そうでなければ、議会だけで行

って何とか白老町にという話・・・。町長、このことについてわかっているのですかと、こういう

話になると思うのです。そのあたりがやっぱり議会の非常に難しい部分であって、以前あった企業

誘致特別委員会というのは、まちと一体になって動いていたという、こういうことでありますから、

これはやっぱりそのあたりが非常に重要になってくるなと私はそういうふうにとらえていますけど

も。もし、やるというふうになれば。 

○委員長（山本浩平君） 一通り、今、伺っていますので、前田委員外議員、最後にこのことにつ

いて何かあれば。 

○委員外議員（前田博之君） 私としても、ほかの議論ありますけど、日本共産党の論点の最後を

見たら、非常に集団としての力を発揮すべきだという部分が議会としてどうあるべきかだと思いま

す。それとまた、個人としての力もあるのです。だから、それらはいかに行動をするかという部分

だと思います。ということは私、ここにずっと書いていますけど、これは皆さん同じことで、これ

は個々にもできるし、集団の力としてしなければいけない。やっぱり僕はもう、問題は個々にみん

な押さえているのです、現状認識して。それをどうやれるかという、僕はあと行動起こすだけだと

思っているから。 

 それともう１つは、委員会としてもかなり権限が機能されています。だから、委員会として条例

を提案するとか、あるいは今言ったような、どこの所管になるか別にして、産業振興に対してどう

かという部分をちゃんとやれると思うのです。ですから、私は１会派ですから、12 分の１の人に賛

同得なければいろいろなことできませんけど、今、及川委員がお話されたように、会派としても十

分にできるのです。権能というものを持っていますから。だから、それをどうとらえて、あとはも

うやるかということだと思います。理念とか、この論点１はもうみんな整理されて、認識されてい

るのですもの。僕はそう思います。あとは行動を起こす。だから、私は、変な話、皆さんから見れ

ば、先ほどの前段の話も何を一人変わった話をするのだというけども、僕は住民のための議会だと

思っていますから、先ほどの問題点もすべての人ではなくても、私は多くの人に聞いてくるのです。

こういう問題、町民どうありますかと。それを私は議会に反映して、個人の満足で、考えだけで言

っていないつもりですから。ですから、私は議会の中で、仮に利害抜きにしてどう思われても、や

っぱり町民の立場に立って言えると、言うと、これはやっぱり個人としての、議員としての権能で

すから、そういうものに生かせるのではないかなと私は思いますから。ただ、集団としての力をど

う発揮するかと。これは非常に難しいと思います。お互いの思想だとか、いろいろな関係あります

から。利害を超えられるかどうかと。それは討議だと思いますけども、これさえ乗り切れれば、僕

は本当に素晴らしい議会というか、目的達成されると思っています。 

○委員長（山本浩平君） 副議長、どうぞ。 

○委員外議員(吉田和子君) 今、各会派から論点１出されたのですけど、本当にこれはもっともっ
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と早くやっていくべきことだと。きちんとしておくべき。もちろん皆さんがわかってやってきたこ

とだと思うのです。議会としてのあり方としたときに。改めてこういった形に出されて、本当は自

治基本条例の議会条例ができるときにもこういうことをちょっとやりましたよね。だから、そうい

ったことでは、今後議会が目指すべきものというのはきちんと明確に、それぞれの議員でいる皆さ

んの考えはきちんと出てきたと思うのです。それで、これをやるためには、それではどうするべき

なのかという、これがこの後の議論だと思うのです。そのためにこれだけの活動日数が必要になっ

てくるだろう。そのための報酬ってどれぐらい必要なのだろうかというものにつながってくるので

はないかと思うのです。 

 それと、私ずっと、これは今言うべきことではないのかなと思っていたのであれなのですけど、

議会のやるべきこと、議員のやるべきこと、先ほど大渕副委員長がおっしゃった、人口がなぜ減る

のだろうと、そういったこと、いろいろな問題点を取り上げていったときに、やはりそれは及川委

員も言ったように、会派で動くべきときもあるだろうと。会派で提言する。そうなれば、私は政策

研究費というのは生かせるのではないかと思います。そういったことで前田委員外議員が私もいろ

いろな町民の意見を聞きますというけど、個人が話をして、個人の考えで話をすると、受けた町民

は個人の議員の考えでものを答えるのだと思うのです。だから、それは議会としてまたできること

があれば議会としてするべきだというふうに私も思いますし、それと当時に、私も人口減ることか

ら、きのう、ちょっと幼稚園の先生方とお話したのですけど。今、子供たちが減っていると。５人、

今、減りますと、また。その５人というのは家を苫小牧に建てるのですって。それで引っ越してし

まうのですって。そういう話が出たのです。すごくショックだったのです。なぜかといったら、固

定資産税が上がったと。これは本当かどうかわからないけれども、でも、固定資産税が上がったこ

とだけが理由なのかと。私ちょっとそのとき思って。冗談まみれに言ったことだから、それが全部

原因だとはわかりませんけどという話を聞いたときに、これをずっとつなぎ合わせて考えていくと、

全国各地で今、不景気なのだけど、これだけ６つも企業が閉鎖だったり、それから、事業所が移っ

た、何白老に原因があるのだろうと。そういったことをもっともっと突き詰めて、それが議会とし

て動くべきことなのかとそういった議論になってくるのではないかなと。だから、政策研究会も、

企業閉鎖になって、私たち報告受けて、それから、動いたりしていますけど、新風さんもおっしゃ

った、そこにいる現場の人の声がきちんと受けとめられていないからではないかというお話があり

ましたよね。そういったことを私たちが議員の立場でいろいろな調査とかすることできますよね。

そういったことが生かされる工法って何なのだろうかということを、きちんとやるべきことができ

上がって、そのために行動するべきことができてきたら、そのために、それでは、議員としてどれ

だけの日数が必要になって、そういうふうなものにつなぎ合わせていければ意味があるのかなとい

うふうに今、思って、ずっと聞いていたのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 会派での政策提言という話、先ほど及川委員から出ましたけども、公明

党さんと共産党さんは党としての政策提言を毎年一定の時期に行っております。新聞に出ています。

苫小牧の市会議員もそうです。党としてやられていると。それで、先ほど集団として力を発揮でき
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ると、この意味合いについて前田委員外議員からちょっとお話がございました。この集団としての

力を発揮できる体制ということについての補足があれば、共産党さん、いかがでしょうか。大渕副

委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。地方議会というのは、あくまでも二元代表制なのです。で

すから、議会が一丸となって首長と対決という言葉が正しいかどうかは別ですけれども、同じ権限

と同じ力を発揮できる、実際は違います。実際は首長のほうがうんと大きいですから。だけど、そ

こに対応できるのは個々の議員ではないのです。議会なのです。ここのところは、僕はもう絶対に

必要な部分で、ここが本当に機能したときに町民は議会を認めるのだと思うのです。今は違うので

す。町内会長さんのほうが直接町長に話をして要求が貫徹できるような形になっているのです。そ

うではないというのは、我々が本当に議会として政策提言をして、町民の声をそこで実現していけ

るかどうかと。ここのところがかかっているのです。それは会派もあれば、個々もある。そういう

人たちがみんな集まって、最大公約数のものが集まって、最小公倍数しかできないかもしれない、

出口は小さいかもしれないけども、そこのところをどう具体的にやるかと。具体的に。実際、条例

提案といっても、なかなか結果として会派でも常任委員会でもできていないのです、現実的には、

事実として。だから、本当にこれをやるには、それでは、どうするのか。どういう仕組みが必要で、

何をどうすればいいかというあたりが詰まっていかないとだめだと僕は思っています。ですから、

そこはもっとも地方議会に今、課せられた最大の越さなければだめな山、そこを越した議会が多分

地方議会としては生き残っていくのではないのかなと僕は思っています。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、12 時になりました。報酬等に関しましては中間報告をやっ

ております。その中でさらに議論すべきだという中間報告の意見でございますので、これはまだ時

間がございますので、時間をかけて、また議論をしていきたいなというふうに思います。きょうは

なかなかいい議論がされているというふうに思いますので、昼からこの・についてから入りたいと

いうふうに思います。 

 それでは、暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ０時０１分 

                                           

再  開   午後 １時０９分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 それでは、続きまして論点の２、議員の位置づけということです。専従職とボランティアの対比

というようなことで、とりあえずこれについて考えてみましょうということでございました。これ

について、また各会派の意見を伺ってまいりたいと思います。まず、日本共産党さん、どうぞ。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。この部分もちょっと詳しく書いておりますので、ここに書

いているとおりでございます。言うことはありません。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。続きまして、新政クラブさん、どうぞ。 

○委員（近藤守君） 新政クラブ、近藤です。私どももここに書いてあるとおりでございます。余
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り詳しくは書いておりませんけども、議会、委員会と一般の会合とかそういうものを区別するべき

だというふうに書いてあります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは続きまして、公明党さん、どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。私たちが考えたのは、専従職とボランティアの対比と

いうことで書かれているのですが、地方議員というのはこのどちらも兼ね備えるものなのだろうな

と。先ほど、議会の・のほうでの議論の中にあったように、市民性と専門性、これを両方やっぱり

兼ね備えた部分が地方議会の議員としては必要な部分なのだろうなという観点からこういった文面

でまとめさせていただいたということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、お願いします。 

○委員（及川保君） 大変申しわけなく思っているのですが、なかなか意見の分かれるところでご

ざいまして、この２から５の部分、非常に全部関係しているのですが、専従職とボランティアの対

比ということであれば、どちらの意味合いも実はとられるなとこういう考え方でして、その部分で

は一致はするのですけども、なかなか、この部分だけとらえてどうだということにはできなかった

ものですから、現状では今、統一できないなという考え方に立ったのです。実は、この３・４・５

についても結局は会派としての考え方がまとめきれなかったと。非常に申しわけないなというふう

に思っております。何とかこのあたりをきちんと統一できるような形にぜひ持っていきたいなとい

うふうには考えておりますけども。申しわけございません。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風でございますけども、そもそも私どもの考え方といたしまし

ては、議員報酬、これは上げるのに賛成の会派でございまして、あくまでも私どもは報酬等審議会

から出た答申どおりを踏襲すべきという考え方でございますので、これが専従職として機会が多い

から上げるとか、ボランティアだからどうだとかという議論ではなくて、現在の非常に他の地域と

比べると多い状況の中で上げるべきだという考え方でございますので、こういったことでの報酬の

あり方については余り判断材料として行うべきではないという考え方が基本的にございます。そし

て、あらゆる年代や各層の方々が挑戦できる仕組みづくり、これをやはり議会の中で今、最優先す

べきではないのかということでございます。 

 ここに最後に「混在するのも」と書いていますけども、原稿では「するのを」にしていますので、

これは「を」に直してください。「混在するのを可とする。」ということで、これは両方あってしか

りだという考え方でございます。専従職とボランティアです。そういう考え方でございます。 

 前田委員外議員、どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私もここに書いているとおりですけども結論に至っていないという

ことで、論点のこの以降も関連されてきますので、私はあくまでも今後の議員報酬はどうあるべき

かということをこの議運で議論しましょうということの前提に立って、こういう方向で議論したり、

こういう考えがある程度今のところ持っているという言い方で書いていますので、皆さんいろいろ

聞くと断定された部分もあるし、非常にとらえ方難しい部分ありますけども、私はそういう論点で

書いていますのでその辺を理解していただきたいと思います。ですから、１つずつ整理してくる部



 28 

分もあると思いますけど、今、及川委員からもお話ありましたように、どうも関連づけていくもの

でそこでやってしまうとこれから議論するときに、そのときにああいう考えではないのかというこ

とになってしまいますので、あいまいな言い方かもわかりませんけどもそういう経緯に、今、現時

点に私はあるということでここの部分の考えは、こういうような今現時点の考えです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） これについても若干議論をしていきたいなというふうに思うのですけど

も、何かほかの会派からまとめられたことについての質問なり、ご意見なり、ございましたら、ど

うぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） この議員の位置づけについては、論点の１からのつながりで持ってこなけ

ればならない考え方であります。議会や議員のあるべき姿というをやっぱり、しっかり先ほど議論

いたしました。しっかりしたというか、ある程度議論してきたと。その中での議員の位置づけをど

うしていくのかということに僕はつながっていくような気がします。そうなると、道議会だとか、

道議会がどうなのかわからないですけど、我々が町民の声を聞くということになると、我々自身の

足で動かなければいけない部分というのは多々あります。秘書がいるわけではない、何がいるわけ

ではないのですから。そういう面で考えると本当にそういったボランティア性の強い部分があるで

しょうと。ただ、今後、そういった今までのボランティア性の強い部分を何とか１つでも公的な議

員活動の中に組み入れていくことによって、公務災害だとかそういったものの補償の部分が保障さ

れるでしょうというところも出てくると思うのです。ただ決して、ボランティアの考え方というか、

そこをぬぐい去れるだけのものではないと。そういったところで考えると、専従職とボランティア

の対比と書いていますから、どちらがいいとかではなくて、やっぱりどちらも兼ね備えた形の中で

この職というものを考えなければいけないのではないかなと思うのです。ですから、論点の１から

始まって、論点の１でしっかりした議論ができないと定数の問題にもかかわってきます。報酬だけ

ではなくて定数の問題にもかかわってくると。だから、先ほど、議会というのはどうあるべきなの

かとか、そのために議員とはどうあるべきなのかという議論が再三なされたような気がするのです

けども、その中で関連づけての論点２に入っていますので、その中での議員の位置づけとしては、

我々は今回こうした文面でまとめさせていただいたということになっています。 

○委員長（山本浩平君） ほか。それぞれの今のような補足でも構いませんし、他の会派から出て

いるものについての質問でも構いません。近藤委員。 

○委員（近藤守君） 新政、近藤です。専従職とボランティアという関係なのですけども、何とい

いますか、議会に当選すれば議員として同じなのですけども、やはりその出どこがいろいろあると

思うのです。私何かはどちらかといえば、町内会のある程度の立場のような関係で出てきておるも

のですから、どうしてもボランティアの比率が高いのかなという考え方になってしまうのです。で

も、そういうことはもう、これから今は言っていられないのですけども。ですから、非常に専従職

とボランティアと区別すると、どうしても今の立場でいくとやっぱりボランティアのほうに比重が

かかっているのかなという気がして、それは是正していかなければならないのかなとそんな気でお

ります。以上です。 



 29 

○委員長（山本浩平君） 私どももちょっと補足させていただきたいと思うのですけれども。この

件に関しましては、次の議員活動と公務の位置づけというところとリンクさせている部分が実はご

ざいまして、具体的に言えば、いろいろな団体の式典や、あるいは漁組関係の安全祈願祭だとかそ

ういったものに公務として議長として呼ばれる、あるいは担当の委員長として呼ばれる、こういっ

たケースもあります。こういったものは実際の会議日数の中にはカウントされません。しかしなが

ら、これは、私は公務というふうにみなすべきだという考えを持っております。というのは、通年

議会というような仕組みをつくったわけですから、やはりその中でさまざまな活動もできる限り公

的な活動として位置づけるべきだと、このような考え方を持っておりますので、ただ単に専従職と

ボランティアというような分け方をする必要はないのかなというふうな考え方を持っております。

両方やはり兼ね備えているものがあるわけですから、それを公的なものとしてできる限り認めてい

くような方向性が必要ではないのかなという考え方でございます。以上です。及川委員。 

○委員（及川保君） ちょっと結論には至っていないのですけども、今、委員長、それから、氏家

委員がおっしゃったような、やっぱりそういう問題に突き当たってしまうわけです。結果的に公的

な部分と、今、委員長は公的ではない部分もあって、それを公的にすべきだという意見ですよね。

私たちもそういう意見がやっぱり出されていまして、このあたりをどういうふうにして、本当に位

置づけしてしまっていいのかと。専従職だけでとらまえられるのかと。それでは、ボランティアの

部分というのは今後なくなってしまうのかというようなことになってしまうと、明確に専従職とボ

ランティアと位置づけするということ自体は非常に厳しいなというのが、実は現状の考え方なので

す。ですから、このあたりを委員長のおっしゃっているように、きちんとすべて議員として出る以

上は公的だというふうに位置づけしなさいということであれば、まだ話はわかるのですけども。そ

ういう考えにしろということでもうちではまだ統一されていませんので、結局こういうふうになっ

てしまったのです。このどちらかにすべきだということにはならないのだろうという、こういう考

え方なのです。局長の考え方もちょっとお聞きしておきたいのですけど、こういうふうに分けてし

まって、どちらかにしなければいけないのかなという。ちょっと説明。 

○委員長（山本浩平君） 考え方というよりは、こういった形でまず出てきていますので、その分

け方です。 

○委員（及川保君） どちらかにしなければいけないという、白老町議会としてこういう形に持っ

ていったほうがいいのではないかという考え方だったのかどうか。それだけでも。 

○委員長（山本浩平君） どうぞ、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前にこの資料を提案させてもらって中間報告に至ったという記憶し

ていますけど、考え方としては、この表にも示したとおり、先駆的な議会を前提として考えるとい

うことなのです。今、当然、白老町は議会改革を３次までやってきて、さまざまな改革項目を駆使

してきたという実績がありますので、ですから、先端を走っている議会だという前提のもとで議会

の役割、機能を理解して、将来どういう議会を目指すのかということなのです。そのためには議員

としてどういう役割を果たしていくのかと。ここが先ほど、氏家委員が言ったように前提でないと
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次の議論には入っていけないのだと思います。ただ、その前提があって、それでは、議員として専

従職を目指すのかボランティア化を強く目指すのかによって考えが変わるのです。ものすごく変わ

るのです。ですから、前提をなくして入っていくとおかしな議論になってしまうのです。ですから、

次のものもそうなのです。ボランティア化のほうの比重が強いと公務の位置づけをどこに目指すの

かと変わってくるのです。そこそこの部分、部分で議論していくと上からずっとつながるものがち

ぐはぐになるというような、私はそういう意識で提示させてもらったのです。それで、その後に実

費弁償なのか生活給なのかというのもおのずと区分けが出てくるのです。そうやったときに高みを

目指す議会だってボランティアでなければだめだということではないはずなのです。報酬をどうす

るかと。逆にもっとボランティア化をしてたくさんの人を加えていくという方法だってありますし、

ですから、１個１個で議論するとちょっと違いが違うかなと。だから、１番の議会のあるべき姿、

それに白老町の今後の議員がどう果たしていくかというのが前提で議論していかないとふり分けが

ちょっと変わってくるかなという意識で前のこれは。説明しませんでしたけど、事務局としてはそ

ういう議論の仕方がいいのではないかなと。ですから、しがらみ全部取っ払って、そこの部分をし

ないとあるべき報酬論というのは出てこないのかなという気はします。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうですか、皆さん。ここで何か、このことだけはちょっと申し

述べておきたいというようなことがあれば、どうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  現実的にはボランティアという表現もいろいろあるのです。だから、

ボランティアというのは何を指すのか。この本でいう市民性ということを指すのか。ちょっとよく

わからないのだけど、ただ、どちらかということではないと僕は思います。どちらかと選ぶとか、

どちらかだということではないと思う。ただ、今、改革をやって、条例提案だとか町民の要望・要

求をきちんと満たしていくと、ボランティアで得たものかどうかは別にして。そうすると、専門性

がなかったら議会はできなくなってしまうということは事実だと思うのです。これから将来的には。

それで、これは何のために議論しているかといったら、報酬がどうあるべきかという議論が根底に

あって、その中で議会の果たす役割と議員の果たす役割を明確にしようと。そういう中で今こうい

うふうになってきているのだけども、結果としてみたら、今の議論、白老で行っている議論からい

うと、どちらかを選ぶのではないのだけれども、専門性が非常に強くなっていかざるを得ないと。

専門性という意味の範囲もどこまでかということがあるのだけれども。少なくても議員としての能

力・資質を強めなければ議会活動はできなくなっていくであろうというふうには思うのです。です

から、結果としてはやっぱり条例提案ができるだけ。これだけ議論してきても条例提案何てほとん

どないわけでしょう、白老の議会では。10 年間改革をやってきた中で。議会側の条例提案はあるけ

ど、それ以外のものはないわけですから。現実的にいえば、やっぱり専門性を強化していかなけれ

ば、それは知見の活用とかいろいろなことあるのだけれども、議員そのものの専門性を高めていか

ないとそこまではなかなかいけないだろうなというふうには思います。私はそう思うのです。 

○委員長（山本浩平君） この分け方なのですけども、これは新風としての意見です。専従職と言

ってしまうと、私の場合、仕事も持って議員もやっています。半分以上、８人ぐらいの方は何らか
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の議員以外の収入があるというふうに見ているわけでございますけれども、そういう方もそれでは、

その仕事を辞めてというか、本当に議員だけという意味合いで取られなくもないのです、この専従

職という言葉自体をとらえると。ですから、私は例えば仕事しているときは仕事ですけども、それ

以外に議会出ているときは議員専門の仕事という考え方で持っていますので、そういった意味合い

で専従職という言い方そのものが逆に仕事を持った方とか、あるいは若い方々とかが立候補できな

くなるようなことではいけないなというふうには思っているのです。ですから、一概にこういった

ボランティアか専従職化というような形での分け方というのはやはり現実として難しい、このよう

に考えております。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も先ほど言ったとおり、完全に分けられるべきものではないだろうと。

今、委員長言われたとおり、いろいろな分野からの議会に来て、まちづくりに参加しよう、まちづ

くりのリーダーとして頑張ってみようという人方が、やっぱり自分たちの仕事をある程度持ちなが

らだとか、いろいろな仕事の中で議員というものの兼職をしながらやっていくのが僕は理想だと思

うのです。ということは、やっぱりそういった職場にいるからこそ、また、そういった仕事をして

いるからこそ、町民の声として、また、そういった代表者として出せることもたくさんあると思う

のです。ただ、僕はやっぱりそういったものを、先ほども言ったけれども、論点の１で考えた議会

のあるべき姿とか議員のあるべき姿を考えたときに、今、大渕副委員長が言われたとおり政策提言

もしていかなければいけない、条例提案もしていかなければいけないということになると、やっぱ

りそういった部分におもむきをどんどん置きかえていかないとできないこともたくさん出てきます。

これは現実的です。だから、先ほど議会のあるべき姿を議論したわけです。それで、そうなったと

きに、それでは、報酬というのはどうあるべきなのかと今度次に入っていくのだと思うのだけど、

そのときに今の議論が必要だと僕は思うのです。どういうウエイトを専従職として占めて、どうい

うウエイトがボランティア的なものになるのか。今までが半々だったとすれば、今後どんどんそう

いうほうに移行してくると。移行してきたときにどういう割合が、それでは、ボランティア的な形

の中で残る部分だとか、報酬の額というのはどうあるべきなのかということが、そこが１つの論点

になるのではないのかなと僕は考えるのです。ですから、そういったものを今、気持ちの中で整理

して、次の議論に入っていくと、逆に見やすくなってくるのかなと思います。ですから、あくまで

専従職だとか、これから入っていく報酬と歳費の関係の話だとか、完全に年俸としてやるとなれば

完全な専従職になってしまいます。専従職といったら変だけども。完全なというか、仕事を持ちな

がら国会議員の人方は歳費としてもらっている部分もあるけども、でも、何とかそんな感じがする

ものだから、地方議員として、今、論点１で考えた考え方、そして今、専従職とボランティアの対

比という形の中で考えたときに、僕はどういうウエイトをこれから占めていくのかなというところ

におもむきを置いて議論していきたいなと思っていました。 

○委員長（山本浩平君） ほか。何か皆さん、ここで申し述べておきたことがあれば、どうぞ。大

渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ここで議論するべきことは何かというと、専従だから兼職

はだめということではないと思うのです。これは憲法で保障されているものですから、上位法をや

ぶるわけにはいかないわけだから。専従職というのはある意味、議会を専門的にやらないと、これ

からの議員活動はなかなか大変という範囲でしょう。だけど、そうでなくても存在感があって、町

民が選べば、議会にかけている時間が３分の１であっても議員として認められる人だっているわけ

です。そういう人を総じてボランティアというのかといったら、専門的にやっていればそうともい

えないのかなと。仕事３つも４つも持っている人はたくさんいるわけです、この世の中には。だか

ら、議員だけだから議員以外のことをやってはだめだとかそういうことではないわけだから、そこ

はやっぱりもっと広く見て、条件が許せば勤めながらサラリーマンの人も。もちろん会社の状況あ

るのです。勤めている場所の状況があるけれども、そういう人も出られるような、そういう仕組み

でなければいけない。それは議員活動だけではなくて、相手も認めなければいけない、そういう環

境づくりもしなくてはいけないわけです。だから、幅広く僕は考えてもいいと。ただ、専従という

意味がどういうふうに限定するのか別にして、専門的になっていかなければだめなことは確かだと

思うのです。それで、ということは逆に言うと、時間がそこに取られていくというふうにならざる

を得ない。そのことを称して専従職というのであれば、やっぱり今、白老町が目指している中身と

いうのはそうならざるを得ないような部分がかなりあるのかなというふうには思うけど。だから、

それ以上ここで詰めるとしたら、詰めようがないかなという気がするのです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外委員、ちょっと伺いたいのですけども、結論にまだ至ってい

ないということですけども、今までの議論を伺ってどうですか。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私はあくまでも議員報酬がどうあるべきかと。前回は今の報酬を上

げるかどうかということだけども、結果はそう落ち着きました。それを超えて、それでは、今言っ

たように、専従、専門的な方向を占める比重になってくるのか。ここでいう地域性というか、皆さ

んからいろいろな人が出たほうがいいよと。そういう部分の議論をして報酬に結びつけたとき、に、

この議会としてどちらの方向性で報酬の、生活給にするのかどうするかということを議論しますと

いう形でこれを僕調べたと思うから、だから、僕は２つの併記してきたのですけども。僕としても

今の、後でいろいろ疑問点書いていますけども、同じようなことを書いていますが、この前も調査

していますけども、そういうものを実態の中で白老町の議会として本当に、ここに書いていますけ

ど、地域性がいいのか、専門性を高めるために専業化の比重を高めて、そういう形に対価にするの

かということを白老議会してこの前も調査していますから、そういうものを踏まえてどちらの方向

に行くかどうかは別にしても、そういう方向の中で議論するのかなと思っているのです。だから、

私、ここでまだ、今、聞いても、もっともだと思います。自分でも活動してそう思いますから。そ

れをどう整理するのかということの議論が必要かなと思って書いてきているのです。だから、本来

的にいえば、ただ、今の現状に置かれている議員報酬を上げるか、上げないかといったら、こうい

う議論はないと思うのです。もっと上を目指して議論しているのかなと私は思っているから、こう

いう書き方をしてきているのです。ですから、こういう地方主権度が分権の時代になったときにか
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なり厳しくなってくるでしょうと、議員も。そうであれば、皆さん言っているようなことを求めら

れるのです、町民から。そのときに期待にこたえられるためにどちらの方向に行くかというような

形だけど、今、皆さんから出ている、ここに書いていますように、本業を持つ会社員等で議員活動

で優先的にどうしたらいいのかなと。そういうものも私は思っています。いろいろな多様な人方が

議員活動すべきだと思ったときには。だから、もっと議論する必要があるのかなと思ってこう書い

ています。ここでだから、こちらだとかというのではなくて。さっき前段言った議論の中でこうい

う現時点の考えを示したということですから。だから、議論の方向性が違ってくれば、また考え違

ってきますけど。僕はそういう形で行っているのかなと思っております。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今までの議論の中で白老の議会はどうあるべきか、議員はどうあるべ

きかという議論をしてきました、不十分だけれども。そういう中で議会は、政策提言や条例提案を

しなくてはいけないというのはみんなの共通の認識になっているのです、今、かなり。ですから、

僕は目指す方向というのは、そういう方向になっているのです。そのための環境づくりをどうする

か。そういうところから見たら、報酬はどうなるのか。そういうところから見た、専従職とボラン

ティア。だから、僕は言っているように、これは専門性。ボランティアという表現がどこから出て

も出られるという意味がボランティアではないような気がしているのです。ただ、本当にいろいろ

な層から出てもらう。サラリーマンからも出てもらうというふうにいったとしても、現実的には政

策提言や高度な条例提案をするとなったら、専門性がなかったらできないのです、議員そのものが。

そういうふうになっていくと思うのです。だから、僕はそういう高みをもう目指しているというこ

とを前提に議論していると思っています。だから、方向づけはもうそこを目指すということになっ

ていると私は思っています。ですから、専従職であろうと兼職であろうと、それは専門性が議員に

は要求され、そのことができない人は町民の要求にこたえられないというふうになっていくでしょ

う。僕はそういう議論だと思うのだけれど。だから、そこははっきりしていないのではなくて、私

ははっきりした方向づけの中で動いているのではないのかなと思っています。今の前田委員外議員

の話では、そこが決まっているのか、決まっていないのかわからないような言い方をされたので、

あえてそうやって言ったのです。そうでないのだったら、なくて構わないけど、私はそういうふう

に思って議論してきているから。 

○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） 私は今、言われた部分は前段の部分で言っていますから、それはも

う基本的にあるべき姿と思っていますから。それに踏まえた中で今度、先ほど言ったような形の中

で議論されてきたのかなと思うことで意見を述べたということですから。今、大渕副委員長が言っ

たことは、私は前段でも言っているし、一番最初にも書いていますから、それはもう根底に持って

いますから、当然それは必修というか、必然的なものですから、我々議員になるときには。それは

前提として話していますので、その辺だけは。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。だから、前提となっているのであればどうなるかというと、

専門的なものというのは絶対必要だというふうになるのです。専従性とは違います。専門的なもの

は必要だということになるわけです。そういう中でこの次に出てくる、報酬の問題の前にもう１つ、

議員活動と公務の位置づけ、これが膨らむのはもうはっきりしているのです。だから、報酬をどう

するかということでの議論なのだけど、これは先ほどから氏家委員が言っているように、初めから

全部つながったものの中で議論されているわけだから、そういうことでいえば、今、前田院外議員

が言われたように前提条件がそうであれば、行き着く先はもう見えているのです、はっきり言えば。

そこは見えていると僕は思います。そこが前提条件だったらです。皆さんが高みを目指していくと

いうことであれば、高み目指すわけだからボランティアではできないということなのです、はっき

り言えば。専門性がなかったらできないというふうになるということなのです。もちろん専門性を

目指すということが、兼職がだめだということではないということです、僕が言っているのは。そ

ういう意味のことを言っているのです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、私も意見としてです。今、大渕副委員長がおっしゃっている

ようなことに関しましては、これからの地方議会が目指す姿としては、これはやはりそのようにな

っていかざるを得ないのかなというふうに思います。今の民主党の政権が前政権よりも国民が指示

した背景の１つとして、今までの前政権に関しましては、長年、江戸時代から培ってきたお上任せ

の政治、これに対して前政権も改革はいろいろとやってきました。やってきたのだけども、もっと

それ以上にやるのだというようなことで、そのアピール度というのか、それも非常に国民が評価し

た結果なのかなと。現実的に今、これは小沢さんの考え方でやっているとは思うのだけども、役人

の答弁一切させないぐらいのやり方で。これはいい、悪い、あると思います。恐らくそんなことを

すれば、国会議員の中でも役人に答弁させないで流暢に答弁できる人間というのはほんのわずかし

か多分いないのではないのかなというふうに思えるわけです。しかしながら、今、そういう方向性、

流れ、これは国民がやっぱり支持しているわけですから、やはり地方議会も政策提言できるような

ことをいわゆる住民も望んでいくと思いますし、また、そうしていかないと、議会や議員そのもの

の必要性というようなところになっていくと思うのです。先ほどの午前中の議論の中で、今、本当

に直接民主主義で、直接住民が町長のところへ行って話を聞いて、また、提言したり、あるいは町

内会連合会が中心となっていろいろやったりとか、そのようなこともありますので、やはり議会が

存在感を示す、そういった意味合いを含めると、今、大渕副委員長がおっしゃったことは、僕はも

っともだというふうに、その件については思っております。 

 大体ある程度、認識的には似たようなところが皆さんあるのかなというふうに思いますけれども、

このところでまだ何か議論したいところがあれば、どうぞ。なければ、時間の関係もありますので

次に移って、いろいろまたそこで議論を重ねていきたいと思います。必ず１から５までリンクする

ところは絶対あると思いますので、その中で議論していっていただければと思います。 

 続きまして、議員報酬の支給の根拠ということで、議員活動を公務の位置づけということでござ

います。論点の３番目でございます。日本共産党さんのほうからお願いします。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 議論して、こういうふうにしましたので、このとおりなのです。ただ、

公務の量をきちんと今の地方自治法で書いているもの以外を合意の上に立って、町民の皆さん等含

めた合意の上に立って、やっぱり公務として認めなければいけないものを拡大すると。先ほどから

両方から出ていましたけど、そこは、私はもうきちんと拡大すべきだと。議員活動として認められ

るもの、これはもう町民が見ても間違いなく議員活動ですと。行事に出るというのはもう明らかで

しょう。議員宛てにくるわけだから。ですから、そういうものを含めて議員活動の幅を、きちんと

規定の幅を広げるということは必要だと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） ここに書いてあるとおりなのですけども、極端に言えば、議員として要請さ

れた会合その他に出たのは、それはあくまでも公務であるというふうにとらえております。それで

ここにいろいろ書いてあるのです。ただ、新年会であるとか、敬老会とか、そういう頭に酒のつく

ものについては、バッジ着けて行っても、これはあくまでも公務とはいえないと。公務なのですけ

ども、報酬の対象にはならないと、そのように私たちはとらえています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、公明党さん。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。うちは本当に短い文章になっているのですけども、なぜ、短い

文章になっているかというと、今までの前段の部分が全部リンクしてきます。委員長言われたとお

り、そうなのです。そうなったときに僕はこれに尽きるのではないかなと思うのです。議員の多様

な活動日数、通年議会をはじめ広報広聴の充実、先ほど大渕副委員長も言われたけども、これから

の議会のあるべき姿を目指したときには、いろいろな多様化した活動が、前回配られました、議員

の活動範囲と活動状況の集計表、皆さんから出された、この活動が地方自治法上での公務活動だけ

にかかわらず、今後はやっぱり公務外とされている活動がどれだけ、先ほども言っているけども、

どれだけ公務として認められながら、そうした議会のあるべき姿に向かっていけるかどうかが僕は

１つのこれからの議員報酬についての議論の大きな根拠になる、そこにしかないような気がするの

です。ですから、当然、この資料の中では公務外とされている中には、調査活動、一般質問の準備

のための調査活動だとかというのも入っているけども、これにはただ町民の声を聞くだけだったら

何ぼでも聞けるのです。何ぼでも聞けると思います。固定資産税、超過税率上げる、上げないとい

う議論がありました、前に。町民は上げてほしくないです。当然、上げてほしくない。でも、今、

議会の中で、行政の中で上げない代わりに、そんなものに手をつけないで、循環バス、福祉バスを

100 円のものを 200 円にしたらどうだ、200 円のものを 300 円にしたらどうだと。そうやって払って

でもいいという人もいるのだという中でもって、それでは、そちらでもって財源の一部の確保にし

ようかとかという議論も出ているという話を町民にしたときに、町民の人方はそんなに大変なのか

とそういういろいろな議論が出てくる。その中で、それでは、どこに集中してそういった財源を振

り分けていくのかという議論もできるし、意見も聞くことができる。ただ聞けば、それは自分達の

一番生活にかかわってくることですから、みんなだめだとか、いいとかと言います。でも、そこに

はやっぱり情報公開というのが絶対必要なことだと僕は思うのです。そのために本当にわずかな時
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間、10 分、20 分で終わる話が１時間かけなければいけないこともあるし、そういったものだってす

べて、やっぱりこれからのまちづくりには絶対必要な活動になってくるのではないかなと。そうい

ったものも、公務に付随する活動という位置づけではなくて、しっかりとした公務上の活動という

ものにとらえながらやっていくことがやっぱり必要になってくるだろうし、また、そういったもの

が必要にならなければ、我々が目指す議会改革というのはできないような気がするので、やっぱり

１つの根拠には、これから求められる多様な活動日数というのが１つの議員報酬の支給の根拠にな

るのではないのかなと私はそういうふうに考えます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。清風クラブさん、お願いします。 

○委員（及川保君） 実は私ども、この問題についても議論をしたのでありますが、先ほど申した

とおり、一昨年の通年議会に乗り移った経過の中で当初何も変わりはないと、こういう考え方で乗

り移ったのでありますが、結果的にはやっぱり、この議会、そして、議員のそれぞれの資質を高め

ようと、改革をしていこうということでスタートされた中で、やはり議員個々の活動そのものも非

常に多く増大していることは、もう目に見えて皆さんそれぞれ認識されているのだと思います。そ

ういう中で根拠といわれれば、やっぱりそういう議会活動が大きな、兼職とかいろいろな問題もあ

りますけども、ただ、しかし、議会議員としてのそれぞれの議員の皆さんも十分認識されていると

思いますけども、この増大する活動そのものがやはり、この根拠になっていくのであろうと。これ

は私の考え方なのですけども、この及川という考え方に立てば、活動そのものが白老町議会に議員

個々の報酬という考え方に立てば増大することがやっぱり大きな根拠になるのだろうというふうに

とらえております。 

 それと、議員活動と公務の位置づけですけども、先ほども申したとおり、これはずっとつながっ

ているのです。全部かかわっているのです。そういう中で実は結論に至っていないのですけども、

先ほど来も出されていますけども、今現在公務となっていない部分も、これも非常に難しい部分あ

ると思うのです。委員長が先ほどおっしゃられたような部分で活動しなければならない部分もあり

ますし、これをどう公務として取り扱うかとなれば、やはりきちんとしたもととなるものが、体制

が整っていなければできませんし、それをどうやって公務と位置づけるのかも非常に厳しい問題だ

と思うのです。だから、それを一つ一つやっぱり改善していくことによって、白老町議会が資質が

高まっていくのであれば、ぜひ、そういう方向で報酬の部分についても私はきちんと見ていくべき

だなというふうな思いはしております。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 私ども新風なのですけども、このことに関しましては江藤先生の論文を 100％に近いぐらい踏襲

をさせていただきました、私どもの考え方といたしましては。その中で、「議員は審議会委員等とは

異なり機関競争主義の一翼を担う機関で活動する」というところがあるのです。その中でここに出

ている、調査・立案・そのための情報収集、いろいろ出ていますけども、こういったさまざまな事

務調査等々、こういったものも公的な活動として位置づけるべきであると。これが議員報酬を上げ

る、また一つの根拠に私はなるのではないのかなというふうに思いまして、江藤先生の論文を私ど
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もの会派といたしましては採用いたしました。以上であります。 

 前田委員外議員、お願いします。 

○委員外議員（前田博之君） 前段書いているような趣旨から、議運でも前からいろいろと学習し

ていますけども、それを踏まえて、前にも資料もらっていますけども、地方自治法改正になって議

員の主活動の範囲がかなり大きくなっています。これは皆さんも知っております。ただ、住民の方々

がその辺、従来の考え余りわかっていないのかなと思っているのです。そういう部分をどう広げて

いくかということと、議論出ていますけども、実態調査を白老町やっています。これでければ、こ

こに私も書いているとおりです。よって、前もらった資料に議会活動、政治活動の範囲が小さいも

のから大きい丸になってきていますけども、それらを議会としてこうだと、あのとおりだと位置づ

ける方向に持っていくかどうかということだと私は思います。それによって次の議論の展開になっ

てくるのかなとこう思っていますので、ここに書いているように、あそこであったものをちゃんと

共通認識の中で定義づけをすればいいのかなとこう思っています。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員外議員の書いているのはこのとおりでございます。そこで皆様

方に再度何かここで申し上げておきたいこと、あるいは他の会派への質問等含めてございましたら、

どうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。局長にちょっと聞きたいのだけど、今、地方自治法では議

員の活動範囲って決まっています。それで、それを白老町は白老町で条例上一定限度幅を広げると

いうことは可能だと私は思うのだけれども、そういうことをやることによって、もちろんこれは情

報公開の中でそういうことをやっていくわけで、町民のへの説明責任が必要であれば町民への説明

責任も含めて考えるのだけれども。そういうことをやったときに弊害として何か出るということが

ありますか。報酬以外のことで。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に今、公務活動と位置づけられているのは本会議、委員会、

それと、会議規則で設けられる全員協議会等の位置づけです。これが会議の公務です。あとは、議

会代表として出る議長、代表としての公務出席、これら等があるのですが、それらすべて公務災害

保障の適用になるわけです。これ以外については公務災害の、いまだ適用にはなっていないのです。

ただ、報酬の根拠として、多分まだ道の議長会とか確認していませんけど、今、議員報酬の条例持

っていますから、そこに支給の根拠として位置づけることは可能ではないのかなという思いはする

のですけど、ただ、公務災害と結びつくかというのは疑問なのです。あくまでも白老町が報酬の根

拠とした規定であって、それが全国一律に認められている議員活動とは違うものですから、そうい

う弊害は出てくるだろうなという気がします。もう１つは、弊害ではないですけど、報酬の根拠と

して位置づけるとすれば、例えば議案の精読等の位置づけをしたとしても、逆にそれは町民に説明

責任は当然できますので、何らかの形で。当然義務化になりますから、皆さんやってもいい、やら

なくてもいいということになりませんので、そういう部分も弊害とまではいかないのですが出てく

る可能性はあるのではないかなと。この２点です。 
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○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。そうすると、例えば町民が主催している集会に出席すると。

案内状がきたから出席すると。これは、議長は公式な場合は別ですけれども、それ以外は公務対象

外と。こういうことになるということですよね。それはすべてのものがそうだという認識は、そこ

はわかりました。それで、白老町議会として報酬の根拠として、これぐらいの活動をしていますと

いうのは、議案の精読というのは、議案精読しないで本会議できっこないのです。できっこないの

だけど、読んだか、読まないか誰もわからない話なのです、それは。本当にそうだと僕は思います。

だから、読んでいない人だっているかもしれない。いや、読めない事情もあるかもしれない。だか

ら、そういうことあるのだけれども、しかし、前提条件として、議員が議案の精読をしないで議会

に臨むということは常識的にあり得ないことなのです。だから、それは、僕はそういう判断でいい

ような気がするのです。何を言いたいかというと、報酬の根拠として、それだけではなくて議会活

動がどれぐらい我々がしているかということを町民の皆さんにわかってもらうためにも、報酬の根

拠だけではなくて私はやっぱり必要だと思うのです。ただ、公務災害の対象にならないということ

は、言えば、公には認められないということになってしまうのかどうか。これは報酬と歳費の関係

よりも、もっときちんとしていませんよね。というような理解でいいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議員の公務性というのは難しいのです。というのは、本会議とかそ

ういうものに出てくるのは、はっきりした本会議に出席するという形で見えますから、だから、公

務として認めているのです。というのは、議員さんというのは使われている人、使われていない人、

そういう関係がないですよね。ですから、自由に活動して動くのです。ですから、どこまで公務と

見るかというのは非常に難しくて、だから、公務災害もそのような位置づけに多分なるのではない

かと思います。何ぼ条例上明記して、議案の精読、町民との対話、調べたとおり明記したとしても

公務の判断をするのは非常に難しいと。要するに公務命令という概念がないですから、議員さんの

場合。議長が本会議に出席しなさいという書状を発して招集したという結果で表すしかないのです。

ですから、町民のもとに町民との、情報をくみ取ってくる活動にしても公務性がはっきりしないと

いうか、命令する人もいないし、受けたという形跡もないですし、そういう書き方されているので

す、公務災害は。ですから、多分難しいのではないかなと、公務災害って。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） わかっている範囲でいいです。ただ、国会議員は調査活動しますよね、

どこかへ来たり。あれは公務災害でしょう。どこが違うのだろうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 国会議員の場合は 24 時間議員活動として認められているのです。

そのために歳費として１年間を保障されているわけです。生活給というわけではないですけど。な

おかつ調査費ですとか。ですから、24 時間、365 日、国会議員活動なのです。政党活動であって、

国会議員活動。当然、国会議員は政党持ちますから、野党・与党の成立しないと国会は成り立ちま
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せんので。ですから、政治活動をもってすべて保障されているということではないのかなという気

がします。間違いかもしれませんけど。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 二元代表制ではないからいいのですよね、それで。わかりましたけど、

そうすると、この後出てくる歳費との関係でいえば、町が歳費と決めたって、それは勝手に条例上

では決められるけど、今言った範囲の範疇にはならないですよね。ということは、こちらが勝手に、

例えば公務の範囲の条例上明記したと、それは公務災害にならなくても。それから、報酬を歳費に

したと。私はすべきだと思っているのだけども。歳費にしたということによって、逆に言えば、そ

のことによっての規制というのは何もないと。我々にかかるものもないし、何もないというふうに

なってしまいますよね。国会議員の場合は 24 時間全部公務災害なのだから何も問題ないのだけれど

も。それでは、我々にとってメリットになるのは何かといったら、そういうことを町民の皆さんに

やっている、やっているという意味ではなくて、現実の姿をきちんと知ってもらうためにはそうい

うことを表示する、公務災害にならなくてもこれだけの活動をしていますということを条例上うた

う。それから、通年議会だから歳費としてやると。それは、そういう町民に対するアピール度とい

うか、そういうものはあるけれども、それ以外のものはないですね。 

○委員長（山本浩平君） 局長 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、年額で補償するという意味合いであって、報酬を。議員の

多様な活動を年間で補償するということなのです。ですから、１年間の年俸としての歳費を位置づ

けるということ。ただ、それは生活給、そういう報酬という範囲の中で補償していると。ただ、そ

れを公務補償して、災害あったときに補償するという意味合いのものではないでしょうか。ですか

ら、書かれているものは、やっぱり町民との合意の中で算出して、１年間多様な議会活動の中身を

まち全体が補償すると。補償するというか認めるということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 私が非常に難しいだろうなと言ったのはそこだったのです。ですから、これ

をやるとなれば、やっぱり白老町議会の考え方でとらまえて、きちんとした位置づけをする、しな

い、その問題だけかなというふうにはとらえていたのです。ただ、今、局長の説明でも大体、大よ

そつかめたのだけども、そういう考え方でやっていくしかないのかなと。それと、町民とのきちん

とした説明責任というか、合意もやっぱりきちんとしていけば大きな障害にはならないのかなとい

うふうには考えるのですけど。今現在、公務とされていない部分を公務扱いにするというのはやっ

ぱり厳しいと判断せざるを得ないということでいいですか。今の局長の説明では。できる部分もあ

ると言いましたか。できないと言いましたよね。そういうことですよね。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤守君） 近藤です。せっかく通年議会といって国会並みになっているわけなのだから、

報酬にカウントされる、されないは別にしても、要するに議員としてバッチつけて出かける場合は、

これはすべて公務として扱うべきではないかと思うのです。それが我々一番望むところであって、
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それでもって、それにさらにどうのこうのということはないので、ぜひ、この辺をわかってもらい

たいなと思うのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 私どもの会派でまとめて出しているのも、災害が適用になるか、ならな

いかとそんなことでは全然ないのです。活動そのものを町民に認めていただいて、報酬アップの１

つの根拠につながることになるのかなというふうな考え方で江藤先生のものを、ここの部分だけと

ちょっと踏襲させていただいたというところでございます。 

 何か局長ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、大渕副委員長から言われた公務災害の部分、ちょっと今、コピ

ーさせていますので。やっぱり命令・服従の関係がないのです、議員さん方。議長が命令するわけ

でないですし、議員は１つで動くものですから、公務も限定にしているということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今ちょっと、局長の後に近藤委員と山本委員長がおっしゃったけれど

も、我々は、僕も本当に公務災害になるか、ならないかということではないのです。本当に議会の

活動が見えるようにしてもらいたいなと僕はすごく思うのです。だから、これから高みを目指す、

条例提案、政策提案をしていく、これは今までできなったことをやる、これだけやってもできなか

ったことをやるということは、今の倍ぐらいの努力をしないと僕はそういうふうにはならないと思

います、現実問題として。言葉で言うのは簡単ですけど、現実に僕はやるとしたら、そんな半年、

一年議論したからって全部、どんどん条例提案、どんどん政策提案何かできる中身ではないと思う

のです、地方議会の場合は。そういうことを我々はその高みを目指すとなれば、今、近藤委員が言

われたように、そういうことがきちんと町民に見えるような仕組み、システムを白老の議会として、

どこの議会がやっていなくても白老の議会としてやっぱりそういうものをやるべきではないかなと

すごく思うのです。だから、考え方も僕は歳費のほうがいいだろうし、そういうことをやっぱり明

らかにしていけるものはしていくと。嘘を言うとかではなくて、本当に努力しているということが

わかるようなふうにしないと、何か矛盾しているなという気がするのです。努力している側として

みたら。そういうことで言っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 今せっかく、資料をコピーしていただきましたので、簡単にちょっとそ

の部分だけ局長のほうから説明を頂いて、次の項目に入りたいと思います。この部分だけ、まず。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、陳情活動が議会の公務に当たるかどうかというときにつく

ったものなのです。たまたま公務活動にならないという結論なのですが。その下のところに公務上

の認定と書いてある、先ほど言った部分なのです。「常勤の職員については正規の勤務時間や使用者

の指揮監督下という概念があることに対して、議員は常時活動しているわけではないので、議員に

は勤務時間の概念はなく、また、指揮監督下という概念もない。さらに議会議員は一般的に一定時

間、法的な私的活動の拘束を受けるわけでもない。そこで議会議員の公務主構成は議会が法律に基

づいて正規の議会活動を行っているときにおける議員活動に限り認めるべきものである。したがっ

て、議会の議員の災害について公務と認められるのは原則として次の事項に限られる。」ということ
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になっているのです。これが公務災害補償組合の１つの基準になっているのです。ですから、うち

が何ぼ条例上に公務活動の範囲を明記しても、法律上に認められていない限りは該当しないという

判断になるのではないかと。ただ、法律上は 100 条の 12 項、13 項で協議の場合は正規の会議に認

められたのです。ですから、これを拡大していかない限りはなかなか公務性としては認められない。

ですから、議会報告会、議会懇談会を委員会活動に位置づけたということは公務性を持たせたわけ

ですから、ここについては従来、非公務としてやっていた部分です。ですから、そういうような何

らかの形で屈して公務性を持たせていかない限りは難しい。ですから、特に議員が地道にやられる

議員活動というのは入ってこないのです、現実的には。報酬の範囲で何ぼそこを公務性を持たせた

位置づけをしようとしても公務災害はだめではないかと私の推測です。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問ございますか、この資料について。それでは、この資料は資料

として参考にしていただきまして、次にまいりたいというふうに思います。 

 続きまして、論点の４番目、議員報酬の位置づけ（実費弁償と生活給の対比）というところに入

ります。日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 書いているとおりでございます。今、議論ありましたように、実際的

に最後は町民の皆さんに理解していただくということは何かというと、我々議員がどれだけの議会

活動をしているかということだと思うのです。ですから、生活給という言葉は余りなじまないと我々

は思っていますけれども、少なくても議会活動がきちんと評価されるような、今段階では、報酬で

なければならないと思うし、そういうことが明確になるような、前の議論にあったように、仕組み、

システムをつくっていくべきだというふうに考えております。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） 議員の活動日数の時間に応じて支給されるべきだと思いますと。基本的には

議員報酬と。生活費相当額になるのは議員活動を保障する面から望ましいと思いますが、議員報酬

はあくまでも第三者によって決められるものでありますから、これについては余り我々は話し合い

したくないということでございます。いずれにしても、生活給の対比というのは、これは非常に、

ある人に言われれば、今の３倍ぐらいできない何ていう話もございますので、これはとても町民の

理解や何かは得られるものではないので、今のところはこのような形でいくのが望ましいなという

ふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。私たちも文章的にはこういった短い文章でまとめさせ

ていただいたのですが、ずっといっぱい関連してくる、私たちはもう関連してきていると思ってい

ますので、多様なそういった職種からの意見の反映が必要な部分で、兼業性とここに書いています

けども、これはあくまで、サラリーマンから始まり、事業主の方々もそういったことで議会の中に

いろいろな意見を反映させようと思って議会というものに足を入れるときには、私は歳費という考

え方は地方議員の中にはちょっとなじまないのではないのかなと。報酬という形の中でも十分、先

ほども言っていましたけども、条例上公的な活動として認めてもらうことによって町民にしっかり
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とした理解をしていただける場面もできますし。僕どうしても国会議員のような歳費となると、ど

うしてもそういうようなイメージがあるのです。仕事はあるのだけども、仕事は持っているのだけ

ども、国会議員の方々って、地方議員の僕たちの仕事を持っているような形の仕事とは違います。

役員報酬であったり、そういう形で身を置いているような形ではないのかなと。ちょっと単純な考

え方なのかもしれないけど。でも、そうではなくて、地方議会の仕事、どこどこ会社の代表になっ

ていても、自分がある程度その会社にいて、仕事もしながら、そして、議会の中に出てきてという

のが今の現状にあると思います。そういった面から考えると、どうしても歳費の考え方というのは、

僕はなじまないような気がしてならない。うちらの会派として一応こういう形の中で、今までどお

りの報酬という考え方の中で兼職、兼職ということは仕事を持ちながらできる、そういった仕組み

を残しつつ、そして、公的な議員活動の範囲を条例の中で１つでも多く認めていくということを図

っていくべきだという考えでございます。 

○委員長（山本浩平君） 歳費と報酬との関係は次の項目、論点５のほうになります。実費弁償と

生活給との考え方について、ちょっと伺いたいのです。 

○委員（氏家裕治君） 済みません。このとおりです。地方自治法上の公務活動または公務に付随

する活動を日常活動として実費弁償として加算していくと。加算していくことによって、例えば生

活給というものがどうなのかちょっとわかりませんけども、でも、実際いっぱいそういったところ

も加味した形の中でこの報酬の位置づけというのは、今のままではだめだということは、ある程度

の共通した認識の中で考えた上で、それでは、それ以上何が足りないのかということになるとやっ

ぱりこれからのそういった活動の日数、公務外のものをどうやって公務上の活動として組み入れて

いくことによって町民に理解を得られていくのではないかなとそういうふうにして感じます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。続きまして、清風クラブさん。 

○委員（及川保君） 清風クラブです。論点４についても１からすべてからまっているということ

で、会派としての統一した意見には至っていません。しかしながら、実費弁償か生活給かの対比の

部分ですけども、会派の考え方の中では生活給も間違いなく入っているという考え方でございます。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員どうぞ、 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。及川委員にちょっと僕、一言お話をさせていただきた

いのですけども。 

○委員長（山本浩平君） それでは、一通り発表があってから。 

○委員（氏家裕治君） いや、というよりも、今のお話の仕方というのは議事録に載る場面です。

暫時、休憩中ではございませんので、そこだけはちょっと僕、気になっているものですから。 

○委員長（山本浩平君） それでは、及川委員。 

○委員（及川保君） 氏家委員の指摘されるとおり、私的な考え方でございましたので後段の部分

については削除していただきたいなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） はい。それでは、そのような取り計らいをしていきたいと思います。た

だ今の部分、会議録を後日、精査をいたしまして削除したいというふうに思います。よろしいです
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か。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、私どもです。私どもの考えとしては、ここに書いていると

おりでございまして、１次改革から始まって今、第３次改革ということで常に白老は高みを目指し

て議会改革を続けてきておりまして、その状況の中で通年議会ですとか広報広聴常任委員会とか今

までよそではやっていないようなことまでやっていると、こういう中で、財政状況を踏まえた形の

中で議員報酬も減額をしておりますけども、やっていることと報酬減額というのは、基本的には私

は逆行しているというような考え方を常に抱いておりました。そんな中で若い世代の人たちが地方

議会の議員になるということの魅力をどのように感じていくかとなると、報酬は厳しい、そういう

中で果たしてこれから挑戦する人が出てくるのかと。やはり現実的なことを考えると、これは生活

給としてきちんと保障するぐらいのことをやらなければ、現実的には若い人たちが挑戦できるよう

な状況にはならないだろうということの考え方から、やはり生活給としての位置づけを念頭に置く

べきだという考え方でございます。 

 続きまして、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 前田です。ここに書いているとおりですけど、私は、現状としては

さきの地方自治法が変わって議員報酬に改められましたけど、実質的に内容は何も変わっていない

のです。そうすると、現状では現状認識しかないのかなとこう思います。しかし、ここに書いてい

ますように、都道府県議会の制度調査会、今、報酬を歳費に改めるということで改革案示して検討

されているのです。ですから、そういう方向性もやっぱり客観的な流れの中で見ていく必要がある

のかなと思います。それで、しかしと以下書いていますけど、私、先ほども言ったように、流れの

中で報酬上げるために生活給にすべきなのか、報酬にすべきかという議論があったので、白老町と

して、今、意見を聞くと、考えを聞くと大体わかってきましたけど、そういうことを踏まえてここ

に書いているのです。そうすれば、白老町として本当に危機的といくのであれば、自分たちでちゃ

んと理論武装した中で整理をしていく必要があるのではないかというような意味で書いていますの

で、そういうことです。だから、私は皆さんの意見が今までの活動も踏まえて給与だと。今、委員

長も言ったように、そういう形の議員が出てくるような形の中で上げるべきだと。そういうもので

いけば、議会としてもやっぱり１つの理論武装をして、先駆けてやっていく必要もあるのかなと、

こういう意味で書いています。以上です。 

 それと、もし、そういう給与あるいは何にするかということになれば、ただ身内の議論ではなく

て、やっぱり客観的な審議会等を設けて、本当に具体的な方向性を示してもらったほうがいいのか

なとこう思っています。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前田委員外議員の記述の中でちょっと訂正しておきたいのは、都道

府県議会制度調査会の提案あったと、これは間違いではないですけど、これを踏まえて議員報酬と

いう名称に法律改正がなったということで、地方債費の案は１回なくなっているのではないかとい



 44 

う解釈なのです。前回の総務委員会の会議録の写しを差し上げたと思いますが、議員報酬に改めら

れたのは、都道府県の研究会、これが提言あって、議員立法で先に組み入れられてなったというこ

となのです。 

○委員外議員（前田博之君） 21 年６月の地方制度調査会で今後の地方自治体の議会制度の答申 

の中で見て、ちょっとそういうふうに・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 地方制度調査会では答申になっていますけど、国は 1 回見直しして

議員報酬に改めた。というのは、矢祭町議会が議会も選択肢あって、うちみたいに通年をひく議会

もあってと、そういう代表制のちぐはぐが生じるという解釈なのです。ですから、地方歳費を取ら

ないという国の今の、現時点です。 

○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） それはそれでいいのだけど、地方制度調査会ではやっぱり歳費、そ

ういう言葉を使って今後なおさら検討するという言い方をしている部分あったのです、だから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 答申されたのですよね。それを受けて、その後に改正になっている

のです。 

○委員外議員（前田博之君） だから、議員報酬は議員報酬として見ているのだけど、それを一歩

進んでまだそういう議論必要だという言い方に解釈したのです。わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷議員の回答は書いているとおりでございます。 

 ここで、１時間以上過ぎましたので暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ２時２９分 

                                           

再  開   午後 ２時４１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。 

 この論点４につきまして、各会派あるいは無会派の方から意見発表していただきましたけども、

これについて何かございましたらどうぞ。 

それでは、私のほうから新政クラブさんと公明党さんにお尋ねしたいと思います。新政クラブさ

んは議員の活動日数、時間に応じ支給されるべきだと思うという答えです。これは実際、実費弁償

というふうに受けとめられるわけでございますけれども、実費弁償という考え方になってしまうと、

極端な言い方をするかもしれませんけども、会議への出席だけを主に議員活動として狭く解釈する

ような矢祭町の考え方に近いものになってはこないかというふうに感じるところがあるわけでござ

います。白老の場合は、交通費的なものも一切そういう費用は見ておりません。でも、現実的には

こういう太平洋に細長い所でございますので遠い所からも議会のたび、あるいはいろいろな会合の

たびにこの中心部に出てこられる議員の方々もいらっしゃるわけでございます。そういった中で矢

祭の考え方にリンクするような感じがするのですけども、この点、公明党さん、新政クラブさんい

かがでしょうか。 

新政クラブ、近藤委員。 
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○委員（近藤守君） 端的に言えば、このような書き方になりますけども、こうではなくて、あく

までも、それもすべて含んだ中での議員報酬というふうに我々はとらえています。ですから、決し

て、矢祭のように日当何万円というような考えは毛頭ありません。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、いかがでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。ここにも書いているのですけども、あくまでも公務活動または

先ほどの資料にあった公務に付随する活動をただ日常活動として実費弁償とするという部分で。実

費弁償という言葉のとらえ方で議論されるとちょっとあれかもしれませんけども、今までの地方議

員の報酬を見たときに、一つのやっぱり基準になるものがあると思うのです。そこでやろうがやる

まいが同じであれば、私たちは違うと思う観点からです。それ１点と、それから、兼職という部分

を考えるということと、それから、精神的にはボランティア的な考え方もこの報酬の考え方の中に

は必要だろうという考え方から考えると、例えば一つの歳費、先ほどちょっと先走って言ってしま

ったけれども、歳費という考え方ではなくて報酬でいいのではないかと思う。そのかわり公務活動

外として付随されている活動や何かも公務上の活動として位置づけることによって町民の理解を得

られるだろうと。そこで今の基準の報酬から、額的なもので、どれぐらいの額が必要なのかという

ことがそこで対比できるのではないかなと僕は思うのです。自分たちの仕事と、それから、公務と

してというか、議会議員として公務として認められる部分とボランティア的な活動、そういったも

のを含めて議員活動ですということになると、やっぱりそういった対比の仕方がないと地域住民に

説明のしようがないような気がしたものだから、とりあえずはこういった位置づけにして置いたら

いいのではないかなという考え方です。決して、矢祭みたいな形の出た分だけどうのこうのではな

くて、議会活動全般を見たときにそういった位置づけにしておかないと最終的には議員報酬という

のはいくらあるべきなのかとかという話になったときに何の議論も僕はできないような気がしたの

で、分けて考えておいたほうがいいかなと思ったということです。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。皆様方から何かございませんか。補足したいこと、ある

いは他の会派等への質問でも結構でございます。無いようですので、次とまた、かなりリンクして

くると思いますから５番目に入りたいと思います。議員報酬と地方債費の対比というところでござ

います。日本共産党さんからお願いいたします。 

○副委員長（大渕紀夫君） 先ほどから何度も言っていますけれども、公務の位置づけをはっきり

すると。公務災害は別にして、公務の位置づけをはっきりすると。そして、議会かつ議員活動の日

数を明確にできるだけしていくと。それが町民に理解を得られるような形をつくっていくと。同時

に、現実的には、我が白老町は通年議会を施行しております。そういうことからいうと、先ほどか

ら議論がありました地方歳費という言葉がそれぞれの分権に随分出てきております。これ、先ほど

言った。資料１の１、これの３、４ページ目には、地方歳費のことが条例上のことも含めて、地方

自治法第 203 条の範囲から含めてずっと出ております。こういう視点からいうと、私は、将来的に

は地方歳費というものになっていくのではないかというふうに考え、理解しております。ですから、

私は歳費という考え方を導入するということを十分考える必要があるだろうと。なじんでいないと
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いう部分はありますけれども、うちの白老町議会の通年議会を施行したということからいうと、そ

こをきちんと条例上でうたいながら、制度をより深めていくということが必要ではないかというふ

うに思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。続きまして、新政クラブさん、お願いいたしま

す。 

○委員（近藤守君） ここに書いてあるとおりなのですけども、活動実態による費用弁償的な考え

が一般的ではないかということで、町民感情からもってしても今の報酬がよいと思うというふうに

思っています。歳費になりますと、先ほどの通年議会のことと若干矛盾するのですけども、これだ

けは 365 日の議員活動が義務づけられる感じがすると、国会議員並みに考えられるとちょっと苦し

いなというふうにこの当時は思って書いたのですけども、そういうことです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほどは済みませんでした。ちょっと先走ってしまいまして。先ほども言

ったとおりなのですけども、今、大渕副委員長が言われたとおりだと思うのです。ただ、私は、考

え方は多分同じだと思うのだけども、歳費の考え方が僕はやっぱりなじまないような気がする。な

じまないという部分です。今後のあり方については、まだまだこれからも議論が必要なのかもしれ

ないですけども、先ほども言ったとおり、公務外の活動が条例上でちゃんと認識された中で町民に

理解されていくのであれば、先ほど委員長に言いましたけども、実費弁償云々という話の中でこれ

からの議会のあるべき姿等々を精査した中で、報酬という考え方の中で進めていってもいいのでは

ないのかなという考え方でございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。それでは、清風クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（及川保君） 清風クラブです。私たちの会派としても、これもまだ統一した意見にはなっ

ていないのですが、ただ、会派の中の意見の一致した考え方は、やはり議員報酬という形をとるの

がいいのだろうと。地方歳費というところまできてしまうと、先ほどの意見の中にもありますよう

に兼職を認められているということからすると、議員報酬という、将来的にはわかりませんけども、

議員報酬という形のほうが姿としてはいいのかなという考え方でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 私どもは、ここに書いているとおりなのですけども、新しい取り組みというのは政策研究会のこ

とを指しております。また、具体的に条例提案ですとか、政策を町に対して議会として提案すると

いうことを考慮した考え方でございます。そういったことを考えた場合、やはり政務調査費ですと

か費用弁償等も再検討していくべきではないのかなと。そういった中でしっかりと歳費としての位

置づけを行っていくべきではないのかなというふうな考え方でございます。兼職があるから歳費で

はだめで報酬なのですということがちょっと理解できないと申しますか、仕事を持っていても別に

歳費として認められないのかなというふうにちょっとございます。この点については最後にちょっ

と局長のほうからコメントいただきたいなというふうに思います。以上です。 

 続きまして、前田委員外議員どうぞ。 
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○委員外議員（前田博之君） 私はここにあるように議員報酬と地方歳費の対比ということですの

で、単純に分けるとこうなのではないかなと。今までの議論ずっと踏まえてきた中でいろいろ意見

分かれていましたので、そういう部分で一応私はこういうふうに分けてみたのです。どちらを選択

されていくのかなと。あるいはいろいろ議論、今、聞いていると非常に難しいところあります。た

だ、ここに書いている地域性を代表するということになると、やっぱり時代背景というか、地域の

背景を見なければかなり高齢化きているし、中間の生産人口にあたる人が非常に白老少なくなって

いるのです。その辺をやっぱり重視していかないと、なり手もいなくなるし、なってほしい人も段々

いなくなってくる可能性が白老町としてあるのかなと。その辺も若干考慮していかないとだめかな

と。そういう意味で多種多様な層から出す必要もある場合はこうなのかなと。ただ、今まで議論し

たように、より以上の高度化を求めていくと、個々の議員数を減らしてということになれば議論あ

りますから、これは別としても、専門性を高めていくことになると、やっぱりそういう人を育てた

議員があって活動しなければいけないのかなと。そうすると地方歳費になってくるだろうなと。こ

ういうふうに一応私は分けさせていただきました。 

○委員長（山本浩平君） どちらがいいとかというのは。 

○委員外議員（前田博之君） まだ私もこれからの議論あると思います。ただ、基本的には、最後

で誰が言っていましたけども、報酬にする、歳費にする、上げる感情にはないということは私も同

じですから。ただ、それは先ほど言ったように、抜いて議論しますという話だったから、こういう

論点というか、視点で書いてきました。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。熊谷議員の考え方はここに書いているとおりでございま

す。 

 さて、この論点５について、いかがでしょうか。その前に、私ちょっと先ほど申し上げた件はい

かがですか。兼業とその考え方。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 地方歳費という概念は、今、法律上は一切認められている概念では

ないのです。今は議員報酬なのです。ただ、地方歳費の考え方というのは、都道府県の議会制度研

究会というところが、大森彌先生が中心になって組み立てた議論で、先ほど来から大渕副委員長が

言っているこれは、都道府県の提言書を図式化したものなのです。まさにそれですから、地方歳費

と書いているのだと思います。その議論の中で地方制度調査会にこの案も提出されているのです。

その中で議論になって、先ほど前田委員外議員が言われたことですけど、それを先取りして議員立

法したときに地方歳費の考え方を国会の審議過程では捨てていないのです。捨てていないというこ

とは、法学者からいえば、この趣旨としては可能だという考え方なのです。それを否定していない

ですから、立法趣旨が。立法趣旨というのが、先ほども言いましたように、日当制を採用する、要

するに活動範囲をすごく狭める矢祭町のようなところと、通年が今、何ぼかふえていっていますけ

ど、一年中活動していくと範囲の広くなっている通年議会、そういうところが全国でいろいろある

と。都道府県、市町村、全然活動範囲が違いますので、一律に地方歳費にするのは、要するに民主

制、議会制民主主義を一定限狭めてしまう形になるので、代表制のそごが起きるということでとら
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なかったと言っているのです。ですから、江藤先生何かもそうですけど、歳費と使うのは何ら問題

ないと。そういう考え方からいえば、議員歳費であろうが、地方歳費であろうが同格であろうとい

う気がします。ただ、その地域が認めるか、認めないか。そうすれば、逆説的に考えれば、兼職し

てだめだという根拠も見つからないというのがそうだろうと思います。ただ、地方歳費の概念とい

うのは、もともとの概念は多様な活動に耐え得るという専従性を前提として置きかえたような趣向

なのです。ですから、それからいえば、兼業で果たして耐え得るかどうかというのは出てくるのか

なと思います。法的には、兼業して何も悪いという法的解釈は見つからないのではないかなという

気がしていますけど。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。ありがとうございます。 

 この部分で何か申し述べたいことがあれば、またさらに。無いようですので、それぞれの考え方、

このように出ておりますから今後のまた議論にしてまいりたいと思います。１番目の最後でござい

ます、自由意見というところです。これについてお願いしたいと思います。日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。まず、ここに書いていますとおり、議員の報酬引き上げを

期待することから議員定数削減とセットする議論がありますけれども、定数を現在以上に削減する

ことは民意を損なうだけでなく、議会活動に支障をきたすことは明白であることから、この議論に

は我々の会派は一致をしないということであります。報酬のあり方については今まで私たちが言っ

てきたことですから、このとおりでございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。新政クラブさんは特に記載なしということでご

ざいますので、公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。まず、ここに書かれていることなのですが、今までの

言ってきた裏づけです。多様化する議会活動と議会、議員のあるべき姿が報酬等審議会に評価を受

け、今後においては報酬のあり方について前向きに検討するべきであるという部分でございます。

これは今回、共産党さんのほうから議員定数のことにもちょっと触れられたものですから、私たち

も決して議員定数のことを軽んじて、今回この議員報酬の議論をしたわけではありません。それで、

まず、議員報酬のあるべき姿というものを 1 つの念頭に置いて、議会活動または議会のあるべき姿、

議員のあるべき姿というものから割り出していったものが今までの議論になっていると。ただ、そ

れと議員定数が一緒に、それでは、これだけのものが必要だと。だから、議員定数減らすという話

とはちょっと違うということでございます。また、議員定数については、今までの議論、一番最初

の論点１で議論したことが私はすべてだと思いますから、そこでの議論を外すわけにはいかないし、

その中でこの議員報酬という問題も当然、最終的には議論の一致をみなければいけないものだとそ

ういうふうに思っていますので、一応自由意見の中ではこういうふうに書かせていただきました。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。清風さん、どうぞ。 

○委員（及川保君） 清風クラブです。自由意見ということでしたので、会派の考え方としては、

改選直後に今、議論して進めている第３次議会改革の項目に入れさせていただいた議員定数と議員

報酬のあり方についての議論をしましょうと、こういう考え方と今も同じ考え方でございます。そ
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れともう一つは、非常に厳しい財政状況の中で役場職員の削減が大変な財政の中で進められたと、

こういう中での非常に厳しい、議会としても非常に厳しい状況にあることは私たちも十分理解をし

ておるところであります。しかしながら、先般出された監査委員と併任案がまた昨年、これは無理

だという結果が出たにもかかわらず、また一年たって、また出てくると。どうも最近、議会そのも

のが、これは役場認識となっていますけど組織です。役場組織とどうも同率のような考え方で進ん

できているような気がしてならないのです。これでちょっと一言書かせていただいたのですけども。

その中には町長の考え方でまちづくり、当然、議会も一緒に進めておるわけですけども、議会の提

案といいますか、いろいろ個々の議員それぞれの意見ではありますけども、いろいろ提案を申し上

げている部分があるのですけども、改選後の中でもずっと私、見てきているのですけども、なかな

か議員個々の、それから、議会が提案した部分についてもなかなか取り入れてもらっていないとい

う状況からすると、もう少しそういった真剣に議論された中身をまちづくりの中にも生かしていけ

るような方向に進むべきではないかなというふうに考えていまして、役場組織と同率という考えで

はないと思うのですが、どうもそのような軽んじられている、議会そのものがそういう状況の中に

今あるのではないかというふうな気がしてならないものですから、ちょっと一言書かせていただき

ました。 

○委員長（山本浩平君） 私どもでございますけども、ちょっと読ませていただきます。「加速度

を増している人口減や各種産業の撤退や衰退に直面している状況で、白老町が生き残っていくには

どうすればよいのか。その生き残りのための政策の設計を議会と町の両輪で行うべきときが到来し

ていると思う」。このように表現させていただいたわけでございますけれども、これはどういうこと

かと申しますと、今こそ議会の存在感の示さなければならないときかなというふうに思えてならな

いわけでございます。本当に白老町の大きな危機の状況かなというふうに思います。農業団体や漁

業団体の広域化あるいは組合の合併、これは北海道の主導のもとでございますけども、結局はそう

いった形になってきますと、なかなか１つの町が望んでいるような方向ではなくて、いろいろな団

体やいろいろなところの考え方や思惑が入り混じっているわけでございます。そういった中で行政

が考えて、当たり前だろうと思うことでそうでないような状況に今いなっているわけですから、こ

ういったときにやはり何か議会の存在感を示すことをしなければ、町民に対して議会そのものが理

解されない、そういったことをやはり必要でありますし、行く行くは議員報酬アップにもつながっ

ていくとこういうような考え方で、あえて、ここにこういうような表現をさせていただきました。

以上でございます。 

 前田委員外議員、どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私、ここの論点６のその他の自由意見とありましたので、１から５

までにかかわっている自由意見入れるのかなと思って、その部分について書いてきています。それ

で、１行目の「住民とともに議論すべきであり」というのは、これは丸投げの意味ではございませ

んので。私、前に言っているように、議会としてちゃんと考え方を整理してからという意味ですの

で誤解しないでいただきたいと思います。後は、先ほど言ったような形で、こういうような形でや
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れないかなと。それで、「基本条例の制定を視野に入れて」ということは、今言っている議員活動と

か、今まで議論したことをある程度もう結論というか、議会の方向性としてちゃんと入れたほうが

いいのではないかと。ちょっとそういう１歩を、前向きな基本条例もいいのではないかなと。ただ、

今まで基本条例決められれば、白老町もかなり根幹をなす部分はもうやっていますから、そうでは

なくて１歩、自分たちの部分も含めた中で条例に制定するといろいろ議論されて、町民も議論に巻

き込めるのかなとこう思っております。３つ目は、今まで言った部分に変わりありませんので記載

のとおりです。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。熊谷議員につきましては記載のとおりでござい

ます。 

 この自由意見について何か特段お話をしておきたいところがございましたら、どうぞ。質問でも

構いませんけれども。近藤委員。 

○委員（近藤守君） たまたま会派会議をやったときに自由意見というものが載っていなかったも

のでやらなかったのですけども、今まで何回かやった中では、議員定数の問題とか、報酬の問題に

関しましては、定数は余り減らさないほうがいいだろうということで、定数と、それから、報酬は

余り関係しないで別々に検討するべきだというのは我々の会派の意見でございます。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。ありがとうございます。 

 これは自由意見というところでございますのでよろしいですね、参考までにということで。 

 それでは、次の項目に入ってまいりたいと思いますけれども。先に、申しわけありませんけども、

３番目の議会改革について。会派制のあり方についてということでございます。この部分について

いろいろと今までの議運の中でも提議されたところでございますけども、このことについて意見を

聴取してまいりたいと思います。まず、・の会派の必要性についてでございます。伺ってまいりた

いと思います。新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） 我々は、会派の必要性があります。現状でいきます。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） まず、現状の話をしますと、今の定数の中では、会派というのは、僕は必

要な部分だと思います。それで、会派制の中で議会運営委員会等々が円滑に行われていくことがや

っぱり望ましいだろうという考えでございます。会派の必要性についてということでありますから、

そういう形の中で。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、それでは、日本共産党さん、いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。我々の会派は、会派制はとるべきと。会派制できちんとや

っていくべきということであります。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川保君） 清風クラブです。私どもの会派の考え方は、この会派制というのは、22 人の

とき、それから、20 名のとき、それで今現在 16 名に削減されました。現在の 16 名という議員の約

半数近くが議会運営委員会の中で活動している状況からすると、会派制というのは役割そのものが
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今現状では、会派制はなくしたほうがいいのではないかとこういう考え方でございます。まだほか

にありますけども、これは項目ずつやっていくのですね。 

○委員長（山本浩平君） そうです。 

 私どもは従前どおり、会派はやはりあったほうがスムーズに議会の運営もできるというふうな考

え方を、基本的な考え方を持っていますので必要だという考え方でございます。 

 前田委員外議員、どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 今、会派やっていますから、それはどうかということを抜きにして、

次回改選あるときに多分議論されると思いますので、私は今後、議員の削減とかいろいろな問題出

てくると思いますけども、結論からいうと、次回改選のとき私いるか、いないかわかりませんけど

も、そのときにはやっぱり改めて議論して、私は、会派は必要ないと思います。それで、あくまで

も今は会議運営基準でも任意性でありますし、本来からいう会派としての、やっているところもあ

りますけども、本当に機能を果たしているのかどうかと。この前、登別で聞いた先生の話もありま

すけども、やっぱりそういう部分からいくと、私は、これからは必要ないと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんに伺いましたところ、会派制従前どおり必要だという考えのとこ

ろは４つの会派、役割は終わったというところが１つの会派、無会派の議員も今の状況、改選後に

なるけれども必要ないという基本的な考え方ということでございます。ここで何か皆さん、自由に

意見を伺いたいのですけどもいかがでしょうか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕は現状の話をさせていただいたと自分では思っています。例

えばこれが８人だとか 10 人を割るような議会であれば、会派制でどうのこうのという議論は多分な

じまないのでしょう。ただ、やはりできる限り、この会派制というものを維持しながら議会の運営

をしていくことが、僕はやっぱりこれからの議会のあり方や何かをずっと議論していく中で必要な

ことだろうと。いくら通年議会をやっているといっても、一つ一つの議案だとかいろいろな改革を、

14 人になったから会派制をやめるとか、13 人になったから会派制をやめるとなったときに、そうい

った議論が果たして個々バラバラの形の中でできるのかと。何かすごくそこに不安を感じるものが

あります。ですから、どこで会派制を無くするとかではなくて、やはりできる限り、維持できるも

のに関しては、僕は議会運営上の今の仕組みを考えてもやっていくべきだろうなと。ただ、将来的

なことについてはそれに言及するつもりはありません。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは議論ですからきちんと考えていかなくてはいけないのですけど

も、まず１つは清風さんから出ました、半数以上が議会運営委員会に入っていると。これは議会運

営委員会の運営の問題だと私は思います。ですから、ここは、私前から言っているように矛盾があ

るわけですから、広報広聴常任委員会の小委員会との矛盾があるわけですから、私はそういう意味

では、ここはきちんとしていくべきであろうと。私は、半数以上入っている議会運営委員会のほう

がおかしいのであって、そこのところを私は改善すべきだろうと。基本的には私、何度も言ってい

ますように、こういう制度にしたのは、私が議会運営委員会の委員長だったときのことだったとは
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思いますけれども、私は、そういうところは今のご意見であれば、そうすべきだろうと。 

 それから、当然、前田委員外議員が出されましたけれども、会派に所属していない方ですから、

ここが会派の必要性を訴えるというふうにはならないのです。これは議会議員ですから。僕は個人

がどうのこうの言っているのではないのです。今、会派に属しておられない方に委員長お聞きにな

りましたけれども、そこの議員さんが会派が必要だというふうなことにはならないでしょう。必要

だったら、自分はみずから違う会派に入るわけです。ですから、そういう議論が本当にしていけな

かったら、僕はだめではないのかなと思っているのです。ですから、そこは前田委員外議員さんが

言われるのは当たり前だと私は思っていますし、聞かれて、会派必要だったら、ほかの会派に入ら

なければだめでしょう。そんなことにならないのです。ですから、会派制という中身を不十分だと

いうのは、前田委員外議員さんは初めて議員になられて、どうしてほかの会派の議員が不十分な議

論をしているとわかったのか、僕よくわかりません、そこは。属していないわけですから。だけど、

私たちは１週間に１回きちんと会派会議を開いて、きちんと会派の維持を図ると。そして、その中

で政策的な研究もしながら、やっぱり会派をきちんと運営していこうという努力をしてやっている

つもりでございます。どの会派の方のことを言われたのか、私よくわかりませんけれども、会派は、

私はそういうふうにあるべきだろうと思うし、このグリーンの 32 ページにも書かれていますように、

ずっとこういう形の中で白老の議会は運営されてきたということで、非常に民主的かつ、会派での

議論も私はされて、いや、不十分なところあるかもしれません、だけど、私はそういうふうな形で

運営されてきたのではないのかなという理解でございます。 

○委員長（山本浩平君） ほか、いかがですか。それでは、２と３合わせまして、全部関係してき

ていますので、議会運営委員会と委員外議員の発言について、それと、正副議長の会派の離脱につ

いて、合わせまして、まず伺ってまいりたいというふうに思います。新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） 委員外議員の発言については余り中身わかりませんので、どなたかもう少し

詳しく教えていただきたいと思います。ただ、正副議長の会派の離脱については、離脱しないで従

来どおりの形でやってもらいたいと。要するに会派に属していてもらいたいというふうに思ってお

ります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 議会運営委員会の定数と申しますか、今の現状、この辺はどのように認

識されていますか。 

○委員（近藤守君） 先ほど、大渕副委員長のお話がありましたけども、もう少しその辺を詳しく

聞いて判断したいなと思っております。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。議会運営委員会の定数について無会派の方が参加されていると

いう部分を除けば、別に僕はそれについては問題ないと。ただし、発言のあり方については、やは

り議論をしなければいけない問題だと思います。僕たちがほかの広報広聴の小委員会に行って手を

挙げて議論することができるのか、できないのか。僕たちはできないと思っているから行かないわ

けです。ですから、その辺がはっきりとした規律の中でやられるのであれば、議会運営委員会の定
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数については、参加されることは私はやぶ蛇ではないと思いますし、また、必要に応じて委員長か

ら発言を求められたときには答える。そういったルールの中でしっかりできるのであれば、先ほど

言った定数の問題については今までどおりで十分できるのだろうなと思います。 

 それから、正副議長の会派の離脱については、これは私事の会派のことでいうのは何ですけども、

２人会派の中から副議長が出てしまうと。というふうになると無会派になってしまいます、はっき

り言ったら。そういう形のルールの中で副議長だとか議長を選出していくということになれば、根

底的にこの辺の物事の考え方を変えていかなければいけないだろうなと私は考えます。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。清風さんが半数以上の方が議会運営委員会に出ているのだ

と、だから、会派必要ないですという意味のことをおっしゃったから、私はそこを考えればいいの

ではないですかと。もちろんそれは、今７人の定数が６人にするということも含めていますけれど

も、22 名のときから７名前後ですから、私はそこが会派が必要ないという議論であれば、それはそ

こを改めるべきだろうなという意味で言ったのです。私の言った意味はそういう意味ですから。で

すから、現実的にはそういうことだと。 

 それから、委員外議員の発言の関係なのですけれども、もちろん私は当初、委員外議員の方はき

ちんと出ていただいて、そして、委員長の許可に基づいて発言をすべきということで、事実、私そ

ういう運営をさせていただきましたので考え方としてはそうなのですけども、今議会から広報広聴

常任委員会というのは新たにできたわけです。その前にはなかったのです。だから、何も問題なか

ったのです。ところが、今回、広報広聴常任委員会ができて、議会運営委員会の反対側の方々、反

対側といったらおかしいけど、議会運営委員会になっていない方々が広報広聴常任委員会のメンバ

ーになられたわけです。ですから、そこで矛盾が出ていますと、現実的に。ですから、これはどう

すべきだ何て私、大それた意見はございませんけれども、これはやっぱり考えないと議会運営上僕

はまずいと思います、こういうことがずっといくとしたら。ですから、そこのところはみんなの知

恵でどう解決すべきなのか。先ほど氏家委員が言ったことがいいのかどうかわかりませんけれども、

そういうふうにもならないのかなという気もしています、私は。ですから、そこをきちんと矛盾の

ないようにしないと、議会運営委員会を重視するのか、広報広聴常任委員会の小委員会を重視する

のかということまで言及されなければならなくなってくるのです。ですから、委員外議員の方々の

扱いの問題にもなってきます、今後どうするかという。ですから、そこは真摯に、排除するとかそ

んなことではなくて、みんなでやっぱり矛盾がない一番いい方法を考えていくと。福島町みたいな

考え方もあるのです。どの常任委員会でも全部でるとか。いろいろな考え方あると思うのです。で

すから、そういうことを含めて私は、これは俎上に乗せてきちんと議論をすべきだと。このことを

やらないと矛盾がなくならないと。現実的に矛盾あるわけだから。そういうことであります。 

 それから、正副議長の会派の離脱については、以前に１回議論したのです。かなり議論しました。

そのときに、いろいろあるけど 22 名のときは会派の離脱は望ましいと私も実は言ったのです。とこ

ろが、16 人になってしまうと現実的にはなかなか大変なのかというようなことで終わったという記
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憶をしております。これは議事録見たらあると思います。各会派の意見全部聞いていると思います。

かなり前ですけど。会派の離脱の問題で。それで、これは仕方がないのかなというようなことでの

議論をしたような記憶がございます。そのとき私は、ある意味、副議長の会派が離脱したら１人会

派になると、一体これってどういうことということで私はやむを得ないのではないのかなというよ

うな結論になったような記憶をしております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川保君） 清風クラブです。今、各会派の皆さんの意見、お聞きしておりました。２番

目の議会運営委員会と委員外議員の発言について。これは現在も無会派の委員という形で出席され

て、この議会運営委員会の内容というのは十分把握されています。それと、今の現状の議運の中で

は委員長の采配によりまして、十分無会派の意見は反映されているとは思います。ただ、しかし、

やはり委員外議員という立場ですから、その発言も十分保障されておるとはいいながら、当初の状

況と随分変わってきているなというふうにはとらえてはいるのですが。ただ、重要案件について、

無会派の議員の状況把握が必要だというときには、特に議長が、欠席何かもありますから無会派の

場合に。そういうときには議長がその内容をきちんと無会派の議員にお知らせするということもさ

れてきました。だから、その意味においては会派制度を設けている状況ですから、進め方としては

非常にいいかなと思いますけども。先ほど冒頭申し上げたとおりに、会派制度というのはやはり、

20 人だったからやるべきだとか、16 人になったらやるべきだとこういうことではなかろうとは思い

ます。思いますけども、今、皆さんから意見を出されている状況を見ると、これは 16 名でも当然や

るべきだとこういう考え方みたいなのですが、私どもはそういうことではなくて、やはり役割とい

うか、もう 22 名が個々の発言をして自由にやっていた時代もあったようですから、今の議会という

のは会派制度の中で十分それぞれの会派の意見を統一してこうやって議論しているわけですから、

その部分についてはよろしいのですけども。３番目にどうしても行き着いてしまうのですけども、

正副議長というのは 16 名の議員のまとめ役なのです。それが一会派の考え方をこの議会運営委員会

の中で会派の考え方を中心に、多分そうはされていないとは思いますけども、どうしてもそういう

ふうにとらえてしまうのです。それはやっぱりちょっと違うなと。いろいろな議員が 16 人おるわけ

ですから、その議員の考え方をやっぱりきちんととらえて、白老町議会としてはどういう方向で進

むのだということをやっぱりしなければいけないと思うのです。会派の代表は当然出席されていま

すから、この議運には。その考え方は当然出されるのですけども。どうも、正式にいうと、やっぱ

り正副議長というのは会派を離脱すべきだろうと。どういうことであれ。もし、今、氏家委員から

も出されましたけども、２名の中で副議長を出されると１名になってしまって無会派になってしま

うと。当然そういうことになりますよね。そうであるならば、何らかの方法を考え出すべきであっ

て、本来の議会としての考え方を私が先ほど来申し上げているのは、16 名の先頭に立つ正副議長だ

と私は。そうでなければおかしいと思うのです。当然出席されますから、こうやってその２名の方々

が。それがすり合わせの中で物事が進められるということは、私ちょっと違うなと。こういう考え

方でどうしてもこの部分で、やはり会派制度というのはちょっと考え直すべきだなと。確かに議会
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運営上厳しい状況に至る可能性もあるのです。我々の、それぞれの議員ですから、16 名の。そうで

あるならば、やはり会派を離脱して 16 名の正副議長だと、こういう考え方の下でやっぱり進むべき

であって、いやいや、あなたの会派の考え方違うとそういうことにやっぱりならないのではないか

と私は考えているので、普段、日頃から。だから、もう少しこのあたり議論する必要があるなと。

今、共産党さんが前はそういう考え方だったと。私はいまだにそういう考え方。変えていないので

すけども。今は違うと言われましたけども、そのあたりの進め方もやっぱりきちんとしていただけ

なければ、この会派制度というのはちょっと違うなと、私は日頃そういうような感じでいるのです。

また、会派の中でもそういう話も日頃からしていまして、何とかこのあたりの改善できないものか。

会派制度というのは、本当にこれからもとっていかなければならないのか。もう少し議論を詰めて

いただきたいなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもの新風ですけれども、議会運営委員会のあり方につきましては４

名削減した中で確かに今の状況からいうとちょっと多いのかなというふうには感じておりました。

これはやっぱり検討して見直すところは見直すべきかなというふうに思います。委員外議員の発言

につきましては、これは先ほど発言ございましたけれども、前委員長のときからのやり方と申しま

すか、それを踏襲した形の中で委員外議員の発言を許可いたしまして、発言をさせている状況でご

ざいます。しかしながら、ほかの委員会との先ほど兼ね合いの問題がございました。そういった矛

盾をどうそれでは今後解消していくかということもありますので、これにつきましては、私も議運

の委員長という立場でもございますので皆さまのご意見を参考にいたしまして会派の意見としたい

とこのように思います。それと、正副議長会派の離脱につきましては、会派制そのものに関しまし

ては私どもは賛成しておりますので、現状を考えた場合、離脱ということにはならないだろうと言

う考え方でございます。 

 前田委員外議員、この２、３について何か発言したいことございますか。それでは、前田委員外

議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） １の部分で先ほど大渕副委員長言いましたけども、規定の中で会に

入ればいいのではないかという言い方されたけど、やはり会派ということは政策集団でありますの

で、それぞれ一議員のとしての考え方もありますので組めない場合もあるのかなとこういうことも

ありますし、その前にも言ったけども、改選期ごとにやっぱりそれぞれの考えを持って入ってくる

人いますから、本当に組めるのかどうかという問題もありますから。そういう部分だけは、多分大

渕副委員長もわかって言っていると思いますけど、私はそういう立場にあったということだけは申

し伝えておきます。・については、委員外議員については今お話ありましたように、かなり少数意

見でも発言を許してもらっていますから、自由に意見言わせていただいていますから、それはいい

のかなと思います。ただ、この部分については、私が議員になってこういう議論になったときから

言っていますけども、今みたいに既存の中の会派で云々だけど、政策的な違いとかいろいろな論争

で、現実にありますけども会派を離れて委員外議員がふえていったときにどうなのかなという部分

もやっぱり議論しておく必要あるかなと思います。それで、３にもなりますけども、私は前も、先
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ほど氏家委員言いましたけど、そういう話を私もしたことあるのです。現実に２人でどうなのと、

そういう話をされた。僕はやっぱり原理原則からいけば正副議長は離脱すべきだと思います。ただ、

今言ったように２人の会が１人になったときにどうなるかということもやっぱり、ここの１、２、

３含めて議論していくべきかなと。今のするのか、白紙に戻して、新たな改選議員になったときに

みんな集まって、会派のあり方を議論して、つくるとか、つくらないとか。あるいは変な話、人事

の話にもなってきますけど、それは抜きにして。あるいは会派ではなくて正副議長はやっぱり一議

員として議長がいなかったら、国はやっていますけども立候補して、皆さんがそれに賛同して議長

を選ぶとか、そういう制度だって、白老だって改革していますから、今ある既存ばかりではなくて

改めるという必要もあると思います。そういうことを含めて僕はやっぱりもっと議論していく必要

かなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） うちの会派のことで今、何点かちょっとお話があったものですから。前回

の改選期から今に至っているわけですけども、今回、白老町議会が会派制を導入して始めてのこと

ではないかなと思うのです。２人会派から議長職が出るというのは。それで今、この議論に至って

いるような気がするのです。ですから、僕が先ほど根本的に、もし、そうであれば議長職を会派か

らどういった基準でというところからしっかり見直さなければならない話だろうなと。それから、

先ほど及川委員が言われたとおり、１つのルールの中でこれを解消していくのか。そういったとこ

ろも含めて今後の議論の中で皆さんと活発な議論を交わしていきたいなとそう思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、及川委員いなくなってしまったのだけど、１番目の議論というの

は議会運営委員会の人数がこんなに多いから会派必要ないというような意味の提起なのです。です

から、そこの議論がちゃんとされないとだめなのです。もう１つは、正副議長の関係では、私は離

脱すべきだという考えですから、原則は。それは一番最初に私そういう提起して、もう３期ぐらい

前からそういう提起ずっと僕していますよね、現実的に。正式なところでしていますから。ですか

ら、私は原則論では離脱すべきだということです。ただ、現実的には今まで前回の前々回も離脱し

ていないのではないかという認識です、僕の認識は。それで今聞きたかったのです。及川委員も副

議長やっていらっしゃいましたから。及川委員はそのとき実際に、今来たら聞きますけど、離脱し

ていたのかどうかを含めて。今、戻られたけれども。繰り返せば、１つは、会派が必要ないという

根本の議論は、議会運営委員会に半数いるのだからという話ですから、そこのところをどうするか

という議論をしないとだめだと思うのです、僕は。私はそうであれば、やっぱりそれが異常であれ

ば、そこをどうするかということを考えなければだめだし、その矛盾を解決しなければだめだと。

もう１つは、今ちょっとお話しましたけど、私はもう原則論、及川委員と同じです。正副議長は必

ず離れるべきと。これは原則です。これはもう前から僕言っています。ただ、今まで僕は離れたの

かなと、実際に。及川委員も一時副議長やっていました。及川委員自体はそのとき会派から外れた

かどうか。僕ちょっと、外れていないような記憶なのです。ずっと今まで外れていないような記憶
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なのです。だから、それでいいとか、悪いとか言っているのではないのです。だけど、事実として、

前回の 20 人のときどうだったかということ含めて検証していかないと僕はまずいと。ただ、会派を

維持するためにいいよと、これはまたおかしな話だと僕は思います、現実的に。私自身は会派を離

れるだと言った張本人ですから、僕は。それはもう現議長わかっていらっしゃると思います。会派

10 人のときに私言ったはずです、離れるべきだというふうに言ったと思いますけど。ですから、や

っぱりそこら辺含めて、先ほど及川委員が言われたように、もっと議論すべきだというのは、そこ

ら辺含めてもっと議論していかないとやっぱりまずいのではないのかなというふうに思うのです。

及川委員どうでしたか、そのとき。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 及川です。実は私が副議長をやったときも離脱していないのです。ただ、私

は、無会派で実は経験あるのですけども、当時から見ていてずっと考えていたことなのですけども。

ただ、私が副議長になったときもそうなるのだということになっていれば、多分離脱したのだろう

と思うのですけども。ただ、そういう形でなかったものですから。２名だったかな、あのときも確

か。 

○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、それちょっと調べてみたらいいと思うのです。正式に

僕、会派離脱をすべきだということを議運で言っていると思います。僕はそのことを。個人的に言

うわけがないと思うのです。僕、正式に離脱すべきだということ言っているのです。だから、確か

に及川委員が言うように、このときかどうか忘れましたけれども、ちょっと今の状況で会派離脱す

るの難しいよねということを言った記憶は、僕、実際ありますから。だから、お前変わったのかと

言われたら、変わったということになるのだけど。現状に合わせた場合はそういうことだというこ

とで、僕は言ったと思うのです。ですから、会派離脱のことは、僕は前から言っていると思います。

古い方は聞いていると思うけど。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 副委員長にちょっと確認したいのですが、もともと会派離脱すべきだという

考え方だったということですよね。それで、この考え方は多分私と変わらないのではないかなと、

考え方の基本です。これをちょっと聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 先ほどから何度も言っているように、原則は離脱すべきです。はっき

りしています。ただ、現状を見たときに会派を離脱したことによって無会派ができるなんてという

ことが現実的にあり得るのかということになったときに、もう一度形としては、副議長として正式

に選ばれているわけですから、形としては考えなければいけないだろうと。それを今度は無会派と

見るということになるのかどうかというあたりはかなり難しいなというふうに思っています。原則

論はもうはっきりしています。私はそうやって言った張本人ですから。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 
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○委員（近藤守君） 確認したいのですけども。会派の正副議長の離脱等がどうのこうのというの

は、このファイルには載っていないのですが、あくまでもここで決めるのか、何か上のほうで決ま

っているのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的にはどこで決められるものでもない。会派制をとっているの

であれば・・・。ここの中で合意してもいいのですけど、離脱するかしないかというのは本人が納

得して離脱することだと思いますけど、強制論で離脱しなさいということにはならないのかなとい

う気がします。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 委員長、これは正規に法で定められていませんよね、多分。会派離脱という

のは。だから、そうではないのですよね、これは。申し合わせなのですよね。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ３時４５分 

                                           

再  開   午後 ４時０１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。 

 きょうは４時半には会議を終了したいというふうに考えています。 

それでは、今、資料を配っていただきましたが、これについて簡単に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） まず、最初に伺った委員外議員に関する調べ。これは議会運営委員

会が制度上、公の委員会として認められたとき、平成３年なのですけど、そのときに従前から議会

運営委員会があったのです。それで、考え方を整理したものだと思います。誰のときにやったかは、

私はわかりませんけど、その中で議論された、議長は、法的にはどの委員会にも出て中立な立場で

意見を述べることができるという規定がありますから、これはクリアされていると。ただ、議長の

代理機関である副議長の取り扱いをどうするかと。それと、会派代表ですから、会派代表が出られ

ないときの代理出席をどうするかと。当時も無会派の方がいられたのかどうかわかりませんけど、

無会派の取り扱いをどうするのかと整理したものだと思います。それで、時事日報、あそこのたな

に 20 何巻あるのですけど、その中の 10 号に書かれている部分を引用したのです。というのは、議

会運営上委員外議員を排除するよりも、運営上入れて常時出席させたほうがプラスになるというこ

とだったのだろうと思います。それで整理して、当時３年ですから、３年で決まったことが今まで

ずっと踏襲されていると。だから、10 何年間続けられてきていると。概略申し上げますと、そうい

うことです。 

 もう１つのほうは、前にも会派制度議論になったときに福島町の事例が出ていまして、そのとき、

福島町の石堂局長に確認というのか、どういう経過なのか聞いたのです。そのときの石堂局長の議

論の経過は、要するに福島町は今、議員定数 12 名の議会にしたのだそうです。議会の活性化が求め
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られているという現実から、福島町も改革議会ですから、本会議や委員会の討議、議論がその当時

は必ずしも活発ではないという考え方なのだそうです。ですから、委員会制を成り立つかどうかと

いう議論よりも、議論の活発化させるほうを取ったということなのです。ですから、今では改革議

会という、66 条、67 条が位置づけられているのです。ただ、運用としては、実際に自由な発言をし

ているかというとそうではないと。普通の委員会の成立という一つの要件もありますから。委員会

の成立というか、意義というのもありますから。委員会の全員の発言が終わって、そのあと、意見

があれば発言を求めるということにしているのだそうです。そして、委員会室が非常に狭いので、

事前に制限しているのだそうです。２人だかしか入れないのだそうです。ただ、ここの規定は、今、

全国的には評価されている条文規定なのです。会派制とっていませんので。今、うちの条文は委員

会の許諾をもって発言させるということになっているのです。自由発言にはなっていないのです。

委員外議員、出席を求めても、運用上は委員長の裁量で、例えばほかの委員会に呼ぶとき、自由に

発言させるという制限のもとでやっていますけど、基本的に条文に書かれているのは自由発言では

ないのです。それが福島町は、上の２行のように自由にさせていると。ただ、それは 20 年６月の議

論のときの聴取ですから、ちょっと古いのです。 

○委員長（山本浩平君） この資料２枚、説明ございましたが、何か質問あればどうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。福島町の会派制をとっていない 12 名の議員で構成されていると

いうことですけども、12 名の議員の中で議会運営が何名で行われていて、その選出の仕方というか、

そういったものはどういう形で選ばれているのか。その辺がちょっと僕、一般選挙なのか何かわか

らないけども、その辺がちょっと理解できない部分があるのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 福島町の確認はとっていませんけど、何人かというのも今すぐ即答

はできません。ただ、選出の仕方で、会派制を持っていないところの議会の多いのは、委員会の正

副委員長とかという取り込み方をしているのが多いです。正副議長が入っているとか。うちのよう

に議長がどこにも委員会に属さないというのは少ないのです、割りと町村では。人数が少ないです

から。正副議長が入って、正副委員長が入ってというような構成をしているところが多いのかな。

福島町も２つの委員会なのです。正副委員長入ると４ですので、議長が入ると５になりますので、

多分そんな程度だと思います。あとは、投票で選ぶかしかないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。仮に各委員会の委員長、副委員長が議運のメンバーとして議会

運営に携わったときに、残ったメンバーというのは、何名で構成しているかちょっとわからないと

いうことですけども、残ったメンバーはあくまで全部一般議員ですよね。ですから、ここでいうよ

うに、運営委員会の入室に制限を設けて、例えば出たいと思えば、その許可を得て出るという形に

なるのですよね、これを見ると。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、会派を持っていないところは、議会運営委員会はうちの
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ように機能するのですけど、最終決定は全員協議会を通って決めるのです。多くはそうです。ワン

クッションおくのです。だから、全員協議会で合意できなければ、ここ最終決定していかないので

す。報告だけで済む場合もありますから。議運の決定する部分は議運で決めるのですけど、全員協

議会を最初通ってきますから、絶対。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） いずれにしても福島町の考え方というのは会派制を用いない考え方ですか

ら、これはこれとしてやり方があるのでしょう、きっと。ただ、うちの白老町議会で今後の目指す

ところというのは、これから始まるであろう政策研究会等々の中でも、前回も説明しましたけども、

会派代表者会議が１つの大きな位置づけられました。位置づけられたことによって、そこでの議論

というのがやっぱり大事になってくるということは、前回の議運の中でもお話させてもらいました。

そうであれば、今議会においては会派制でもってやっていくという形になるのでしょうから、これ

から先の改革事項については改めてといったら変ですけども、改めてやっぱり議論するべき。こう

いった課題が出てきているということも十分認識した上で、改めて議論するべきではないかなと思

います。いずれにしても、会派制についての必要性云々というのについては、今議会についての確

認事項としてやっていかなければ前には進まないことになりますから、私はそういうふうに考える

のですが皆さんどうでしょうか。それでいいような気がするのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 今、氏家委員のほうからご提言がございましたけども、この点について

いかがでしょうか。及川委員。 

○委員（及川保君） 私どもの会派も、清風クラブも現状を否定しているわけではないですから。

将来について申し述べているわけですから、今、氏家委員が言われたとおり、現状をどうのこうの

とかと言っていることではありませんので、その辺は確認しておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。 

 それでは皆さん、今、現状については、この認識の中で進められていって、改選時期に向けて議

論を深めていくという押さえ方でよろしいですか。よろしいですね。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、小委員会で提示していうのは、会議条例、会議規則直す提案

ですので、そこ直ってしまうと、また戻るということにはならないです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。政策研究会を進めるにあたって条例の中で定めることは必要で

あることであるから、そこでうたいましょうと。ただ、先ほどから言われているとおり、定数がこ

のままでいけばいいですけども、将来的にわたって定数が減ったときにはこの限りではなくなりま

す。そういった条文も１つ入れておくことは不可能なのでしょうか。何だかんだ、今、決めたから

といって、それがずっと生かされるというのであれば何もできない。違いますか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。それは定数云々、将来減ることを考えて、今、決めるので
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はないのです。だから、今の状況の中で政策研究会は会派代表者会議を課題の決定機関としようと

いう議論されました。そうすると、それは今の中で決まったことですから。今は会派制引いている

わけです。会派制を無くそうとどこかの会派から意見が出て、議運でもむということになれば、そ

れは別です。だけど、現段階では、そんな議論は全くする必要なくて、今のままでいいのであれば、

皆さんがいいのであれば、それはそれでオーケーです。それ以上のものには何もならないと。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕もそういう認識でいるのです。ですから、条例に盛り込むことで今後の

会派代表者会議が正式なというか、公的な位置づけの中で運営していける、それだけの話ですよね。

その確認ですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、氏家委員が改選期に改めて議論と言ったけど、今、認められる

ということは書き込まれるということですからという確認なのです。提案はそういうふうになって

いますので。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、この運営基準は生きているわけです。これを改正しない限り、ど

うにもならないのです。だから、先ほど言いましたように、これを改正するという案が出て、それ

で、この次からやりましょうとなれば、それは別です。そういうことが出ない限り、これは生きて

いるわけですから、これは決まっているのだからこのとおりに進めるということです。ただ、それ

だけです。それ以上何物もないということです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 次期の改選期という話をしたのは、その後の話の流れの中で言ったことで

あって、それが今の条例に盛り込むことに何か支障になるような話で、僕、したつもりはないので

す。それについて何か問題あるのかなと思ったものだから。別に問題ないですよね。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 清風クラブです。実は、この会派制のあり方については清風クラブとして提

言させていただいているのですけども、３点出されておりまして、この必要性について、次回に向

けて改正すべきだという形で提言させていただいていますので。これはちょっと、現状のままで次

期もいくということになればちょっと違うかなというふうな考え方です。先ほど、次期に向けての

とらえ方で提言させてもらっているという話をしたのだけども。今現状でこのままだったら、文言

に盛り込まれてしまうということですね。現状の会派制のあり方については、文言としてきちんと

盛り込まれるということですね。 

○委員長（山本浩平君） 会議条例として上程されると。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会派代表者会議も町政の場に位置づけるということなのです。全員

協議会と同じ位置づけになると。 

○委員長（山本浩平君） 前回の議運でもその話が出て、いろいろ議論になったのです。私も政策
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研究会の小委員会でないものですから、会派の議員ともその件についてはちょっと話し合いしてい

なかったものですから、あれ、どういうことかなと思って、いろいろ逆に質問させていただいてい

たのですけども。そういった話が出ていたのです。前回の中で公的な政策研究会の位置づけという

ことで、会派代表者会議を公式的に位置づけると。これに関しましては、逆に清風さんのほうから、

協議結果報告の中では清風さんのほうが会派代表者会議を公式に位置づけると。条例規則の中にき

ちんと決めることというのは清風さんですね。逆に私のほうが非公式の会議でももっと自由があっ

ていいのではないかというのは私のほうで、逆に発言をしている状況になっています、これを見る

と。それで、今後、会派制について議会運営委員会で議論を行うと。政策研究会に関する検討小委

員会は本日をもって、調査を終了するものとし、今後の整理は議会運営委員会で行うと。これが１

月 19 日の議運の中での協議結果の報告ということでございます。及川委員。 

○委員（及川保君） 大変失礼申し上げました。前回の議運の中で清風クラブとして、このときに

清風クラブとしての意見を出させてもらったのですが、実は散々、これは違うのではないかと、会

派の考えではないという後のことになりまして、会派の会議としては取り消しというか、修正をし

たいという会派の考え方になりまして、そういえば、きょう、これを言わなければいけなかったの

です。大変申しわけございませんでした。公的な会派代表者会議というものを政策研究会の中に位

置づけていいものかという持ち帰った中での清風クラブとして意見を申し上げたのですけども、こ

のときは。清風クラブとしてはそういう考えなのかという、いろいろと議論がされまして、結果的

には私の意見が会派の中では認められなかったと、こういうことなのでございます。大変失礼をい

たしました。それによって、今回のこれが出てきたのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。前回、確か午後からいらっしゃらなかったのではなかったでし

たか。午前中の説明を聞いて、後は議会運営委員会のほうに任せるという意見の中で退席されまし

た。もうその話はないとして考えてよろしいのではないですか。会派に持ち帰って、それがどうの

こうのという話はないでしょう。そうですよね。 

○委員（及川保君） そのとおりです。清風クラブとしての考え方はこのとき申し上げて、私はち

ょっと所用ございまして途中欠席させていただいたのですけども、その後の議運の決定事項につい

てはそれに従いますとこういう発言をして退席させていただいたのですが、結果的には会派の中で

は私の意見が通らなかったとこういうことでございます。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） いずれにしても、それが通ったか、通らないかという話を僕は聞きたいわ

けではなくて、小委員会も既にあの時点で前議運の中で小委員会は解散しました。そして、今後の

手続き上のことについては、議会運営委員会の中で進めましょうということになりましたので、今

そういった言葉を代表の言葉として僕は聞くわけにはいかない。それは会派のほうに持ち帰ってい

ただいて、そういうことですということでもっての報告で終わらせていただきたいなと思いますけ

どもどうでしょうか。 
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○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川保君） 大変、私どもの会派の件で迷惑をかけております。実は、今、氏家委員がい

ろいろご苦労されてまとめられたことだと思いますので、これを反対どうのこうのというより、も

う既に解散されているといいますから、その流れで１つとらえて、うちの会派だけが反対だとこう

いうことにならないと思いますので従いたいなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。 

 そのような流れの中で今後、会派制について議会運営委員会で議論を行うということでなってお

りました。会派会議の位置づけを正式なものにするというようなことについては、この議運の中で

議論するということでなっておりましたので、前回の中では大きな異論はなかったと思います。参

考までにいうと、無会派の前田議員におかれましては、会議の法的な位置づけは今後の議論である

というようなご意見をそのときに述べられてはおります。ただ、一応このことに関しましては、最

終的には会派に所属されていない方を抜かすと全会一致というような形かなというふうにとらえて

おります。私がその時点で言った、非公式の会議でいいのではないかというお話をしたのは、いろ

いろな問題が起きた場合ですとか、あるいは改選後の役職等々のことも今までは会派代表者会議で

開いていたものもあったから、何かそういった部分ですべて公式なものにすれば不都合が生じる場

合もあるのかなというような思いの中で発言をさせていただいたわけですけども、ほかの出席の

方々の説明を伺った中で納得をした状況でございました。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今まで議論したことが何だったのかなと僕、逆に思ってしまうのです。議

会のあるべき姿からずっときまして。そして、皆さんの大体の意見が公務に附属する活動が少しで

も、例えば公務災害云々は別にして公的な位置づけにすることによって町民の理解も得られてくる

のではないかとそういう話になってきたのではなかったのですか。僕はそういうふうに思います。

そういったものも踏まえて、今回の会派代表者会議というものもそういったものに位置づけていか

れないかということで前回の議会運営委員会の中で皆さんの了解を得たような気が僕はしていたの

です。同じことをまた繰り返さなければいけないというのであればあれですけど、もう解散してい

ますから、一応確認の意味でそうさせていただければなと思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君） それでは、発言を認めます。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今、出た、前回もらった、公的な政策研究会の位置づけとしては、

その中には会派代表者会議が１つの役割を果たすという政策研究会のものをつくるときに、あのフ

ローにあったような位置づけをするということですよね。今ここに出てきた、きょう、出てきた、

会派制のあり方については、根本的なことは別に議論するということでしょう。それが必要になっ

てしまうのですか。ここに会派代表者会議を公式に位置づけ、条例規則の中にきちんと組み入れる

ということは、政策研究会が１つの課題を引っ張り出すために議会広報広聴、こちらに代表者会議、

無会派の人は議長が意見を取ると。そういうフォローのために位置づけるという解釈でいいのでし

ょう。今、前段で議論された会派のあり方については別に議論していくということでしょう、今後

に向けて。その辺ちょっと整理してほしいのです。どうもその辺、僕、勘違いしているのですか。 
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○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ４時３０分 

                                           

再  開   午後 ４時４１分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 テーマが今回、第３次議会改革についてと、会派制のあり方についてというようなうたい方にな

っている状況の中で委員外議員の発言ですとか、正副議長の会派の離脱だとかこういったことも含

まれていましたので、私の頭の中でも余り当初リンクしていなかったのが事実です。今の政策研究

会とのかかわり合いをです。それは率直にお詫びを申し上げたいと、進め方についてお詫びを申し

上げたいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、確認ですけど、現在、会派制をひいていると。政策研究会を

動かすために公的な位置づけにするということは可ということでよろしいのでしょうか。それでは

会議規則を直さなければならないのです。協議の場につけ加えなければならないのです。 

 それともう１つ。会派制については、次期第３次改革の中で引き続き議論するということで。 

○委員長（山本浩平君） それでは改めて私のほうから。先ほど休憩中に申し上げたことを今、局

長が申し上げたわけでございますけども、今現在、行われている会派制の中で会派代表者会議につ

いては、公的な会議とするということについては、皆さん異論ございませんね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 今後、第３次議会改革については議会運営委員会の中で議論を深めてい

くと、こういったことでよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、そういう確認ということで、いたしました。 

 ４番目の議決事件の追加につきましてと、２番目の議員倫理条例の全面見直しについて。これは、

きょうは時間の関係上、この次の 16 日の議運の中で行いたいと思います。 

 ほか何か、その他について、皆さんのほうでございませんか。無ければ、ちょっと私のほうから

１点。きょう、時間あれば、それぞれ皆様方の意見も拝聴したかったのですけども、各会派の中で

議論して来ていただきたいのですけども、先般こんなことがありました。私が所属している建設厚

生常任委員会、住宅マスタープランについてのことをやったのですけれども、冒頭、建設課長のほ

うから、いわゆるそれに関する審議会で説明したことが先に新聞記事に載ってしまったわけです。

議会で議論というか、提案する前に、委員会に提案する前にそういったものが載ってしまったこと

について、冒頭にお詫びが合ったのですけれども、それから数日たってからの話ですけども、たま

たま北海道新聞のほうにそれにちょっと関連しているような記事が載りました。俵積田という記者

なのですけれども。苫小牧議会のことでございます。どういう内容かというと、似たようなことな

のですけれども、各課ですとか、部の担当のところに取材に行きましたと。そうしたところ、まだ

議会に一切話してもいないし、上げてもいないから何も言えませんというような話だったと。しか
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しながら、市民の審議会等々でもう審議されている内容なのに議会に話していないからお話できな

いとか、そういう姿勢はいかがというような批判の記事が載っていたわけなのです。これについて

実は、建設厚生常任委員会のメンバーからもいかがなものかという意見がたくさん出たのです。そ

の苫小牧の記事についてではなくて、前後したことについて。これについて、ちょっと皆様方でど

のように判断されるかということも含めて、記事をコピーいたしまして皆様方のところに配布する

ような形を事務局にお願いしてやりますので、このことも次回の議運の中でその他の部分で皆様方

のご意見を参考までに拝聴していきたいなと。これからもそういった問題出てくると思いますので、

各会派にいって相談をしてきていただきたいなと思いますのでよろしくお願いをいたします。   

局長のほうから何かほか。ないですね。 

 それでは、長時間にわたり、どうも、きょうはありがとうございました。 

                                           

◎ 閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 以上をもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

（閉会 午後４時４７分） 

 


