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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５月１９日（水曜日） 

  開 会   午後 １時００分 

  閉 会   午後 ４時１２分 

                                            

○会議に付した事件 

１．議会の実施要綱の改正について 

２．議員倫理条例の全面見直しについて（持ち帰り協議） 

３．議員報酬のあり方について 

４．議決事件の追加（地方自治法第９６条第２項）について 

５．第３次議会改革について 

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 

                                            

○欠席委員（１） 

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 

主 幹      熊 倉 博 幸 君      
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） お疲れ様です。土屋委員は少し遅れてこられるという連絡がございまし

た。また、西田委員におかれましては長期欠席を、今、されている状況でございます。また、熊谷

委員は欠席をしたいというお話がございました。 

ただいまより、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） 調査事項は、レジメのとおりでございますけれども、比較的決定しやす

いようなところから入って、全体的にかじっていければというふうに思っております。よろしくお

願いをいたします。 

１番目の議会の実施要綱の改正について、「白老町議会の議員の派遣に関する要綱」の制定につ

いてでございます。この点について、前回もかじったと思うのですが、持ち帰りということになっ

たと思います。局長から前回の流れ、説明があれば、忘れているかもしれないのでお願いしたいと

思います。はい、上坊寺議会事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 前回は、議論というより意見出しだけだったと思います。 

資料の５です。これは持ち帰りということにしていたと思ったのですが。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） この件について、会派の協議の中で検討したのですけれども、前回の議運

の中での前田委員外議員でしたか、そのあたりが不明ですけれども意見として出ていたのです。議

員の任期内に２回（改選後第１年次云々）とあるのですが、この括弧を取り除いたらどうだという

意見がありました。 

それで、私の会派では、この部分については２回として、改選云々という括弧内をとってはどう

かと意見でまとまっておるのですがいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 確認させていただきます。括弧内の改選後第１年次２泊３日以内及び第

３年次４泊５日以内という、この括弧の中身を消すということですね。それであれば、このままで

いいということですね。 

ほかの会派の方々いかがでしょうか。この点について、すべての会派で話し合いをされたところ

はいかがでしょうか。 

はい、共産党大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、大渕です。我々はこの前も言ったのですが、常任委員会で行く、

この２回というのを１回にしてはいかがかと。合議の対象にはなりますからお話は伺いますが、

我々は常任委員会でいくのを一度にしたらどうかと。４年の間。最低それくらいはすべきではない

だろいかということで意見を見ています。 

 ８万円のほうの自由に行けるというものにつきましては、これは１年おきということにはならな

いだろうから、それは難しいのではないかと思いますので、使う、使わないはそれぞれ個人の自由
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ですから、それはそれで構わないのだけれども、この常任委員会で行くというものを１回にしては

いかがという意見でございます。 

○委員長（山本浩平君） はい、それでは、新政クラブさんいかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 従来どおりでいいということ。紙面どおりです。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 公明党、氏家です。先ほどの、及川委員のほうからもお話はありましたけ

れども、この改選後第１年次と、第３年次にわけているのが、少し気になるといえば気になります

けれども、２泊３日以内及び４泊５日以内という形の中で明記されているという部分に関しては、

それは議会の委員会の考え方によって、臨機応変にできるという形になると思いますので、これが

あったからないからという問題ではないかなと思いますので、目安としてのものがここに書かれて

いるということは、私は別にこれがあったからだめだという問題ではないかと思います。このまま

でいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもの会派も、議論いたしまして、このままでいいという考え方です。

先ほど、共産党さんから常任委員会のほうは１回でいいというお話がございましたけれど、私ども

の会派は、やはり議員の資質の向上には、いろいろなところを視察して見聞を広めるということは

大切な、重要なことだと考えますので、８万円のものプラス今までどおり、減らすということに関

しては反対したいというような考えを、私どもの会派は持っております。以上です。 

 前田委員外議員、いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私は、個人で行く部分についてはいろいろ議論もしていますし、私

も意見言いましたけれども、所管の委員会が行くということについては従来どおりでいいのかと思

っています。２回ということで、今及川委員のほうからもありましたが、私も常任委員会の主体性

とか、そのときの施策課題などがあると、１泊がいいのか２泊３日が１泊になる場合も３泊になる

場合もあると思います。場所によっては。 

 ですから、あえてそれは、要綱ですからそこまで規定する必要があるのかどうか。２回なら２回

ということにしておいて、ただ、予算要求の関係がありますから、別紙ついていた部分については、

これは予算要求する場合は尊重することにしておくけれども、現実としては、町民に向かっても、

２回ということでやっていますが、中身については要綱ですから、僕はここまで具体的に入れる必

要があるのか、もっと所管の主体性に任せるべきではないのかと思います。 

○委員長（山本浩平君） それぞれの、各会派の意見を伺って、参考までに委員外議員の意見も伺

いました。共産党さんが、一度にするべきだというご意見なのですが、おおむね皆さんはこのまま

でいいということなのですけれども、どのように決定をしたらよろしいでしょうか。はい、大渕副

委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。我々は１回でなければだめだということではないのです。

ただ、できれば、この括弧書きを残すのであれば、たとえば、今前田委員が言ったように、１泊２

日だとか３泊４日だとかというのはあり得るのです。本当に４泊５日というのがいいのかどうか。

私はここら辺はかなり疑問なのです。それともう一つは、やはり議論しておく必要があるのは打ち
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切り旅費の関係です。 

 打ち切り旅費は本当にこれでいいのかどうかというあたり。打ち切り旅費も、公共交通機関を使

わなければいけないということになれば、この問題はおおむねは解決するのかと思うのですが、た

だ、飛行機が航空運賃は、例えばたくさんでいった場合安くなるでしょう。その分についてはそう

ならないですね。だから、実費弁償だとかというふうにしないと、僕はどうも今までもらっていて

言ったら怒られるけれども、戻ってくるというのはどうも、まずいような気がするのです。 

 だから、それ以上いった場合は、自分たちで出すのは構わないし、いった場合はいいのだけれど、

やはり戻ってくるというのはおかしいです。そこら辺どのような形になるのかわからないけれども、

例えば、これで言うのであれば、括弧を取らないのであれば、１泊くらいずつ減らすだとか、取っ

た場合はそのように臨機応変にできるとしたら、打ち切り旅費ではなくて、実費弁償というふうに

できないものなのですか。そこ、実務的にわからないから。 

○委員長（山本浩平君） 実務的に。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、実費弁償にしたらどういうことになるのですか。役場の職

員の皆さんもみんなこういう形になっているのか。同じなのか。 

○委員長（山本浩平君） この点を、今事務局のほうに伺ってみたいと思います。今の件はいかが

ですか。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、旅費規定で行くのです。その中で日当、宿泊、定

額で決まっているのです。あと、旅費はかかる旅費、最短経路のかかる旅費を交通費とし、多分、

うまく宿泊されると浮いてくるというのは、多分日当だとか旅費の部分だとか、安いホテルに泊ま

れば浮いてきますから。ただ、規定としては定額となっているのです。 

 ただし、一条あって、旅費の調整というところがあるのです。旅費の調整というところがいわゆ

る打ち切り旅費という、それ以上かかってもこれまでだとか、実費弁償代かかるということは、決

め方は取れると思います。 

 ただ、事前にその部分を決済を取っておかなければならないと。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ADO と JAL は違うでしょ金額が、それはどのようになって

いるのですか。職員の皆さんや議員が行く場合どうなのですか。 

○委員長（山本浩平君） はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 基本的に、ADO は東京、札幌。千歳東京区間ですよね。ここは

優先的に ADO を使いなさいということになっているのです。ただ、ほかのところには ADO 運航して

いませんから、他の航空路線を使わなければならないということです。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） では、ADO は ADO の料金ですか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長からご意見がございましたので、この点について皆さんの

率直な感想なり意見なり、休憩の中でお話しをしたいと思います 

休  憩（午後 １時１４分） 
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再  開（午後 １時３７分） 

○委員長（山本浩平君） それでは、休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 今、休憩中に事務局長のほうからお話しがございましたことお諮りしたいと思います。 

 この９条の２というところでございますけれども、第４条をただし書き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した旅費とすると。こ

の文言を省くと。自動的にこの第４条に書かれているものも省いた上で、申し合わせ事項のほうへ

緩やかに入れるとういうことのほうがよろしいのではないかと。また総務からそのような指摘もあ

ったということでございます。 

 この点について、皆さんいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） 異議がないということです。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） コピーしなくていいですか。 

○委員長（山本浩平君） コピーしてもらいますか。暫時休憩をいたします。 

休  憩（午後 １時３８分） 

                                             

再  開（午後 １時４２分） 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。確認をしたいと思います。事務局長のほうから

確認をしてください。 はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） ご提示申し上げました内容のうち、４条のただし書きき以降に

ついては要綱では定めないと。それと９条の第２項についても要綱の基準の中には入れません。そ

れで、今後もう１回提示しますが、旅費支給基準、これは内規としまして、これで回数を緩やかに

定めておくと。この中に金額も緩やかに、以内ですので。 

 この基準は、一応基準として定めますけれども、予算がこれだけない場合は案分して打ち切りす

るという規定ですので、それは上限という解釈をしてもらえばいいのではないかという気がします。

実際、４泊５日行っても、九州まで行っても、これだけかからないと思います。 

 従来ですと、旅行会社つかって、航空運賃旅費パックで行っていますから、こんなにはかからな

いのです。ただ、宿泊料、日当は定額ですから、現実にはこの航空運賃以内で移動も見なければな

らないと。ですから、割安になっても、この中からレンタカーだとかジャンボタクシーを借りれば、

こんなに大きくは違わないのです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、皆さんこの部分についてはよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、このほかについては何かございますか。先ほど、共産党さん

からご意見として上がった部分につきましては、今後の動向を見ながらみんなで話し合っていくと

いうことでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 
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○委員長（山本浩平君） それでは、このほかについては、皆さんよろしいですか。 

 前回、第３条の３を見ていただきたいのですが、委員会が行う派遣はおおむね次のとおりとする

ということで（１）から（４）まで内容が出ていたのですけれども、これについて各会派でもう一

度、いろいろと協議をしてくるということにもなっていたのです。 

 私はそのような記憶です。協議というか、この内容も含めてどうなのかということを精査してく

ださいという話をしたつもりでいたのですけれども、特に問題ありませんか。中身はこれでよろし

いですか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） ないですか。それでは、この資料５の内容については、このとおりでい

いと。先ほどの訂正をした部分は訂正をした上で、ほかはよろしいということでよろしいでしょう

か。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） １点だけ、確認させていただきたいと思います。 

 これは、議長が訓令するのですが、適用月日ですが６月１日ということでよろしいですか。それ

であれば６月１日以降は、個人が行かれる部分につては議長に申し出をして、議決を取っていくと

いうことになりますけれども、一応６月１日から施行させてもらうということで手続きを取りたい

と思います。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、２、３飛ばしまして、議決事件の追加４番目、これはちょ

っとおさらいしたいのですけれども、資料幾つのでしたか。事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 資料は、大分前です。３の１。 

○委員長（山本浩平君） これもいろいろハードルもあると思うのですが、この点についてはどう

ですか。結論の出た会派ございますか。 

 どちらの会派からでも結構ですけれども。はい、うちの会派から申し上げたいと思います。 

 うちの会派、これから行う、例えば政策研究会等々、いろいろなことをかんがみた場合、現実的

にこの資料３の１を見た状況でいうと、なかなかこれを追加をするとなったら、相当ボリュームが、

町の職員と同じようなボリュームになってきて、現実的には難しいのではないかという結論でござ

います。 

 ということで、現実を考えた場合は、議決事件の追加というのはやはり今後の、将来的には検討

すべきかもしれないけれど、今現在では、これはあきらめざるを得ないのではないかという結論で

ございます。 

 ほかのところはいかかがでしたでしょうか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 公明党の氏家です。確かに、この議決事件の追加をここで、例えば「やろ

う。」となってしまうと、本当にすごいボリュームになってしまうと思うのです。やらなければい

けなくなってくると思うのです。やらなければいけなくなるという表現は別にして、やはり、大事

なものについては踏み込んだ議論が必要になってくるだろうし、町民の意見をどこにどう反映させ
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ていくかということが一番重要なことになってくる計画も、中には出てくると思うのです。 

 ただ、先ほど言ったとおり決めてしまうと、すべてにかかわっていかなければいけないというこ

とになりますから、僕は政策研究会をどういう位置づけで動かしていくのかだとか、常任委員会、

委員会の活発化というか、そういう形の中で町との協議の場、窓口にしていくしかないような気が

するのです現状から考えても。 

 ですから、ここでもっともっといろいろな議論をしなければいけないのだけれども、その中で大

事になってくるのは政策研究会や、常任委員会の活発化がそれにかわると言ったら変だけれど、同

等の中身を持つ活動になってくるのではないかと僕はそのように考えます。 

 ですから、それ以上難しいですか。前には、たしか５年以上の計画を持つものに対して云々とい

う話が、改革事項の中であったような気がするのですが。ほとんどが５年以上の計画で、その個別

計画がまたすごい量なのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、いいですか。ほか、いかかですか。はい、日本共産党、大渕副委

員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。計画全部を議決事項にするというのはなかなか大変だと思

います。ただ、今までやっているものについてはそのままやれるということだから、まちの宣言だ

とか、姉妹都市の関係だとか、このようなものはそのままやればいいと思うのです。 

 問題は、総合計画が、今度、義務づけがわくがはずされましたので、基本計画の部分、これには

基本計画とは書いていない。総合計画、実行計画と書いているのだけれど、この間に構造以外に計

画があるはずなのだけれども、その計画の部分とういうのが果たしてどうなるのか。個々の個別の

計画ではなくて、総合計画の実行計画ではなくて、たしか、基本構想の下に基本計画というのがあ

って、実行計画があるはずなのです。 

 だから僕は、その実行計画だけはやはり議決事項にしておく必要がないのかどうかと。以前から

僕は最低そう思っていたのです。あとほかの部分について言えば、現実的にマスタープラン等々に

ついては常任委員会に、町側も諮ってきますから、そういうものは重要な計画については特に諮っ

ていただければ常任委員会の中で対応できるかなと思うのですが、基本計画だけは、議決事項に追

加するというのはいかがなものかというふうに、私はずっと思っていたのです。 

 なぜかというと、これ全体の構想を具体化する部分ですから、というふうに私たちは考えていた

のです。それ以外については常任委員会の対応にしかならないのかなと。現段階では。 

○委員長（山本浩平君） はい、それでは、清風クラブさんいかがでしょう。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） はい、清風クラブです。これも実は、会派の中で議論しているのですが、

全部を新風さん、公明党さんがおっしゃっていたように、大変なボリュームになるなということか

らして、もう少し時間をかけて、選択するということであれば、やらざるを得ないなというのが結

論でありました。 

 今、共産党さんがおっしゃったように、この部分、部分で言えば、やはりきちんと町側から議会

側に計画そのものが示されるわけですから、この部分の常任委員会では取り上げて、その都度やっ

て行けばいいのですけれども、全体をどうするかというのはもう少し時間が必要だと。検討する必
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要があるというのが会派の中での一致した意見でありました。 

○委員長（山本浩平君） はい、新政クラブ。 

○委員（近藤 守君） 私どもの会派、これ３人で検討したのですが、これをやったら皆さんおっ

しゃるように大変なボリュームで、こういった時間がかかるだろうということで、上の大きなとこ

ろ、プログラムであるとか、財政の大綱、マスタープラン、この辺の３つをやって、あとはそれぞ

れやればいいのではないかということでございます。 

 したがいまして、どちらかと言えば大渕副委員長の言っている意見に似たような意見に会派では

なっています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、それではちなみに前田委員外議員の意見も伺ってみたいと思いま

す。 

○委員外議員（前田博之君） 私も、非常に難しく考えているのです。基本的というか、仮に議決

事件に追加した場合、議会としての人格としての担保性がどうなってくるのかということ、非常に

考えているのです。ということは、今までみたいに私も含めてですが、一般質問あるいは所管事務

調査で調査したり質問していますけれども、議会答弁なども聞いていると、それだけの重みの中で

の議論とか、それに対する答弁に対する実効性だとか、では、どこまでそれを政策形成の具体化を

させるまで詰めていけるのか。そういう部分が今まで非常にはっきり見えてこないし、その前に、

失礼な話なのだけれど、議決事項に追加する事項について、議員それぞれがどこまで内容を理解し

た上でやっていけるのかという部分の、前段部分が、どうも私もどこまで理解すればいいのかと、

このように思っているのです。 

 栗山のも読んだのだけれど、基本条例の中でもうたっているのですけれども、ここでいくと代表

機関である町長の政策執行上必要性を比較考慮の上、次のとおり定めるとなっているのです。比較

考慮の上、こういう言葉、僕まだ勉強していないのですけれども、もう少し議論したほうがいいの

かと思うのです。どういう項目を上げていいのか、僕は実際にわからないのです。 

 先ほど言った、議会上の議会としての担保がどこまで生きてくるのかということもう少し、僕は

勉強してみたいと思っていますので、今は結論出せません。 

○委員長（山本浩平君） おおむね１時間になりましたので、暫時休憩を致したいと思います。 

休  憩（午後 １時５８分） 

                                             

再  開（午後 ２時１０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。 

 それでは、ほかのところの行っている議会の事例を調べてくださいというお話があったというこ

とで、事務局長のほうから調べた内容を説明いただきたいと思います。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） たくさんは調べられませんので、現実に自治基本条例で定めて

いる福島町が一番項目を多く議決事件にしているのです。 

 ですから、福島町の事務局長に電話をかけて聞いてみました。 

 実際に議決事件に追加して、日数がどう変わったかということなのですが、「基本的にはそれほ
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ど変わらない。」と。どういう手法を取って議決事件にもっていっているのですかという話を聞く

と、基本的にはうちのやり方とほぼ同じなのです。というのは、白老町議会が第一次議会改革から

取り組んできたところの政策形成過程で議会が関与していくということで、所管事務として先取り

をして、その計画案をチェックして意見を盛り込んでいくというやり方とほとんど同じ方法を取っ

ているということです。 

 うちは当然、従来からそういう形でやっていますから、それで、福島町については結果として議

決を取っているということです。うちとの大きな違いは、やり方としてはほぼ同じで、議決を取っ

ているかいないか、これだけの差だろうと思います。 

 確認したところはそういう話でした。やり方としてうちとほとんど同じではないかと。なに議決

して変わったのかなという取り方はしましたけれど、以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長何か、どうですか。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。栗山の例を読んでみると、やはり総合計画の基本構想でも、

議会自体がものすごい改正というか、修正案を出しているのです。中で議論している中身が、全然

レベル違うくらいの議論をしている。もちろん専門的知見を使ってやっていらっしゃるのだろうと

思うのだけれど、我々だけの力であそこまでできるかといったら、僕はなかなか大変だなという気

は、率直にいってしました。基本構想これからどうなるかわからないから、ただ、多分町は基本構

想的なものはつくるでしょう。まさか、議決事件でなくなったからやめたなどということには、き

っとならないのではないかと思うのです。私はです。 

 そうなると、当然基本計画もでてくると。ですから、やはり基本計画くらいは入れて、しかし、

それ以外の部分については、改革項目に載せないで、随時必要なときには議決事件で追加していく

ようなことの考え方のほうが現実的かと。今言われているのは、要するに議会が議決することによ

って、行政執行側と同等責任を負うというような言い方なのです。 

 それって、本当にそうなのかというあたりは、少し研究しなければだめだというふうに思ってい

ます。 

 栗山さんの場合は、神原さんだとか、何人かのそういう人たちがいて、サポート制みたいなもの

を取っていますね。何人かの大学教授を頼んでサポート制みたいなものを取っていますから、そう

いう部分でのサディッションで動いているのではないかという気がすごくするのです。 

 とりあえず、私たちのところは基本計画くらいにしておいて、あとは常任委員会でやって、必要

に応じて議決権の拡大をしていくというあたりかなというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長の会派と新政クラブ近藤委員の会派、大体同じような考え

方ということでございますけれども、議論したいというふうに思います。 

 いかがですか、基本計画くらいはやるべきではないかという意見でございますけれども、何か、

質問でもいいです。自由討議というか。はい、では私のほうから。この基本計画なのですが、基本

計画と言ってもたくさんございます。これを見たら、まず環境の基本計画だとかいろいろあります。

これそれぞれ全部ということになるのですか。基本計画と書かれているようなもの。 

 それとも、総合計画実行計画というところを指して言っているのですか。具体的にどのことを言
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うのですか。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。基本構想の下に基本計画というのがあるのです。きょう持

ってこなかったのですが、基本構想は本当に薄いもの。その基本構想があって実行計画があるので

すが、その基本計画の部分のことを僕は言っているのです。全体的な基本計画です。ですから、個

別にわかれていなくて全体的な基本計画のことを言っています。 

○委員長（山本浩平君） 事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 構想と計画が入っているのです。持ってきますか。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたしたいと思います。 

休  憩（午後 ２時１８分） 

                                             

再  開（午後 ２時４９分） 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。休憩中にいろいろな意見出たと思いますけれど

も、これもなかなか結論でませんね。 

 具体的に新政さんと共産党さんが、これだけは絶対やるべきだというものが、もしあれば、きょ

うは多分難しいと思うので、再度また、会派で検討していただいて、また話し合いをすると。 

 基本的にほかのところは現段階においては、ちょっと難しいのではないかという、おおむね意見

だったと思うのです。そういう方向でどうですか。大渕副委員長いかがですか。ここで今決められ

ないと思うのですが。もし意見があったら、ここで言っていただいて。 

○副委員長（大渕紀夫君） 議決事件の追加だけではないのだけれども、このことだけについて言

えば、今の状況で言えば、総合計画の中に基本計画が入っているという認識だから、そうなればそ

れはそれで構わないと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休  憩（午後 ２時５１分） 

                                             

再  開（午後 ３時０４分） 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

議決事件の追加につきましては、休憩中にいろいろと意見が出たと思いますが、現段階において

は具体的にどれを入れて、どれをどうやっていくかというところまではなかなか難しいというか、

多分議論が発展していかないというふうに思いますので、今後の課題として検討していくというこ

とで押さえておきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、公明党氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 委員会の中で話すことではないのかもしれないのだけれども、僕、大渕副

委員長の話を聞いていて、 本当に大事なことだと思うのです。そこが話ができないで、次から次

と改革事項を持ってくると、みんな中途半端に終わってしまいそうな気がするのです。 

僕も１回この場を離れてから、よく考えてみたいと思うのです。何か、根本的なところできちん

と議論されていなくて、きょうはこの辺でという形のものが、これから先もどんどんふえていくよ

うな気がしてならないというか、今、どう言えといっても、言いようがないのだけれども、もう１
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回会派の中でお互いに考えてみたいと思います。 

皆さんの気持ちをお伺いしてみたいと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 今のことについてですか。今、氏家委員がおっしゃっていることについ

て。 

○委員（氏家祐治君） これからの、例えば議員報酬のことだって、これから出てくるのです。何

か、僕、軽い議論で終わってしまいそうな気がする。日数が多いから、活動日数が大変だから、若

い人が、それはあるのだけれど、何かすっきり落ちないのです。もやもやするのです。その辺皆さ

んどうかと思いながら。 

○委員長（山本浩平君） 今、休憩閉じて会議再開しているので、マイク入れてもう一度。 

○委員（氏家祐治君） 公明党の氏家です。これからの議会改革に取り組む事項って結構あります。

今回議題に上がっている第３次議会改革についてのもの、例えば、何のために夜間議会をやるのか。

委員会の活性化だとか、会派制のあり方だとか、いろいろあるのだけれども、議員の倫理条例だっ

てまだすっきりきていない。これって何なのかと僕は思うのです。きょうもこういう議論をしなが

ら、僕、悪い議論だと思っていないのです。 

 でも、何かすっきり落ちないのです。そういうことなのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。第３次議会改革の項目、議員定数と議員報酬って、これ資

料３というのがあるのです。これの１と２を、僕は議論徹底的にすべきだと、僕は何度も言ってき

たのです。ここの議論をすべきだと私は思います。はっきり言って。 

 ３、４、５ではなくて、１と２、この部分を僕はもう１回きっちり議論しておく必要があるので

はないかと。私は常々ずっとそう思っているのです。 

 第３次白老町議会改革項目、議員定数と議員報酬というものの１と２、資料３というものです。 

○委員（山本浩平君） 僕は、正直言ってこの議会改革、第１次、第２次、第３次、白老町議会も

う 10 年前からやっていて、議会改革の関係で視察に来られるところもあって、解説で出るときも

あるのですが、僕はやっていて率直に思うのは、白老はかなりやっているわけです。進んでいるわ

けです 改革をとめないほうがいいというご意見もあるのですが、改革に追われすぎているような

ところも、僕はあるというような気がして、本来、議員の資質向上というのは、そういうことばか

りっではなくて、もっと個々がいろいろ資質向上するために見聞を広めたり、自分で磨いたり、本

を読んだり、いろいろなことがあると思うのですが、議会改革そのものに随分追いかけられすぎて

いるような気が僕はしております。率直な私が思っているのは。果たしてこれをどんどん進めて行

っても、行ってはだめだとは言わないのですが、なぜとまってしまうのかというと、それぞれ改革

についての考え方の違いも、個々の会派や個人によって違いがあるから、なかなか進まないのであ

って、何も考えていないわけでも何もないと思うのです。 

 それは、それぞれの個々の議員の考え方の違いというのはそこにあるわけですから、これが、例

えば、事務局が提案したような内容のままで全部進んでいくとしたら、これは僕は、逆に何も考え

ていないようなことにもなるのかと思うのです。 
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 これはやはり、それぞれの各議員や会派の中でいろいろと、議論をした中でそれぞれの考え方、

違うものですから、どうしてもそういったことになってしまうのかなと思います。 

 はい、どうぞ氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） はい、氏家です。余計な話を出してしまったのかもしれないけれど、委員

長言われることも、僕わかるのです。わかるのだけれども、僕たち議員なのです。何のためにって、

常に思うのです。何のためにこれをやるのか。何のために政策研究会をやるのか。何のためにって、

そこで一つ一つ落ちていかないと前に進めないのです。 

 多分、いろいろな視察など受けられて、委員長あたりは場を踏んでいるから、いろんな話も聞く

でしょうし、白老町は進んでいると。僕もそのように思います。でも白老町は進んでいる、何のた

めに今までやってきたのと考えたときに、今そういう話ではないのではないかと僕は思うのです。 

 自分で思うのですが、自分のために今までやってきたのか。議員だから、何かのパフォーマンス

で町民にアピールしなければとか、自分でそういうふうに思ってやってきたかといったら、確かに

そういうところもあったのかもしれないけれど、よくよく考えたら、そうではないのだよと思った

りするのです。格好いい言葉ではないのだけれど。 

 何のために議員としてここにいて、何をやらなければいけないのかと、そういう議論からいろい

ろな改革事項が出てきたような気がする。先ほど、僕が言ったのはウソではなくて、最初議員にな

ったころは先のことが見えなくて、これはやるべきだよと賛成してやってきたことなのです。 

 でも、今、そういったものをどんどん積み重ねてきたときに、本当にここで踏み切っていいのは

とか、そういったところまで自分では来たような気がするから、先ほどそういう話もさせてもらっ

たのだけれども、何のために議員として、何のために議会改革に取り組んでいて、それは誰のため

なのだ。何のためなのだとなったときには、今議論していることは僕の中ではすっきり落ちないも

のだから、皆さんの意見、お聞きしておいたほうがいいかなと。 

 きょう何時までやるかわからないけれど、そういったところ自分の中で、１回確かめて、そして

会派の中でも、また議会運営委員会の中でも、常任委員会の中でも、そして行政に対しても、個々

の議員活動の中でも、もう１回整理してみたいと僕はあったものだから、皆さんの意見お伺いして

おきたかったと。余談というか、本当はもっとやらなければならないことたくさんあったのかもし

れないけれど、そこがすっきりしたかったものですから。 

 委員長が言われていることも十分、僕わかっているつもりでいました。 

○委員（山本浩平君） 僕は、議員とういうのはそれぞれいろいろな立場で立候補されている方々

もいらっしゃると思うのです。党の政策を町政に実現するために出てきていらっしゃる方もいらっ

しゃると思いますし、あるいは町内会から推薦をはっきり受けて、この町内会のためにやってくれ

というような方々もいらっしゃると思いますし、最近は少なくなったと思いますが、一つの業界団

体から、今いないと思いますが、昔は農協だ、漁協だといました。そういうところからもいらっし

ゃった。あるいは労働組合の代表として出ている方もいらっしゃる。国会議員については、例えば

スポーツの普及のために出てくるようなスポーツ関係者もいる。 

 あらゆる方々の思いの中で、それぞれ出てきている方々も、僕はいらっしゃると思うので、その
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実現のために頑張っているということも否定はできないのかと思うのです。 

 一言でいえば、町民のためにと言ってしまえばそれまでかもしれませんが、選挙で選ばれるわけ

ですから、いろいろな立場や考え方の違いというのはあると思うのです。 

 なかなか議論が進まないということで、非常に歯がゆく思っている方々もいらっしゃると思うの

ですけれども、それはやはり、そこには考え方がいろいろと違ったりもするから、なかなか一つに

まとまらない部分も出てきて当然だと思うのです。 

はい、氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 僕、思うのです。よく議会は合議の場だと、議会として行政に意見でも、

いろいろなことをやっていきます。委員長が言われたとおり、確かにいろいろな団体だとか、いろ

いろな場面から、個々の議員は出てくるのだけれども、でも、何のために出てくるかと言ったら、

それは町内会のためだったり、各団体のためだったりあるのかもしれない。でも議員として出てき

た以上は、やはりまちのことを考えなければだめだというのがあります。 

 そうしたら、合議の場で、いろいろな主義主張があるかもしれないけれど、どこかで合議という

ものに対し方向性というのを、各議員は持たなければいけない部分というのは絶対ある。そうなっ

たときに、そういった議論の場をどこできちんと持てるのかというのが大事なことであり、個々の、

一人一人の議員の議員活動の中で、すべてが解決できることって、僕は本当に限られていると思い

ます。 

 例えば、党から出てきている人たちは予算要望だとか意見書だとか、そういった形の中で役割果

たすのかもしれないけれど、まちづくりという観点から考えたらそうではないと思うのです。合議

体で、議会として一丸となって、これはやらなければいけないなというものに対しては、議会一丸

となってやっていく姿勢は、僕はどこかでそういう場所はつくらなければいけないと思うし、だか

ら、その辺の考え方が、なんとなくすっきりしないというか。ということなのです。 

 だから、出てくる形というのはさまざま、皆さんいろいろな形の中で議会に出てこられるわけだ

から、そのことを云々言っているわけではなくて・・・・。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。氏家委員の今の疑問というか、現在の気持ちをお話しさ

れたと思うのですが、改選後の議会運営委員会、この改革含めていろいろ議論してきたわけですが、

今のお話をお聞きすると、やはりこの中にいる清風クラブがいろいろと障害になっているのだろう

なという感覚でとらえていたのです。 

 というのは、それは言っていませんけれども、多分清風クラブがここでおらなければ、皆さんの

合議体の中で妥協点を見つけ出して、多分かなりの部分は進んでいるのだろうと、こういう考えで、

今聞いておりました。 

 ただ、そうであるなら、ちょっと違うのではないか。当然多数決もあるわけですから、委員長判

断で多数決で進めるとか、そういう部分も当然なされなければならない場面も出てくるでしょう。

そういうことからすると、合議制ということですから、これは決まったことについては私たちは何

も、不平不満を言うこともありませんし、当然決まったことについては、きちんと一緒にやってい
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くという考えでおりますので、あまりそこに、委員長がこれまで進めてこられた、私は非常に敬意

を持って進めさせてもらっておりました。 

 それぞれの委員の皆さん、まどろっこしいというか、いつまで同じ議論をするのだろうなという

部分があるのだろうと思いますが、私はそこではきちんと議論を出つくして、出つくした中で決め

ていくのが筋だろうと思っていますので、今後もいろいろと場面が出てくるかもしれませんが、委

員長判断で進めて行っていただきたいと考えております。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家祐治君） そういうふうに言われるとどう言ったらいいのか、そうではないのです。

ただ、言葉でうまく言えないのですがそうではないのです。今、及川委員が言われたように多数決

で決めれば決まる話なのかもしれないのです。 

 でも、そうではないのです。言葉でうまく言えないけれど、言葉で言ったら、何か変な話になっ

てしまうのか。皆さんで共通した認識、例えば個々の資質を上げていこうだとか、いろいろな議論

をするではないですか。形に見えるものではないし、どうなるものでもないけれど、それって何な

のという話にもなるけれど、先ほど言ったのだけれど、何のためにという、何か１つ共通した認識

の上に議論ができているのかな。その辺ではないかと思うのです。言葉ではうまく言えないから、

これ以上、ここで議論してもどうしようもないのかもしれないけれど。 

 何かすっきりしなかったものだから、よけいな時間を割いてしまったのかもしれないけれど、た

だ、皆さんにいろいろな意見だけ聞いておきたかったと思ったものですから・・・。 

 ただ、今及川委員がそう取られたのだとすれば、僕はそうではないです。そうであれば、及川委

員が言ったとおり、今多数決で決めれば話は進む話ですから、そうではないです。 

○委員長（山本浩平君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私、逆に、氏家委員が言ったのは私に対して言ったのかと。そ

ういうふうに。決して何とも思わないのですけれども、これが及川委員が言ったように清風に対し

てのことだと全然思っていません。全然それはないと思います。そういうことでみんなやることは

賛成して、反対しながらも、最終的にはみんな合意を持って今までも進んできていますから、ただ、

若干、いろいろな意見があるもので進まないということは、確かに私も思っています。 

倫理の関係にしても、例えば意見書の中で、全員が今の政治資金規正法に対して意見書を出して、

うまくないのではないかと言ったときに、うちの会派の人が俺だけはこれは反対だというような人

もいるわけですから、どう考えてもこれはおかしいと。誰に聞いてもおかしいわけですよ。そうい

う方もいるしさまざまですけれども、やはりいいものをやり方で悪いということはないと。若干き

ついなという部分は私もありますけど、特に問題はないのかと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 私も進め方、いろいろ皆さん異論とかご不満もあると思うのですが、例

えば、先ほど大渕副委員長がおっしゃった議員報酬のこのテーマです。これはたまたま局長のほう

で検討材料で、こういったものを検討しなければなかなか町民に理解されないだろうし、一言で議

員報酬を上げるといっても難しいのではないかということで、検討材料、このように丁寧に出して

いただいたわけなのですが、根本的な考え方が、私の会派と大渕副委員長の会派では違いがあるも



 15

のですから、私は単純に何度もこの場でお話しをしていますが、議員報酬というのは町民が選ばれ

た審議会の出している内容そのものを踏襲して、やはり上げるべきだという考え方っであって、こ

ういったことを検討しないと上げられないのだというふうには、うちの会派は何も思っていないも

のですから、そこでずれがあります。ですからこれを検討しましょうと言っても、うちはそういう

検討をしなければ上げられないというふうには思っていないわけです。 

と申しますのは、20 名から 16 名に４名も削減したということは、それで議会費そのものも４名

分も大きく削られているわけです。財政的には、私は４名削減した部分も貢献していないわけでは

ないと思う。そして自主削減 10％もしているわけですから、さらにこれだけ会議日数がどんどんど

んどんふえて、さらに政策研究会、そして今議決事件の追加、これもこれから再度、将来的には検

討していきましょうという話にもなりました。 

そういった中で間違いなく、会議の数もどんどんどんどんふえていくわけですから、必然的に白

老町議会は議員の専業かみたいな形にはならざるを得ないのかと思うのです。 

しかし、今の報酬のままでは、本当に若い人たちが出てこれるような環境では、なかなかないわ

けですから、議会全体としてどうやって若い世代の人たちに議会そのものも引き継いでいくのかと

いうことも、真剣に考えなければだめだというふうに、常日頃思っているものですから、この議員

報酬に、１つ例に上げますけれども、こういったような検討をしなければ上がらないのだといった

ら、僕はいつまでたってもなかなか上がらないのかと思っておりまして、根本的にその辺で意見が

違うところもあるのです。 

進まない一端は、私どもの会派にもあるのかなと思っています。正直なところ。 

倫理条例に関してもそうです。ルールを厳しくしたからといって、世間一般でいうイレギュラー

な人たちが、議会の中で絶対出てこないかといったら、それはそのようなことではないわけです。

厳しい決まりがあったとしても、犯罪を犯すような本来犯すことは考えられないような職業の方々

も、犯罪に手を染めたりすることは、世の中たくさんあるわけですから、決して私は、その倫理条

例も先進地と同様に、厳しくすることはいかがなものかという意見を、うちの会派は持っているの

です。 

ですから、そういったところも、根本的にどうしてもずれがありますし、議員一人一人の身分に

かかわっていることですから、これやはり全会一致の中でないと結論は、私は出すべきではないと

思っているものですから、そういった意味でなかなか進まないというところはどうしても出てくる

のかと思っています。 

はい、どうぞ氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 多分、僕がすっきりしないというのは、今委員長は議員報酬と定数につい

て大渕委員が、これをもっと議論したほうがいいと言ったことを、定数と議員報酬について話をさ

れたけれど、僕はこの議論をすることによって、いろんなものが進んでいくのではないかと思って

聞いていたのです。多分そうだと思うのです。そこが自分の気持ちの中ですっきりしない部分なの

かと。ここを議論しないで定数と議員報酬だけではなくて、いろいろな改革項目に対して、ここの

考え方というのが、議員と議会というものに対してどうあるべきかという考え方だから、氏家がど
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うだとか、誰がどうだとかという問題ではなくて、議員とは何なのか、議会は何なのかということ

を１回ここで議論しないと、改革項目一つ一つに定数と議員報酬を議論するのにこの議論いらない

ではなくて、これを議論することで議員報酬とか定数のことも考えられるようになるかもしれない

し、逆に、今回議論した議決事項、こういったものの改革すべて、例えば政策研究会、いろいろな

改革がそこからスタートするような気がしてならない。 

 多分、それが自分のすっきりしないというか。そこではないのかなと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 結論はそこ。僕が言ったのはそのことを言っている。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 僕、怖いのです。ずっと議論していって、ずっとこのままなのです。持ち

帰りましょう。持ち帰りましょう、最終的に多数決で決める話ではないですよね。でなければ、個々

ではなくていい、議員って何なの、議会って何なの、そこの議論が共通認識、共通認識ってそこし

かないですね。みんな政党も違えば支持団も違うと先ほど委員長が言ったとおりなのだから、みん

なの共通認識で押さえなければいけないところというのは、「議員って何なの、議会って何なの。」

というところしかないですね。今話を聞いていて、そこが自分ですっきりしないところなのだと。

個々のいろいろな意見はある。それはあって当たり前の話だから、誰も否定しないし。 

 でも、議員と議会というのは、選ばれてきて、その役割というのもあるはずなのだと。それを前

提としたときに、いろいろな改革個々の部分について、ちょっと違う方向が出てくるのかと。多分

それが自分の中で落ちないのだろうと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） その内容のことについて、議論することは私は決してやぶさかではない

し、氏家委員がおっしゃるとおり議論はすべきだと思うのですが、この議員報酬というテーマの中

にこれが出てきているものですから、僕は、これとリンクするのは違うと思うのです。 

 白老の議会はほかの議会と比べたら、随分やっているのです。まして本州と比べたら、北海道の

報酬は低いじゃないですか。これだけやっているのに、なおさらこういったことが町民から理解さ

れないと上げられませんよというふうに、皆さんが思ってしまったら、いつまでたっても上げられ

ませんよということ。極端なことを言うと、町の職員の給与だって、上げられないわけですよ。ど

ちらが先かといったら、やはり財政改革プログラムのある程度のめどがたったときには、議員も上

げるべきだと思いますし、これは並行してやるならやるというようなこと。必要ではないのかなと。 

 こういったことにだけ、特化してやってしまうと、この部分が欠けているからまだまだ白老の議

会は議員報酬を上げられませんとなったら、全国から比べたら、全道のほかの地方議会から比べた

だどうなのかといったら、はっきり言ってやっていますよ。私はそのように思うのです。 

 はい、氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 氏家です。そのことについては、僕全然否定しないですよ。だから議会の

流れの中で大渕副委員長あたりも、今の議員報酬ではだめだよと。今のままではだめだよという意

見にもなっているはずなのです。 

 ただ、なってはいるけれども、何のために議決事項をふやすのとか、何のために政策研究会など
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をつくって、わざわざ日にちをふやして、僕たち何の理論武装もできない中で、ただ、「こうなの

だ。こうなのだ。」と言っても理解されない。特にお年寄りが多いまちで若い人たちに本当に伝え

ていくためにも、山本委員長がよく言うけれども、若い人たちが議会に興味を持ってもらうために、

僕たちは今の議会をどうやって説明していいか、そこをきちんと認識しないと僕はわからないと思

うのです。 

 本当に若い人たちに出てきてもらいたいと思うと、議会というものをきちんと教えてあげなけれ

ばいけないし、そのために僕たちは何をしなければいけないのかといったら、たまたまテーマは議

員定数と報酬という形になっているかもしれないけれど、ここのところをきちんと踏まえないと、

何の説明もできないような気がするのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これが議会活動の根本だと僕は思っています。報酬だとか

定数関係ないです。全然。僕は関係ないと思っています。 

 ここの、この１と２の部分といのは、これは皆さんが５項目にわたって意見を書いてもらったも

のを議会事務局がまとめたものです。別に議会事務局がつくったものではなくて、皆さんの意見な

のです。見てくださいそのようになっていますから。 

 皆さんが意見書いたその中身です。だから、そういうことでいえば、これはみんながこれは必要

だと思ったのです。議員定数と報酬含めて、僕はそれほど差が、極端にあるとは思っていません。

ここで議論している中身というのは、違う意見たくさんありますけれども、差がものすごくあって、

全然合議が成り立たないというような議論の範疇ではないような気がしているのです。僕は。 

 私なども、これだけ出ていて、今の 20 万 3,000 円が適正だなんてまったく思っていませんから。

条件がいろいろあるから、今のようなことを言っているだけです。誰かこんなに仕事のできる人が

いる。誰もいない。そういうことだから、ここのところはきっちり押えた上でいろいろな議論をし

ていかなければだめではないかということが一つ。 

もう一つは、僕、前田委員外議員といつもぶつかる。ぶつかっているのは何かというと具体的に

どうするかという部分だけなのです。議論しているのは具体的にどうするのか。だから、及川委員

が言ったとおりなのです。決めようと思ったら多数決で決めればいいのです。簡単なのです。 

だけど、我々はそういう立場、みんな取っていないのです。何とか合議形成しよう。ここに書い

ている合議制を発揮する。この合議をどうやって発揮するかということです。あとは議会が具体的

にどうするかと。具体的にどうやったらよくなるのかということを議論しなければだめなのです。 

 こうあるべきだという議論はこれですが、改革するときは具体的でなければだめなのです。議員

はこうあるべきだとわかったからといっても改革などは絶対できないです。 

だから、具体的な部分と基本的な部分とは、僕は別だと思っているのです。ここのところの討議

が、僕は若干不足しているのではないかという気はしているのです。言っている議論はそれほど差

はない。 

先ほど、及川委員が自分のところはとか言ったけれど、僕はそれほど大差はないと思います。言

っている中身に、だめだとかと言っているわけではないし。いかに合議を勝ち取るかという議論を
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すればいいわけだから。納得しないのに納得させるという意味ではないです。少しは妥協もしなけ

ればだめだし、我々だって同じです。 

だから、政党を名乗っているものでも、白老の議会では議論できるのです。そうでなければ、だ

めだ、初めからというところだって、調べてみたら実際にあります。こういう政党が出したら、こ

の意見書は通らないというところはたくさんあるのだから、ここは違います。いろいろ文書を変え

てどうだとかこうだとかとあるけれども、こういう議論をしている議会って、僕はそれほどないと

思います。皆さんは普通だと思っているかもしれませんが。 

そういうことでいえば、この合議を発揮するというのは、すごく発揮されていると思います。そ

ういう一つの部分と、具体的にどうやって変えるかという部分が、もう少し突っ込んで議論された

ら、僕は、もっと合理的に議会がやれるとかということが出てくるのではないかと。だから、夜間

議会だってやる意味が本当にあるかといったら、きちんと議論をすればいいのではないかと思いま

す。今までやっていたからやめるのは調子が悪いからやめないとか、そのような議論ではなくて、

したほうがいいのではないかと僕は思います。 

ただ、そういう議論をするときは、だめだからというのではなくて、みんなで合議を勝ち取れる

ようなものでなくてはだめだと。そこのところだと思います。本当にそう思うのです。 

はじめ、山本委員長間違って取ったけれど、議員定数と議員報酬は全然関係なく。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 皆さんいろいろ議論されて、私も先ほど意見を申し上げさせていただいた

のですが、今までやってきた議会運営委員会の進め方というのは、非常に十分議論出つくしてやっ

ているなという思いで、先ほど意見述べさせていただいたのですが、大渕副委員長のほうから資料

３の、せっかく皆さんそれぞれの会派でもんで、提出しているわけです。この部分というのは今ま

でほとんど議論されていないのです。出しっぱなしなのです。資料としてはまとめて示されてはい

るのですが、この部分、１つの会派では十分議論しているのですけれども、全体の中身の議論とい

うのは、確かにしていなかったという思いはしています。 

 もう一つ、先ほど議論が進まないという意見があった中で、私の意見を述べたのですが、定数と

議員報酬、議員報酬といえば、過去の議会の中で、議会自ら報酬に関して議論するとかということ

はかつてなかったはずなのです。 

 これ私どもが会派の中で議論した中で、これはやはり議員というのは町民の付託に応える使命を

持って４年間頑張るわけです。この部分からすると、議員報酬をきちんと整理しておかないと、今

後の、以前に副議長のほうから注文を受けたのですが、限られた人しか出られないというふうにお

っしゃっていますけれども、私は当時専業主婦か年金受給者しか出られなくなるだろうと。これは

はっきりするだろうと私たちは考えていたのです。 

 そういう危惧から、こういう提案をさせていただいて、皆さんの合意を得まして、この改革の中

に入れさせていただいたという経過があるものですから、ただ、議員報酬１本だけでというのはい

かがなものかと。町民の目も考えなければいけないということで、定数も一緒にした中で提案させ

てもらったという経過があったのですけれども、こういう点からすると資料３の議論というのは、
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やはりやりつくさない限り、先ほど氏家委員がおっしゃったように、なかなか進まないと。改革そ

のものが、きちんと統一しておかないと進んでいかないなというのが、確かにそのとおりかなと感

じていました。 

 ですから、このあたりを徹底した議論をやっておいたほうが、後々のいろいろ出てくる改革の項

目については、スムーズに進めていけるのかと、先ほど感じたことなのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩を致したいと思います。 

休  憩（午後 ３時４５分） 

                                             

再  開（午後 ３時５２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。はい、氏家委員。 

○委員（氏家祐治君） 自分の悩みを皆さんに考えていただいて、いろいろな意見、自分も聞かせ

ていただきましたので、これからもう一度、今回資料３に出ている論点、検討課題、そういったも

のについてもう一度考えて、しっかりやってみるべきだと思いました。 

その中で、例えば検討課題の中の各項目を、かみ砕きながら検討することによって、政策研究会

というものが本当に必要なのかどうか、またあるべきなのか。そういったものまで踏み込んで、多

分理解できてくるのではないかなと。何となくですが、頭の中で感じますので、この場でこの検討

課題を、今皆さんと議論しても、多分抽象的な議論で終わってしまうような気がします。ですから、

これはもう１回持ち帰って、自分の頭を整理して、そして別な日に皆さんと議論できればと思いま

す。私はそのように思います。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんいかがですか。この論点１の１と、論点１の２、論点２、論点３、

論点４、論点５とございます。これらを会派の意見としてまとめていただいて、そして議論すると

いうことでいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） いいですか。この論点のものについて、事務局のほうで、また各会派は

どういう意見かということをまとめたものをつくってもらうようにしないと、なかなか進みません

ので、その表をファックスか何かで送っていただくか、持ち帰っていただくかして、各会派で集約

した意見を文章にしていただきたいのです。 

 そうしないと、なかなか進まないのかと思いますので、答えも出づらい部分もあるかと思います

が、一応、検討した内容を表にしてやっていきたいというふうに考えますけれども、事務局長いい

ですね。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） いいですよ。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） 次回の日程に関しましては、はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 工程をつくっていただきたいというのは、論点１の１ばかりで

はなくて、検討したほうがいいというのは、皆さんの前の集約に書かれていることなのです。これ
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を回答するのがいつまでで、整理する時間も当然いりますし、整理してからでないと。それをやる

とすればできないのだと。 

 今週中に表を皆さんのほうへ送付させてもらうと。建設厚生常任委員会に入っている人が多いの

で、それまでに配って。それがいつまでに集約できるのか、そうするとおのずと開く日が決まって

くるのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） ６月の定例会はいつでしたか。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 今、予定されているのは、11 日までに一般質問の通告が締め切

りですから、それ以降は動けないと思いますので、25 日まで予定が入っていますから、その前にや

れるか、そのあとにやれるか。 

○委員長（山本浩平君） いつからいつまでが定例会なのですか。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 22 日から 25 日です。 

○委員長（山本浩平君） 22 日から 25 日までが６月会議。 

暫時休憩いたします。 

休  憩（午後 ３時５８分） 

                                             

再  開（午後 ４時１２分） 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

                                             

◎閉会の宣言 
○委員長（山本浩平君） 以上を持ちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさ

までございました。 

閉 会（午後 ４時１２分） 


