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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１２月１０日（金曜日） 

開  会  午後 １時０５分    

閉  会  午後 ４時１５分 

             

○会議に付した事件 

  １．平成 22 年白老町議会定例会 12 月会議について 

２．平成 23 年第１回白老町議会定例会の招集について（通年議会） 

３．議長の諮問事項にについて 

４．その他について 

                         

○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  熊 谷 雅 史 君    委員外議員  吉 田 和 子 君 

 議 長  堀 部 登志雄 君 

             

○欠席委員（０名） 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

 事 務 局 長  上坊寺 博 之 君 

 参    事  千 石 講 平 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  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０５分） 

                                           

○委員長（山本浩平君）  それでは、議案の取り扱いについて、順番に行っていきたいと思いま

す。 

 諮問第１号 人事案件 

これにつきましては、人事案件ということで、当日配布ということでございます。12 月 16 日木曜

日、９時半から議会運営委員会ということになっております。局長のほうからちょっと説明があれ

ば。 

○事務局長（上坊寺博之君）  きょう、諮問第１号については、議案説明会で説明しておりませ

んので、当日配布になりますので、16 日、最終日、９時半から議運を開かせていただきまして、説

明をしたいということでございます。 

それと、次のページ、２ページ目ですが、先議する議案ですが、きょうも一括上程しましたとおり、

議案第 11 号から 14 号までは、それぞれの補正予算の先議でございますので、先議させていただく

と。 

 それと、議案第 11 号から 14 号につきましては、一括議題で上程した上、一括採決を致したいと

思います。というのは、これは第三セクター債が借りるか、借りないかによって全部決まってきま

すので、例えば特別会計だけ廃止して第三セクター債を借りないということの議案ではないもので

すから、一括の上程で、一括採決を諮るということにいたしたいと思います。 

 それと、定期監査と例月出納検査の部分については、一括で上程して報告済みという形にしたい

と思います。あとで、議事日程の中でもう一度説明したいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ただいま、局長から説明がございました件については皆さん、よろし

いですか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君）  特に質問ございませんね。 

 それでは、一般質問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）  一般質問につきましては、先般、３日の議運の中でもご説明しま

したとおり、６名の方から通告を受けていまして、11 項目、２日間で行う予定をしてございます。

３名、３名という日程で進めたいと思っております。これもあとで議事日程のほうに出てきますの

でよろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君）  一般質問について、皆さん、よろしいですね。 

 続きまして、諸般の報告でございます。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  諸般の報告ですが、議長の諸般の報告は２件ございます。会議冒

頭で報告されます。 
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 それと、町長の行政報告。これは、当日配布の予定でございますが、行政報告があるということ

でございます。 

○委員長（山本浩平君）  これについて、皆さん、よろしいですね。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君）  続きまして、資料１が出てございます。議員の派遣承認についてでご

ざいます。局長のほうからお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  資料１に掲載しておりますとおり、胆振東部市町議会懇談会と道

の議長会の理事会が開催される予定で、それぞれ議長・副議長を派遣するということになってござ

います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  派遣承認について、皆さん、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、続きまして、会議案についてでございます。議員発議によ

る条例の一部改正。会議案第４号ということで、先ほど議論になっておりましたけれども、議会の

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてということでご

ざいます。これについて、先ほど、及川委員のほうからご意見がございました。これについて、回

答がございましたら、どうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  大渕です。まず、１つはっきりしておいたほうがいいと思います。

この間の議運で出た議長の意見というのは、今回、自主削減については議長として諮問をしません

というふうに言われたのです。議会運営委員会には諮問をしないと言ったのです。それだけです。

あと何か議論になりましたか。その諮問についての質疑はあったかもしれません。私は、議長が諮

問されないということに対して何も意見はございません。諮問なさらないなら、それはそれで結構

ではないのかなというだけのことです。 

 もう１つ。ポーズ云々や、私の役職のことまで触れられましたから、今、そのときの議事録はご

ざいませんけども。それと何が関係あるのかということが１つ。これはきちんと答弁していただき

たい。きちんと議事録とられているところで答弁をしていただきたい。 

 それから、会派制の問題が出ましたけど、これは会派制全く関係ございません。議長が今回は議

運に自主削減の諮問をしないとおっしゃったのです。ですから、それはわかりましたと。諮問しな

さいという意見を僕は持っていませんでしたから、それはそれで結構ではないですかと。ただ、そ

れだけです。ですから、私はどなたかから、この自主削減は出る可能性は十分あるなと。十分、そ

の次の日から踏んでいましたから。当たり前のことです。前田委員外議員から出るかもしれません。

それはただ、発議者がそうであっても、賛成者がいないと出せませんから、出せるかどうか、それ

はわかりません。私は出されるのではないかなというふうに思っていました。当然です、それは。

議会のルールというのはそういうことです。今の発言の中で会派のお話がありました。何、会派に

関係ありますか。どこがどういうふうに会派と連動するのか。その２つ。私の役職のことやポーズ

のことを含めて、どういう根拠でおっしゃっているのか。まず、そこのところを。憤りを感じるの

なら、何ぼ感じていただいても構いませんけれども、あそこの議会運営委員会の中身というのはそ



 4

ういう中身です。それを承知で発言されているのだったら、きちんとした中身の答弁をいただきた

いというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川保君）  今、大渕副委員長が私の質問に対しての答弁をされたわけでありますけど

も、１つ目の議長が今回、議運に対して諮問されなかったというのは、まったく今の経過でござい

ます。これは十分承知しております。先ほど申し上げましたけど、この削減というのは、今回の改

選以前から進めてきている、議長が。毎年、毎年、当時の議長も進めてきたことなのです。そして、

議員提案が今、突然、ちょっと役職とはそういうものは後にしまして、私どもは、会派制度を設け

た中で議運構成をされています。会派なくても議運を持たなくてはいけないのですけども。構成は

しなくてはいけないのですけども、そういう中での進め方をずっとやってきているわけです。それ

で、１つのこの中で今、お聞きしたいのは、議長が諮問されなかった。これも十分、そういうこと

であったわけですから、周知します、会派へ持ち帰って、こうでしたという話をします。そうであ

るならば、先ほど申し上げましたけども、一発で、本会議の中でなぜ出さなければいけない状況だ

ったのかなと。これは６月ですよね、実施するとしても。先ほど議案説明ありましたけども。そう

であるならば、なぜ、この 12 月会議の中でそれを・・・。そうか、そういう状況になるのか。きょ

う、出てきたもので、ちょっと頭の整理ができていないものですから。それはそれとして、なぜ、

議運の中でそれを諮れなかったかと。もし、諮ったのであれば、当然、その中で私たちはこうだと

か意見を出し合えるはずです。それが会派制度のいい部分で、私はいろいろと議論できる部分だっ

たと思うのです。ところが、今回そういう中で一議員として多分出されていると。これは十分、そ

れはできますから。できるわけですから、それを踏襲して出されたということなのでしょうけども。

３名の議員がおられますから、そういう中での提案だったと思うのですけども、議長の判断は理解

したと、今、副委員長おっしゃいましたよね。おっしゃいましたけども、議長と私たちの考え方は

違うということをおっしゃりたいのでしょうけども、議長がずっとそういう中で諮問してきたこと

ですよね、毎回毎回。そして、皆さん諮って議論した中でわかりましたと。今回もやりましょうと

いうことでやってきたことが、この一議員で今回ポンと出てきたということが私はどうも納得でき

ないのです。いきなり出てきたということが。なぜ、事前にすることができなかったという質問に

対しての答弁はされていませんけども。それが１つありました。 

 それから、役職の問題です。議会の中の。今回の提案者の大渕副委員長は監査委員でもあるとい

うことなのです。これは、ただ、めぐる順番に皆さん、役職をいろいろとされて、それぞれの立場

でがんばっておられるのですけども、やっぱり議会の構成として、それがあるから議会がそれなり

にまとまって、例えば議長が、トップがいて、副議長がいて、監査委員がいて、いろいろとあるは

ずなのですけども、組織というのはそういう非常に重要な、全体をまとめていくとなるとそういう

部分があるはずなのです。ないというのは、私ちょっとおかしいなと思うのですけども。やっぱり

そういう立場で皆さん、頑張っておられるはずなのです。それは何もただ、回る順番でやっている

のだということではないはずなのです。もし、それが違うと、回る順番ですと。ただ、あて職でや

られているというのなら、私はちょっとおかしいなというふうに思うのですけども、その考え方を
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ちょっとお聞きしたいなというふうに思います。 

 それともう１つありました。私はこれ全面に、先ほども新聞社の方がいろいろと提案者の方とお

話をされていましたけども、私は町民向けのポーズの何ものでもないなと。いきなり本会議にかけ

て、今回、事前説明、あと何日か後、１週間ぐらいの判断のあれはあるのですけども。これをなぜ、

相談できなかったかなと。日本共産党さんの町民向けのポーズではないかと、私はそのようにとら

えた一人なのです。大変こういうことをこの場で私は、できるだけそういうことはしないような立

場でずっとやってきているのです。なぜ、そういうふうにいきなり、皆さんが今までやってきたル

ールを、議員提案であるならば、ぜひ、全体の中で議論をして、それがだめなら、私の考え方を出

しますということであれば、私は全然何も問題なかったと思っているのです。いまだ、それがちょ

っと納得できませんのでもう一度答弁をお願いしたいと思います。 

○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。もうちょっとよく考えてほしいのです。前回、議運が一

度あったのです。そこで議長が諮問されなかったのです。そのときに３人で話をして出せますか。

会派会議というのは、その後にやられるのではないですか、普通は。そのときにそういう議案を出

せますか。まず１つ、それです。 

 そうなると、その次の会議といったら、きょう、なのです。ですから、きょうは、本会議でも何

でもないのです。きょう、議案説明会ですから。本会議はこの後あるのです、14 日から。そこで議

論されるのです。ですから、今、及川委員が言われたように、今、議運にかかっているのです、だ

から。議会のルールから言ったら、これ以上やりようありますか。及川委員がもし、やるとしたら、

どうやってやりますか。前回、議会運営委員会で初めて提起されたのです。それを持ち帰って、我々

は議論して、これは議会議決を出しましょうというふうになりました。出しました。それで一番先

の議会運営委員会はきょうです。ですから、きょう、かかるのです。議案ですから、当然、議案説

明会でされるというだけのことです。事前にするとしたら、私がそういうものを出しますから、皆

さん、すみません、議会運営委員会開いてくださいと言わなければだめだという意味ですか。違う

でしょう。前回、議会運営委員会でなったのです。だから、我々は帰って３回も議論をして、これ

はやっぱりこういうことだから出しましょうと出した。出したものは当然きょうの全員協議会、本

会議ではございません、全員協議会の中で議論されるのです。そして、及川委員が言われたように、

きょう、議会運営委員会にかかるわけです。そうしたら、これを斎藤委員が出したときに、きのう

出したのですが、緊急に議会運営委員会を開いてくださいと言えということですか。議会運営上の

ルールというのは、私はきちんとルールにのっとってやっています。それ以上にやるとしたら、ど

うやってやればよろしいのですか。緊急に議会運営委員会を、きょうの全員協議会の前に議会運営

委員会をやってくれと私が言わなければだめだということですか。何回も言いますけど、前回の議

運のとき、議長が諮問しませんと言って、それで終わっているのです。帰って議論をしているので

す、我々は。そして、きのう、このことを午前中に決めて、こちらに出したのです。これは、私は

議会運営のルールそのものだと思いますけれども。どういう処置をとれとおっしゃっているのか、

私にはわからないのです。ですから、私は、先ほどから言っていますように、議長が諮問をされな
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いと言ったときに、どなたかが出されるかもしれないなと思っていましたし、ある人にも言ってい

ます、そういうことは。当然、それが議会のルールですから。事前に諮るって、どういう形で諮れ

ばよろしいのですか。諮りようありますか、議会のルール上。及川委員の言うルールって、どうい

うルールで言っているのですか。ですから、本会議の前の議会運営委員会のきょうにちゃんとかか

っているのです。何も今まで本会議、きょうだって本会議なんて一つもやっていませんから。要す

るに、議案説明会というのは全員協議会ですから。全員協議会と議会運営委員会しかやられていな

いのです。 

 ポーズと役職の問題ですけど、そういう役職をやっているものが議会ルールを無視して出したと

いうのなら、言われても仕方がありません。私は議会のルールにのっとって出していると思ってい

ますから、そこに役職は何も関係ありません。議員個人は一人一人、役職ではなくて議員としての

権利を持っているのです。役職ではないのです。その議員個々がきちんとした形で、ルールにのっ

とって出すことが、それが役職云々なんて言われる筋合いはどこにもないのではないですか。失礼

だと思いませんか。ポーズだと思われるのは勝手です。だけど、我々は３回も、何回も議論して、

町民の皆さんの意見も聞いて出したのです。ポーズと受けとめられるのなら、それはそれで、あな

たの個人的な見解ですから構いません。私の言っていることが理解できなかったら、どうぞ、何度

でも聞いていただきたいと思います。どこがルールと違っているのか。及川委員がもし、同じ立場

だったら、どうやりますか。議会運営委員会を緊急に開いてくださいということで要請されるので

すか。はっきりしてください。 

○委員長（山本浩平君）  ほかの方も何か、この件について意見がございましたら、どうぞ。氏

家委員。 

○委員（氏家裕治君）  まず、今、及川委員と賛成者の大渕委員との話が終わらないと、私は違

った形の中での聞き方をしたい、そこと一緒にはしたくないのです。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。今の大渕副委員長の質問と申しますか、及川委員に対

しての質問で、お答えがあれば。及川委員。 

○委員（及川保君）  この件については、今朝、そういうものを出される可能性はあったという

ことは、発議者はおっしゃっているのですけども、時間のない中でのことでしたから、事前に皆さ

んに諮るということは物理的に不可能だったのかなというふうには思います。思いますけども、や

っぱり極力、きょうの議運が確かにそのとおりルール上から言えば、何も言われる筋合いはないと。

当然わかります。だけど、そのルールということを全面で出しておっしゃられるようですから、そ

の部分については何も私は申し上げることはないのですけども、まだ進めようが、提案するに至る、

されることは議員それぞれのことですから、それも十分踏まえた中で今まで議長が判断されて、こ

の議運に諮問されてきているはずなのです。議論した中で今まで進めてきたわけです、この削減に

つきましては。そういうことがあった中で、今朝、突然提案されたものですから、説明会の中で。

この議運ではなくて。そういうルール上で言えば、何も言えることはないです。だけど、今までそ

うやってきた議会全体の進め方、特に議員提案となれば、やっぱり事前に十分な理解をした中で。

本会議まで期間あるだろうと、きょう、この議運に諮って、期間あるだろうということですから、
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まったくそのとおり、何もその部分については申し上げることはありません。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  及川委員にどうのこうのなんて僕は思っていない。だけど、そうい

う考え方は違いますよ。それでは、どうやってやればいいのですか。どういうふうにすれば、でき

るのですか。ルール関係ないとしたら。ルールにのっとって議会はやっているのだから。それも関

係ないとしたら、それで 100 歩譲ったとしても、そうしたら、事前に諮れというのですか。私が議

会運営委員会を開けということですか。そんなことどうやってできるのですか。私、決議案出しま

すから、すみません、議会運営委員会開いてくださいと議運の委員長に言うのですか。それこそル

ール違反になりませんか、そんなことって。私が言っているのは何も。その議案を出すのに、私が

議会運営委員会を開いてくださいと言うのですか、議運の委員長に。そうやってやらなかったらだ

めだということですか。そんなことできないでしょう。何も深追いする必要は、僕はないと思って

いるのです。ただ、認識が違うということは、これからの議会の中で、それでは、こういうものを

出すときに全部、その出す人が議運の委員長に言って、議会運営委員会開くのですかということを

言っているのです。だって、何回言ってもしようがないけど、あのときはそれで議運終わっている

のです。そのあと、そうしたら、そういう形の中で議論されている、皆さん同じではないですか。

あとは、ルールにのっとってやる以外、ルール以外でやったらだめだということになるわけでしょ

う。だから、ルールにのっとってやったわけです。何がだめなのですか。だから、私はその前の話

がおかしいのではないですかと、こうなるのです。そこはもういいですけど、役職やポーズなんて

関係ないでしょう、それは。ルールにのっとってやっているものに対して、議会の議員がそういう

ことを言うということはどういうことになりますか。首かしげられるのなら、どういうふうに、及

川委員だったらどうやってやられますか、こういうとき。どういうふうにやるのが一番いいのです

か。わかりましたけどと言われたって困るのです。そこだけやっぱりはっきりしてください。そう

でないと、これからの議会のとき困りますよ、本当に。 

○委員長（山本浩平君）  今、共産党さんが主張しているのは、議会のルールに基づいて行った

ことだと。何もこれは問題ないだろうということでございます。 

 それと、先ほどのいろいろなポーズだとか役職、これも関係ないのではないかというようなご意

見でございます。 

○副委員長（大渕紀夫君）  そういうことで議会を判断し始めたら、何でも意図的に全部できて

しまいますよ。 

○委員長（山本浩平君）  ほかの方のご意見を伺ってみたいと思います。 

 それでは、私のほうから。 

 私も先ほどの議案説明会の中でちょっと質問というか、特別に質問させていただきました。これ

は同じことを申し上げることになりますけれども。前回の議運の中で議長が諮ったときに、特に皆

さま方から意見がなかった。あれは全会派が集まっておりますし、無会派の方もいらっしゃる。そ

ういう中で議長がこういうことで諮問しないということでお話をしたときに、どこの会派からも何

もでない。ということは、これは、まずは、私は、今、町民から答申のある議会の報酬を上げなさ
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い、この前の段階の自主削減については、もうその時点でクリアになったのだなというふうに私は

勝手に個人的に理解をしたわけでございます。そういった中で先ほどの質問をさせていただいた、

これが一つです。 

 それと、今、こういう形で共産党さんから出てくることについては、議会のルール上は何も確か

に問題はないでしょう。これはできることだと思います。しかしながら、今まで議会運営委員会の

中で報酬や議員定数のことをずっと議論してきておりました。自主削減についても議運の中で議長

がことしはもうやりませんとあった。やはり残念なのは、議会運営委員会の中で反対なら反対だと

いうことを表明していただいて、その上で時間的なものがもし、あるのであれば、反対を表明して

いた上で、そして、この会議案という形で議員発議でやられたというほうが何かスムーズというか、

理解がしやすいなというふうに思っております。そういった意味で非常に私は残念であるというふ

うに思います。 

 それと、もう一つ、どうしてもリンクして考えられることなのですけども、及川委員が委員長で

ございました、新財政改革プログラムの見直しのときでございます。これもいろいろな意見が、日

曜日まで開催をして、いろいろな意見が錯綜した。しかしながら、最終的におおむね多かった意見

に、これは議会として１つにまとまらないと町側に対して議会としての、議会が１つになったこと

で町から答えを引き出せないかということでああいう形になったわけです。もし、私が、先ほど大

渕副委員長が、町民とも話し合いをして、そして、協議して決めたというお話がありました。私の

ところの会派もそのことについてはいろいろと話をして、苦しかったときでも値上げもしていない

水道料金よりは超過税率、固定資産税をやるのが筋だろうということで、そういう意見も町民の意

見も聞きながらやった。しかしながら、これは全体としての合意を得るには至らなかったというこ

とで違うことを私どもとしては選んだわけですけれども、最後まで、例えば条例案に対して反対し

て、我々の会派の意見をこういった形の中で発議として、あくまでも見直しに関しては、水道料に

関しては反対だと。我々はあくまでも超過税率だと。やろうと思えばできたわけです。できたけれ

ども、そういう道は選びませんでした。やはり議会として１つになった形で町側に対抗することに

必要だというような判断で行ったわけです。そういったことを考えますと、今回の共産党さんとい

うのではなくて、これは個人ですよね。斎藤議員が提出され、賛成者が２名ほどございますけども、

こういったことは、個人的には非常に残念に思っていることだけは申し上げておきたいと思います。

ルール上は何も問題ないというふうに思っております。以上です。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  大渕です。いちいち反論するということはしません。ただ、議長の

諮問は上げないという、今回は提出しませんという中身だったのです。これは間違いないと思いま

す。ですから、私は諮問をされないということに対して、諮問すべきだという意見は確かに申し上

げませんでした。だけど、それは議長の権限ですから、私はそこに、議長が諮問されないというこ

とに対して意見を申し述べる何ものでもないという判断です、私の判断は。 

 それで、もう一つ、議運の中では云々。確かに議運の中で報酬の議論をずっとしてまいりました。

しかし、私は、議運の中で言ってきたのは、町長のカットが下げないかぎり、議員は下げられませ
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んというのは、私は皆さんの前で何度も、何度も言ったと思います。うちの斎藤も特別委員会の中

で町民との合意は得られないということを言っていると思うのです。そのことに対してオーケーか

どうかという話はしていないと思うのです。ですから、それでどうのこうのではなくて、今、山本

委員長が最後に言われた部分、これはとても大切な部分だと思いますし、議論をして一致していけ

る部分は一致していくのが私は一番いいと思っています。そこは本当にそうだと思います。ただ、

この部分については、私たちは一貫して、町長が 35％やっていて、議員が戻すということは、私は

やっぱりどう考えても整合性はとれないのではないかという考え方を一貫して述べてきたというこ

とだけお話をしておきたいと思います。 

 あと、皆さんと議論を戦わせて納得して、そこのところが解消されていくのが私は一番いいと思

いますけれども、そこのところの部分について言えば、我々はそこでは三度の会派会議の中で一致

できなかったと。こういうことであります。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  氏家です。僕は、今回のこの手続きに関しましては全然問題ないと思っ

ているのです。もし、例えば、提出者が斎藤議員でなければ、僕は前田議員のほうから今までの政

治心情からしても出てくるものだと思っていましたから、別にそれはいいのです。ただ、僕は、こ

の賛成者の中に大渕議員が入っていることが、僕は情けない。情けないという言葉をここに出して

しまうと失礼なのかもしれない。でも、なぜ、僕がそういうふうに思うかということだけは、大渕

副委員長にも僕は知っておいてもらいたいのです。今までの今後の議会のあり方、それから、議員

の資質向上のために何が必要なのか、どうあるべきなのかということを、もうここで本当に真剣に

議論してきたはずです。今、言われたとおり、大渕副委員長は町長の削減率が戻らないうちは、う

ちらも戻るべきではないと、そういう話は前々からしていましたけども。でも、議員は、議会は意

思を持つべきだということも大渕副委員長は常日頃から言っていたはずです。ですから、町民の意

見を聞いて、こういった決行に至ったという話も聞いていますけども、私は、町民の意見は当然聞

くべきだし、聞いた上で議会としてのあり方を町民に説明していく、そういう立場の中で私は、大

渕副委員長は、これからの議会のことを考え、また、議会がどうあるべきかという姿を町民に対し

ても訴えていく、そういう姿勢にあられるのかなと私は考えていましたので、今回、こういった形

の中でこういう議案が出てくることがすごく情けなかった。 

 例えば、今回、町長のほうから各議員に対しての調査費８万円、そういった予算も盛り込んでい

ただきました。それがあって、議員の資質、または、政策立案能力を高めていこうという、本当に

みんなが一致団結した形の中で今後の議会のあり方を議論していっている最中でございます。その

中でそれに対して、今度また削減を継続するべきだということに関しては、私も言葉は、ちょっと

適切かどうかはわからないけども、次期改選期に向けたパフォーマンスでしかないと、そう考えざ

るを得ないのです。 

 今までの議会運営委員会等々で今後の議会のあり方等々はずいぶん議論してきましたけども、そ

こで一番要になってきたのは、議員一人一人の政策立案能力が必要だと、そういうことはもう大体

の皆さんの一致をもって、今回、政策研究会等々も立ち上げられた、やっと。その政策研究会等々
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が立ち上がることによって、今後の議員活動を取り巻く環境というのがどうなっていくのかという

ことは、大渕副委員長は腐るほど知っているはずなのだと僕は思うのです。それをあえて、今回、

こういった議案にして、議案の中で、なおかつ、議員の自主削減を続けていくべきだという、この

考え方というのは、僕自身は整合性がとれない。ですから、出すこと自体は全然構わないと思いま

す。これを例えば、本会議の中で討論でやるべきだというのだったら、それはそれで構わない。で

も、出されたことが、僕は今、この議運の中でしっかり議論しておかないと。今後の例えば政策研

究会、政策研究会は関係ないです。立ち上がったのですから、これは淡々とやっていくべきだと、

僕は思いますけども。これからの議会のあるべき姿、議員とはどうあるべきなのか。こういったこ

とをどういう思いで語って、どういう思いで議論していかなければいけないのかということが、僕

にとってはすごく・・・。僕はカーブも変化球も投げられない男なのでこういう聞き方しかできな

いのだけども、その考え方だけは聞いてお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。どこまで話をしていいのか、ちょっとわかりません。１

つは、私はやっぱり、町民の理解を得ていくということは、至難の業だと思っています。それで、

多分、町民の多くの方々は、議会の中身が理解できないということもあるかもしれません。我々が

見せていないのかもしれません。だけど、少なくても議員懇談会や町政懇談会の中で私が肌で感じ

たものは、町民の皆さんはもっと議会に活動を望んでいます。しかし、報酬は上げるなと。報酬は

上げるべきではないという意見がすごく多いと思います。そこを私は、今、氏家委員が言われたよ

うに、本当に議会がその労働報酬、労働と言えるかどうかわかりませんけれども、もらうのは、私

は今も当然だと思っています。しかし、地方議会がこれからどんな状況になっていくのか。議員が

どんな活動しなくてはいけないのか。これは違う議論でもしなくてはいけないではないかと私は思

っています。議会改革も含めて、議会改革そのものをやらないというわけにはいきません。これは

もう皆さん承知だと思う。しかし、その改革の中に議会の日数を減らすと、減らすのも改革の一つ

です。もっとそういう高みに立たなかったら、地方議会はもう残っていけないだろうと思っていま

す。それは、報酬を上げて、本当に町民が納得する議会をつくれるかどうかという、ここの議論が

徹底的にされなければ、僕はいかないと思います。だから、従来の延長線上での議員や議会の果た

す役割というのは、もう違う次元にいっているのではないかなと。ただ、今、氏家委員が言われた

ように、他の議会と例えば比べると、白老は多分ものすごい議会活動やっていると私も思います、

そこは。本当にそう思います。ただ、現在の段階で本当に町民の願っている議会をつくるというの

はどういうことなのか。本当にボランティアで議会活動をやらなくてはいけないのか、専従でやら

なくてはいけないのかというあたりが、本音で議論されなかったら、きっと難しいなと。これは定

数とのかかわりも十分ございますので、私は今までの考え方ややってきたことを曲げたり、変えた

りしたという気はしておりません。私は同じ立場で同じようにやっていこうと思っています。ただ、

若い人が出られない、政党でない方々が出られなくなっていく議会になるなというふうには私も思

います。本当に思います。政党に属しているものは例えば補助が出たり、いろいろなことがありま

すから、政党に属しているものは出られます。ですけど、そうでないところはなかなか大変だと思
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います。そういう中で地方議会が本当に地方議会としての役割を果たす、地方議員が本当に地方議

員としての役割をどうやって果たすかということが、これから問われていくのではないかなとすご

く感じているところです。それが氏家委員の言った答えになったかどうかわかりませんけれども、

私は考え方を変えたり、今までの考え方が間違っていたとか、違うとか、そんなことでは動いたり

いたしません。それだけです。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  ここで議論する話では、僕はないと。もっと違った場面でいろいろな議

論をしていかなければいけない問題だと僕も思っています。ただ、大渕副委員長が言われたとおり、

これからの若い人たちが出てこられない状況に今はないということはみんなわかっていることなの

です。それを人事のように、私は言っていられない状況が今の白老町議会にあるということだと思

うのです。それをわかっているならば、一人でも出やすい環境は、前から言っているとおり、議会

がすべての段取りをして環境を整えてやる必要は、僕は決してないと思いますけども、ある程度の

環境整備が必要だということは、私は前から言っている話なのです。それに対して今回の議員報酬

独自削減の部分は、一回まずは戻しましょうと。その後、議会議員の報酬についての考え方、あり

方については議論していかなければいけないという段階に僕はきていたと。そういう段階を踏んで

いかなければ、なかなかこれからの議会のことは議論していけない段階にあったと私は思っていま

す。ですから、多分このままいくと、大渕副委員長もそう思っていらっしゃって、先ほどのような

言い方をされたのかもしれないけども、若い人方が出てこられない、一部の政党から支持される人

間、それから、一部の階層、そういった方々しか議会に参加して議会活動ができないというような、

そういったことが将来想定されるのだったら、今からしっかり我々は考えていかなければならない。

そういう思いでずっと議論してきたのではないかなと僕は思っているのです。この議論は、今、ど

こまでいったって結論は出ませんから。ただ、私の考え方と、それから、大渕副委員長の考え方と、

僕は絶対違っていないと思って今までずっと議論してきたと自分では思っているのです。議会もだ

んだんそれに近づいて、本来の議会のあるべき姿、議員とはどうあるべきなのか、白老町はほかの

議会なんか関係ないと、白老町は白老町の議会を町民のためにどうやっていかなければいけないか

ということを今までやってきたはずだと僕は思っています。ですから、そういった面においては、

ただただ、私は残念だというだけで、この手続きがどうのこうのという話ではない。ここで一度、

その話だけはさせていただきたかった。今後、議会改革はまだまだ進んでいくと思います。その中

で白老町の議会がどうあるべきなのか。議会がどうあるべきなのか、議員というものはどうあるべ

きなのかということも今後まだまだ議論される場所があるでしょう。そういった中でしっかりと議

論させていただきたいし、これが本会議に乗る以上は議会の場でしっかりと討論させていただきた

い、そう思っております。以上です。それだけです。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、この会議案については、ルール上に関しては何も問題ござ

いません。それは先ほど意見がございました及川委員もルール上については何も問題ないというお

話でございますので、云々、いろいろありましたけれども、このことについて、これ以上議論して

も。意見ございますか。それでは、西田委員、どうぞ。 
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○委員（西田祐子君）  この問題について、議長は前回の議会運営委員会で提案しないと。そし

て、皆さんにぜひ理解していただきたい、私のこの気持ちをわかってほしいと。そして、なおかつ、

新たな議会改革の一環として議員定数と報酬について、私は平場できちんと話し合う、その段階と

して一回はきちんとここで皆さん理解してほしいというふうに、私は個人的にそういうふうに受け

取ったのです。山本委員長も先ほどちらっとそのような言い方をされましたけど。ですから、今回

はとりあえず皆さん、理解してほしいというふうに私は受け取ったのです。ですから、それに対し

て何も意見が出なかったということは、私はそういうふうに思ったのです。 

 でも、今、悪いのですけども、いや、そういうふうには違うと。ただ提案しなかっただけなのだ

というふうに、今、言われましたけど、私は申し訳ないのですけど、私が勝手にそういうふうに思

い込んだだけだったのでしょうか。議長の本意というものだけ、まず、そこだけをお聞かせ願いた

いなと思います。あのときは、ただ、提案しなかったというだけだったのでしょうか。私は、とり

あえず、この問題は別にどうのこうのという問題ではなくて、これで許してしまったら、それでは

次のところの議長提案のところの議員定数と議員報酬についての次の段階の話し合いにいくとき、

こちらの話し合いにいくためにまずは理解してくれというふうに私は思って聞いたのですけど、そ

れは違ったのでしょうか。その辺、議長の前回の思いというのは一体どうだったのでしょうか。そ

の辺だけ、まず、聞かせていただきたい。そうしないと、私たち、次また、今回、これが終わって、

会派に戻りまして、議員定数と議員報酬についてという会派の中で会議をするにしても、議長のそ

の思いというものがあやふやだと話し合いができませんのでよろしくお願いします。議長の言った

ときの気持ちというのですか、そういうつもりでこれは提案しなかったのですという思いをきちん

と教えていただきたい。 

○委員長（山本浩平君）  まず、議長に答えていただく前に、前回のときに議長がああいう提案

をされたということは非常に議長としての思いというのが、我々、議会というか、議員、メンバー

に非常に伝わったと思います。皆さんで相談して、どうしようかという話ではなくて、議長として

の考え方で今回は、削減に関しては提案しないと、はっきり申し上げたと思います。ですから、強

い思いがあったというふうに思います。それでは、議長いいですか。再度、お答えいただきたいと

思います。 

○議長（堀部登志雄君）  この間、私のほうからそういう思いを伝えました。私自身も大変、表

現的にはどうかと思うのですが、強い気持ちで、ぜひ、これはやっていただきたいということで議

長としての思いでこれはやりました。これにはいろいろ背景がやっぱりあります。新財政改革プロ

グラムの特別委員会もありました。その席で皆さんの自由討議の中でもいろいろと出て、やはりこ

れは過去から議長提案で、一応皆さんに諮って、自主削減をしてきたという経緯もありまして、最

終的には皆さんの意見というより、議長としてきちんと皆さんのいろいろな意見を踏んだ中で判断

していかなければだめだという、そういう思いも一つあります。 

 それと、先ほど西田委員も言われましたように、やはり、これから、今、議員報酬と定数の問題

を議論していくと。そういう中。それから、報酬等審議会から出されている、いろいろな答申のこ

と、十分それらを加味した上で、やはり、このまま自主削減を続けていくならば、当然、財政の問
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題もあります、それで、財政も若干、今後の見通しとしては、明るい見通しに立って、少しずつで

も削減を下げてきていると。職員および特別職も我々もそうなのですが。そういう中にあって、や

はり、これから議論をしていく上で、この自主削減というのがありますと、もうそこで決まってし

まうわけです。常識的に考えて、自主削減して、報酬を上げる、下げる云々という話というのは、

最初からもう、常識的に考えてもこれは見えている話で、そういうことがあっては、私としてはま

ずいだろうと。やはり、いったん、ここで自主削減を元へ戻して、正規の形の状態に置いておいて、

それで、議論をしていただくと。これは余分なことですが、再度、どうしてもそれであるならば、

皆さんでまた議論した上で、それを見計らって、私もどうしても我々のいる間はこのままでいって、

次のためにはこういう形で引き継いでいくのだというような形もやはりとれますので、この際はい

ったん、今までの過去からやってきたことを元に戻して、そこから議論をしていただきたいという

思いで、そういう強い思いで出したというのが私の考えです。そういう考えで提案させていただき

ました。提案というか、諮問しないという決断をして、皆さんに諮ったところでございます。 

○委員長（山本浩平君）  ほか、何か特に申し上げておきたいというようなことがある方はどう

ぞ。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君）  ないですね。 

 それでは、ちょうど１時間たちましたので、暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ２時０５分 

                                           

再  開   午後 ２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。 

 ・意見書の取り扱いについてでございます。各会派で協議を行っていただいているというふうに

思いますので、上の順番から皆様方に順次伺ってみたいと思います。 

 まず、①意見書案第 22 号 切れ目ない中小企業支援および金融支援策を求める意見書（案）でご

ざいます。提出者は、公明党の氏家議員でございます。 

 それでは、伺ってみたいと思いますが、清風クラブさん。 

○委員（及川保君）  清風クラブとしては、この件につきまして議論をしまして、大筋おいてそ

のとおりです。しかしながら、３行目の後段からいろいろとここに書かれております。やはり、こ

のことは十分理解はするのですけども、言われていることは、今、報道等でいろいろとされている

ことですから、それは理解するのですが、この部分、３段目の「それに対し」から「懸念されます。」、

これをもし、公明党さんだけで出されるのであれば、私はこれで出したら結構だなと。ただ、私ど

もはこの部分がどうしても。この犬に小便をかけたようなことですと、なかなか、私、同調して、

わかりましたということになりませんので、この部分がもし、このままでいくとなれば私は賛成で

きません。 

○委員長（山本浩平君）  具体的にこの部分をこうできないかとか、この部分をカットしてくれ

とか、そういう提案がございましたら、どうぞ。 
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○委員（及川保君）  この部分が本当に必要なのかということなのです。この意見書を出すにあ

たって。 

○委員長（山本浩平君）  ちょっと、文章言ってください。どこからどこまででしょうか。 

○委員（及川保君）  「それに対し、政府の経済対策は逐次投入の手法で景気回復への明確な方

針をまったく示すことはなく、「政策の予見性」が欠如していると言わざるを得ません。政府が行っ

た為替介入もさしたる効果を生むことなく、このまま円高を放置することは、製造業を中心とした

中小企業の減益をさらに深刻化し、一層の産業の空洞化が懸念されます。」このことが本当に、この

意見書を出すにあたって必要なのかと私は思いますので、実は、二人の方はいいではないですかと

いうことだったのですけども、私がどうもこの部分で、申し訳ありませんが、これが入っていれば

賛成することはできません。 

○委員長（山本浩平君）  この部分というのは非常に長い文章です。「それに対し、」から始まる

と。３行目から７行目ということなので、この部分でもし何か、こういう表現であれば問題ないと

か、もし、そういうのがあれば出していただきたいなと思います。ちょっと検討してください。 

 次、新政クラブさん。 

○委員（近藤守君）  特に文章的に問題ないのですけども、私どもでは、題目の「切れ目ない中

小企業支援」とあるのですけども、この「切れ目ない」というのはいらないのではないかと。とい

うのは、記の上のほうにきちんと出ているのです。ですから、あくまでも「中小企業支援及び金融

支援策を求める意見書（案）」でいいのではないかという意見でございます。 

○委員長（山本浩平君）  新政さんは、演題の「切れ目ない」というのはいらないということで

すね。 

 新風でございます。私どもは、まったく問題ないと。賛成したいというふうに思っています。 

 次、日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君）  前文はいいです。記で２の、これはわからなかったらいいです。た

だ、僕ちょっと調べてみたいのです。「産業革新機構」というもの。ところが、調べたら、北海道に

はほとんど影響ないということが一つわかったのと、中小企業に金が出るかどうかわからないとい

うことが一つと、ベトナムの原発に使う中身だとかというのが出てきたのです。それで、北海道に

どういうふうに金が回るのかというところがよくわからないのです。ということで、そこら辺わか

ってほしいということが一つ。 

 それから、３番目の「法人税率の引き下げ」。これ、中小企業は２割で、大きな企業が８割なので

す。それで、ここを何とか法人税率全体の引き下げでないようにならないですか。やっぱり僕は今、

法人税を下げるというのはまずいのではないかと思っているのです。国の経費対策で言えば。ただ、

中小企業は必要です。だけど、法人税下げたら、８割大企業で、２割が中小企業ですから、ここを

考えていただかないとちょっと僕らは。ここだけなのですけど。 

 ２番目の官民ファンドは、わからなかったら結構です。だけど、僕が調べたら、そういうふうに

思ってしまったものだから、ちょっと今、聞いたのです。そこら辺の２つがちょっと引っかかって

いるところなのでございます。 
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○委員長（山本浩平君）  それでは、参考までに意見を伺ってみたいと思います。前田委員外議

員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君）  総体的にいいです。それと、今、言ったように、やっぱり記の３

番目の法人税率です。前も町の法人税率下げるときに、公明党の議員さんはそれに態度を示した。      

そういったものも考えられますが、それは別にします、今度は。だけど、やっぱり中小企業も法人

税は大企業と同じくらい考えるべきだと思います。ただ、補助金ばかり出すのではなくて、やっぱ

りそういう実質的な部分ももっと尊重すべきだと思いますので、そこだけ考慮していただければど

うかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  問題ないです。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君）  まず、及川委員から出されました、３行目からの部分ですけども、この

文章が犬に小便という意味が僕にはよくわからない。どういう意味でそういう形で言うのかわから

ない。これがなければ、次の文章が私は続いていかない。なぜ、そうなのかということが、この文

章があるから言われている部分だと思います。犬に小便という思いがどういうことなのかが、僕は

それがよくわからないので。まず、それについては、ちょっとどういう思いでそういう形を言って

いるのかがわからない。 

 それから、「切れ目ない中小企業支援」については、ずっと今回だけではないのです。ですから、

そういった意味で「切れ目ない」という言葉がここに入っているということであって、もし、これ

が必要がないのではないかということであれば、別に切っても構わない部分であります。 

 それから、今、大渕副委員長のほうから言われた、産業革新機構。この官民ファンドについては、

申し訳ございません、ちょっと勉強不足で、今、ここの場所でお答えすることができない。これに

ついてはお答えできないので、もし、内容の説明で理解していただけるのであれば、ちょっと文章

を訂正させていただきたいと。 

 それから、記の３の中における、この法人税引き下げについては、中小企業に配慮した検討を行

うということで後段に書いています。これは確かに大企業の部分もあるかもしれませんけども、今

回については、これは中小企業支援ということでもっての意見書でございますので、記の３のとこ

ろにも「法人税引き下げの財源確保は、中小企業に配慮した検討を行ってください。」ということで

書かれておりますので、そういった部分では大企業とひっくるめた形の法人税の考え方ではないと、

私はとらえているのです。ですから、文章的にもし、これが、文章を変えることによって、理解し

ていただけるのであれば、そういった部分もちょっと考えてみたいと思いますけども、その程度に

しておきたいのですけども、よろしいですか。 

○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。３番目の件なのですけど、読めるのです、そういうふう

に。ただ、法人税を上げたら、全部上がるのです。だから、そこは中小企業に支援をするというこ

とについては、私は全然反対しませんから。そこは反対しませんので、やっぱり、そこを何とか考
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えてもらえないかということなのです。先ほど言った中身ですから、くどくは言いません。ですか

ら、全体を下げるというのではなくて、中小企業に支援をする税制度。例えば租税特別措置を考え

るとか、それは、僕はいいと思います。だから、全体のことでやらないような文章にならないかと。

法人税を下げるということが。ということであります。それで検討していただけるのなら、検討し

てください。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、政府に送る意見書の件で議会が険悪なムードになってはい

けませんので、私のほうからもちょっと解説をさせていただきたいのですが。 

 おそらく、先ほどの及川委員のおっしゃったお言葉は、多分、政府の経済対策に対しての批判の

言葉が非常にきついということが、そういうような表現になったのかなというふうに思っておりま

す。ですから、この部分を柔らかくすることによって、もし、この意見書が通るということであれ

ば、それぞれ歩み寄っていただきたいなというふうに思ってはいるのですけども。例えば、「それに

対し、」というところから３行だけはカットして、次の「政府が行った為替介入もさしたる効果を生

むことなく」、さしたる効果を生むことなくというのは事実かもしれませんので、これはこのまま残

すと。それで、このまま円高を放置すると大変になるということを書いています。例えば、こうい

うものも一つだと思うのですけども。これを全部なくせとなると、文脈がやっぱり続かないという

ふうには思いますので、この辺について、及川委員、どうでしょうか。 

○委員（及川保君）  意見書ですから、できるだけ全会一致の中で出されることが一番の道だろ

うというふうに思いますので、もし、そういうことが可能であれば、今、委員長がおっしゃった部

分が可能であれば、賛成をしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  いかがですか。私、中間で提案させていただいたのですが。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  氏家です。「それに対し、」から「明確な方針をまったく示すことはなく・・・

言わざるを得ません。」までをカットすればいいということですか。 

○委員長（山本浩平君）  その次の文章は残しておく。これであれば、文章は問題ないと思うの

です。この最初の３行が、政府の経済対策がまったくなっていないのではないかという表現だから、

ちょっとこれは厳しいというご意見だったというふうに思いますので。この３行をカットすると言

うことで、もし、納得がいくのであれば、賛成したいというご意見です。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  この文面自体がなくても、この意見書の意味は通じると思いますので、

もし、それで理解していただけるのであれば、その部分を削除して提出していきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  「切れ目のない」ということに関しては、これはよろしいということ

ですよね。再度確認しますけど。 

○委員（氏家裕治君）  はい、よろしいです。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、残った部分が記の部分でございます。前田委員外議員から

も出ておりましたし、共産党さんからも出ておりました。中小企業に配慮したところは十分残して

おいていただきたいが、法人税の関係の表現をちょっと変更できないかということでございます。

もし、この場で何かこういう文章にしていただけないかというのがございましたら、どうぞ。共産

党さん、ありますか。また、提出された氏家委員のほうで何か、こういう表現ではいかがかという
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のが、もし、あれば、この場で決めたいと思いますが。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  今、言われた部分については、ちょっと私のほうでは時間をいただきた

い。もし、そういった皆さんの意見があれば、逆にお聞きをしておきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君）  局長のほうから仮に提案させていただきたいと思いますが。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ３番目は、法人税率引き下げは中小企業を中心に行いと直したら

どうなのですか。 

○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。多分それは、無理ではないですか。こちらだけ税金かけ

て、こちらはかけないという表現になるから、多分、国としては、それは難しいのではないかと思

うのだけど、どうですか。無理だよね。無理だと思うのです。 

○委員長（山本浩平君）  「中小企業に配慮した検討を行い」と入っているから、特に何か問題

ないと思うのですけど。もし、表現があれば。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  氏家委員。「2011 年度税制改革における財源確保は、中小企業に配

慮した検討を行い、租税特別措置の見直しによって増税となる場合は、負担緩和策を講じること。」

というのはだめですか。そういうふうにしていただければ、私はいいです。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  今、私たちもその話をしていたところだったものですから。「法人税引き

下げ」の部分をちょっとカットしまして、「2011 年度税制改正における財源確保は、中小企業に配

慮した検討を行い、租税特別措置の見直しによって増税となる場合は、負担緩和策を講じること。」

という文章にしたいと思いますが、それでよろしければ、そういった文章にしたいと思いますけど

も。 

○委員長（山本浩平君）  私はちょっと、異論はあるのですけれども。というのは、日本の経済

そのものが非常に今、厳しい中で、管総理は雇用、雇用とおっしゃっていますけれども、企業が元

気にならないと実際は雇用もできないのが実態なのです。そういうことから考えると、法人税を下

げるという今の政府のこれからやろうとしている政策は、僕は間違っていないと思うので、個人的

にはこの法人税という言葉は残していただきたいなと思いますが、全会一致を目指す議会としては、

これはやむを得ないかなというふうに思いますので結構でございます。 

 まず、「切れ目のない」というのは、一番最初のところは取ります。一番上です。 

 それと、３行目。「それに」から始まって、「言わざるを得ません」、この部分３行はカットすると。 

 そして、最後の部分です。2011 年度税制改正における「法人税率引き下げの」を取るのですね。

「2011 年度税制改正における財源確保は、」ということですね。こういうことで皆さんよろしいで

すか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君）  それでは、全会一致ということにしたいというふうに思います。 

 続きまして、意見書案第 23 号 地方経済の活性化策を求める意見書（案）でございます。 

 これは新政クラブさんから伺ってみたいと思います。 
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○委員（近藤守君）  異議ありません。 

○委員長（山本浩平君）  私ども新風も異議はございません。 

 それでは、清風クラブさん。 

○委員（及川保君）  清風クラブです。実は、この文言も一部ちょっとございまして、この文言

が、もし、変更、訂正できないのであれば、賛成することはできません。「しかし」から「緊張感が

まったく感じられません。」というこの部分までです。この部分が本当に必要かということでござい

ます。もし、緊張感がないと思われている方も、私もそう思っていますけども、しかし、これはや

はり意見として出すのであれば、本当にここまで必要かと。あなたは無能呼ばわりだからこうしな

さいと、ねじ伏せて説き伏せるのと同じことだと私は思いますので、本当にこの部分が必要ですか

と。これがもし、変更、削除されるのであれば、全面的に賛成をいたします。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君）  賛成です。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君）  よろしいです。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君）  いいんじゃないの。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、先ほどの部分なのですが、いかがでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  僕、削る部分には全然問題ないのですけど、ただ一つ言わせていただき

たいのは、この地方経済の活性化策を求める意見書をどうして出すのかということをやっぱり考え

ていかなければならない。それでは、今回出される補正予算の中身に満足していれば、こんな意見

書何か出さないわけなのです。これをすべてカットしたときに、この意見書の思いというのがなく

なってしまうような気がするのです。なくてもいいのではないかという思いはわかるのだけど。例

えば、「今回の補正予算は、こうした地方の本当に厳しい状況を認識しているとは到底思えず」だと

かという、そういう言葉がもし、だめだとすれば、「とは思えず」だとか、もっと柔らかくすれとい

うのであれば、その後の「国民生活を守ろうとの責任感や緊張感がまったく感じられません。」とい

うのを切ればいいのか、やっぱりどこかの文章を残さないと次につながっていかないという、この

意見書の意味が通じないというのが僕はあるような気がするのです。 

 ということで、「しているとは到底思えず」のところをカットし、そして、「緊張感が全く感じら

れない」というところをカットすればつながるのです。「国民生活を守ろうとの責任感で自治体が思

い切った」という部分でつなげていくと文章は成り立つのかなと思うのですけども、その部分でも

し理解していただければ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）  及川です。今の氏家委員が変更しますということであれば、全面的に賛成

いたします。 

○委員（氏家裕治君）  もう一度言いますか。 

○委員長（山本浩平君）  そうですね。 
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○委員（氏家裕治君）  指摘のあった４行目。「しかし今国会に提出された補正予算（案）は、こ

うした地方の厳しい状況を認識し、国民生活を守ろうとの責任感で自治体が思い切った」とつなが

っていく形でよろしいでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  局長、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今のでちょっと感じるのは、逆に意味になるのではないですか。

補正予算がよくなったという感じに受けとめられます。「認識しているとは思えない」のを「認識し」

と言ったら、認識になってしまう。意味合いとしては。だから、逆の意味になってしまうのです。

否定が肯定になってしまうのです。 

○委員長（山本浩平君）  暫時、休憩いたします。 

休  憩   午後 ２時４２分 

                                           

再  開   午後 ２時４８分 

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて、再開いたします。 

 今、読みます。「こうした地方の厳しい状況を認識し、国民生活を守ろうとの責任感で自治体が思

い切った対策を打てるように国は大胆に支援すべきであります。」、こういう文章でいかがでしょう

か。清風クラブさん、どうでしょうか。 

○委員（及川保君）  清風クラブです。結構でございます。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、そのようなことで全会一致ということで提出をさせていた

だきたいと思います。よろしいですね。 

 それでは、意見書案第 24 号 看護職員等の大幅増員で安全安心の医療・介護を求める意見書（案）

でございます。提出者は日本共産党、大渕紀夫議員でございます。 

 それでは、伺っていきたいと思います。新政クラブさん。 

○委員（近藤守君）  異議ありません。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。 

○委員（氏家裕治君）  これでよろしいです。 

○委員長（山本浩平君）  私どもも異議なしでございます。 

 清風クラブさん。 

○委員（及川保君）  清風クラブです。清風クラブもまったく異議はありません。 

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

○委員外議員（前田博之君）  よろしいです。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、全会一致と。何も直すところなしということで、全会一致

で提出ということになりました。 

 続きまして、意見書案第 25 号 社会保障にふさわしい国保制度の改善を求める意見書（案）でご

ざいます。これも日本共産党さんから出ております。 

 それでは、近藤委員、いかがでしょうか。 

○委員（近藤守君）  特にないのですけども、いいのですけども、ただ、数字が結構多いのです。
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特に真ん中辺の「国庫支出金は、84 年 49％、90 年 38％」とずっと並んでいるのですけども、これ

を最初と最後だけ残して何とかうまく文章つなげてもらえれば一番いいなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、公明党さん。 

○委員（氏家裕治君）  全体的には理解できるのですが、ちょっと、記の３の、先ほど全員協議

会の中で大渕副委員長がちょっとお話されていたのです。国保の広域化、括弧して都道府県単位で

の統合は行わないことということがあるのですけど、それでは、都道府県単位の統合を行わないと

いうことは、例えば今までどおりの市町村レベル、市町村単位でのそういった運営を目指すという

ことですよね。ちょっとそこが理解できなかったので、そこについてお聞きしておきたかったと思

ったのです。 

○委員長（山本浩平君）  あとでいただきたいと思います。 

 私どもは、賛成をいたします。 

 それでは、清風クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（及川保君）  清風クラブです。清風クラブも細かいことは言いません。結構でございま

す。賛成したいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  １カ所。これは白老町議会が提出しますので、白老町の名誉のた

めにもちょっとここを、直さなくてもいいですけども、ちょっとつけ加えてほしいと思います。真

ん中に「こうした中、・・・」の最後に「こうした世帯に対する取り立て、差し押さえなども強行さ

れています。」と。白老町はありませんので、「取り立て、差し押さえなども他自治体では強行され

ます。」とか入れてもらわないと、白老町も含んだような、白老町の議長名で行きますので、やって

いませんので。議会からの意見書ですから、やっぱり。中身がいいことは別にして。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、３点ほど。近藤委員は数字です。氏家委員からは文言につ

いて、ちょっと質問がございました。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。数字はどこを除けば。90 年 38.00％というのを除けばい

いですか。 

○委員（近藤守君）  そうですね。 

○副委員長（大渕紀夫君）  これはもう全然、まったくいいです。何の意味も変わりませんので。 

 それから、３番目のことです。記の３。これは、要するに今、市町村単位でやっているというの

だけど、義務づけ、枠づけの関係で国全体でやっているでしょ。それを都道府県でやると、北海道

と東京の保険料が全部、差が出るのです。そういうことはやらないほうがいいという意味です。こ

こで言っている意味は。今、全国同じですから、保険料は。そういう意味です。ですから、そうい

うふうになるようにしたらだめですという意味です、この意味は。 

 今、前田委員外議員が言われたのはそのとおりです。うちは何もそういうことはやっていません。

差し押さえなども他自治体では強行されていますと、でいいですか。ということです。 

○委員長（山本浩平君）  確認をいたします。まず、数字の部分ですけど、90 年 38.00％、これ

をカットすると。 
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 それと、差し押さえのことに関しましては、「こうした世帯に対する取り立て、差し押さえなども

他の自治体では強行されています。」という言葉に変えるということでよろしいですか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君）  それでは、そういうことで全会一致ということにいたします。 

 国保の広域化については先ほど説明ありました。よろしいですね。 

 それでは、最後です。意見書案 26 号 北海道開発の枠組みの堅持と北海道局の存続を求める意見

書（案）でございます。これは参考までに、町村議長会からも出ていたようでございます。これに

ついて、伺っていきたいと思います。それでは、新政クラブさん。 

○委員（近藤守君）  異議ありません。 

○委員長（山本浩平君）  公明党さん。 

○委員（氏家裕治君）  この意見書でよろしいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、清風クラブさん。 

○委員（及川保君）  清風クラブも北海道民として、まったくそのとおりだと思います。 

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君）  大渕です。ちょっと意見だけ言わせてもらえれば、記から上７行目、

８行目までいってください。今、私が言うのは、何ぼ私の会派で言ってもいい中身です。「北海道局

が北方領土隣接地域の振興政策の企画立案・推進を所掌していくことから、ロシア大統領の北方領

土問題により」、これっているのかなとちょっと思ったのです。それだけなのです。いるということ

であれば。それで、「ロシアによる北方領土の不法な占拠を既成事実化しようとしている状況下にお

いて・・・」と、これはもうまったくそのとおりで、これは入っていたほうがいいと思うのだけど。

この「北海道局が北方領土隣接地域の振興政策の企画立案・推進を所掌していくことから、ロシア

大統領の北方領土問題により、」って、何か変ではないかなという気がするのだけど。何か変ではな

いですか、読んだら。こんなことが何、関係あるのと意見書にと僕は思うのです。だから、それよ

りか、「ロシアによる北方領土の不法な占拠を既成事実化しようとしている状況下において廃止・統

合すること」云々、これは絶対に必要だと思うのだけど、本来、これは何関係あるのかなと思って

いたのです、僕は。それだけです。 

○委員長（山本浩平君）  この意見書につきましては、実は、道議会でも全会派一致で通ってい

るものなのですけれども、おそらく、北海道局が行っている仕事の内容、こういうこともやってい

ますということでこれを入れているというふうに私は理解をしていたのですけれども、皆さんのご

意見を伺ってみたいと思います。それでは、前田委員外議員、許可いたします。 

○委員外議員（前田博之君）  町村議長会から来たのと、言葉が違っているのです。「問題」が「訪

問」ではないのですか。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、お諮りいたします。この部分、北方領土問題になっており

ますけども、訪問ということで文言を変えるということでいかがですか。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、そのように変更させていただきたいと思います。 
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 それで、全会一致ということにさせていただきたいと思います。よろしいですね。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君）  それでは、次ですけれども、このＴＰＰなどは前回ですでに可決、送

付済みになっております。そして、今の件は、議長会からも出てきておりました。 

 要望書の取り扱いについてでございます。この要望書に関しましては、従前どおり、参考配布と

いうことで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）  いいですね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、確認いたします。全部、意見書案は５本とも全会一致とい

うことで討論はいたしませんのでよろしくお願いします。番号はそのとおり付番したいと思います。 

 それと、要望書等については、全部、参考配布という形でさせていただきます。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、・番目、常任委員会の所管事務調査についてでございます。

局長、説明してください。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今回は、先進地視察も行っておりますが、常任委員会の報告、３

常任委員会がございます。内容は記載のとおりでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  何か質問ございますか、これについて。 

 なければ、10 番目。定例会 12 月会議の日程でございます。 

○事務局長（上坊寺博之君）  議案等の説明をいたしましたとおり、日程は一応３日間で組みた

いと思います。資料に全日程が出ておりますのでちょっとご覧いただきたいと思います。 

 まず、14 日、１日目ですが、行政報告がございまして、一般質問は３人までと。 

 ２日目、一般質問だけで３名までということになります。 

 それで、最終日の９時半から、先ほども言いましたが、当日配布の議案説明のために議会運営委

員会を開かせていただきたいと思います。 

 それで開会しまして、議案第 11 号から 14 号まで先議議案でございます。これは会派のほうに帰

って確認をお願いしたいのですけど、一括上程、一括採決をするということでお願いいたします。 

 それと、ずっといきまして、第 19 号監査、報告議案。議長提出ですが、これも一括で報告済みと

いたしたいと思います。 

 あと、意見書案は先ほど全会一致になりましたので、このまま上げたいと思います。以上でござ

います。 

○委員長（山本浩平君）  日程について、質問ございますか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君）  ないようでございます。 

 それでは、大きな２番目、平成 23 年第１回白老町議会定例会の招集について（通年議会）という

ことでございます。説明お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、23 年度は定例会が第１回、第２回になります。改選明けた

定例会、いわゆる初議会が２回目ということになりますので、１月からは平成 23 年白老町議会第１
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回定例会という形になります。１月６日招集でございます。１時半から広報広聴小委員会、議会広

報の編集です。３時 30 分から議会運営委員会を開催いたします。同じく４時から本会議になります。

会期の決定でございまして、１月６日から 10 月 30 日まで一応予定をします。299 日間の予定です。

10 月 30 日まで会期を組みたいと。299 日間です。多分、初議会が 11 月９日過ぎですので、10 日か

11 日くらいになると思います。それと、定例会終わりました後に、本会議終わりました後に、書く

常任委員会、所管事務調査を決定いただくのと、各分科会の取り組みを決定していただきます。終

わり次第、新年会ということで、18 時から萩野のいちひろで場所を確保いたしました。このように

１月会議は、スケジュールになりますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君）  この関係で何か質問ございましたら、どうぞ。 

 １月６日木曜日だそうです。訂正を願います。 

 ちょっと１点、質問が僕からあります。前に虎杖浜の漁組の問題で会期を変更しましたよね。そ

れで、何があるかわかりませんので、どうなのですか。いいのですか。10 月 30 日で。 

○事務局長（上坊寺博之君）  選挙やっています。 

○委員長（山本浩平君）  そういうことですか。済みません、選挙がありますね。 

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的には９月で閉めるのがいいのかわからないですけど、10 月

30 日までとっていても９月の議会終わったら閉めてしまうのか、そのほうがすっきりするかもしれ

ません。臨時会は何ぼでも対応できます。だから、逆に皆さんの気持ちを考えたら閉めたほうがい

いのかなと。 

○委員長（山本浩平君）  どうですか、この辺。ちょっと議論したいと思います。ちょうど選挙

の期間になるということで、９月末で閉めるか、今、提案は 10 月末ということでございます。 

○事務局長（上坊寺博之君）  やっぱり９月に閉めなければならないのですね。要綱は９月まで

になっています。１月から９月まで。 

○委員長（山本浩平君）  要綱で９月末になっているということでございますので、１月６日か

ら９月末と。 

○事務局長（上坊寺博之君）  あとは臨時会対応です。269 日。 

○委員長（山本浩平君）  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、暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後 ３時０８分 

                                           

再  開   午後 ３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。 

 ４時まで活発な議論をしたいと思います。 

 ３番目、議長の諮問事項について。議員定数と議員報酬について。これは第３次議会改革の中で

議論しなければならないことがこれのほかにもたくさんございますけれども、まず、この件をつめ

ておかなければなりません。ということで、皆様方の意見を伺っていくわけでございますけども、
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ちなみに、局長、近隣の状況、登別・苫小牧、もし、わかる範囲で、今、どういうふうに議論され

て、どうなったかというのがあれば、ちょっと教えていただきたいのですがどうですか。つい最近、

議論されたやに聞いているのですけど。 

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的には、報酬は議論されておりません。基本的に審議会事項

ですから、定数は室蘭が 24 を 22 にする、２減。登別はこのままいくと。時間が足りず、このまま

ということで 21 です。伊達が４減、18。厚真が１減の 11。このぐらいかなと。ただ、うちの定数

はかなり東部のほうに影響してくると思います。安平、むかわ、うちと改選期似かよっていますか

ら、合併でずれていますので。ちなみに豊浦が８。壮瞥が 10。洞爺も減らすみたいな話をしている

でしょう。 

○委員長（山本浩平君）  苫小牧も時間切れでそのままですよね。32 名。 

 参考までにちょっと伺ったところでございますけれども、さて、どのように皆さん、議論を進め

ていきましょうか。各会派では多分、当然これは議論されているとは思いますけれども。確認の意

味でそれぞれからもう一度考え方について伺ってまいりますか。 

 北海道新聞のほうに議員報酬の関連記事がポストに入れてあったそうです。私も見ましたけど。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君）  私、先ほどお願いしたのですけども、ことしの１月６日に会期決定の

ときに中間報告をされております。議長の諮問事項についてということで。このときは３次改革で

議員定数と議員報酬だったのですけど、中間報告は議員報酬の引き上げについてということで、こ

れは委員会 10 回、全員協議会１回開催して出したのです。それで、中間報告の内容については、５

つの各項目をプログラムの計画の３年ごとの見直し規定が明示されていて、22 年度の見直し年度に

あたることから、その見直し期限を一定のめどとして次の各項目につき引き続き議論を深めるもの

とするということで、議会の目指す姿と議員のあるべき姿、２つ目が議員の位置づけ、専従職とボ

ランティアの対比、それから、議員報酬の支給の根拠、議員活動と公務の位置づけと。それから、

４番目に議員報酬の位置づけ、実費弁償と生活給対比と。それから、議員報酬と地方歳費の対比と

いうことで、これだけを議論するということになって、その後、４月頃までには各会派から全部出

してもらって、そして、かなりいいところまでこの５項目については局長がまとめてきれいになっ

ていますので、そういう経過もある中でこの５つを全部議論して、だから、報酬はこうあるべきだ

というような形の議論をすると、非常に。かなり精力的に意見をまとめなければだめだなというこ

とで、そういうことも中間報告ではなされているということです。だけども、先ほど言いましたよ

うに、来年度が選挙ということで、少なくても１月の段階では、今後こうすべきだということはや

っぱりまとめてもらわなければ、時間的に大変だなということで先ほどお願いしたいという経過で

ございます。中間報告で議会の活動の実態というのは全部載ってありますので、今後の新しい人の

ことも考えて、さまざまな角度から出られるようなことも考えて提出することが議員報酬をぜひ議

論していただきたいなというぐあいに思います。非常にハードなまとめになると思いますけど、そ

ういうような今までの流れでございます。 

○委員長（山本浩平君）  参考意見として議長のほうからお話がございました。それらを踏まえ
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ての今後の議論だとは思いますけれども、これだけは発言しておきたいなということがあれば、ど

うぞ。どちらの会派からでも結構です。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  大渕です。当然、どちらかということはないのだけれども、今、議

長が言われた部分とリンクするかどうか。実際はリンクするのだろうけど、私はリンクさせたくな

いと思っているのですけど、定数問題をやっぱり議論していかないとなかなかいかないのではない

かなという気が僕はしています。どうしてかというと、来年できれば、やっぱり来年の早いあたり

まで、定数問題は決着つけないとどちらが優先されるかというと、僕は定数のほうが優先されるの

ではないかと思っています。ですから、どちらかということはないのですけども、定数問題はやっ

ぱり、我々の責任範囲は非常に大きいと思うのです。これで６月くらいに定数が変わるとかになっ

たらとんでもないことになってしまうから、なるべく早く定数問題は議論したほうがいいのではな

いのかなというふうに私自身は思っております。 

○委員長（山本浩平君）  報酬よりも定数のほうを先にやったほうがいいということですよね、

言い方としては。 

○副委員長（大渕紀夫君）  そうですね。どちらかというわけにはいかないけど、やっぱり定数

だけは早くやらないとだめではないのかなと思うのだけど、報酬よりも。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  前も 19 年の議会を改選迎えるときもそういう議論があって、第２

次の中で町民参加で決めるということで議会報告会までしました。あのときも相当時間かけて、10

月に外へ出たのですけど、まとまらなくて、12 月 25 日に議会の責任で決めたと。条例上げたのは

１月の会議の中で条例提案しましたけど、報道発信したのは 12 月 25 日なのです。参考までに。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  僕もどちらかというと定数が優先するのかなと思うのです。定数の優先

というのは、僕は例えば常任委員会の体制だとか、そういったものが変わらないで来期もやってい

くのだということになれば、やっぱり今の人数は必要だと思っているのです。今の人数が必要だと

いうことは、ざっくばらんに言うと、定数が 16、白老町の場合あるけれども、現実、今、やってい

るのが 15 人。15 人という数は、僕は必要だと思うのです。ただ、その中でもって、例えば奇数が

どうしてもいづくて偶数にしなくてはいけないとかというのであれば、その辺の話はできるにして

も、まず、定数の問題については、今の議会運営の体制を変えないでこの４年間をやっていく、来

期からの４年間を進めていくのだという、もし、今の議会としての考え方を持つのであれば、それ

なりの定数は考えなくてはいけないと、僕は思っています。ですから、それについての議論はいく

らでもできるし、最終的に決まるのは皆さんの考え方の中で決まっていくと思いますけども、極端

な減らし方なんていうことは絶対できるものではないし、するべきではないと私は考えているので

す。 

 それから、報酬のことについては、僕は報酬も欠かせない問題だと思っています。ですから、僕

は、ある程度の議論は尽くされているのだと思います。それでは、その裏づけはと、議会としての

裏づけはということになれば、やっぱりこれからの目指すべき議会の姿というものをしっかり明確
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にしながら、こうやっていくのだという道筋をそこで示していくことが議論になると私は考えます。

ですから、報酬等審議会から出されている案を議会が今、実際、僕たちが議論させてくれというこ

とでもってとめているような状況であると私は認識していますので、もし、それでもって結論が出

ないようであったら、私は議会運営委員会としてこれ以上の議論はできないということでもって、

私は審議会に差し戻すべきだというふうに思っていますから、逆に考えると。そこでもって時間を、

これ以上いつまで時間を使ってやっていかなければいけないのかと。これだけではないですから、

私たちの持っている課題というのはこれだけではないので、ある程度の話し合いができたのであれ

ば、そこで結論が出ないものは、ここはこれ以上議論できないということで、僕は報酬等審議会に

差し戻すべきだと思うし、その中で例えば町長がそういったものに対して、今までどおりの報酬に

対しては報酬等審議会からの答申を受けて、町長がそれに対して議案として出すのですよね、今ま

でのやり方でいくと。そういう形に持っていってもらわないと、この話はずっとどこまで続くかわ

からない話になります。僕は、議論はもうし尽くされていると感じていますので。これから何回か

の議論の中で結論を出していくべきと私は考えています。 

○委員長（山本浩平君）  ほか。近藤委員。 

○委員（近藤守君）  私どもの中でいろいろ議論、最近は余りやっていないのですけども、この

件に関しては。定数に関しましては、やはり現状維持か、要するに定数 16 か、現状の 15 名を踏ま

えて 14 というふうに分かれているのです。16 か 14 ということです。最終的には決めなければなら

ないのですけど、今はそのような状況です。 

 また、定数等の議員報酬につきましてはいろいろ報酬等審議会の、今の氏家委員とは逆になるの

ですけども、やはり尊重して、やはり早い時期に、逆に報酬のほうを決める必要があるのではない

かと。できれば、３月いっぱいぐらいまでに結論を出したいなと、そんなふうに会派の中では話し

たことがあります。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  土屋です。報酬のことに関しては、きょう、会議案で提出しましたの

で。ただ、定数問題なのですけれども、私自身が考えるというか、こんなに忙しいのだったら、逆

に２名ぐらいふやしてほしいというのが本当の気持ちです。だけども、やっぱり今の白老町の議会

を維持していくためには、最低限、今現在の定数 16 でやっていくしかないのではないかなというふ

う考えを持っています。もし、極端な形で定数削減した場合には、今度、常任委員会を維持してい

くのに、議運も常任委員会もみんな同じということではまずいだろうし、やっぱり今後の白老町の

議会運営を考えていくにおいては、現状のままでいいのではないかなと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  清風クラブさん、何かございますか。西田委員。 

○委員（西田祐子君）  清風のほうとしましては、議員定数と議員報酬については、やはり同じ

土台でぜひ議論していただきたいというのがうちの会派の最初からの提案ですので、その考え方は

変わりません。ただ、先ほどちょっと、近藤委員とか氏家委員もおっしゃいましたように、現実的

に定数の問題はやはり１名欠けている状態の中でそれを 16 名に戻すことが果たして町民の民意を

得られるかというのが非常に問題だなと。やはりそこでどうしても定数というものを下げられない



 27 

し、今回はどうしてもその辺が１名になるか、２名になるかわかりませんけれども、その辺をきち

んとなるべく早くしてほしいなと。やはりそこの中で議員報酬というものを、私たち会派自身は、

本当に定数削減することが正しいとは思っているわけではありません。でも、現実的に 15 名でやっ

てきて、みんなでその負担を分かち合ってきたのだから、やはりその辺は報酬にもきちんと反映さ

れるべきだという考え方でどうしてもリンクするというのですか、一緒に同時平行的にやはり議論

していきたいと。そして、今までもずっと議論してきましたので、もし、これから先も同じような

議論になっていくようであれば、議会運営委員会で余りこれ以上お話してもだめなようであれば、

きちんと本会議の中で、議案上程された中で、賛成、反対、きちんともうやっていく時期なのでは

ないかなと、そういうところまでは大体、話はしています。大体そういうところまでです。 

○委員長（山本浩平君）  私どもの会派なのですけれども、長く説明するとちょっと時間があれ

なので簡単に結論だけ申し上げたいと思います。私どももいろいろと２人でこの議員報酬や定数の

ことについては話をしました。それで、何について一番重きを置いているかというと、議員報酬の

引き上げ。これは町民の答申どおり行うべきという考え方には変わりもございませんし、これだけ

の会議日数等々、あと、政策研究会も新しくできました。これ以上ほかの減らさないかぎり、さら

にふえるのはもう間違いない、こういう中ではやはり２回出た答申の中で今度３回目、もし、出た

ときに、３回目もノーというようなことになれば、もう我々の中でこの活動日数に見合った報酬に

引き上げるということはもう不可能に近いと、このように思っているわけでございます。そういっ

た中で私どもの結論しては、重きを定数よりも議員報酬の引き上げ、これをやらなければ、政党の

方々や、あるいは、一般のお仕事を定年された方々だけのそういう議会になってしまうと。これは

一般的な社会、いろいろな企業を考えても、これはやはり議会そのもの活性化を考えると 20 代も

30 代も 40 代も 50 代もいたほうが形としては望ましい。それを私どもとしては一番に望みたいとい

うふうに考えておりますので、仮に町民と懇談した中で議員の定数を相当減らすことによって報酬

が答申どおり上がるのであれば、私どもは議員の削減、これとはリンクをさせた中で大幅に削減し

たとしても報酬を上げることによって今後の議会の活性化を図るべきだという考えでございます。

以上です。 

 前田委員外議員、伺ってみたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君）  非常に難しい問題ですけど、今まで議論していますから、私も端

的に言いますけども。私はやっぱり議員定数の削減についてのほうを議論すべきだと思います。そ

れにともなって報酬もついてくるのかなとこう思います。私は今、この与えられた期間については、

私は報酬削減すべきということを町民に訴えていますから、それはそれでいいのですけど。次回ど

うするかと考えると、当然やっぱり報酬と定数削減、私は専従化になるし、それだけ減ったら、議

員もそれなりの活動をしなければいけませんので、そのあたりはイコールになるのかなとこう考え

ています。どうするかという結論は今出しませんけど、そういう方向でいけば、私はある程度、定

数を削減するということに重きを置いていますし、すべてでありませんけども、今、私もそれぞれ、

いろいろ歩いて聞いていますけども、多くの方はやっぱり定数を削減すべきではないかということ

は、言葉悪いですけども、先ほども議論されていましたけど、それだけやっぱり議会が、個々の議
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員の活動が見えないし、信頼されていないのです。そうすると、逆に減らした中で議員が勉強して

もらって、町民に見える活動の方向がいいのではないかと。そして、その結果、次の選挙のときに

また我々の民意を反映すればいいのではないかという声があるのです。ですから、私は、極端な人

数は別にしても、ある程度の範囲の中の定数は町民が非常に望んでいるという部分が多いです。聞

く回数によって違うかもしれませんけど、私の聞いている範囲ではかなり多いです。だから、町民

のそういう考えに立つと私もそうかなと思いますし、そうあるべきだなと思っていますので、いろ

いろと非常に厳しく今まで議論していますから、それぞれの考えがありますし、私がここで言う時

間ありませんけども、結論からいうと、定数の削減をやって、おのずと報酬がついてくるのかなと

こう私は思っています。 

○委員長（山本浩平君）  一通り、それぞれの会派、それと、委員外議員からの意見を伺いまし

た。さらに特に申し上げたいというようなことがございましたら、どうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  皆さん、よく町民との合意が必要だし、町民の意見を聞くという言葉よ

く出てきます。それで、僕たち、今、現場にいる議会議員として定数を減らす、どこまで減らすか

という議論なのかもしれないけども、減らすことというのはどういうことなのかというのは、今こ

こにいる自分たち一人一人がよくわかっていることだと思うのです。これが１人、２人だったらど

うなのかという議論をされたら、僕も何も言えないかもしれないけど。極端に例えば 10 人以下だと

か、10 人だとかという話になったときに、それは、今までやってきた議会運営を 180 度変えないと

できないですよね、はっきり言ったら。そこまで私たちが今後の議会改革、議会運営をちゃんと方

向性を示した中で定数というものの話をしないと、どうですか、できないのではないでしょうか。

僕はそういうふうに思うのです。例えば、これから目指す議会運営というのが、こうあるべきだと

いうことが前提に今までずっと議論されてきているから、それに対して定数というのはこうあるべ

きだという部分で僕はずっと話をしてきているつもりなのです。これからの議論になると思います

ので、ここで別に結論づけるわけではないけども、減らすということが報酬と結びついて、例えば

報酬を確保するために定数をここまでという考え方は、僕はちょっとこれからの議論にはなじまな

いのではないかなと思っている一人なので。もう一回皆さんにも、これからの議会が何を目指して、

どういった議会を目指して、定数がどうあるべきなのかということは、一番大事なことだと僕は思

っています。そして、報酬は僕たちが決められる問題ではないのです、はっきり言って。ただ、今

の日数からいったり、これからの議会改革を進めていく上において、今の報酬では、まず、違うで

しょうというような話は当然煮詰まっていって、結局は報酬等審議会のそういった答申に基づいて

町長が判断することですから。ですから、例えば定数が何人いたって報酬はこうあるべきだという

ことになれば、それだけの予算がもし確保できるのであればやるでしょうし、できないのであれば、

今の予算の中では厳しいという結論になるでしょうし、それはやっぱり今までの報酬等審議会を重

視しながら、ただ、議会としてはこういう議論を深めていったということは現実として示していか

なければいけない部分。僕はそういったものを一緒にごちゃ混ぜにしてはいけないと思うので、だ

から、先ほど言ったとおり、ある程度の議論が進んで、もうこれ以上、もし、議運の中で議論がで

きないのであれば報酬等審議会に一回差し戻したほうがいいという話をしているだけなのです。た
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だ、それと定数の問題を一緒に絡めて、これだけの予算をつくるから、そのために定数をこれだけ

減らすのだという議論は、僕はしたくないなと思っている一人なものですから。これからまた定数

の問題については、そんなに大きな時間をかけることはなく、ある程度の方向性をみんなで話して

いければなと思っている一人です。多分いろいろな考え方はあるかもしれないけども、そのときに

自分たちの定数を減らすときの根拠というものを、ちゃんと自分たちで明確にしておかないと議論

ができないと思いますので、それだけはやっぱり今後の議論の中で必要なことではないのかなと思

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）  今の氏家委員の意見にやや似ているかもしれませんけれども。定数

を 20 から 16 にしたときに、我々は何を考えたかというと、一つは町民の皆さんと乖離をしないと

いうことがありました。それから、チェック機能をきちんと増そうではないかと、財政問題の中で。

これはここにいる方、前田委員外議員はいらっしゃらなかったかもしれませんが、ほかの方は全部

いらっしゃったのです。それで、議員はきちんと勉強しなさいと。この３つを担保にして、議員を

20 から 16 に減らしたのです。これはもう皆さん知っていると思うのです。そのときやったのが何

かといったら、通年議会と広報広聴常任委員会と政策研究会なのです。このことによって日数ふえ

たのです。だから、定数減らすということは、必ずそういうふうになるのです。減らせば、必ずそ

うなります。だから、この次減らせば、もっともっとなります。問題は、報酬がリンクしないとい

う部分です。現実的に 22 から 20 に減らしたときも、20 から 16 に減らしたときもリンクしていな

いのです、まったく。それでは、その代替で上げるということが、本当にこれが町民の合意を得ら

れるか。僕は、ほとんどのことで町民の合意を得るということはかなり難しいと思っています、は

っきり言って。例えば、今、出ているように 14 人にしたからといって、町民は納得全然しません。

10 人にしなさい、豊浦は８人ですと、必ずこうなります。この間出た陳情だってそうでしょう。大

幅に減らしなさいという陳情ですから。２人、３人減らせという陳情ではないのです。ですから、

本当に一つそういうところがある。 

 もう一つ。報酬のことで言えば、私は、今の段階まできたら本当に、皆さん知っているからあれ

なのだけど、あの答申というのは町長に対する答申です。それで、松田議員が特別委員会の中で言

っていましたでしょう。あのとおりなのです。はっきり言えば。ただ、否決されたり、いろいろな

ことがあります。だけど、これは議長と町長の考えることなのです、はっきり言えば。そうです。

出して、否決したら、もう出さないのだから。上がらないというだけのことです。あんなもの、議

員がここで議論をして決めるものではないと。いや、全部正しいとは思わない。やっぱり我々の仕

事の量はちゃんと計らなくてはいけないと、僕は思っています。だけど、出すか、出さないかとい

うのは町長の権限なのです。だから、松田議員の言ったとおりなのです。本当にそうだと。ここま

できたら、やっぱり僕は本当にそう思います。ここで議論をして、それでは５万上げなさいと決め

られるのかと。６万なの、７万なの、３万なのと。何を根拠にして議会が決めるのとなるでしょう。

僕はやっぱり、そういうことで言えば、報酬については松田議員の言うことが基本的には正しいこ

とです。だって、こちらが 10 万にしてくれと言っても、町長はだめだと。３万だと言ったら、３万



 30 

なのです。だから、その議論が一番大切なのは、本当はそれが町民に見えて、町民が理解したとい

うことになったら別なのです。ここのところができれば、10 万なら 10 万、僕は上がると思います。

だから、これは、僕は、今の状況ではほとんど町民の理解をそういう形で得るというのは、３万で

あろうと、５万であろうと、5,000 円であろうとかなり難しいだろうなと私は思っています。です

から、そこは逆に言えば、返上するという意見とやや似ているのだけど、これは本当に町長が考え

ることで、議会が本当に考えることなのかというふうにならざるを得なくなってくるわけです。そ

れで、我々は、これだけの議会活動をしていますという、そのデータはきちんと取って示す必要は

あると思います。それはやらなくてはいけないと思うけど、この後、ここまできたら、それでは、

定数減らした、我々がみずからやった、前回、議長の諮問でやった 20 から 16 にした教訓って、一

体、我々の中の何に生きているのだと。前田委員外議員はいなかったから、前田委員外議員は自由

なことを言われても構わないと思います。だけど、あのとき私たちはどういう意見の一致で 16 にし

たのかと。皆さんがいいよ、16 にしようと。そのかわり、チェック機能と広報広聴で町民との乖離

は絶対やらないし、政策研究会をきちんとつくって議員の質を上げようと決めたのは我々なのです。

そして、日数ふえたわけです。だから、やっぱりそこのところは、僕は本当にきちんと考えてみる

必要があるのではないのかなというふうに、今は本当に強く思っているのです。だから、結論的に

言えば、これ以上減らしたら、報酬のために減らすなんて、もうとんでもない話だし、僕はそれを

やったら議会自体が、ここに書いている、本当にどこまで減らせばいいのという、本当に泥沼の中

に落ちていくのではないのかなというふうに私自身は思っています。以上。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、私のほうから。今、ご意見の中で報酬のことで減らすのは

とんでもない話だという意見がございましたけども、私は先ほど定数削減と報酬が残念ながらリン

クしていないというお話がありました。これはまったくそのとおりで、20 から 16 に減らしたとい

うことは、20％議会費が減っているわけです。これは議会独自の努力の中で 20％削減している。さ

らに自主削減 10％。これも、きょう、議員提案というのがございましたけども、それだけ削減の努

力もしている中で、かつ、町民から若い人たちや女性の方、働いている方々が出られないのは議会

の活性化につながらないということでああいう答申が町民の審議会から出ていると。これをいかに、

それでは、考えるかということをやっぱり趣を私は置くべきだと思います。当初の私どもの考え方

は、単純に報酬は上げて、議員定数もこのままでという考え方をずっと持っていました。しかしな

がら、この部分がどうしても皆様方にも理解をしていただけない、それでは、町民に訴えて何をわ

かっていただけるのだろうと考えた中で、私は報酬を上げるための方策の一つとして大幅に削減す

るのもやむなしと。それで町民の理解を得られるのであれば、相当厳しいことになるかもしれませ

んけれども、そのぐらいやらないと風穴は開けられないなと、こういう思いの中で私どもは大幅に

削減したとしても、まずはやはり、町民の審議会の答申というのは非常に重たいものがあると言う

ことで考えておりますので、議運で意見が出尽くされて、一つの方向性が出ないのであったら差し

戻したらいいというお話がございましたけれども、差し戻したところで町民は、議会ではどうせ決

められないのだから、もう、やめたとなるのか、それとも、また同じようなものを上げてくるのか、

こういうことになると思うのです。そういった中で本来はリンクさせてはいけないようなことなの
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かもしれませんけども、私はリンクさせた中で報酬が上がることによって若い人たちが挑戦できる

環境がつくれるのであれば、そのようなことでいろいろな場面で訴えていきたいなというふうに考

えています。以上です。 

 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君）  ちょっと確認だけさせてほしいのですけども。今、氏家委員も、

山本委員長も、大渕副委員長からも松田議員の例も出されてお話されましたけども、我々の報酬を

町長諮問の報酬等審議会で決めたもので優先すると、決めてほしいのだと、決めるべきだとこうい

う議論があったのですけども、今まで議会改革の中でやっぱり町民の声もみずからのことだけ聞く

べきではないかとか、栗山とか福島もそうですけども、議会基本条例で自分たちの決めることは町

民の中に行って、声を聞いて決めましょうと。こういう町民参加の部分もあるのです。そこまでの

積み重ねをどういう形で持っていくかということは抜きにして、一つの決め方の方法として。そう

であれば、今の話を聞くと、町の議会としては、定数とリンクする云々は別にして、あくまでも議

員報酬については、町長の諮問している報酬等審議会の答申に沿うという形でいくという方向性が

多いけども、そういう方向で見定める方向に大勢としていくのかどうか。その辺がちょっと私、今

言ったように、議会のあり方、３年間ですけど、議会改革について、町民の中で議会懇談会もやっ

ていますし、そういう中で自分たちが決めるのだと。議会が町民の意見を聞いて決めるのだと。そ

ういう方向性も多分議論の中にあったのですけど、今の話を聞くと、ほとんどがそういう形にいっ

ているのですけども、そういう方向でいいのか。そう決まればそれでいいのですけども、それでい

いのだろうかなと。そして、私も言っていましたが、上げた以上は自分たちで態度を決めなければ

いけないから、それは別としても。議会の自主性としてどうなのかなということが、今まで議論さ

れていたのだけど、それがなくなってしまった。それがどうなのかとちょっと思うのですがいかが

なのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今の意見なのですけど、それぞれの議員がどう考えるかということは

別として、私の考えとしては、今まで過去からずっと少なくても報酬等については審議会の意見を

参考に町長のほうから提案されています。そういう中でずっときているわけです。だから、その中

で審議会で、私は議長として、これだけ一所懸命皆さんが改革をしてやっていることについて、や

はり今まで過去は、議会議員は無報酬でもやるべきだというような審議会での議論もあったという

話も聞いているわけです。そういう長い流れできているのですけども、このたび、我々がいろいろ

改革したことが審議会のほうであくまでもこれだけ活動をたくさんしているのだから、こういう報

酬にすべきではないかということで、今回、ここ１、２回はきております。審議会の意見が本当に

町民代表意見かというようなことについては、それぞれの議論があるかと思いますけど、現時点で

は、今まで報酬等審議会の意見に基づいて我々はそれに対応してきているということです。今まで

ちょっと議員のほうで想像つかなかったような形で出てきて、私自身びっくりしているのです。だ

から、逆に考えると、やはり今まで議会議員と違って、これだけ第三者的な人から見ても、これだ

け一所懸命やっているのなら、とても兼職でやる時代ではないなと。それであれば、このままでい
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くと、若い各層から出られる環境にないと。ぜひ、それであれば、活動をやめろというのではなく、

やっぱり活動をそれだけやるのだったら、報酬がこれくらいなかったら、半分生活給みたいなもの

です、それでなかったら兼業でできないと。ちょっと偏った方の議会参加になってくるので、ぜひ、

考えるべきだというような審議会の考えですから。それは今まで経過から見て、報酬等審議会でそ

ういう結論を下してやったということについては、私も非常に我々の活動がようやく、ある意味で

は認めてくれたなと。だけど、町民の前に出て行くと、それとは裏腹にぼろくそに言われている部

分がありますけども、一方では、そういう審議会の方の意見もあるということではやはり我々、自

信を持って、今までやってきたことがある意味では認めない人もいるけども、認めている人もかな

りいるということなものですから。私は、審議会は審議会なりに独自に判断された結果だし、その

審議会の言うこと、それをまともに信じてそのとおりやるのか、やらないのか、それをもとに判断

するのかということになると、現時点では、やっぱり私は、審議会の意見は尊重すべき部分も多い

なと。だけど、もし、町長が町長提案されたときにどう判断するかは議員個々にあると思いますけ

ど、私はやっぱり審議会の意見というのは非常に重いということで、そういう判断をした結果は我々

議員が日ごろからやっている、大変な思いをしてやった、私はそういうぐあいに認められたという

ぐあいに、私は私なりに判断して、ぜひ、そういう面で、皆さんものすごく、意見を聞いていると、

すべての面でものすごく自分たちは何もやっていないような感じで謙って皆さん意見を言っている

けども。特に通年議会の関係であちらこちらから研修に来られて、ほかの議会の議員さんから見る

と、やっぱり同じ悩みを持っている議員さんばかりが来ていろいろ話をするのですけど、本当に白

老はよくそこまでやると、やっているということは、これは対応している我々が一番わかるのだけ

ど、そういう思いですから、やはりもうちょっと皆さん、自信持って、定数も含めて、定数もやは

り、私どもが少なくしたところから聞くと、要するに定数削減すると地域の情報が集まらないとい

うような端的な、確かにそういうことは、定数減らせばそれだけ情報は、一人の持っている量とい

うのは拡大していけばいいのではないかと思想論みたいなのもあるけども、やはり一人は一人です。

二人は二人。やっぱり二人集まれば二人の情報が、町民からの情報が集まるという、そういうこと

も極端に一桁に減らした議会の議長さんの話を聞くと、やはり情報が集まってくるのはかなり減っ

ているというのが聞かれますので、これもやっぱり一定の限度というものがあるなと。それと私、

前回、諮問したときに、白老町は２万人を切ると。そういう中で、切っても、選挙のたびに、改選

のたびに、定数減らせという外圧が来ないような形である程度減らす方向であのときははっきり減

らすか、減らさないか考えろではなく、減らす方向で検討してくれと。それにはもう毎回、定数の

問題で議論するのは、本当に問題があるなという思いで 20 から 16 にしたという経緯がありますの

で、その辺もそういった原点に戻って一つ考えていただきたいなというぐあいに思います。一人減

ったから一人というような考えもありますけども、減ってもこういうアクシデントみたいな、生身

の人間ですから、減ったから、必ずそれが維持されるというものでも逆にないし、その辺はやっぱ

り皆さん、そんなことを私から言うまでもなく十分承知だと思いますけども、その辺を一つ十分議

論して。それと、一つ。議運の委員長さん。議論をしていって、今までどちらかというと全員合意

の中でいろいろ進めてきました。時間をかけて、お互い議論をして合意という形できたということ
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なのだけれども、これらについてのやっぱりいろいろなこれからの議論の中で合意できなかったと

きにはどういう形になるのかなということで、その辺もある一定のところへいったら、もうここで

きちんと切ってしまって、民主主義の原則で進めるのか、進めないのか、その辺も含めてやっぱり

これから議論していただければなというぐあいに思います。結論はある程度どちらかに出さなけれ

ばだめですね。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  前田委員外議員の言われた部分で。僕たちは報酬等審議会から来たもの

をそのまま受け入れるのではなくて、報酬等審議会からのそういったいろいろな話が合って、ただ、

第３次議会改革の中で報酬と、それから、定数については議論をしましょうということがあったも

のですから、ここで議論しなければできないということで今まで議論を重ねてきたということがま

ず前提にあります。ですから、そういったことを踏まえ、そして、ある程度の議論が進み、もし、

結論が議会運営委員会として出せないようであったら、僕は、一度それは、こういったいろいろな

理論的な部分で報酬はこのままではだめだということはある程度皆さん一致しているわけですから、

その金額もいくらがいいのかという話までは、ここではできないのかもしれない。だから、そうい

った部分のある程度の合意をもって報酬等審議会に返すというのは、僕は全然おかしい話ではない

と思います。あとは報酬等審議会が町長に対して、やはりこういうことだということで示したもの

に対して、町長はどう予算づけして、議会議員の報酬のあり方を町長が示すことになると思います

ので、そこまでは私たちの権限ではなくなってくる。それは一つのルールの中に沿って、やっぱり

僕たちは真摯に受けとめながら、それに対しての結論を出していくということになると思うのです。

ですから、今まで議論してきたことは、僕は決して無駄なことではないし、結局、議員のあり方、

今後の白老町の町議会のあるべき姿もそうだけども、今まで議論してきたことですから。報酬の中

間報告でも出しているけども、裏づけとしてのいろいろな議論、まだまとまってはいないけど、で

も、そういったものが一つの裏づけとなって出せるのであれば、僕は、それで金額を示すとか何と

かではなくて、そこで結論出る問題ではないと思っているから、ある一定の方向性をもって審議会

に返すべきだなと思っているだけの話なのです。ですから、決して報酬等審議会の言ったことをそ

のまま受けるのではなくて、こういうことで今の報酬ではだめだけども、結局、金額の上下に関し

ては、議会ではちょっと扱える問題ではないという話の中で戻すことになるのではないかなと思っ

ているのです。 

○委員長（山本浩平君）  西田委員、何かありますか。西田委員。 

○委員（西田祐子君）  先ほど議長の言われたお話が今までなかなか聞かれなかった議長の本音

というのですか、思いというのですか、聞かせていただいて、私はよかったかなと思っています。

やはり、これから新たな議会を構成されていく人たち、その人たちにとって白老議会がどうあるべ

きなのかという一つの議会としての議長が言ってくださったことは、その姿を示してくださってい

るのではないかなと、私はそういうふうに重く受け止めさせていただいて、次の会派会議の中でそ

のことをお話して、議長の言われた意見に沿うような形の意見が集約できていければいいのかなと、

そういうふうには、きょう、感じて、お話を伺いました。一応、それだけ、まず、伝えさせていた
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だきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  近藤委員、ありますか。特にありませんか。 

 大体、それぞれの会派の方からの意見を伺いましたので、さらに、きょう、ほかにといっても、

なかなか新しいご意見が出てくるとは思えませんので、きょうの議論も踏まえて 20 日か、21 日に

集中的にやろうと思っています。そのあとは 27 日に集中的にやろうと思っております。最終的にど

ういう決め方をするということに関しては、また皆さんと相談しながら、一定の方向性を出すため

には、先ほど、議長からもございましたけど、採決というのも一つの方法ではあると思いますので、

その辺も含めて今後も議論してまいりたいと思います。 

 ということで、よろしいですか、皆さん、きょうは。何かまだありましたら。副委員長、何かあ

りますか、最後に。局長のほうから何かございますか。 

 それでは、長時間にわたり、どうも、きょうはありがとうございました。 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  それでは、以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたしま

す。どうも、お疲れ様でした。 

 

（午後４時１５分） 

 


