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平成２２年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２２年１０月１４日（木曜日） 

  開 会   午後 １時３０分 

  閉 会   午後 ４時３２分 

                                           

○会議に付した事件   

１．政策研究会（公的機関）の位置付けについて 

２．協議を開始しているが完結していないもの 

                                           

○出席委員（７名） 

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

委   員  西 田 祐 子 君         委   員  及 川   保 君        

委   員  近 藤   守 君         委   員  土 屋 かづよ 君 

 委   員  氏 家 裕 治 君         委員外議員  前 田 博 之 君 

 委員外議員  吉 田 和 子 君         委員外議員  松 田 謙 吾 君 

 議   長  堀 部 登志雄 君 

                                               

○欠席委員（なし） 

                                            

○職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長   上坊寺 博 之 君 

 臨 時 職 員   白 綾 美 紀 君  
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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。 

（午後 １時３０分） 

                                           

○委員長（山本浩平君） 調査事項でございますが、前回の続きということで、まだ、懸案になっ

てございました議会改革の中の内容についてでございますが、その中でも特に政策研究会、あるい

は協議を開始しているが完結していないものということで載っております。 

 次のページにもございます。裏のページも次の実施時期までに協議をするとしたものということ

で、ナイター議会のあり方ですとか、いろいろ載ってございます。 

 それと、今後協議にもう少し時間をかけるものとしては、議決事件の追加。それと反問のルール

の再確認等々がございます。 

 おおむね４時半くらいまでは行いたいと思っております。 

 それと、及川委員ですが、所要によりきょうは３時半くらいで退席されるという連絡を先ほどい

ただきました。 

まず１番目、公的に設置し運営する考え方ということです。政策研究会の位置づけについてという

ことでございますけれども、前回のおさらいも含めまして、資料１が出ておりますので、その資料

について局長のほうから説明していただけますか。はい、上坊寺議会事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 基本的に、小委員会のほうから提示されましたのは、枠かけで

すね。それがあるものが設置されておおむね了承されたのですが、前回正式に確認事項として行う

ためには、当分の間は会派制については結論が出ていないので、会派代表者会議に変わる機関とし

て、議会運営委員会が当面暫定的に行うということで確認取れたかと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、この点については前回そのような方向性だったと思うのですが、

何か今のことについてご意見ございましたらどうぞ。 

 〔「ありません」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） はい、それでは、この暫定的な考え方については、そのように進めると

いうことで皆さんよろしいですね。 

 〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。それでは、この進め方について、何か皆様方のほうからご意見を

承りたいと思います。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私的には、来年の 11 月と言っても、11 月までにはできな

いと思うのです。そうすると、議会運営委員会で協議することになりましたから、確認されたとい

うことであれば、全員が参画するかどうかというのがまずあるのです。ですから、１項目くらいの

ものを取り上げて、これ要綱を定めることになっていましたね。 

 だから、きちんと定めて、１年間くらいですから１項目くらいを上げて、そして取り組むと。問

題は、メンバーを全く全議員が入って政策研究会を実施するか。それとも、非常に忙しいとかいろ
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いろなことがありますから、半分くらいで取り上げて、とりあえず立ち上げてみるだとか、その辺

あたりのところを意思統一していったらいかがかなと。全員参加するということであれば２項目取

り上げて、その２項目のどちらかにメンバーとして入るというようなことでやれるし、今非常に会

議日数が多いということであれば、それはそれで会派から出てもいいし、手を上げてもいいし、政

策研究会で自分が詰めたいというようなものが出れば、そういうかたちでやってもかまわないと思

うのですが。そのようなところを議論して、立ち上げは早くやらないと、来年の９月くらいまでに

結論を出さなければだめですよね。11 月ではどうにもならないのだから。10 月選挙だから９月で

もだめ。９月なら６月ですか。６月くらいまでに結論を出すといったらかなり大変です。 

そこら辺も含めて議論されたらいかがかなと。ここまで来たら立ち上げてやったほうがいいと私は

考えているのです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい。ほかの皆様方のご意見いかがでしょうか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。例えば、ことしの３月か４月くらいの町長の執行方針を踏まえ

て、その中から１項目だとか、今回の懇談会、そういったものの中から１項目だとか、集中的に絞

って議論できれば一番よかったのかもしれませんが今回それができない。はっきり言って片方はも

う遅いですよね。執行方針の中からどうのこうのというのは。ですから、今回一番いい一つの提案

できる案としては、今回の懇談会の中身のものを、早急に整理して、どれだけの量が出てきている

か私は確認していませんが、その中から一つでも取り上げながら、一つの課題整理につなげていけ

ばいいのではないかと私は思うのです。 

いずれにしても、今大渕副委員長が言われたとおり、やるのであれば早急に手をかけて、来年の

６月議会くらいまでには一定の方向性というか、結論というか、そういったものを出していく。そ

ういった流れで進んで行ってはいかがかなと思います。 

大変難しいかもしれませんが、やるのであれば１回やってみてそれを次につなげていけるような、

そういった形にしていくべきではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） ここまで一緒にみんなでやってきまして、ここで停滞、ストップするとい

うようなことは、これはうまくないので、どのような形になるかわかりませんが、継続して課題を

決めてやるべきかなと思います。課題につきましては、皆さんが決めたことについて、我が会派と

しては参加を致します。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、清風さんいかがでしょうか。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 皆さんが早く立ち上げて、早く課題を見つけて実施しようと。これは私も

異議はないのですが、ただ、この政策研究会の、例えばこれが結論を出して、その結果が最終的に

本会議となっているのですが、これはどのように生かされていくか、このあたりも十分議論した中

で進めるべきかと思います。 

 もう一つは、今副委員長のほうから、手を上げたものだとか、忙しくなるからとこういうことな

のですが、もしそういうことになれば、やはり全員の中でやっていかなければ、例えば、やりたい

議員だけがその中のメンバーとしてやっていくというのは、私は違うのではと。公的であれば特に。



 4

これが任意の今までの委員会でやっていくというのであれば理解をするのですが。できれば、全体

の中でどういう構成でやっていくというのは議論があると思うのですが、全体の中でやっていくべ

きだと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） はい。私どもの会派ですけれども、政策研究会、これは進めるというよ

うな基本方針のもと、議運でも長い間協議をされ、しかも小委員会もつくった中でいろいろと協議

をされてきた。そういう経過を踏まえますと、これをつぶすということはよくない。これは進める

べきだというふうに思っております。 

 しかし、そのやり方に関しましては、現実的なことを踏まえますと、やはり広報広聴常任委員会

の議会懇談会ですとか、分科会ですとか、そういったもろもろの状況の中で、もともと白老町議会

の会議日数の多い議会が、さらにふえているのが現実的でございますので、その辺はやはり考慮し

て行うべきだというふうに思います。 

 特に、進める上での、立ち上げるための小委員会と言っていいのかわかりませんが、少人数で短

い期間で立ち上げるためのものをつくっていくべきだというふうに思いますので、先ほど、大渕副

委員長が言われた、一つの案としてだと思うのですが、それも私は、賛成したいなというふうに思

います。 

 ですから、今、及川委員がおっしゃられた全員でというよりも、少人数の中でできることから始

めていくというようなことのほうに、うちの会派としては賛成したいなと思っています。 

 はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私が言ったのは、誤解がないようにしていただきたいので

すが、勝手に好きなものがやれというふうに聞こえてしまったのかもしれませんが、そうではなく

て、今の白老町議会の会議の量からいくとなかなか大変だということも、実際に話を聞いています。

ですから、そういうことがクリアできるようなことも含めて、検討したほうがいいのではないかと

いうことですので、別にそこだけで、やりたいものだけがやれとかそのようなことを言っているわ

けではないのです。 

 ただ、全員でやるということになれば、これは同じ時間を拘束されます。そういうことが非常に

大変だということが話として、現実的に出ているわけですから、そうであれば、そういうことも考

慮して、やれるのであれば、それでも私はやはり、そうなるとやりたいものがやるというふうに取

られてしまうかもしれないですが、僕が言っているのはそうではないのです。 

 そうではなくて、やはり進めるためには、そういうことも議会として考慮してあげたほうがいい

のではないのかというふうに思うのです。ですから、テーマを決めて、そうであれば例えば、会派

から１人ずつ出るとか。何かいろいろな方法があると思うのです。そのようなことも含めて、検討

をしてなるべく早く結論を出して、そして政策研究会の研究体制をつくって入るというふうにして

はどうかなということであります。 

○委員長（山本浩平君） 公的な政策研究会ということでございますので、これは会派にとらわれ

ることばかりでもないと思いますので、ここでまた前田委員外議員のご意見があれば伺ってみたい

と思いますけれども、いかがでしょうか。進め方についてです。 
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○委員外議員（前田博之君） 私、もの言う場合、否定的なことのような組み立てなので、そうい

うことではありません。あくまでも私は進めるべきだとは思っています。ただ、今、皆さんも言わ

れているように、広報広聴常任委員会ができたりして非常に議会の活動日数が多くなっています。

そうするとこれからまた、時間設定されますから、これについてグループでやるのか全体でやるの

かわかりませんが、時間的な部分からいくと非常に厳しい部分もあるかと思うのです。というのは、

資料１にありますが、皆さんも政策形成サイクルに書かれていますが、政策決定、最後に決定が出

てくるのです。これはやはり、今いるメンバーが来年の 10 月までにそれをどう実現というか、実

行するかという場まで踏み込まないと、今のうちに政策決定したものが、次の人に先送りになって

しまうのかどうかという部分を、このスケジュールで考えなければいけないのかなと思うのです。 

 そうすると、間に合わせるには、言葉が適当かどうかわかりませんが、課題が小さなものを整理

して政策提言するとか、何をするかということに課題の設定も変わってくるのかなと思うのです。

だからその辺も、私としては否定しませんが、結論、先ほど言ったようにせいぜい６月くらいだと

思うのですが、そういう日程の中で何をやれるか。やるとすれば何をやれるかということの考えを

していかないと、大きいものを持ってしまえば大変だと思うし、今の委員長からも話がありました

が、メンバーが仮に政策研究会、今言った部分と議員の資質の向上、勉強も含めて入っていると思

うのです。そうすると、会派の人だけがいいのか一部の人がいいのかということになるかどうかと

いう問題だと思うのです。みんなで問題意識を持って課題を決定しましょうということですから、

その辺がどうなのかという部分があります。 

 否定はしませんけれども、そういう部分がもう少し議論したほうがいいかなと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） どうぞ、各会派のご意見、委員外議員の方からもご意見頂戴いたしまし

たので、皆様方がどうぞさらに議論を深めてみたいと思います。ありましたらどうぞ。はい、氏家

委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、前田委員外議員が言われたことも確かに、私そのとおりだ

と思うし、そういったものも加味しながら、今後の進め方は皆さんと議論をしていかなければいけ

ないことだと思いますし、今回会派代表者会議ということを外して、議会運営委員会でこれを進め

ていくということになりましたので、そういった面においては、例えば今回の議会懇談会等々の中

からの課題整理、課題決定をどう導いていくのかということが一番大きな問題になってくると思い

ますので、この辺については、広聴広報常任委員会の役割がすごく大きくなってくるのだろうなと。

前までの考え方をここで出すのは、そういった面では会派代表者会議というワンポイントがあると、

またそこでいろいろな意見が出されたのかと思いますが、今回は広報広聴常任委員会というところ

の役割がすごく大きくなってくるのだろうと思います。その中で、やはり１つでも見つけながら、

私は運営の仕方においては、やはり全議員でやるというのは、いろいろな議員の方々の意見を聞く

場所がないわけではないので、議員同士による政策討論会、そういったものも本会議を経てやる場

所もありますので、そういった形の中で決定に導いていくというのであれば、全体でやる場所がな

いというのではなくて、その進め方をどうやっていくのかということが大事になってくるのかなと。  

 となれば、やはり今の会派制の中で議会運営委員会等々議会のルールが今の段階では進められて
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いるものですから、会派の中から１人ずつでも出て、その中で１つの進め方、内容を吟味しながら

議会にかけていくということが、やはり私は一番いいような気がしています。 

 その中で議員全体のいろいろな議論を得ながら、そして決定まで持って行くということが一つの

最終目標でありますから、その決定もだいそれた、例えば条例提案だとか、そういったところまで

持っていけるかもしれないし、いけないかもしれませんけれども、私は意見書なり、ここに書いて

あるとおり政策提言、こういった形の中でしっかり行政に伝えていくということが大事なのだなと。

これを踏まえてやっていかなければ、一気に条例提案だとかそういったところまで目指していきま

すと、だんだん無理がかかってきますし、そうでなくても十分政策研究会の役割というのは果たさ

れると私は考えていますので、その中で議論されてはいかがかなと思います。いずれにしても、今

こういう形の中で、暫定的に政策研究会を進めていくということになると広報広聴常任委員会の役

割はすごく大きくなってくるということは間違いないということであります。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員は、何かご意見があればどうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 今、忙しい中でほとんど任期が１年ないわけです。その中で、本当にど

れだけ短期間の中に全部集中して、網羅していけるかなというところが、私自身は心配する面もあ

るのですが、どれだけの時間クリアして、どこまでできるかというところが、今クリアされれば会

派から代表が出てやってもいいのではないかと、私は思っております。非常に時間がないというの

が大変です。 

○委員長（山本浩平君） 私も、先ほど氏家委員がおっしゃったようにいきなり条例提案までとい

うのは、非常にハードルが高いなというふうに思います。 

 ですから、まず立ち上げてできることから始めるということを前提に、まずは少人数で仕組みづ

くりのための会議を開いて、そして６月までにできるまでのことをまとめていくというようなほう

がベターではないかというふうに思います。 

 はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。皆さんおっしゃっていることは、十分理解するのです。ただ、

先ほど申し上げたように、この研究会が最終的にどういう役割にもっていくか。これはやはり、と

りあえずやろうと。私も理解はするのですが、やはりある程度きちんとした目標を持って、そして、

６月と今言われているのですが、きちんとした議会としての意思が示せるような形にもっていくべ

きだと。とりあえずやって、なんとなく終わったのではなくて、当然公的な機関ですから、そうい

うことはないだろうとは思うのですが、時間の関係上とかいろいろあると思いますので、もう一つ

問題なのは、今ここで示されてはいますが、例えば、問題発見の時点で広報広聴常任委員会、議会

報告会、この間やった報告会、もろもろそういうところから課題を抽出すると。こういうことにな

っているのですが、本当にこれだけでいいかというと、私はそうとは思わないのです。やはり、町

として本当に将来に向けて課題として残っているものいろいろあると思うのですが、そういうこと

も十分加味してやっていくべきだろうし、このやり方は当然大事なのだけれども、いろいろ変更に

なる部分も出てくると思いますので、皆さんがおっしゃっているようなことは、とにかく課題を設

定して、最終的にきちんと議会としての意思を示すと。このようにもって行けば私はいいかなと思
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います。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これ以前に配られた資料の中にあるのですが、臼杵市の報

告があるのです。皆さんのところにも多分あると思うのですが、これは提言をしているだけなので

す。具体的な提言をして、臼杵市独自の少子化対策と子育て支援を実現することという提言なので

す。具体的な内容は、「中学生までのインフルエンザ予防接種費用助成を図る。医療費無料化の対

象を延長する。」そして提言の趣旨は云々と書かれているのです。これは１年間かけて臼杵市が議

論をされて、少子化対策をどうするかということを政策研究会で検討して、これを提言として町に

議会として出しているわけです。 

 これは、一定限度の政策研究会のメンバーが議論をして、それを本会議の中で議論をして、本会

議の中で意思決定をして、これを町側に「議会はこう考えていますから、提言としてこのようにや

ってください。」ということを提言したものなのです。 

 ですから、これは大きなものから小さなものまであると思いますので、完結できない部分がある

かもしれませんが、できないものはそいでいって、完結できるものだけ、全会一致でやれるものだ

け議会の意思として町にぶつけていくと。それをやらなければ、こういうふうに議会として全員の

意思でやったにもかかわらず、なぜ町はやらないのかということで、これはいくらでも一般質問で

もなんでもいい、やれるわけです。 

ですから、条例提案みたい大きなものもありますし、こういうものもあると。もっと小さいもの

も私はあると思うのです。そういうことを５人ずつつくるなら３組にするのか、７名ずつで２組に

するのか、そういう組をつくってそこで、それとも５名１組だけつくるのか。 

そういうことで具体的に議論していくというようなことができれば、やはりそれは定着していく

と、僕は大きな力になるのではないかなというふうに思っています。これをみると、それほどたく

さん会議をやっているような状況でもないです。10 回くらいはもちろんやっているでしょうけれど

も。 

そういう具体的なこともありますので、その辺も含めて検討していってはどうかなというふうに

思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕はこの政策研究会というものをなぜやるかということを、基

本的な部分で皆さんと合意した中でやっていかなければ、後々いろいろな問題が出てくるのかなと

思いますので、先ほど及川委員が言われたように、政策研究会をやる意味というものを、しっかり

皆さんと共有しながらやっていかなければいけない問題だろうなと。 

 私が、今回この議運の中で言っていた議会懇談会等々から出てきたものから抽出していこうとい

うのは、なぜそういったことが議会として必要になってくるかということは、例えば、今までのや

り方でいくと、議会懇談会で出てきたもの、行政に対して投げかけて、これはこういうふうにしま

すとか、これはこういう形でやっていましたとか、そういう答えをもらって終わりの場合が多い。

そうではなくて、やはりこういったことについて、こうあるべきではないのかと議会からの意見だ
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とか提言というものが、大きな力になって行政を動かす大きな力になる。そこを町民の方にわかっ

てもらわなければ、わかってもらうために僕はこの政策研究会をやる意味があると思うのです。 

 もし、これができなければ、何のために報告会だとか懇談会なんてやっているのだという話にも

なりかねないことだと、僕は思いますので。こういった形の中で自分たちの意見が議会の中で取り

上げられて、議会の中でこういった形で行政に投げかけられているというものが町民の中に浸透し

ていったときには、僕はまだまだ懇談会というもののあり方が、大きく膨らんでくるような気がし

ます。 

 ですから、そのためにも、やはり今回、本当であれば僕は町長の執行方針の中から、一つ見つけ

てそれを行政と議論しながら、こうあるべきだとか、例えば条例提案にもっていく場合に、私たち

だけでは多分力不足でしょうから、外からのそういった力を借りながらだとか、やり方もあったか

もしれないのですが、それは今できないので、できないことを今言いません。 

 できることでやるのであれば、今回の懇談会の中でいろいろな意見が出たと思いますので、その

中から抽出して、私はある程度少人数の中でその進め方を持っていくべきだと、先ほど言っている

とおりです。 

 ただ、懇談会をとりあえずやるのではなくて、今回の懇談会を踏まえこれからの懇談会を活発化

させるためにも、しっかり議会の中で取り組んでいく。それが大事なことなのだろうなと。そう思

います。 

○委員長（山本浩平君） 今の件なのですが、基本的に少人数で立ち上げるというのは大賛成なの

です。ただ、問題抽出の部分を今行われている議会懇談会、議会報告会から出てきたようなものだ

けではいかがなものかと思っています。と申しますのは、まだ議会懇談会そのものが成熟しきれて

いないと思っております。 

いっぱい人が集まるところは集まるけれども、そうでないところは集まらない現状。それと、同

じ町民の方がいろいろな場所に行って、なおかつ同じことを発言するというような状況で、まだ私、

議会懇談会そのものが成熟していないと思うのです。ですからそこで出たものだけを抽出してやる

というのはちょっと危険というか、まだ物足りないのではないのかなと。 

それであれば、執行方針が出てもう数カ月はたっていますが、執行方針がその年１年間の執行方

針ですから、これは有効であります。ですからそこから課題を見つけるのも一つですし、もう一つ

はまちの大きなテーマはどういうテーマかと、いくらでも僕は町民の意見を聞かなくても日常こう

いう政治の仕事を、各議員がしているわけですから、その中から意見を出し合って決めていくとい

うことも一つではないのかなというふうに思います。 

決して否定するわけではないのですが、今の議会懇談会、議会報告会の内容だけに絞るとすれば、

ちょっと違うのかなと感じています。 

オブザーバーできょう出席しております松田委員外議員、今までの議論を聞いていて何かござい

ましたらどうぞ。 

○委員外議員（松田謙吾君） いろいろ議論なると思うし、きょうはオブザーバーですから、私は

この政策研究会というのは大事なことだと思います。それから、今、民主党政権になって、税源移
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譲、「金はやるからあなたたちが考えなさい。」と大事な時代になってくる。もっと大事なことは、

私は、行政対議会なのか、行政対会派なのか、行政対個人の意見なのか、いろいろあると思うので

す。大事なことはやはり、例えば、町立病院みたいに町民がたくさん求めているものがありますね。

こういうものは議会全部で、行政と政策議論をする。こういうことがこの政策研究会の中で私は、

それをやらなければ意味がないと思っているのです。 

 会派ごとにやると、行政対会派となれば、会派というのはいつ消えるか、いつふえるかわからな

いわけです。２人会派もあるし無会派もある。少なくても会派というのは３人か４人くらい安定し

ていなければ会派と私は言えないと思うのです。そういうことからいくと今の白老の議員定数から

いくと１人減になっていますね。そうすると来年の選挙までに、この１人の減がこのままでいいの

か 16 人にするのかという大きな問題もある。こういうものをきちんとまとめなければならないと

思うし、ですから、いろいろな意見があると思うのですが、私は本当のこの政策研究会のあり方と

いうのは、私の考えなのですが、行政対議会みんなで意見をぶつける。例えば、もう１回言うけれ

ど町立病院なら町立病院。それから、学校給食センターなら給食センターなり、どこでどうして行

政と必要なら早くやるか、次期からこういうものぶつけ合うのが、そういう政策研究会であればと

私は思うのです。 

 政策研究会は必要だけれども、そういうことがなければ、私はただ議論しているだけで、回数を

重ねるだけだと思っているのです。今まさに税源移譲ということになってくると、地方分権、分権

移譲になってくるとすごく大事なことだと思います。 

 ただ、それには議会が一つになってやらなければだめ。大きくして、議会対行政というくらいの

考えでやるべきだなと私は思っています。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。近藤委員、何かあればどうぞ。 

○委員（近藤 守君） 今、松田委員外議員がおっしゃったことはよくわかります。ただ、時間を

費やして討論議論するではなく、当面になっている問題について、それに立ち向かって検討したほ

うがいいのではないかという。私はそれにも半ば賛成はします。ただ、それだけではまずいので次

の世代に対することの問題も検討していく必要があると思って、両面の立場があって非常に難しい

かなと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 副議長どうぞ。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 今、いろいろ意見を伺っていて、政策研究会は実施されることにな

ったと。問題発見の部分で議論しているのかと思うのです。問題発見をして、それを議論していっ

て、最終的には６月くらいだろうと期間も大体決められていますね。そうなっていくと、流れがで

きてくるのだと思うのです。 

 ６月のときに議論した結果が、議会全体で議論して、それが政策提言になったり、もしかしたら

条例提案まで持っていけるものもできるのかもしれない。それはいいと思うのです。 

 ただ、私、全体でお話しているのを聞いて、課題の設定は議会運営委員会で絞りますね、それま

での問題発見が第１ルートと第２ルートがあるという、この仕組みの中で、その第１ルート、第２

ルートの、その問題点は何点か出されましたが、私はやはり町民懇談会の意見も、私たちが考えな
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ければいけないというものもあったと思います。 

 ただ、議会議員として地方が抱えている問題、町長の執行方針を含めて、本当に何が人口減、高

齢化率がどんどん進んでいる。何か今手を打たなければいけないというものもあると思います。そ

ういった問題発見を、どう発見して決めていくかという、それを探す部分を今、何人か意見が出て

いるのは全体でやるべきだと言ったり、それは最終的には議運で決めるのですが、小グループをつ

くってやるのかどうなのか。その点を絞りながら、皆さんの意見ある程度出たと思いますので、つ

くるかどうか。それが会派から１人代表とかという話も出ていましたが、この政策研究会を最終的

に決まるまでは、会派制を取り上げることに違うという意見があってなかなか決まらなかったとい

うことで、会派制で問題を設定することをやめたことででき上がったのです。 

 ですから、議運なら議運のメンバーでもいいのですが、全体を見て何人かを抽出して小さく問題

点をまず探すと。それをまた議運にかけて、そこで設定するというふうに具体的にしていったほう

がいいような気がするのですが。 

 今の議論もすごく、そういうものをみんな聞きましたので、あとは進めていくという形で時間は

どれくらいとれるのかということも含めながら、早急にそういうことを段取りしたほうがいいよう

な気がします。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。僕、先ほど委員長が言われたことはそのとおりだと思います。

懇談会だけの内容だけではなくて、当面抱えている議会議員としての資料も含めて、政策研究会と

して取り組んでいくべきだというのは、十分僕もわかる。 

 多分、いろいろな会場でいろいろな町民の方々の意見も聞いたと思うのですが、大事なことがす

ごくたくさん出たと思います。例えば、今吉田委員外議員が言われたこれからの人口減に対しての

考え方だとか、町立病院に対しての考え方だとか、それも具体的に町民のほうからいろいろな意見

が出ていました。そういったものを広報広聴常任委員会の中でまとめられてこないと何ともいえな

い部分があると思うのです。 

 それが、自分たち議員の認識と合致しているものであれば、例えばその解釈の仕方で、大事なも

の、町民から上がったものだとして取り上げていくことができるのではないかと。先ほど松田委員

外議員が言われたとおり、それは議会として取り組むことが大事だと。そのためにこの政策研究会

というものを立ち上げてやるのだということは言われたとおりだと思いますので、それが一つのお

おきな目的でありますし、一議員としての一般質問、代表質問確かにありますが、議会としての意

見を述べる場所というのは、なかなかないというのではなくあるのですが、議会としての意見を行

政にぶつけていくということが一番大事なことだと思いますので、そういった面では今回のこの課

題、問題発見の部分、また課題設定までの部分。この部分につては一度、広報広聴の常任委員会の

整理を待ってやるのが一番いいのかなと。それを持って進めていくのなら、こういうことからやっ

ていきましょうとか、自分たちの議会議員としての思いと直接つながるものであれば、これをやり

ましょうという話になるのかなと思いますので、その辺については、広報広聴常任委員会の整理を

１回見てみたいと思います。 
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○委員長（山本浩平君） きょう、広報広聴の小委員会があったですね。はい、吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） きょう、午前中広報広聴小委員会がありまして、きょうは広報の作

成についてやったのですが、各班、Ａ、Ｂ、Ｃから，町民の方々から出た意見をある程度まとめま

して、明日、確か財政の特別委員会が終わったあとに、広報広聴の常任委員会をやるようになって

います。 

 そこでそういった、出た意見が集約されたものが皆さんに示されますので、それを皆さんが持つ

ということになりますから、その中から何人かのメンバーを選んで進めるなりにしても、町民との

懇談は全員が出ていますから、それぞれの班の人たちがそれぞれのところの町民の意見は聞いてい

ますので、それも含めて町の抱える問題だとか、執行方針も含めて、そういうものをつくり上げて

いったらいいと思うのですが、一応今まとめたものはあした示されると思います。 

○委員長（山本浩平君） 今の意見どうですか。氏家委員や吉田委員外議員の報告。はい、大渕副

委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。一つは先ほど言われましたように、具体的にどうするかと

いうことの議論をきちんとしておくと。これをやらないと進まないのです。そのためには、いくつ

の政策研究会をつくるかということをまず決めないと。課題選出も何もないのです。例えば、言っ

ていらっしゃるように全員が参加するということであれば２つなり３つなりになるわけです。５人

だったら３つ。２つなら２つとなるからね。 

 そうすると課題が２つ必要になるということですね。ですから、そういうことを先にきちんと決

めておかないと、いくら課題を出してもどうにもならないのです。まず一つそこがあると思うので

す。そこを具体的にしなければいけないということが一つ。 

 それからもう一つは、先ほど松田委員外議員が言ったことなのですが、これまさに機関競争主義

のことなのです。そういうふうに我々議会運営委員会の中で、機関競争主義をきちんと発揮しまし

ょうということで議論してきました。それはそのものなのです。 

 だから、議会というところは個人がいくら頑張っても、会派がいくら考え方が同じで頑張っても、

力は多分、半分とか３分の１です。極端に言えば一般質問というのは、15 分の１なのです。 

 だけれども、議会全体として当ったときに、これは絶対の力が出るわけです。これを無視すると

いうのは行政側は絶対できないのです。だから、そういうことでは機関競争主義の典型のことを言

ってもらったのですが、それはやはり政策研究会がどれだけ深い議論をするかということなのです。 

 だから、それと同時に、最終的に２組なら２組でやったとしても、全体の合意がきちんと勝ち取

れなければだめなのです。それが自由討議における合意形成の分です。ですから、そこら辺は今ま

で議論してきた中身のことが実践されればいいわけですから、具体的にどうするかということで議

論をしていかないと、進んでいかないのではないかなと思うのです。 

 ２つつくるのか、１つつくるのか。まずそこからいかないことには、それは議運で今決めなけれ

ばだめなのですね。議運で決めなければだめなのだから。２つつくるなら２つつくる。１つつくる

なら１つつくると決めて、どうやってメンバーをどうするかということを決めなければだめなので

す。 
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○委員長（山本浩平君） 今の点なのですが、古い資料を手元にある方は参考にしていただきたい

のですが、資料５というようなので、白老町議会政策研究会のイメージ図というのが古い資料の中

にございまして、このときに８名以内。８名以内ですから、８名とか７名とか限定されるわけでは

なくて、８名以内掛ける２組ですね。２組織程度設置というようなことで資料が提出されて、過去

に議論をされていた経緯がございます。これを前提にして進んでいるということであります。 

 ですから、もし、今 15 名ですから７名と８名の組織をつくるのか、それとも４名ずつでも構わ

ないし、５名ずつでも構わないし、それで２組織つくるのか。そういったことも考えられると思う

のですが、それともこういう流れになってはいるが１組織でいいのだという意見が、きょうのこの

意見の中であれば、それはいくらでも変更できると思います。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。この部分を私、最初言いたかったのです。今、私もこの研究会

の、もともとこうしようという議論をしていたかなと、今思っているのですが、その辺りが失念し

ていたなという部分があって、全体で進めるべきだという先ほどの話をしたのですが。 

 全体でやるとなれば２組で８名以内ということになっているようですから、多分２組なのですね。

そういうことであれば、無理に副委員長が冒頭言っていたことは理解しました。あとはどのように

取りかかるかなのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、及川委員が言われたように、８名以内２組織程度なのです。だか

ら、１つでもいいし、４人のものを２つつくってもいいということなのです。そういうことなので

す。だから、全員入ってもいいし、入らなくてもいいということなのです。及川委員は全員出たほ

うがいいという意味なのですね。言っているのは。 

 それなら、そのように議長が入れば８名と７名。入らなければ７名と７名でつくるとか、そうい

うところを詰めて、２つやるなら２つやるとなってしまえば、今度は課題が２ついるということに

正式になるから、そうなればその課題の２つをどうするかという議論になるでしょう。そこのとこ

ろを詰めたほうがいいのではないかということなのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、２つということで、そうなってくると浮かぶのは、常任委員会組織

の１つ２つという形も１つの選択肢かなと。メンバーとして、そのメンバーが政策研究会になると

いうことは、これ可能なのか。まったくバラバラにしてやるのがいいのか、その辺のこと、ばらば

らのほうがいいと。２つですから半分半分にして４人、４人みたいにすると少人数でやると全体の

合意を得るときに大変なことになるから、２つくらいにしてやはりやるということで。 

先ほども、松田委員外議員が言われたように、今は議員対行政みたいなところが非常に多いから、

議会対行政という形であれば、議会全体の合意で、右左はっきりして、全体で上がっていくと、こ

れは絶対行政のほうも無視できないということだから、そういう面でいけば、７、８名で全員がど

ちらかに入るという形で。それで一つ思い出したのがあるのですが、砂利採取の関係で非常に、過

去に問題があって、議会も中心になって要項か何かをつくりましたね。あれが道のほうでも参考に

されるくらい立派なものをつくった経緯があるものですから、あのような形まで持っていければ、



 13

非常に議会としてのレベルというか、考え方が上がっていくのではないかなと。確か、あの要綱は

初めてで、議会もかなりあのときは一生懸命提言してやって、町と一緒になってつくったというよ

うなことで、政策研究会というのは、あのようなものが最終的には非常にいいことだなと感じたも

のですから、あの形でいければということで、そういった課題として懇談会で出た問題、あるいは

今の行政課題のあるようなものがあるのですが、聞き流してもらいたい部分もあるのですが、例え

ば懇談会で出た、釣り人が、いろんな方が白老町を訪れるのだけれど、その対応というのは、町民

がいろいろ困っているのだけれど、全く町の対応としてはどうしていいのかわからない部分もある

やに感覚としてわかっているから、よく懇談会あたりで時期になると出てくるので、その辺のきち

んとした白老町の対応というものを議会として、「こうするべきだ」「ああするべきだ」と提言して

いくのも１つの大きな政策提言として、政策研究会あたりでそういうことを研究してやっていくの

も一つの、あまり大きな課題でないとすれば、短期間でやるにはそういう課題も一つあるのかなと

いう感じがした。これ、私の感じているところなのですが、人数的には２つになると、８名８名く

らいがいいのかなという具合に思います。 

○委員長（山本浩平君） ８名８名ですか、議長も入ると。 

○議長（堀部登志雄君） 当然それは、入っても政策研究会ですから、７名、８名でやってもかま

わないと思うのですが。 

○委員長（山本浩平君） 今 15 名ですから。 

○議長（堀部登志雄君） ４名、４名とか、５名、５名ではなく。全体が入れるような形の研究会

というのがいいのかなという感じがします。 

○委員長（山本浩平君） 全体的な意見は、全員でやったほうがいいのではないかという意見が多

くなってきているような気がするのですが、誤解されないように発言したいと思いますが、具体的

に言えば、相当な協議の日数が実際に出てきます。基本的に、全員登録というか、そういう形では

構わないのですが、全部の会議にどうしても仕事のからみ、あるいは仏事ですとか、身内の方のケ

アをされている議員も実際にいらっしゃいますので、そういった部分で全員だと言っても、本当に

毎回、毎回会議に出られない方も出てくると思うのです。そいう中で、その所属した人たちとは連

絡を取り合いながら、合意形成はしていくということであれば、うちの会派として賛成したいと思

います。 

 申し訳ないのですが、なかなかそういうことがクリアできないのであれば、少人数でやっていた

だきたいというのが本音でございます。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。僕、やはりそういうことを議会で考えなくていいのかなと。

そういう声ずっと、議会が日数多すぎて大変だという声が出ているのです。それを、考えなくてい

いものなのだろうか。僕は、やはり、今の 20 万 7,000 円の報酬でやっていくときに、僕はやはり

そういうことを考えたほうがいいのではないのかな。ただ、名目的に入っていますよということで

はなくて、町民から見たら「何で、おまえ入っていないのだ。」ということになるか。とは思うけ

れど、そういうところはきちんと議論しておかないとだめだと思います。そういう切実な声で、現

実的に今、議会活動が大変になっているというわけなのだから。どういう方法がいいのか僕もわか
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らないけれども。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も考え方、ちょっとわからないけれども、僕はやはり少人数でやったほ

うがいいと思っている。それで、例えば２つの項目を抽出したら、２班、議長を抜かして７人、７

人でいく。でも、１つでいいと思うのです。今回時間もないし、時期もないから１つでいいと思う

のです。ただ、会派制のあり方を否定されてしまうとこれ以上言えなくなってしまうのですが、会

派から１人ずつ出てもらって、５人で１つのものをやっていくと。 

 例えば、１つ出てくるのです。協議の時間だとか、やはり今委員長が言われたようにいろいろ出

てくると思うのです。これを議会の中でしばってしまうと、いついつ何時からとやるでしょ。でも

会派から１人ずつ出てもらって、進め方このようにやっていこう。このことについてどうだと。こ

れは会派会議でも、会派の中に持ち帰ってとなったら、土曜日でも日曜日でもできるのです。そこ

の中で集約したものをまた持ち帰って、また議論をしていくというのであれば、僕は今回はやって

みて、５人くらいのグループの中で、それはあくまで会派から出てもたって、７人でもいいよ。そ

こで進めていくと。そして、詰まる協議は帰って会派の中で議論してもらって、そしてまた持ち帰

ってやるというのは、僕は、先ほど言ったとおり議会といういのは、ぎちぎちで日数が詰まってく

る、その中でやれるかという話なのです。みんな集まって、僕はできないと思うのです。 

 だから、来年以降政策研究会で取り上げようと、町長の執行方針をやろうか。もう１本やろうと

いうのならできるかもしれないけれど。あと１年くらい、８カ月くらいの中でやるとしたら、僕は

そういうやり方でもって、公的な議会の場所を使わなくても議論できる会派会議みたいなものをも

っともっと活用してやっていくべきではないかと思うのです。それであれば時間はいつでもいいわ

けです。朝の２時まででも３時まででもやってもいいわけです。ここでやろうと思えば。 

 町民に対しても、みんなでやっているよと。議論しているのだよと。少人数で進めているかもし

れないが、考え方はみんなで考えてやっているよというような形はとれるのではないかと思うので

すが、僕は極端な言い方かもしれないけれど。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ちょっと聞きたいのですが、今言っているのは課題抽出以

降もずっと５人なり７人でやるという意味ですね。要するに政策研究会を一つ立ち上げて、５人な

り７人のメンバーで今回はやったらどうかということですね。課題抽出ではなくて、全部通してで

すね。わかりました。その考え方はわかりました。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 一つの考え方ですね。とりあえず立ち上げるという、行動を起こすという、

このような考え方の中での一つの考え方だと思うのです。 

 ただ、会派制度を重視してしまうと無会派の人が出てきてしまうわけです。そこに何も目が行き

届かない政策研究会というのは、やはり議会全体が、15 人いる議員の会派、無会派関係なく、そう

いう中での抽出、何らかの最善の方法を考えるべきだと思います。それが、いまだに引きずって、

会派、会派といつまでもやっていくと、いつまでも抜け出せない、本当の意味の改革というか、抜
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け出せない状況がいつまでも続くのではないかと私は思うのです。 

○委員長（山本浩平君） この辺につては、先ほど問題抽出のときの、議会報告会や懇談会に無会

派の方々が３日間とも出て、積極的に参加されていますので、考え方としては無会派の方も含めて

ということでよろしいですね。はい、吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 政策研究会というのは、全員に平等に与えられた権利なのです。こ

れを研究して本当に提言していきたいという。そして資質の向上を図るのだという。自治条例には

そのようにうたわれていると思うのです。同じ会派で意見が違うのですが、会派から抽出とかとな

ると、あなたと私２人でどちらが出るのと。ほかの会派もそうです。３人いて、私はこの勉強をや

りたいというのが２人になったらどうするかということになると思うのです。 

 課題は、２つなら２つを設けて、先ほど山本委員長が言われたように、それぞれいろいろな事情

があると思うのです。だから、両方とも５人しかならないと。私はそれでいいと思うのです。全体

でまた議論するわけですから、議会として出すときには、全員が加わるということなのです。勉強

していること、もちろん経過も全部知っていかなければならないと思うのです。 

 ただ、そういった問題を研究したり調査したりということが、調査のほうが私は多くなるような

気がするのです。そういったことをみんなで工夫して、みんながなったら、みんながどう使うだと

か、いろいろなことを考えてやっていく。及川委員が会派を否定していましたが、私は会派制は否

定していませんが、政策研究会はみんな平等に同じ線で考えるべきだというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） ただいま、同じ会派の方から１組織でいいというのと、２組織でいいと

いうことで意見が分かれている状況ですが、ここで暫時、休憩をいたします。 

休  憩（午後 ２時３１分） 

                                            

再  開（午後 ２時４０分） 

○委員長（山本浩平君） 休憩時間、盛り上がった議論だったと思います。休憩を閉じて、会議を

再開いたします。  

 先だって、皆さんご覧になったかどうかわかりませんが、「クローズアップ現代」というＮＨＫ

の番組で、こういうことに関しての番組がございました。今、織田信長のような横浜市長ですとか、

大阪府知事ですとか、そういった方々が完全に議会と対立。というよりも自分の城をつくって自分

の言うことを聞く議員だけを集めようという手法を取ってやっています。こういった中で、本当に

これから議会の存在価値というか、そういったものが非常に求められていく時代になってきており

ますし、「クローズアップ現代」という影響力の大きい番組で、全国ネットで流されましたので、

ますますそういう機運が全国に高まっていくというふうに思いますので、この政策研究会全体に対

しましては、皆さんやっていこうというような確認はできたのかと思います。 

 具体的にどう進めるかということでございまして、今いいところまでいったと思うのですが、２

組織にして少人数でやるか、それともまずは、スタートが大事だからということで１つの組織で、

会派とはこだわらないけれども、少人数でそれぞれ代表者が集まって立ち上げると。 

 どちらがいいかというようなことになっていますが、この辺どうですか。はい、氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） とりあえず、スタートするのに１組織を使って、会派と関係なくという言

葉を外すのであれば、僕の意見はなくなるのです。会派を取るから、会派から１人ずつ集まってく

れるか、必要な議論はこの委員会というか、そこを離れてしっかり議論できるという部分で会派か

ら１人ずつ出てもらうと。そして無会派の方も含めて５名から７名という形で話をしたつもりです

ので、会派を外してとなってしまうとそこは違う話になってしまいます。ですから、今言ったとお

り、２つつくってこのようにやりましょうというのなら、僕はそれに反対する何ものもないです。

ただ、進め方の１つの手法としてはそういうやり方が時間短縮に、皆さんから見られる時間短縮に

つながるのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） この点だけ決めておきたいと思います。どうですか、皆さん。はい、

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。要するに、全員でやれるのなら僕は全員でやるのが一番い

いと思います。それが負担になって、議員活動が負担になってしまうというのは、やはりどこか違

うような気がするのです。いくら選ばれているとは言っても、それはそうですが、今やっているか

とどうだって十分 20 万 7,000 円の活動は皆さんしているわけです。お金ではないけれども、やは

りこれ以上無理だという方も、やっていいのかどうかと、僕はそこだけなのです。そこがないのな

ら、僕は全員でやるのが一番いいと思います。 

 だから、逆に言えば、手を上げて個々を選ぶか、「今回は、私は委員から外してください。」とい

うことをそういう方がいらっしゃったら認めるのか。そういうことって、議会はやってはだめなの

だろうか。そこがよくわからないのです。 

○委員長（山本浩平君） 事務局長、ほかのところの事例お話ししてください。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 三重県とかいろいろこれでやっている部分は、組織も大きいで

すから、議員さんの数も大きいのですが、この手の会議というのは全員でやるか、公募なのです。

どちらかなのです。 

全議員が構成して 1 つの課題をやるか、もしくは特定の課題を集中的にやって、手を挙げて募る

か。どちらかだと思います。 

手を挙げるという式です。やってみたいという人を加えるか。三重県の場合 50 名くらい議員さ

んがいますから、15 名の定数で手を挙げる方式。あとは四日市だとか大分県は全員で１つの課題を

やっていると。全員協議会みたいな形です。 

その２つのパターンかなという気がしています。ただ、三重県の場合は、公募型のものは目的が

はっきりしているのです。病院なら病院、学校なら学校という形で、そこに造詣の深い人が手を上

げるということになるのでしょうけれど。あと、四日市とか大分県は、例えば議会基本条例をまず

設定しましょうと、政策研究会で原案出す。その２種類くらいは情報としてはありますけれども。 

大分県と四日市は議員政策研究会です。三重県は政策討論会ということです。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ただ、僕が今言ったようにやったら、何かの会議規則とか

条例とかに抵触することはありますか。公的な政策研究会を２つなら２つつくって、どうしても参
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加できない人を除いた部分で構成するというのは、何かどこかに抵触しますか。 

○委員長（山本浩平君） はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 前に常任委員会と特別委員会と政策研究会の違いと定めました。

ですから、法的には問題はないと思います。全員が構成しなければならないというものでもありま

せんし、逆に特別委員会であれば７名以内と制定すれば入る人と入らない人が当然いますので、た

だ、違いの中で位置づけたのは、今後、特別委員会と政策研究会の違いを出すために、特別委員会

は町政の重要なことを全員で、特別委員会を設置しましょうということにしたのです。だから、政

策研究会というのはもう少し小さくて小回りが利くような形にということで８人以内の２つ程度

と、このような決め方をしたので、特に８名以内ですからそれが設置して５になっても、６になっ

てもこれは別にだめだという規定はないのではないかという気がします。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） ちょっと話がずれてしまうかな。この政策研究会が立ち上がる。これ白老

町議会の公的だよね。となれば、この研究会の頭、互選で選ぶの。委員会でいえば会長だよね。こ

れ公的だから互選されるとはいえきちんとした報酬だとかそのような部分がかかわってくるので

はないですか。それは関係ない中でやるのですか。常任委員会とは違うのですか。わかりました。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。そうであれば、僕はその入らない人が、何か疎外感を受け

るようなことがなければ、法的に問題がないのであれば、そういうふうにしていくというのも１つ

の考え方ですね。 

 だけど、先ほど山本委員長が言ったように、入っても全部は出られないというのも１つの考えな

のです。だから、そこら辺だけ整理すれば、全員で２つつくるということは可能なのです。そこを

皆さん方が、入らない人がいるのはおかしい。全員入らなければだめだと皆さん方が思っているの

なら入ったほうがいいし、そこだけ整理すれば２つつくるというほうが、今の流れでいえば妥当で

なはいかという気がしているのだけれども。 

○委員長（山本浩平君） はい、今の件ですが、もしそのように２つつくって、いろいろな事情の

中で全部の回数は出られない議員も出てくると思うのです。その辺は、それぞれ会派も持っている

し、会派ではなくてもいろいろな政策の話は、議員個々でもできますから、連絡を取り合いながら

このことについては、賛成だとか、反対だとか、このように進めたらどうですかと話はできますの

で、その辺は容認をしていただけるのであれば、変な言い方ですが全員でいいのかなというふうに

も思いますが、ただちょっと、下世話な話をして申し訳ありませんが、前の議会運営委員会で全員

で決めたことですが、公的な会議、出欠の状況が議会だよりに年間出ます。そういったことを考え

た場合は、それであれば４名、５名のチームを２班にしていただいて、欠席にされるくらいなら入

らない中で、考え方は委員の方々にお伝えするというのも活動の一つかなと。 

そういうところも考えるところがあるのです。これ申し訳ないのですが本音ですから。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 法的には加入しなければならないという規定があるのは常任委

員会だけなのです。少なくても１つ以上と。ですから、特別委員会が７名で設置しても何かの都合
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で辞任したいという申し出は原則許可をするのです。そしたら６で運営していくのです。そういう

事例とほぼ似ているのかなという気がします。 

 だから、特別委員会を７なり、８で設置しても何かの都合で、その本人が辞任を申し出て許可さ

れるという場合もあります。そしたら補充しなければ７が６になります。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 局長の説明の中で、２とおりあると。もう一つは公募という方法もあると。

説明がありました。この研究会という面も含めて、もろもろ課題が出てきているのだけれども、そ

ういうことを考えたら公募というのは一つの手ではないだろうか。どうでしょう。この 15 人の中

の公募。 

○委員長（山本浩平君） はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 公募しているのは、政策研究会というのは何個もできるのです。

例えば今病院の政策研究会を公募して 10 名でつくりましたと。3 カ月、半年後に今度学校統合で政

策研究会をつくりましょうと。ここに入っている人以外が手を挙げてつくるのです。こちらが終わ

ったら、同時に２個も３個も政策研究会ができていくと。 

 一度に立ち上がるのでないのです。その課題が、当然課題の発生というのはタイムラウンドあり

ますから、一遍に同時に２つ立ち上がるわけではないのです。１個が立ち上がって公募で動き出す

と。何カ月カ後に違う課題があって、これも政策研究会つくろうということで公募して立ち上がる

と。そういう形で複数動いているのです。 

１年に１個、２個と動いていって調査が終われば次の課題を取り上げていくという。ですから、

多分３つくらいできていますから、入っていない人も現実に入るのではないかという気がします。

県の議会ですから、60、70 議員さんいますからね。議長は入っていないですね。議長はどこでも出

られるのです。 

○委員長（山本浩平君） 公募という方法もあるということですね。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 公募はそのように、タイムリーにできていくと。 

○委員長（山本浩平君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） そういう意味合いも含めたら、今回の場合はそういう形も取っていいので

はないかという意見なのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 及川委員が言っているのは、要するに１つ立ち上げて、公募でとりあ

えずやろうと。それはやや氏家委員の言っていることと似ているのだけれども、それを会派ではな

くて公募でやってはいかがかと。オーバーしたときは議長采配で決めると。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩（午後 ２時５５分） 

                                            

再  開（午後 ３時５５分） 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。ここで再度資料を配られたと思うのですが、こ
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れは以前、昨年８月に政策研究会と常任委員会や特別委員会の比較表ということで配られた資料で

ございますけれども、今一度事務局長のほうから簡単に説明をしていただきたいと思います。はい、

事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） これは小委員会がすでにないですけれども、そちらのほうから

議論をした結果なのです。太い黒い枠の中に囲まれているのは、法律上解釈されているものや条例

上設置基準が書かれているものです。この中から、前の議会運営委員会から常任委員会と特別委員

会の違いをはっきりさせないさいということが出されて小委員会で検討したものです。 

 設置の基準からいったら、適用の欄に書いていますが、政策研究会は設置の基準から委員会と同

一性のものとはいえないということです。自治基本条例の第 21 条第３項に、議会はまちづくに関

する政策の調査研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置します。ということになっていま

す。 

 これは、自治基本条例の逐条解説では、基本的には法的設置のものではないのです。任意のもの

を予定していますという解釈になっていましたが、平成 20 年５月の議会運営委員会の全会一致で、

公的位置づけをするということになって、次の設置の形態・在任で、議会条例の中に公的設置を明

示してございます。 

議会は、町政の課題に関する調査・研究のため必要があると認めるときは、目的を明らかにした

上で、議決により、議員で構成する政策研究会を設置するとができる。政策研究会は在任期間の明

確な明示はない。要するに期間設置はしておりません。調査・研究が終わるまでという解釈だろう

と思います。 

設置の目的は、まちづくりに関する調査及び研究となっております。 

設置の形態、目的からいくと特別委員会とすごく近いものがあるのです。ですから、特別委員会、

政策研究会、常任委員会を大きく区別しなければならないということで検討してきた結果、先ほど

の政策形成サイクルというのが出てきたのです。こういう形の中で政策研究会を進めていくべきだ

という位置づけを政策研究会が持ったということです。 

常任委員会とどう違うかと、本来は常任委員会の機能があるわけですが、常任委員会は行政のチ

ャック機能を果たす役割があって、所管事務調査を従来と同様にとって、行政活動をチェックして

いるということからいったら、あえて政策研究会というよりも、議会のチェック機能を果たしてい

く役割に特化すべきではないかということでございます。 

所管事務調査を通じて問題を指摘して政策研究していくという流れで、常任委員会は位置づけて

ございます。 

それと、特別委員会と政策研究会の大きな違いを持っているのは、案件が政治的に重要なもので

全議員の構成が必要な場合。要するに全員の理解のものとで議論して決定していくのに必要な場合

は特別委員会を設置しましょうと。全員の構成による特別委員会を設置していきましょうというこ

とで位置づけをいたします。 

政策研究会は、今言ったこの資料１の第１ルート、第２ルート、第３ルート、この流れで課題を

発見して、政策決定、政策提言まで持っていく組織にしましょうということで位置づけをしたとい
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うことなのです。 

ですから、先ほど来出ていました松田委員外議員のほうから全員で要求しているものは多分特別

委員会に近くなっていくのだろうと思います。前回の病院の特別委員会ですとか、今やっている財

政の特別委員会のように、議会が１枚岩で提言していくものについては、そういう設置の仕方をし

ていくだろうと思います。 

政策研究会というのは、あくまでも全員ではなくて、ある程度の人数を持って調査・研究をして

いくと。その中で、議員同士の政策討論を踏まえて、町にぶつけていこうという組織に位置づけた

ということでございます。 

大枠でいくとそういうような区別をして、常任委員会、特別委員会、政策研究会を運営していき

ましょうという流れで今日まできているということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 改めて何か質問というか、局長に伺っておきたいことがございましたら

どうぞ。そういうようなことで流れとしてはなっているということなのです。 

 それを踏まえて、意見をいただければと思います。何名構成にして何班でやるかとか、そういう

ことです。具体的にこれだけはきょう決めておきたいなと思うのです。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。皆さんほとんど議論を尽くされてきたと思いますから、私は先

ほど言ったとおり、もし１本でやるのなら、そういった会派制の中でやっていけばいいと思うのだ

けれども、そうではなくて全員で取り組むというのであれば、２つなら２つの課題を設けて７人、

７人の構成の中で、そして、みんなが同じ時間を共有するという形の中でやっていけばいいと思い

ますし、それの中に先ほど言われた、入らなくてもいい人が、制約がないよというのであれば、そ

れはそれなりに皆さんの意見の中で進めていかれればいいかなと思います。それに対して議員とし

ての何もないというのであれば、それはそういう形の中で進んでいって構わないなと思います。 

 僕が心配しているのは、先ほど近藤委員が言われた、政策研究会には関与しないけれども、議員

間の自由討論、そこもきちんと理解させるだけの力がなければ何の力もないでしょうと言われれば、

それまでなのかもしれないけれども、その部分がちょっと引っかかるかと思いますが、それもやっ

てみなければわからないことなので、とりあえずは今まで出てきた議論、これを集約して進めてい

けるものであれば、私はそれにとらわれる何物もないということです。 

○委員長（山本浩平君） はい、ほかどうぞ。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の氏家委員の言っていることでいいと思います。基本的には２つつ

くって全員参加が基本、２つテーマを設けて全員参加が基本。しかし、全体の合意があれば、無会

派の方も含めて全員の合意があれば、私はそこから外れる人は認めるなら、認めてもいいでしょう

と。 

 ただ、これは全体の合意がなければちょっと難しいと思います。はっきり言って、原則は全員参

加と。そのようにして全員の合意が勝ち取れれば、参画しない人はそれはそれで構わないと私はそ

う思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、清風クラブさんいかがでしょうか松田委員外議員お願いしま

す。 
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○委員外議員（松田謙吾君） 私は、当初言っていた考え方と、今の説明と、私の思いはだいぶ違

ったのです。ということは、あまり政策、対案をやるのでない。やるのなら特別委員会なのだと。

こういうことであれば、会派抜きにして好きな人１組あればいいのではないだろうか。先ほどから

大渕副委員長が言われているが。 

私は、会派ではやるべきではないと思っているのです。この程度なら好きな人はやればいいので

はないだろうか。私はそう思います。いうなれば公募みたいなものです。 

○委員長（山本浩平君） 私のところも、今まで議論を聞いていまして、まず立ち上げてスタート

するということが大事なことかと。それで成熟するには何年かかかると思うのです。白老町議会の

政策研究会。まずスタートさせるという意味で、公募型でやったほうがよろしいのかなと思います。

新政クラブ、近藤委員いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 私は、公募ではなくて２つのグループをつくって、自由ですがこの中でや

って、私はできれば最初からいやだと言って降りるのではなくて、できるだけ出てもらって、忙し

いときは今の委員会のように休まれるというのはやむを得ないのかなと。 

 私たちは、そのように思っています。 

○委員長（山本浩平君） ちょっと意見が分かれるところですが、氏家委員は会派ということにこ

だわられますか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、会派では全然こだわらないです。会派でこだわったのは、先ほど１

つの課題を抽出してその中でもって行くのであれば、会派から１人ずつ。そこにこだわっただけで、

今、僕、逆に聞きたいのは委員長の言う公募制というのは、２つの課題を抽出してそして、公募制

にするという話ですね。 

○委員長（山本浩平君） 私はどちらでも構わないと思っています。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） そこだけきちんとしないと。１つに公募制をとるのであれば、それは違う

と思う。２つを取ってどちらかで選ぶ、その公募制であれば構わないと思うし、その中で参加でき

ない方は、しないという考え方であるのなら、その考え方でまとめてもらえればと思います。 

○委員長（山本浩平君） 質問しますが、２つと１つの違いってどこなのですか。１つでもだめな

のですか。こういう理由だからだめだというのがあればお聞かせ願えませんか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。どうして２つにするかというと、全員参加という形をとるから

そういう形になると思うのです。その中で、得手不得手があるから、公募制で「僕はこちらの課題

をやりたい。」とか、そういったことが出てくるのではないかなと僕は思うのです。公募制のあり

方というのを。その中で１カ所に集中してくると、それはやはり議長采配の中で、議長がそれを選

別しなければならない話になるかも知れないけれど、あくまで僕は公募制というのはそういうもの

ではないかなと思います。 

特に、今回こういった短期間の中での公募制ですから、そのように思うのです。例えば、今回は

こちらをやる。次はこれをやるということではなくて、今回この短期間の中でやるということだか

ら、公募制ということはそういうことなのかと思って理解しているのです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員はいかがですか。 
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○委員外委員（前田博之君） 私、委員会の特質、政策研究会で、今局長から説明がありましたけ

れども、これ議員の資質の向上を図るため、政策提言を推進する機関ということでありますので、

これが主だと私は思います。前段詳しいこといっていませんので省略します。結論から言うと、大

渕副委員長とか近藤委員が言われたことの形にするべきだと思います。 

 近藤委員が言われたように、中で都合があって来られないというのは、これはやはり許容範囲で

すか、いいと思いますから、そういうことは原則として許されることですから、そうすれば私が今

言ったような、政策研究会の委員会の特質からいくと、まず助走期間ということで、皆さんがやっ

て少し資質を高めたほうがいいかなと、そういう意味です。２つに分けて、２つに分けるというこ

とは、先ほど吉田委員外委員が言われたように、すべては出てこないと思うのです。 

 先ほど、近藤委員とも話したのですが、１つの問題が提起されても、いろいろ組み立てていって、

法律、町政、企画、そういうことを全部考えたら、「これはやはり今の白老町の現状に合わないよ。」 

「これは今回、政策研究会で落としましょう。」と。 

 だけど、別のグループでいけば、町民が希望している政策に合うよと。やりましょうといえば、

１つのものが上がってきますから、上げたもの絶対政策として提言できるかどうかわかりませんか

ら、実現性がなければ、そういう面からいけばやはり選択の余地があってもいいのかなと私は思い

ます。 

○委員長（山本浩平君） はい、松田委員外委員。 

○委員外委員（松田謙吾君） 例えば、私は入りませんよと言いました。だけれど、これ公的だか

ら出欠の記録が出ますね。入らないというのに欠席ではないですね。そういう扱いをどうするかで

す。 

○委員長（山本浩平君） そこ大事なところなのです。はい、松田委員外委員。 

○委員外委員（松田謙吾君） 最初から入らないと言っているのだから、欠席扱いされてはおかし

い。その辺をきちんとしなければだめです。 

○委員長（山本浩平君） 。はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 大渕副委員長が言われているのがそういうことです。皆さんが

それでいいのなら、欠席扱いにしないで、委員扱いにしないということです。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 特別委員会は、例えば７人構成なら８人の方が入っていないわ

けですから、入っている人は休めば欠席です。入っていない人は、委員外で出れば出席になります

が、委員外でない場合は欠席も出席にもならないと。それと同じ扱いにするかどうかということで

す。 

○委員長（山本浩平君） おおむね、２つという意見が多いですね。２つつくると。はい、大

渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、今大体の意見は２つつくると。１つというのと、２つつく

っていいけれどもと。 

○委員長（山本浩平君） はい、松田委員外委員。 
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○委員外議員（松田謙吾君） 先ほどから２つと言っていたのは、考え方が違ったのです。政策提

言がどんどんできるのだと思っていたわけです。そういうグループだと思っていたのです。今、い

ろいろ聞いたら特別委員会と同じで、それと違うのだというのなら１つで、入りたい人が入ればい

いのではないですかということに考え方を変えたのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） それはよくわかりました。松田委員外議員、そこで１つだけ。実際に

は政策提言は２つであってもできるのです。いくらでもできるのです。それはまとまって全体の合

意を得ればできるのです。 

 ただ、１つの大きな問題をやるときは特別委員会をつくるけれど、例えば小さな問題でも、そこ

で議論して皆さんで政策提言しましょうと言ったら、いくらでもできるということなのです。 

 今言っているのは、前田委員外議員が言っているように、小さないことをやろうということにな

れば、小さいことになるから、小さいことは政策提言の価値がないということになったら別だけれ

ど、それでも議会の総意としてぶつけることはできますから、それは幾らでもできるというふうに

思っていただいたほうがいいと思います。そこのところは、思ってもらわないと変なことになって

しまうから。 

 私が言っているのは、１つという方もいらっしゃるけれども２つで外すか外さないかと。研究会

のメンバーから外していいと皆さんが言うのであれば、僕は外してそれは欠席扱いにしないという

ふうにして、特別委員会と常任委員会とは明らかに違うのだということを出したほうがいいと思う

のです。 

 我々が資質を高めるためにやるのですから、僕はそのほうがいいなと思って言ったのです。２つ

つくったらどちらに入りたいかという意味の公募制です。 

○委員長（山本浩平君） はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 使いわけたほうがいいと思います。公募というのは自由なので

す。だから、今言われているのは選択制なのです。どちらを選ぶか。公募制を一緒にしてしまうか

らおかしくなるのです。 

○委員長（山本浩平君） 私は２つ制でいいのですが、公募にあくまでこだわりたいのです。選択

しないということは公募であって、選択制にしてしまうと公募ではなくなる。なぜ公募がまずいの

かな。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 山本委員長が言われていることはどういうことですか。全員が入ると

いうことを前提にしているのですか。 

○委員長（山本浩平君） 全員ではなくてもいいでしょうということです。公募で２つつくって。 

○副委員長（大渕紀夫君） ２つつくっても公募。わかりました。 

 入らない人は公募も何もしないのですね。 

○委員長（山本浩平君） はい、事務局長。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 選択制ということは、どちらかを選ばなければならないという

ことなのです。公募制ということはどちらにも手を挙げないということです。 
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 公募制というのは自ら手を挙げるのだから、公募は両方に入らないというのがあるのです。選択

制というのはどちらかを選らばなければならないのです。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私が言っているのはどういうことかというと、政策研究会に今回は入

りませんという人はまず除かれます。残った部分は選択制にならざるを得ないと思うのです。もち

ろん公募制でやるとしたら、そこで入らない人はどうなるのですか。 

 僕が先ほどから言っているのは、政策研究会に私は忙しいから入りませんという人は入らないの

です。３人が入らないとしたら 12 人しかいないと。そういうふうになったら、私はその人たちは

当然、政策研究会に入るという意志なのだから、２つあってそこで選択制になるのは当然だと思う

のです。その調整はするけれど、それは当然だと思う。 

○委員長（山本浩平君） 私そういう意見です。だから、スタートはあくまでも公募です。だから

公募で手を挙げない人はセリーグにも、パリーグにも所属しないという意味です。はい、大渕副委

員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） だから、僕が言っているのと同じ意味なのです。 

○委員長（山本浩平君） 最初、全員でと言ったから。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ごめんなさい。私はだから、抜ける人は抜けると。それが全員の合意

があれば抜けていいと。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩を致します。 

休  憩（午後 ４時１６分） 

                                            

再  開（午後 ４時２４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。 

 皆さん２つをつくったほうがいいという議論が多かったように思います。それと、事情によって

参加できない議員さんもいる可能性がありますので、基本的には公募型で２つにするということに

関して、皆さんよろしいですか。 

 声が出ませんね。まだ何かありますね。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公募型にして、例えば集中したときには議長なら議長の判断の中で、ここ

に集中してしまっているのっで、何とかバランスを取ってくれという話は、議長のほうでする形に

なる。 

○委員長（山本浩平君） それは議長ではなくて、決められないですかね。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。公募にするというから、また元に戻るので、そのやり方が

いいかどうかわからないけれど、まず、出られない人を先に、これだけ政策研究会には参加できま

せんと。残った人で２つなら２つのテーマになるわけだから、原則論ではテーマを決めてから立ち

上げるとなっているのです。だけど、僕が言っているのは今回初めてなのだから、今回出られない

という人は外すと。残った人で２つなら２つつくって、テーマでどちらかに加わるというふうにし

ないとまとまらないのではないかという気がするのだけれど、いかがでしょうか。 
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 公募ということになるからそうなるでしょ。そうではなくて、初めから今回は参加できない人は

参加できないと言って、それは欠席扱いも何もならないというふうにして、残った部分が多かった

ら２つに分けてテーマを決めるということ、それは議会運営委員会でテーマを決めるわけだから、

この場で決めるわけですから、いろいろあって自分がどちらかに所属するのだから、やはりこうい

うのをやってほしいとかとなってくるわけです。僕はそのようなやり方のほうが合理的で、みんな

の合意が得られそうなのです。このルール通りにやると、このテーマがあったと。公募になってし

まうと先ほど前田委員が言ったようなことが起きてくるのです。そうでなければ、そういうことっ

て起きないです。だから、そのようにしてはだめですか。 

○委員長（山本浩平君） 言うなれば、それって公募ですね。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 公募です。公募だけれども、参加する人は決まるから。テーマが決ま

ってから降りる人がいるとどうにもならなくなってしまうのです。だから、やりやすいようにする

には、「今回参加しません。」と。残った部分で 12 人いたら２つ。５人しかいなければ１つという

ことになるわけです。 

○委員長（山本浩平君） 今、副委員長からそのような提案があったのですが、皆さんでどうです

か。すっきりしているかもしれませんね。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） それでは、５人なら５人しか集まらなければ１つのテーマにそってやると。

例えば、10 人集まったら２つのテーマを取ると。その中の振り分けと言っては変だけれども、構成

は議運で決めるということですね。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。議運で決めると。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 最終的に議運が中心になっているわけだから、そこで決めるということで

すね。それで皆さん納得してもらえるのなら、それで構わないと思います。その段取りの踏み方だ

けしっかり、間違わなければオーケーです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、整理したいと思います。 

 基本的には、政策研究会に参加できるかできないかの人数を確認します。その上で、人数が決ま

り次第１つの班にするのか２つの班にするのか、そういったことも、テーマも議運の中で決めて、

振り分けも議運の中で決めていくというようなことで、皆さんよろしいですか。そこまでの確認を

させていただいて。はい、前田委員外議員どうぞ、発言許可します。 

○委員外議員（前田博之君） これは、我々の任期の、今回の特例措置としておいて、新たになっ

たときにまた新たな形で、政策研究会の中で議論すべきだと思うのです。引きずらないで、今期の

特例事項と、暫定事項ということに整理しておかないと。そういうことだけしておいたほうがいい

と思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、前田委員外議員から提言がございましたが、あくまでも任期満了ま

での暫定と。この資料１の中にも出ていますね。暫定という形で行うということで確認させていた

だいてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、きょうは１番の、ここまでしか行かなかったのですが、それ
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でも出発できるというところまでは確認できましたので有意義な会議だったと思います。 

 事務局長のほうから、資料だけ説明したいということでございます。 

○議会事務局長（上坊寺博之君） 資料、ほかにつけてございまして、２以降の協議のために参考

資料としてつけさせてもらいました。 

 まず２－（１）の議員定数と議員報酬の中の、議員定数の資料が２です。 

近隣の新聞動向で出ていたものを集めてございます。登別市は今 21 の定数ですが、現状維持で

決まるそうです。もうすでに決まっているのが、室蘭市が 24 を 22 にするということが決まってご

ざいます。それと、伊達市です。伊達市は大滝選挙区を設置して、現行の 22 を 18 にするというこ

とで決着がついたようです。大滝選挙区は４が１になると。それと、厚真町議会は現在１人減でご

ざいますが、来春の次期改選から１名減の 11 名に決まったということです。あと、最後は道議会、

参考ですけれど２減ということです。 

 それと、資料３でございますが、その下の倫理条例の関係、登別市議会が倫理条例の素案をつく

ったということで、きのう市民との意見交換会をしているはずです。ホームページにアップしてい

ますので、条例の案は入手しておりますが、一応納税状況の報告義務化を盛り込んだということだ

そうです。参考にということでつけさせていただきました。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ほか、皆様のほうから何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（山本浩平君） ないようでございます。 

                                            

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

疲れさまでございました。 

閉 会（午後 ４時３２分） 


