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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 ４月１３日（火曜日） 

   開  会  午前１０時５４分 

   閉  会  午後 ２時５４分 

                                           

○会議に付した事件 

 １．第３次議会改革について 

                                           

○出席委員（７名） 

 委 員 長  山 本 浩 平 君   副 委 員 長  大 渕 紀 夫 君 

 委 員  西 田 祐 子 君   委 員  及 川   保 君 

 委 員  近 藤   守 君   委 員  土 屋 かづよ 君 

 委 員  氏 家 裕 治 君   委員外議員  前 田 博 之 君 

 委員外議員  吉 田 和 子 君   議 長  堀 部 登志雄 君 

                                           

○欠席委員（なし） 

                                           

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

     主 幹   熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 議会運営委員会を開会いたします。 

                                 （午前１０時５４分） 

                                          

○委員長（山本浩平君） まず、１番目です。議長の諮問事項について。議員報酬のあり方という

ことでございますけれども、中間報告というようなことでは行いましたけれども継続的に、これを

どのようにしていくかということを継続審議をしようということになっておりました。それで再度

皆様方から意見を頂戴してまいりたいというふうに思うのですけれども、上坊寺事務局長これは改

めてまたずっとこれから入りますか。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず資料１から３なのですが、資料１につきましては、本年の２月

26 日に開催されました特別職の報酬等審議会の答申です。３月５日付けで町長から議長に一応写し

をいただいたものです。答申の第２号が議会に関係するものです。ちょっと読ませてもらいます。 

白老町議会議員の報酬額について。昨年度当審議会は、通年議会による議員としての拘束時間、実

働時間がふえている状況、現下の議員報酬では次世代の議員の誕生が難しい現状にあることなどを

考慮し、平成 22 年度には報酬の改正を行うべきと答申した。 

 本答申を受け、町議会において議論を重ね中間報告としてまとめられたことについて敬意を表す

ものである。 

 しかし、通年議会による議会活動の対価、次世代議員の誕生等を勘案した時、報酬額については

昨年度と同様に引き上げることが妥当と判断する。そのためにも、現在実施されている自主削減に

ついては、早い時期に本来給に戻すことを望むものである。ということで答申内容が出てございま

す。それが、資料１です。 

 資料２については、最近の情報で３月 18 日、熊本県の五木村というところが、新たな議員報酬の

算定方法を決めたという内容です。要するに、議員の評価にともなって報酬額をかえるという内容

だそうです。 

 資料３につきましては、前回一応皆さんにお諮りして、今後議論する、前に各会派の意見を出し

ていただいたところからそれぞれこの検討事項を１回もんでみてはどうかということで提案させて

もらっていました。というのは、この検討事項についてはそれぞれの会派で出されている意見でご

ざいますので、この辺でもんでもらったら少し理解が進むのではないかと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） まず、皆さんこれはどのように進めてまいったらよろしいでしょうか。

意見がいろいろと今までの経過からすると、さまざまなご意見、各会派によっては分かれていると

ころでございますので非常に難しいところではございますけれども、この答申というものも、こと

しの３月の初め頃に新たに出ております。これらも参考にしていただきたいとは思うのですけども

基本的な考え方について、どちらからでも結構でございます。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。多分皆さんいろんな意見をお持ちなのかもしれません

が、今年度は財政改革プログラムの見直しの時期でもあります。まずそこを１回議論しないと、こ
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の内容について今話をするというのは時期尚早かと思うのです。この答申にあるように通年議会に

よって議会活動の対価、また次世代議員の誕生等を勘案したときという部分でありますから、これ

は今までの議会運営委員会の中でも議論してきたとおりの話だと思います。これからの白老町議会

のあるべき姿、それから議員としてのあるべき姿、それに対しての報酬のあり方ということについ

ては今までずっと議論してきたことでありますから今年度財政改革プログラムについても議論を経

て、そしてそのときにそれを持ってこの報酬については改めて議論する部分ではないのかと私は思

うのですけども、皆さんのご意見をお伺いしていきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブ、近藤です。私も答申の中にあります、次世代のことを考えて

どうのこうのとありますけど、前回のときは思い切ってすぐ報酬アップという言葉できたわけです。

だけどそれはまずいと、そういうことで私どもは反対したのですが、現在はとりあえずここにもあ

るように今削減している部分を元に戻す、これが第１番だと思うのです。その次、段階を踏んで次

のアップにいくべきだと思って。ですからこの戻すことについては、賛成だということでございま

す。また、その次のアップについては、これから議論をする必要があるのかと、このように思って

います。 

○委員長（山本浩平君） ほか、いかがでしょうか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。清風クラブは、今近藤委員が発言されましたけども、前

回のこの報酬等審議会の答申を受けての議論の中では、私どもはこの報酬は今回は無理だろうと。

その中では、もし上げるということになれば 10％今カットしている部分を元に戻してはどうだろう

と、こういう意見をあの時点では申し上げたわけでありまして、その後の議論というのは今はまだ

しておりません。 

○委員長（山本浩平君） 確認なのですけども、削減率は元に戻すことについてはやぶさかではな

いというようなことでとらえてよろしいでしょうか。 

○委員（及川 保君） はい。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私たちの会派は、この資料３は、ちょっとまとまっていますけど、同

じものが出ていたと思うのです。それで、やはり本当に今議会の果たす役割というのは何なのかと。

それから、今白老の議会は一体どういうふうにあるのかというあたりをきちんと町民の皆さんに知

ってもらうということが非常に大切だと。今、状況を見ますと全国各地の議会がいろんな形の改革、

例えばきょうのボックスに入っていた登別市天神林議員のところのやり方もそうなのですけれども、

そういう各議会が独自の議会改革、独自のカラーを出したことを非常にやり始めているのです。そ

のことが何もいいということではなくて、本当に白老町にあった形、例えば議会はいろいろな本を

読んでみるとよく質疑をすることが議会ではないと、議員同士が討論をする場所が議会なのだと。

今議会とは何かこう理事者に質問することがみんな議会みたくなっていますけども、今の本会議で

やっている討論も質疑も全部理事者とのやり取りなのです。討論の場合も自分の言い方だけ言うと

いうだけで議論をして１つの結論に導いていくというところが議会としては極めて弱いと。そこの
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ところを指摘している方が随分いるのです。それはどういうことかというと、議会がこれから本当

に町民のために必要なのか。そして議会の役割を果たしていくというのはどういうことなのかと、

そこら辺を私はもうちょっときちんと議論をしていくべきではないか。そういう中で初めて報酬と

か、そういうことが議論される中身になっていくのではないか。そのあたりが議会全体として、白

老町議会全体としてもっともっと深める必要があるのではないかと。例えば二元代表制の問題もそ

うです。ですからそういうことが議論されないで報酬のことだけ議論すると、やはり町民にうつる

ときはそういう形というのは議会がお手盛りでやっている、勝手にやっているとしかうつらないと。

本当に我々がまちをつくっていくための議会で、議会が本当にどのような役割を果たすのかという

あたりを私はもっと議論すべきだろうと。そのことがベースになって初めて報酬というのが議論さ

れる中身になるのではないかというふうに、我々は考えています。そういう今議論をしている最中

です。 

○委員長（山本浩平君） 確認ですけども、例えば資料３、これは事務局からのたまたま資料です

けども、１つの例としてですが、こういったような内容をもっと議論した上で深めて、それから次

へ入っていくということですね。 

○副委員長（大渕紀夫君） それはどういうことかというと、町民の皆さんに今の議会活動が余り

にもまだ知らされていない。だから、そういうことを含めてやはり私は本当に町民の合意を得ると

いうのは、そういうことがなされないと多分町民の合意は得られていかないだろうというふうに思

っているものですから、なおです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 申しわけありませんけど、つまり今回のこの白老町議会の報酬額について

は早い時期に本来給に戻すことを望むとありますけども、つまりまだ時期尚早というふうにとらえ

ていいのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 共産党さんに対しての質問ですね。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれども、議員の報酬を議論するときに、そういう議会が果

たす役割というのはもっともっとつめられて議論されて、我々がどういう議会活動をすることが町

民のためになって、そのことの対価として報酬というのはあるわけですから。そういう議論がきち

んとない中で報酬だけ上げる、下げるの議論をしてもだめではないかということです。そういう意

味です。 

○委員（西田祐子君） 時期尚早ということですね。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そういうことではないです。上げる、上げないという議論ではなくて、

議会が果たすべき役割というのは何なのかという議論をもっとつめなければだめだと。例えば、政

策研究会なら政策研究会をどうするのかという結論がまだ何も出ていないのです。そういう中で報

酬だけ上げるという議論をするのですかということなのです。簡単に言えば。我々の責任で議論を

しているのです。誰の責任でもない、議会自信が自ら議論をしているのです。そのことの議論の結

論も出ていないうちに私はそういうことをすべきなのですかということを言っているのです。 
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○委員長（山本浩平君） 後で、いわゆる自由討論をしたいと思いますけども、とりあえず各会派

の意見を伺ってみたいと思います。また、無会派の方のご意見も伺って、その後に自由討論をさせ

ていただきたいと思います。 

新風なのですけども、私どもは常々申し上げているように、この報酬等審議会の内容そのものを

批准したいという考え方に変わりはございません。例えば、これから行う政策研究会ですとか、あ

るいはきょうの議題にあがっております議決事件の追加、これも実際にやれば相当また時間的な制

約がかなりふえていくというのは確実でございますけども、こういうことをやるから理由づけとし

て上げる理由ということの考え方では私どもは持っておらず、逆に今現在の白老町議会が行ってき

たことの実働時間を考えた場合は、他の北海道ばかりではなくて日本全国の町村議員の活動日数と

対価を比較したときに、余りにもこれはそういう低い中で非常に白老町議会は頑張っておりますけ

れども、やはり若い世代の方たちにも白老の議員として目指していただきたいという気持ちも非常

に強く思っておりますので、まずは報酬を上げることを先決に私どもは考えております。ただし、

先ほど新政クラブさん、あるいは清風クラブさんから出ておりましたように段階的に、いきなりア

ップということが皆様方の理解というか、賛同を得られない可能性も出てきているというふうに感

じておりますので、その部分については本来であれば報酬をすぐにでもアップというのは基本的な

考えではございますけども、それがなかなか皆様方の理解を得られないということであれば、まず

本給に戻すということを私どももやぶさかではないというふうに考えております。 

前田委員外議員どうでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私は一貫して姿勢を持っていますから、ここで言える立場かどうか

わかりませんけども、議論をしていくという部分の中での意見を言わせていただきますと、私はや

はり議会の今町民からも厳しい視線、今大渕副委員長もお話されましたけど、議会のあるべき姿、

目指すべき姿がやはり理解されていないのです。それをもっと具体的に我々がやっていることがわ

かるようなことをまず先に理解してもらうと、その辺に至ってそういう議論になるのかと私はそう

思います。ただ、ここで今、レジメでは議員報酬についてですからそのことで言うと、今氏家委員

がお話されましたように、今財政が厳しいですからその中で最初に財政をもう１回見直した中で町

民の厳しさ、負担を求めているよと。まずそれを先に考えて、どうあるべきか、ということを整理

した次に我々の議員報酬を考えるべきだと思います。そして特別職報酬等審議会にも出ていますけ

ども、段階的にいけば自主削減の解除を考えるべきだと思います。ただここでいっている議会活動

の対価とか、次世代議員の誕生を勘案して上げるべきだということは、これはすべての町民の意見

は集約されていないと私は思います。その辺に余り傾注すべきではないと思います。これは議会が

自ら町民の場に出て聞くべきだと私は思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ここで、それぞれの各会派、あるいは無会派の方々のご意見を伺いまし

たので、それに対しても結構です。討論したいと思います。どなたからでも結構でございます。氏

家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。私も先ほど言いましたけども、確かに今財政改革プロ

グラムの見直しの時期でもありますし、ただそこにだけ焦点を絞っていっても私はやはり次の世代
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のことも考えるとこの議員報酬のことについては真剣に考えるべきだという考え方の思いですから、

そういった今までの議論もしてきたはずだと思っています。そう考えると、やはり私は議会のある

べき姿、目指すべき姿を今までずっと議論してきたわけですから何か一歩踏み出して、そういった

ところに向かっていかないかぎり町民の理解というのは私は得られないような気がするのです。た

だ、先ほど山本委員長も言われていたけども、山本委員長は今までの、例えば議会改革、また議会

の活動時間を、今までの活動自体がこれからの報酬のことで議論すべきだと。これからの活動につ

いては関係ない、関係ないのではないけれども、あれだという話はしていましたね。私は、確かに

それもあるのかもしれない、だけどやはり町民の理解を得る、報酬の理解を得るのではなくて、こ

れから議会が町民とどう向き合っていくのかというところをしっかり踏まえないと、この報酬の問

題についても議論できないと思うのです。先ほど前田委員外議員が言われたけども、町民の意見を

聞くべきだという、確かにそれもあるのかもしれない。でも今まで議会改革の中で議会として議論

してきたことを町民に対して議会がきちんと話をできるような状況にもっていかないと、町民の

方々というのは財政的な面を考えたりいろんなことを考えて、それはだめだとかいろんな意見が出

てくるはずなのです。でも、それがすべてかというと私は違うような気がします。やはり次世代に

出てくる、若い世代の人たちのことを考えたときには議会としてのどうあるべきなのかということ

は、きちんと議会として町民に対して説明をすることが私は十分必要なことだと思うし、それに対

して町民の方々の意見を聞きながら、最終的な結論は議会が出していくということが私はやはり大

事なことだと思いますので、その辺は町民の方々の意見を聞くということは十分必要なことだと思

うけども、結論を出すのは議会であるというところで、これからの議論をしていきたいと思います

し、１点だけ言わせていただければ、私は議会活動というのは何時間あっても足りないものなのか

もしれないし、ただ議会活動に要する時間というのは１つのルールにのっとってしっかりやってい

くと、前向きに取り組んでいくと、後戻りのない、そういった議会、また議会改革が必要だと私は

考えますので、そういったところをずっと続けていくようだったら、いくら町民の前に出ていって

も説明が私はできないような気がします。そこについては、これからも議会運営委員会、また私は

議会運営委員会の中で話をするべき問題だと思っていますから、そこでまたしっかり話をして、そ

してこの報酬の問題については、そういったことをしっかり整理した中で考えていかなければなら

ないだろうと思います。 

○委員長（山本浩平君） いかがですか。私のほうから、先ほどの私の話の内容をちょっと再度お

話をしたいと思うのですけれども、この報酬等審議会というのは私は町民の代表だと思うのです。

この議員の報酬を考えるべく町民の代表で審議された、そのための審議会だというふうに当然理解

をしなければなりませんし、自分達でこの報酬については決められないのではないかということが

今までの流れの中で議会の中ではきたわけです。それでこの報酬等審議会から答申が出されて、今

回のは非常に内容としてはあっさりというか、短い文章でございますけども、昨年出ている内容に

ついては現状を踏まえてほかの道内の類似町村旧団体と比較しても平均額よりも低い、また道内の

同規模自治体との比較では 10 万円以上の差がある、こういう状況。あるいは会議の日数 160 日を超

えていると、各種行事を加えると 200 日を超えるということが確実ということを、いわゆる現状を
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意識した中でこれは上げてくださいと、上げなければ若い世代、あるいはいろいろな各階層から議

員活動に挑戦する人がいなくなりますという危機感の中からこういう話が出ているわけですから、

私はやはりこの現状をかんがみて上げなさいということでございますから、これはやはり真摯に受

けとめて上げることができないのであれば、まずは元通りに戻すということは必要ではないかとい

うふうに思います。これからの活動をまた町民の方々に理解していただいて、さらにこういうこと

で元に戻すのだということであれば、元に戻すのではなくてこれはもう一気に上げなければ私はち

ょっと違うのかというふうに考えております。この辺ちょっと考え方がそれぞれ皆さん違うところ

があると思うのですが、どうぞ自由に発言してください。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。１つは、財政改革プログラムが見直されるということがあ

ります。同時に町民負担の問題が出ています。私はこの審議会の答申も議員の歳費を一たんカット

している部分を戻しなさいと、こういうふうに書いていますね。当然１つは、大きな見直しになる

場合は財政改革プログラムとの整合性をとらなくてはいけない。これはもうはっきりしています。

そこは先ほどから出ています。もう１つは、住民負担と、職員の負担と、理事者の負担と、議員の

負担、私はこれは違う気がしているのです。この中で私が思っているのは１番重要なのは理論的に

考えても職員の負担は、これは底の負担で住民負担と同列視することも違うと思っています。です

から負担の解消の１番最初は私は職員負担だと思っています。なぜかというと職員の給料というの

は人事院勧告で決まっているものなのです。だから、そこの負担と住民の負担というのは別なので

す。私が言っているのは、住民負担になればいいということではないです。多ければいいと言って

いるわけではないです。住民負担と職員負担は全く別です。それから、町長は職員負担と議会や理

事者の負担は同じだと言っていましたが、私はそれは全然違うと思います。報酬と給料、生活給と

いうのは違いますから、もちろん町長も生活給だとは思いますけど、だけどそれは違うと思うので

す。ですから私は議員の報酬を戻す場合は、当然職員の報酬を考えないでやるということは私は多

分難しいと思います。それは当然住民の皆さんのこともありますから、氏家委員が言われたように

当然そこでは財政改革プログラムとの整合性はとらなくてはならないと、こういうふうになります。

ですから、私も職員の給料をきちんと、全額とは言わないけども、一定限度きちんと戻すという中

で議員の歳費の削減分を考慮するということは私はあってしかるべきことだろうと。当然そのとき

には理事者の削減分も同じように考えるということがなければ、私はだめだと思います。その部分

を一くくりにしながら住民負担を、ではどうするのかというのはもちろん財政改革プログラムの中

で、これは並行的に議論していくべきものだろうと。そういう中身になるだろうと。この答申の中

で附帯でも含めて見ると共通しているのは削減分をみんな見直せというふうに書いているのです。

この今もらった答申を見ると。ですから、私はそこは十分議論の余地がある部分であろうというふ

うに思います。ただ、私は住民負担の部分も結果としては最後的には議論されるだろうけれども、

報酬の部分でみればそういうような議論が１番最初かというふうに考えています。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私は、今大渕副委員長が言ったこととまったく同じ考えで、先

ほど、当初削減分を元に戻すといったときには当然職員のほうもそれなりの元に戻してもらいたい
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ということはあったのです。だけど議会としてそのことを、上げなさい、元に戻しなさいというこ

とを公に言えるものなのかどうかでちょっとできなかったものですから言えなかったのですけど、

この辺というのはどういうルールでいくと行政側に上げてあげなさい、元に戻しなさいということ

はできるのですか。その辺わからないものですから。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 答えではなくて、議会の中でも何人かの方がやはり戻すべきだと言っ

ていますね。一般質問なり、代表質問で言っていますね。ですから私はそういう声が議会の声とし

てたくさん出てくれば当然そうなると思いますし、それが決議するのか何をするのかわからないけ

れども、そういうことの行為はできると思いますし、いろんな形どんな形でも戻しなさいというこ

とは、意見を述べたり、決め事にするのだったらどういうふうに決めるか。条例改正を我々が出す

かということに本当になるのかどうか。そこはやはり町長に質問をして、町長がそういう考え方に

なるというふうになっていくのか。条例改正だから我々が改正案を出してもいいけど、それはちょ

っと違うかなと私は思いますけど、やはり手立てはいくらでもいろいろな方法があるのではないか

と。現実的に一般質問、代表質問でたくさん出ていますから。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。ちょっとこういう言い方はどうなのかわからないのだけれども、

一応自由討論ということで。今現在確かに町民の方々に対して負担はまちとしてしていただいてい

ます。私は前回も議員研修を２月 11 日にやりましたね。あのときにやはり町税のあり方というのは、

これから我々がしっかり考えなくてはいけない問題だと思うのです。これから少子高齢化がどんど

ん進んでいく中で町税のあり方というものをきちんと考えないと、それが町民の、上げたことにな

るから負担は負担なのだけれども、その町税のあり方、それをどう福祉とか教育とかいろんなもの

に生かしていくかいかないかという問題が、そこに大きくかかってくるのかと思うのです。人口が

どんどんこれから減っていくということが１つの前提になっているので。大きな企業でもきて減っ

ていった人口の穴埋めでもしてくれるのだったらいいけど、そんなことまで予測して考えることは

できないわけだから、やはり町税のあり方というのは町民と一緒に議論していかなければいけない

ことだと思うし、今回の報酬と一緒に私は本来は考えなければいけないのかもしれないけども、ち

ょっとそこは切り離して考えないと話が進まないのかと私は考えるのです。その話は私は町民の方

たちにもできると思うのです。決して町税を無駄に使うわけではなくて、町税というもののあり方

についてしっかり町民の方々と議論する、そういった場所というのは設けていけるような気がする

ので、そこと一緒にこの議員報酬の問題だとか、職員の給料の問題だとかというのを考えてはいけ

ないような感じがするのです。それを考えてしまうとなかなかこの報酬の議論というのはできない

ような私はそういう考えを持っています。 

○委員長（山本浩平君） 私も今氏家委員がおっしゃっている考え方とちょっと近いものがあるの

ですけれども、例えば町長としては当然職員の給与を元に戻すにしても、議員の報酬を元に戻すに

しても町民負担を多少戻した中でという考え方をにじませてますね。今までの定例会の中で。しか

しながら、では具体的に本当に町民法人税を元に戻せるのか、あるいは固定資産税を 20％上げたの
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を 10％ぐらいにできるのかという、この辺も非常にいろいろな判断、財政改革プログラムを見据え

た中での判断だと思いますし、もともと本来ほかの町村でとっている都市計画税というのを白老が

とらなかったから町民法人税をとるのだというような話も担当の課から伺っていますので、であれ

ば町民法人税はそのままにする可能性も出てくるわけですから、これは一緒くたになかなか考える

ことというのはやはりできないのかと。我々はやはり我々の考えの中で議員報酬というものはどう

いうものなのかということを考えるべきであって、職員の給与も個人的な考えとしては上げなくて

はだめだという考えをもっていますけど、それを同時並行して考えるよりはまず議員報酬のあり方

をどうなのかというのを自分達の中で議論を深めていくということが大前提ではないのかというふ

うに私は思ってはいます。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私どもの会派の中でも、今回の財政改革プログラムの中で町民の負担を求

めていると。一方で職員の給与カットもしているわけです。こういう中での、どうしても会派の中

での議論の中では町民負担と職員の給与カットの部分がやはり一緒になってしまう。結果的にはそ

れを強いて今負担を求めているわけだから、その中での議員の報酬アップというのは非常に厳しい

ものがあるのだと。こういう議論にやはりどうしてもなってしまうのです。だから、今氏家委員、

山本委員長がおっしゃいましたけども、そのあたりの部分がきちんと切り離せるものというのは、

先ほど大渕副委員長なんかもおっしゃったように、これからの議会のあり方、進め方、それぞれの

議員のあり方も含めてきちんとした議論を積み重ねることがやはり大事なのかと、今皆さんの意見

を聞きながらちょっと感じていたのです。やはり切り離すということも大事なのかというのはあり

ます。そうでなければ議員というのは一体これからどういう方向に進んでいくといったら、もう大

幅に活動がふえるのは間違いがありませんから、そうなると生活の部分の職を求めながらやるとい

うのは非常に厳しい問題になってるなと。多分山本委員長はずっと前のほうからそういう話はされ

ていると思うのです。私どもの会派もやはりそういう思いでおるわけです。であるならば、今の現

時点の改革はストップすべきだというぐらいの、極端な話です。でなければ厳しいと。例えば 200

日になんていうことになってしまうと、ほとんど議員活動です。職を持ちながらというのは、まず

はっきり言えばあり得ないです。このあたりもきちんと精査しないと非常にこの報酬、確かにデリ

ケートな部分ではあるのだけれども、町民の理解を求めるというのは大渕副委員長おっしゃったよ

うにやはりそういう説明ができる、こういう今議会の状況なのだと説明できるような体制もきちん

と築いていかなければいけないというふうに一方では考えますし、非常にこれはまた会派の中でい

ろいろ議論をしなければいけないというのはあります。本当に現実には切実な問題にもなっている

のです。だから一方では前田委員外議員のおっしゃっているように違うだろうと、もともと議員報

酬は生活費ではないだろうと。そういうことからすると単純に報酬アップのことを議論するのでは

ちょっとやはり違うのだろうという意見も当然出てはくるのでしょうけれども。もう少し大っぴら

に議論できれば１番いいのでしょうけれども。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今及川委員が言われたとおりだと私は思います。ただ、私

は一緒の議論ではなくて、別の議論になっていると思っています。今までやった議論で、今までの
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報酬の成果というのは少なくてもどれぐらい活動しているかというのは我々が出したからわかった

のです。出していなかったらわからないのです。そういうことを積み上げてきた結果なのです。だ

から上げなくてはだめかどうかという議論はしているわけです。十分か、不十分か、私は不十分だ

と思っている。十分だという人もいるけど。私は不十分だと思っているだけの話です。それだけの

話です。ただ、報酬はいかにあるべきかという議論はしてきたのですが、現実的に上げる、上げな

いとなったときにどういうネックがあるかといったら、そういうものがありますということだから、

まったく報酬の議論は議論できちんとしていて、私も対価としては少ないと思っていますから。は

っきり何度も言っていますけど。今の活動量で、今の報酬でいいわけがないと私は思っています。

そこまではきたのです。ただ、だからといって、これからの発展性を含めて考えたときに報酬が今

のままでいいかといったら、いいなんて思っている人は誰もいないと私は思います。前田委員外議

員もそう思っていると言っています。ただ、現状を見たときにどうなのかということは、まったく

それとは別に今あるわけです。現存しているわけだから。だからこの答申もそう書いているのでし

ょう。だと思います。だからそこは、私は一緒になって議論されているのではなくて、きちんと分

かれて議論はしてきただろう。ただ、現実、直面するとどうなるかというと職員は 20％カットして

いるのは事実なのだから、そのことを無視してやれるかということになったら、私は理解できない

のではないかという意見なのです。山本委員長はできるという意見だけど、私はできないのではな

いかと。それはできるかできないかわからないけど、上げるべきだと言っているわけだから。私は

そこのところは無視して、私は絶対議会は上げられないのではないかと思っているから。だから、

ざっくばらんにそういう議論に今は２つの議論で、１つは報酬が本当に適切かどうか。もっと深め

なくてはだめだというのは議会の中では議論されたけど町民が納得できるような議論になっている

かといったら私はなっていないと思うから１番最初にそう言っているのです。だからそこのところ

までは私は一定限度きているのではないかというふうには思っています。一緒くたの議論ではない

ような気がします。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は今まで議会のあるべき姿、議員のあるべき姿というのをずっと議論し

てきて、まだ煮詰まってきていませんが、してきたと。してきて、この報酬でいいのかとなったと

きに、私たちはいいです。私たちが進めてきた議会改革だから、私たちだけが次期も残ってここで

白老町のことを議論するのだというなら私はいいと思うのです。だって私たちがやってきたことだ

から。でも次期につなげていくときに、私たちにそれだけ責任持たせられるのと。これからやろう

とすることを次期の人たちに、この報酬で頼むねと任せられるのという話になったら、それは違う

と私は思うのです。それをきちんと議論しないと、次期も私たちに任せてと、この報酬で何とかや

るからという話になるのだったらいいのだけど、何かそこまでそうではないとすぐ思うのです。か

といって今、及川委員が言われたように、それだったら１回これは全部チャラにして議会改革が始

まる前に１回戻して、５年ぐらい前にやってきたけど、改革は進めてきたけども５年ぐらい前に戻

して、あのレベルでいいのではないのとなったときは、では議会っていらないのではないのという

話にもなるだろうし、私は違うと思うのです。今までやってきたこと、何のために議会が必要なの
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か、何のために議員っているのかということを議論してきたのだから、そこをきちんとやはり町民

に対して説明をしながら次期の、例えば白老町を任すべき議会、議員に必要な報酬というのはこれ

ぐらいは必要だというものを議会としてきちんと結論を出していかないといけない問題。確かに財

政状況いろいろあるのだけれども、結局あと１年ちょっとでもって改選になるわけです。どんな理

由をつけようと。そのときに今までの、例えば財政状況がどうかな、いや若い世代の話は 10 年後に

しようみたいな話になってしまうと、それでは違うのではないかと思うから、やはり今しっかりそ

の辺の議論をしておかないといけないだろうと。先ほど山本委員長が言われたとおり報酬等審議会

の位置づけというのは私は大事なものでしょうと私は前から言っていると思うのです。だからそう

いったものをきちんと受けながら、そして本当に議員報酬というか、そういったものについての考

え方というのは議会として考えなくてはいけないだろうなと。だから先ほど言った、今は議会の議

員報酬のあり方について議論をしっかりしなくてはいけない。でも町税のあり方というのは別に議

論しなくてはいけない部分だと私は思っているから、だからやはりもう本当に目の前にきている次

期の改選期に向けて私たちはどうしたらいいのか、議会としてどうしたらいいのかということを真

剣に考えなくてはいけない問題だと思っています。だから間抜きの議論をここでしっかりできれば

いいと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 私も続けてお話をさせていただきたいのですけども、例えば次期の改選

期のときにもしかしたら引退だとかも考えられている議員さんもいらっしゃるかもしれません。し

かしながら現実的に今のこのハードな状況の中で本当に、では若い人たちが挑戦できるような状況

ではないと正直なところ思うのです。それであればやはり本当にそれだけで、専業でいけるぐらい

の報酬というのは、いきなりは今は無理かもしれませんけども、そういうふうにしていかないと議

会そのものの本当に活性化には多分私はなっていかないのかと。結局のところはお仕事を定年され

た方が、新人とはいえどもお仕事を定年された方がいろいろな町内会の事情だとかいろんな政党も

ございますし、いろんな絡みの中から出ると。しかしながら若い人たちの発想の議員が１人でも２

人でも構成されないとやはり議会そのものが活性化にはつながっていかないような気がしてならな

いのです。ですからそういった意味で次の世代の人たちのことをやはり、議会とはどうなのかとい

うのを今いる我々が考えるべきではないのかというふうに強く思います。鵡川ですとか安平の改選

の、きょう新聞に出ておりましたけど、やはり平均的には年齢の高い方がほとんどだというのが現

状だと思いますし、全道的にもそうだと思うのです。町村会のいろんなあれに出ても、でも果たし

て本当にそれで将来の白老をどうまちを描いていくかということを考えたら、やはりベテランの

方々の発想も当然力も必要ですけれども、そこには若い人たちにつないでいく部分というのも必要

ではないのかというふうに思います。ただ、先ほど大渕副委員長がおっしゃった、では自分達だけ

で本当に先に上げられることができるのかというのも私は本音だと思うのです。それこそ町民の抵

抗というのも当然ありますので、これはやはり財政改革プログラムが数字を見た中で可能であれば、

わずかな率であっても本当は町民にも負担を少しでも減らす。そして職員の 20％カット、白老より

ももっと厳しいところでも 20％カットなんてやっているところはないわけです。ですからこの 20％

カットというのはやはり厳しい数字だというふうに思いますし、いわゆる職員の士気が上がらない
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部分ですとか、あるいは私は白老の経済の循環を考えても職員の給与を上げるべきだと定例会でも

お話をさせていただいたのですけども。できることだったら本当にまず議員の報酬は元に戻して、

ほかのところも少しでもいいから率を緩和できるというのが望ましいのかというふうに思います。

大渕副委員長がおっしゃっているのは、その辺なのかというふうには感じますし。西田委員どうで

すか。 

○委員（西田祐子君） 私は職員の給料を上げるとか上げないとかというのは、それは理事者が考

えられることであって議員がこの報酬審議会のこれに対してどういうふうに考えるのかというので

あれば、私は、そっちはそっち、こっちはこっちと考えないのであればいつまでたっても同じでは

ないかと思うのです。いいのです、別に職員の給料のことも一緒に議会で考えてもいいのですけど

も、では私たち議会が職員の給料を元に戻しますとできるものなのでしょうか。できないのだから、

それは理事者が考えるべきことであって、議員の報酬だけを考えるのであれば、例えば５月に町民

との議会報告会とかありますね。そういうときに率直に町民の意見を、議会はこうやって報酬審議

会から答申を受けましたけど皆さんどうですかと聞くなら、そういう形でやっていくというなら何

かわかるのですけども、議会というのは町民の負担の上で今財政改革プログラムを行っているわけ

ですから、ですから水道料だとかそういうものをどうしようかというようなことを話して、議員の

報酬もどうなのだというならすごくわかるのですけども、何か特別職とか役場職員の話までごっち

ゃにしっちゃったら私はこれは話はずっと前回と同じように進まないのではないのかという気がす

るのです。ですから皆さんどういうふうに思っていらっしゃるかわからないのですけども、私はも

しそのことまでも含めて議論しようということであれば議論がいつまでたっても堂々巡りで変わら

ないのではないかという危惧を感じてはいるのです。ですからそこはきちんと分けて、議会として

どうなのだと。町民はどうなのと。そこの２点だけで考えていかないと、何かどつぼにはまってし

まうような気がして、私はちょっと危惧を感じております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） もし、議長、副議長で何か今の議論を伺っていてあればどうぞ。なけれ

ば結構ですけど。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 私は、１点目はこの報酬等審議会の出されてきたことというのはす

ごくやはり、前回の議論の中で今回受けなければまたどういう対応をしてくるのかわからないとい

うことだったのですが、今回また新たに同じような意味合いで出されてきています。上げなさいと

いうことはちょっとなくなりましたけども、これは議会に敬意を表してくれているのだと思います。

議会が今後考えて結論を出していくということですので、そのことに趣をおいてくださっているの

なら、というのならわかったのですが、ただ早い時期に本来給に戻すことを望むものであるという

ことでは常に議会がやっていることを理解した上での結論をきちんと出してくださっているという

ことには私は審議会に対しては見ていてくださっていると思いますし、町民の代表の方々でありま

す。だから、そういった方々がこういうふうな結論を出してくれたということは私たちは重く受け

とめなければならないというふうに思っています。先ほどからの議論をずっと聞いていて思ったの

ですが、私は次期のことを考えるともちろん報酬は今のままでは、この日数的なもの、どこの町議

会と比べても活動日数というのは多いですし、それは議会改革、それから町のチェック機能をしっ
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かり議員として生かしていく議員のあり方をどうあるべきかという議論をした上での議会改革の中

での積み重ねですので、先ほど氏家委員が言われたように、今まで私たち議員がやってきたのだか

ら私たちの責任だから次にはそれは持ち越せないということなのですけれども、これはただ議会だ

けがそれをやってきたのではなくて、やはり町民とのいろんな懇談の中で議会改革として取り組ん

で、そして自治条例に基づいて政策研究会、いろんな形で議員の資質を上げたいという、そういっ

た中でやってきたことだと思うのです。だからその中で報酬がそれに見合っているかどうかという

議論はしてきましたし、次期にはそういったものは必要だろうということはある程度結論的なもの

は出てきているのではないかと思います。ただ、私たちは議員なのです。だから全体を見なくては

いけないと思うのです。だから私も、先ほど氏家委員とちょっと言っていたのですけど、やはり財

政改革プログラム、これは白老町を立て直すために本当に議員も一緒になって考えてつくったこと

ですし、町民の負担、それから職員の負担、そして議会もそういったことに自分達も少しでも、と

いうことで積み上げてきたものがどうなのかということの議論はきちんとしなくてはならない。こ

れは議員だから私は当然だと思います。それから、やはり議員報酬を元に戻すにしても財政改革プ

ログラムをしっかり見て財政的にどうなのかという判断をしなくてはならないのは私は議員として

当然のことだと思います。ですからそういった議論をしながら、私はやはり職員も町民なのです。

だから私はプログラムにそのことが載っているわけですから、私は一緒になって考えていくべきだ

というふうに思っています。ただ、今後の議会のあり方、それから報酬を上げないのであれば議会

改革は元に戻すべきだということに対しては、すごい抵抗があります。議員は、では何のために議

員になっているのかということが、原点がなくなってしまうような気がしますので、そうではなく

てその中で必要なもの。だから先ほど氏家委員が言ったように、みんなで議論をして、討論をして

積み上げてきたものがきちんとそこで実施できるような形にもっていく。元に議論を戻すようなこ

とはなるべくしないようにして、だから合意制でやりたいということで議論を重ねてきたものが、

また元に戻るようなことがないような時間の使い方を工夫をしていくということも今後必要ではな

いかというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 議長という形より、一議員として。皆さんいろいろと議論していただい

て、もう議論的にはそれぞれの考えはほとんどまとまっているのかと。あとは議会としての決断し

か、決断というか、どうするのだという思いしかないのかという具合に思っております。それだけ

皆さん真剣に考えてどうあるべきかと考えてくれたと思うのですが、その中で今きょうの意見の中

で大渕副委員長からも話がありましたけども、要するに報酬云々をするときにはもうちょっと町民

のところへ出ていって意見を聞いて、これは私なりに考えますのは議会定数の問題で町民のところ

へ聞きにいったときに町民が減らすなら減らせという話があった中で、こういうことをすれば減ら

せると、こういうことをしないのだったら減らすべきではないというような意見が出て、そして最

終的に議会で結論を出して町民から出た疑問に対することを、町民が思っていることを解消しよう

ということで通年議会なり議会広報広聴なりをつくって、それで対応してきたということですので、

やはり我々も町民の中へ出て報酬等審議会でこういう形で出ていると。さらに我々報告会で町民の
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中に出ているわけですから、このことについても聞いて町民がどこに報酬等についての考えを持っ

ているのかというような意見を十分聞いた上で、それでそのとおりするしないは、あとは議会のほ

うで判断をして決めていくと。そういうことをきちんと手続きを踏んで最終的に結論を出していく

べきではないかというような、私は大渕副委員長のそういう思いがあった考えだなという具合に思

っております。それと職員の給与の関係で、私なりに考えますと、我々議会議員として皆さんにも

っと自信をもっていただきたいという具合に思います。報酬等審議会等で、これだけ全国に先駆け

ての改革をやったり、いろいろ皆さん出てきていろいろ議会活動をやっていると。これだけやって

いるということを認めてくれているという、それは私ども議長という立場でいろんなところから研

修に来ます。そうした中で白老町は本当に一生懸命やっているなと。素晴らしいことをやっている

という具合に評価を受けております。ただし、町民の方にしてみればそこまでの評価はあるかない

か、それはわかりませんけども、だから我々議会議員としてまだまだ足りないところはたくさんあ

るとは思いますけども、現時点で過去からみるとかなり改革をして一生懸命やっていると。報酬は

抜きにしてで、やっているということで自信をもっていただいていいのかと。だから職員の 20％の

負担を今回やって大変な思いをしています。我々も大変だなと思います。だけど、それに負けない

ぐらい議会も一生懸命やっているのだという自信をもってもらったほうがいいのではないかと。と

ころが、即それでは報酬をすぐ上げるかというと、財政的な、現実的な問題もありますから、その

辺はそちらのほうの町民負担も含めていろいろと、現実問題として一生懸命やっているからそれで

上げるのだという形には、それは理論的にはなりますけども、現実をみると財政的にそんな状況で

はないということですから、その辺とのプログラムとの整合性を十分見ながらやっていくべきだと。

皆さんもこうやって言っているわけですから。あとは議論をいろいろと、これから何回かやってい

ただくと思うのですが最後はやはり議員としての、我々議員としてはこれだけ改革をしているのだ

から少なくてもこのぐらいの報酬のレベルにはしていただきたいということを、あとは議員のほう

の皆さんの決断ではないかという具合に思います。本当にそういった面では皆さんいろいろと周り

のことを考えて、今なら上げられないと。これは財政的にこういう状況ですから仕方ないのですけ

ど、やはりそういうような視点でもっと議論していただければいいのかという具合に思います。何

か皆さん、随分自分達を一生懸命やっているのだけれども、それを全面に出していないけど、これ

は議運の委員長、副委員長さんが視察のいろいろな対応をしておられて、ぞれぞれのまちの議会の

実態を聞くと本当に白老町は一生懸命やっているのだと。だけど町民の方にそれが全部見えている

かというと見えていないところに、見えるようにするのが我々のこれからの役目だから、その辺を

きちんとして、そして報酬もこうすべきだというような形で、これは最後にはやはり我々の議員の

最後のどうするかという決断しかないという具合に思います。非常に、きょう意見を聞いていて皆

さん現実はこういう報酬でこれだけやったらとても誰がやれといっても今自分でも、自分はやって

いるのだけれどもそれはかなり犠牲をはらってやっているのだから、そういう面を考えると、これ

からの人のためにも含めて本当に活動に対する議員としての報酬はどうあるべきかと。まさか改革

を、これから次の報酬を減らすから、報酬を今のままですから通年議会をやめますとかという形に

はなっていかないわけですから、それは町民の方に機会あるごとに訴えていって意見を聞いてくる
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と。そして最終的には自分達で決断するというような形で、報酬等審議会では非常にそういう具合

に言ってくれているのですけど、これがすべてではないという形であるならばやはり行って積極的

に町民の方の意見を拝聴してきて決断していくという形のほうがいいのかと、せっかく次の報告会

もありますのでそういう形で。何か議員定数のときにいろいろ聞いてきたときのを参考にして最終

的には議会で決めたわけですから、やはりあれと同じような形で町民のいうとおりというか、いろ

いろ分かれますから、多くすれという人もいれば少なくすれという人もいますから、やはり最終的

には議会で決断をして少しでも町民のいろいろな思いをくみ取った中でやっていくべきだと考えま

す。だから皆さん随分遠慮しているような感じは受けたのです。今やっていることに対してすべて

が満足だとは言いません。いろいろ見れば不十分なところはあっても本当に一生懸命やっていると

いうことをぜひ自信を持っていただきたいという具合に思います。 

○委員長（山本浩平君） 昼に近づいてきたのですけれども、午後からはほかのほうもかじりたい

と思います。最後に確認だけさせていただきたいのですけども、今までの議論を伺っておりますと

多少町民負担ですとか、職員の負担ですとか、そういった部分の考え方の若干の違いはあるものの、

元に戻すということに関しては皆さん各会派、あるいは前田委員外議員も含めて異論がないように

感じたわけですけれども、この辺は確認させていただいてもよろしいですか。いろんな背景はもち

ろんあるのかもしれないけど、元に戻すことに関しては反対ではないというふうに受けとめたので

すけども、共産党さんも私はそのように受けとめたのですけども違いますか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） この問題は、例えば財政改革プログラムは我々が議決しているのです。

先ほど吉田委員外議員が言ったように、ほかの人が決めたわけではない。我々みんなが決めたこと

なのです。それで 28 年まで職員の給料が 20％カットすると決めたのです。みんなそれぞれ責任が

あるのです。私は関係ないとはならないのです。それを変えるということは大変なことです。だか

ら私はそういうことで言えば戻すことということになれば職員の問題や理事者の問題は当然一緒に

話すべき中身のものです。そのことが話されないで議員だけ戻します、あとはどうぞ理事者がとは、

そんなことはなるしかけのものではないのです。議会がそんなことで責任なんて負えません。私は

そういう考えではなくて全体として戻すのであれば、それは議会だって戻しても何もおかしくない

ですという意見です。それは 20％全部かどうかはまたそれは別です。それぞれ 35％のところも 30％

のところも 25％のところも我々は７％なのだから。だからそれはまた別です。だけどそこのところ

を抜きにして考えるということにはなりません。ただ、戻すべき、職員の部分を含めて、理事者の

部分を含めて、戻すべきだろうという私は意見です。そのときに議員のものを戻すのは私は何も抵

抗はありませんということです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私は戻すことがいいというのではなくて、報酬を上げれという前に

順番として削減することを見通したほうがいいと言っているのです。誤解しないでください。私は

今まで議論されていますけども、結構それぞれの部分では議論されていますけれども結果的に行き

着くところは堂々巡りになっていますけど。ただ、前回の議員報酬のときにも上げる環境にありま

すという言い方をされています。ですから私はあくまでも順番です。何を先に整理していくかとい
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うことを整理していかないと、ですから財政改革がこの秋にあると、ではそれを待ちながら合わせ

て、今言った議員の報酬についてはどういう形でやっていきますかと、そういう形でやっていかな

いと、先にそれが出てきたときに結果的にまた財政改革の結果はどうなるのとなってくるのです。

それで今氏家委員も話していた非常に大事な部分でいけば、やはり町の収入がどうなるかというの

を我々がわからなければいけないのです。当然ここに書いていませんけど日本製紙だって議長はわ

かると思いますけど、もうこれは２、３年で償却したらなくなるのです。あの煙突以外は。だから

７億円も落ちる。住民税もこのとおり落ちてますから。そのときに交付税出るといっても今の現状

を考えると、どうかということをきちんと認識した上で財政改革をやって、我々が今言ったように、

では職員のほうをするか町民に慣例するかどうか議論をして、その後に我々として最後に報酬をど

うしたらいいかと、そういう順序を整理していかないと私は議論が前に進まないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

休   憩  午後 １２時 １分 

                                           

再   開  午後  １時 １分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは 30 分ぐらいずつやっていかなければ全体になかなか到達するのも非常に厳しい状況に

なってきておりますので、途中半端かもしれませんけど 30 分ずつぐらいに区切らさせていただきた

いというふうに思います。 

 では、２番目の議員倫理条例の全面見直しについてということで、これは持ち帰りということで

なっております。前に白老町議会議員倫理条例と先進事例案の対比表というのが事務局のほうから

案として出されたと思うのですけども、資料３というふうになっています。兵庫県三田市議会を中

心に他の議会の倫理条例を合成したものということなのですけれども。ございますか。おさらいい

たしますけど、第１条、第２条、第３条、第４条は、おおむね了解ということで一応皆さんオーケ

ーということだったというふうに思います。その確認よろしいですか。１条、２条、３条、４条に

関してはいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それで政治倫理基準、これが持ち帰りになっておりました。必要がない

という会派も、私どもも結構この項目にはいろいろあるのですけども、この辺をどのように皆さん

で議論を各会派でされてきたのか伺っていきたいというふうに思います。この倫理条例について何

か基本的な考え方が皆さんが、もしどこかの会派で相談されておありの方はどうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、倫理基準と７条の税等納付状況の報告というのがあり

ますけれども、この第５条の（６）と、第７条の税等納付状況の報告、これはダブっているのです。

だから倫理基準に設けるか、それとも報告義務にするかという違いなのです。これだけはきちんと

しておかないと両方というわけにはきっといかないと思いますので、私は倫理基準に設けると、例

えば町民の皆さんが忘れて納付しなかった場合でも、そういう場合はいいかもしれないけども倫理

基準の場合は審査要求された場合は受けなければならないでしょう。倫理基準に違反にしていたら。
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ただ、第７条のほうの税等納付状況の報告、これは報告義務なのです。だけど報告義務だけど議長

に出しておかないと、今まで滞納していませんということを出しておかないとだめだと。中身がわ

かるということにはなるわけです。だからどういうことになるか、そこのところはきちんとやって

いたほうがいいのではないかと。私は倫理基準に設けなくてもいいのではと思っております。 

○委員長（山本浩平君） いかがですか、今の関係で。なければ私どもも会派でこの第５条につい

ては、結論だけ申しあげますけど、１、２、３は了解ですけども、４、５、６、７は必要ないとい

う考え方でございます。基本的にこの政治倫理基準等で事務局のほうからたたき台を出していただ

きたいということで、皆さんの合意のもとでたたき台を出していただいたわけですけれども、この

たたき台というのが先進地のたたき台の事例ですので、実際に本当にこういったことが白老町の議

会の歴史の中でないようなものをこの倫理条例であえてつけ加える必要があるのだろうかというと

ころを私どもの会派では話し合いをいたしました。そういった上で、この政治倫理基準等に関しま

しては、議会議員自らこういったことがあるから、これを設けようというようなことであれば構わ

ないけれども、あくまでも先進地事例といのは恐らくいろいろなことがあったところで、こういっ

たことを載せているというふうに想像するわけなのですけども、余り厳しいものを載せるべきでは

ないというような私どもの結論です。そういう中で、１、２、３はいいけれども、４、５、６、７、

第５条に関しては載せるべきではないという結論でございます。それと、この３番目の（１）、（２）、

（３）、これらもあえて、こういったものを載せる必要があるのかということで、私どもは必要な

いという結論でございます。ほか、皆様方のいろいろ会派で打ち合わせされた内容を伺ってみたい

と思います。どちらからでも結構です。公明党さん、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。わたしはこれは、あくまで議員の倫理という部分でし

っかり受けとめなければならない問題だと思います。そういった面から考えると、第５条の（６）

については、先ほど大渕副委員長も言われていましたけども、第７条の税等納付状況の報告という

部分で押さえておけば、この倫理基準の中では必要がないかと思いますが、ほかの部分に関しては、

あくまで議員である以上の政治倫理観の中で考えていけば、私は文章的には問題ないと考えます。 

○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。清風クラブは、この５条に書かれている部分については

最低限議員として守らなくてはいけない事例だろうというふうに考えます。それと、それに付随し

て７条の部分を逆に、これは必要ないだろうという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） つけ加えさせていただきますと、５条のところの（６）ありますね。税、

及び使用料を滞納しないことと。もし町民から疑惑をもたれるようなことがあった場合は、そのと

きは正、副議長がいらっしゃるので本人に確認をして、確認が得られないときには確認が得られま

せんでしたという報告をすればいいのではないかと。もし本人がきちんと納付しているのであれば、

きちんと納付していることを正、副議長が責任を持って確認ができましたということを言えばいい

のであって、細かくこういうふうに７条のほうでやる必要はないのではないのかという、私たちの

会派のそういう意見だったのです。以上でございます。 
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○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブは、かつて生々しい方がおりましたので、やはりここは厳しく

やるべきだというふうになっております。ですから、このままで結構です。ただ、ダブっている５

条の（６）と、７条は、これはどちらかを削除してもらえればいいのかということになりました。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。清風クラブさんのほうで、今倫理基準の中で設けるという話を

されていましたね。５条の（６）です。私たちは決してそれに対して反対するわけではないのです

けども、もしそういった形の厳しい縛りをかけて７条のほうを削除するというのであれば全然反対

する何者でもないのです。ただ、いろいろな議論の中で果たしてそこまで基準で縛るべきものなの

かという議論があったものだから。ですから逆に報告義務にしておいたほうが、別にそれで何ら差

し支えのあるものではないのだからいいのではないかと思ったのですが、もしその１点で決まらな

いのであれば、私たちはそれに対して何も依存はないです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに今個人の秘守義務があるから払っているか、払っていないか

というのは本人の申告以外、原則論でいえばわからないのです。だから、倫理条例の第５条の１項

の（６）の町に納付する税、及び使用料を滞納しないことというのは、確かに滞納していないと本

人が言えばそうなる。税金払っていないとそうなるけれども、ほかからこのことに対して、例えば

審査請求がおこるということは非常に考えづらいのです。そうすると、７条の報告義務は町民の皆

さんに別に示すものではなくて、報告を議長に出しておくということですから、それを審査請求が

おこった場合は議長がこうやって言えば、この人は払っていますと言えばいいだけの話しです。そ

ういう中身だということなのです。だから先ほど私が言ったように、倫理条例の第５条の１の（６）

というのは、これはこれで残してもいいけれども、これを残しても審査請求がおこるというのはど

うやっておこすのかというのがあるわけです。現実問題としてみたとき。そうすると町民の皆さん

に本当にわかってもらうというのは、この第７条の報告をきちんとして議長のほうに出しておくと

いうほうが町民の皆さんにはきちんとわかるし、それを別に何も公表するわけではない、求められ

たときに公表すること以外ないわけですから、私はそれで７条のほうがいいのではないかと言った

と、こういう中身なのです。倫理基準に設けた場合、例えばもしわかった場合は、これは報告義務

と違って倫理審査会にこれだけでかかるということですから。厳しいのは第５条の倫理基準に載っ

たほうが厳しいと。ただ、根拠をどうするかという問題があると。それだったら、何か骨抜きみた

いになってしまうから、それだったら第７条できちんと報告をするというふうにしたほうがいいの

ではないかという、そういう意味です。そこは何度も議論して、私たちの会派は第５条ではなくて、

第７条でやったほうがいいのではないかという結論を出したということであります。 

○委員長（山本浩平君） 私のほうから皆さんに伺いたいのですけども、この政治倫理基準見直し

というのは、見直しが必要なところがあれば、もちろん見直しだと思うのですけれども、この左側

に今まである倫理条例をどうしても見直ししなければならないような理由が本当にあるのかという
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ところが、例えば（４）だとか、（５）だとか、こういう具体的な文言が入っていますけども、実

際にこういったものを政治倫理基準にもれば、そういうことが実際に白老の議会であったのかとい

う話に私はなってくると思うのです。そういう観点から、この政治倫理基準というのは内容まで、

こういうこと細かくやる理由がちょっと見当たらないのですけども、この辺入れるべきだという

方々の意見を逆に伺いたいのですけども。参考までに。いかがでしょうか。先ほど、新政クラブさ

んから、今まで生々しいようなことがあるような話もありましたけど、これらに該当するようなこ

とは特に私はなかったような記憶しているのですけども。本当にこういった形の中で自分たちの首

を絞めるような内容のものを盛り込むことがよろしいのでしょうか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 今の山本委員長の自分の首を絞めるということはやはりちょっとおかしい

と思うのです。何も自分が正しく、何も違反しなければ何が盛られても別に何ともないと思うので

す。何か自分にやましいことがあって、それをうまくごまかして逃げるように取られかねるのです。

だからそれはないと思うのです。だから私はいくら盛っても自分が我が道をまっすぐ正しい道でい

くのであれば、何があっても何でもないと思うし、やはりそういうことによこしまな方をあれする

ためにこういう基準というのは必要だということを我々の会派は言っているのです。今、隣の方だ

って、これとは直接関係ない部分でもあるし、関係する部分でもあるのですが、やはりそういうこ

ともあるのでやはりきちんとしておいたほうがいいでしょうということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私はやはり、今私たちがここに議員としていることと、それか

らこれから議員を目指す人たちにも、議員というのはいろんな制約を受けますね。制約というより

も、今までの自分達の生活だとか、それから通常のつき合いだとか、いろいろなものの制約を受け

る形になります。私はそれはあって当たり前だと思うし、普段どおりの生活をしていながら、普段

どおりというか今までの考え方を変えないで議員になって自由奔放にできるというような仕事では

ないような気がします。その中においては、こういった倫理条例というか、政治倫理観というもの

をきちんと踏まえて議会に出てきてもらわなければ、これからの白老町議会だって本当にあいつに

任せていいのかという話にも絶対なってくる問題ではないかと思うのです。そうであればやはり、

最低限この政治倫理というのはしっかり町民の方々にもわかってもらって、そしてこれからの議会

を担っていってもらうということが私は大事なような気がするから、今まで白老町議会でこういっ

たことがあったのかないのかという議論ではなくて、やはりこれからの議員としての資質、また人

材を育てていくためにもこういったものが必要なのかと、私はそういうふうに思っている観点から、

この中身については先進的な事例を確かに挙げてもらったのかもしれないけれども、先ほどダブっ

ているといわれた部分については報告でいいのではないかという考え方を示しただけで、例えばそ

の１点で全然踏ん張るつもりも何もないのです。もし、清風さんが言われているように基準の中で

設けるのであれば、もしそれでまとまるのであればそれはそれで私はいいような気がします。先ほ

ど、大渕副委員長が言われたとおり審査会のあり方等々については、それはその中でもってしっか

りまた議論すればいいことなのかと思いましたので、先ほどそう申し上げさせていただいたという

ことであります。 
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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） なぜ賛成しているかというふうに言われたからなのですが、近藤委員

の言うとおりでございまして、そのとおりだと思って。これは議員を何も、逆に私は守るためのも

のではないかと思っています。ここに書いているのは、常識的なことしか書いていないです。これ

をやったら早い話が議員を辞めなくてはだめだという話です。だから、それは私はそういう範囲で

受けとめて、近藤委員の言われた表現が的確な表現かという気が、私はすごくしています。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。皆さんのおっしゃることはわかりましたけど、私自身は

ちょっと違う考え方を持っていますので理解をしたということまでには到達しておりません。申し

わけございません。例えば、３番目の１、２、３、これらも皆さん賛成ですか。これらも当然入れ

るべきだというような考え方ですか。３．議員は次の各号のいずれに該当する行為を行ってはいけ

ない。（１）、（２）、（３）。これは私どもは全部このようなものは盛るべきではないという考

え方でございます。例えば、（１）、町が締結する請負契約等、またはこれらの下請負、もしくは

再委託に関する契約に関与することと。関与することなっていますけども、例えば実際にご商売さ

れている方ですとか、これから議員になるような方で、たまたま直接請負契約をもらっているよう

な方が議員になるケースもありますね。こういったことをかんがみた場合に、こういったものは入

れてしまったらもうそういう人は議員になれないということですね。これはそういうことではない

のですか。そういうふうに取られかねないと思うのですけども、どうですか。上坊寺事務局長、説

明してください。 

○事務局長（上坊寺博之君） それはちょっとニュアンスが違って、要するに議員の口ききなので

す。例えば、Ａという企業が町の工事に入れてくれといったものに議員が関与することなのです。

山本委員長が今言ったのは、その後のほうに出てくると思うのです。５番だと思うのです。それが

実績な請負を禁止する項目なのです。１番の頑強がそこら辺にあるものですから。そちらはだめだ

という規定なのです。こちらは口をきいてはだめだということなのです。１、２、３は、要するに

議員のすべて口ききなのです。職員人事に関して議員が首長などに、これをちょっと昇格させれと

かという部分であったり、その下は許認可に手を加えれという部分なのです。３の項目はそういう

ことなのです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 申しわけないのですけど、関与することといったら何か漠然としているの

です。今、山本委員長もちょっと勘違いをして、そういうふうな形で、でも現実的には口ききだと

いうのであれば口ききと書いてもらえればいいけど、そうでもないのなら本当にわからなくなって。

私は、例えば、（２）に職員の採用とかというのはいいのです。承認とかはいいのですけど、異動

その他の職員人事に関与することといった場合、例えばこの方を移さないでほしいとか、この人は

ここが適任だから異動させるといったけど、ぜひもう１年ここにやってほしいとか、議会としてそ

ういうことも言ってはいけないということですね。口ききでも何でもなくて。そういうことも言っ

てもいけないということですか。私たち議員個人が、例えば事務局長いいからもう１年お願いだか

ら居てほしいと、そういうことも言ってもいけないということをここに書いているのですね。違う
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のですか。そういうふうにしか受け取れないのです。この書き方だったら。だから、そこまで細か

くしていいのかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 自由討論にします。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） もしそれを、今西田委員が言った話が、ではこれはやらないと、盛り込ま

ないと。盛り込まなかったら、それをしてもいいのですか。例えば、各担当課に行って、あの人を

なぜ移すのと、あの人いてほしいのになぜ移すのというのを、各個々の議員がそれをやっていい話

なのですか。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） ですから、こちらのほうの最初のほうに書いていますね。前の古いほうの

に。そこには職員の採用については、どうのこうのと書いていますね。でも実際にこちら側だった

ら、新しいほうでいくと、職員の採用、承認、異動、その他の職員人事に関与することと言ってし

まったら、何かこちらの古いほうのだったら職員（臨時職員を含む）採用に関して推薦、紹介をし

ないことということのほうがまだすっきりしてわかるのですけど、では私が例えば議会で一般質問

をしました、予算委員会でも結構です、何かのときにこの職員はすごく適当だと思うからもう１、

２年そこの場所でしっかりやってもらいたいということなどは言ってはいけないということになっ

てしまうのですか。私はそれを聞きたいのです。そこまで触れてしまうのですかと。それともそれ

とは全然関係ない話なのですということなのか、その辺のすみわけがよくわからなくなってしまう

のです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これはあくまでも基準なのです。だから倫理審査会にかかる場合は、

今はまだ決まっていないけど、議員２人以上の異議申し立てがなかったら倫理審査会にかからない

から。それが常識の範囲で発言している分については誰もそう思わないわけです。そう思わない、

それを逸脱した場合に倫理審査会にかかるわけです。それを 50 分の１、ちょっと正確ではないけど、

50 分の１だったら 50 分の１の町民の人。何かこう提訴する部分を下げているわけです。だから、

ここに書いていることがその範囲にひっかかるという認識の人、例えば質問をしたと。氏家委員と

私があれはおかしいと、倫理基準に反するから審査会に提訴しましょうとなったら、それは提訴に

なるわけです。提訴したら倫理審査会にかかると。２人以上の要件満たしているから。あとは町民

の皆さんが、あの人税金を払っていないと。どうも払っていないようだとみんなが言っていると、

やはりこの人はかけなくてはだめだから 200 分の１以上の署名があれば倫理審査会に議長に出した

ら倫理審査会を立ち上げなくてはだめだとなるわけですから、そういう意味の倫理基準なのです。

この基準というのは。だから、みんなが持っている常識範囲のことをやっていれば、それは何もそ

れはかかることではないということなのです。だからそれをここは確かにもっと細かくやったほう

がいいのかどうかわからないけど、そういう中身だということでありますから、やったらだめなこ

とはやったらだめなのですが、その範囲というのはそういう形で倫理審査会にかかるわけだから。

だから、平成11年にこの倫理基準をつくって30分の１の署名があったらかけられるのだけれども、

今まで一度もかかった人は、いろんなことがおきてても倫理審査会にかかった人はいないというの
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が実態なのです。だから自分達で襟をきちんと正しましょうという意味の中身のものだというふう

に理解されたほうがいいと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもは、この特に（２）なんていうのはもともと人事権なんて我々は

ないのです。盛ること自体がナンセンスだと、こういう考えです。ただ単に私たちはそれだけです。

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。そのとおりなのだけど実際に、例えば指名にこの人を入れ

てくださいといかれる人はたくさんいるわけです。実際に行っている人はいるのです。本当はそれ

は公になったらだめなのです。この人を部長にしなさいと言う人だって私も何回も聞いています。

ただ、本当はそういうことをやってはいけないわけです。権限があるかどうかは別です。そういう

ことをやって、例えば議会の権限の強い人がいて新しい町長さんがなったと、そうしたら行って言

うということもあり得るでしょう。これは、実際にそういうことはたくさんあります。それは入れ

てくれということもあれば、人事権もあれば、仕事をくれというのも、現実的にあります。だから

それはきちんとやめましょうと。それでどこかがそれできちんとわかったときは倫理条例にかかり

ますということです。ですから常識の範囲だからいいということになれば、ここに書いているのは

常識の範囲なのです。常識の範囲以外のものは何かといったら刑法などで全部処罰されるようにな

っていますから。だからこれは議員が襟を正す部分ですというのは、そういう意味なのです。 

○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） まず、今の言った逆に５条の３項の１号、２号については、町長の

人事権があるから当たり前ではなくて、裁量権とか権限があるから、逆に町長が単独でできるので

す。だからそれに対して議員はいってそういうことをしたらだめだということなのです。逆にそう

いう押さえなのです。町長が裁量権をもって、町長が人事権は専権事項ですから、それを議員の立

場で行って誰々をしてとか、そういうことをしてはいけないという押さえなのです。そういう意味

で我々にブレーキを効かしているということなのです。そういう部分で議会として、逆にこの（１）

は私は前回も言いましたけど、やはり話はあります。これを私は指名を入れて町長に言ってくださ

いとか、逆にここに書いている下請けだってあそこを元請けしたから下請けに入れるように言って

くれませんかというけど私は一切全部断りますけど、たとえ親しくても。逆にこれがあるからいい

のです。きちんと自分に律せれるのです。そういう部分で私は必要ではないかと思います。それと

ついでに言わせてもらいますけど、５条の６については私も前回も言っていますけど、これはやは

り７条にありますから、これでいいのではないかと。なぜかというと、ここで言うと今の個人保護

条例の関係があって、これを逆に訴えられて証明を出すときに個人保護条例のほうでそれを審査す

る機関があるのです。それを通してこないとだめなのです。議長の権限でそういう証明などはもら

えないのです。そうすると７条のほうでいっておいて自ら出したほうが、そういう関係法令もクリ

アできるのではないかと思うので、私も前回も言っていますけど、前は強く入れるべきだと思った

のですが６号については７条のほうで整理がつくのかと思います。それと５条の４号、５号いって

いますけど、これは私はやはり自分自身に対する戒めというのか、議員として目指す姿であるし、

自分を律するための１つの条項として入れておくべきだし、端的に言うと近藤委員が言ったのと同
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じだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 一通り、例えばこの６条だとか、７条をすべて持ち帰りになっていたの

ですけど、何か話し合われたところがあればどうですか。８条に関しては、おおむね了承だったの

ですね。８条と９条です。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私の会派では６条の議論はたくさんしました。私の会派に

も町内会長をやっているものもいますので、それでこの倫理基準の第７条、町から活動、または運

営に対する補助金と白老町補助金等交付規則を受けている事業者の役員等に就任した場合は、これ

らの事業者等を自己の利益のために利用しないことと書いているのですけども、例えば直接補助と

か、間接補助とかいろんなことがあるのです。あるのだけれども、ここでいう兼業、兼職の報告と

いうのは報告義務なのです。報告義務だから報告をすることによって、これは危ないとか、これは

危なくないとかということがわかるというのは前に上坊寺事務局長が説明をしてくれたとおりです。

ですから報告をしたほうがいいと、この報告には政党とか、政治団体、宗教団体はいらないと書い

ていますから。それ以外の部分は報告をしたほうが、その役職でひっかかるという可能性があるわ

けです。だからそういうことでいえば、報告をしたほうが我々自身もすごくいいというふうに我々

は受け止めて報告をしたほうがいいのではないかと。面倒だとか、こんなことまで報告をしなくて

はだめなのということになるけれども、私はそのほうがわかりやすくていいのではないか。私の会

派はそういうことで第６条はオーケーです。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前回も６条と７条についての部分が保留になっていたと思うのです。６条

については今、大渕副委員長が言われたとおり、自分たちの身分をしっかり守るためにもやはりそ

ういった１つの条文があることによって身分保障ができるのかと思います。７条については、先ほ

ど言ったとおり私たちはどちらかで盛り込むべきだと思いますけども、ルール的に難しい、適当だ

というものが多分あるはずですから、それに沿ってどちらかに盛り込むべきだという意見です。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） この兼業、兼職の報告の２番目の報告書の記載事項は、企業、非営利団体

及びその団体において有するすべての人員ならびに役職とするという、報告はしますけども、では

現実問題として町から直接補助をもらっている団体であっても構わないというふうに理解していい

ですか。報告だけすれば。でも確か違いますね。その辺が、こちらの白老町の倫理基準では報告だ

けしなさいとなっていますけども、実際には補助金をもらっている団体の長になってはいけないと

か、何とかという規制がきちんとあるはずなので、これはただ報告だけでいいのかどうなのか、そ

の辺がちょっとわからないのですが、その辺を教えていただければありがたいのですけど。例えば

町内会長さんはいいけども、消費者協会はだめだとか。何かいろいろありますね。上坊寺事務局長

その辺はどうですか。その辺の考え方を教えていただければ。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まずこれは兼業禁止規定に該当するかどうかを議員自ら戒めて表す

という意味だと思います。ただ、兼業禁止規定は 92 条の２項にあるのですけども、これはここの議
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会が判定するのです。最終的な認定は議会が決めるということになっているのです。自治法は。で

すけどそれは多分明らかにだめなものと、道に照会を出すものと、多分あると思います。道の局長

も言っているのは、要するに危ないものはならないほうがよろしいと。というのは最終的にそこの

町の議会の判断がつかないときに議長会に照会をいただくでしょうということです。そこで該当し

ますといったらどうするのですかと。失職ですから、ごめんなさいではだめなのです。失職になり

ますので。だからあえてそれを、だから届け出る前には多分照会をしてもらわないと困ります。こ

の兼業、兼職の報告は多分ほかの議会でありますから、これは身分が潔白ですと示すためのものだ

と思います。ただ、これが届けたから兼業禁止規定にひっかかってもいいというものではないです。

ひっかかっていたら失職ですから。ですから基本的に危ないものであれば届け出る前に、追加届け

が出る前に照会いただかないとだめだと思います。基本的に法人の場合は２分の１といっているの

です。私用な活動部分を占める２分の１。補助金も請負も。基本的には請負なのです。ただ、道の

基準では補助金といえども請負の性格にあったら、それは請負とみなさざるを得ないでしょうとい

うことなのです。補助金という名の下で出ても請負に類似にするようなものであればだめでしょう

と。それは教育であっても事前であっても福祉であってもだめですという。だから１番難しいのは

議員の身分にかかわるからです。たまたまあったのは、亡くなった鈴木さんが四つ葉作業所の役員

になってくれと言われているけどどうですかという話がきたときに、改めて調べたら、これは兼業

禁止規定に該当すると。ですからそれを知らないでなると失職なのです。 

○委員長（山本浩平君） その、四つ葉作業所がだめだった理由は何だったのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 必要な部分が町の委託業務であるからです。あくまでも個人の場合

は個人の契約も町と継続的に結んだら、その場面で失職です。法人ではなくて個人代表になってい

る場合は町と物品契約の単価契約を１年間継続して結んだら、その部分で失職です。だから気をつ

けなくてはならないということです。 

○委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） だからこれは６条の中に報告をするということになっていますね。

だから、一たん報告を出して、それでこれは違うと言われたら３番目の規定による報告の記載事項

をだめだとわかった時点でやめて。出す前だといいということですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 兼業禁止規定というのは、任期内４年の中で１年目にやって３年目

に見つかっても失職です。任期内のときに、１回でもその期間にあった場合は失職になるのです。

発見されたときに失職です。ですから、なってしまって該当する、やめたからいいということでは

ないのです。なる前にやはり確認しないとだめなのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただ、今上坊寺事務局長が言ったとおりなのだけど、例えば先ほど最

後地方自体がそのことを決めるとあったでしょう。上に聞いたらだめだと言うけど、地方自体が決

める、例えばもう辞めたからいいのだけれども、ある方がここでいて観光協会の会長になったわけ

です。それはどうしてもその人しかいないということで議会もみんな認めて２年間、後継者ができ

るまでいいでしょうとなりましたね。あれは地方自治体がいいと言ったから、我々がいいと言った



 25

から、我々がいいと言ったから、誰も何も違反だと言わないから２年間黙っていたらそのまま黙っ

て辞めて改選になったから、それは失職も何もしなかったということです。それはだめなのだけど、

議会のみんなが暗黙の了解でみんながうんと言ったから、そのときに言って倫理審査会にかかるよ

うに提訴されれば別だけど、それは誰も提訴しないから、そうならなかった。だから、そういうこ

ともあるのです。だから、事前にこれは届けをきちんとやったほうがいいのではないかという意見

なのです。中身はわからないけど、何か面倒くさいことを言っていると思うかもしれないけど、そ

うではないのです。議員を守っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。実際に、私が平成 15 年に議会にきたときに、私個人的な納

入業者ということで白老町役場と契約したのです。でもその時点で、そういうことがあってはだめ

になるということを、結構皆さん知っているのです。その時点で役場との契約は停止をしたと。だ

からやはりいろんな補助金をもらっていない部分でも、個人でもきちんとそれをやらないと身分を

守れないということなのですね。だから、これはやはり大事なことだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は１番大事なことは、例えば何かあって氏家の責任で辞める

という問題ではないのです。議員になった以上は、それに対して有権者がいるわけです。有権者と

いうか、例えば山本委員長もそうかもしれないけど。みんなの力で今ここの場所にいて、そして私

がわかったと私の責任で私は辞めるみたいな形の中ではならない部分だと私は思うのです。議員と

いうのは。それであれば、やはり１番悲しい思いをするのは有権者の人たちであって、その１点を

考えただけでも私はきちんとした議員としてのあるべき姿というのは、きちんとここにうたってお

いて、そしてその中でしっかり議員活動をやっていくということが１番大事なことなのだと、私は

そういうふうに思うのです。そう考えないと私は私の考え方なのだみたいな形でもって議会を動か

されてしまったら私は、それは全然違う話だと思いますから、ここに盛り込むものがあれば先進的

な事例とかいう以前に、盛り込めるものがあるのだったら盛り込んでおいて、そして自分の議員と

いう身分をしっかり保障してもらえるような、そういった形をとれるようなものにしていくのが私

はこの政治倫理条例のあり方だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 先ほどの土屋委員のお話で、私は逆に引っかかったのですけども、町の

物品のことをどこからか指摘されたのかやめたとおっしゃいましたけど、別に売り上げが２分の１

以上町との契約ではなかったわけですね。 

○委員（土屋かづよ君） でも、やはり自分の個人営業ですから。あくまでも、事業主である私の 

収入なるのです。だから、それはだめなのです。 

○委員長（山本浩平君） ということは、町と契約を結ぶ、個人事業者は議員になれないというこ

とですね。要はそういうことかと、逆に思ってしまうのです。個人で会社という形を取らずに、個

人で何か物品を販売している人で議員になりたいと。それで、もともと役場と契約があったと、そ

うしたら議員になれないということですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 92 条の法務主旨というのは、拘束とある議員さんの権限を利用して
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自分の利益になることをしてはだめだという、もともとの解釈ですから影響力があるということを

うたっているのです。ですから、道の議長会で言わすと町内会長もだめだと言っています。基本的

に行政の圧力があるのでだめですと、法律には抵触しないけど法の主旨ですということです。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 本当にこの第６条というのは非常に大事だと思いました。私は町内会長は

大したものではないけれど、私の同僚も企業をやっているのです。ですから、50％というのが、何

年か前から逆転した時点で自分は代表を降りて活動しているということで、これはやはり非常に大

事なことだと思いました。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 違うことを聞いていいですか。６条の２番目のところの政治団体、宗教団

体、及び社交的な団体と。この社交的団体ってどういうことなのですか。さっぱりわかりません。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば、ダンスサークルですとか、カラオケのサークルとか、そう

いうことを言っています。届けなくてもいいと言っているのです。例えば、文化団体の傘下に入っ

ている団体の会長をやるとかは届けてもらいますけど、その辺の同好会でつくっているようなカラ

オケの会だとか、踊りの会だとか、そういうのはいらないですということです。そこまでやってい

たら、相当な数になります。 

○委員長（山本浩平君） 兼業、兼職の禁止という形ではなくて、報告となっていますので、私の

ほうでもいろいろと議論はしました。最終的には、そういうことであればいいのではないかという

ことで、守ることなのだという認識の中で６条はいいかということだったのですけども。この６条

に関して反対のところはありますか。なければ６条はよしということにしますけど、よろしいです

か。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、６条はオーケーということにしました。 

 それでは、この倫理基準は、また改めてやるということで５条、７条に関しては、また今後議論

させていただきたいと思います。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午後 １時５９分 

                                           

再  開  午後 ２時１１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。 

 続きまして、３番目の議決事件の追加についても、ちょっとかじっておきたいというふうに思っ

ていますので、上坊寺事務局長のほうから、資料ございますので説明のほうをお願いしたいと思い

ます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料３の１をつけさせていただいております。これは、今の総合計

画を策定するときの、それぞれの計画の体系図なのです。先般、前田委員外議員のほうから、今白
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老町で持っている計画を調査してほしいという依頼がありましたので総合計画の構想の最後のペー

ジについておりますので、この資料を提示させていただきました。特に今は姉妹都市の盟約締結と、

まちの宣言は既に議決項目に追加してあります。それには書いていません。条例に入っていますか

ら。ただ、以前の論点で議論されてきたのは、町の長期計画を議決権に取り組むという部分が大枠

で出ていた考え方なのかと思います。これをすべてやるということになったら、議会の日数がまだ

まだ多分ふえると思います。議決事項になると思ったら多分議会の責任は今以上に出ます。裁決取

りますので、本会議上でできないということになれば、所管の委員会に付託してそこの中でみっち

りやるようになりますから、１つの計画を預かったら相当数の日にちは費やすであろうという想定

がされます。 

○委員長（山本浩平君） 議決事件の追加についての考え方、それぞれどうでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、その体系図の１番左にある総合計画基本構想、これだけが議決

事件なのです。その大きく分けて総合計画の実行計画も議決事件ではないのです。ただ、今自治法

の改正の動きがございまして総合計画はつくらなくなるという、つくらなくなるというより町村に

ゆだねられる方向性が今強いです。ですから町がつくるのか、つくらないのか、自治体で決めなさ

いということになってくるでしょう。議会でいえば上限定数の撤廃、まだ決まっていませんけど、

今の議論されている論調はそういうことです。これは、今見たばかりなので、もう１回持ち帰って

議論してもらったほうがいいのではないかという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 何か、質問はありませんか。この資料のことについてですとか。堀部議

長。 

○議長（堀部登志雄君） 議論するのは結構なのだけど、これは皆さんこの表を見て理解して検討

できるかどうか、ちょっとその辺、上坊寺事務局長のほうから資料についての説明を１つしてもら

ったほうがいいのではないでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 説明というよりも、これは総合計画の実行計画の中で大きな大別を

しています。生活環境、生涯学習、産業、町民活動・行政活動、これに分類したまちが持っている

計画の体系図なのです。個別に持っている計画です。例えば、エンゼルプランだとか、保育計画と

か、これは個別に立てられている計画ですから、これは総合計画の体系の中から立てられている計

画なのです。従来は５年以上、10 年以上の長期プランは議決事項という、まだ決まっていませんけ

どそういう意見も出ていましたから、この中で見ていくしかないという。これ以上だったら相当の

計画が議決しなければならないということになります。もう１つは、この間示しました、ほかの町

村の議決事件、基本条例に組み込まされているものもありますし、単独条例で記述されているのも

ありますし、それの部分と参考にしながらどれを議決事件にしていくのか、追加していくのかとい

うのは議会の中で決めていかなくてはいけない。その前段につくのは従来から議論が、実際に動き

出すとそうなってくるのですけど、これも相当数の時間をやれば結果として責任として日にちがふ

えるということは前提におかなくてはならないと思います。今みたく所管事務で取り上げて何回か

やって意見を入れてということにはならないと思います。１項目、１項目かみ砕いていかなければ
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議決としての責任は果たせないのです。 

○委員長（山本浩平君） これは簡単な話でないです。膨大な時間が要しますね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、もう１つは、行政機関とのかかわりは勝手に決めればいいと

いうことにはなりませんので、前に大渕副委員長が言われた町とちゃんと窓口をつくって、そこと

キャッチボールをしながらやらないと条例に載せましたけど議決事件ですということにはならない

のではないかという気がしますけど。第３次議会改革の中でも、町と真摯に協議をするという書き

込み方をされておりますので。 

○委員長（山本浩平君） 会派で相談していただくための、たたき台としての質問はないですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは先に行っていますね。議決事件の類似の私用団体のどのよう

な議決事件を取り上げているかと。これは三重県のものと本吉の事例をつけてあったはずです。前

にも小委員会をそれぞれつくってと言ったけど、そうならなかったのです。何人かでたたき台をつ

くったほうが早いと思います。すべての会派は賛成しています。議決事件の追加。持ち帰り協議に

なっていて、すべてがやるとなっているのです。基本的に５年以上で、皆さんやるとなっています。

20 年の４月の段階ですけど、第３次議会改革に盛り込む前に。前の議論はそうだったのです。政策

研究機関も公的機関と全部なっています。 

○委員長（山本浩平君） これは非常にボリュームが多いことで、一応議決事件の追加ということ

は全会派一致の中でやりましょうということにはなってはいるのですけれども、現実的には大変こ

れはハードルの高いものだというふうに思いますので、現実を踏まえた中でもう１回持ち帰って検

討していただければというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分、１本の計画が出てきたら 10 日ぐらいかかると思ったほうが

いいかもしれません。10 日でも足りないかもしれません。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、意見も出てこないですね。もう一度、再考をしてください。一

応決まってはいますけれども、現実的にどうなのかということも踏まえて、後戻りをしてはいけな

いという方もいらっしゃいますけれども、ただこれはまだ全然進んでいませんので、後戻りでは決

してございませんので再度検討していただければというふうに思います。あと、やるとすればやれ

る方法を検討するということです。大渕副委員長、何かご意見ございますか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） １つは、議会事務局の職員が本当に少ない中申しわけないのだけど、

これを実践している市町村議会があったら聞き取りで結構です。メモ程度で結構ですから、どれぐ

らいの日数をかけて、どういう議論をしているのかということを、例えば福島町なら福島町にちょ

っと聞いてもらって、そしてこの次その話をしてください。ただ、議決事項にするということは議

決したことに対する責任を議会が負わなくてはいけないということになりますから、私はほかの議

会でも相当吟味してやっていると思うのです。個人的な考えでいうと基本計画ぐらいは、私は議決

事件にすべきだという考えなのです。まったく個人的です。だけど、基本構想が議決しなくてもい

いとなってしまったから、ちょっと困ったと思っているのだけれども。だからといって、これを見

てどれをやるなんて、１つだけ議決にするなんていうことにはなりませんから。だからそこはやは

りよく議論をしたほうがいいのではないでしょうか。ただ、初めからやらないという形の議論では
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なくて、どういうふうにすれば我々が長期計画やまちの将来計画にどう議会が関与できるかという

視点で議論をすると。単なる議決事件に加えるという単純なことではなくて。そうでなかったら町

の長期計画に我々が参画もしなかったら、では何のために議員をやっているのだということにも逆

になるでしょう。だから、そこら辺もちょっと考えてきて、この次フリーで議論したほうがいいの

ではないでしょうか。福島町はやっているかどうかわかりませんが、議決でもう決まっています。 

○委員長（山本浩平君） 次にいきます。４番目、第３次議会改革について。上坊寺事務局長のほ

うから資料３－２というのを提供がございましたので、簡単に説明していただきたいと思います。

上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは議会運営委員会が担当する第３次の改革分。１、２は広報広

聴のほうで今担当しておりますけど、３以降が議会ですので、これの今まで検討してきた結果と、

今後取り組む方法を一応書いていまして、基本的に条例明記ですからそういうものは既に行ってい

ますけど、具体的な実施方法が検討されていないと。ですから動いていかないという部分がありま

して、この部分を再確認をして今後こういうものも議論しなければならないという、ちょっと確認

のために出させてもらいました。１つの今やっている議決事件の追加は、会議条例の中に２項目今

追加しております。そこの左から２番目の、姉妹都市の盟約締結と、まちの宣言。これはもう既に

議決しております。会派の協議結果として出ていたのは、要するに基本構想に基づく基本計画、そ

れと長期計画。何年にするかありますけど、これは目指そうということで第３次で取り組んだので

す。ですから今後議論をしていく中で、何点ふやすのがいいのかどうかというかかわり方も含めて

やっていかなくてはならないと。その前提となるのは、町との合意形成をどう組み立てられていく

かということが重要であるかということで１つ明記させてもらっています。政策研究会の設置。こ

れは会議条例で 10 条で明記して公的機関を設置するということに今なっています。これも 20 年の

４月に無会派の方１名を除いては全部公的設置ということで確認をとって進んでいるものですけど、

まず任意機関については白老町議員会で１回設置をして、１回動いたところでございますけど、公

的機関の運営方法、今後合意が必要だと。小委員会も解散しましたので、小委員会から最終提案さ

れましたものをどう動かしていくかということが求められるだろうと思います。ただ、これも動い

ていけば 10 日、20 日という日数が１年間ふえるのではないかと私は気がいたします。それと専門

的知見の件でございますが、これは会議条例９条に明記しておりますが。まだ具体的にどう取り扱

っていくかということは決まっておりませんので、これをどのように活用していくのかということ

だろうと思います。それと委員会の議案提出。それと代表、一般質問のあり方。本会議後の検討会

の実施。これまでについては具体的に何も議論されておりませんので、項目出しとしては出してお

りますけど、具体的なものを決めなければ進まないのではないか。活発化とうたっているだけです

ので、その部分をどうしていくのかということです。それと答弁書の事前配布については、いろい

ろ議論がありましたけど従来どおりで、当日質問直前前に配布するということに、これは決まった

と思っております。それと議員の倫理条例は現在今検討中でございます。それと出席状況の公表、

これについては 22 年１月号の広報で年１回公表するということで既に行っております。それと議案

の賛否の状況の公表ですが、21 年１月から今執行中でございまして１年間経過して、これを本格導
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入に進めるかどうかということです。それと議員定数と議員報酬は、これも今並行して議論してい

る最中でございます。通年議会の本格導入ということで、これは 20 年６月からもう既に導入済みと

いうことでございます。それと本会議における自由討議、質疑の反問、これも会議規則に明記は既

にしておりますが、実際には自由討議のほうだと思いますけど、実際に運営方法を検討しておりま

せんので今１回もやられていない状況です。それと委員会の運営ですが、委員会の夜間開催、それ

と政策形成過程の関与、移動常任委員会、公聴会、参考人、この規定でございますけど、委員会条

例に盛り込んだものもございますけど、なお協議が必要なのではないかと思っています。それと委

員会の自由討議、これについては委員会条例の中で明記しておりますけど少しずつ自由討議のよう

な形になってきているのではないかと思いますけど、さらなる効果が上がるような運営が必要では

ないかと思います。それと会派制のあり方、これも今持ち帰り協議で現在進行中でございます。そ

れと条例規則体系の改正ということで、これは既に 21 年１月全文改正をして、今の新しい体系にし

ておりますので、これは既に終わっているという部分で、まだ何点か３次改革の中でも終わってい

ない部分があるのかと思っていますので今後大きな項目等を含めて検討していく必要があるかと思

っております。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 確認の意味もございまして、今までの議論の経過についても説明がござ

いましたけれども、この改革への課題というところを皆さん参考にしていただいて、まだまだ決め

ていかなくてはいけないところがたくさんございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

続きまして、５番目、議会条例、規則、議会運営基準及び実施要綱の改正についてでございます。

上坊寺事務局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） １つ目ですが、説明員の出席要請のルール化についてということで、

１点提示させてもらいました。これは先ほどの３月 30 日、会期を延ばして説明員がいらない議会を

どうするかという議論があったと思いますが、一応説明要求はするけど出る、出ないは当事者そち

らのほうにお任せするという考え方だったと思います。これで、ちょっと確認しておきたいと思い

ますが、まず改正内容に入る前に次のページを見ていただきたいと思いますが、地方自治法が一度

かわっているのです。説明員の規定が明確になっているということなのです。新旧対照表の５ペー

ジ、次の、次のページを見ていただきたいと思いますが、これは議長へ臨時会の招集請求権を付与

したことによって会議日数がふえるということが予想されたものですから、121 条、下が旧条文で、

上が新条文ですが、新たに１つつけ加わったのです。従来は説明のために議長から出席を求められ

たら議場にきなさいという義務規定でしたけど、今度は逆に議会の審議に必要な説明のためという

ことになったのです。それはどういうことかというと、１番最後を見ていただきたいと思いますが、

これはそのときの自治法の改正のための解釈の説明書なのですが、４ページの１番上です。１番最

後の上のページに議長に招集請求権を与えたことから開催頻度が増加する可能性があると、まず１

つです。出席要求の要件を明確化したということなのです。というのは議会の審議に必要な場合に

出席要求をするということに位置づけられたのです。必要な場合に限って出席要求がされるよう規

定を整備したということでございます。これは 28 次の知制調でも言われているように、議員同士で

議論することが重要だと。それを積極的に推進するのだと。従来から議場に理事者がいるのが当た
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り前の議会ではないのだというような規定なのです。ですから、30 日の場合では町に説明を求める

ことが一切にないという議会は基本的に出席要求を要件を満たしていないという部分です。それで

もなおかつ町の議案であるから求めたほうがいいというような意見がございましたので１つの一定

のルール化をする必要があるだろうと。それで運営基準を一部改正してはどうかということで皆さ

んから次までに出してくださいという話をされていましたので、一応そういう規定で書いてみまし

た。１つは説明の機会がない本会議において、長提案の議案採決がある会議は、長及び関係行政委

員会の長に対して出席を求めるものとする。ただし、地方自治法第 121 条の説明員の主旨にかんが

み、出席の判断は長及び関係行政委員会の長が行うという規定にしてございます。これの議論を行

っていただきたいと。 

○委員長（山本浩平君） ただいま説明がございましたけれども、この資料４につきましていかが

でしょうか。清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） １番最近の事例で申し上げます。先般の３月の予算議会の中で、最終日ま

た延びて行いましたね。この中で理事者は必要がないという話だったのですけども、私はそのとき

も申し上げたのですけども、議会が議決をする行為を行う場にやはり理事者がきちんとおられない

というのはおかしいという話でさせていただいたのですけども、今後もそういう話になっていくと

なれば重要な場面で理事者がおらないというようなことが、これからずっとおこるのではないかと

いうような実は不安を思っているのです。こういう話が出たときに私がちょっと申し上げたときは、

今説明がありましたけど、今後通年議会になって頻度がふえるという、町職員の説明の方々も非常

に忙しい状況になると、こういうお話でありました。もう１つは、そのときの説明では、議場の中

でそういった議決の部分は今はインターネットで町職員のそれぞれ個々にパソコンを持っていまし

て、その中で十分議会の意見とか、そういう部分にきちんと対応できるという、実はその当時上坊

寺事務局長はそういう説明をされたのです。それははっきり覚えているのです。そのときから私は

ちょっと、これは違うなという思いでいたものですから、その考え方はいまだ変わっておりません

ので私はこの部分については非常にもう少し議論の余地があるのではないかという考えでおるので

す。やみくもに反対をするのではないです。現在も行われておりますから、実際に本会議の中で最

後の委員会報告だとか、諸般の報告の部分については議場から出ていただいて実際に運営されてい

ますから、その部分については今どうのこうの、言うことではありませんけども現実に議会が議決

するという場にはきちんと理事者はおっていただきたいという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そういうためにつくったのです。今、及川委員が言ったことを書いて

いるのです。だから全会一致でいいのではないかということになったのです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） これは意味がわかりません。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 18 年に地方自治法の規定の改正になって、説明の機会がない場合は

出席要求ができないとなったのです。基本は。これはわかりますね。先ほど説明をした１番最後の
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ページの３つ目ですから。必要な場合に限って出席要求がされるよう規定を整備したと。国の関係

なのです。ですから従来みたく議会が求めたら、町長ここに来て座りなさいという規定ではなくな

ったのです。それはわかりますよね。ですから、30 日の議会というのは町長が来て説明を求める機

会がないから本来は出席を求めないみたいなのです。法律の主旨からいったら。ただ、町側の議案

だから出席要求はしましょうと、だけどこれは法律の主旨からいったら出るか出ないかは当事者が

決めればいいのだという話が従来、大体そのようなことでした。それはあいまいにしておくのでは

なくてルール化にしましょうということだから、事務局次まで出してくださいと言われたので、こ

ういう規定にしたということなのです。考え方は前回の規定と何もかわっていないです。ですから

言われているのは、町長がいるのは当たり前だという議会はもうないということなのです。説明が

ない議会に出席を求められない、求められないというのは変ですけど、それが 18 年の法改正の３番

目なのです。 

○委員長（山本浩平君） これは、提案となっていますが、町長提案ですか。これでいいのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町長にしか提案権はないですから。委員会、行政委員会の長には提

案権はないですから、議員と町長にしかないです。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） ここの後半の、ただし、地方自治法第 121 条の説明員の主旨にかんがみ、

出席の判断は長及び関係行政委員会の長が行うというのは、長というのは町長だと思うのですけど、

関係行政委員会の長が行うというのは。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは今定められているのは教育委員会、監査委員、選挙管理委員

会、農業委員会の４つです。そこには、関係すれば出すのです。通知を議長から今も出しているの

です。選挙管理委員会も。選挙管理委員会の委員長は職務権限を書記長に委任していますから選挙

管理委員会の議論が出たら、田中さんが選挙管理委員会の書記長ですから、その人が答えなければ

ならない。農業委員会の会長は、産業経済課、今度参事になりますけど、産業経済課参事が事務局

長ですから、権限を委任されるのです。本来要求をしているのは教育委員会の松田委員長なのです。

松田委員長から教育長に権限を委任されて教育長が代理として出ているということです。基本的に

は町長と、教育委員会の委員長と、選挙管理委員会の委員長と、監査委員と、農業委員会の会長さ

んと、この人に出なさいと通知しているのです。でも出てきていないのは委任をする権限があるか

ら、当事者でなくても委任した人が出てくるということです。それが法律の主旨なのです。ですか

ら基本的に首長がいますけど、町長はいますから、町長も委任したら出てこないということも法律

上はだめではないのです。審議の中でそういうことはやっていないですけど。基本的にはそうです。

ほかのまちへ行くと農業委員会の会長さんも出てくるところもありますし、教育委員会の委員長さ

んが議場に出てくるところも珍しくないです。いっぱいありますから。ということなのです。 

○委員長（山本浩平君） この議会運営基準の一部改正について、説明員のことについて、皆さん

よろしいですか。この内容は持ち帰りでなくてもいいですね。わかりましたか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、この資料４の内容については全会一致ということにさせていただ
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きます。資料５、６、７、８、９、10、11、12 は、ちょっと時間の関係上、説明だけお願いします。

上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと説明だけします。資料５と６は行政視察の実施ということ

で予算が通りましたので、一応使える状況の環境にだけは整えておいたほうがいいのではないかと

思いまして、案を一応事務局案という形で提案させていただきます。これは元々白老町議会委員会

行政視察要綱、行政視察等旅費支給基準という基準が今のところございまして、それを加工したも

のです。従来、議員の場合、行政視察ばかりではなくて研修にも行けるような機会をあったほうが

いいと。例えば札幌で講演会があったらそこにも行けるようにしておいたほうがいいのではないか

ということで、行政視察というのをやめて、議員の派遣に関する要綱ということで、一応案として

提案させてもらっています。というのは会議規則の 104 条に派遣の規定がついているのですが、そ

れの具体的な内容として定めたほうがいいのではないかと。１つは、先進地視察、現地視察、出張

も含めて研修会の参加を盛り込んでつくってございますので、従来示させてもらったのと若干変わ

っていますので、持ち帰ってもらって、また議論してもらったほうがいいのではないかと思います。

ですから個人的な札幌での研修にも行けるような道を開いた要綱だと思っていますので、ちょっと

議論していただきたい。それと前回あったのは、派遣の、要するに先進地視察、任期内に２回４泊

５日、２泊３日、これがいいのかどうなのかという議論もあるでしょうから資料６と合わせて、ち

ょっと会派で議論をしたほうがいいのではないかという気がします。 

 次の資料７ですが、資料７、８、９は、先ほど３次計画の中で言いましたとおり、賛否の公表が

今試行の段階です。昨年の１月から試行でずっと１年３カ月過ぎているのですが、今のところみた

ら何ら問題が生じていないので本格実施をしてはどうかということです。ですから、会議規則の改

正、委員会規則の改正、運営基準の改正を、７、８、９で合わせて行うというものです。よろしい

ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） それと、10 です。10、11、12、これは全員協議会の実施要綱という

のは今既に規定してございますが、議会運営基準とのそごがあるのでまとめたほうがいいのではな

いかと思っていまして、例えば実施要綱の中に会議の公開という規定がなくて、運営基準に従来か

らゆだねてあったのです。これがばらばらにもっていることがいいかどうかという議論があります

ので、これを全員協議会の要綱の中に組み込んでしまうと。別に、要綱と基準で分けている必要が

ないのではないかと思います。それと、委員会協議会も公式の場に規定をしましたので、昨年の 10

月１日から委員会協議会も正式な会議ですので全員協議会と合わせて運営要綱をつくっておくとい

うものでございます。10、11、12 は、そういうとこですけど、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、５から 12 までは持ち帰りになります。 

○委員長（山本浩平君） ５から 12 までは、今簡単な説明をいただきましたけども、各会派で持

ち帰りで検討していただきたいというふうに思います。次回は 26 日に行う予定になってございます

ので、よろしく協議のほうをお願いしたいというふうに思います。きょう、議論していただいたも
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のを途中で端折っていっていますので、また１からやっていきたいと思いますのでよろしくお願い

したいと思います。 

 その他、皆さんのほうから、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 以上持ちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。 お疲れさ

までした。 

                                 （午後 ２時５４分） 


