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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

（午前 １０時 ００分） 

                                           

○委員長（山本浩平君） 及川代表のほうから皆さまにお話したいことがあるということでござい

ますので、お願いをいたしたいと思います。清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員会の冒頭でございます。先般の本会議の中で、私たち会派の西田委員

が不適切発言ということで、議員各位の皆さんにご迷惑をおかけいたしました。改めてお詫びを申

し上げたいと思います。私ども会派は日頃からいろいろ打ち合わせ等々こまめにやっているのです

が、今回の一般質問ということで本人の自主性が一番尊重するということで、一般質問を行なった

のですが、本人のお話を聞くと反問という、そういう部分がありまして不適切発言に至ってしまっ

たということでございますので、今後こういうことのないように、会派としても十分議会運営のル

ールを重視しながら議員活動に取り組んでまいりたいというふうに思いますので、今後ともどうぞ

よろしくお願いをいたしたいと思います。大変ご迷惑をおかけいたしました。 

○委員長（山本浩平君） 何か特に皆様方のほうからございましたらどうぞ。議長。 

○議長（堀部登志雄君） この度の件につきまして、ああいう形で皆さん収まりましたけども、我々

町民に選ばれた議会議員であるということを十分認識いたしまして、公式での発言またプライベー

トの発言についてもお互いあまり町民に首を傾げられることのないように、お互い気をつけて今後

とも大いに活発な議論をしていただきたいと。ルールを守っての形でのことですので、その辺は皆

さん十分ご承知だと思いますので、そういう面でお互い気をつけていただきたいなと思いますので

よろしくお願いいしたします。 

○委員長（山本浩平君） それではレジメに沿って審議を進めてまいりたいというふうに思います。

本日の予定ですけれども、午後からは財政特別委員会の小委員会がございますので、きょうは午前

中の２時間ということでございますけれども、第３次議会改革につきまして非常になかなかこのこ

とについての時間を取ることが日程上今までできなかったわけでございまして、非常に時間が空い

てしまっているということもございますので、きょうは１番目ですけれども、今後における第３次

議会改革の進め方についてということとか議題に載っております。どのように進めていったらいい

のかというところからちょっとお話をしていきたいというふうに、皆さんのご意見を伺いながら進

めてまいりたいなと思います。急いでやらなければならない部分もあるというふうにも認識をして

おりますので、その辺も含めて活発な議論をお願いしたいなというふうに思います。局長のほうか

ら。 

○事務局長（上坊寺博之君） 最後のページ、裏面ですけど見ていただきたいと思います。そこに

課題整理してございまして、一応第３次議会改革で検討しなければならないものを主に収集してご

ざいます。１番上は４番までありますけど、これは１年ぐらいかけて議論してきてまだ完結してい

ないのです。まず１つは議員定数と議員報酬。これは遅くても来年の６月。改選の年明け半年くら
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い前までには、一定の定数を変えるのであれば確定をしなければならないだろうなと。新たに立候

補される方もおりますので、そういうような目標になるのではないかというような気はします。議

員報酬についてはもう答申されてから２年くらいたちますので、これもそのままというわけにはい

きませんし、今回の財政改革プログラムにも議会の議論を増したいということで預けられています

ので、これはやっていかなければならないだろうなと思っています。それと議員の倫理条例ですが、

これは全面的見直しをするということで、20 年の６月に委員会報告をしてから、議論が約１年 10

カ月、２年くらいかかっているのです。まだこれも合意を見ていないということです。それから、

政策研究会は 21 年度５月に小委員会設置して、約７か月かけて小委員会が精力的に議論して、一応

提示はされて、おおむねよしというところまでは来たのではないかと来ていますので、これも今議

会の皆さんの任期の中で手掛けていくのか手掛けていかないのか。もう約１年しかないですから、

そういうものの議論が必要かと思います。それから会派制のあり方は、これは政策研究会の中で出

てきた部分ですけど、これは第３次に入る前の提言の中にも会派制の廃止という提案もございまし

たので、これも合わせてやっていったらいいのではないかという気はしています。それと、次の議

会までに協議を行なうということにしたものについては、１つは夜間議会、ナイター議会ですね。

来年の３月一応側近に迎えますので、これもどうするのかということが必要かなと思います。それ

と決算特別委員会はこの間終わりましたけど、これは 22 年度限りの施行ということで、1 回検証す

る必要もあるだろうと思います。それとまた３月には予算審査特別委員会迎えますので、これも相

当急いで議論をしなければならないと思っています。それともうちょっと時間をかけようと思った

のは、議決事件の追加。今、地方自治法の見直しが叫ばれていまして、総合計画が議決事項ではな

くなるという議案も継続審議で国会で棚上げになっていますけど、これの動向も必要なのかなと思

います。それとまだ全然議論していないのは専門的知見。これは条例に載っけましたけど、どうい

うふうに活用していくかという議論はされていません。それと代表一般質問。特に代表質問です。

どうしていくかということも全然議論されてございません。それと本会議終了後の検討会の実施。

それと本会議における自由討議。これも条例規則上はもうやれることになっているのですけど、ど

ういうような方向でやっていくかというのは、まだ１回もやっていませんので、これも議論が必要

かなと思います。それと 13、14 は必要の都度ということで。それともう１つ、前回の９月議会の中

で、反問の関係がございまして、反問のルールを再確認しようと。いうのは、反問者が答弁すると

きに持ち時間に含めるのか含めないのかも含めて、基本的にはスタートするときは含めるというこ

とで、１回という規定にしたのですけど、それは１回がいいのか何回でもいいのか、含めるのか含

めないのかも、これは 12 月議会まで決めなければならないのかなという気がします。という中で結

構ボリュームがいっぱいありますので、精力的なご議論をいただきたいなと思います。それできょ

うはどれから進めるかは規定しておりませんので、皆さんの議論の中でこれを早く進めようとか、

そういう部分で取組んでいっていただきたいと思います。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 何かまず質問はありますか。それでは進め方ですね。いろいろと精力的

にやっていかなければならないものがたくさんあると思うのですけども、優先順位もあると思いま

すので、ご意見がございましたらどうぞ。氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） これはちょっと皆さんどう思われているかわからないけど、僕は会派制の

あり方と定数、それから代表質問。これは関連するものだと思うのです。ですからその辺を皆さん

の意見、考え方を統一した上で。統一できるかどうかわからないけど、その辺の話議論した中で進

めていかないと、ばらばらにこれはできないのではないですか。例えば代表質問にしても、会派が

あるから代表質問という考え方も出てくるかなと僕は思ったりするのです。会派なかったら代表質

問というのはないですよね、ここの一派質問 終わってしまうでしょう。それから定数。今は現実、

会派制をとってやっているわけです。次期から定数をどうするのかという話、僕はそう思っている

のです。例えば定数が 10 以下になったら、会派制なんかいらないのではないかとか、今の現状の

16 という定数を維持するのであれば、今までの会派制のやり方でやっていくのが議会運営として最

もふさわしいのではないかとか、スムーズにいくのではないかという考え方をみんなで議論をしな

いと。だから関連性のあるところは、そこを１回みんなで考え方を議論した上で議会定数の話だっ

て、議員報酬の話だって持っていけないような気がする。議員報酬は別にしておいても。私はそう

いう考え方を持っているのですけども、皆さんの考え方お聞きしながら今後の進め方。そこがない

と多分無理ではないかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） それぞれの考え方述べていただきたいなと思いますけども。あとはどち

らからでも結構です。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今のお話はとても大切だというふうに思います。もう１つ

の考え方は、今やっておかなければならないというものとの関係なのです。１つは、これは議運で

話したほうがいいと思うのですけど、町から出てきている改革プログラムの中の理事者の報酬と議

員の報酬を戻すというのがございますね。これはもう期限は切られているのですね。ですからここ

は絞って、どこかの期間で議論しないわけにはいけないわけです。これはどうしてもしなくてはい

けないという中身が１つあると。それが議運であるのであれば、少なくても分離してでもそれは結

論を出さなければだめであろうということが１点。もう１つ政策研究会なのですけど、氏家委員が

言ったことは後回しにするという意味では全然ないです。そうではなくて、政策研究会を条例上も

うたわれていていろいろあるのです。だけど、今回の会期中にやるとしたら、今回やらなかったら

できないのです、もう。１年しかないですから。できないのです。今議会、我々の議会ではやらな

いということであれば、それはそれで結構ですけども、僕はやるとしたら、例えばどうしても忙し

いという方がいらっしゃったら政策研究会が１つのテーマだけを取り上げて、半分なら半分手を挙

げた議員だけでやるということだってできるわけです。忙しくてだめだという方は除いて、僕は参

加しないよと。だけど政策研究会そのものは条例上で決まっているのだから、スタートさせること

は可能なのです。だから私はやはりそれを今議会、要するに来年の 11 月までやらないよとするなら

それで結構です。だけど政策研究会をやるということで決めたわけですから、やるとしたならば今

回立ち上げないと間に合わないということです。この２つは、今氏家委員が言ったこととは別に緊

急的にその結論を出した上で結論をしていかなければだめなものなのです。私やはりそこら辺は、

せっかくここまで政策研究会、小委員会あそこまでやったのだから、僕は１本でもいいから、どう

決まるかわからないけども半分なら半分でやる、14 人の半分なら半分の人が手を挙げて、政策研究
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会１年なら１年間かけて結論を出そうということで議論を出発させるというようなことも１つの改

革の前進には大きなウェートを占めるわけですから、氏家小委員長が一生懸命努力した中身ですの

で、そういう形のことも考えておかなければいけないだろうと。緊急性の問題との考え方でいけば、

私はそこはあるというふうに思う。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ほかの方の考え方もあると思うのですけども、政策研究会の話も今１つネ

ックになっているのは、会派代表者会議のあり方なのです。だからこの会派代表者会議の考え方さ

え固まればスタートできる問題だと思っているのです。だから、先ほどあえて会派制のあり方をも

う１回皆さんの議論をした中で考え方ときには、話がまとまればスタートできるものだと私は考え

ているものですから、先ほどそういった考え方を示させてもらいました。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それぞれの時間が経過しておりますので、各会派また委員外議員の方々

の意見、どういったところに重点を置くべきかということをまず伺ってみたいなと思いますけども。

私のところからお話させていただきたいと思います。私のところは議員報酬。これに関しては、こ

れだけの会議日数を行なっている白老町議会でありますから、決して近隣の市と比べましても遜色

ないという、それ以上の活動を実際はしているというふうに思っております。そういった中で、や

はり私ども会派は議員報酬を戻すだけではなくて、活動に数に見合った報酬にすべきという考え方

を持っております。しかしながら、いろいろな皆さん方の世論もありますし、町民の世論もいろい

ろある。そういった中で一気にそういう形になるかというのは難しいのかなというふうに思います。

そういった中では、まずは議員報酬を自主削減している部分を元通りにするというのが１つです。

それともう１つは、この政策研究会もそうですし、議会改革もそのとおりなのですけれども、非常

にやることによって日数がふえている。日数がふえているのだから、議員報酬もふやすべきだとい

う町民の報酬等審議会の声もあるにもかかわらずなかなかそういうことにはならない。この辺が非

常に私どもの会派としてはジレンマというか不満に思っているところでございます。もし議員報酬

がそういったような形にならずに、これから議会が新しい世代と申しますか、30 代でも 40 代でも

新人の方が挑戦できるような環境づくりをどうやって進めていくかということも踏まえて議論をし

ていきたいなというふうに思っていますし、うちはそういった意味で逆に議員報酬がもしそのまま

であるのであれば、例えば広報広聴常任委員会のあり方。あるいはこれから必ず行なわれる政策研

究会のあり方。この辺についてどうしてもバックせざるを得ないというふうな考え方を我々は思っ

ておりますので、その辺の関連の中で協議をして我々の会派の思っているところを主張してまいり

たいなと考えているところであります。会議日数全道平均が 69 日ですけども、09 年は、白老町会

議日数は 183 日ですから、この現実を考えたとしても、やはり報酬のあり方等々考えていかなけれ

ばならないというふうに思っております。以上です。清風クラブさん、どうですか。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。今議会を開催になった直後の議会の中で私どもも議会の

議員定数と議員報酬について議論すべきだと。議員報酬というのは多分それまでは直接議論すると

いうことはまずなかった、あり得なかったという状況だと私は思っています。なぜそう提案をさせ

ていただいたかというと、やはりくどくど言うと、これからの白老町を担っていく議員の状況を見
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たときに、やはり議員の報酬というのは避けて通れないだろうと。この部分がネックになって、あ

のときも副議長に怒られたのですが、専業主婦か固定された年金者か、そういう固定された方々し

か立候補できなくなるだろうというような危惧を持っていました。そういう中で報酬。この報酬の

部分を議論する中でやはり今までの改革の中で 22 名であった議員定数を 20 にして２名減りました

ね。さらにその後 20 名を 16 名に４名減らしまして、前回この定数で議会が確立されているわけで

すけども、そういう中で報酬と定数の問題というのはどうしても町民の意識といいますか、これは

欠かせない状況だろうと。議員報酬だけをもって議論するというのは多分できないだろうという中

にあってセットとして提案をさせてもらった経過がございました。そういう中で今までの経過を見

てみますと現在 15 名という、16 名から１欠員の状況で議会運営成されているわけですね。そうい

う中にあって、では大きな支障があるかというと、それは特にないなと。私どもそういう中にあっ

て議会活動ができているわけだから、定数の部分もぜひ議論していきたいなという考え方を持って

います。それから政策研究会なのですけども、条例化されていますよと再三皆さんおっしゃってい

ます。このことも私どもは、政策研究会はだめということでは絶対ありません。ところがもう１つ

会派制のあり方についても私ども会派が提案させていただいたわけであります。というのは 16 名の

定数になった時点で、やはりどうでしょうか、各町村の 16 くらいの定数の中で、例えば近隣の厚真

とかいろいろ当時そのくらいの定数であったかと思います。会派は持っていない町村もあるわけで

す。そういう中にあって、議会運営上数が多いとなかなか厳しい部分が出てくるだろうという部分

で会派制度を設けていると思うのです。これは 16 という中にあって、本当に会派制がいいのかとい

う、もう少し議論すべきだという全体のもとで、この政策研究会の中にまず１回目の試案といいま

すか、正式に代表者会議に載ったわけです。そうであるならば、私どもが会派制のあり方を議論す

べきだといったときに、私どもがこの部分がどうしても厳しいといって小委員会に戻していただい

たところに、ところが小委員会の中で一生懸命議論していただきました。ご苦労されたと思うので

すが、それがその議論の過程で私ども示した案が、会派代表者会議が正式の会議に持ってきたわけ

です。そこでやはりこれも厳しいなと。私どもの考え方と全く違うなと。相反することであったが

ために今委員長申し上げた、ある意味では委員長との会派とも同じ意見ではあるのですけども、こ

の部分が私どもの会派としては厳しい制度といいますか、試案になってきたなというのがありまし

て、賛同いたしかねる状況になっているというようなことなのであります。これが別の方向になら

ないものか。そんなに会派代表者会議が本当に必要なのかどうかということも議論されていただい

たかどうか、その辺りも含めてちょっとお聞きしたいなというふうに考えておりました。 

○委員長（山本浩平君） それでは新政クラブさん。 

○新政クラブ（近藤 守君） 私どもの会派では当初から議員報酬のアップということに対しては

疑問を持って反対する立場でおりました。特に１年前ですか、もっと前ですか、最初出たときはま

だ大変苦しい時期で、単なる議員の時間が多いと。他町村に比べても活動時間が多いということで

上げるべきではないかという話が出たときには、私はとんでもない話だと思いました。いずれにし

ましても、町民がそのことに納得しなければ意味がないわけで、まさに当時私が思ったのは町民感

情を逆なでするような発言だったなと、私は思っております。そんなことから全部反対してきたわ
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けです。その結果延期といいますか、保留となりまして安堵したわけでございます。今若干いろい

ろな立場が好転して、町としてもさまざまな分野でちょっと見えてくる部分があって、今回職員の

報酬を元に戻すという、そのことにつきましては賛成であります。ただやはりその部分に関しては、

町民のほうも何か超過税率とか何とかそういうことを削減すると、そういうことが前提でなければ、

とてもではないが賛成はできないという立場でございます。でも今回は水道料金の基本料金の定額

制を下げるとか、いろいろやってくれるので、このことについてはいいのかなと思います。議員に

つきましては、やはり最後です。先ほども言いましたけども、やはり通年議会はすごくいいなと。

通年議会と議員の時間どうのこうのというのは別だと思うのです。それは、通年議会はコントロー

ルできませんけども、議会の活動というのはどうにでもなると思うのです。ですから、そのことが

自分の本業とかいろんな場合の部分にあれが来るのであれば、やはりコントロールして、私が前に

も言ったようにシフトダウン。トップを２段を３段に下げるということも、これは必要ではないか

と思います。やはりここまで来た議会改革をとめるわけにはいきませんので、そのことは十分承知

しております。あと皆さんがいろいろ言ったことに全く賛成でございます。特に会派と代表質問等

につきましてはまさにリンクする問題であって、非常に大事な問題かなと、こんなふうに思ってお

ります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、前田委員外議員のご意見を伺ってみたいと思います。前田委

員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私はまず大きな問題としては、やはり議員定数が手掛けるべきでは

ないかと思います。今、局長からあったとおり、スケジュール的な問題もありますので、当然これ

は町民の声も聞かないと思います。結果は別として、やはりそういう意見出ていますし、私も減ら

すべきだという意見持っていますけども、そういう中でこれは大きな問題として、時間は迫ってい

ますので早急に大きな問題として取り上げるべきだと。それで中身もそうですけど、ある程度逆に

タイムスケジュールとそして、工程表ちゃんとつくってそれに対応していかなければ、結果的には

進まないのかなと、こう思いますので必要だと私は思います。それと、当面の問題とすれば、財政

改革プログラムが非常にこれは改訂版ですけども、３年目の節目で非常に大きな問題だと思います。

やはり議会がどうあるべきかということを真剣に考えなければいけないと思うのです。そして前に

新聞に出ていましたけども、片山さんも大臣になってやはり財政破たんを招くのは議会の責任も大

きいのだということを公言されているのです。そういう部分の認識でプログラムを優先的に、近い

問題は別ですよ。やるべき問題だと私は思います。あと、政策研究会話出ましたけども、これは大

きなネックは今及川委員もお話あったように、代表者会議を公的なものにするという話から１歩も

進んでいませんので、私とすればそうではなくて現状の中の会派代表者を生かした中で要綱みたい

のをつくりましたけども、そういう中でやっていけばやれないことはないのかなと。そしてそうい

う条例化というか議会の定数もどれだけになるのかわかりませんけども、そこによって会派を持て

るかどうかということで、政策研究会を当面やるとすれば、現状の会派代表者会議を生かした中で

やればできるのではないかと私は思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それぞれの各会派また委員外議員の方の意見を伺いました。氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） 氏家です。政策研究会の小委員会の考え方を皆さんに１回最終的に示させ

ていただいたと。今前田委員外議員からも出ていましたけども、現組織を活用してそして会派代表

者会議を位置づけましょうということで皆さんにお示ししたはずなのです。現ある組織を否定して

やるのであれば、あんな部分は出てこないと。ですから先ほど僕が言ったのは、定数の問題だとか

そういうところで会派制のあり方、会派が必要であるのか必要ではないのか。それは次期の話だと

私は考えていますので、今回の政策研究会をどうするのかというのは、現組織をつかってどうやっ

て動かせるのかということを根本に置いた考え方を皆さんに示したはずですから、そういったとこ

ろだけの考え方は勘違いしないで議論してもらいたいと、私は考えますので、理解されてほしいと

思います。 

○委員長（山本浩平君） 今の件でほかの方、何かご意見ある方がいらっしゃればどうぞ。それで

はないようでございます。いろいろ各会派から問題出てまいりましたけども、倫理条例について、

これもやらなければならないけれども、倫理条例のことについても言及については、今のところ今

伺った中では出てきておりませんので、この調査事項の２番目の（１）と（３）の順番でちょっと

ご意見を伺ってみたいなというふうに思いますけどもよろしいですか。この（１）議員定数と議員

報酬。（３）は政策研究会の設置及び運営ということです。倫理条例ももちろんやらなければならな

いのですけれども、当面今急ぐようなところに関しては、特にこの議員報酬については財政改革プ

ログラムの見直しにも関連してきますので、この辺はやはりやっていかなければならないなという

ふうには思います。いかがでしょうか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど新風さんの考え方をお聞きして、議員活動の多忙という今の多忙性。

それは議会の自己満足の世界だと私は考えます。はっきり言います。なぜなら何のために今議論し

て、何のために政策研究会を立ち上げて、何のために広報広聴という常任委員会を立ち上げている

かという理解をされていないからそういう議論がなされるのだと僕は思うのです。というのは町民

のために理解されよう、町民のための何かをしようと思って今議論をしている。議論の政策研究会

だとか広報広聴常任委員会の考え方だと僕は思っています。それを今の町民の方々は理解されてい

ないのです。理解されていないということは、僕たちがまだまだ理解されようとする努力をしてい

ないから理解されていないと私は考えるのです。だからそういった面で考えると、この報酬の考え

方。確かに僕は今の 10％削減だとか、議員の報酬の削減は戻すべきだと思っています。戻すべきだ

とは思っているけども、それ以上のベースアップということは、この議会の中でその議論が進まな

ければ、私は上げるべきではないと思うし、それ以上の議論はするべきではないと考えます。ほか

の方の議論をしてください。 

○委員長（山本浩平君） それでは今、私の発言についての言及でございましたのでお答えという

か、考え方を述べさせていただきたいと思いますけども、私どもはやはり議会の形骸化と申します

か、白老町議会は永遠に続くわけでございます。そういった中で、本当に若い人たちが挑戦できる

状況をつくるのは、今いる議員がそういう環境づくりを一生懸命やらなければできないわけです。

先ほど自己満足だとかというお話ありましたけども、では報酬も上げない、会議日数はどんどん開



9 
 

かれた議会のために町民の前に出ていって議会活動を理解していただくために活動だけをふやす。

これをどんどん両方とも、報酬はそのまま、だけど議会は忙しくなってきますよ。イコールこれは

若い人たち出てこられません、はっきり言って。報酬だけ上げたってこれだけの会議日数が多けれ

ば、仕事の持っている方ですとか、一般の主婦の方がなかなか挑戦できない状況だと思います。昔

は多分違ったと思います。企業でそういった環境をつくってあげて、そういった状況ができたよう

に思いますけども、今はそういう状況ではないわけです。ではどうやって若い世代にこの白老町議

会を継承してもらっていくかということを今いる議員が真剣に考えていかなければならないわけで

す。そういったことを考えると、報酬は上げない、忙しくなるのはこれは議会活動なのだから、公

的なものだから仕方がないといってしまえば、もう出られる方は決まってきます。この辺にやはり

僕は逆にその辺を大きく改革する必要があるなというふうに考えています。以上です。及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員長、この２点を至急やらなければいけない、先ほど冒頭に。 

○委員長（山本浩平君） ２点をというよりも、このレジメに沿った中でいうと倫理条例が皆さん

から出てきておりませんので、まずこれから話をしていったらいかがですかということです。 

○委員（及川 保君） 今氏家委員のほうから委員長に対してのお話でしたけども、私も実は委員

長と考え方大きな差はありません。今回の氏家委員私どもの同じグループに懇談会の席でおられま

した。その中で町民の皆さんの方から出ているのは、通年議会というけども、町民が願ってやって

もらっているのではないという言い方をされました。そういう方もおりました。それで忙しい忙し

いと言っているけども、私どもはそういうことをやってくれと頼んでやってもらっているわけでは

ないと、こういう極論ですけどもお話も実はありました。そのときに私も非常に頭に熱が上った経

過があるのですが、委員長も先ほどおっしゃられていた部分というのは私どもも先にお話している

のです。まったくその通りだと。やはり町民はそういう方もおられますけども、議会改革という部

分では、これは政策研究会含めてやっていかなければいけないだろうと。今までの厳しい財政状況

に至った部分のことも考えると、これも議会にも大きな責任があるというような考え方であります。

ですからちょっと違うのは、そうであるならば氏家委員のおっしゃるようなことではなくて、それ

が本当に正当のようなことで委員長におっしゃっていますけども、そうではなくてやはりもう少し

議員という、先ほどの近藤委員のお話ありましたけども、トップをダウンさせるとか、させないと

かそんな感覚ではなくて、少し真剣に将来の議会のあり方を、お互いに考え方はそうだと思うので

すけども、議論すべき時期に来ているなと。もうすでにそういう段階にそれぞれ皆さん来ているな

という思いはあります。だから今が本当にチャンスかなと。期限はあるのでしょうけども、何とか

まとめていきたいなと思います。 

○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。今回どのような議論をしていくかということなのですけど

も、１つは私は議員報酬と議員報酬はリンクして考えるという考え方と、別に考えるという考え方

があるだろうと、私は思っています。私は別に考えるべきものであろうと。これが今までの経験の

中で現実的に見たときにそうなると私は思っています。そこをリンクして考えてしまうと、やはり

違った形になるのかなというふうに思っています。２番目は報酬の問題が議論されていますけども、
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きちんと議会活動が町民に認められる、認められないということはあるのだけれども、少なくても

アンケートを取ったように、我々がこの議会にかかっている時間数というのは膨大にあるというこ

とは事実なのです、これは。だから私は一般的な報酬というのは構わないだろうという考え方なの

です。それはどういうことかというと、63日のところと163日のところの報酬が同じだというのは、

これはやはり矛盾としては明らかにあると。ですからボランティアでやれるかどうかと。我々のと

ころでは現実的に、そんなの報酬を上げるのは最後だと、ボランティアでやるべきだという意見も

ありましたよね、町民の皆さんから。では町民の皆さんはボランティアでやる議員活動を望んでい

るのかといったら、議員活動は専門的にきちんとチェックしなさいと、こういうことを望んでいる

わけです。ですから、そこの整合性をどこかで取らなければだめなことははっきりしているのです。

ですから、いつも言うけど美倉島かどこかの人口 200 人ところの報酬が 10 万で、東京都議会が何ぼ

人口多いといったって 2,000 万というのは、同じ拘束をされているのに議員という立場でしたらお

かしいのです、これは。私は、そこは町民が理解をしていただくということが一番大切だけれども、

そういう考え方は最も誤りではないだろうと。ただ、白老町の状況をまったく無視をしてそのこと

ができるかというと、そこが難しいところなのです。町民の皆さんはこうやって言います、報酬は

ボランティアでやってくださいと。中身は専門的にきちんとやって、全部チェックして、我々の心

配のないようにやってもらわなければ困りますよと、こうおっしゃるわけです、事実。では具体的

にどういう議員活動が望まれるのかということなのです。これが大切だというのはいいのです。だ

けど、具体的にどういう議員活動なのかということが、僕には見えてこないとだめだということな

のです。町民の皆さんに一番見えていないのは、議会はチェック機能も果たしていないからこうな

った。政策的な提起もしていないからこうなったと言っているのです。それは事実なのです。では

それを大切だというのではなくて、こういうふうに議会をしたら町民がわかってくれる。例えば、

今回虎杖浜と北吉原は別ですけども、それ以外のところで本当に町民の皆さんと触れ合える状況に

なりましたか。上手いこといったって。町民の皆さんだって来ないのです。こっちだってそれだけ

やって、このままやっていて、虎杖浜の 28 人と北吉原の 22 人はいいです。それ以外のところ。や

る意味あるという、どこでそれを皆さんは認めますか。僕はやはり議会というのはそういう議論を

していかないと、では広報広聴常任委員会は、小委員会は次にどうやったら虎杖浜の 30 人に全部な

るかということを、小委員会かなぜ頭が痛くなるまで考えないのかということになってきますよ、

これは当然。来ないほうが悪いというのは簡単なことです。来ないからわかってもらえないのです。

もっともっと来てもらえればもっともっとわかってもらえるかもしれない。だけど私はやはりそこ

ら辺が詰まった議論になっていかないとだめではないのかなと。これが先ほど氏家委員が言った、

ここだけでやっているというふうな、議論をここだけでやっているというものに映ってしまってい

るのではないかなというふうな気がすごくしています。何を言いたいかというと、報酬は適性な報

酬が必要だということと、議員定数とは別に考えるべきだと、この２つのことを言いたかったので

す。政策研究会は絶対必要だということです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。こういった議会運営の中では私と山本委員長が一番若い部分で
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すから、熱く議論するのはこの部分でしかないと思いますので。ただ、この何年間か議論してきた

ことがまず決まってこないと。動き出さないと。これが町民から見て、町民はこんな中身のことま

で知りません。でも町民からみている直接的な意見というのは、議会は何をやっているのだと同じ

ことです。何も変わっていないではないかと。何また懇談会やるのかと、なにが意味あるのかと、

こんなものに。こうです。ですから僕が言うのは、議会の形骸化が進むからとか何とかというかも

しれないけども、まずは議会が動いて見せて、もし政策研究会なんかが動き出していて、今こうや

ってこういう問題に対して取り組みましょうなんてことで町内をいろんな部分で意見調査をして歩

いているなんて、そんな姿がもし町民に見えていれば、こんな話ではないと思うのです。何もして

いないのです、はっきり言ったら。だからもしこれからの議会の形骸化のことを考えるのであれば、

今動いて町民にその姿を見せて、これからの議会というのはこうあるのですと、こうなるのですよ

というものを全部にしてもらう必要なないかもしれない、知らないかもしれないし、受入られない

かもしれないけども、そういった姿を見せることが必要だと思います。それだけにこれだけの人数

が必要だだとか、これくらいの報酬が必要だというのであれば、それは私はこの議論の上に立ちた

いなと思うけども、でも先に形骸化がある、先にこういった活動がある。そういった議論の中で報

酬がこれでは足りないというのは、僕は違うと思う。だから前にも１回戻ったではないですか。議

会とはどうあるべきなのかとか、議会の目指す姿はどうなのかとか、議員とはどうあるべきなのか

とか。そのための報酬かとか、そこまでの議論を１回したはずなのに今また戻るのですかという僕

は話がしたい。また戻るのであったらそこから話をしなければならないではないですか。自治基本

条例とはいつ始まったのですか、これは 19 年に始まっているのですよ。前田委員外議員はこの間も

っと突っ込んだ話になるのかなと思って話は聞いていましたけど、そうではなかったからちょっと

残念だなと思いましたけど、自治基本条例で 19 年につくったのです。議員と議会と行政と町民のル

ールができた。白老町らしいまちづくりを協働でやりましょうと。それから始まった議会改革であ

ったり、いろんなことが進んできたのに、何１つ進んでいないということはどういうことなのかな

と。それを棚に上げて議員報酬ですか、定数ですかという話でないと、僕はそういうふうに思うの

です。だから、何か１つちゃんとした基本というものを、考え方の基本を持たないと、僕は何か先

に進まないような気がする。 

○委員長（山本浩平君） いいですか。今のご意見に対して私から反論させていただきたいのです

けれども、議長から諮問を受けたのはそうではないのです。町民の特別職報酬等審議会から出てい

る内容です。道内の道東自治体との比較では 10 万円以上の差がある。それと、会議日数が 160 日を

超えており、200 日超えることは確実だとこのまま進んでいけば。だから老若男女あらゆる年代各

階層から選出される議会にならなければ、これは非常に憂慮すべき自体だと。この意見書を踏まえ

て議長が諮問したわけであって、これからやる政策研究会がやらなければそんなの意味がないなん

ということではないです、議長の諮問は。違いますか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 間違わないでほしいのは、僕は議長の諮問のことで話をしているつもりは

ないです。議会運営上議会の中で定数と報酬のことは考えましょうということになっているのです。

ましてやほかのまちがどうだとかという話ではないです。これから地方分権が進むまた地方主権が
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進むという中で、その中で協働のまちづくりをどうするかということで基本条例ができたわけでは

ないですか。その中で自分達の報酬なんかいくらでもいいと思います。ほかのまちと比較する必要

はないと思うし、自分達のまちをどうやってつくっていくかという議会のあるべき姿というのは今

まで皆さんと議論してきたとおりあるわけですから、この中で議論をすればいいわけです。ほかの

まちと何か比較するつもりはない。ただ、年間に占める議会日数はこうだとか、１つの基準を出し

ましょうということで調査もしたわけだし、皆さんからの意見も出したのではないですか。僕はほ

かの自治体と比較をするなんていうことは全然考えてはいないです。自分たちのまちをほかのまち

と比較して、ほかのまちこんなことやっていないからうちもやらないという話ではないでしょう。

白老町の議会改革の中でやろうとしていることはすごく白老町の町民と向き合うための議会改革だ

と思っているから、皆さんと今まで一緒にやっているつもりで僕はいます。それだけです、僕の言

いたいのは。 

○委員長（山本浩平君） ただ、何も進んでいないとおっしゃいましたけど、進むために議論をし

て、そのためにそれぞれの各会派、それぞれいろんな意見持っているわけです。無会派の方もいら

っしゃいますし。そういう中で議論がなかなか結集できないことが理由であって、まったくみんな

がやる気がなくてということではないと思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） だからそれが皆さんまとまらない、合議できない。それで４年間終わった

ら、それでも構わないという話なのか、それともいろいろな意見が出るけども、それを１つにまと

めていく主案をいろいろな部署でやっていくことが必要になってくるのか。それは計画立てなかっ

たですか。いついつまでにはこうしましょうと、いついつまでにはこうしましょうと計画立てて今

までやってきたのではないですか、こうやって。できていますか、では。できていないから僕はや

っていないと言っているのです。 

○委員長（山本浩平君） それはできていないというのは、合意形成ができていないから成立して

いないということだけの話ではないですか。 

○委員（氏家裕治君） それでは、計画いくら立てても、合意形成ができなければいくら立てても

４年間何もしなくてもいいのかということです。どうなのですか、僕はそれが聞きたいです。  

○委員長（山本浩平君） ですから、そのための今会議どういうふうに進めますかということでや

っていますよね。過去に今まで進まなかったから悪い何と言ったら、次に入っていく議論できませ

ん、そんなのだったら。 

○委員（氏家裕治君） 違うでしょう。今まで計画的にやってきて、何をつくるのだったら、小委

員会を立ち上げいついつまでにこうしましょう、結論出しましょうとやってきたではないですか。

僕は、政策研究会のことを言っているのではないですから、間違わないでほしいのは。議会のある

べき姿、議員としてどうなのか、そしてそのために今後のことをどう考えるのかと、先ほど山本委

員長がいうのは、これからの議会の形骸化が心配するとかいろんな話をするから、それに対して言

っているだけなのです。だから、その形骸化しないがための議会づくりというのをしないためのち

ゃんとしていかなければいけないでしょうと。今までの議会運営を１つ見たって、僕だって議会運

営委員の１人です。いついつこうやっていきましょうと、こうやりましょうというものが全部先送
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りになってしまって、それがすべてほかの活動が忙しいからそうなってくるのか、それとも山本委

員長が言われているとおり、合意形成ができないからずっと先送りになっているのかという話です。

でも議論はいつまでするのですかというはなしだと思うのです、合意形成をするために。僕はある

程度のものは議論し、出しつくしたときにはそれは１つのいろんな手法をつかって、やはりそれを

１つの合意に持っていくのが、僕は各常任委員会であり議会運営委員会であると思っていますから。

そういった進め方をこれからしていかなかったら何も決まっていかないではないですかということ

を言っただけの話です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ。及川委員。 

○委員（及川 保君） どうも氏家委員の話を聞くと、疑問なのですけども、何も改革進んでいな

かったと。今３年経過しようとしておりますよね。議論重ねてきた中で改革の部分。何も取り決め

ができなかったと、まとめることができなかったと。局長にお聞きしたいのですけども、今この裏

にあるこれだけだったですか、この改革の部分たくさんありますよね、まだ数多くありますよね。

ある部分の中ではきちんと合意を得て進めてきている部分もありますよね。そのことが語られない

で、何かあたかも議論をただしているだけだというような言い方は、私はちょっと納得がいかない。

その間には報酬審議会の議長から受けてずっと議論重ねて、それこそ至った経緯もありますよね、

間に。そういうことは入っていませんでしたよね。報酬、定数とる部分では改革の中に入っていま

したけども、あれは突然議論する形になりますよね。そういった中で私はやはりそういう意味で大

きな改革、この３年間をやることで、小さな部分もあったろうし、ある程度町民の皆さんにも納得

いただけるような改革もあったと思うのです。もう１つは、何か大きなことをやって、通年もそう

だったのですけども、大きなことをやらなければとにかく町民が納得していただけないというよう

な、どうも私はそういうように見えていしょうがないのです。当然これは努力しなければいけない

と思うのです。努力しなければいけないから万難を排して賛同をしようという言い方だと思うので

す、氏家委員のおっしゃっていることは。提案したものについては万難を排してみんなで進めよう

と、こういうようなことなのです、私の受け取った意味合いは。そういう意味でとらえたものです

から、当然今示されている、残されているものについては、やはり議論重ねて皆さんが納得いくよ

うな形の中で進めるべきだと私は考えております。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 皆さんも委員会報告されているからお持ちかと思いますけど、第３

次議会改革で示しているのは大きく分けて６項目で 16 件あるのです。確かに及川委員が言われたよ

うに着手されているのも間違いなくあるものもあります。ただ大きく分けていくと、未着手のほう

が多いということなのです。ここの上げている項目は具体的にやっていく、検討するということに

なっている部分なのです、最後後ろの表は。そこにのっけていないものですでに賛否の公表ですと

か出席状況の公表も少しずつやれているものは十分ございます。議会報告会もそうですし、議会懇

談会の定例会もやられている部分ではございますけど、基本的に議員のかかわる部分は大方未着手

ということが言っていいような気がします。ですから、まるっきりやられていないということでは

ないということだけ申し上げておきます。 
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○委員長（山本浩平君） 近藤委員はいかがですか。今までの議論の中でうかがってみたいことが

あればどうぞ。 

○委員（近藤 守君） 非常の激しい議論をされて圧倒されているのですけども、何とか合意点を

見つけて政策研究会なり、改革を進めていってもらいたいなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 近藤委員もおっしゃっていますけども、けんかではないのです。議論をこ

うやって戦わせることが進める第一歩だと思うのです、委員長。というふうにとらえて進めるべき

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） 大渕です。私は今伺っていて、ものすごく差があるようにはとらえて

おりません、今の議論は。それは何も玉虫色で言っているのではないのです。議論というのはそう

いうことが必要なのです。もちろん確かに氏家委員が言うように日程きちんと決めて、スケジュー

ル決めて議論してきたと。６月まで倫理条例は結論を出しましょうとか、これは事実なのです。こ

れはみんなで決めたのです。誰もがちゃんと賛成して決めたことなのです。だから、それがでは進

まないのはどうしてなのかと。会議の日数が少ないのか、それともあまりにも言っている意見に隔

たりがありすぎるのかよくわからないです。そういう原因は必ずあるのです、何でもそうですけど。

だからその辺の原因を明らかにして、きちんと集中審議をして上げるのなら上げるだとかというこ

とを含めて。例えばさっきの政策研究会何というのは、本当になぜ乗り上げてしまったのかよくか

わからないけど、はっきりはわからないというものです。だって今現実的に会派があって、会派代

表者会議が開かれているのです。そこでやるというのがなぜだめなのかということになるのです。

私は、これは本当に変だなというふうにずっと思っていました。ただそれは氏家委員も思っていた

かもしれない。ただそれは議運で提起されなかったのです。今回初めて提起されたというようなも

のです。だから言っているように例えばどなたかが提起して、これは政策研究会の条例上きちんと

決まって、皆さんの合意形成上合意されているのだから、賛成多数でもやりましょうと言ったらい

ったかもしれない。それが白老の議運のある意味すごくいいところでもあり、ある意味進んでいな

いという１つの指摘につながっている部分でもあるのかなと。だから、議論は具体的にしなければ

だめなのです。こう思うのと、こうあるべきだというのではだめなのです。あるべきだというのは、

こうやってやるべきだと言わなければだめなのです。私は議論というのは具体的にやるのが１番い

いと思います、ですから、それもただ全部多数決でやればいいのかといったら、議会運営委員会と

いうのはなるべく全体合意形成を諮れる１番いいわけだから、納得して。だからそういう努力をみ

んなでしましょうということなのだから、それはぶつかるときもあればそうではないときもある。

私は氏家委員と山本委員長が言っている中身にものすごく差があるなんて全然僕は思いません。た

だそれは例えば定数だって同じです。減らした分だけ上げるという意見とそうでない意見というの

は、これはもう。そんな大きな違いというのは今言っている中身ではないのかなというふうに僕は

感じています。ですから、今の中で１つの教訓は何かといったら、そういうことで動かせるものは

動かそうと、もっと前に動かそうということになるのではないのかなと思う。それともう１つは、
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議論はもうちょっと具体的にやったほうがいいと。できないのならどうしてできないのかと。こう

いうふうに改善すればできるとか、そういう意見でないと次に進まない。だめだから納得できない

からだめですよという意見もあるけど、こういうふうにしたら我々は納得して進めるという意見も

あったっていいと思うのです。それも皆さんが議論して納得すれば進むのだから。政策研究会なん

かはその典型だと思っています。 

○委員長（山本浩平君） ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前 １１時 ０５分 

                                         

再開 午前 １１時 １６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。それでは先ほど挙手を

されておりましたので、どうぞ再開いたします。清風クラブ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 政策研究会ですね、当初の案で出てきたのがテーマを選定するに当たって

の会派の代表者会議が出てきたのです。そこで私どもの会派で議論をしたのがあるのですけども、

この部分が会議条例等に会派を明記としながら課題の発見、選別をするのだと、こういう原案の内

容であったのですけど、これはちょっとやはり当初の段階では代表者会議確かにこの時点では任意

の状況だったと思うのです。それが任意の代表者会議がここに乗っかってくるのはちょっとおかし

いなという部分があって、私たちが提起をした経過があるのです。その後小委員会の中で持ち帰り

まして、この部分が逆にこれを正式のものにしようという形になって出てきて、あたかもこれが正

当性あるのだと。なぜこういうふうになったかと私が疑問であったのです。このあたりの、先ほど

氏家委員正式のものだからと、こういう考え方おっしゃっていましたけども、これはなぜそういう

形になったか。別のものがなかったのか、検討されなかったものなのか。会派代表者会議というも

のが、ここで別のものがないのかというような形で議論されなかったのかどうかちょっとお聞きし

たいのです。 

○委員長（山本浩平君） 当時の政策研究会の小委員会の中での議論ということですか。 

○委員（及川 保君） 今、小委員長として。 

○委員長（山本浩平君） その前に経過について上坊寺局長は。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。皆さんにお配りしていた公的な政策研究会の位置づけの部分の

課題設定というところに会派代表者会議が含まれていた。そこからの議論が一度小委員会に持ち帰

って、この会派代表者会議をどう考えるのかと。この会派代表者会議には無会派の意見の反映とい

うのはどう組み込まれるのかというところから１回小委員会に持ち帰っているはずなのです。そし

て小委員会に持ち帰って、問題発見から課題設定に入るこの中間の中で、小委員会分科会の機能を

駆使するのだと、そこからの意見を会派代表者会議。そこには小委員会のメンバーには無会派の方

も入っていらっしゃるのだから、そこに会派代表者会議を持って来てはどうかというところで、確

かその後に公的な政策研究会の位置づけの１つのフローができたはずなのですけども、ちょっとそ

れが私の手元に今ないものですから。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 
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○委員（及川 保君） もう１つ、今説明の中にありましたけども、無会派の議員が委員として小

委員会の中に入っておられましたと今、資料持っていませんが、それは間違いありませんか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。それは政策研究会の小委員会という意味ではなくて、議会報告

会だとか議会懇談会、住民要望等から問題を受けたときに、問題発見をするために広報広聴常任委

員会に託されますよね。その中で小委員会とか分科会に分けられるもの、そういったものの中には

無会派の方も入っていますよねという話なのです。その中の意見として、ではそこを経由して会派

代表者会議を行なっていけば、当然小委員会のメンバーの意見も反映されることでありますから、

当初の課題設定の部分に直接会派代表者会議が位置づけられるというものではないと。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 氏家委員が言ってもいいのだけど、こういうことです。会派代表者会

議により課題の選別整理を行なうことについてということで、皆さんのところに行っているはずで

す。その中に書かれています、疑問は。なぜかというと、会派代表者会議は議長が招集し協議事項

を諮る組織であり、会派性を採用する白老町議会では、議員の意思の合意形成が諮りやすいこと。

２つ目、無会派議員は必要により、議長が意思を集約するようになっていること。３つ目、議会運

営委員会 11 名において、第１から第３ルートまでの課題を整理し選択するには、相当の日数を要す

ると思われる。ですから、今及川委員が言われたように、議会運営委員会でやったらどうかという

議論はされているのです。私も記憶あります。ただここで、11 名でこれをやってしまうとまとまる

ものもまとまらないと。いずれにしてもその後です、大切なのは。いずれにしても会派調整の必要

性が発生すると考えられること。だから会派代表者会議でやるということは非常に合理的であると

いうことです。会派代表者会議においては、第１ルートから第３ルートにおける課題の発見及び選

別の中心として、最終的に課題設定は議会運営委員会において合意されなければだめだと。あくま

でも代表者会議というのは、こういう課題はどうですかということを提起する場所ですよというこ

となのです。ですからこういうふうに書かれているのです、きちんと。このときに、ですから今言

われたように方法が議論されなかったのかというと十分議論されていますし、そういう中で１番合

理的な運営方法を考えた場合は会派代表者会議です。しかし会派代表者会議が決めるのではなく、

正式決定は議会運営委員会で決定するのですよと。フロー図もそうなっております。ですから小委

員会は相当な議論を重ねた上で、そういうことで１番合理的かつ運営がしやすい方法また議決機関

もきちんとしているということで決めた中身だというふうに理解をしていただければ結構だと思い

ます。そこでそれ以上のことはないのです。言われたように、この時点では会派代表者会議は会議

条例会議規則により公式な会議にはなっておりません。それは事実です。しかし、議決機関は議会

運営委員会が議決機関として効力を発揮するとなっているのです。ですから、ここでは公的な機関

にしますけれども、少なくともそういう形の中でテーマが決まっていくという議論がされた結論だ

と、こういうことでございます。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長、ありがとうございました。いかがですか、そういうことです

が。及川委員。 
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○委員（及川 保君） 小委員会の中身というのはわかりました。どうしてもこの部分が将来に向

けて町議会のあり方を考えると、例えば②の無会派議会は議長が意見を集約すること、この部分は

あらゆる場面でそういうことになっているのです、今の白老町の議会というのは。議長が無会派に

対する対応はそういう形になっているのです。そのことも含めて非常に改革、改革と言いながら、

こういった状況が今後も続くのであればちょっと違うなと。一議員としてやはり町議会の中のルー

ルの中で活動するとなれば、どこかの会派の中に所属しなければ非常に厳しい、結局は議長対応の

中での部分になってしまうのです。それがあるものだから、今後の会派のあり方についても議論す

べきだという私たちの考え方に至っているのです。そこで今十分副委員長、経過の説明ありました

けども、このあたりの経過の説明はわかりました。わかった中で、この政策研究会の課題の選別が

本当に会派代表者会議しかないのかという疑問もあったのだけども、効率的に悪いという議論をさ

れたということでありましたので、その部分は理解はしたのですが、どうしてもこのあたりが今納

得できない状況であります。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。清風さんがおっしゃられたのは、ここが公的機関ではない

からだめですと言われたのです。それで我々は公的機関にしたということですから、誤解のないよ

うにしてください。そこははっきりしていますから。もう１つ、無会派の関係ですけども、これは

無会派の方は自ら好んで無会派を選んでいらっしゃるのです。我々が無会派になりなさいと言った

ことは１つもありません。入る、入らないは自由でございます。入れてくれるところがあるかどう

かは別です。会派制をとっているという意味は、無会派の方はそうなるのです。これは会議場当然

なことです。しかし、議運の委員長だったときから委員外議員でお呼びをして、発言も十分してい

ただくという努力は、私はしてまいりました、当然です。しかし、この間の懲罰委員会のときの議

論のようなことが起きるのです。いらっしゃいましたよね。私は無会派だから入りませんというこ

とがあるのです。会派性というのはそういうことなのです。会派制の理解というものがされないと、

全部一緒にやれば、それが全部民主的化といえばわたしはそうではないと思います。会派制をとっ

ているということは、そういうリスクもあるのです。小委員会に呼ばないということも、発言をさ

せないということもできるのです、議会運営委員会でも、委員外議員ですから。それは、正式には

そういう中で白老の議会としては、意見は求めましょうということなのです。ですから、そこをは

き違えてしまうと無会派の方を優遇するあまりに実際に議会運営委員会にも、広報広聴常任委員会

の小委員会にも出られるのです。及川委員は議会運営委員ですけど出ますか、広報広聴小委員会に。

無会派の方だけが出られるのです。正式に案内が来るのです、両方とも。そういう矛盾を我々の議

会は抱えて今運営しているのです。ですから、そこのところはきっちりしないと、それは発言をし

たらだめだとかそんなことを言っているのでは全然ないです。無会派というのはそういうリスクを

背負うわけです。私も無会派になるかもしれません。だって、ほかの２人が落ちて僕だけ入ったら

１人ですよ。無会派になる。入るのは自由です、入るかもしれません。ですから、今の方々は無会

派を選んでいらっしゃるのです。ですからそのときに召集されなければ発言もできないし、何もで

きないということです。会議規則でそうなっているわけです。ですから、私言っているのは、会派
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性をとっているという議会は普通なのです、当たり前のことなのです。ですから、そのことによっ

て合理的かつ非常にスムーズに会議が運営できているということも事実なのです。大きなところ行

ったら議会運営委員会があって、その議会運営委員会の上に理事会というのがあって、その理事会

でみんな決めてやるのです。同じことなのです、屋上屋重ねているから。仙台審議会に聞いてごら

んなさい。議会運営委員会の中にまた理事会があって、その理事会で議論しているのです。そこは、

無会派は一切そういうところには参加できない、傍聴しかできない、こういうことです。そのこと

を無会派の方は自ら選んでいるのだということなのです。そこのところを間違ってしまうととんで

もないことになってしまうから、私が言っているのは全然無会派を排除しようなんて思っていませ

んから。逆なのです、私は無会派の方々に意見を申し述べてもらったり、いろんなことをしてもら

ったほうがいいということで、現実的に私は議会運営委員会の委員長のときにそうやってやっても

まいりましたから。ですから、そこのところをもうちょっと会派と議会運営委員会の関係はもっと

議論をして、疑問をなくしたほうが私はいいと思います。そうでないと矛盾があるのです、実際に。

無会派の方だけが広報広聴常任委員会の小委員会と議会運営委員会両方出られるわけですから、正

式な形で。ですから、私はそこのところはきちんと話をしておかなければいけないと。前にも私１

回言っていると思うけれども。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕の考え方がおかしいのか、おかしいのならおかしいと言ってもらえれば

いいと思うのだけれど。僕は及川委員の言われているのは将来に渡ってこういうやり方がいいのか

どうかということをすごく心配される。会派でもそういう心配をされているのではないかと。でも

現実は今会派制をとって議会運営がなされているというのは現実です。では今の現状の中で政策研

究会を動かそうとするのであれば、やはりこれが１番理想のような気がするのです。だって、会派

を否定するのであれば、先ほど議運が始まる前に及川委員が会派を代表し一議員がそういった謝罪

なんかする必要はない。会派制をとっているからこそ、こういった形の中で代表がいろいろな部分

で議論し、そしてまた納得のいかないところについては会派に持ち帰りということをやられいるの

が今の現実ですよね。ですから今の現状をもって政策研究会を動かそうとするのであれば、私はこ

ういった形の中で会派の意見をここで集約して、議長を通し議運にかけていくというのがやはりベ

ストなのではないかと思うのです。将来のことはわかりません。ですから将来のことについては、

今後の議会、会派のあり方だとか、会派制のあり方については、それはまた別の問題で議論するべ

き気がするのです。ですから、将来にわたってのということで心配するのであれば、将来について

は会派制のあり方は今後どうするのかという議論でそこを補っていけばいい話なのかなと思うので

すけども。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今ある会派制と私は否定しているわけではありません。この会派制度その

ものについては、将来にわたってきちんとした議論をこれからするべきだと。私が１番申し上げた

いのは、今回提起した、当初出てきた案の中で会派代表者会議が正式のものでないものが任意のも

のがここに入ってくるのがおかしいのではないのかといった中で、あわてて条例化するという、決
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めたことに私はどうしても納得がいかない。なぜ新たに正式にこれが出てきたために副委員長は一

生懸命説明されました、議運の中での公式的な決定がなかなかできないと、議運の中でやると会派

代表者会議が１番いいだろうと、こういう説明でありました。もともと会派代表者会議がこういう

議員定数の中での活動の中で、もう１つは皆さん納得させるがために一生懸命説明していただくの

ですけども、議員として出た以上は、議員として町民から選ばれて出るわけですから、それは白老

町の制度が当然会派の今の現状では今のやり方。私も議運の委員長４年間やりましたから、十分無

会派の方々も当然おられましたから、当時も。そういう中では当然無会派の方の意見も取り入れて

やったのは当然のことであります。それはどうしても私には納得いかないのです。意見を述べさせ

てあげるという、結局そういう形になってしまうのです。皆さんの会派に所属している委員の皆さ

んは当然意見を聞きますよね。だけど意見を述べる状況にはなっていないのです。それは委員長が

無会派の意見を十分取り入れるという考え方のもとで運営されているわけなのです。それというの

は、町民から選ばれてきている議員が本当にそういう状況でいいのですか、保守的と思うしかない

のです、このやり方が。ずっと続いているわけです、この状況が。今否定するような言い方ですけ

ど、ぜひ何とか改革してほしいという思いで申し上げているのだけども、この政策研究会について

はいろいろな状況はわかりました。ここはどうしてもあわてて会派代表者会議を正式ルートに乗せ

たということが。結局はそういうところでやはりなぜだという話になってしまうのです。私たちが

言ったがために、意見を申し上げたために、それが突然小委員会の中の議論十分にされたと思うの

ですけれども、ほかの方法はなかったのかと、先ほど当初の小委員長のお聞きしたかったのはそこ

だったのです。もう１つ、副委員長のお話にありましたけども、好きこのんで無会派にいるのだと、

こういう言い方されました。わたしも無会派の４年間やりましたから十分理解しているのですけど

も、好きこのんでということが妥当ですか。誘われない経過もありますよね。誘われないといいま

すか、入りたくても入れない状況というのはあるのではないですか。僕もずっとこの中であります

よ、この 10 年間見てきた中では。受けつけてくれないというか。それを好きこのんでということで

はないと思うのですけど、副委員長その辺りどうですか、本当にそうですか。 

○委員長（山本浩平君） 今問題提起が２つ、３つありましたので。 

○副委員長（大渕紀夫君） 全然レベルの違う話なのです。好き嫌いとかそんなことを僕は言って

いません。政治家ですよ、我々は。そこら辺のグループでは。友達や何かのサークルではないので

す。それが好きこのんでとかそんなことでは、私はそんなレベルで話していません、全く。会派と

いうものはそういうものです。政治というのはそういうものですよ。それ以上私は言いようがあり

ません。好きこのんでとか何もその言葉が悪いのならすぐ訂正します。ただ、そういうレベルの話

ではないということです、はっきりしているのは。会派を組むというのはそういうことですから。

自分の意志と合わない方とは会派を組めないのは当たり前なのです。それが政治家です。自分の家

を壊して、ほかの会派にすり寄って一緒に入れてもらう、僕はそんな気はさらさらありません、１

人になったって。無会派です。そんなものはっきりしています。私は政治家ですから。ですから、

そこは好きこのんで入るとか入らないとか、言葉違ったかもしれないけど、そんなレベルの話では

ございませんから。それともう１つは、先ほど言われた中で確かにはっきりしているのは、簡単に



20 
 

変えたとか変えないと、そういう認識になられるかもしれない、それは仕方がないと思う。だけど、

これは清風さんが正式なものではないからとおっしゃったから小委員会がそういう結論を出したと

いうことは確かです。それはすごく軽い気持ちで、何でそんなもの変えるのだっておっしゃる意味

は、気持ちはわかるけど、それ言われたから変えたのは確かです、違いますか。なぜそんなに簡単

に変えたのかと言われても、それはあなた方が理解してくれるから変えたというだけの話です。そ

れ以上何もないです。本当にそうです。議論はしましたよ、もちろん載せるのがいいかどうかと議

論はしたけど、そういうことで変えたのは確かです。それは清風さんがそうおっしゃったから変え

たということも確かです。はっきりしていますから。何も我々は簡単に変えたなんて思っていない

から。そのことによって政策研究会が動くのだから我々はすごくいいことだと。清風さんの提案を

ぜひ受け入れてきちんと政策研究会を動かしましょうと、それだけです。他意は何もないというこ

とだけはわかっていてもらわないと、簡単にそんなのを変えたのではないかと、そうやって言われ

たって、皆さんの要求だから変えたというだけの話です。 

○委員長（山本浩平君） 今の話は、そのような経過でなったというふうに私も認識しているので

す。結果的にそういうことになったことについて、私どもの会派として、それは非常に困ったこと

になったなというふうに思っています。なぜならそれは、会派代表者会議が正式なものになった場

合は、例えばマスコミ等が公開になりますよね。ですから万が一、懲罰だとかいろいろな問題が出

たとき、そういったときも秘密的な会派代表が集まって話をする機会もゼロではないだろうという

私は懸念がありまして、会派代表者会議を正式なものにするのはいかがかなというふうに私自身は

思ったわけでございます。ただ、経緯はそういった経緯でなったわけでございますから、今となっ

てはだからどうのこうではなくて反対はしません。そういう経緯の中でそうなったわけですから。

それで、ではこの政策研究会のこの部分で今ストップしているというふうに思うわけです。であれ

ば、及川代表のところの会派としては、ではこの部分はどうしたら進んでいくのでしょうか。その

意見を求めたいなというふうに思うのですが。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 小委員会の中でかなりご苦労されて議論されたと思うのですけども、この

会派代表者会議を正式なものにするというとなると、副委員長おっしゃったような大変厳しい状況

になると思うのです。公的なものに会派としてすべきだと言っていないです。なぜ会派代表者会議

にこだわる。この当たりがどうしても納得がいかないのです。ここの部分になぜ選別するのに会派

代表者会議、理由は載っています、ここに。会派代表者会議でなければだめだという。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前 １１時 ４５分 

                                         

 

再開 午前 １１時 ５４分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開します。議会運営委員会の審議計画会議メモ

という局長のものなのですけども、この中で平成 22 年１月 19 日の議運の中で、まず私の発言なの
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ですけども、会派代表者会議が公式な会議であるのか。ハテナです。非公式な会議であってもいい

のではないのかと。自由な立場であってもいいのではないかという私はそういう発言をしておりま

す。及川委員が会派代表者会議を公式に位置づける。条令規則の中にきちんと位置づけなければい

けないと、こういう発言、１月 19 日にしていると。前田委員がそのときに発言しております。第２

ルート、第３ルートの課題抽出、選別はどのようにされるのか、これは質問形式です。会派代表者

会議の法的な位置づけは今後の議論になるのか、というような質問をこのときにされております。

以上です。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私は先ほどからずっと考えていたのだけども、事実経過は

きちんとしなければいけないと思います。これは議会ですから、事実経過はきちんと今の中でなっ

たと私は思います。そういう中で、正式に清風クラブさんに、休憩中にあったようにご意見をたま

わるのか、それとも今の状況で言えば別機関をつくるということにはならないでしょう。別機関を

またまた新たにつくる何ということにはならないと思います。とすると、あとできるのは議会運営

委員会でしかないのです、今のところは。ですから、そこら辺を清風さんに持って帰っていただい

て、ご意見を上げていただくか、それとも議会運営委員会で動かすのか、それとも動かさないとい

うのも１つの選択肢ないわけではないから。ただ、私は動かしたいと思っているのです。そうなる

と、多分今から政策研究会を動かすとしても１スパンだと思うのです、来年の 10 月ですから。です

から、そういうことでいえば、今回は議会運営委員会で動かすと。議決もテーマの選別も議会運営

委員会で決めるというふうにすれば、動くことは動くのです。そのことを清風さんがご理解してい

ただければ、議会運営委員会で決めるということですよ、テーマを。そのことを清風さんが理解を

してくれれば、もちろん公的な機関だし動くのだけど、そこら辺が議論の集中点になるのかなと。

そこだけきょうちょっと一定の方向出せばいいのではいのかなと思うのだけど、いかがですか。 

○委員長（山本浩平君） 今、副委員長のほうからお話がございました点について皆さんいかがで

すか。問題は課題設定する機関をどうするかということです。要はそういうことですから。氏家委

員。 

○委員（氏家裕治君） 私小委員長の立場でそれがいいかどうかというのは、小委員会もなくなっ

ていますから、そこだけはしっかり整理しておいてください皆さんで、協議上。その整理された上

であれば、多分及川委員の言われるのは会派代表者出なくてもいいのではないかと。議会運営委員

会でいいのではないかと、また戻るっていますから、前に。僕はその辺はちょっと納得できないけ

ども、でもそこで進むのであれば、私はそれはそれで。動かしたほうがいいと思いますから。政策

研究会だけの議論で言っているわけではないです。これからの議会全体のことを考えた中では、こ

れは動かすべきだと思う観点から。それが政策研究会の会派代表者会議というものを取って、議会

運営委員会で動かすということであれば、それはそれで動くのであれば。ただ、何のための小委員

会だったのかなと、それだけの疑問が残ります。 

○委員長（山本浩平君） ほかいかがですか、今の点でございます。及川委員。 

○委員（及川 保君） これを正式に動かすと。研究会を動かすということの副委員長の提案あり

ましたけども、そういう形で進めるとなれば全面的に参動申し上げたいというふうに申し上げます。
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進めるということで。 

○委員長（山本浩平君） 議会運営委員会でということですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど局長、ここに議会運営委員会が入ることによって、何か

面倒なことが起きますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 何もないと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 会派代表者会議というところが議会運営委員会、議決議会運営委員会

になっているのだけど、議会運営委員会に入るということは問題ないですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） これの条文があるかないかというものは何もないですから、会派代

表者会議がとれて、課題設定を下に持って来て、矢印を下に持っていけば、議長は多分広報広聴の

課題抽出から諮問するのでしょうし、別な角度は議運から即座に上げていくという形になると思い

ます。この図を下げるだけでいいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） ということは全く動かすことに問題はないということですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前の位置づけは予備機関みたい。正式な議題には乗ってこないです

から。正式な流れはこっちですから、議長が相談してみたいな感じのです。問題ないと思います。

これを単純にとっても。 

○委員長（山本浩平君） 私の会派といたしましては、非常にスムーズに運営するために人数少な

いほうがいいという今までの意見の中で会派代表者会議。しかも私どもがあまり賛成ではなかった

会派代表者会議が正式なものになってしまった。そういう経過を踏まえると非常に残念なことかな

と思うのですけど、進める意味で、暫定的な意味で、議会運営委員会で行なうということは賛成し

たいと思います。ただ、今後の方向性を見た上で、今後 1 回決めたからもうずっと議会運営委員会

でやるということではなくて、方向性を検討していただけるのであれば、暫定的な議会運営委員会

でやっていくことに関しては賛成したいと思います。近藤委員、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） 今、委員長が言ったように、私どもも暫定的な形でやってみるということ

は賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 結構です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、前田委員外議員何かあればどうぞ。意見として何かございま

したら。なければ結構ですけど。それでは、私の意見でしたけども、暫定的な形で進めるというこ

とを優先して、議会運営委員会でこの課題決定を行なって、あと１年くらいしか改選までないわけ

ですけども、進めていくということについては皆さんよろしいですか。合意形成をさせていただい

てよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、そこまで決まりましたので、次回の議会運営委員会は確か 14

日１時半からでございますので、次回はこの進め方についてちょっと深く入っていきたいと思いま

す。あと、その他の事項について協議をしてまいりたいと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） それでは、議会運営委員会を終了いたします。お疲れ様でした。 

（午後 ０時 ０４分） 


