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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２６日（月曜日） 
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   閉  会  午後 ３時１３分 
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 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 

                                           

○説明のため出席した者の職氏名（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。 

                                 （午後１時００分） 

                                           

○委員長（山本浩平君） 本日ですけども、おおむねきょうの各委員さんの皆様方のご都合も伺っ

たところ、いろいろ考慮させていただきまして午後３時まで２時間の中で議論できる部分において

議論していきたいというふうに思います。少しずつ結論が出なくても若干かじっていきたいという

ふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、比較的決まりやすいところからと申しますか、行っていきたいと思いますので、きょうは

５番目の裏の議会条例、規則、議会運営基準及び実施要綱の改正について。こちらのほうから入っ

てまいりたいというふうに思います。 

 それでは、上坊寺事務局長のほうから簡単に説明をいただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 既に、前回お渡ししていますので資料はお持ちだろうと思いますけ

ど、前回の資料４からでございますので確認をお願いしたいと思います。 

 説明員の出席要請のルール化ということですが、この間の３月 30 日に日程延長をして町の議案を

付託して会議を開きましたけど、そのときの議論としてルール化しようと、運営基準に盛り込もう

ということでございましたので、一応案をつくらせてもらって出させていただいています。その次

の、行政視察実施要綱につきましては、資料の５でございまして、３月会議で議員の個人が研修で

きるという部分が予算を通りましたので、一応これもルール化したほうがいいのではないかと思い

ます。それと、賛否の公表については、昨年の１月から施行していまして、ほぼ問題ないかという

見方をしていますので本格実施をしてはどうかということです。それともう１つ、全員協議会、委

員会協議会、これを公式の場にしましたので、今全員協議会の要綱は持っているのですけど、委員

会協議会の要綱は持っていませんので新たにつくるという提案でございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、１番上の丸からやっていきたいと思います。 

 説明員の出席要請のルール化についてでございます。改正後のところの文を上坊寺事務局長朗読

してください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 説明員の中で１から４までは既にできていますけど、５の追加で、

説明の機会がない本会議、町提案の議案、議決がある場合は、町及び関係行政委員会の長に対して

出席を求めるとする。ただし、地方自治法第 121 条の説明員の主旨にかんがみて出席の判断は町及

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。 

○委員長（山本浩平君） この点でございますけれども、いかがでしょうか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は、前回の会議以降に会派の会議ができない状況でありました。ただ、

今この資料４につきましては、私たちが申し上げたことでもありますし、この部分については理解

をしたいと思います。このルールをきちんと掲げるというのは非常にいいことだというふうに思い

ます。 
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○委員長（山本浩平君） ほか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。我々の会派は、このままで賛成でございます。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。このままで結構です。 

○委員長（山本浩平君） 共産党さんからも、これでよろしいという声がございました。私どもも

異論はございません。無会派の前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） よろしいです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この説明員の出席要請のルール化については、この改正後の

原案のとおりでよろしいということで決定させていただいてよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次、賛否の公表に伴う表決規定の改正についてということでございます。

これは、資料７です。上坊寺事務局長から説明があればお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、会議規則を変更する部分です。それと、委員会規則を変更

しなければならないということで、いずれにしても議決が必要でございますので、早い部分では５

月 31 日の会議に上げるかと。合意が取れればです。今現在は、賛否の可否は数を数えない規定にな

っているのです。要するに多いか少ないかという規定で議長が判断をするということになっており

ます。それで試行に合わせて、今運営基準でやっております。ちょっと開いていただいきたいと思

いますが、23 ページの第４節の表決 14 番の部分で、今試行がしています。規則上は数の大小を判

断するだけということになっていますけど、運営基準の４節表決、23 ページです。20 年の 12 月 12

日に決めていまして、当分の間は試行するということで規定しています。議長はただいま可否の数

を確定して可否の数と結果を今報告しています。ですから、10 対何ぼとかという形で、表決してい

ます。それを、きちんと規則上に直すということです。それで資料７のほうをもう一度戻っていた

だきまして、今 64 条で申しましたとおり、アンダーラインを引いているところです。改正前、その、

多少を認定して可否の結果を宣告するとなっています。これを、数を確定する行為に変えたいと思

っています。まず、64 条を、その可否の数を確定し可否の数と可否の結果を宣告すると。まずこれ

を試行のとおり直したいと。それと同時に議長は可否の数を確定するため、可否のうち少数の議員

名を宣告すると。これで、例えば賛成者が２人しかいなかったら賛成誰々、誰々。否決者が少数誰々、

ということによって会議録の中に書き込まれるということです。それともう１つは、挙手、起立に

おける表決において挙手、または起立をしない場合は否とみなすと。棄権もありうるということか

ら、この規定を明記しておくということです。それと、64 条の２項、記名の表決を省くというもの

です。もう記名投票というのはないですから、もう数が確定しますので無記名の投票だけ残してお

くということです。65 条もそうです。記名を取ってしまうと。２項は記名投票が無記名投票の規定

ですので、これも削除すると。66 条は、記名の場合を取っておくと。ですから、投票については、

記名投票はなくなると、無記名投票しかないということです。普通は挙手によって数を数えますけ

ど、無記名投票によりたい場合は２名以上異議があれば無記名投票で諮るという規定に全部直すと

いうことです。委員会もほぼ同じですが、委員会の部分は委員ごとに可否の宣言をするということ
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に試行ではなっておりますので、委員会は少数でございますから、全員誰々さん反対、誰々さん賛

成ということで宣告するという規定でございます。あとは、ほぼ同じです。それと、資料９は、議

会運営基準の改正です。規則が直れば、今試行でやっている部分は必要がなくなりますので削除す

るということです。19 の規定で賛否の公表の方法を規定すると。今やっている部分そのものでござ

いますので、議案の表決において議員の賛否の結果は公表するものとし、会議録及び議会広報誌等

に掲載して行うという規定に追加するものであります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） まず、この事務局案について質問がございます方いらっしゃいましたら

どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 質問がなければ、この原案についていかがということをお尋ねしてまい

りたいと思います。どちらの会派からでも結構です。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。これは全部、資料７、８、９、４つとも最初の議会のほ

うが先ですか。委員会ではなくて。どうなのですか。 

○委員長（山本浩平君） ７が本会議、８が委員会、９が運営基準ということだそうです。近藤委

員。 

○委員（近藤 守君） いずれも賛成でございます。 

○委員長（山本浩平君） ほか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 共産党ですけど、賛成です。 

○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。私どもも、この提案させてもらった経緯もあります。内

容を、今説明を受けたのですがよろしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新風なのですけども、ちょっと私が引っかかるところが１カ所あるので

すけども、この資料７の第 64 条の３、挙手又は起立における表決について、挙手又は起立をしない

場合は否とみなすとなっているのですけども、私はケース・バイ・ケースによっては三角形という

ような場合もあり得るのかというふうに感じたのです。退席をすると。よく国会でもあると思うの

ですけども、そういった場合はないほうがいいのかどうなのかというのがちょっと、それは皆さん

の考え方をお尋ねしたいと考えました。自分でもよくわからないところがあるのですけど。これは、

あとで皆さんに伺ってみたいと思います。それでは、前田委員外議員、何かありましたら。 

○委員外議員（前田博之君） 私も原則的にいいのですけど、今山本委員長がお話された部分を、

私もやはり整理しておく必要があると思います。一応、原則は議場から出られませんので、だから

自分が棄権、あるいはこれに対して賛成、反対、明確にしたくないというときは、議場から退席す

ることになるのかどうなのか、その辺だけ整理をしておく必要があるかと。非常に微妙な問題が出

てくる場合がありますから、その点だけです。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 
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○議長（堀部登志雄君） 64 条の２の場合、可否の数を確定するため、可否のうち少数の議員名を

宣告すると。これは、同数になった場合にはどちらかを呼ぶのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） どちらかです。基本的に、賛成のほうを言ったほうがいいと思いま

す。可否同数のときではないと議長の採決権はないですから、同数であれば反対は呼ぶ必要はない

と思います。賛成者だけやって、７対７ですと言って、採決権を行使するのです。ですから、議長

は賛成か、否かと宣言をしますから、それによって採決が決まるのです。 

○委員長（山本浩平君） ほかがなければ、おおむね皆さん賛成だということだったのですけれど

も、私がちょっとお話をした件、前田委員外議員もその件ということだったのですけれども、これ

について皆さんのご意見を伺ってみたいと思います。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。多分、標準会議規則では退席というのはないと思います。

それで、もちろん議場から出てはいけないということにはなっているのだけれども、今までの例だ

と宣告をして出る場合、私はこういう理由で採決に加わりませんと言って宣告をして出る場合と、

黙って退席する場合。これは実際、今までもありました。今の県議会、それから国会はもちろんあ

あいうふうになっていますけど、県議会なども先日沖縄県議会もそうです。理由を述べて退席をす

るということが実際に沖縄の県議会で行われています。ですから、会議規則になるべく、退席とこ

こに、賛否に加わらない者は退席をしてもいいなどは、ここに書くべきではないと私は思います。

ですから、これはそういう判断の中でやるべきことかと、私は思います。個人的な見解でございま

す。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、山本委員長のおっしゃっているのは、私は理解できるのです。要は、

ここで今否とみなすと言っているのですね。ここの問題だと思うのです。だからそこを、否とみな

すか、棄権とするかということだと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会議規則の 11 ページを見ていただきたいと思います。そこに 67 条

で投票の場合の白票の取り扱いが書いてあるのです。投票において、白票で出したら否とみなされ

るのです。どちらか確定をしなければ数が、例えば白票で投票をしても賛成か、反対か意思表示が

わからないですね。それを除いてしまうと有効投票の数から抜かれるのです。基本的には、抜かれ

るのです。取り決めとして、否としておかないと取り扱いがややこしくなるのです。ですから、先

ほど大渕副委員長がおっしゃったように退席の場合とまた違うのです。その場に入っていて、表決

が手を挙げるか挙げないかというのは、挙げない者はみんな否として確定をしないと数が確定しな

いのです。というのは、世田谷区で今、電子投票になっているのですけども、あれは押さなければ

否とみなすという規定があるのです。というのは、法的上の解釈で手を挙げない人を確定できなか

ったから投票で全部やらなくてはならないですね。今は無投票しか残していませんから、全部表決

をするという決まりの中で、ですから全部確定しなくなるのです。全員手を挙げない場合です。賛

成の場合、過半数にいっていない場合、確定できなくなってしまうということです。ですから、こ

の規定はどうしてもいるのです。否とみなすというのは。ですから、棄権の場合はここの採決に加
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わらないというのが適切なのです。ですから退席される。基本的に退席されるということです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。理解しました。要するに、どちらかでなければあり得ないわけ

ですね。それは理解しました。どうしても今の案件に、私は賛否が難しいと、判断が難しいという

のは、今までも退席があるのですけども、それは可能ですね。ただし、議場にいた場合の判断につ

いては、これは元々こういうような感じになっていませんでしたか。今までも。運営としては、議

長は例えば、たまたまありますね。寝てしまったと言ったら語弊がありますけど、採決に加わらな

かったという実例も確か何回もあるのです。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどの 23 ページの運営基準を見てもらえればわかるのですが、

ここにも否とみなしているのです。試行の段階で。盛らなくてだめです。 

○委員長（山本浩平君） それはいいのですけども、違うことを言っているのです。私が言いたい

のは、棄権というのをどういうふうに認められるようなのがあるのかということです。それは、こ

の中にありますか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。そのことを今言おうと思ったのですが、要するに議場を出

てはいけないとかといろんなことがあるのだけれども、そういう場合、最悪の場合はやはり議場を

出るしかないと私は思います。今まではどういうふうにやっていたかというと、私は実際何回かそ

ういうことをやりましたけど、それは発言をしてこういう理由で私は退席しますというふうにやっ

ていました。反対でもなければ賛成でもない。１番わかりやすくいえば、北方領土の問題あります

ね。私たちは千島列島全体を返せと言っているのです。サンフランシスコ条約によったら間違いな

く千島列島全部が日本の固有の領土だと。だけど、今北方４島返せというと、だけど北方４島を返

してはだめだと言っているのではないけれど、千島列島全体を返せと言っているのに北方４島だけ

だったら残ったものはいいのかと、賛成をしたらなりますでしょう。だから、我々はこの北方４島

は反対ではないと。だけど、我々は千島列島全体を返せと言っているのだから、私はこの採決には

加わりませんから退席しますと言って退席したことが、実際私はありますから。それ以外でもあり

ますが。それを議長が認めるか認めないかだけど、衛視がいてとめるわけでもないから、出たらだ

めだととめるわけでもないのだから、それはそういう形でいいのではないかと思うのです。ここに

棄権を認めるなんて書いたら変なことになってしまいますから。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、発言を認めます。 

○委員外議員（前田博之君） 私は記載する、しない明確ではなくて、せっかくこういうことで法

的に義務づけするから、今言ったようにお互いにそういうときにどう認識するかという共通認識の

部分が必要だから私は言ったのです。だから、今お話があったように議長に議事進行の動議を出し

て、こうこうですと退席をするのか。あるいは、ただ単に今大渕副委員長が言われたように、その

辺だけを整理したほうがいいかと。議事進行の動議は１人でもいいですから。だからそういう形で

退席するとか、あるいは黙って出るかとか、そういうことの共通認識だけは私は必要かと思います。

政治的判断が絶対出てきますから、その辺だけは私もそういう意味も含めて発言させていただきま
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した。 

○委員長（山本浩平君） 私のところも、その辺が認められるのであれば、これは全然問題がない。

認めるというか、賛成です。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には離席を禁止しているわけではないです。みだりに席を離

れてはだめだと書いてあるのです。だから特別な場合はあるだろうということです。禁止はしてい

ないです。実際に立っている人がいますから。あれはもしか禁止をしていたら全部違反ですから。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） その話で皆さんトイレなどに行ったときによく退席されるけど、一応動

議でとめて、それから出ていくというのが筋だと思うのですけど、15 年のときも採決のときに、勧

告決議案のときにぞろぞろと行ってしまって何とか定足数だけ確保した経緯があるのだけれど、そ

のときもみんな出てしまって、断りもなく行ってしまっているものですから、私も常々これは本当

にそこで議員は出てはだめですと議長が言うのがいいのか。だけど決まりにはみだりに席を離れて

はだめだというのにちょろちょろ出ていくし、その辺の取り扱いは非常に、気持ちの中では非常に

苦慮していたのですが、ある一定の皆さんのお話合いの中で、先ほど前田委員外議員の言われたよ

うにきちんとそういう具合にするのか、白老町議会はこういう小さいところの議会ですと傍聴者な

どがいても、そのときにぞろぞろと立っているのに黙って立ってみんな出ていってしまうのかとい

う話にもなっても困るし、その辺のあれがちょっと、そうかといって今言われたように規則に出て

いくときはこういうときは黙って出てもいいんのだみたいな感じで決めるわけにもいかないし、そ

の辺をきちんと皆さんでどういう形にしたほうがいいのかと思って議論していただければいいと思

います。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんいかがでしょうか。今、堀部議長のほうから提案がありましたけ

れども、共通認識をどのように持つかということなのですけれども。及川委員。 

○委員（及川 保君） 今まではそういう形でやってきたけども、今堀部議長のお話がありました。

だから、やはり議員の使命とか、どちらかに間違いなくならなくてはいけないはずなのだけれども、

いろいろ主旨の違いとかいろんな考え方でどちらもつけないという考え方はあるのでしょうけど、

ただ、先ほど前田委員外議員が提案していた共通認識と議長もおっしゃっていましたね。どういう

ふうにするかというのは、議運の中で申し合わせで決めておくというのも違うかと思うのです。だ

から、そうなればきちんと動議なら動議、棄権をする何らかの行動をおこさなくてはいけないので

はないかというふうに思うのです。賛否とる議長が困るのです。大変苦慮するのです。１人、２人

ならいいのですが、過半数に関係する大きなものは議場を黙って出てしまうとなると非常に対応に

苦慮、突然ですから非常に苦慮するのではないかと思うのです。そうすると何らかのもとが必要な

のかと。事例として今まであったというわけですから。 

○委員長（山本浩平君） 本会議ばかりだけではなくて委員会も考えられますからね。前田委員外

議員。 

○委員外議員（前田博之君） これは、吉田副議長もいますけど、広報常任委員会の小委員会でも

今問題になっているのです。というのは、出欠状況を出すときに遅刻だとか早退だとかあるけども、
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棄権という部分がないのです。だから仮に、今議論していることは別にして、それに対して来なか

った、そこに出なかったと、１番最初からの議案だから途中から抜けたときにそこだけいないとか、

それは本人が遅刻して入ってきたものなのか、その議案が次の部分だからちょうどその時間を抜か

して次に入ってきて、これはその案件については条例とか予算審議に対して棄権だったのだという

ことのもっと表に書かないとだめだろうと、そういう部分を議論されているのです。だから、それ

を今度議運のときにでもそういう機会があったときに話をしてみましょうという話をされていたの

です。だけど、今言ったように、議長に宣告してから出るのか、黙って出るのか、その辺の議論は

別にして、そういう部分も今小委員会で議論されているのです。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） その部分だけ指摘をしますと、欠席なのです。応召していないわけ

ですから、冒頭からいなくても応召に応じていないから、それは前段欠席なのです。ですから途中

から入れば遅刻です。それは自分が棄権という判断をするのであれば冒頭応召をしてから出なくて

はだめなのです。ですから冒頭からいない場合は欠席扱いなのです。途中から出ると遅刻扱いです。

応召をしていないですから。10 時に来なさいと言っていて来ていないわけですから。そういう扱い

になると思います。それともう１つは、出ていて、トイレか何かわかりませんけど、採決に加わら

ないで出たら、これは棄権しかあり得ないですね。それは例えば、休憩の動議をかけなくてはだめ

だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 原則、議員の賛否は、賛成か反対しかないのです。だからここに盛り

込まれていないのです。だから、あとは、私はルール化するとかではなく、それは政治判断だと思

います。そうでなかったらおかしなものです。だから、私は、あとはそれぞれが政治家なのだから、

それは政治判断できちんと対応するということです。ですから、あとで私は実は棄権だったのだと、

幾らそのようなことを言ってもどうにもならない話なのです。だから私はやはりそれは個人が政治

判断をするべきだと。どうしても言いたかったら、動議と言わなかったらだめだったら動議と言っ

て出るか。それとも質問なら、質問でと私はこの採決に加わりたくないから議長が認めれば加わわ

れないから私は退席しますと出るか、黙って出るか、それは個々の政治判断で、私はやるしかない

のではないかと思います。本来は賛否どちらかしかないわけですから。そこを認めるということの

ほうがおかしいのだから、政治家の責任としてやはりそこはそういう判断をすべきだと私は思いま

す。まったく個人的意見だけど。 

○委員長（山本浩平君） 私も今の大渕副委員長の意見に賛成です。皆さんよろしいですか。 

〔「よろしいです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、個々の政治判断に任せるということで、この賛否の公表に伴う表

決規定の改正については、試行から本格実施をす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） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ５月に出すような形になります。 
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○委員長（山本浩平君） ５月に出すということにしたいと思います。 

 続きまして、全員協議会の改正及び委員会協議会の制定についてでございます。これは資料 10

です。上坊寺事務局長のほうから説明をしていただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 10 です。まず、10 を開く前に、議会運営基準をちょっと見ていた

だきたいのですが、43 ページをお願いします。議会運営基準の中で、全員協議会の実施要綱はもう

既に定めたので皆さんご存知だと思いますが、従来から全員協議会、委員会協議会の公開はここで

規定されていたものですから、ここで直したりして追加をして定めてきたのです。でも、本来実施

要綱があってそこに公開の基準が盛り込まれていないということは、やはり同一性がかけるのでは

ないかということで全員協議会の運営要綱の中にきちんと会議の公開、ここを移しかえするだけで

すけど、移しかえしてきちんと傍聴は公式な訓令にしたほうがいいのではないかということで移し

かえを行いたいと。全員協議会の実施要綱は要綱の中に入っていますけど、要綱の中に全員協議会

の運営要綱が入っていると思いますけど、ここに公開の規定が一切入っていないです。一切入って

いないで別な運営基準に入っているということになりますので、運営要綱の同一性が今の場合保た

れていないです。ですから、移しかえをして整理をしたいと。全員協議会については、そういうこ

とです。それともう１つ、資料 11 は、全員協議会に準じて委員会協議会の運営要綱を定めておきた

いということです。ほぼ内容は同じです。議長が委員長にかわる部分です。あと、内容的にはほと

んど同じです。それと、資料 12 は、今言った 43 ページの傍聴規定を運営要綱のほうに移しかえを

しますので必要がなくなるので取るということです。平たく言うとそういうことになります。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問がございましたら、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） この部分においては皆さんよろしいですか。事務局案で、特に皆さんな

ければ決定をいたしたいと思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、そのようなことで決定をさせていただきたいと思います。 

 それでは、残ったところは行政視察要綱の改正についてということで資料は５、６になっている

と思います。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） 当初、行政視察に関する要綱という形で提示させてもらったのです

けど、たまたま議論の中で皆様が、個人が資質を上げるための研修会も出ていいのではないかとい

う話がございまして、行政視察ばかりにとらまえる必要がないかと思いました。それで、会議規則

の 104 条に議員の派遣という規定がございまして、それを整理したほうがいいだろうと。たまたま

ほかのまちにこういう事例があったものですから、それに準じてうちも議員派遣という形の中で明

記してはどうかということです。ですから、先進地視察、現地調査、公益に関する出張、研修会等

への参加ということで派遣の区分を一応しました。派遣は、委員会及び議員が行うことができる。

まず、総則の１、主旨ですが、この要綱は白老町議会会議規則第 104 条の規定により白老町議会の

議員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。会議規則の 104 条を受けて定める要綱であると

いうことです。その派遣の目的ですが、白老町議会における委員会の審査、調査活動の充実、なら
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びに議員の資質の向上と議会の活性化を図るため、委員会及び議員が行う先進地等の行政事例の調

査、研究、情報交換、その他必要な調査および研修の派遣を行い住民の奉仕者としての自覚と、見

識を高め町政の発展のために寄与することを目的とする。派遣の区分です。この要綱による派遣の

区分は次のとおりとする。（１）先進地視察、（２）現地調査、（３）公益に関する出張、（４）研修

会等への参加。２項、派遣は委員会及び議員により行うことができるものとする。３項、委員会が

行う派遣はおおむね次のとおりとする。（１）委員会の付託事件の審査、または調査のために必要な

現地調査、（２）所管事務調査の一環として必要とする現地調査、（３）委員会に与えられた特定事

件についての調査、推進のための現地調査、（４）議員としての資質の向上を図るための先進地視察。

（１）から（４）は、前に持っていたものをそのままです。４項、議員が行う派遣は資質向上のた

めの政務調査とし、議員単独及び複数により行うことができるものとする。５項、公益に関する出

張はおおむね次により行う。（１）行政に関する振興等の全国、全道大会へ参加するための出張、（２）

意見書を行政庁へ提出するための出張。第４条、派遣の実施。第４条、委員会及び議員が行う派遣

は、それぞれ必要の都度事前に議長と協議の上行うものとする。ただし、前条第３項、第４号、先

進地視察は議員の任期内に２回、改選後第１年次２泊３日以内、及び第３年次４泊５日以内に分け

て行うものとし、他の委員会と合同して行うことができるものとする。第５条、派遣の手続き。派

遣を実施しようとする委員会及び議員は、その調査事項、目的地、日時、経費等を記載した申請書(様

式第１)を議長に提出し、委員会にあっては委員の派遣承認を得るものとし、議員にあっては議員派

遣の議決を受けなければならない。２項、前項の規定にかかわらず派遣の必要があると認める場合

議長は議会運営委員会に諮った上で、議員の派遣を行うことができる。ただし、議会運営委員会に

諮る暇もない場合は、委員長と協議をして行うことができる。第６条、事前調査等。派遣を実施し

ようとする委員会及び議員はその派遣の目的に沿った効果が最大限に表れるような予備調査、共通

理解及び役割分担などの事前調査等を行わなければならない。第７条、事前公表。議長は第５条の

派遣の申請を受けたときは、その調査等の内容を事前にホームページ等で公表しなければならない。

第８条、派遣の結果報告及び公表。派遣を終了したとき、委員長は、次の定例月会議において、そ

の派遣結果を報告しなければならない。２項、派遣に参加したすべての議員は、その派遣のてんま

つ等の報告書（様式第２）を議長に対して速やかに提出しなければならない。３項、議長は前項に

報告を受けた文章をホームページ等で公表しなければならない。第９条、派遣に要する経費。派遣

に要する経費は当該年度の予算の範囲以内で行うものとする。２項、第４条ただし書及び議員が行

う派遣に要する経費は、白老町議会委員会及び議員行政視察等旅費支給基準により算出された旅費

とする。第 10 条、その他の事項。以上のほか、詳細の手続きについてはその都度議長が定めるもの

とする。付則、この要綱は○月○日から実施する。２号、白老町議員委員会行政視察要綱及び行政

視察実施支給基準は廃止する。資料６が、旅費の支給基準です。一応、従来の場合にそっていきま

すと東京以南の場合と東京以北の場合とございますが、九州まで行くとすれば 15 万 6,000 円かかる

だろうと。東京以北で東京まででエア・ドゥ残すと９万 2,000 円かかると。議員が行う行政視察は

８万円という規定です。これは参考にしたところがありますので、こういうような要綱を持ってい

るところがあるということです。 
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○委員長（山本浩平君） まず、質問から賜りたいと思いますが、どうぞ。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これはここで議論するべきなのかはちょっと明確ではないのですけど、皆

さんも前から、東京以南と以北、この考え方はどこから出てきているのかという部分なのです。別

に東京以南、以北で縛られる話ではないですね。必要なところに行かなくてはいけないわけですね。

そういう意味で考えると、東京以南と以北で分ける考え方というのは、私はどうもナンセンスとい

うか、そう考えざるを得ないのです。ですから今回特に、議員個々の議員研修費も、議員研修費と

いうかそういった予算もついたことでもありますし、もっと抜本的に議会としてどういった視察を

していくのかというか、何のために視察をするのかということも今回いい機会だからしっかりここ

で議論していったほうがいいのではないかと私は思うのです。ちょっとここで話をする話なのかど

うかわからないのだけれども。それが、前々からの議論の中で皆さんからも出ていた話ではないか

と思いますので、ちょっと１回その辺に立ち返って、立ち返るというかもとに戻るのではなくて、

これからの議会研修のあり方については考えてみたほうがいいのかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 資料５についての、何か質問はないですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これは、上坊寺事務局長にちょっと聞きたいのですけど、

第４条で改選期云々で２泊３日、４泊５日と書いていますね。これは書かなくてはだめなものかど

うかということです。なぜかというと、今の氏家委員の質問に関係あるのですけど、私はやはりこ

こは抜本的に見直すべきだろうと。ただ、それをやると、これが決まっていないと８万円のほうで

動くとき動けないとしたらそれもちょっと困ったものだというふうに思うわけです。だから金額が

入っていなければ全体の見直しをやりながら、しかし８万円のほうは始動できると。それ以外のも

のは年が決まっているからいいのだけれども、８万円についてはいつおこるかわからない話だから

決めておかないとだめなのでしょう。８万円のほうも。こちらのほうが動けないでしょう。だから

そこら辺の兼ね合いを、決めながら金額ってこういうものの議論だけするということはできないも

のですか。 

○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） 特に変な意味ではないのですけど、この間病院のやつで全員が行っ

たじゃないですか。だからやはり電話がかかってくるのです。新聞などにも載りましたから。効果

だとか、今行く時期なのかだとか、全員が何百万円をかけてという議論がやはりあるものですから。

ましてやそういうのを何回か耳に入るのです。そういうのを電話で受けたり、事務局に。それは議

員さんに申し上げておきますという回答しかうちはできません。ただ、そういうような行為がある

とすれば、そういう行為に、きちんとやっていますというものを見せるためには、あってルールを

決めて、１番重要なのは何で行くのかということと、どういう研修をしてきたかというてんまつさ

え住民にきちんと見せれれば、私は理解してもらえるのではという気がしていますけど。やはりそ

ういう部分を暗黙のうちに、つくるのですけどやっていくのはどうなのかという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私が今言ったのは、要するに８万円の部分で動けなかった

ら困るから、これがなかったら動けないのですか。動けるのだったら、動けるのだったらというの
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は抜本的に８万円というのは予算がついているのですが２つの常任委員会の視察がどうあるべきか

という見直しをしなければだめでしょう。８万円は使わなかったら使わなくてもいいわけだから。

はっきりしているのだから。使わなかったらそれでオーケーなのだから。それはそれでいいのだけ

れども、行きたいという人が、こういうものがなければ行けないとしたら言ってみれば決めなくて

はだめでしょう。その中で見直すのか。それとも、今見直した後に決めていいのか。でもそういう

ふうにすると視察に行けないでしょう。 

○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） これがなかったから行けないというものではないと思います。もう

予算もついていますから、そういうルールのもとでついているのですから、それは構わないと思い

ます。ただ、今度個人の身分で行けるようになっているからやはりきちんとしておいたほうがいい

と思います。ですから、あえて派遣のありそうなものは全部ここに載せたのです。ですから、ここ

の規定でいけば従来港湾大会には公費で行っていましたけど、それが個人の８万円で行きたいとい

うのであればこれは認めてもいいという規定ですから。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。わかりました。ですから、そうであれば今の東京以南、東

京以北含めて本当に常任委員会で４泊５日がいいのか、私はそういう議論をしたほうがいいと思う

のです。今はやはり会派なり、個人できちんと目的を持ってきちんと視察できるほうが町民も理解

しやすいし、そういう部分もあるのではないかと。常任委員会で行くよりも。だから、例えば４泊

５日の常任委員会のはやめてしまうとか。ということも考えられるわけですね。だから、そういう

ことも含めて、そういう議論をやはりすべきではないのかと私は思っています。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かに今の大渕副委員長の言われることも１つかと思うのです。だから、

私は必要のある視察は、例えば常任委員会の中でも私はやっていかなければいけないものだと私は

思うのです。ですからそれがこの縛りの中で、２年に１回の中で東京以南、以北と縛られ方が私は

それがおかしいような気がするのです。だから常任委員会の中で、しなくてもいいのだったらしな

くてもいいのです。別に無理してやる話でも私はないような気がするから。ただ、白老町のこれか

らのまちづくりのためにうちら各常任委員会が何をしなければいけないのかという１つの目的にた

ってやる視察であれば私は必要なものだと思うのです。それが東京以南とか、以北で分けられてし

まうことに疑問を感じるということなのです。ですから、ある程度の予算づけがあって、その中で

本当は来年なのだけどことしというような、そういうことも考えられるのではないかと私は思うの

です。だからそういうことが可能になるような形が取れれば私はすごく１番理想的なのかと、自分

ではそういうふうに思っているのです。だから、そういったものをなくすとかなくさないとかとい

う議論ではなくて、常任委員会として行きたいときに行けるような、そういった視察のルールづく

りというのがあると１番いいかと。それが確かに予算というものが絡んでくるから、そういったも

のも含めて。ただ、それを東京以南、以北で縛られること自体が私はおかしいという思いなのです。

決して、なくせという話ではないです。 
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○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） ３条の３項を見ていただきたいのですが、これは従来の規定そのま

ま表現しているのです。今、氏家委員のおっしゃったのは、（１）から（３）なのです。東京以南、

東京以北とついているのは（４）なのです。だからちょっと性質が今までと違うのです。だから２

回は行けるようにしておこうという部分だろうと思うのですけど。だから従来も、病院の特別委員

会などはいい例だと思いますけど。あれは必要があったから行ったのであって。だから議長の力を

借りて町長に要請をすればつけてくれるか、くれないかは別にしても行けるわけですから。ですか

ら従来から３項による１、２、３というのは前の規定にもきちんとついています。ですから今考え

るのは（４）なのです。（４）をどうするかという規定なのです。（４）の中で行っていたのです。

ですから、それぞれの委員会として行くのですけど、議員の資質の向上のためというような前文が

ついていて、そのための先進地視察、それは任期２回町が保障してもらっています。ですから、従

来道内だって、介護施設も見に行くといったら泊まりは行ってないですけど行っていたこともあり

ますし、江別にも行ったこともありますし。ですから、それは可能なのかという気がします。です

から分けて考えるのは、従来から今氏家委員が言ったのは規定としてはあって、それは町の予算と

の兼ね合いになりますから、予算がついてくれたら行けると。ですから、（４）の部分をどうするか

という部分だろうと思うのです。まさにおっしゃっていたのは過去にもあったという。そんなに常

にはなかったですけど。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。だから、考え方というのは幾らでもあると思うのです。例

えば、常任委員会で行っているものを全部やめて８万円の枠をふやしてもらうということをすれば、

常任委員会でも行けるし、個人でも行けるし、全員でも行けるということになるわけです。それか

ら、この間の病院のは、あれは全くここに関係なく行っているものなのです。だから、それは全部

やめて、８万円の部分以外は全部やめて必要に応じてきちんと要求をして認めてもらって行くとい

う方法もあるのです。だから、どこを見るから行くというのではなくて、こういうことで行くのだ

というふうにするのであれば私はそういう形も考えられるでしょう。そういうことを議論したほう

がいいのではないか。そのほうが町民にも非常にわかりやすいと。だから非常にわかりづらい中身

になっているでしょう。私はそこのところもっとわかりやすく、議会もあれだけ８万円のことで議

論をしているわけですから、私はもっとわかりやすくみんな町民が納得できるような形でやったり、

我々も納得できるような形でやるというのが１番いいのかと思うのです。視察というのは絶対、勉

強というのは必要なのだから。私は必要だと思っていますから。金額的な問題がなくて、行かなけ

ればならないときはお金がかかっても、これ以上かかっても行かなくてはだめなときもあるのでは

ないかと私は思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 病院の話が出ましたけども、前回行ったときには急遽でした。私は思うの

です。そういって、今言うような形の中で議会が動けるのであれば、それは町民に対して１番わか

りやすい動き方になるのかもしれない。でも財政が厳しいだとか、いろんな問題がそこに絡んでく
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ると果たしてこの財政の厳しいときに、お前達何なのだという町民の目線もあるのです。もともと、

ある程度の予算組みをしておくと、その中で議会はこの予算の中で、全部使わなくていいわけです

から、例えば先ほど言った４泊５日のものを別に３泊４日で帰ってきてもいいわけですから、余っ

たものはこれだけのものが余ったのだということ自体が、逆に町民にはわかりやすいのかと思った

りもするのです。どちらがいいとかという議論ではなくて町民としての見方から考えると、議会は

これだけの予算の中でしっかりとした視察関係をやっていると。先ほど言った大渕副委員長の意見

もわかるのです。必要なときに予算立てをしてもらって議会として行くべきではないかという考え

方もわかるのだけれども。それは、皆さんとこの辺はせっかくの機会だから議論してもらって。た

だ、私は年間の予算の中でこれぐらいの、これは４年に２回分の予算だけれども、そういったもの

を４年間の予算の中でみてもらう形がいいのか。それを皆さんでやはり議論したほうがいいと思う

のです。いずれにしても議会で本当にこれからまちづくりのことで使っていかなければいけない、

そういったお金だと思いますので。思いはそこにあるのです。そこだけなのです。だからどっちが

どうではなくて。 

○委員長（山本浩平君） ここで１時間経過しましたので、若干休憩したいと思います。 

暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 ２時 １分 

                                          

再  開  午後 ２時２５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。 

 おおむね、この東京以南、以北で区切ることはしなくてもいいのではないかという意見が大勢だ

ったというふうには思うのですけれども、こういうような区分けをしなくても、上坊寺事務局長別

に済みますね。この点、どうですか。この資料６についている。何か数字を載せなくては、やはり

１つ例として出さなくてはならないのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 予算をとるときだけです。基本的に、ことしは何人行くかわからな

いけど、100 万円とってくれということは予算はできないです。きちんと目的を持って、それを使

うという前提のもとではないと要求ができないです。ですから１つの基準として、以北、以南とい

う形であったのだろうと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、上坊寺事務局長のお話がありましたけど、ですから今までの議論の中

では例えば、今年度が４泊５日の東京以南の研修日程が入っていますと、だから何か間近になって

といったら変だけども、ではどうします、こうしますという話になっているのかもしれない。でも、

そうではなくて、そういった枠を取ったときには、予算要求をする時点、時点までと言ったら変だ

けど、その前もってしっかりとした議会の中で、例えば翌年度、来年度こういったものをきちんと

視察しなければいけないというものを議論した上で予算要求をしていかないといけない話に私はな

ってくるような気がするのです。だから、そういったものに関しては今までの考え方とはちょっと

１回はずして、この議会研修については翌年度の予算づけをするまでにしっかりとした考え方をも
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って望まなくてはいけないという、そういう形になってくるのではないかと私は思うのです。です

から何かこう、今年度は４泊５日の研修にあたっているからそれに合わせて何かを研修してきまし

ょうみたいな形が今までのタイプだったのではないかと私は思うのだけども、そうではなくて本当

だったら昨年度中に今年度の研修の内容がもしこういうふうになっているとすれば、どういったも

のを視察するかというのをきちんと決めながらやはり議論しておくことなのだろうと私は思うので

す。そうしないとこの４泊５日が本当に必要なのか、３泊４日で本来済むものなのかという議論は

できないと私は思います。私はこれからそういうあれになってくるのではないかと思うから、先ほ

ど前田委員外議員が言われたような、１年次、３年次という中での予算のあれはのけておいて、そ

して例えば、どうしても２年次で行かなければいけないものがあるとすれば、それはきちんと議論

の中で進めていけば、私はそのルールの中でできるのではないかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） どうしても予算措置上、どうしてもここに東京というのは、私は構わない

と思うのです。でも我々が実際に運用するのに柔軟に考えてやればいいのかということだと思うの

で、これはこのままいっても予算とるためにはどうしても必要なのはそのままでいいと私は思いま

す。 

○委員長（山本浩平君） 運用の中で考えていけばいいということですね。私も近藤委員の意見に

は賛成したいと思います。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。私の考え方が間違っているのかちょっとわからないのですけ

ど、必ずしもこの１年次、３年次、２回視察のあり方。それと、今このたび各議員に８万円という

研修費がつきましたね。その研修費を全うに使おうとすると毎年それなりの研修に個人で行かなく

てはいけないです。そうした場合に、この２回の視察は必要なのかと思う部分があるのです。どち

らか１本でも構わないのではないかと思うのです。だから、私の考えは間違っているのかと思いま

して。必ずしも２回必要なのかというところからやっていかないと、何かこの議員個人に出た研修

費そのものが４年間で 32 万円ですね。なおかつ、その他に２回の視察入れるのが 25 万円、だった

ら私の考えでいけばやはり１回の視察はなくてもいいのではないかと思うのです。考え方がおかし

いでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。私は結局やはりそこに行き着くのだろうと。それで会派の中で

も非常に議論したところなのです。多分、この８万円が従来の視察研修の部分に必ず入ってくるな

と。しかしながら、それだけで年間８万円、今この厳しい状況の中でさらにこの８万円というのは

やはり厳しいというのは、実は会派の中での意見だったのです。今の土屋委員の意見を聞くと、こ

れをなくして要するに８万円でやるべきだというような、私の考えはおかしいですかと入っている

のですけど、そこに必ず行き着くなと。そのときに、あの８万円というのは当初の話ですと、これ

は例えば個人でも行ける、会派の中でも研修ですからこれは行けるわけです。そこの部分と、私は

先ほど申し上げた委員会として同じ目線で研修というのはやはり大事なことだと思うのです。個々

にポツポツと個人的に行って研修の資質を高めるというのも重要なことだと思うのです。思うのだ
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けども、私はこの部分に結局は出てくるなと。その８万円が振りかえて、こちらを残しましょうと

いう、これだとばらばらにみんな議会活動をしていくのだというような、当然議員はそれぞれの１

議員として活動していくのですけど。していくのですが、やはりこういうきちんと、ある程度先ほ

ども言ったように同じ状況下の中で研修をすると。しっかり勉強してくるということも大事なこと

だと私は考えていたものですから、結局はそういう意見のほうがどんどん強くなってくるのではな

いかというふうに私は非常に危惧していたものですから、やはり出てきたなというふうに思ってい

ます。前の議運のときもいろいろとずっとやっていましたから。そういう意見も出ていましたから。

だから、そういう意見が強くなっていくのだろうというふうに私はとらえていたのです。今のこの

状況をまた会派で話をします。 

○委員長（山本浩平君） 今、土屋委員の意見なのですけども、私はこの８万円がついたから、ほ

かを減らすのだという、それはそれぞれの考え方はあるかもしれないですけども、決してそれは意

図されていなかったというふうに思うのです。もっと一人一人の議員の見聞を広めて、資質の向上

をしていただきたいという気持ちも私はあるのかと思いますし、昔は海外の視察ありましたね。こ

れはいい悪いの議論はあるのかもしれませんけども、今は特に市民オンブズマンだとかが非常にう

るさいわけですから、例えば道議会がどこかに視察に行きました。それを管理組合の職員に視察の

報告書を書いてもらいました。それだけでもう相当な問題になる、そういう今時代ですから。確か

に非常に市民の目、町民の目はうるさいかもしれませんけども、私は議員の見聞を広めるというこ

とは非常に私は大切なことだというふうに思います。そういった意味でいうと、私はこれをやるか

らそっちを削るということに関しては賛成しかねるところがあります。意見が分かれるところかと

思いますけども。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も今の山本委員長の考え方と一緒だと思うのです。私は土屋委員の言わ

れていることもよくわかるのです。ですから、予算枠はもつと、でも必要のない研修はする必要が

ないです。必要のない議員研修は必要がないと思うのです。だから、事前のきちんとした勉強会を

開きながら、例えば３年次に行こうと思っているものを２年次に前倒しして行ってもいいのではな

いかという先ほどの前田委員外議員の話だとか。でも必要のないものだったら、別に２年次に前倒

しをしなくても、また２年次の中に考えたときに３年次で必要な予算の中で、本当に必要な研修で

あれば行けばいいのかと思うのです。ただ、そういったものが東京以南とか以北とか分けることが

なく、やはり予算枠だけは私は確保したほうがいいのではないかと思うのです。また、個々の議員

研修については、これは使っても使わなくてもいいわけです。だから、８万円がついたから、４年

間で 32 万円、これは使っても使わなくてもいいわけです。使った以上は何らかのきちんとした町民

に対しての報告義務、報告義務と言ったら変だけど、そういったものをきちんと課せられていると

自分達が思わなければいけない問題だから、だからそれに対してどうのこうのではないと思うので

す。だから私は議員個々に今回ついたこの８万円と、委員会のそういった視察に対しての予算立て

というのはまた私は別に考えるべきだというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。今、いろんな意見があるのは当然のことだと思うのです。だか
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ら今重要な、氏家委員が先ほどおっしゃっていた東北以南をこのままでいいのではないかというご

意見でしたけども、まずこのあたりを整理したほうがいいのではないでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） この件に関しては、先ほど近藤委員のほうからこれはこのままにして運

用上を考えたらいかがかという意見だったのですけども、皆さんそれでどうですか。予算上こうい

った形で何かないと予算の組み立てができないという部分もあるようですから。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） やはり議会が何を目的にして、どういう内容で研修をするかという

１つの、氏家委員が先ほど話したように本来は毎年予算要求でこういうことをしたいのだというこ

とが筋だけど、今の流れで全体的な形の中でやはり１つの定めの中で予算要求もしていかないとだ

めなのです。そうでないと査定の段階で議長や事務局長も説明をしますから、やはり１つのきちん

と決まっていることと、私が言いたいことは、この要綱にもかなりホームページで公表するとか、

具体的に入っていますけど、先般苫小牧の市が議会研修で決めたのです。そうしたら支給額もツア

ーみたい、変な話行ったのも実費費用になっているのです。最低限の費用になっているのです。そ

こまで決めて予算要求をしたり、自分達で律しているのです。そうすると、今そういう状況ですか

ら、今こういう要綱とか、ある程度のものをやはり議会としての意志を示しておかないといけない

と思います。そして今皆さん議論されているように実際に行くときにその範囲の中で運用を考えれ

ば私はいいのかと思います。そうでないとやはり町民にもそうだし、予算要求をしたりしなければ

いけないです。今までの８万円と違って、あくまでも議会がこういうものをやりたいということを

予算要求して査定を受ける話ですから、１つのやはり最低のルールだけはつくっておく必要がある

のではないか。あとは、何回も言うようですけど、皆さんも言っていますけど、その中の運用で常

任委員会が考えるべきと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今までの議論を聞いていますと、例えば先ほどから上坊寺事務局長が

言っている第３条の３項の（４）議員としての資質向上を図るための先進地視察。まずこれをカッ

トしてしまうということだとか、第４条の、ただしというのがありますね。ただし、前条第３項、

第４号の先進地視察は議員の任期内２回云々とある。これはみんなカットしてしまうとか。それに

基づいて今度、もう１つ９条の２の第３条但し書及び議員が行う派遣に関する云々、ここのところ

をカットしてしまえば本当に予算の範囲で行くというようになるわけです。そうすれば今まで町民

の皆さんが見ていたようなことはなくなるわけです。だから私は必要に応じてというのは、例えば

氏家委員の言ったことはそのとおりなのだけど、これは予算査定の前にここに視察に行くというの

を組み立てるというのはなかなかはっきり言って大変だと思います。なぜか、予算前にやって行く

のが９月とか 10 月で本当に３月か２月にそのようなことができるかといったら、私は現実的には理

想論だし、それは望ましいとは思います。だけど現実的にはイメージがわかないです。イメージが

わかないという意味は、今の状況でいえば私は、例えば今議運で報酬の議論をここでしていますね。

だから、今だから会津若松だとか、上げたところと、１カ所しか行ったらだめだというなら１カ所

でいいのですが、そういうところに今だから行くべきだと私は思うのです。行くというのは今なの

です。議会運営委員会で行くというのは。それを本当に話をして町のほうがそうやって上げると言
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っているのだから町に要求をして、今お金があるかどうか知らないですけど、補正予算を組んでも

らって行くとか。本当にやるのならそういう形で、理屈で理論でわかる。どこかに行きたいから行

くとか、何もないけど見たいから行くというのはだめだというのでしょう。皆さんが言っているの

は。だから私はそういうふうにやるのなら抜本改正でそういうふうにやって、本当に違った形で考

えたほうが私はいいのではないかと。だから常任委員会で行ったらだめだとか、先ほどそういうふ

うに聞こえたかもしれないけど私はそのようなことを言っているのではないです。そうではなくて、

もっと体系化した中で、例えば常任委員会でも行けるようにしておいて８万円の枠の中、10 万円に

してその枠の中で常任委員会は５万円で行くとか。できるのだったらそういうこともできるわけで

す。必要に応じて。本当に行かなくてはだめだというときは。だから、そういうふうにしなかった

ら行くということを前提にして考えているわけですね。本当に改革をするというのだったら行くと

いうことを前提ではなくて必要なときに行くという改定にしたほうが私は合理的だし、説得力もあ

るのではないかと思います。議論を先に蒸し返すつもりはありませんから、ありませんけども、私

は本当にそういうふうに改革するということで考えるのだったら、予算を減らすということで考え

るのだったらそういうふうに考えていかないとやはりつじつまが合わないのではないかと思うので

す。前提条件があって、これだけの予算要求をしておいて、ではその予算要求とは何を根拠にする

のと。だから東京以南、以北という根拠が出てくるのでしょう。それは視察の中身でやっているの

ではないです。だから私はできれば本当に抜本改正をするのなら、そういうふうに考えないとなか

なか大変ではないかというふうに思います。もちろん会派で議論をしている中身ではないです。 

○委員長（山本浩平君） どうですか。これは１回持ち帰りますか。ここで結論が出なさそうです

ね。大分いい議論にはなったとは思うのですけど。一度これは持ち帰りたいというふうに思います。

それで今大渕副委員長から出ましたけども、議員報酬について、残り 15 分ありますので、若干 24

日の新聞の記事も出ております。この議長の諮問事項について、会派の中で何か話し合いがなされ

て、今までとちょっと見解がかわりましたというようなところがございましたら、どうぞ。また、

あるいは建設的なご意見がございましたら、残りの時間で議論したいと思うのですけど、いかがで

しょうか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） これは前回決まったのではないかと私は確認をしているのですけども。と

いうのは、報酬をアップではなくて、要するに戻すというあれが確か。 

○委員長（山本浩平君） おおむね、そういうような意見が多かったのですけれども、全員賛成ま

ではいかなかったのです。決定したわけではないです。そういう意見が多かったのです。 

○委員（近藤 守君） 私どもはそれでこの前、会派会議をやりました。 

○委員長（山本浩平君） 審議会から改めて引き上げの答申が出されたという、新聞の記事の内容

で議論するのもあれなのですけども、こういったような事実もございます。そういった中でこの報

酬アップに関しては非常に膠着状態だと思うのです。私どもの会派としては答申通り 100％上げる

べきだという考え方には変わらないけれども、それでなかなかまとまらないのであれば、とりあえ

ずはもとどおりにするということで、皆さんがそれでまとまるのであればそれで賛成をしてもいい

ですという考え方なのです、うちの考え方としてはです。あくまでも、うちは上げるべきだという
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考え方には変わりはありません。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これから、まだ今回ここだけで決まる話では私はないと思いますので、ま

だまだ皆さんのいろんな議論が必要だと思いますけど、例えば今回もとに戻すことが必要である。

前提にそういう話があれば、私はやはりこの財政改革プログラムの中で、平成 28 年までの中で議員

報酬というのはどうあるべきなのかということをプログラムに載せていかなくてはいけないのでは

ないかと私は思うのです。ただ、金額的なものというのは報酬等審議会から出てきませんね。これ

については財政改革プログラム見直しの時期にあたっていて、それがはっきり言って私たち議会の

中では１つのネックに今なっているのです。その中で１回まず戻すと、削減したものを１回もどす

と。でも次期、もう来年の話です。改選期のときにはこれぐらいまで上げましょうだとか。そして

その何年後、28 年なら 28 年までにはこうしましょうというものが私はあってしかるべきではない

かと思うのです。それがやはりこれから議会に出てくる方々にとっても１つの計画立てられると言

ったら変だけど、見通しの中で議会活動に励めるのではないかというような気がするのです。です

から、その１つの前提として今までの削減率を一たん元に戻すと。そして財政改革プログラムの中

でしっかりと議員の報酬アップについては明記していくのだという考え方の中で議論できないかと、

私はそういうふうに思うのです。決して固定したあれではないのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員、いかがですか。 

○委員（及川 保君） 及川です。うちの会派は従来どおりの考え方であって、前回もこの前のと

きの確認をした状況に変化はないのです。会派会議をその後できないでいるのですけど。ちょっと

出張したりされたり、いろいろと事情があってできなかったのですが、先ほど近藤委員がおっしゃ

っていたように９月、10 月ぐらいにまた財政改革プログラムの見直しがあるわけですから、それを

踏まえての判断になるだろうという考え方は変わっておりません。それともう１つは、10％カット

をもとに戻してはどうかと、これをやる前に戻してはどうかという考え方は変わっておりません。 

○委員長（山本浩平君） それは異論はないということですね。もとに戻すということですね。こ

れは公明党さんも異論はないですね。うちも先ほど申し上げたとおりです。共産党さんいかがです

か。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 多分今回の議会報告会の中で、私はこの問題がどこかで必ず出てくる

と思うのです。それはなぜかというと、これだけ新聞報道がされていますから、当然上げるのかと。

それから、私が接触している町民の方々、もちろん部分です。そこから出ているのは８万円の件、

実際出ております。ですから、そういうことの説明責任は当然議会報告会の中で出てくると思うの

です。ここは、上げるにしろ、上げないにしろ、議会はクリアをしていかなければいけないと。出

たときに議会としてどういう答弁をするのかということも含めて、それは責まられる中身だと思い

ます。そのためにはやはり本当に白老の議会がどんな活動をしていて、どういう中身なのかという

あたりがきちんと説明をして町民の皆さんに、上げても上げなくても納得してもらわなければだめ

だという状況には、好むと好まざるとにかかわらず議会は追い込まれてきます。本当に追い込まれ

るような感じになってくると思います。ですから本当にこちらがきちんとした理論武装をすると。

議会の必要性から始まって、そういう議論武装をきちんとしておかないと多分、二元代表制から始
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まって住民の民意を聞くというのはどういうことかというあたりが鋭く私は、住民の前にさらされ

るような気がしてどうにもならないのです。だからそこのところはまずやらないとだめだという気

がしています。それからカットされているのを戻すというのは何度も言っていますけども、職員の

皆さんが戻るということが条件です。これは 100％とはいわないけれども。これがなくて戻すとい

うのは、我々だけ戻して職員にそのままと、そんなことは皆さん誰も思っていないと思うけど、あ

り得ないことです。ですからそこらは私は、戻すという部分についてはそういうふうに思っていま

す。ただ、多分これも、私は見落としてしまったからわからないけど、こういうのがたくさん室民、

道新に全部に出始めたら、これは５月の末の議会報告会で必ずきます。ですからそれは何にもあり

のままのことを言えばいいのだけど、これはなかなか大変だというふうには思います。ですから、

そこまできちんと議運でもやはり一定の議論はしていっているのものはきちんとしたほうがいいの

ではないかという気がしています。ただ、日数が多い、189 日だと言って納得はしてもらえません。

それは無理です。私はそう思います。 

○委員長（山本浩平君） 共産党さんは前回も同じだったのですけども、まずはとりあえず 10％自

主削減をしている部分に関して、戻そうということに関しては４つの会派は賛成ですけども、共産

党さんは職員の給与カット 20％、これを一定限度戻してからでなければそれは賛成できないという

意見でございますね。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私の会派も、その職員の部分も含んでですから。それは条件ですから。何％

かもとに戻すということを条件で議員報酬のもとに戻すのは賛成です。 

○委員長（山本浩平君） それだと若干違うところもありますね。どうですか。うちは議長の諮問

がこの答申、いわゆる審議会の答申についての諮問ですから、これをうちは真摯に受けとめるべき

だという考え方ですから、職員どうのこうのというのはこだわらない考えであります。基本的には

職員戻すべきだということは私も議会の中では申し上げているので。ただ、それを例えば本当にト

ータルで全部やることによって新財政改革プログラムがうまくいくのかいかないのかという問題が

出てくると思うのです。その辺が私はどうなのかというところもあるのです。議会のほうの、私は

20％から 16％に削減したことで大幅にこれはそういった部分で非常に私は危惧しているというふ

うに元々考えていますから、あれも非常に大激論だったと思うのです。表現するということに関し

て。これもやはり私は議会も１つの財政改革の１つにはなっているはずです。このように考えてい

るのです。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここだけは基本的な部分だけは言っておかなければだめだと思います

から私はちょっと話をするのですけども、職員の給料をカットするのと、我々の報酬をカットする、

３役の報酬をカットするということとは私はまったく違うものだと思っております。生活給です。

人事院勧告が正しいとか正しくないとかは別にしまして、全国一律の賃金形態をきちんとひくとな

っているのです。私は町民の皆さんの値上げも役場の職員のカットとはまったく違うと思っていま

す。なぜか、役場の職員は 20％カットされて下水道料金も上がっているし、固定資産税も上がって

いるのです。そういう中で、私は生活給をおびやかしているものに対してへ理屈かもしれないけど、

報酬という我々がいただいているものとはまったく性質が違うものなのです。ですから３役の分も
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我々の議員の報酬も役場の職員の皆さんの給料とはまったく違うものです。ですから本来からいえ

ば私は 20％戻して、それは役場の職員が戻してから、最後が議会だとか３役だと私は思っておりま

す。だけど、それではちょっとまた今の状況の中で議会がこれだけの活動をしているわけですから、

そこまで言ってしまったらまたちょっと問題があるから、私は最低でも 10％ぐらい戻して、職員が

10％戻した段階で、我々は今７％なのです。職員も実質は今 17％ぐらいでしょう。20％といってい

るけど現給保障をしているから下がっているはずです。ですから、私はそこははっきりお話をして

おかないとだめな部分だと、まったく違うものだと、性格が違うものだという中で私は戻すべきと

いうことを言っているということであります。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 大渕副委員長、職員、職員と言いますけど、職員の部分については、これ

は町長の考え方だと思うのです。職員の給料は。例えば議会の今の 10％カットは違いますけども、

その部分については我々は自主的に決めていますね。それとちょっと違うというのは、ここで職員

の給料を上げろとか、戻せとか、それは意見として言えますけども、それはあくまでも町長の判断

だと思うのです。我々の部分もそうなのですけど。そうなのですけど実質は町職員の給与をカット

するとか、現在のカットをもとに戻すとか、その部分は町長の判断であるわけですから、何もここ

で職員がどうのこうのとかという話は、たまたま今出てきましたけども、ここで議論するようなこ

とではないはずです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 職員の給料を戻すか戻さないかというのは当然町長の専決事項ですか

ら、当然そうだと思います。同時に我々がカットするということをやめるというふうに決めれば、

それはカットされないのです。ただそれだけのことです。だからそれは十分理解しています。ただ、

そういうことを考えないで今の状況で町民の中に出ていったときにどうなるかということを含めて

私は先ほどから言っているのですけど、上げる場合も同じなのです。だから町民との合意をどこで

勝ち取っていくかということになるわけです。結果としては。今の状況はそういう状況ですから。

ですから私はそこのところはやはり、私はここで決められる、決められないということではなくて、

そこはやはり主張していかなくてはだめな部分だと私は思っています。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは会派に持ち帰って、もう１回きちんと議論しなくてはならない問題

だと思うけども、私は報酬等審議会から出てきていることを、例えば報酬等審議会から出されてい

るものというのは改選期に今度新しくというか、そういう人選も含めて、そういった活躍の場も議

会の中でどうやって、今の報酬でいいのかというものも含めて言われているのです。今、大渕副委

員長の言われることはよくわかります。わかるけども、その前段として、まず議員報酬を１回戻そ

うと。そして、例えば財政改革プログラムの見直しの中で議員報酬、また職員の給与、そういった

ものも含めて 28 年までの計画の中にどう盛り込んでいくのかということが必要なことだと、私はそ

ういうふうに思います。だから議員の報酬と職員の給料というのを一緒に考えてしまうと、私は今

回のこの問題についてはクリアできないと思います。ですから１回どこか議会が報酬等審議会から
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上がってきた問題に対して、どこかで１回終止符を打たないと、終止符と言ったら変だけど、きち

んと答えを出さないと次に進んでいかないような気がするのです。だから先ほどから言っていると

おり、今年度は財政改革プログラムの見直しにあたるわけですから、１回議会は自主削減という部

分を見直すと。そして、次期のそういった改選期に向けては、こういった報酬のあり方がいいので

はないかとか、それから 28 年までにはこういうレベルまで持っていこうというものも示していくこ

とが私は大事なことだと思うのです。だから、町民の前にいったときも、確かに今回の８万円の旅

費の問題、それからこの報酬アップの議論はどうなっているのかということも町民の大きな話題に

はなるかもしれないけども、今議論していることをやはりきちんと私たちも１回整理して町民の前

に話をしていかないといけない部分だと私は思うし、私はそれができれば町民にもきちんと理解し

てもらえると思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私が言っているのは、今の氏家委員の議論というのは正論

です。ただ、それは同じことなのです。戻す、戻さないということは本当は関係ないのです。それ

が戻す、戻さないという議論になるからこうなるだけであって、本来からいったら戻す、戻さない

というのは関係ないのです。報酬の議論とはまったく別の次元の話なのです。だから今の言うこと

でやるのであれば、やはり報酬の議論を今までしてきた。カットされているとか、されていないと

か、それを戻したから何とかなるとか、全然関係ない話です。それと報酬を上げるということ、審

議会で言っていることとはまったく別な話ですから。今回は戻すという話が触れられていますけど。

私はまったく別の問題だと思っています。ですから報酬についていえば、財政改革プログラムに盛

り込むということを含めて中身をきちんと議論していかないとだめだし、本当にそれが町民に理解

される中身なのか。カットされる部分については、これは本当は何も関係がない話なのです。全然

関係ないことだと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 私は町民の理解、町民の理解というのは、どこまでが町民の理解なのか

というふうに率直に思うのです。幾ら町長が諮問したところだとはいいながら、これは町民の代表

です。この審議会というのは。報酬等審議会というのがあるわけですから。今まで、据え置きにす

べきだと審議会がそういう答申を出したときはずっと何も言わずに議会はそれに従ってきたと言っ

たら変な言い方ですけども、そういう方向できましたね。今回 180 日を越えるようなこういう状況

の中でやはりいろいろなところから立候補ができるような環境をつくるべきだというような主旨か

ら上げるべきだと言っているわけですから、私はこれが町民の思いだというふうに、うちの会派は

素直に受けとめたいという考えなのです。そのためにはやはり段階的にアップは難しいと、なかな

かこれは合意が得られないのであれば、新政クラブから出た 10％戻すと。まずその部分にのりまし

ょうかということなのです。堀部議長、この前休憩中のときに議員の数を、定数のことで行ったよ

うにもう１回町民の前に出て町民の意見を聞いて、それからどうだというお話をされましたけど、

それをやったら私は恐らく６対４から７対３で上げるべきではないという話のほうが出てくるのが

多いと思います。実際に今超過税率から何からそのままになっているわけですから。ですからそれ

を本当に議会の判断基準にするのかというと、これは非常に、この審議会が意図しているような内
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容にはなっていかないのではないかというふうに私は個人的に考えます。ちょっと時間が経過しま

したけど、何か最後に申し上げたいことがあるという方がいらっしゃれば。前田委員外議員、この

報酬の点について何かあれば。 

○委員外議員（前田博之君） 私は今皆さんの議論されていることが、前回３点順を追って申し上

げていると同じことが繰り返しているのかと私は思っています。意見は前回とまったく変わってお

りません。以上です。 

○委員長（山本浩平君） これはなかなか、それぞれ各会派の思いや考え方と違うところがあるも

のですから、なかなかすぐ結論は出る話ではないと思いますけれども、議運を開くたびにこのこと

については議論だけは進めていきたいというふうに思っておりますので、また各会派に戻られた場

合も十分議論をしていただければありがたいと思います。次回、５月 19 日 13 時から行いたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

                                          

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） これで本日の議会運営委員会は閉会いたします。 

                                   （午後３時１３分） 


