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

（午後 １時 ００分） 

                                          

○委員長（山本浩平君） 調査事項いっぱいありますけれども、論点に対する各会派の考え方をそ

れぞれ発表していただく前に、時間が相当かかると思いますので、その他のほうから入ってみたい

と思います。  

 ６、その他について（１）全員協議会の開催要請について。（２）発言の取消しについてでござい

ます。局長、説明お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全員協議会の開催要請が来てございます。１点は、愛泉園の改築計

画についてでございます。これにつきましては、さきの建設厚生常任委員会で陳情を採択して、採

択ということで報告をしてございますが、その経過を町側のほうから説明をしたいということです。

ちなみに 18 日議案説明会の終わった後に予定したいなということで、事務局では考えております。

これについては、運営基準の 47 ページですが、全員協議会の取り扱いについては議長にまず提出さ

れますが、議会運営委員会に諮って決めるということになっておりますので、よろしくお願いしま

す。それともう１点ですが、文書要請書は提出されてございませんけど、もう１件予定されていま

して、文書なしですけどここで確認をお願いしたいなと思っています。生活環境課のほうから、地

球温暖化防止の関係で、今条例を制定していくという考え方があって、今回の補正予算に一部予算

が計上されているのだそうです。ですから議案説明は当然するのですけど、その終わった後に内容

説明をしたいということで、要請書は出てきていませんので、２件あるということで確認を取らせ

てもらいまして、決定をお願いしたいということです。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの件に関しまして質問等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） よろしいですね。それでは（２）でございます。発言の取消しについて

でございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応確認ですけど、18 日開催ということでよろしゅうございますか。

諮っていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 18 日開催ということですけど、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは次、（２）発言の取消しについてでございます。局長お願いし

ます。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２月３日の議会運営委員会で、及川委員の発言に対してご本人から

発言を取り消すという話がありまして、委員長が後日会議録を精査した上で削除したいということ

も述べていますので、全体の流れがわかるように整理しております。それで確認をお願いしたいと

思います。資料２です。 
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○委員長（山本浩平君） この線を引っ張っているところを削除するということですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 下から２段目の及川委員の発言のところを見ていただきたいと思い

ますが、氏家委員の指摘された、私的な考え方ございましたので、後段の部分については削除して

いただきたいと、こういう話をされていまして、その後に委員長が会議録を後日精査してと、でき

上がりましたので確認をお願いしたいということでございます。 

○委員長（山本浩平君） この内容について。これは及川委員から申し出があったのでしたか。 

及川委員、何か説明ありますか。及川委員。 

○委員（及川 保君） ちょっと個人的な部分が入っておりまして、この部分については削除お願

いしたいなということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 特によろしいですね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 取り扱いですけど、原本にはこのまま残ります。ただ閲覧配布公表

する文書については、ここの車線の部分は削除して公表するということになります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね、皆さん。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、その他のその他ですけど。皆さんのほうからありますか。な

いですね。 

 それでは、各会派の皆さま方に白老町議会の目指すべき姿ということで、論点整理をやはりきち

んと行なった上で今後の議会改革、あるいは報酬等の問題等々につなげていくということで、きち

んと整理すべきだというご意見が前回ございまして、各それぞれの会派にいろいろと要点をまとめ

てきていただいてございます。一定の方向性示しているところもありますけれども、中には考え方

が全然違うなというところも多々あると思いますので、まずそれでは１の１（１）、二元代表制とは

というところから、ここには書いておりますけれども、会派の考え方も含めてまずお尋ねをしてま

いりたいなというふうに思っておりますけども、そういう進め方でよろしいですか。それしかない

ですよね。それではこの順番どおり伺ってまいりたいというふうに思っております。それでは論点

１の１の（１）二元代表制について会派としてどのようにとらえているかということでございます。

日本共産党さんのほうからお願いします。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。会派の会議の中で、かなり議論をいたしました。全体的に議論

をするというふうなことをやりまして、根本的な地方自治体における議員活動の中身についてどう

あるべきか、というような視点で我々は議論をしたつもりでございます。そういう中で二元代表制

ということで、ここに書いているとおりですけども、本当に２つの機関がきちんと機能をするよう

な形。これがどちらかが強くなるとかではなくて、きちんと機能するような形。なぜ地方議会は二

元代表制なのかというあたりの議論大分やりまして、それぞれ執行側と議会側のきちんとした形で

機能が発揮できるというようなことが最も大切だろうということでの話になりました。以上です。

以上です。 
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○委員長（山本浩平君） 続きまして、新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。私たちはこの件について、２回ほど会は会派会議を開き

ました。ここに書いてあるとおりなのですけども、余り特別なことは書いておりません。執行側と

議論を交わして、議決事項については責任を負うというようなことでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。ここに書いてあるとおりなのですが、町長も我々議員も直接選

挙によって選ばれると。共に住民を代表する独任制という形態から考えますと、市町と町長とまた

合議制の議会が相互の抑制と均衡によって、与党とか野党という言い方が町民の方々される場合が

ありますけども、そういった形ではなくて、しっかりとした議論の中で緊張感を保ちながら町政を

進めていくということが、この二元代表制の考え方でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。それでは清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。皆さんおっしゃられているとおりでありまして、ここにも書い

てあるとおり首長、議会というのは住民から選挙によって選ばれてまちづくりを行なうわけですけ

れども、首長は予算権を含めて全般にわたっての執行権者ですから、議会はそれに対しての議決権

と監視機能をきちんとやはり担っているということでは、これは皆さん同じ意見かなというように

思います。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風なのですけども、二元代表制はどういうものかというと、こ

れは今各会派の皆さま方がおっしゃった内容そのものは私どもも理解はしているつもりでおります。

その中で二元代表制を実際どのように二元代表制らしさを議会としてやっていくかということにな

ると、積極的な政策提案を通して、政策形成の舞台となるのが二元代表制の理想的なあり方という

ことは、私どもは認識しておりますけれども、私どもは町民からの答申である適正報酬の議論が進

まない状況の中で、この政策提案というのを実際にやることによって、当然時間も相当必要になっ

てくる。その状況の中で適正報酬の議論がなかなか進まない。こういう状況の中では、会派として

は政策提案を通して政策形成の舞台となるということに関しては積極的にはなれないというような

意見で一致をいたしました。無会派の方々のものに関しましては、ここに出ているとおりでござい

ます。 

どうですか、自由討議しますか。あるいはそれぞれの各会派の出てきているものについて何か理

解できない部分があれば質問をしていただく。相当数ありますので、一通り発表していただきます

か。そのほうがよろしいですか。どういう進め方をしたらよろしいでしょうか。この原則的な考え

方は、それぞれ皆さん理解はしているのだなというふうに思いますけれども。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。この二元代表制とは何かということを解釈するためのもの

ではないのです。討議議論をしないとなぜ二元代表制が必要なのか、議会と執行側との立場の違い

は何なのか。二元代表制を体現していくためには、どういう議会運営が望ましいのかというふうに

なっていかないと、解釈して二元代表制とはこういうことですという、ああそうかいと。それでは

全然何も意味ないことなのです。だから、そこら辺が本当に二元代表制というのは、日本の地方自

治体で取られているのはどうしてなのかとか。それから、本当に執行側と議会側の違いがどこにあ
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って、例えば議会が議決権と監視機能だというのだけど、議決権を本当に発揮するためにはどうあ

るべきなのかという。例えばの話ですけど、いい悪いではなくて、矢祭町が日当制にしたことによ

って、私はある意味あそこは追認機関になっている。要するに議決機関、議会が議決をするという

のは形式論。あれくらいの日数しか出ないで、実際に本当に議会の機能が二元代表制としての機能

が矢祭町は果たされているのかどうか。もちろん果たされていると思っている方もいるかもしれな

いけど、私はそうではないと思っているのです。そういう議論がここで本当はされないとだめなの

かとか思ってはいましたけど。 

○委員長（山本浩平君） ぜひ自由討議的な形で何か意見を述べていただければありがたいと思う

のですけれども。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今大渕委員の言われることは、そういった論点の中で話を進め

ながら。二元代表制または合議制、機関競争主義というものをみんなが理解をしていく中で議会と

はどうあるべきなのかとか、議員とはどうあるべきなのかというもとを絞っていくことが大事なの

かなと。ですから二元代表制については各会派さんから大体の基本的な意見は合致を見ていますけ

ども、では二元代表制を発揮していくためにだとか、この中での機関競争主義というものをどう発

揮していくのかというのは次の論点になりますよね。ですからその辺の確認をしていくことが僕は

大事なことなのかなと思うし、会派の中でいろいろな話をしていましたけども出るわけですよね。

なぜこういうことをやらなければいけないのだろうねとか。どうしてこういったことを今議論しな

ければいけないのだろうねとか。でもそれは今基本的な部分をしっかり押さえていかないと、僕は

やはり先へ進まないような気がするのです。ですから自由討議の中で、例えば新風の山本委員長の

ところも、こういった文面を見て話をさせてもらうと、今の状態を押さえている。確かに今山本委

員長言われるとおりだと、現状は今そうです。ただここで今議論をしようとすることは、二元代表

制とはどういうことなのだと。なぜそれができていないのかということは順次先に進んでいく過程

の中で、今言われたことははっきりしていくのではないかなと思うのです。ですから、ここで大事

なことはやはり二元代表制についての認識をしっかり自分たち共通認識の中で持つということと、

それから次に出てくる機関競争主義だとか合議制というものを、議会としてどうすればいいのかと

か、どうしなければならないのかとか、これができないからこうなるのではないかとかいう議論に

なっていくのではないのかと僕は思う。ですから、まずこの二元代表制について基本的な認識をま

ず皆さんで持つということが大事なことなのかなと、単純に思ったりするものですから。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。要するに具体的な議論にならないと多分議論にならないと

思うのです。それでちょっと１つ言えば、例えば議決権とあるでしょう。前田委員いないのが残念

なのですけど、前田委員と直接話をしたのです。今回の、議会報告会の中で、予算委員会の結果を

報告したのです、我々の班は。ここでいう議決権と予算委員会で議決している中身とは違うのです。

議決権というのは本会議の議決なのです。予算委員会はうんといえば、常任委員会や特別委員会と

いうのは予備審査なのです。だから、予算委員会で反対して、本会議で賛成したら、議決権の行使

ということでいえば賛成なのです。反対ではないのです。議決権というのは、単純に手を挙げてい
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ますけど、極めて大切なことでしょう。予算委員会で幾ら反対をしても本会議で賛成したら賛成で

すから。予算委員会の反対は反対ではないですから。議決権というのはそういうことなのです。予

算委員会は予備審査ですから。だから、そういう具体的なことで議論をしていかないと議会が変わ

っていかないのです。本来からいったら予算委員会で反対して本会議で賛成するというのは、それ

はそれぞれの考え方で変わる場合ありますよね、合議で変わる場合ありますよね。議論を聞いてい

て変わる場合あるのだから。だけど、原則論で言えば変な話なのです。そのことを前田委員と直接

話をして、最後の報告会のときは違った報告になったでしょう。それは我々の班の人はよくわかっ

ていると思うのだけど。僕はそういう議決権の議論というのはそういう議論なのです。だから、監

視機能。では我々が一番まずかったのは監視機能で、財政がこういう状況になった。ではなぜ監視

機能が発揮されなかったのだと。実際に議決しているわけだから共同責任でしょう。だけど、監視

機能が若干うまく機能していなかったから実際に議会が、夕張もそうだし白老もああいう状況にな

ったのだと思うのです。そういう議論をきちんとしないと、議会がではここでいう二元代表制の議

会が果たす役割は、それは議決権と監視機能だよというのだけど、そういうことが深められないと、

やはりこのことをやった意味がないだろうと。そうやって責任を負うことによってではそういうふ

うに議会が本当に責任を負ったときに報酬との兼ね合いからいえば一体どうなのだろうというふう

に、そういう議論ではないのかなと、私は思っているのだけども、違ったらちょっと言ってほしい

のだけど、僕はそういうことで深めるために、こういうことをやったらいいのではないかといった

のはそういう意味なのです。合議なんかも氏家委員言ったように、機関競争主義も同じだと思うの

だけども、書いていてわかった、わかったと思うけども、実際はそういうことも議論をしないと、

白老の議会で起こっていることで改善されていかないのです。そこが大切かなと。そうやってやる

ことによって、町民の皆さんはすごく理解をするだろうし、なるほどそうであれば、本当に議会が

責任を負うということは、議員が責任を負うとなったら、報酬は今のままでは安いとか高いとかと

いうふうになるのではないかなと、私はそう思っているのです。特に監視機能の部分、議決権の部

分何かは、今言ったとおりだと思うのだけど。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。皆さんのいろんな意見もお伺いしておきたいなと思うのですけ

ども、僕は今回の議会報告会を通しながら感じたことが皆さんいくつかあると思うのです。議会と

しての報告会、議員個々の報告会、そこの境目みたいなものが、今大渕委員が言ったとおりだと思

うのだけど、こういったことをちゃんと理解をしていないと、町民の方々から受けた質問に対して、

議会報告会でありながら僕たちもそういうことがあるのだけども、議会報告会でありながら議員

個々の考え方の中での答弁をしてしまう、答えてしまうという。これはやはり議会報告会としてや

っている意味がないと僕は思うのです。ですから、そういったことも議員個々がこういったことを

理解すると言ったら変ですけども、共通認識に立ったときには、やはり一丸となって町民の中にも

向き合っていけるし、逆に町民は議会というのはそういうものなのだなという認識もそこに出てこ

ないと、これから先、やはりみんなこんなものなのだなという、これでいいのだなという考え方の

中で議会報告会だとか、懇談会何かが進んでいくとすれば、僕は筋がずれてくるような気がするの
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です。これでいいのではないかという感覚の中で何か終わってしまうと困るような気がします。で

すから二元代表制から始まって、各項目については基本的な観点は皆さん大体合致しているところ

ありますから、もう一歩踏み込んだ形の中で認識をしておくということが大事なことなのだろうか

と思います。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、いかがですか。何か自由な意見があれば。及川委員。 

○委員（及川 保君） 例えということで今回の報告会を含めて今皆さんのほうから意見あるので

すけども、私は考え方としてはちょっと違うなという部分が、私自身が感じる部分があるのです。

というのは、前回までの昨年秋行なった懇談会ありましたね。ここまでは私も当然その中に一員と

して、説明員として入っておりますから、懇談会でしたから前々回は。その時までの状況を私なり

に判断していたのですけども、その反省会の中でも申し上げたのですけども、終わった後にこれは

町長が説明する部分だろうと。これは町長が町民に対して説明を、いろいろな課題の部分あったの

ですけども、説明する中で。議会は、議会の姿勢としてどうだったのだということがなかなか見え

てこないという、私はそれを感じたものですから、そうすると町民の皆さんからも、何人かの方に

言われたのは、町長が今回のおっしゃったこと、予算も含めて町長がすべきことであったろうとい

うように、私も実はその部分はちょっと引っかかっていたものですから、反省会のときに一言申し

上げさせてもらったのですけども、今回報告会非常に私はよかったなという、議会の姿勢も含めて

説明をしたということも含めて非常によかったなというふうに私は感じておりました。ただ、先ほ

ど副委員長おっしゃった、細かなというか、大きな問題ではあるのですけども、こういった状況を

一人一人の議員がしっかりとした、そういった状況をわきまえて報告をする。そしてまた本会議の

中でもまた予算委員会の中でも、責任ある状況をつくりだすということは、やはり議員個々の資質

も当然上げていくのだろうし、そういう議論というのはこれからもしていかないと、なかなかわか

らない中でまた進んでいってしまうということがあるのでしょうから、ぜひこういった議論は必要

だなというふうには思います。 

○委員長（山本浩平君） 議会報告会については、氏家委員の意見もわかるのですけれども、まだ

広報広聴委常任員会も試行錯誤の中でやっているなという印象が強いのです。これは無理もないと

思うのですけども、だんだん町民にも浸透してきたのか、思ったよりも会場に集まる方々の数もふ

えているというふうに思いますし、積極的な議論という形にもなっていますから、いいところもあ

ると思うのですけれども、私もちょっとジレンマを感じるのは、議会が１つの報告をするといって

も、例えば予算についての説明ですとか、病院についての説明だとか、あるいはバイオマスについ

ての説明ありましたけども、バイオマスなんかは特に始まる直前に今の状況を建設厚生常任委員会

で若干、逆に向こうも開かなくてはだめだと思って開いてくれたと思うのですけども、その前にす

ぐに今テーマとして非常に町民は関心があることだからということで、小委員会の皆さま方で町立

病院やバイオマス、１つの議題に上げたのですけども、私は説明の今の段階でしようがないものを、

どうやって議会で説明できるのかなという疑問を持ちながらやっていたのですけども、この部分に

ついては非常に逆にそれに対してどう議決したのかというのが、やはり町民の前でお話できるとい

うことなのかなと思うので。議会そのもので一本化したような答えといっても、これなかなか難し
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いのかなと思うのです。港１つを取っても、それぞれの会派の考え方のこともございますので、こ

の辺はやはり今後どうやって、やっていくかというのは、十分広報広聴常任委員会全員で集まった

常任委員会の中でやはりきちんと決めていかなければだめなのかなというふうに感じましたですけ

ども、今回を通して。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、今議会報告会の反省ではないから、私が先ほど言った

のは、例えばこういうことですということですから、話をすいません戻してください。私が言った

のは、例として出しただけであって、そういうことだと、議決権と二元代表制の中で議会の果たす

役割の中で、議決権と監視機能が最も大切だよと、例えばという話をしたのです、すいません。 

○委員長（山本浩平君） なかなかとっかかりがないものですから、１つのテーマとしてもよかっ

たのかなと思う。 

○副委員長（大渕紀夫君） それならいいのです。ただ、そういうふうになって曲がっていったら

困ると思って。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕も思うのだけど、二元代表制と機関競争主義と合議制という

のは、すごく関連するテーマではないですか。だから僕は逆に言うと、ここまで入ってしまっても

いいのかなという話が多分あったりすると思うので、今委員長の話を聞いていても、議員個々の考

え方があって、議決するまでのプロセスが必要なのに、今機関競争主義の中で話をしようとか、合

議制の中で話をしようと思っていることが、先に出てきてしまう。僕は逆に二元代表制の考え方、

機関競争主義の発揮という部分と合議制という部分は、一連して１回ずっと通してやって、その中

で考えてみたらどうなのかなと思うのですけども、どうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 関連ありますので。その前に新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 今、氏家委員が言ったことと全く同じような意見で、会派の中でも出まし

た。これはあくまでもこういうものですとだけでいいのかと。今、負荷が入ってしまうと次のやつ

が非常にやりづらくなるような気がしますので、この１ページ目の二元代表制というのは、これく

らいの議論でいいのかなと私たちは思いますけども。 

○委員長（山本浩平君） それでは、１の１のところまでそれぞれのご意見を伺ってまいりたいと

思います。５ページまでですね。論点に１の２までの間です。１の１をすべてまず伺っていきたい

というふうに思います。それでは、論点に１の１の（２）機関競争主義を発揮するとはどういうこ

とかというテーマでございます。それではこの順番どおり、伺っていきたいと思います。日本共産

党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ここで議論になったのは何かというと、要するに競争とい

う言葉なのです。相手をやっつけ、競争するという意味ではないのです、もちろんそうのなのです。

ただ、そういう意味の競争になっては絶対違うだろうという議論に結構なったのです、うちの会派

は。それで実際は切磋琢磨をして、お互い町民の立場で２つの機関が切磋琢磨するということが基

本だろうということであります。以上。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 
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○委員（近藤 守君） 書いてあるとおりなのですけども、単に監視機能を高めるだけではなくて、

本来の基本的な方針を議会が決定して、それを執行側が監視して、また積極的な政策提案を通して、

政策能力を身につけて政策提言し、執行側と競い合うことができるようにしていくということでご

ざいます。ですから、なかなかこの部分につきましては、非常に政策立案の能力を身につけるとい

うことは難しいと意見が出ました。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。ここに書いているとおりです。議会が町長と対等の機関として

自治体の運営の基本的な方針を議会が決定していくのだと。その執行を監視して、また積極的に政

策提案を通して、政策形成のまないたにどうやって乗っていくのかというところが一番大事なとこ

ろだと。この機関競争主義というのは、そういった首長との対等の立場の中で、極論かもしれませ

んけども、政策形成のまないたにどうやって乗っていくことが大事なのかと、そのためには積極的

な議論、議会の中では討議を通しながら、そして進めていくことが大事なのだろうなということで

ございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 私のところは、首長も当然先ほども申し上げたように選挙で選ばれる立場

ではありますけども、議員も住民から付託を受けたということをしっかりと自覚をして、また当然

住民の立場でものごとを判断するというふうなことが肝要ではないのかなという、クラブとしては

まとめております。要は住民の立場で、要するに住民から選ばれているということをしっかりと認

識した中で活動すべきではないかという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもなのですけれども、ちょっとこの内容についてお断りしておきた

いと思うのですけども、この部分の書いてあることについては、まさか鳩山総理大臣が辞任される

と思ってもいなかった時期に会議を開いて、しかもこのような内容でもう出してしまいましたので、

こういう内容になってしまいますけども、まずうちの会派で出ましたのは地方分権、地方分権と言

って相当たっていますけども、現実的に本当に権限移譲も含めて、地方分権にはまだ現実的にはな

っていないのではないかというところから入りました。ここに書いてあるところを見てそのまま読

みますけども、新しい政権によってかえってそれが難しい状況になったような気がすると。各地方

の政策調整要望は、党の小沢幹事長室に集約されて政府に届けられるような状況。そして仕分け作

業。仕分け作業の考え方や感性によって、ばっさりと必要なものと感じられるような、その団体に

とっては、感じているものもばっさり切られてしまうという、こういう状況というのはどうも民主

主義ではなくなってきたような気がしてなりませんでした。そういった中で、主張主義から二元代

表制としての機関競争主義を確立する時代は、非常に逆に遠のいていったのかなというような、こ

れは感想なのですけども、書かせていただきました。無会派の方々、ちょっと読みます。前田委員

外議員ですけども、執行機関として切磋琢磨してお互いに競い合いながら政策過程全体に責任を持

つこと。そして議会の役割を明確にしていくこと。熊谷委員外議員はなぜ必要なのかわからないと

いうことになっております。特に何かこの時点で申し述べておきたいようなこととか質問等があれ

ば、まず（２）の部分もちょっと意見を伺っておきたいのですけど。西田委員。 
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○委員（西田祐子君） 公明党さんにちょっとお伺いしたいのですけども、後半のほうの政策形成

のまないたに乗ることと言ったら、何か私は府に落ちないというより、言葉として同じ土俵に乗る

というならわかるような気がするのですけども、そういう意味合いなのかしらというふうに感じた

のですけども、まないたの上に乗るということは、向こうがお膳立てをしたところに乗るというの

かなという印象がちょっとあるものですから、そういう意味ではないですよね。その辺ちょっとだ

け教えていただきたい。 

○委員長（山本浩平君） まな板の意味ですね。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。まないたがいいのか、土表がいいのか、それは皆さんと議論を

していく中で、この辺は集約されてくるのかなと思いますけども。私が言いたいのは、いずれにし

てもこの政策過程の中でどうやって議会としての意見を集約して、議会としての合意を持って町長

の。町長というのは、予算執行権はあるという部分ですから、しっかり政策について議論する場所

が必要だということで、ただ単にまないたという言葉を使わせていただいたということでございま

すので。ですから、実際政策提言をする中で議会がそういった場所を設けるのか、町長から出てき

た議案について、そこに議会が乗っていくのかと、それは別にしても、対等な立場である以上はそ

ういった部分での政策提言、またそういった政策形成の中に議会としてどうあるべきなのかとこと

をしっかり議論する、討論するということが大事なことなのだと。言葉の意味はそういった形の中

で理解してもらえればなと思います。 

○委員長（山本浩平君） それと私のところも説明不足でした。菅直人総理大臣になって、政調復

活しましたので、本来こういう姿でないと絶対だめだというふうに思っていたのです。あまりにも

小沢幹事長の独裁的な権力集中をさせる、ああいうやり方がちょっとこれは非常になかなか地方分

権といっても、決めるのは誰なのだというふうな話になってきていたものですから、ちょっとこう

いう書き方をされたのですけれども、政調というのが復活しましたので、この部分については非常

によかったなというふうに、個人的には思っているところでございます。及川委員。 

○委員（及川 保君） また氏家委員の話なのですけども、やはりそのとおりであって、私は例え

ば議会が政策提言。それを実現しないと提言だけではだめだと思うのです。政策をいろいろ議論し

た中で、切磋琢磨しながらつくり上げていく。ところが先ほど委員おっしゃったように、これを町

長が当然予算つくるはずですから、町長がよしわかったよと、そうだなということまで行かないと、

単なるポーズでしかなくなってしまう。一生懸命やっても、それが実現できないということになれ

ば、また厳しい状況になるのだろうなというふうに思うのです。だから、そのあたりもきちんとお

互いに合意できる部分もやはり持っていかなければまずいのかなというようには感じます。実現す

るためには。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、及川委員が言われたことはそのとおりだと思います。そのために議会

としての合意が必要なのです。そうですよね、今議会ですから、議会の話ですから、議会としての

合意が必要だということになると、その議会の中でのさまざまな討論というか討議が必要なのです。

そこには皆さんいろんな意見を持っていて、それに対してのメリットだとかデメリットだとか、こ
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れは本当にこういうふうになるのかとか、いいのか悪いのかという議論を重ねながら、議会の中で

合議した形の中で町長とそういった執行権についての対等な立場での話ができる。プロセスという

のが一番大事なことであって。ですから、ここで機関競争主義を発揮するということはどういうこ

となのかということが出ているので、議会というのは町長と対等な立場の中で、町長がやろうとし

ていることは本当にすべていいことではなくて、その中にはこういう不安材料もあるのではないか

なとか、こういったものはどうやって解決していくのかとかということを、その中での合議を持っ

て議会が議決してその執行を許すというか。それをしっかり監視していかなくてはいけないという、

議会としての役割というのはあるわけですから、それに伴っての機関競争主義をどうやって発揮し

ていくかということを、やはりここの場でしっかり議論をしておくべきだろうなと。僕は今及川委

員の言われたとおりだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさんから出ている、この監視機能を高めるだけに留まらず、

政策立案能力を身につけて政策を提言し、執行側と競い合うようにできるようにしていく。これは

本当に機関競争主義の定義だというふうに思うのですけども、では現実的に、これを本当に行なう

とすれば、それこそ専業化です。私はもし専業化するのであれば身分補償。これは絶対譲れないと

ころだなというふうにうちの会派は考えています。逆に全部の政策立案能力を 16 人の議員それぞれ

が持つというのはなかなか難しいわけでございまして、私は逆に例えば子育て世代のお母さんたち

からの代表みたいな方がもし若い女性が出たとしたら、その人は子育てのことだけといってはちょ

っと語弊があるのかもしれませんけども、そのことを提言して町政に生かしていくという人が当選

しても私は何もおかしくないと思いますし、そういう目的の議員もいてもいいと思うのです。です

から、本当に政治のプロ的な人たちばかりが、この白老町の議会のあるべき姿かどうかということ

については、若干疑問は感じているところでございます。意見として述べさせていただきました。 

 それでは次、論点 1 の１の（３）。合議制を発揮するはどうことかということでございます。 

日本共産党さん、お願いします。 

○副委員長（大渕紀夫君） 本当にここに集約されているとおりです。自由討議を活発化する、こ

れがまず基本だと。議会の政策能力や資質の向上。そしてお互いの意見を尊重する。そういう中で

の一致点を見出す努力。ここが、議会の政策能力、資質と書いていますけども、議員の政策能力、

資質の向上もしなかったら、これは全然だめですね。そのことによって自由討議を経、そしていろ

いろな意見の違いを最低一致させていけるような中身のものをつくっていく。それが議会として力

を発揮すると、こういうことだと思います。 

○委員長（山本浩平君）それでは新政クラブさん、お願いします。 

○委員（近藤 守君） なぜかしら表現は違いますけども、共産党さんと全く同じような考え方し

ています。これはやはりこのとおりだなという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先ほど、及川委員ともいろいろなお話の中身がここに書かれて

いる部分だと思います。合議制というのは、複数のいろんな人の考え方によって討議と決定の場で

あると思うのです。それが議会の場だと会派はこう考えました。討議することによって、メリット、
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デメリットをしっかりそこで見出しながら、さらにそのデメリットをいかに緩和していくのか。そ

れが政策を形成していく過程で一番大事なことなのだろうなと。ですから今まで日本共産党さんま

た新政クラブさんが言っていた、一致点をどうやって見出していくのかというところが、その議論

がなければ合議制というのは絶対成り立たないと。いろいろな意見があっていいのです。そして討

議があっていいのです。その中でどうやって一致点を見出すかと。その中にはメリット、デメリッ

トをちゃんと明確にした中で、そして議会としてどういう一致を見るのかということが大事なこと

なのだなと、私たちは考えました。 

○委員長（山本浩平君） それでは清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私たち会派は、やはりこういう厳しい財政状況に立った

反省を踏まえれば、重要なポイントというか、そういう場面・場面の中では、やはり議会と町側の

徹底した議論をした中で政策が遂行されるような状況をつくり上げていかないと、なかなか監視と

いっても、一方は予算を持っている状況ですし、こちらとしてはなかなかそういう同じまちづくり

とはいいながら、追認する形が今までの状況ではなかったのかなと、単なる。一生懸命考えて議論

は尽くしてはきたと思うのですけども、なかなかそれが一方的になっていたというのが、私は多分

にあったのではないかなというふうには感じるのです。そういった中でとことん議論を尽くして、

これはもうこれでいくしかないというぐらいのことまでやって、大きな政策を進めていけるのであ

れば、非常に素晴らしいまちづくりができるのではないかなというふうには思うのです、そんな形

でまとめてみました。 

○委員長（山本浩平君） 私どもですけども、ちょっと過激な言い方で誤解をされないように説明

したいのですけども、今までは合議によって議会の意思決定されてきているのではないかというふ

うに、まず思っております。それと、この合議制を発揮するという意味が僕もつかめていなかった

ものですから、実はインターネット等でも引っ張って調べてみたりもしたのですけども、その中に

ある、今メモしていませんでしたのであれなのですけども、町民の意見ですとか学識経験者、学者

の意見を市政とか町政に反映させるために、協議会を設置しているようなことを、条例化して協議

会を設置している市もあるのです。それが合議制を具体的に発揮するためにそういうことをやって

いるのですけれども、果たしてそこまでする必要があるのかなというような思いでおります。ただ

きょう皆様方から出ております、この自由討議に関しては、私どもは大賛成でございます。もっと

自由討議を活発化させていくということについては大賛成でございます。前田委員外議員のところ

ですけども、自由討議の活発化。合意形成のためには公開の場で議員同士の討議が不可欠であると

いうことでございます。熊谷委員外議員です。議会として 1 つの結果を求めるときに行なわれる意

見集約の方法であり、申し合わせのルールづくりが必要であるということでございます。この自由

討議というのはほとんど、これはある程度皆さん一致しているところかなと思うのですけども、こ

の合議制を発揮するというところで何か今意見交換と申しますか、質問でも結構ですし、ございま

したらどうぞ。 

 ないようですので、次にまいりたいというふうに思います。論点１の 1 の（４）住民参加を発揮

するとはどんなことかというところのテーマでございます。それでは日本共産党、大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 住民参加、一言で言えば自治基本条例の中で協働のまちづくりをうた

っているわけですから、そこをきちんと議会は議会としての立場を守りながら広報広聴活動。今か

なりやっていますけども、広報広聴活動を徹底するということが住民参加を発揮するということに

つながるということであります。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 住民と接する機会、議会報告会、議会懇談会、移動委員会等を通して、多

様な民意をくみ取り議会活動に積極的に反映させるパブリックコメントをたくさんもらうというよ

うなことです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。この住民参加というのは、実際今白老町議会が進めているもの

がそのものだなと思うのですけども、まず意見交換が必要でしょうと。議会の活動報告や町民との

懇談会などで民意を吸収していくのだと。ただその民意いうのは、白老町内の世論という部分でと

らえていくのが、やはり必要なことなのだろうなと。それが議会の役割だというふうに考えます。

多様な討論や議論を通して、さまざまな情報を明らかにしながら、情報公開というのが一番大事な

ことなのだろうなと思います。これが先ほど前田委員外議員が前のページで議論した合議制を発揮

するとはということで、合意形成のための公開の場での議員同士の討議。これがさまざまな町民に

対しての情報公開につながるのだろうなと私は考えます。そういった面から考えても、人々と課題

の広がりや深さを共有して、そして世論というものをしっかり議会が受けとめていかなければなら

ないと、それが住民参加につながっていくものと考えます。 

○委員長（山本浩平君） それでは清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。皆さんおっしゃっている、まさにそのとおりだなと。も

う１つは、そういった改革の中で住民参加ということを考えたときに、たまたま議会というのはほ

とんど、個々においては活動としてやっていたと思うのですけども、議会としてまちに出て広報、

議会だよりの委員会の中でアンケートを取ろうということになって、議員それぞれが分担してまち

に出て、企業におもむいていろんなお願いをしてアンケート集約した経緯があったのです。あれが

とっかかりだったなというふうに今感じていたのですけども、これからのそういった一番大事な部

分はここに尽きると思いますので、ぜひ広報広聴せっかくできたこの委員会は大事に進めていかな

ければいけないなという思いはしております。原点だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもなのですけども、白老町は協働のまちづくり等々で町自体も議会

も他の自治体に比べて非常に住民と触れ合う移動常任委員会等も含めて報告会もそうですけども、

非常に活発化している自治体であると、先行しているというふうに思っております。しかしながら、

新任された議員がやはり個々の政治信念に基づいて行動する、自由討議の中でまた意見を述べる、

こういったことが大切なことなのかなというふうに、私どもは常々考えているところでございます

ので、このような表現になっております。それでは前田委員外議員ですけれども、住民参加を基軸

とした議会を構築（住民参加システムの議会への導入）すること。そのためには住民との討論や対

話の場づくりを行ない、積極的に民意を反映させるとなっております。熊谷委員外議員。議会にお
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いて事案より住民参加が高いものについて、住民参加が可能な条例を制定すべきであると、このよ

うになっております。それでは、このテーマの中で何かご意見、ご質問があれば、どうぞ。 

 では次に進めさせていただき思います。５ページのところまでやります。白老町議会のあるべき

姿に対する自由意見というところでございます。日本共産党さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 徹底した議会の改革の推進。全議員一丸となった決定の遵守が求めら

れている。その継承に努めることが肝要。ただ、改革方針は自らの実践から生み出されるものだと

いうことで、過重な改革や過重なやり方というのは長続きしないと。これは今いろんな形で出てき

ているところがあるかと思います。一歩一歩着実に改革を進めると。あわてないということ。そし

て試行錯誤、行ったり来たり、戻ったり来たりということもあるだろうけれども、やはり改革その

ものをとめないと。全議員が一緒にやると。そういう姿勢がないとだめではないのかというふうな

ことでの自由意見になったということです。 

○委員長（山本浩平君） それでは清風クラブさん。及川委員。 

○委員（及川 保君） これについては大きなことはないのですけども、議会として今まで述べた

ように執行権者としっかり討議した中で、さらに合意形成のもとでまちづくり体制をつくることが

求められるのではないかというふうに思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもの自由意見はここに書いているとおりでございます。報酬等審議

会の答申の中にあるように、町議会が老若男女を問わず、あらゆる年代層、各層から選出され議会

の機能を果たすものであり、町民の審議会が若い人が立候補できない極めて憂慮すべきとあるけれ

ども、会派としても全く同様の考え方でございます。非常に憂慮しているというところでございま

す。よって、時間的ハードルの見直し、私どもは共産党さんとはちょっと違うのですけども、改革

の見直しもやはり行なうべきではないかと、こういう考え方でございます。前田委員外議員でござ

います。議会基本条例を制定することで、議会の役割や執行機関との関係、住民との関係、議員同

士の責任の持ち方等、今回の論点改革項目はその過程で目指すべき姿の方向性が共通認識していく

と思われるということでございます。熊谷委員外議員。言論の府の精神を確たるものにするために、

議員個々の議論を踏まえ白老町議会としての高い意識が持てるような姿になってほしいということ

でございます。ちなみに新政クラブさん、公明党さん、表にはないですけども何か自由意見があれ

ばどうぞ。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 今さらどうなのだということで、自由討議の意見のこれは入れませんでし

た。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私たちは今までの議論というか、二元代表制から始まって、機

関競争主義を発揮すること、住民参加を促すこと、合議制のあり方みたいなものを議論していった

ときに、最終的に出てくる議会のあるべき姿というのは、やはり議会での合議をどう勝ち取ってい

くのかということが、この機関競争主義を発揮することにつながっていくのだと。また議会での合

議のためには、議会の中での積極的な、討議が必要であって、そしてその中に住民の民意。私たち

はそれを世論として、議会としてとらえていくことが大事なことであって、それをどう施策に提言
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していくのかと。そういった形ができて初めて議会の役割というのは果たせるような気がします。

そのために白老町議会が今これから議会はこうあるべきだというものを議論の中で推し進めていく

ことが、これからの議会改革をどう進めていくかということにもつながっていくことにもなるし、

その中で皆さんとのいろいろな自由討議を通しながら、１つ１つの解決に向かっていくものを私は

信じます。 

○委員長（山本浩平君） ここで１時間も過ぎましたので、一たん休憩を取りたいと思います。 

休憩 午後 ２時 ０５分 

                                            

再開 午後 ２時 １７分 

○委員長（山本浩平君） それでは続きまして、論点１の２白老町議会議員のあるべき姿。民意を

反映し民意に答えるとはどんなことかというところでございます。日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 書いているとおりでございまして、町民の知る、聞く、主張する。こ

れに最大限答えると。民意をつくりだすというのは、やはり議会が議論をきちんとして、その中か

ら争点をきちんと明確にしてあげると、町民の皆さんに。そのことで町民の皆さんが判断できると

いうところまで議会がやらなければ民意を反映するというふうにはならないだろうと。決めるとき

に本当からいったら、そういう知る、聞く、主張するのを最大限受けながら、その中できちんとし

た議会としての争点をつくりだし、それを町民の判断に基づいて議会が議決をしていくような格好

に将来的にずっと行けばなるのではないかなというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 常に書いてあるとおりなのですけど、町民の中に入って、さまざまな意見

に耳を傾けて、議員として十分吟味しながら議員活動、議会に反映していくことということで、い

ずれにしても議員として町民に選ばれたものですから、町民の意見を相当尊重しながら議員活動に

反映していくということでございます。以上です。 

○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、氏家です。今まで議論のあるべき姿についてずっと考え方を言わ

せていただきました。今回は議会議員としてのあるべき姿について民意をどう反映していくのかと

いうことですから、今までの議会のあるべき姿から追っていったときには、やはり個々の情報収集

と調査研究はもとより、多様な民意に対して議員として得た情報をしっかりと住民に伝えていかな

ければいけないと。そうした情報公開をしながら、世論としての民意を政策提案また条例提案をと

おしてまちづくりに取り組む姿勢というのが議員として必要なことであろうと。先ほど共産党の大

渕副委員長が言われたとおり、争点を明確にしていくことが僕はこの世論だと思っておりますので、

さまざまな民意を受けながら争点をしっかり明確にしていくということが議員としてのあるべき姿

というか、民意を反映していくことにつながっていくのではないかと考えます。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。住民の意見に答えるためには、やはりまち全体が何か問

題なのか。また将来はどういうまちづくりをすべきなのかということをしっかり町民との合意形成
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の中でまちづくりを進めるべきことだというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風は意見としては先ほど新政クラブさんとほとんど同じような

考え方なのですけども、各議員の出身地域ですとか政治団体、あるいは支援者等々の意見を日常の

議員活動の中で集約をして、そして検討した上で正々堂々と議会の場で提言をし、実現に向かって

努力すること。また各階層の議員構成の中で議会が構成されるということも民意に反映するという

ことにつながるのではないかというふうに思っております。前田委員外議員ですけれども、町民全

体の暮らしを理解し、個別の事象への対応ではなく、町政を総合的にとらえた活動を行なうことが

肝要である。熊谷委員外議員。議員としての基本的な姿であり、さらに未来を考査する議論をすべ

きであるということでございます。何かこの中で他の会派に対しての質問や意見も含めてあればど

うぞ。 

それでは次に進みたいと思います。１の２の（２）議員が資質向上させ職責・職務を果たすとい

うことはどういうことかということでございます。日本共産党さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。書いているのを読みますと、議員は法律に基づいて住民全

体のためにその権限を行使することだと。住民の意識調査・行動報告等を実施して住民の付託に答

えなければならないと。議員はそのために不断の自己研修が基本になる。何かあれみたいですけど

も、やはり今、私も議員長くやらせてもらっていますけども、私が入ったころとは違うのです、議

会が。私たちが入ったころは自らが１期目から研修も何もなかったです。いきなり一般質問なら一

般質問をやるということでした。今はそうではなくて、研修もあれば自分で勉強もできるという状

況です。そういうことで言えば、逆になおそういうことに頼ってしまうのかなという気がすごく僕

自身はしています。多分及川委員、吉田副議長のところぐらいまではほとんど何もない。勝手にや

りなさいと、早い話が。自分たちが入ったのだから自分たちで勝手に勉強するのは当たり前と。基

本がわからない、そんなのちゃんと聞いてやりなさいということです。ですから、議員の自覚、議

員の資質を向上というのは、やはり自分でやるしかこれは絶対ないと思うのです。自分でできない

限りそうはならないのです。そこのところは本当に議員の質、品性を上げる。そして議員が研修す

るというのは、やはり毎日１時間なり２時間なりきちんと自宅で本を読んだり、議会の関係のもの

を見たりということが、私はすごく必要だろうなと。例えば一杯飲みながらでもいいのです。本当

にそういうことをきちんと原点から。例えば議員必携なんかを初めから読み直してみる。これを何

回も何回も読むというような、このグリーンの本。やはりそういうことをしないと、多分問題にぶ

ち当たらない限り、資質は上がっていかないのではないかなと気がすごくしています。我々のとき

はすぐ先輩に怒鳴られました。本当に凄かったです。それはいいとは思わないけど。 

○委員長（山本浩平君） それでは近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。ここに書いてあるとおりなのですけども、行政に対する

チェック機能を高める能力を研さんする。議員として権限を行使したものについては全責任を持つ。

これが大事なことであるということでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。書いているものを読ませていただきます。住民の代表者であっ
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て、合議体の構成員としての議会の機能を遂行しなければならないという役割を持つ議員としては、

さまざまな情報収集と調査研究から公開の場での討論、討議により住民へのメッセージまた情報公

開による共通認識に立った課題の広さや深さの共有を図って、住民の多様な民意に対し、先ほどか

ら言っているとおり世論としての民意を町政に政策提言また条例提案等により繁栄させることにあ

るのだと。言葉ではきれいごとで終わるのかもしれませんけども、実際一議員であって、合議体の

中の構成員としての立場というのは絶対あるわけですから、そこでの考え方をしっかり我々が認識

しなければ、議会としての役割というのは果たしていけないでしょうし、そのやめに議員個々がど

ういった勉強をしなければいけないのかと。今大渕副委員長から言われると、すごく胸にズキッと

刺さるような部分もありますけども、実際私たちはこういった勉強を通しながら、個々の資質を高

めていくしかないのかなと。その中で、それが住民の本当に民意に答えていけるような議員一人一

人になっていくことが理想論でしょうけども、そう考えます。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。短く言いあらわしたのですけども、議員は住民の代表で

あることをしっかり認識して、常に学び行動すると。これに尽きるかなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもですけども、書いているとおりでございまして、現実的には今現

在ここですぐ、例えば条例提案や政策提言というのは非常にハードルが高すぎるのではないかなと

いう思いでございます。まずは本会議での自由討議。なかなか各委員会では自由討議やっています

けども、本会議で自由討議というのはほとんどないと思うのです。本会議で自由討議をできるよう

な仕組みづくり。それと、これ行政のほうにも反問権大いに私はつかっていただきたいなというふ

うに考えております。そのことによって、これ非常に我々は自分たちの発言にも責任を持たなくて

はなりませんし、また必然的に勉強もするようなことになります。ですから、まず、この辺のとこ

ろから始めることによって資質が向上することにも間違いなくつながっていくというふうに考えて

おります。前田委員外議員ですけども、町政の課題について、町民の意見を的確に把握し、政策形

成や立案能力の資質向上を図るため、自己の能力を高める不断の研さんに努める。議会が言論の府

であることを認識し、積極的に質疑や討論の展開に努めるということでございます。熊谷委員外議

員は（１）の目的を果たすためのプロセスということでございます。（１）というのは民意を反映し

民意にこたえるということの目的を果たすためのプロセスだということでございます。この中で何

か皆さんありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは次のページに入ってみたいと思います。町民の代表として行動

を律するとはどういうことかということでございます。それでは日本共産党さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 倫理条例を守るということであります。議員の職務、職責を全うする

と。これが我々の会派の意見でございます。以上。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 読み上げます。公民の代表として議決権を有している立場から、町民から

批判を受けるような行動、言動は慎む。何事にも誠意を持って対応すること。以上でございます。 
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○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。この倫理については、議員は住民との信頼関係から直接選挙に

よって選出されることから、政治倫理に基づいた誠実な活動を行なう責務を有しているのだという

ことでございます。これは白老町議会の議員政治倫理条例。この中にうたわれている、これに基づ

いた活動が住民に対しての行動を律するということにつながっていくことだろうと感じます。 

○委員長（山本浩平君） それでは清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） これは確か前の資質の向上、これと同等というふうに書いたと思うのです

けども、前の意見と同じです。 

○委員長（山本浩平君） 私どもは、皆様方どういうような意見を述べられるのかなと思って、な

かなか会派の中でこれはちょっとまとめきれないというよりは、余り思い浮かばなかったものです

から、このような書き方を率直にさせていただきました。基本的には法に触れるようなことは行な

わない、これは当たり前のことなので、特に表現としては載せておりません。前田委員外議員です。

自らの行動について説明責任を負うこと。そして自ら立候補して町民に選ばれた議員としてふさわ

しい活動を行なうこと。熊谷委員外議員。議会議員としての行動範囲の中で律することは必要であ

るが、余り自分自身をしめつけるような律法は危険と感じるということでございます。大体皆さん、

倫理条例守るというところが基本ベースであるというようなことが認識であると思うのです、この

ところにつきましては。 

それでは１の２の白老町議会議員のあるべき姿に対する自由意見ということでございます。これ

も空白の会派が結構ございます。日本共産党さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 住民の願いが多様化し、議員に対する目が一段と厳しさを増している。

それだけに住民からの信頼をかち得るために言動を律することが重要である。議員の言動が議会全

体の信頼に及ぼす影響も常に考えなければならないということであります。ですから、あるべき姿

というのは非常に大切だということであります。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、及川委員。 

○委員（及川 保君） いずれにしても、あるべき姿ということになると、議員として執行権者と

しっかり議論をして合意形成のもとでまちづくりができる体制を構築できないものかなというのが

意見であります。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員外議員です。議員に立起し、その職についた時には個性（仕事

やイデオロギー）は全面に出るべきではないと思う。事案に対しての議論が本来の議員の姿だと思

うということでございます。ここで私どももそうですけども、何も出ていないところもあります。

これは何か特にございましたらどうぞ。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 要するに、あるべき姿の１の２の（１）番から２番、３番までが全部これ

に飽和されているということですので、ここは特に書かなかったのです。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党、氏家です。この論点１の２の部分で（２）の議員の資質をどう向

上させ、責務をどう果たしていくのかということ白老町議会議員のあるべき姿なのだろうなと、私
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たちは考えました。でありますから、先ほど及川委員も言われましたけども、住民の代表者である

一方で、合議体の構成員としての議会の機能をしっかりと遂行しなければいけないという議員とし

ての立場があります。その中では合議体としての意見の合意に至るようなしっかりとした討議、討

論を重ねなければならない。そこに一番大事な部分があるだろうなと。さまざまな民意を各議員が

受けて、それを議会の中で議論をし、合議体の中でしっかり１つのテーマに沿った結論を出してい

くということが大事になってくるということになれば、一住民の代表者でありながらも合議体の構

成員としての議員という立場の中でしっかり住民に対し情報公開による共通認識に立った課題の広

さだとか深さをしっかり共有しながら多様な民意に対して世論としての町政を政策。先ほど委員長

は政策提言だとか条例提案というのは難しいのではないかという話がありました。でもこれをやる

ために議会が動いているということは確かなことでありまして、そのために日々我々の資質をどう

高めていくのかとか、議会としてどういう行動が必要なのかということが今問われている。そう考

えますので、今委員長言われるとおり本当に難しいことなのかもしれないけれども、でも議会とし

てまた議員としている以上、そこに必要性をもし感じているのだとすれば、しっかりそれに向かっ

ていくことが大事なのかなと思いますので、答えになっていないかもしれませんけども、論点１の

２（２）で公明党として書いたことが白老町議会議員のあるべき姿だと私は考えます。 

○委員長（山本浩平君） 私どもは申し訳ございません。ちょっとまとまらなかったものですから、

白紙ということで提出をさせていただいたわけでございます。この部分で何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ではまず一通り進めてまいりたいというふうに思います。 

次、資質の向上を図り、専門性や調整能力が益々求められるとしたら、専従化に向かっていくの

ではないかというところですけども、これについての自由意見を伺ってみたいと思います。日本共

産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 資質及び調整能力の向上というのは絶対に必要ですし、ますます求め

られてくるのは明らかだと思います。ただ、我々の会派で議論した中で専従化という意味。幾らで

も取れます、一般的に考えた専従化でよくわかる。ただ、この専従化という意味が、範囲が決まっ

ていないでしょう。だから、職業につかなかったら専従なのか、資質の向上や町政能力がなくても

専門にやれば専従なのだかから、そういうふうになってしまったら変なことになる、これ。だから、

僕たちは専従化というのは何か言葉として合っていないのではないかと。議員専門でほかのことは

やっていないという言い方だったらまだわかるのでけど。そこら辺はかなり議論になりました。最

後に書いているように、専従化という議論は言葉になじまないのではないかという結論です、我々

は質を上げ、町政能力含めて議会は必ずもっともっと高度になっていくだろうとそういう中では、

そこを専門にやらざるを得なくなるという可能性は高いだろうというような意見でした。ただ、及

川委員もそうだし、私もそうですし、今山本委員も土屋委員もそうだけど、私も 28 歳で出させても

らいました、議長もそうですよね。私はずっと３交代で議員 57 歳までやってきました。だから、僕

は、それはどこの範囲までということが、山本委員長の場合大変なのだという状況なのだけど、そ

こまでの部分を指すのかというのはなかなかやはり個人差もあるし難しい部分、仕事の中身にもよ
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るということにはなるのではないかと。だから、専従化したから兼職はだめとか、そういうような

考え方というのは違うのではないのかと気がしているのです。もっともっと緩やかに考えて、望ま

れるものはたくさんあるけど、議員として。だけど、僕はもっとゆるく考えて兼職はやった方がい

いし、専従化は違うのではないかなというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 短く書いてあります。議員として高い資質が求められるとすれば、当然多

くの時間を要して研さんしなければならない。兼職では厳しいと思われることから、専従化に向か

うだろうというクエスチョンであります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。確かに先ほど大渕副委員長が言われたように、専従化という言

葉なのです。ここに書いているのは、専従化に近づいていくことが予想されるが書きました。専従

化という意味が、1 年間を通して議会活動に有する時間が多くなってくるから、それを専従化とい

うのであれば、それも 1 つの専従化という考え方なのかもしれない。そして、一般職員と同じよう

に、毎日朝９時から５時まで議会に来て研さんを広め、そして各議員活動に散っていくという、そ

ういう形も１つの専従化なのかもしれない。でもそのとらえ方というのは様々あると思うのです。

ただ、仮に議会活動に有する時間が段々多くなってくることを専従化という形の中でとらえたとき

には確かにそうなってくるかもしれない。ただし、住民の多様な意見だとか政策に反映させようと

したときに、限られた階層の人たちだけで形成される議会というのはあまりにも危険性があると。

偏った政策判断だとか、偏った考え方の中で議会がもし運営されていくとすれば、これほど危険な

まちづくりはないと、私は考えます。そうであれば、やはり今まで議論してきた中で、さまざまな

階層、さまざまな階級の人達がそこにいて初めて多様な議論の討議、討論ができるのだろうなと。

その中で活発な議論を交わすことが議会の中では必要であるというふうに私たちは考えるのです。

そのためにはまた奥に入っていってしまうのかもしれませんけども、そのためには議会としての環

境整備も必要なのです。それから自己の環境を、自己で努力しながら整備していくというのも必要

なのです。ですからこの２つ、どちらかをやればいいというのではなくて、議会は議会としての環

境整備をしてあげると、するのだと。議員活動をしっかりやれるような環境整備をする。そして個々

においては、議会の中で活動するための自分の環境整備は自己の努力の中でやっていくしかないの

です。ここの２つがやはり一番大事なことなのだろうなと。もしこれができればいろいろな階層の

方々が出てきて、活発な議論を交わす議会というのが決して難しい話ではなくて、できるのだろう

なとそういうふう考えます。 

○委員長（山本浩平君） 続きましては清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。今回改選の通年議会というのが実は前議会の中でも進め

られておりまして、あとはいつ試行としてやるのかという中で、私たちの会派としては非常に厳し

い。現状の今のそれぞれの議員として活動するという意味においては、生活の保障は全くほとんど

されていないというのは状況ですから、やはり議員の生活するという、しなければ当然活動しなけ

ればいけない、できないわけですから、そういう現状の中で半年間いろいろと議論した中での、半
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年間遅れてのスタートだったのですけども、そのときに出された、よく皆さんがおっしゃっていた

ことがほとんど変わりないですと、今までの状況と変わりないと、こういうことでいろいろ議論し

た中で、私たちも進めていけないなと立場に変化したのですけども、今考えると非常に議会活動と

いうのは多くなりまして、このように多くなるのかというのは予想していた議員もおられただろう

とは思うのですけども、私たちとしては非常に意外というか、予想以上に多くなったなという思い

でおりました。この中での専従職となっていますけども、皆さんおっしゃっているように、本当に

専従職なのかと、こういう議論がありまして、間違いなく言葉で言えばそういう状況に向かってい

るなと。すでに入って活動そのものが非常に増大しているという状況ですから、そういう方向には

進んでいるのだなと。ただ専従職という意味合いが非常に疑問を持たざるを得ないことだというこ

とは皆さんと同じ意見であります。このほうでは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもなのですけども、専従化すべきではないと書いています。私ども

は専従化という言葉に、いわゆる兼職を持たないことを専従化という意味合いでとらえたのです。

それで専従化すべきでないという結論でございます。内容としては先ほど氏家委員がおっしゃった

ような内容そのものなのですけれども、この仕組みづくりをどうやっていくかということが、今我々

の現職の議員が若い世代の 30 代、40 代、できれば 20 代の方々も歓迎なのですけども、そういう人

たちに立候補していただいてバトンを渡せるような、バトンを渡すというと語弊があるかもしれま

せんけども、そういう状況をやはり今いる議会がやはり先頭に立って真剣にその部分は考えていく

べきではないのかなというのが、私どもの考え方でございます。先ほど氏家委員から政策提言、政

策条例化とかその辺のことで、私どものことでご意見がございましたけども、この部分がきちんと

担保するような仕組みづくりができるのであれば、私どもはそういったことに乗ってまいりたいと

は思うのですけども、その部分が担保されない場合は、やはりその部分については積極的にはなれ

ないということで、私ども２人会派ですけども、意見としては一致をみているところでございます。

新聞にも出ていましたけども、道内の町村の会議日数平均 69 日です。私どもは 09 年で 183 日とい

うことで、道内町村平均よりも 114 日も多いわけですから。こういう中で若い人たち、サラリーマ

ン。そういった人たちが本当に出て来られるのかということを、やはり無視はできないと思うので

す。ではそういう人たちは無理なのだからやはり立候補できませんね、で終わらせていいのかとい

うことを、私どもは非常に今一番問題だなというふうに考えております。それでこういうようなこ

とで載せさせていただきました。前田委員外議員です。機関競争主義を作動させる議会を目指すと

するならば、議員の活動はみずから専従化が求められてくるものである。熊谷委員外議員。町村議

会議員の専門職はあり得ない。求められても無理と考えるということでございます。この専従化と

ボランティアの対比のところで何か申し述べていきたいようなことがあればどうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は先ほど委員長が言われた、この資質の向上を諮って専従化

に向かっていくのではないかという、この論点については委員長の言われたとおりだなと思うので

す。こういう今までのずっと議論を重ねてきたときに、及川委員も先ほど言われました、議員とし

て本当にやっていけるのかどうかと。これからどうするのだと。専従化という言葉のニュアンスは

違うけども、本当にそういった日々の活動日数またそういった議会関係の数がふえていく中で、い
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ろいろな人に出てきてもらいたいという意見はあっても、ではその環境が整っているのかといった

ら、今は整っていないという状況ですよね。ですから、それは個々の認識をちゃんとしてきた中で、

次に進んでいくステップだと、その考え方だと思うのです。ですから、ちゃんと議会としてはいろ

いろな多方面の方々に出てきてもらいたいのだという思いがあるのだったら、ちゃんとそこについ

ての議論を深めていかなければならない。だから、議会としての環境整備そして自己、個々の議会

としての。議会の中でこういったことについて議論をしてちゃんとまちづくりに生かしていきたい

という人たちの、自分体の環境整備も必要だと思うから、先ほど言ったとおり２つの環境整備が必

要なのだろうなと、そういうふうに思っていますので、決して委員長に言われていることに対して

のことを理解できないのではなくて、それは次の段階の中でちゃんと話をさせていただきたいなと

思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは次いきます。論点２の２。地域の代表、市民性のボランティア

を試行するとしたら、行政との機関競争主義が成り立つのだろうかというところでございますが。

日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 行政との関係でいえば、当然対等平等、機関競争主義を維持するとい

うことであります。となると、市民活動が市民性のボランティアでやるというのは、いかがなもの

かと、我々はそのように考えます。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 我々は、狭い範囲での地域代表、ボランティアを志向する議員というなら

ば、行政との機関競争は無理と思われる。全町的な高い視点での議員活動が求められる状況では問

題はないのかなというような意見です。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党の氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党、氏家です。先ほども話の中に出てきた部分だと思うのですけども、

ボランティア化というのは時間と財力のある人だけが議員をすることにつながって。先ほど言った

ような多様な人々を排除する危険性というのがあるというように考えられます。そういったことか

ら考えると、限られた階層の人たちで形成された議会というのは、やはり多様な現場の意見。今ま

で皆さんがいろいろ出された多様な現場の意見を吸収して積極的に討議するということは、やはり

難しくなってくるのではないかなと。それに基づいた執行機関と対等するということは本当に難し

いことになってくるという考え方でございます。こういうことを考えたときに、自分はどうなのか

なと思うのです。僕も山本委員長も平成 15 年に議会に出てきました。それから約７年たちます。僕

はそのときに子育てに夢中でした。子育ての中で、どうやって教育の場面に子供たちのいきいきと

した活動の場を設けていけるのかということを熱心に、本当に熱く議論してきたような気がします。

ただ子育てが終わり、今抱える自分のテーマの中に子供たちの位置づけはどこにあるのかなと考え

たときには、やはり積極的な議論してきたときとりも薄らいでいるというか、こういう言い方をす

るとちょっと失礼なのかもしれない。若干薄まるのです。そう考えたときにいろいろな立場の、そ

のときそのときに応じた立場の方々が来て、やはり今の活発な現状をしっかりとらえた形の中での

議論をするということが大事なことだと思う。それ以外にも議員の役割というのはたくさんあるの
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だけども、でも先ほど言ったとおり、いろいろな階層の方々が来て、活発な議論を交わすというこ

とが議会の中では必要なのだろうなと。例えた例がちょっとよくなかったのかもしれませんけども、

そういったことを目指しながらやっていくとすれば、このボランティア化というのはなじまないと

いうふうに考えます。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。先ほども昔の話も出ておりましたけども、地域の代表と

いう部分も、それから団体の代表という、よく聞かれたことなのです。現実的に大半がそういうよ

うな活動をされた議員が多かったのかなという思いでいるのです。今ここで地域の代表、市民性の

ボランティアと、こういう書き方をされているのですけども、今後この白老町議会が、議員という

のは当然その地域に住んでいれば、やはり地域の代表という考えもあるということは確かにわかる

のですけども、やはり白老町社台から虎杖浜まで全体の物事を判断するということは非常に大きな

大事なことだと思うのです。それからすると、これから地域の代表だとか、市民性のボランティア

という志向を目指すということには、うちの会派としてはならないだろうと、あり得ないだろうと

いう考え方です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。私どもです。ボランティアという意味合いがよ

くつかめていないのですけども、形式があれば成り立つと思うがと書いてありますけども、やはり

ボランティアでやれるのではないというふうに思いますので。これはそうではないだろうというこ

となのです。それと後は機関競争主義なのですけども、それぞれ会派、あるいは個々のイデオロギ

ーの違い等々で条例提案するにしても、本当に議会が一丸となって一本化できるのかと。できる内

容のものもあると思うのですけども、やればやるほどできないものも出てくるのかなと思って、機

関競争主義という機関競争に議会というのは本当になっていくのかなとちょっと疑問で、ここに書

かせていただきました。ボランティア化ということに関しては成り立たないだろうという意見でご

ざいます。前田委員外議員です。機関競争主義を作動させる議会を目指すならば、議員の活動はみ

ずから専従化が求められてくるものである。それと熊谷委員外議員は、意味がわからないというこ

とでございます。ここで何かご意見はありますか。前に建設厚生常任委員会の何かのときにちょっ

とお話をしたのですけども、ことし僕の住んでいる町内会の総会があって、その当日に町内会長さ

んの息子さんから僕のところに電話がかかってきて、町内会長受けてくれみたいな話がありました。

これは何なのだろうなというふうに思ったのです。いろんな事情があるのはわかってはいたのです

けども、結局周りの人たちも山本さん、何で受けてくれないのみたいな感じなのです。後でごみ拾

いか何かのときに、あったときに周りが。議員というものの位置づけを町民の皆さん本当にどうい

うふうにとらえているのかと、僕は率直にそう感じたのです、正直なとこ。結局、なかなか町内会

長さんというのは、一言で言って、町内会の方がお亡くなりになれば、その２日なり３日なり葬儀

に取られる。そしてまたどこの町内会もそうですけども、高齢化になって積極的に私町内会長やり

ますというのがなかなかいる状況ではないと思うのです。そういう中で、逆に僕が何で受けないの

だ、みたいなことを言われるということはどういうことなのかなと。議員はボランティアでも何で

も、みんなが嫌なことでも何でも率先してやれということなのかと、言い方を変えれば。議員とい
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うのはどういうふうに見ているのかなと、町民の皆さんは何てちょっと感じたことがありました。

このことについてははっきりと、私の気持ちの中では町議をやっている間は、町内会長は受ける気

持ちはありませんと、きっぱりとお断りさせていただいたのですけども。こんなこともちょっとあ

ったものですから、これは議員の位置づけというところですから、こういうお話をさせていただい

たのですけども。ほか何か皆さん、ありませんか。それではまた進めていきたいのですけど、また

ちょっと時間来ましたので休憩をとりたいと思います。 

休憩 午後 ３時 ０２分 

                                            

再開 午後 ３時 １５分 

○委員長（山本浩平君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

それでは、次へまいりたいと思います。専従化に向かうとしたら、兼業している者は議員に立候

補できなくなるのではないかというところでございます。日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 全然こういう議論にはくみしません。そんなことはあり得るはずがな

い。ただ、そういうふうになっていって、忙しくなっていった場合は、立候補して落選したときは、

やはり自分で自分の身の振り方を考えなければいけないと。それは仕方がないだろうと思います。

ここに書いているのは、専従化すれば兼業は不要となるだろうと書いていますけど、これは兼業だ

めだということではないです。我々の会派はもう兼業はどんどんやって構わないという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） アルバイト的な兼業なら別として、議員に立候補しないと思われる。あら

ゆる年代層、階層からの立候補を求められるとすれば、報酬アップにつながるのではないかという

ことです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党の氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党、氏家です。先ほどから出ている専従化という言葉は、後で議論を

するにしても、そういった数多くに議会日数を要してくるという時代がもし来るとすれば、来ると

しても、二元代表制の中で機関競争主義をしっかり活発化しようとするときには、やはり先ほどか

ら述べているとおり、さまざまな階層、職種の人たちが議員となって活発な議論、討議を繰り返す

ことが必要なのだと。そのために先ほどから申し上げているとおり、議員として活動するための環

境整備というのは必要だと。それを今は報酬アップとは言いませんけども、そのためにはそういっ

た環境をやはり議会として整えていくことが必要でしょうと。それをなくして先ほどからいろいろ

な方が言われているとおり、これ以上の議会改革はあり得るのかと、いろいろな話につながってく

ることになると思います。ただそれは、議会側だけのお手盛りではなくて、自己の自助努力、こう

いったものが必要になってくるし、自助の環境整備というものを整えながら、先ほど大渕副委員長

も言われたけども、４年に１回の改選があるわけですから、その中での自分の身の振り方というの

を自分の自己責任の中でやらなければいけないという、大きな問題もそこにあるということも現実

です。そういったものを踏まえながら、この環境整備というものをしっかり整えていくことによっ

て、兼業している人も議員に立候補していけるということは、私は兼業という言葉はどうなのか、
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仕事を持っている人もしっかり議会の中に出て来れる環境整備はできると思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員、清風クラブ。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。皆さんおっしゃっているとおりなのですが、すでに兼業

という中で議会活動するというのは非常に難しい、数年前からしても非常に難しい状況になってき

ているなと、こういうふうに考えます。しかしながら、兼業というのはきちんと地方自治法で保証

されているのでありまして、それが何も解決されないままにどんどん専従職に向かっているような

状況。これは我々も一緒に議論の中でやってきたことではあるのですけども、何かそれがいつの間

にかそういう状況になっているなという、非常に納得できないというか、そういう状況にあります。

今の状況からしていくと、ほとんど仕事を持った方はまず無理だろうと、こういう状況に進んで行

っているのではないかというふうに思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風はここに書いてあるとおりでございまして、定年後の退職者

か政党の立候補者に絞られてくる状況になってくると。こういうことでは本来の民意が反映される

ことにはなりませんし、議会そのものの活性化という点を考えても、やはり問題があるというふう

にとらえております。前田委員外議員でございます。議員を支援する法制度改革が必要となってく

る。自ら立候補するときの条件、環境を理解しての志の認識と思われる。議会運営の工夫によって

ある程度の解消はされるものと思われるということでございます。熊谷委員外議員は意味がわから

ないということでございます。この中で特に質問なりご意見なり、あるいは言い残したことがあり

ましたらどうぞ。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） これはスウェーデンの事例なのですけども、先ほどテレビで１週間か２週

前に、要するに専従職とボランティア化と議員を同じテーブルでもって議会を運営しているという

のを放映していたのです。専門職の人は半分いて、給料が３分の１か半分、要するにボランティア

とか兼業の人が半分ということで議会を運営していると。これはどういうあれかというと、要する

に報酬をたくさんあげると議員の活動を減らせなくなるから予算がだめだと。ボランティアの方は

いろんな方がいて、あれをやりたい、これをやりたいという主婦の方もテレビに出ていたのです。

そういうことはそういう人方は主婦の立場で専門的にやるというような形で、山本委員長が当初お

話したような形で、２つでもって要するに議会を運営しているというような事例があって、うまく

いっているという話がテレビで放映されていまいした。日本では今そのことは無理かもわからない

けれども、そういうこともやっているとうことでも出ていました。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 議長は何回も行っていらっしゃるから状況はわかると思うのです。間違い

なくやっているのかとか、ケネル市。このあたりの状況はこういう状況なのですか。 

○委員長（山本浩平君） それでは堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今及川委員から言われる前に、ちょっと英語がしゃべれない私ですけど

も、たまたま今回行って議員のところにホームステイしたのです。それで、たまたまのその家庭に

いたときに、議員の方に聞いたのです。議会は１週間毎週月曜日、18 時から２時間議会あるそうな

のです。そして、何となく報酬はどうなのかと、マネー。そうしたらほんの少しだというのです。
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ボランティアみたいで、その人は洋品店の店員さんをやっていました。女性の方なのです。議員に

なってまだ２年くらいなのです。任期３年ですから。いろいろ今回それを聞いて、こちらのほうは

こういう形なのだと。それと、教育委員会の関係は州のほうでほとんど決めて、後は運営や何かは

本当の現場的なことだけでやるので、教育委員会の仕事は余りないようです、ケネル市で決めるこ

とは。議会構成も７人なのです。６人が議員でその中に市長が議長なのです。そして、内容的には

別なところで聞いたのですけど、公式会談で話をした中では、議長である市長さんが来年 30 周年記

念式典で白老に来るような、やるということで来るか来ないかとかいう話。どれだけ来られるので

すかとか話している中で、市長さん来られるのですかと聞いたら、議会と相談しなければまだまと

まっていないもので、はっきり言えませんということで聞いて、何かちょっと雰囲気おかしいなと。

要するに日本の場合ですと、町長がどこどこへ行きますと。行ってきますから議員さんよろしくと。

例えば何でも提案してくるわけです。向こうはそうでもなくて、あくまでも７人で提案するではな

く、７人で相談して決めると。だから、初めから行政の執行側がこうやりますという提案ではなく

て、やはり全体で話し合うものだから、私が行きますと。議員から何名行ってもらいます何ていう

ことは提案しないのだそうです。その中で初めてお互いフリーで初めて議論をして決めるという、

そういう仕組みのようですから、何かちょっと日本とは、二元代表制という形ではないようです。

執行権とか予算権とか何とか、そこまでは英語通じないからわからないのだけど、そういうような

雰囲気でした、感じとして。だから、議会のほうは何せ毎週月曜日６時から８時まで２時だそうで

す。夜 18 時から。それで報酬はほんの少しだと言っていましたから、それで奥さん議員は洋品店に

私勤めているところだと言って、そこの店へ行ってきましたけども、そういう仕組みですから、や

はりちょっと日本とは違って、先ほど近藤委員言ったような雰囲気もあるのかなと。だから、国に

よってはかなり。だけど、僕の考えた範囲では我々議決するとか決めていくとかいうことは、ごく

やはり限られていると思います。後は上のほうで決まってきて、それを実行するというだけで、こ

こらで我々町民全体の福祉、まちづくり考えて、いろいろな問題について議論して決めていくとい

う、そういう仕組みで、権限が大分仕事の範囲というか、これは少ないようです。州あたりがある

程度大きいこと全部決めて、こうやりなさいと。決める裁量というのはほんの少しなのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時 ２７分 

                                            

再開 午後 ３時 ４０分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたしたいと思います。 

論点３、多様な議員活動を公務として位置づけるとき、どのような範囲までなら町民に対して議

員として説得できるのだろうか。日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ここに書いているとおりでございまして、我々は議案の精

読、会議への準備、研修、調査、議会報告。こういうことも公務の範囲に入れられるほうがいいだ

ろうという議論になりました。ただ、これを説得するのはなかなか大変だなという気はしています。

それと、それぞれの個人差があるでしょう。だからそこら辺は何を基準にやるのかというふうに言
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われてしまいますと、なかなか大変だけど、ただ議案の精読をしないで議会に来ることはあり得な

いので、本当は本会議よりも議案の精読とか一般質問の準備が、一般質問の準備といったら個人の

ものだけど、だけどそういうのはすごく大切なものだというふうに思っていますから、そういうも

のが本来議員の一番大切なものだというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 読みます。現時点では議会、委員会等の会議の出席、各団体の行事、会議

等への参加、議会報告会、議会懇談会は公務として説明できると思うが、情報収集、自己研さん、

議案の精読等々は議員活動として受けとめてもらえないのではないか。やはり個人で動く分に関し

ては難しいのではないかと考えています、以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党の氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ここに書いているとおり、公務として前に 1 回表をつくっていますよね。

公務としての議員活動というのは、町民の方々というのは、なかなかそこについては理解されてい

ないと思うのです。町民の方々の目線というのは、公務に付随する活動だとか、公務外とされてい

る活動。その部分に町民の目線というのがいっていると思うのです。そう考えたときには、やはり

議員独自の政務調査活動だとか、政策提言のための住民の声の聴取活動。そして住民相談だとか会

派の活動。この中から町民の方々の意見を聴取。それをどう政策に提言していくのかということが

求められているような気がしてならない。そう考えたときには、ここに書いているとおりの部分が、

町民に対して僕たちは説明していかなければいけない大きな役割があると思うし、それを理解され

ないのであれば、議会としての今後の活動が本当に狭まってくると、私は考えます。  

○委員長（山本浩平君） 続きまして清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） これは通常の議員としての議会活動。これまでの状況から、これを新たに

範囲をまた広げていくとなると非常に厳しいのではないかという町民の。今まで皆さんが各会派出

ている、当然加えられるべきものだと。我々が例えば判断としても、町民の皆さんからするとどう

いうふうになるかというのは非常につかめないというのはありまして、まだまだ議論というのは必

要なのかなというようには感じます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもですけども、読み上げます。本会議や委員会出席以外では議案の

調査や事務調査、政策形成の調査、提案、住民との意見交換、公的行事出席、その他もろもろと書

いておりますけども、基本的に政党活動以外のものは、私はすべて議員の活動だとの位置づけをや

はりすべきであると思うし、説明する機会があれば、それは説明すべきだというふうに思います。

そうしていかないと、機関競争主義という今回言葉が出てきておりますけども、名古屋の河村市長

のように、あれは機関競争主義ではなくて、首長絶対主義みたいなやりかたですから、ああいうの

で議会はいいのかということになります。ですから、議会活動の内容というのは、本会議や委員会

以外でも多々あるのだということを、これはしっかり認識をして、また町民にもしっかり説明でき

るものであるというふうに私どもは考えております。前田委員外議員でございます。議員の活動実

態、活動の類型（範囲）や日数ではなく、議会における議員の権限の行使、議員としての政策形成

活動、地域社会形成活動等に対しての評価と信頼度が前提となるということでございます。熊谷委
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員外議員。事案（町民）に対しての説明責任が必要であるこの範囲と意見。ちょっとどういう意味

かわからないですけど。この部分において何かありませんでしょうか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は多様な議員活動を公務として位置づけたときの町民に対しての説明責

任というか、これについては町民も何か結論を持って示されなければ、町民というのはなかなか理

解できないのだろうなと。その形というのは何なのだろうと考えるのだけども、それが今やってい

る議会報告会であったり、議会懇談会であったり。そして各会派における予算要望や、そういった

ものがこういうことをやっているのだなという、１つの理解を得る手段になるのかもしれないし、

議会懇談会、議会報告会を通しながら、町民から出てきた意見をどうやって整理をして、どうやっ

て政策提言に持っていけるかという、やはりこれからやろうとしている白老町議会の政策研究会に

しても何にしても、何か形を持って町民に示すことができなければ、ただの空論で終わってしまう

ような気がしてならない。そのためには今回この各会派からのこういった意見だと思って僕は受け

とめるし、その中での議論を深めていきたいなと、私たちはそう考えます。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、氏家委員が言われたのは、要するにそういうこともきちんと議員

活動の中に組み込むという意見ですよね。だから、僕はもっと広義に考えているのです。だからも

ちろん町民の皆さんとの接触の部分も、今言われた部分もそうだけども、議員として議案の精読や、

この前の資質の問題で言えばよかったかもしれないけど、例えば議会事務局からたくさん資料が出

ますよね。本当にあれを読んでいるのかどうかということです。それから議案の精読ということは、

常任委員会の前に必ず 1 回や２回それを読んで、やはりきちんとその中身を理解してここへ出てく

るということでしょう。本当は議員というのは、そこの活動がすごく強化されないと、来たときに

初めて議案忘れましたとか、説明資料持ってきませんでしたとか。そういうことが問題ではないの

かなと思うのです。そういうものを読んでこなかったら議論できるわけがない。今までは、例えば

所管事務調査のときは担当が来て説明するからできる。何度か精読してきた場合は説明しないで書

いているとおりですから質問してくださいというふうになったらどういうふうになるか。議員はや

はりそういうことが今問われているような気がする。そういう時間は、とっても町民は時間を認め

てくれなくてはいけない最大のものではないかなという気がするのです。ただ、近藤委員が言われ

たように、それは理解してもらうのは当たり前だろうと言われそうな気がする。それはそう思うけ

ども、中身をもうちょっと一歩入ったときに、そこのところが大切だと思うのです。何ぼ事務局か

ら資料が出たって、読んでいなかったら何もならない、ただの紙くずです。こういうものがたくさ

ん出ているのです。全部書いているのです。だから、やはりそういうところが今、どれだけ町民の

皆さんにわかってもらって、議員活動というのはこういうことだと理解してもらうということはす

ごく必要だと、私たちは思っているけど。 

○委員長（山本浩平君） 清風さん、いかがですか。この点については。 

○委員（及川 保君） 皆さんの議論されている部分ではそのとおりだなというふうには思います。

今、副委員長がおっしゃったことも当然のことであります。当然のことゆえ、このあたりをきちん

と町民の皆さんに理解をしてもらうこともまた大事なのかなと。これを理解していただくというこ



29 
 

と、今当たり前だという話も出ましたけど。これがなかなか理解してもらう過程では難しいのかな

というふうには思いますけども。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今までずっと議論しています。そうしたら議会は町民に対して

の情報公開だとか自由討議、自由討論。これを公開の場でしっかりしてもらうことが必要だという

ではないですか。共通認識に立つために。そのために議会はどうするのかと。そういったものを受

けてどうするのとなったときには、その民意だとか、民意を世論と変えて、その世論をどう政策に

反映させていくのかと考えてきたのです、ずっと。そうしたら、考える場所というか、反映させる

場所というのはどこにあるのかなってくると思うのです。だから、僕たちはそういったことをちゃ

んと町民に対して見せていくことが大事だし、そういった場所が考える場所だと思っていますし、

僕は政策研究会がそうだと思っています。政策研究会の立ち上げだとか、そういったものの実行が

町民に対して１つの場所なのだなと。１つのサイクルの中で、町民への情報公開。その情報公開を

しながら、世論を吸収しながら、議会というのは何をするのか。議会はそれを持って政策提言をし

ていくのだよとか、条例提案をしていくのだよとか、そういうことを議会がやっていくのだと。そ

の結果、民意がどう反映されていくのかということが１つの形になっていって、初めて僕たちのや

ってきたことがこうなったのだとか、町民に対しての理解を深める１つの道筋になっていくのでは

ないかなと考えるのです。だから、今までずっと議論をしてきて、別にまとめるつもりも何ともな

いです。今までずっと議論してきたことというのはそこにつながってくるのではないかなと思う。

だから日数もそれだけ必要になってくるし、議会がそこに感じ気がついたときに、これだけのもの

が必要になってきたことは町民に対してしっかり言っていけることだと思うし、そのためには実行

に移して行かないといけないということが大きな課題があるだろうなと考えるのです。だからどう

やって町民に対して向き合っていくのかということは、町民と共に歩んで行こうとする議会を目指

すのであれば、そこのところをしっかり議論しておくべきだろうなと、私たちは考えるのです。 

○委員長（山本浩平君） では次に進みたいと思います。それでは、次の 14 ページでございます。

多様な議員活動を公務として位置づけたとき、その活動は議員の義務となり、町民に対して議員活

動の実証を各議員が説明責任を持つこととなるがどのように考えるのかということでございます。 

日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。現代でも説明責任というのはあるのです、我々。当然ある

と私たちは思っています。問題は義務という中身の問題になるのだろうけれども、ある意味義務と

も言えるし、義務ということで絶対やらなかったらどうなるのかということもあります。しかし、

議員としての説明責任を果たすということは当たり前のことです。それは、議会がやる議会懇談会、

議会報告会。議員個人が、それぞれがやる議会報告会また文書による報告。いろいろな形のインタ

ーネットもあるでしょう。そういう議員が自分の活動自ら説明責任を果たすということは、当然必

要なことだというふうに理解をしております。 

○委員長（山本浩平君） それでは新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 高い報酬の裏づけがあるとすれば、当然町民に対して議会活動の実証を議
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員として説明責任を果たさなければならない。別に低い報酬でも、やはり議員であれば説明責任は

必要であると、このように考えています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党、氏家です。議員または会派、1 年の活動報告としての機関紙の発

行だとか、または報告会の場を持って活動への理解を得ることしか、私はないような気がします。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風です。これもちょっと議論が分かれるところなのですが、しかし今ま

で根拠ということになりますと、やはりそういう何らかの形をとって説明をするとか、報告すると

か、こういう活動は必要にはなってくるのだろうけども、今後まだ議論が必要ではないのかという

意見です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもは、義務という話になってきましたので、このテーマが。そこま

での必要があるとは思わないという結論でございます。ただし、先ほど大渕副委員長がおっしゃら

れたように、議決に対しての説明責任というか、私はこういうことで、これに対して賛成しました、

反対しましたということについては、それはその信念に基づいて議決をしたわけですから、きちん

と説明できるものを持っていなければならないと。これは当然のことであるというふうに思ってお

ります。前田委員外議員でございます。二元代表制での議会は、議員個々としての説明責任を明確

に負うものであるということでございます。熊谷委員外議員もそのとおりであるということでござ

います。ここの部分で何か言っておきたいなということがあればどうぞ。 

では次に進みたいと思います。論点４、議員報酬の位置づけ。実費弁償と生活給の対比というと

ころでございます。（１）専従職に近づいているとしたら、生活給とはならないのかというところで

ございますけれども。日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これは当然。だって生活しなかったらできない。だから当

然そうなると思います。ただ、先ほどから何回も言うけど、専従職という言葉がどうも僕は引っか

かってどうもならないです。それだけは言っておきます。以上。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 専従職イコール拘束時間の増大となれば、生活給的な額にしなければなら

ないと思います。以上です。 

○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、氏家です。ここに書いているとおりですけども、議会活動の重要

性の認識が、先ほども言ったとおり議会活動の範囲を広げたとすれば、さまざまな議会活動に取り

組んできて年間を通じた会議数の増加、それに伴う活動数を考えたときには、職務遂行のための公

費支給と考えるべきだと私たちは考えますし、よくわからないです、実費弁償だとか生活給だとか

専従職という言葉も先ほどから言っているとおり。ただ、支給の根拠としては、この職務遂行のた

めの議員活動を補償するための公費支給と考えるべきだと思うし、その考え方が歳費だとか議員報

酬だとか、そういう言葉になるのだとすれば、それはそうなのかもしれない。ただ、私たちの考え

方はここに書いてあることでございます。 
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○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。先ほど来出ているように、専従職という言葉、本当にこ

れから余りひとり歩きするのであれば、非常に私たちとすれば危惧いたします。そういう形でこれ

から今後も進むということになれば、なるのであれば当然生活給になるのだろうという考えであり

ます。 

○委員長（山本浩平君） 私どもでございますけれども、ここに書いているとおりなのですけれど

も、若い世代への継承のために、一定の生活保障は必要と考える。ということは生活給としての考

え方はしっかり持つべきだという考え方でございます。と申しますのは、議会改革の少しは見直し

も必要ではないかと、私ども会派の考えですけども、そうかといって相当費やしてきた会議日数を

いきなり今までのどおりに減らせるということは、これは非常に現実的には難しいものもあると思

いますので、であれば生活保障というものをきちんとやらなければ、若い人たちが立候補する環境

にはならないと、こう考えるわけでありまして、生活給としての考え方を持つべきだという考え方

でございます。専従職の議論は一切関係なしと。私も大渕副委員長の考え方と同じでございます。

前田委員外議員。専従職化した場合、専業化した場合、議員活動に多くの時間を割き、かつ生計を

営むには、それ相応の議員報酬も必要と思われる。能力評価も必要ということでございます。熊谷

委員外議員は、生活給とはならないという意見でございます。この実費弁償と生活給の対比という

ところで何かございましたらどうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。誰が悪いのではなくて、この専従職と生活給という言葉が

適切なのかどうかということでいえば、意味はわかるけど、議員はこういう議論をするときに、こ

ういう形で議論すべきものなのかどうかということ自体誰が悪いということではなくて、我々がや

っているものだから、僕はやはりこの専従職と生活給という、何か。言っている意味はわかるので

す。報酬と歳費の違いとかいろいろある。どこまでの範囲で責任を負うかとか、根拠はわかるのだ

けど、何かちょっとなじまないような、すごくしています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も大渕副委員長の意見に似ているかなと、わからないのですけど、私も

ちょっと議員報酬のことについては、専従職という言葉もそうですけども、今行なわれている国の

ほうでの地方議会改革、そういうようなものの中で、地方議員の私たち自治体議員に対して非常に

議決権とか、いろいろな問題に対してもっとしっかりやってもらいたいという意見はいっぱいある

のですけど、では私たち地方議員はどこまで国会議員だとか、道議会議員だとか、そういうふうな

議員さんたちと一緒に見てもらえているのかというと、現実的には地方議会改革をやっているそこ

の審議している審議会の方々は私たち議員の報酬、実際に幾らもらっているのかもわからない状態。

そういう中で私たち一生懸命やっていて、ときどきむなしいなと非常に感じるのです。そこでこれ

をまたさらに議論をして、果たしてこれをつくっていただいた方に申し訳ないのですけど、１番と

か２番とかこういうような対比、こういうような日当制がどうのこうのという以前の問題として、

ここまで議論をしなければいけないのでしょうか、私たち議員が。私は非常に違うのではないかと。

議会改革を進めるために、我々は議会としてどうあるべきか、ということが最初の原点だったはず
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だから、何か後ろに引っ張るような矢祭町の日当制であってもいいのかとか、何かこういうような

ものまで入れられたら、議論は何かおかしくなってしまって、もうちょっとその辺悪いのですけど

も、委員長うまくさばいて、必要なところだけきちんと議論できるようにお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） これについては、１つのテーマを設けた中で議論をしようということで

やっておりますし、さまざまな意見をぶつけ合っていくことで、いろいろな到達点も見出せるのか

なというようなことでございますので、その中で意見としておっしゃっていただければよろしいか

なというふうに思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。これは今すごく大事なことをやっているような気がするのです。

確かにこのテーマは議員報酬という位置づけについて話をしているけども、これの論点３の議員報

酬の議論に入ったけども、それまでの議論というのは議会のあるべき姿、それから各個々の議員の

あるべき姿みたいものをずっと議論してきたわけです。その中でのこれからの議会改革含め、また

これからの白老町議会のあるべき姿を考えたときの議員報酬とはどうあるべきか、ということを今

議論しています。僕は、これは決して無駄なことじゃなくて、ここをしっかりと考えないと、では

なぜ議会の中でこの報酬ではだめなのかという、僕たちの論点整理ができないです。そして議員報

酬に限らず論点２までをやってきた段階というのは、これからのなぜ政策研究会を今やろうとして

いるのかとか、民意というのはどこで反映するのかと。政策研究会いらないのだったらどこでやる

のかという話にまでちゃんとなってくる論点整理だと思っています。ですから、ここでちゃんと議

論しておかないと、議員報酬の話もしかり。これから先進んでいくであろう議会改革の一つ一つの

項目についても、僕は議論できない。だから今ここでこの話を一生懸命皆さんといろんな意見交換

をしながら、１つの共通認識に立った議会また議員のあるべき姿というのを議論していると僕は思

っていますので、決してこれは無駄なことではないと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私は今までの前段のこの議論は大事なことだと思っています。ただ、今こ

こに入った段階で、もう議員報酬ということについて入ってきてしまっているので、今までの議論

がこれだけいろいろなことときちんと分けてきたので、この段階に来たので、一つ一つ分けていく

よりは、むしろトータルで話し合ったほうがいいのではないですかと。もうちょっとさばいていっ

たらいいのですけど、変な言い方ですけの、これ１個についてこうというのではなくて、トータル

で話したほうがどうでしょうかというふうな意見を言ったつもりだったのですけど。あっちにもこ

っちにもいってしまいすぎではないかと思って。 

○委員長（山本浩平君） ただ、前回議運の中で、これらについて各会派で議論をしてきてくださ

いと。これに基づいて、また皆さんと意見を戦わせるというか、意見交換しましょうということで

やってきていただいていますので、逆にこれを各会派持ち帰って、時間を費やして議論をしてきて

いただいているものでありますから、この内容については一応やってみたいというふうには、委員

長としてはそのように思っています。 西田委員。 

○委員（西田祐子君） すいませんでした。うちらの会派では最後のところは、これは一括で意見、

話をしたほうがいいのではないかと。似たり寄ったりのことを聞かれているのではないかという意
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見だったものですから。以上です。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。機関競争主義ですとか、前段の部分でもかなり似かよっ

たところが出てくるところもあるのです。そういうことあるのですけども、まず議論をしてきてい

ただいておりますので、これはやっていきたいというふうに思います。それではまた１時間たちま

したので、ちょっと休憩をとりたいと思います。暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時 １０分 

                                            

再開 午後 ４時 １９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。それでは論点４の（２）、役務

の対価、実費弁償だとすると、矢祭町のように日当制であってもいいのではいかというところでご

ざいます。日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。先ほどから議論している役務の対価とすれば、公務の範囲

を厳格に査定しなくてはいけないと。ですから我々は公務の範囲を広くとるということです。実費

弁償だとすれば、現在の議会活動、要するに議会出た分だけの費用だとすれば、議会活動は明らか

に後退するのははっきりしています。ですから、日当制は我々はなじまないという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 日当制にすると役務以外の日は活動義務が生じなくなるため、活動が停滞

する。議会の活性化は難しくなり、執行側が有利に立つのではないかと。通年議会やっているので、

日当制というのはちょっとおかしなことになってしまうので我々はとてもではないけど反対です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。先ほども言いましたけども、地方自治法上の公務活動だけを取

り上げて議論をするのであれば、こうした日当制という考え方の選択肢もあるのかもしれませんが、

機関競争主義をこれから活発化させて、同等に立場で町長と議論し合うとすれば、現在公務外とさ

れている活動の充実というのは大切なことになってくるでしょう。しかしその活動は、議員個々の

活動または会派の活動であって、それを日当という対価で考えるのは、これは難しいという部分で

あります。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） これも今後議論は必要だろうと思うのだけども、矢祭町の日当制が現実に

やっているところがあるとしても、非常に非現実的だなというふうには思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもも皆さんと全く同じ考え方でございまして、日常の議員活動の意

識が低下してしまって、議会全体のパワーダウンにつながっていくと。この表現は江藤先生の表現

をそのまま踏襲させていただいたのですけれども、このとおりだというふうに感じているから、こ

のように書かせていただきました。前田委員外議員です。議員は審議会委員等とは異なり、二元代

表制の一翼を担う機関であり、日当制を超えた活動を行なう必要があり、あまり日当制はなじまな

い。熊谷委員外議員。日当制の議論は必要であると思うが、現在の議会にそぐわない。ということ

でこの部分については、一定の方向性と申しますか、全会一致に近い内容であったのかなというふ
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うに思います。何かさらに申し述べておきたいことがあればどうぞ。 

なければ次に進みます。論点５の（１）、地方歳費という言葉に議員報酬の引き上げを根拠とする

ことになっていないかということでございますけども、この点について日本共産党さんどうぞ。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。地方歳費、今議員報酬に変わったのですが、地方自治法で。

一般的な報酬ではなくて、議員報酬に変わったということで言えば、意識としてどういうふうに国

も変えつつあるという実態だと思うのです。地方議会では当然通年議会がふえてきていますから、

歳費という考え方が入ってくるのは当たり前だというふうに思います。ただ、福島町のように中身

が全く同じなように、名前だけ変えたって実態がないなら、僕は意味がないと思うのです。やはり

地方の町なら町で決められることは、独自の課題として、白老町は白老町の考え方で決めていくと

いうやり方が正しいと、我々はそういうふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 読み上げます。活動状況を実態による費用弁償的な考えから、報酬を引き

上げるべきである。専従制を指向するなら歳費も可であると考えます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。この論点についての答えとしてふさわしいかふさわしくないか

は、ちょっと疑問なところがありました。こうした根拠に地方歳費という言葉を考えたことはない

ということが、１つの結論なのですけども、前段の論点４の（１）で我々公明党として出していた

だいた、職務遂行のための公費支給と考えたときに、その根拠を今まで議論してきたと考えますの

で、地方歳費という言葉に議員報酬の引き上げを根拠にすることになっていないかという、この論

点についてはこの短い文でしか、結論的な部分でしか出ることができませんでした。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 根拠とすることになっていないかということだったものですから、この地

方歳費という言葉に対して。そいうことでなってはいないという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもも今公明党さんや清風さんと全く同じ考え方でございます。根拠

には特になっていないと。報酬という言葉も歳費という言葉でもどちらでもいいけれども、活動時

間に見合った議員報酬に、これは引き上げなければならないという思いでございます。今回議会報

告会の中で、私どもの班ではなかったのですけども、意外と町民から報酬を上げるべきだというご

意見が結構あったというふうにも聞いておりますので、これはいろいろと報道もされている中で、

町民もいろいろな考え方を持っておられるような気がしました。決して報酬を上げるべきではない

という町民の意見ばかりではないのだなというふうに思いまして、私どもの会派としては自信を持

った次第でございます。次に前田委員外議員ですけども、2008 年の自治法の改正で議員の報酬だけ

を議員報酬として区別したが、給与的な扱いをしている実態や支給方法には触れていない。議会内

部だけの議論にとどまらないのではないかということでございます。熊谷委員外議員。地方議会、

町村は報酬であり歳費とはならない。引き上げの根拠とはならないということでございます。この

テーマについては皆さんどうですか。何か。 

氏家委員。 



35 
 

○委員（氏家裕治君） 僕はやはり今までずっと議論した中で、この議員報酬のあり方というか、

そういったものがだんだん見えてきたなと思ったのは、この間の議会報告会でした。議会報告会の

中では、今はこういう時代だから、今の町の財政がこうだから上がるべきではないという言葉が態

勢を占めるのかなと思っていたのですけども、そうではなくて、議会がこうやってここまでして町

民の前に出てこようとしているときに、ここに来れないというのが町民として何か情けないという

か、そういう言葉も聞くことができたというか。ということは議会の活動というのは少しずつ理解

をされながら、こういった議会活動をする中ではやはり議員報酬というのは見合った議員報酬とい

うのをちゃんと考えるべきではないのかという町民の意見もあったということは、それも 1 つの民

意。そしてこの時代こういった財政状況だから上げるべきではないという、それも 1 つの民意だと

僕は思うのです。ただそれを全体の世論として我々議会がどうとらえ、また議会がどう説明してい

くのかということが、やはり地方歳費という言葉に左右されるのではなくて、議会としてどう考え

るのかということが大事になってくるのだろうなという、これから。僕はそういうふうに今回の議

会報告会を通して、1 つの町民の考え方が変わってきたというのと、議会活動が少しかもしれない

けども、前向きな理解に変わってきているようなそういったことを感じることができただけでも、

すごく大きな意義があったかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。 

それでは次まいりたいというふうに思います。国会議員と地方議会議員は、歳費と議員報酬で区

別されるくらい大きな違いは何だろうかということでございます。これについて伺ってみたいと思

います。日本共産、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。現在大きな違いは見出せないと。ただ、活動の範囲や責任

の規模の差異によるものであり、歳費の考え方は金額の大小であっても、活動の考え方は共通して

いるということでありまして、そんなに差はないということです。また名前も余り関係ないのでは

と、こういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 議員の活動日数が多くなっている状況では大きな違いはないと思ますとい

うことです。 

○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、氏家です。ここに書いているとおりですけども、取り巻く環境が

まず違う。そこが違うと私たちは思いました。ただ、職責、職務を遂行する責任の大きさというの

は、これは地方議員だろうが国会議員だろうが同じです。ですから、そういった面では国会議員、

地方議会議員の大きな違いというのは取り巻く環境でしかないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして清風クラブ、及川委員お願いします。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私たちも国会議員と地方議会議員。この部分だけ今違い

を問うているのですけども、例えば同じ地方議員でも市議会議員と町村議会議員、この違い。例え

ば人口が今かなり減って、わが町よりも少ない市も結構あるわけです。そういった中で、先ほど言

われた会派もあるのですけども、予算規模の大きな違いはあったとしても、仕事的には下手すると
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市議会議員よりも今現状の白老町議会というのは、はるかに越えた活動をしていると、私は思って

いるのです。この違いというのはどういうことなのかなと。同じ地方議員としても、格段の差がつ

いているというのは、どういうことなのかというのは、逆に疑問を私は思っているものですから。

意見としてはなっていませんけども。疑問だけを非常に感じていることなのです、日頃から。 

○委員長（山本浩平君） 私ども、わからないと書いていますけども、率直な意見でございまして、

前のページに書いていますけども、歳費でも報酬でもどちらでもいいのだと。呼び方なんてどちら

でもいいと。実態にあったものをやはり改正していくべきだという考え方でございまして、国会議

員との差はどうだと言われても、これは何だかよくわからないなということで、わからないという

ことにさせていただきました。前田委員外議員。2008 年の自治法の改正で議員の報酬だけを議員報

酬として区別したが、給与的な扱いをしている実態や支給方法には触れていない。議会内部だけの

議論にとどまらないのではないかということで、先ほどの論点のところと全く同じ内容のものです

けど、これは間違っていないのですね。このとおり書いているのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 間違っていません。 

○委員長（山本浩平君） 熊谷委員外議員は、民意数、議員一人一人の民意の数ということです。

ここで何か皆さん、ございますか。本当は前田委員外議員いたら、前田委員外議員にお尋ねをした

かったのですけど、この意味よくわからない。どういうことを言おうとしているのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 説明だけちょっと。資料お配りをしていますけども、それをちょっ

と見ていただきたいと思います。そこに国会議員と地方議会議員の比較、給与関係というのが資料

あったので添付させてもらっています。歳費と報酬は非常に大きな違いがあるのです。国会議員の

場合は歳費なのです。国庫から支給された給与となっているのです。一般職の国家公務員の最高の

給与額より少なくない額とされているのです。だから、事務次官より多い額をもらうということに

なっているのです。それに反面して地方議会議員は報酬という位置づけですから、勤務に対する反

対給付という位置づけなのです。要するに議員活動に対する反対給付ということです。だから先ほ

ど言った日当制もあり得るのです。ですから、大渕委員とかいろいろな方言っていますとおり生活

給ではないのです。何ぼ活動をたくさんしようが、少なくしようが生活給ではないのです。だから、

勤務日数に応じた給与支給も可能ですよと。条例で月額支給することも可能ですよという規定がさ

れているということです。基本的に国会議員は期末手当支給されるのです。地方議会の場合は、基

本的には支給されないのです。条例で支給されることは可能だと言われているのです。ですから、

うちは条例でいきますと、支給すると明記されているから支給されているということだけです。だ

から、自動的には支給とされるのでではない。それだけ大きな違いがあると。今、国会のほうで議

員報酬に改めたときに、地方歳費の議論というのは実際には出ているのです。県の議長会から提言

書があって、それを賃借してそういう議論になったわけですけど、前回の議員立法で議員になった

ときには、地方歳費という言葉も捨てきってはいないのです。というのは、通年議会をやる議会が

生じ、矢祭議会のような日当制を選択する議会が生じてきている現状からみると、今 2,700 くらい

地方自治体の数ありますけど、多種多様な議会があるという。だから、そこで一律に地方歳費とい

う規定をすると、議会の活動のそごが生じるということで選択をしなかったという使い方をされて



37 
 

いまして、将来はどうなっているかわかりませんけど。ですから、地方歳費を使うか使わないかと

いうことと、報酬を使うかというのは全く意味合いが違ってくるということです。ですから、地方

歳費を使うということになれば、より国会議員の報酬に近くなる意味合いを持ってくるということ

なのです。これは比較が載っていましたので、説明をしておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 質問がございましたらどうぞ。前田委員外議員の言っている議会内部だ

けの議論にとどまらないのではないかというのはどういうことですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分推測ですけど、今の白老町の議員報酬の支給の方法が、実際は

月額給で出しているということですね、実態が。ですから、わかっていらっしゃるのだろうと思う、

歳費にすると給与になりますから、反対給付ではないのです。ただ、実際は反対給付的みたいな月

額給で支給されていると言っているのではないかなという気がする。ですから、議会の中の議論で

はなくて、住民含めた多くの議論が必要ではないかと言っているのではないかと。これは推測です

けど。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時 ３８分 

                                            

          再開 午後 ４時 ３９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開します。上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう１つの資料をみて、論点３のこれは公務の位置づけというとこ

ろなのですけど、従来は左の議会活動、公務の認定だったのです。というのは、太線で囲っている

ものを公務として扱われていたのです。当然そうですね、前は全員協議会とか委員会協議会とか、

そういうものは非公式な会議でしたから、ただ自治法が変わって右になったのです。範囲が拡大さ

れたということなのです。うちも今は全員協議会と委員会協議会は協議の場に位置づけております

から、太線に拡大したのです。従来は本会議とか委員会活動しか正式な会議ではなかったのです。

それと議員派遣。だけど今は諸々の活動を、要するに協議の場につけ加えれば正式な会議になるの

です。これは議会が自ら自由度を増して、地方議会が公務活動を拡大していけるという 20 年から拡

大したのです。だから、今言っているのは、先ほど言った勤務に対する反対給付という、この太線

の中だけなのです。だから今議員報酬を議論するために、どう位置づけるのだといったときに、皆

さんはこの外枠も議員活動だと言っているわけです。議案の精読もここに入ってきますし、一般質

問の調整も入ってきますし、この枠の外なのです。点線に枠なのです。だから、そういうものに位

置づければ報酬の概念というのは変わってくるのです。白老町の議会がそういうものも公務として

位置づけて、やはり議員活動を充実して、それなりの若い人が出られるように報酬体系を決めまし

ょうといったら、先ほどの報酬ではなく、やはり歳費により近くなってくるのです。それは住民が

理解を示すか、認めるかというのは、これは今後の議論がいるとことです。だから、考えるときに、

やはりそのほうの公務の位置づけと、地方歳費の位置づけというのは議論としてはかけ離れてはい

けないのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 
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○委員（及川 保君） これは局長が勝手につくったやつではありませんね。それで、今説明の中

で議会活動を広めるというか、拡大しようと実際やっていることなのだけども、その報酬の中で町

民との合意を得ようとすれば、やはりきちんと説明すべきであろうということの説明があったのだ

けど、この点線拡大をしようとすれば、この議会活動に入るのですか。右側の点線の中で行くと、

会派、議員による調査研究等。個々の議員の活動になれば点線ですよね。それを可能ですか、拡大

解釈で。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今地方自治法では議会の守備範囲ということが、一切書かれていな

いのです。報酬の範囲というのも書かれていませんし。だから、公式にここまでの範囲だよという

ことが、その議会で決めて、住民が理解できれば、自治法には定められていない外です。だからそ

ういうものも報酬の範囲にしますよということは住民と理解ができれば、それは可能ではないかと。

だから、識者が書いているのは。書かれていないわけですから、地方自治法に。公務というのは書

かれていませんけど、議会の守備範囲も書かれていませんし、報酬の論拠となるものも書かれてい

ないのです。だから、議員報酬にするときの総務委員会の議論の中では、それも捨て切ってはいな

いのです。識者が言っているのは、地方歳費にするのでしたら、これとこれを公務としてしっかり

やりますよという位置づけた上で議員報酬。今、法で言っている議員報酬を定めるということにな

るのではないかなと。事実的にどういうふうにするのかというのは、もしかそうなったら調査して

調べてやらなければだめですけど、そういうのも可能だと。 

○委員長（山本浩平君） 時間も押していますので、次へ行きたいというふうに思います。兼業し

ていたら、地方歳費は選択できないのかというところでございます。日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今もありましたように、歳費という規定は確かにこういう

ふうに厳密に分かれているのだけども、法律的には決まっていないから、範囲が定められていない

から福島のようにできるわけですよ、現実的には。だから、そういうふうに、考えたときに、公務

が広くなれば当然歳費、通年議会なわけだから、歳費という考え方だっていくらでも成り立つとい

うふうになります。ただ、ここに書いている兼業していたら地方歳費は選択できないのかという、

ぼくは、これは全然関係ないというふうに思っています、我々は。兼業だから報酬で兼業でないか

ら地方歳費ということではないという意味です。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 専従制イコール地方歳費として考えるならば、兼業は難しいと考えており

ます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党、氏家です。この考え方については、前段から出てくることなので

すけども、自己の努力で環境を整えることで、活発な議会活動に今の白老町議会の中にあっても参

加できると、私は思っています。ただ、自己の努力だけではなくて、やはり議会としての環境整備

というのは当然必要になってくると。先ほど委員長ともいろいろ話の中で出てきた部分だと思いま

す。それが地方歳費なのか議員報酬なのかということは、歳費のとらえ方もあるかもしれませんけ
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ども、いずれにしても私は選択できるという考え方でございます。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。このあたりがなかなかつかめなかったものだから、難し

いのではないかという。というのは、会派では兼業というのは、指定をするものではないものです

から、うちの会派では。これは結構認められていることを白老町議会だけで、単独でそういう方向

に向かうというのは、私は納得いかないので、こういう意味合いが難しいのではないかという、こ

こに書きました。兼業職は認めるべきだと。従来どおりだろうという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもは書いているとおりであります。国会議員の兼業者もたくさんお

ります。何も問題はないということです。前田委員外議員。前と全く同じです。読むことを省略さ

せていただきます。熊谷委員外議員。この設問は、憲法上問題は発生しないということですけども、

この設問憲法上、何が問題発生するのですか。よくわからないと。最後の自由意見のほうに行きま

すので、合わせて最後皆さん意見をいただければと思います。その他、自由意見ということでござ

います。日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。二元代表制を採用している現行制度にあっては、執行機関

の長と議会との機能バランスが前提でなければならない。対等平等の緊張感があってこそ車の両輪

として町民に支持されることになる。したがって、議会を代表する議長ほか委員長のリーダーシッ

プの発揮が特に求められているところであるいうことであります。どういう意味かというと、今報

酬の問題でこのことをやっています。そうすると議会の内外で、これが非常に取りざたされます。

何か議会が上げてくれと言ったとか、報酬審議会が上げれと言ったとか町長が上げてやると言った

とか、何かいろいろなことが乱れ飛んでいるのです。議会懇談会でもそういうこと出ました、一部。

ですから、議会が一枚岩になって何をどういうふうにしようとしているのか。別に町長が上げてく

れると言ったとか、報酬等審議会が上げると言ったから上げなければだめだとか。それから議会は

どうなのだということは、すごい憶測でしゃべられていますでしょう。私はそういうことにはきち

んと町民の皆さんに議会の立場としては答えられるというふうにすべきだろうと。事実に基づいて

です。そこはやはりそうしないと、例えば８万円の問題も何か町長がつけてやると言ったのを議会

が丸のみしたとか、そういうふうに言われるのです。だからそこら辺ははっきりきちんとしていか

ないとだめではないかと。議会の要するに二元代表制、機関競争主義でいうと、やはり議会の立場

は議会の立場できちんとしていくということが、町民に対してもこれから必要だろうということで、

そういう意味で書かせていただきました。そういうことであります。もちろん議員は努力しなけれ

ばだめです。当然我々も努力します。 

○委員長（山本浩平君） 続きまして私どもです。読み上げます。地方分権が実態として余り進ん

でいない中で、議会機能の拡大化や専門職化はむしろ議会の形骸化を招いているのではないか。足

元をしっかり見つめなおすべきではないかということでございますけども。私ども一番危惧してい

るのは、一つの議会という世界。それと、例えば企業あるいは行政もそうなのですけども年齢構成

のバランスというのは、これはやはり大切だと常に考えております。８月になりますと、私も氏家

委員も 50 歳ということでございまして、最低の年齢の議会の人がもう 50 代ということになってし
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まいます。30 代、40 代、白老町議会ゼロという状況でございまして、この点をやはり議会の構成の

年齢も、若い人たちも昔のように挑戦できるような状況をつくり上げていかないと、逆に町民から

見たときに、果たして議会というものに対して町民はどれほど期待感を持って、また信頼をして考

え方を議会に向けてくれるかというところも、実は危惧しているところでございます。そういう部

分をやはりつくり上げていく。若い人たちが挑戦できるような仕組みづくりを今いる議員の中で真

剣に考えていくべきではないのかなというふうに考えていることなので、こういう委員長という立

場ではございますけれども、何か議会改革に後ろ向きな言い方にとらえられるというふうには思い

ますが、この点を一番危惧しているところでございますので、しっかりと皆さんと議論をしていき

たいなと、これからも考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。熊

谷委員外議員。活動と報酬はイコールにはならない。新議員立起が不安される。報酬であるとの議

論もあるが、議員立起の基本的概念が違うように思うということでございます。その他の自由意見。

新政さん、公明党さん、もし何かあれば、清風さんも含めてです。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。今までずっと論点整理をしてきた中で、一番考えられ

るのは、議会が町民に対して求めるもの。また町民に対して知っていただきたいものだとか、情報

公開にしても自由討論にしてもしっかり見ていただきたい。その中で町民の持つ民意。その民意の

整理だとか、そういったものもしていかなければいけない。そういうことを考えたときに、議会と

してはどうしなければいけないのかとか。ではそのために議会改革が必要だとすれば、議会改革を

進めていくために、今の議員報酬がどうなのかという議論が今までずっとされてきた。そうなった

ときに、僕は先ほど及川委員も言っていましたけども、ほかの市と今の白老町との違いとは一体何

なのだというところにも行くような気がするのです。白老町議会の場合は、議会とは一体何なのか

と。議会の重要性の認識から始まって、そして今の議会改革何かが始まってきたような気がするの

です。ですから、今委員長の言われた足元をしっかり見つめなおすと。足元をしっかり見つめなお

すというのは僕は違う意味でとらえるのです。町民とどうやって向き合っていくのかという。町民

と共に歩む議会を目指すとすれば、町民とどうやって向き合っていくのかというところに、本当に

議員として足元をしっかり見つめなおすという言葉がしっくりくるというか。だから、そういうこ

とを考えると、ほかの議会との違いというのは、白老町議会というのは町民とどう向き合うべきな

のかという、本当の基本的な部分に立って議会の重要性をしっかり考えてきた結果今こうなってい

ると。そこについてはいろいろな場面で町民の方々といろんな話をすることも必要だと思うし、町

民との合意というのは難しいかもしれないけども、そういった形の中でしっかり議会としての考え

方、これかあるべき議会の姿だとか、議員のあるべき姿みたいなものを、やはり共有していかなけ

れば、これから先の議会改革またいろいろな項目についての議論というのが成り立っていかないと、

そういうふうに考えます。ですからきょうずっと議論してきた中身というのは、僕にとっては各会

派、各議員の方々の意見。本当に議員としての前向きな意見としてとらえることができたし、それ

を元にこれからの議会改革について議論していけると、私は確信しています。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、何かございませんか。 

○委員（近藤 守君） 特にありません。 
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○委員長（山本浩平君） 議長、副議長もし全体の議論聞いて、何か特にあればどうぞ。なければ

結構です。 

 きょうは１時から５時までということで、これだけ論点、それぞれ会派の皆さん方にも議論をし

ていただいてぶつけ合ったということで、これからこういったことを一本化できるかどうかわかり

ませんけども、できる限り１つの方向に近づけていく努力はやはりやっていくべきだと思いますし、

こういった中で報酬の議論もまたきょうの議論の中で１つの参考になる部分もたくさんあったのか

なと思いますので、さらに深めていきたいとは思いますけれども、次回の日程に関しましては、も

う６月の定例会が始まりますのでどうしますか。６月の最後のほうの週と７月の頭ぐらいに取れな

くはないかと思いますけども。今後の進め方もちょっと委員長、副委員長とでも相談してみたいと

思います。たたき台として出して、いろいろ議論しましたけども、ではこれからさらにどうしてい

くかというのを、ここではなかなか私もちょっと思い浮かばないこともありますので。日程もちょ

っと調整させてもらっていいですか。６月は難しいのかなと私も思っているのです。７月の前半の

あたりに日程を調整してみたいというふうに思います。決してきょうの会議は無駄なものではなく

て、非常にそれぞれの会派の考え方出てきたなというふうに思いますので。また抱える問題点もい

ろいろ出てきているのかなというふうに思いますので、さらに議論を深めてまいりたいというふう

に思います。何かその他で局長ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ありません。 

○委員長（山本浩平君） 皆さまのほうからその他のほうありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                            

 ◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） ないようでございますので、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。お疲れ様でございました。 

（午後 ５時 ０１分） 


