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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２０日（月曜日） 

   開  会  午前 １０時００分 

   閉  会  午後  ３時０４分 
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 ２．その他について 
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 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  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  
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◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 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） きょうの調査事項、いろいろと懸案になっていることがたくさんござい

ますけれども、この１番の議員定数と議員報酬につきましては、これは議長からも精力的に、この

件については一定の議会としての方向性を出すようにと、こういう指示をいただいてございます。

そういった中で、きょうと 27 日の年内二日間の議運の中で一定の方向性を何としても出していきた

い。また、会派の中で調整が必要なことが、もし起こる場合はこの公式な会議以外でも精力的に協

議を開くなどいろいろしながら一定の方向性を出していきたいと、このように思っておりますので、

皆さま方の協力をお願い申し上げたいと思います。それではまず、その他の５番目、全員協議会の

開催。これは、要請が町のほうからきておりますので、先にこの説明をいただきたいと思います。

上坊寺事務局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 企画政策課のほうから、要請がきてございます。前回の定例会の中

でも質問であったように、一定のものを示していただきたいということで、まだ町側は協議中です

けど、できれば６日の会期を決める１月会議にお示しをしたいということでございます。それで、

当初は４時から本会議を開いて、夕方新年会をやるという予定をしてございましたけど、ちょっと

日程が変わってきますので、今事務局として考えているのは１時から広報広聴の小委員会、議会報

の関係をしていただきまして、２時半まで、それでおおむね１時間ぐらい必要だということなので

２時半から全員協議会をやらせていただきたいと。議会運営委員会はすぐ終わりますので、議会運

営委員会をやってすぐ本会議のほうに入りたいと。その後、各常任委員会、所管事務の調整をお願

いしたいと、こういう日程にさせていただきたいと思います。そういう関係で、これの説明をした

いという要請でございます。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） ３時半からということですね。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まだちょっとその辺は、全員協議会の時間をみまして、１時から間

違いなく広報広聴小委員会で、２時半をめどにやっていただくと。約１時間ぐらいですので３時半、

もしかしたらもうちょっと延びるかもしれませんけど、そのような形にしたいという事務局の予定

です。 

○委員長（山本浩平君） この５番目の、その他について、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは早速、１番目の議員定数と議員報酬について、入りたいという

ふうに思います。これは、かねてから議員定数や報酬をどうするかと、どういったことが根拠にな

るかというようなことまで具体的に各会派に前に持ち寄っていただいて、協議をいろいろと進めて
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いった、そういう経過がございますので、ある程度というよりももうこの時期においては、それぞ

れの各会派、あるいは無会派の方々もきちんとした考え方を持たれていると、このように思ってお

りますので、この議員定数と議員報酬、これを分けてやるとか分けてやらないとか、その考え方も

それぞれさまざま会派によって考え方も若干温度差があるようにも思います。そういったことも含

めて、それぞれの各会派また無会派の方の、これは参考までにですけども、意見を伺っていきたい

というふうに思います。どちらの会派の方からでも結構ですけども、もし挙手にて発言をいただく

ことができるのであれば、どちらの会派からでもどうぞ。それと、きょうはこの内容については、

録音した形の中できちんとやりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたしま

す。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。新政クラブは、定員につきましては、現状 16 名に決定を

しております。議員報酬につきましては、やはりアップする方向で、去年、報酬等審議会が答申を

出されました 10 万円をめどに、それで検討をしたいという状況でございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私たちも、定数は現状の 16 名という数字は基本的には守るべき

だという考えでいます。ただし、現実的に今 15 名でやっているという現状を見ますと、その辺はこ

の議会運営委員会の中での議論の中で 16 という数字にこだわるのではなくて、皆さんとの協議の中

で決めていければと思っております。報酬については、今までの議運の中でのいろいろな議論の中

で、これからの議会運営また議会の構成メンバーとしての議員の活動を維持していくためには、今

の報酬では多分できないだろうということは、全部ではないですけど、大体の方々の意見として一

致をみている部分だと私は考えておりますので、それもこの議会運営委員会の中で皆さん方との議

論の中で今後のあるべき報酬額についての、私は多分額的なものはここでは決まらないと思います。

ある程度の方向性が決まった中で、報酬等審議会に差し戻すという形が私はベターかと思いますの

で、それにしても皆さん方と今後の議員報酬のあるべき姿みたいなものを、ここで議論できればと

思っておりますので、しっかりと議論してまいりたいと思っております。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風の考え方を示しておきたいと思います。私どもの、報酬に関

しましての考え方は、常日頃どの公式な会議でも申し上げているとおり町民の特別報酬等審議会の

答申をそのまま私どもは受け入れたいという考え方でございます。先般の議員提案のときの反対討

論でも申し上げましたけれども、会議日数等が相当量に及ぶ、しかもこれからまた政策研究会など

も新たな取り組みも行う中で、ますます会議日数もふえていく中で、私どもとしては議員の地位、

身分、この保全に全精力を傾注していきたいということをこの前申し上げたとおりでございまして、

そういう考え方を思っておりますから、報酬は上げるべきと。その額に関しましては、新政クラブ

さんと同じような考え方でございます。近隣の市議会等々の報酬、例えば今苫小牧は 44 万ぐらいと

聞いているのですけれども、それでも苫小牧の市会議員さん、これはもちろん人口が非常に多い中

でいろいろな活動、交際もいろいろある中で 44 万でも実際には本当にきついという話をいろいろな

角度から伺っておりますので、私どもはそれ以上の活動をしているわけですから、近隣の市会議員

のレベルのところまでいくぐらいであってもよろしいのかというふうに基本的には考えております。
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ただ、それは現実的にはすぐには難しいと思いますので、少しでも上げることができればというふ

うに考えております。それと、定数に関しましては、基本的には、根本的な考え方として私どもは

現状維持か、あるいは先ほど出ていましたけど、現在一減の状況で実質やっておりますので、それ

ぐらいでキープするというのが理想ではありますけれども、ただ、今の世の中の流れとして名古屋

市議会、あるいは阿久根市議会の首長が世論に訴えて市民の税金を減らすために議員のあれを、人

数とか報酬を大幅にカットするような、ああいうことを市民に訴えてやっている状況の中で、意外

と市民もそれに呼応するがごとく人数が集まっている、そういう状況もございます。私はその考え

方は大いに間違っているとは思いますけれども、もし世論に訴えた中で報酬が 10 万円ぐらいアップ

するということに対して非常に厳しい意見が世論の中にあったとしたときに、これは個々のやはり

地位の保全を考えた場合には大幅な議員の定数削減もやむなしというような考え方も同時に持って

いるということでございます。以上であります。それでは、日本共産党さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。一つに議員定数の問題なのですけど、今の状況で本当に二

元代表制を守っていけるのかと。各町村で一桁という議員定数のところが随分ふえてきました。本

当に首長の権限、長の権限というのはものすごくあるわけです。機関競争主義といっても我々が一

丸となって議員全員が一致してやった行為に対してすら町民の意見を実現することはかなり難しい

というのは実態です。今の状況というのは。それは二元代表制そのものが崩れてきているというふ

うに思わざるを得ないというふうに思います。これから、今のような形で定数を減らしていったら、

私は報酬とリンクすべきではないという考え方ですから、元々定数を減らして報酬を上げるという

のは、白老町議会も 22 から 20、20 から 16 もそうですけれども、そのことが町民の合意を得られる

というのはなかなか考えづらいだろうというふうに思っていますから、私はリンクすべきではない

という考え方です。ですから、そういうことでいえば、今の議会、地方議会が白老の場合、これ以

上減らして、20 から 16 まで減らしたというのは、それはチェック機能と町民の乖離を防ぐために

二つのことを取り入れたのです。通年議会と広報広聴常任委員会、これがものすごく議員の活動日

数をふやしているのです。現実的には、そこでふやしているのです。それは議会自らが定数を減ら

すときに、そういう処置をとって町民との乖離や、チェック機能を落とさないためにやろうという

ふうに決めたものなのです。ですから、本当に二元代表制を守り、機関競争主義をやっていくと、

今現実的に地方分権でどんどん国から地方に仕事がおりてきているのです。本当にそういう中でチ

ェック機能を果たせるのかどうか。議会の機能がするのかどうか。まして、常任委員会が構成でき

ないということは、まさに地方自治の本当に崩壊と言っていいのではないかというふうに私たちの

会派は思っています。ですから、定数は、これ以上減らしたらもうまさに議会の機能は果たさなく

なるだろうという、非常に大きな危惧を持っています。ですから、室蘭民報さん、皆さんのところ

に配られていますけど、室蘭民報さんでいっている問われる二元代表、これを読んでも、これは共

同通信の文章なのです。室蘭民報にはそのものの文章ではないですけれども、それぞれ皆さん読ま

れたと思うのですけれども、地方新聞すらも２年代表制を問うというふうになってきているのです。

ですから、もう地方議会ははっきり言えばこれ以上減ったら必要はないと。豊浦の町議会さん８名

がみんな来て、白老で研修をしていきましたけど、本当にそれと同じようなことを言っていました。
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議長さん自ら。ですから、私はやはりここは減らすべきではないという考え方です。それから、報

酬の問題ですけど、私たちは一環として、これは言っています。現状の活動日数と報酬が一致して

いない。これは、はっきりしています。それと今回の報酬カットとは、私たちは全く別な次元の話

だというふうに思っています。それは、議長が言われた中身でそうではないというご意見もござい

ましたけれども、私たちはそう思っています。それで、問題は学者先生の言うことを全部信用する

かどうかということもあるのですが、神原さんや広瀬さんや江藤さんですか、中尾という栗山から

東京財団に行った彼までが町民の合意なのだということを言うのです。本当にこれは町民の合意で

勝ちとれるものなのかというふうに、私は本当に今疑問に思っています。アップすべきだというこ

とは、これはもう今の状況でいったら本当に議会存続と同じぐらい、議員の報酬というのはアップ

しないと議会そのものが存続できないという危機にきているということは確かです。ここは私たち

も全くそう思います。ただ、町民の合意を得るということをどういうふうに考えるかと。ここが問

題だと私は思っています。ですから、町民合意が得られる範囲であれば、当然私は報酬アップすべ

きと。問題は、得られなかったときにどうするかということがあるのですけれども、そこは議論の

中でちょっと解決していきたいと思っているのですけれども、町民の合意が得られる範囲でアップ

するというのは私は当然だというふうに思っています。ですから、今の状況で白老の議会が定数 16

で存続するためには、報酬アップというのは、その選択肢、10 万円がいいかどうかというのはまた

ちょっと別の話でございまして、それが１万円なのか３万円なのか５万円なのかというのはわかり

ません。ただ、アップの必要性は明らかにあると、これは間違いない事実だというふうに我々の会

派では議論の結果そういうふうになりました。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、どうぞ。松田委員外議員。 

○委員外議員（松田謙吾君） 私は、きょう代理なものですから。今、いろいろ話を聞いていたし、

まず議員報酬の件です。私は、この議員報酬は、今のまちの財政状況からいってアップすべきでは

ない。見直すべきではない。見直すとすれば、私は議員定数も削減がなければならない。私は、で

すからいつも言っているのは、もう議員定数は削減して、そして報酬をアップすべきだと。これが

私の考え方です。ということは、かつては議会の日数が 40、50 日の時代がずっと続いていました。

定数が 22 名、50 年も続いたのです。今、議会日数が昨年 165 日、180 数回も委員会が開かれていま

す。であれば、私は議会改革含めて、これだけの日数があるのであれば、当然議員が専従のような

考え方であるとすれば、私は委員会だって２つなんか必要がないと、１つでいいと。ですから、日

数がふえて、報酬をアップするのであれば、議員を削減すべきだと。そうでなければ、町民の合意

は得られないだろう思います。それから、議員報酬の削減と見直しというのがあるのですが、この

削減については、先般も議論されたようですが、これは当時の私の議長のとき、まちの財政状況を

見て、当時の町長は財政状況が厳しいので町長の特別職の給与を削減する。こういうことが発表さ

れたものですから、私は、であればこの厳しいときはやはり議会も汗をかくべきだと。そんな思い

で、当時、堀部副議長とご相談をし、なおかつ議会にご相談し、削減をしたと。これは、当時議会

活動日数が 60、70 日なのです。これが通年議会を導入して 165 日ぐらいになったとすれば、当然こ

の部分が議員報酬と切り離して議員削減の見直しはするべきだろうと、私はこう思っておりました。
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ですから、議員報酬の削減と議員報酬はもちろん切り離して考えるべきだと。これが私の考えであ

りますし、会派としても、そういう考えを持っています。ですから、あちこちいったのですが、ま

とめて言うと議員報酬は議員定数を削減して、そして議員報酬を見直すべきだし、それから議員報

酬はまちのトップの町長が議員報酬審議会に諮問をしたわけです。そして、答申をいただいたのは

町長なのです。ですから、私は町長が今の議員活動を見ておりますから、その中で今の議員報酬で

は議会活動に対して議員報酬を上げなければならないという考えで答申をしているわけですから、

私は一番大切なことは町長が提案者ですから、町長が議員定数の根拠をきちんと、議員報酬の引き

上げの根拠をきちんと示して、そして町長の示した案に対して、議会がその案に対してきちんと議

論をし、町民に説明をすべきものだと、私はこう思っております。 

○委員長（山本浩平君） それでは、前田委員外議員の意見も伺っておきたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 今まで、いろいろ議論されていますから、結論的なことで私から言

わせてもらいます。まず、チェック機能を私は議員の数ではないと思います。やはり議会に対する

信頼性と議員の資質の向上、これらがなければチェック機能は働いてこないと思っていますので、

数が多ければチェック機能ができるということには私はならないと思います。それと、二元代表制、

機関競争主義を作動させる議会を目指すと、皆さんもそういう話をしていますから、当然そうある

べきだと思います。しなければ、議員の活動はおのずから専従化が求められますと。そうすれば、

定数減にして、私は報酬アップすべきだと。それで、今１名減です。ですけども、現在の議会の活

性化には何も支障はきたしていませんので、１名、２名がなくてもやれるのではないかと思います

し、現状の定数であれば、私は報酬アップはだめだと思います。町民が認めてはくれないと思いま

す。ですから、そういうことであります。 

○委員長（山本浩平君） ただいま、それぞれの各会派と委員外議員の方から、考え方を述べてい

ただきました。この中で、暫時休憩をいたします。暫時、休憩をした中で自由討論をしたいと思い

ますので、それぞれの方々の意見について何かご意見、あるいは質問がございましたら、考え方を

聞いていただいても結構でございますので、自由討議をちょっと行ってみたいというふうに思いま

す。暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午前 １０時２６分 

                                          

再  開  午後 １３時０５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。 

 この報酬について、リンクさせるか、それとも独立して協議をするかというところも議論をいた

しましたけれども、この議論については、私どもだけが、これは一緒にしないとだめだということ

でございました。新政クラブさんも、定数に関しては現状維持とはっきりと、そういうことを明確

に申し上げてございましたので、私のところだけでございますので、この定数と報酬は切り離した

中でまずは議論をしてみたいというふうに思いますので、定数について、どのような考え方を持た

れるかということについては、ある程度意見は出たと思うのですけれども、再度この定数について

協議をしたいと思います。どちらからでも結構でございます。挙手にて発言をいただければと思い
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ます。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。今までいろいろな議論が出て、私なりに全体的なもの

をちょっと、皆さんの意見を聞いた感じでまた私の思いも含めて、やはりこれからの議会というの

がどうあるべきなのかということはまず我々の責任で、例えばこの議会改革というものが進められ

てきたとすれば、そういったこれからの運営のあり方については、ここでしっかり議論するべきだ

ろうと思います。そうした観点から考えると、例えば町民の合意を得なければいけないということ

も大事な部分でございますけれども、それは先ほど松田委員外議員が言われたとおり、町民の代表

者である我々がここで議論をしていることというのは、町民の代弁をしていることにもなるのだろ

うと思います。またそれが、この議会の中で、例えば二元代表制のもとに機関競争主義を発揮して、

議会というものがどうやって行政と、しっかり立ち位置を構えて、そして例えばチェック機能を果

たすだとか、政策立案をしていくだとか、そういった物事の考え方というのは議会としての合意の

中で進めていかなければならない。そのようなものが根底になければならない。そういった根底に

なければならないという物事のことを考えると、やはり合意という場というのは、ある一定の方々

の集合体でなければならないという思いにたちます。ある一定の方々というのは、例えば若い人た

ちも含めて、それから仕事の面もあらゆる階層の方々を含めて、ある一定の人数は必要だろうと考

えます。それが、定数、例えばそれが今は 16 という定数を白老町議会はもっていますけども、16

がいいのか、それとも今現在 15 でやっているから 15 にしようという議論なのか、その辺はこれか

ら皆さんとしっかりとした議論の中で進めていかれるべきだろうと思います。私は、決して 16 の定

数だから16にこだわるつもりもないし、皆さんが例えば現状が15だから15で行きましょうだとか、

そういう話であれば、それに近づいていこうという思いはありますので、この中でしっかり議論を

深めていきたいと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） お尋ねしますが、現状として、公明党さんというか氏家委員としては、

何名が妥当ということは、今の時点では明確にはお話はできないということでとらえてよろしいで

すか。 

○委員（氏家裕治君） 会派としての考え方を、数字をあげてちょっとまだ議論はしていないとい

うのが現状にあります。ただ、現状が 15 でやっているという話は、それは出ますので、例えばうち

は定数 16 でいくからということで、がちがち固まっているという話ではないということで理解して

いただければと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、新政クラブさんにお尋ねしたいと思います。現状維持という

お話がございました。その理由づけと申しますか、それについてお話をしていただきたいと思いま

す。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私どもの話し合いの中では、あくまでも現状維持ということでございます

が、実際に今１名減でやっておりますので、今まさに氏家委員が言ったような全く同じでございま

して、それに固まっているわけでもございません。その辺につきましては、柔軟に考えていきたい

と思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもですけども、私どもは先ほどから申し上げておりますように、今
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はリンクしないで、まず定数だけということでお話をしようということでやっておりますけれども、

最終的にこの報酬等審議会の答申を首長が十分それを理解した上で、その主旨にのっとった形の中

で報酬が上げられるということでの可能性が高いのあれば、変な言い方になりますけれども、定数

にはこだわらないつもりでおりますけれども、世論がそれがなかなか厳しい状況も考えられますの

で、そういう状況になった場合は定数大幅削減もやむなしという立場は、今のところ変えないつも

りでございます。以上です。では、日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私たちは、ずっと議論してきましたけれども一貫して、当

然今の山本委員長のお話では報酬とリンクしないということですから、報酬とリンクされても同じ

なのですけれども、我々は定数はこれ以上減らすとやはり常任委員会の機能や、議会の本旨、これ

がやはり多くの町民の意見を議会に反映していくというようなことからいっても、私たちは削減す

べきではないだろうということで一致をしております。 

○委員長（山本浩平君） それでは、再度同じことをお尋ねすることになりますけれども、清風ク

ラブさん、定数だけの考え方について、お尋ねしたいと思います。松田委員外議員。 

○委員外議員（松田謙吾君） 松田です。定数だけのことをいうと、昨日も我々いろいろご相談を

したのですが、定数だけをいうと私は最低で２名減らすべきだと、２名以上にすべきだと。最低で

も２名以上減らすべきだと思っております。 

○委員長（山本浩平君） それでは、参考意見として委員外議員の方にも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） 私も定数は削減すべきだと思っています。それと、いろいろ議論が

ありますけども、逆に議会で忙しくなった、これは私も認めます。しかし、ある程度、内側の論理

にあるのかと。では、20 から 16 になって本当に町民として何が変わったのだろうということが私

たちには実感が全くない。それと、厚真や壮瞥が１名削減していますけども、この人数であっても

新聞の報道によると現状の体制は実績があって尊重すべきだとか、チェック機能を損なわない程度

でできるのだと、こういうような言い方で議員発言はしているみたいですけど、これは後で詳しく

私は取り寄せようと思っていますけども、やはりうちはこれからみれば 16 ですので、私も人数は２、

３名減っても現状の中で十分に機能は、議員個々が認識すれば私はできると思いますので減らすべ

きだと思っております。 

○委員長（山本浩平君） おおむね、それぞれの各会派、あるいは委員外議員の方の意見が出まし

た。そこで再度、自由討論にしたいと思いますので、もし深くその考え方についてお尋ね、あるい

は先ほどのそれぞれの方々の主張をもう一度申し述べておきたいというところがありましたら自由

討論にいたしますので、どうぞ述べていただきたいと思います。また、議長、副議長の考え方もこ

こでおっしゃっていただければ結構だというふうに思います。 

 それでは、暫時、休憩をいたします。 

休  憩  午後 １３時１４分 

                                          

再  開  午後 １４時１５分 
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○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 きょうは、大変いい議論ができたと思うのですけれども、休憩前にマイクを取っていた中で、そ

れぞれの各会派や個人の方のご意見を伺ったものをまとめてここでちょっと私が話をしますので、

間違いがあるとか訂正があったら手を挙げていただきたいと思います。 

 まず、報酬に関してです。報酬に関しまして、それぞれの会派や、個人の方のお話をしていきた

いと思います。報酬に関しては、新政クラブさん、これは報酬等審議会の答申どおりのことで、ア

ップでよいというようなお話だったと思います。10 万円ぐらいというような金額も出ておりました。

公明党さんは、報酬は活動維持のためには審議会のことがやはりベースにすべきではないかという

ご意見が出ておりました。私ども新風も、これも全く新政さん、公明党さんと同じ考え方でござい

ます。共産党さんなのですけども、報酬に関しましては、活動日数と今の対価は必ずしも一致して

いるとは言えないから、これは町民合意の得られる範囲、これが１万であるのか、５万であるのか、

10 万であるのか別にして町民の合意の得られる範囲であればアップしてもよろしいのではないか

というご意見でございます。清風クラブさんに関しましては、定数と報酬、これは根本的に切り離

して考えるべきであって、まず定数を削減して、そして報酬を見直していくというようなことがよ

ろしいのではないかと。ただし、町長が諮問した町民の会議に対する答申をどう理解して条例で上

げていくのかと。これは、あくまでも町長が専任事項なのだから、町長がそれをきちんと自分の考

え方をもってやるべきだというご意見でございました。前田委員外議員でございます。定数を減に

して報酬をアップすべきだというご意見でございました。議論の中でまた大渕副委員長のほうから

は、これはマイクを取っていないときだったと思いますけれども、松田委員と同じように報酬等は

町長が決めるべきことであるというご意見も出ていたというふうに思います。報酬に関しては、そ

ういうことで削減すべきというような考え方のところは一つもなかったというように、皆さん認識

して結構かというふうに思います。きょうの議論の中では、こういうようなことでございます。続

きまして、定数のことでございます。定数に関しましては、公明党さんは、まだ数字をあげての会

派での具体的な調整の話は進んでいないので、今後の皆さんの議論の中で会派としての考え方を示

していきたいというような内容だったというふうに思います。新政クラブさんは、現状維持という

ことでございます。ただし、今実際は 16 名でございますが、マイナス１の 15 名でやっているとい

うことに関しても考慮しないわけではありませんという話でございます。ただ、堀部議長の意見と

しては、これはマイクを取っていない平場の議論ですけども、現状維持をすべきだという考え方を

堀部議長は申しておりました。私ども新風ですけども、私どもは議員の身分を十分に確立をしない

となかなか議員の資質向上だとか、いろんなことをきれいごとを言っても議員活動に支障があると

いうことも考慮した中で、まず報酬をやはり答申どおり上げるということを１番最初に考えたいと

いうことで、大変申しわけないのですけども定数に関しては、その世論の動向を見た上で判断した

いという考えでございます。共産党さんは、定数は維持して削減すべきでないというご意見でござ

います。清風クラブさんは、定数は２名以上削減すべきと。委員会等は、午後からやって、１日２

時間ぐらいで終わるような会議も多々あるのだから、午後なら午後を全部使って中身を濃くするこ

とをやれば定数削減も可能であると。それと、町民の合意の中で全くそのままで削減しない中で報
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酬アップというのは、町民の理解が得られないのではないかと、こういうご意見だったと思います。

前田委員外議員でございます。前田委員外議員は、２名から３名削減をすべきだということでござ

います。以上、こういう確認なのですけども。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 定数の話です。我々、会派が皆さんの動向を見て、我々の考え方を持たな

いで話をしているようにちょっと取れるのですけども、そうではなくてあくまで現状維持、現状の

定数は維持したいと。でも、今の現状を見ると、そうした削減の議論にもまな板の上には乗ってい

るわけですから、そういった議論に入らないわけではないということで認識しておいていただきた

いと思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。私のほうから訂正をさせていただいておきます。定数に

関しましては、現状維持ということで、ですけども今の現状の中ではマイナス１でやっているとい

うことも考慮した中での議論にしていきたいということでございます。基本的には、現状維持とい

う考え方でございます。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の山本委員長の発言は全部こういう考え方でまとまりましたということ

で、１回きょう決めていいのでしょうか。それとも、また会派に持ち帰って話をするのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 決まった内容ではございません。これは、それぞれの各会派のご意見を

拝聴した中でのご意見がこのようになっていますということを申し合わせした確認です。ですから、

次回まだ 27 日ございますので、そのときには何とか詰めることができれば、一定の方向性は出した

いというふうに思っておりますので、再度十分議論を詰めてきていただければというふうに考えて

おります。進め方について、何かご意見ございましたらどうぞ。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） この次の 27 日の議運のときに、きょうの議論を踏まえた上で、例えば定数

にしても現状維持でいくのか、それとも１減なのか、２減なのか、そういった範囲の話ですね。そ

のための議会としての、こういったことで理論といいますか、こういった理屈でこうなりますとい

うところまでもっていくということになるのか。そうしないと、今とりあえず私は言ってきたつも

りでいるけれど、一つ一つが、松田委員外議員も人口減を一つの理論的なあれとして上げられてい

たけども、そういったことで一つの、例えば削減なり維持なりを考えたときに理論立てをしながら

考えるという、そこをきちんと考えてきてほしいということで、今打ち出してもらっていいのかと

思うのです。そして、27 日の日に維持なのか、減なのか、いずれにしてもこういった理由でこうな

るというものを議会として出さなければいけないような気がするのです。そのために今回会派に持

ち帰るということで、それでよろしいでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、皆さん、氏家委員のほうから。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。当然、今氏家委員が言われたように根拠は明確にしないと、

これは理論的な根拠がなくて議論するわけにはいきませんから、そこはきちんと理論的な根拠を明

確にして議論をするということが必要なことかというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 私のところも世論の動向を見てからということなので、次回までにはど

ちらベースなのか、マイナスいくつなのかということは、きょうの議論を踏まえてできる限り数字

を出したいとは思っております。西田委員。 
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○委員（西田祐子君） 私どもは２名以上の削減ということで出させていただきましたけども、定

数のことにつきましては氏家委員、近藤委員、山本委員長のところはこだわらないということで、

しても１名ぐらいかというふうなご意見だったと思うのです。前田委員外議員は２、３名というこ

とだったのですけれども、堀部議長と大渕副委員長は削減は反対ということでしたので、実際には

本当に私たち会派が１名なり２名なりの数字を決めてきたときに皆さん方はどうなのかしら、その

辺は、例えば私たちはやはり２名にしようとか、１名にしようとか決めてきても、皆さん方はやは

り会派に戻ってきたらやはり今までの数字でいいというふうになったら決裂してしまうと思うので

す。そこまで私たちの会派は意見をまとめて持ってきているのかとちょっと悩んでいたところです。 

○委員長（山本浩平君） その辺は、それぞれの各会派で思いや考え方違うと思うのです。ですか

らそれは、次回、きょうの議論を踏まえて考え方が変わるようなところもあるかもしれませんけれ

ども、最終的に一致できるかどうかはちょっとなかなか、これはわからないところです。最終的に、

前回はどういう形の中で決めたかというと、マイナス 20 のときに５名やるべきだというところもあ

りましたし、４名というところもあったし、削減すべきではないというところもいろいろありまし

たけど、最終的の中では４名というようなことで決まったわけでございますけれども、それはこう

いう本当に議運の中だけで最終的に方向性を出せるのかどうかわからないのです。前回も何度かは

会派代表者会議みたいなことも多分やっていた記憶がございます。そういったことも必要があれば、

そういったこともやりながら、できる限り調整をしていくことも必要かと。共産党さんは最後確か

前回削減は反対という形で表明をされていたということだったですね。必ずしも、この定数に関し

ては議運の中ですべてが一致して、そして定例会の中で全会一致ということになるかどうかという

のは、なかなかこれはわからないのかと。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、山本委員長が言われたとおりで、きょういろいろ議論をして、それ

ぞれの会派の考え方というものを代表して皆さん言われていまし、まだ全議員の話が、どこどこの

会派がどういう考えで、どういう根拠で提案していますということをやはりそれぞれ今言われて持

ち帰って、それで少しでも歩み寄る、それでそういう気持ちを持って、ここまでは悪い、ここまで

はいいと全部出し合って、27 日にきちんと、きょうの意見を会派に持ち帰って、きょう来ていない

方にその辺をお話をして、そしてまとめていくと。完全に一致するかどうかは、それは 27 日の議論

になっています。そういう形でやはり一たん、今までは何となくわかったけど、はっきりわからな

かったものですから、今回はそれぞれの会派含めてわかりましたので、皆さんも理解したと思うの

で、あとは自分達のいかに主張して譲るべきことがあるかないかも含めて議論してきて次につなげ

ていただければいいのかというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） そういうことでよろしいですか。それと、もう１点、皆さんに確認した

いことが、前回どういう手法をとったかというと、町民の意見を聞くというような、そういうこと

をやったわけです。現実的には。定数に関してはです。ただ、同じことをやるということも全く異

議がないわけではないと思うのですけれども、前回の経験上、お話すると、多分真っ二つに意見が

分かれる、両方の意見が多分出てくるかと思います。そういった中でまた同じような時間をさきな

がら、そういったことを必要があるのかどうなのかということだけはちょっと、皆さんのご意見を
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伺っておきたいと思っているのです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、確かに町民との合意という部分は必要なことだと思うのだけども、

私自身もそうなのです。議会の中に入って、議会の構成メンバーの一人としていろんなことを学ん

で、議会は本当に大切なところなのだとか、議員ってこうしなければいけないだとかということが

初めてわかるのです。わかるからこそ、例えば今の定数が必要ではないかとか、そういう議論にな

ってくるのだと思うのです。もしこれが私が町民側にいて議会を見たときに、何を議会はやってい

るのだと、そんな議会はいらないとか、そういう感覚でしか見られないと思うのです。だから定数

の話というのは、確かに町民の率直な意見を聞くことも大事かもしれないけども、我々議会の中に

いて本当に議会の大切さを知っている人間が、当然町民に対しての情報提供は必要かもしれないけ

ども、議会は議会できちんと決めていくべきことではないかと思うのです。だから、時間があって、

これが１年ぐらいかけて決められるものであれば町民の前に出ていって、そういった議論も必要な

のかもしれないけれども、私は今回この定数と報酬については、議会は相当の時間数を割いて議論

しているのもありますから、先ほど松田委員外議員が言われた、我々は町民の代表なのだという思

いで議論できれば、この中で私は進めていったほうがいいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、氏家委員が言われた、最後はそれなりに皆さんも納得したと思うの

ですけども、我々は町民の代表なのだということをやはり話をして、責任を持って決めていく、そ

れだけの責務はきちんと、説明責任はあるかもしれないけど、やはり町民の代表だということを考

えれば時間的なことを言うのもあれですけど、そちらのほうも余りないし、きちんと議員の皆さん

で議論して決めていっていいのではないかという具合に思います。と思ったものですから、氏家委

員が言われて、私もそうだと、議員としてやはりそれだけ責任もあるだろうし、それぐらいの意識

を持って、その点についてはやるべきだという具合に思います。 

○委員長（山本浩平君） 私のところも全く同じ考え方なのです。今堀部議長が代弁したかもしれ

ませんけど、新政クラブさん、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 全く、堀部議長と同じですけど、ややもすれば過去には説明責任が不十分

だった部分が多々あったと思うのです。ですから、今回はこのような大事なことはがっちり本当に

説明責任を果たすということで町民は納得してくれるのではないかと、このように思います。 

○委員長（山本浩平君） この点について、清風さんとしてのご意見もあるかと思います。松田委

員外議員。 

○委員外議員（松田謙吾君） 松田です。先ほど言ったように、この議論は議運の議会でやってい

るし、私が述べていることも町民の意見が入っているのです。いろいろ聞いてきた中でものを話し

ています。ですから、私は時間がないですし、年が明けてから選挙ですから、そういうことからい

くと私は町民に責任を果たすということは、この議会が議論をきちんとしてやることを果たしてい

くことだと理解します。 

○委員長（山本浩平君） 共産党さんいかがですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 時間の問題では、全くそれをやる時間はないと思うのです。ただ、自
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治基本条例でいうパブリックコメントの関係でいえば、上坊寺事務局長どうですか。そこは、上坊

寺事務局長の意見ではなくて自治基本条例に基づくパブリックコメントを町民の皆さんからもらう

というふうになっているのです。そこら辺の関係でいえばどのようなことになりますか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 自治基本条例では、前田委員外議員が一般質問しましたけど、パブ

リックコメントの規定は議会も実施義務があるのです。というのは、規定の仕方がまちはとなって

いるのです。解釈上はまちは、執行機関と議会を言いますとなっていますので、やはり議会でもあ

るのです。ですから、この場合は重要な町の根本となる計画や、条例です。策定変更に伴っては、

パブリックコメントということになると思います。ですから、パブリックコメントがいるというこ

とになるということは、例えば何人になるかわかりませんが、16 から変わらなかったらゼロですか

らパブリックコメントは必要ないと思いますけど、16 から、例えば 14、15 にするといったときは

議決をとる前に一定の公開をしなければいけない。ただ、町がまだその規定すら持っていませんか

ら、どのようなやり方をしていくのかというのはちょっと今はっきり申し上げられませんけど。条

文の解釈上は議会にも義務があるという解釈にならざるを得ないだろうと思います。 

○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。ということは、もちろん時間の問題とかいろいろあるとい

うことは私も十分承知していますから、ここは議会ですから代表の者が集まっているわけですから、

ここで議論することは何も間違っているとは全然思っていません。ただ、自治基本条例というのは、

我々が参加して、我々が承認してつくっているものですから、守れるものであれば守るべきもので

すから、町の最高規範ですから、そこを守らないというものを議会が決めて議会が守らないという

のはおかしいことになってしまうのです。一つそういうことがあるということは頭に一つおいてお

かなくてはだめだし、もう一つは、例えばアンケートをとるなんていうのは、これはパブリックコ

メントの関係でいえばどのようなことになるのですか。町民に対してアンケートをとるのは。パブ

リックコメントにはならないですか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと解釈上わかりませんけど、パブリックコメントというのは、

参加規定ではないのです。行政手続き法の関係なのです。規定で住民に大きな影響を与える場合は

意見を聞かなくてはいけないという、そこからきているのです。議会の定数が町民に与える影響が

どのぐらいあるかという。だから、普通やっているのは、条例制定の前に公開して、意見を求めて、

それに再評価を加える。変わらない部分もありますけど、その意見を求めて変える場合もあります。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。パブリックコメントなのですけども、私たちは定数を減らすこ

とというのは町民にとってすごいマイナスだとは思っている立場です、はっきり言って。だから、

そういう感覚からいうと１人でも２人でも減らすということは町民にとって大きな、まちづくりに

とっては損失だと思えば、それはとらなければいけない問題になるかもしれない。感覚的にです。

でも、町民にとっては、減らすのだったらいいのではないかというふうにしてとらえるのであれば、
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私は町民にとってはそんなに大きな問題ではないかもしれないと思うのです。これが、ふやすとい

うのであれば、何となるかもしれないけども、その感覚というのはどうなのだろうと思うのです。

私たちは重要な案件だと考えるのです。でも町民にとっては、減らすのはいいのではないのという

感覚は、重要でもなくて、やって当たり前なのではないのみたいな感覚であれば、それは確かに町

民生活に大きな問題ではないのかと思ったりするのです。だから、あくまで議会改革の中での定数

議論というのは議会の中でやっていることであって、これが町民に対して大きな影響を与えるとと

らえたときには、それはやらなくてはいけないのかもしれない。私は、それはどうなのかと思うの

です。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） なかなか解説が書いていないのです。というのは、一つは総合計画

だとか、そういう基本計画にあたるものここに書かれています。それと、町の基本となる条例、改

廃、それと町民に義務を課すようなもの、それと大きな影響を及ぼすものとなっているので、大き

な影響を及ぼすものも具体的でないもの。例えば町立病院の存続、小中学校の適正配置だとか書か

れています。今言ったのは町民に対する意向調査、パブリックコメントにとどまらず、町民に対す

る意向調査、パブリックコメントの手続、それから公募審議会の会議、説明会や検討会を広く求め

ることなのです。 

○委員長（山本浩平君） だから、私はいろんな審議会、これも一つのパブリックコメントだと思

うのです。今回の水道料金の審議会もありましたし、報酬等審議会もそうですけど、これも一つの

パブリックコメントのではないですか。すべてのことにおいて、町民の意見を聞くというために懇

談会や、そんなのを開会したら本当に切りがなくなってくるのかというふうにちょっと感じます。

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） だから私が思うのは、例えば極端な話、今の定数から３名減するといった

ら、これ私は町民にとっては大きな問題だと思うから、これはパブリックコメントでも何でもとっ

て町民の意見を聞けと。町民は確かに３名ぐらい減してもいいのではないかという答えが返ってく

るかもしれないですが、でもそういったものが返ってきた中でやるべき問題かもしれないと思うか

もしれない。例えば１名減らして何とかおさまるのであれば、１だとかいう部分では、これぐらい

だったら何とかやれるかという判断でこちらは受け取れるから。そういう感覚の違いだと思うので

す。だから、あくまで議会側の思いだと思うのです。この定数に関しては。町立病院だとか、何と

かという問題ではなくて、今回のこの定数に関しては議会側の思いだと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長、どうですか。ほかの会派の方々はもう今回のことに関し

ては、そういう解決だと必要がないという。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私が言っているのは、それはそれで皆さんの判断なら、それはそれで

構わないのです。ただ、私が言っているのは、自分たちが決めた、最高規範である自治基本条例に

きちんと納得できるような形でやっていかないと、例えばそういうところが町民から指摘されたと

きに、お前たちこうなっているのに何もやらないでやったのかといったときに、きちんと町民の皆

さんに説明できるようにしておかないと自治基本条例の意味がないのです。何のためにつくって、
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今も自治基本条例はあるのかないのかわからなくなっているでしょう。町民の皆さんも、もうどこ

でも。だけど、本当は一番大切なのはそこなのです。だから、そこのところは一致していれば私は

何も、ただそこはどうなっていますかということで聞いたので、それが例えばアンケートみたいな

もので考えられるものであれば、いろんなことが議会としてできるでしょう。それは判断もできる

わけだから。そういう意味で私は言っているだけの話です。それは全く問題ないということであれ

ば、それは私は何も言うつもりはありません。議会でも、前田委員外議員がどう言ったのではなく

て、議会でパブリックコメントの問題を議論しているわけだから、その中でやれというのにやらな

いで、こちらがやったなんていったらまずいでしょう。本当に議会はまずいと思います。もし、そ

ういうことをやったとしたら。そうではなくて、そこはきちんと理論的に整理されているというこ

とであれば、それは構わないです。前田委員外議員の意見も聞いてください。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員の意見も伺ってみたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 私も議会として、今言ったように必要だと思います。そして開かれ

た議会をうたって、議会改革をやっているわけです。これから見ても、今も話をした町民に対する

意向調査の実施か、説明会、検討会の実施と言っているのです。それの日にちは別として、手法と

して私はやるべきだと。皆さんがどうしようと考えるかは別として、私はやはり議会も自治基本条

例にのっとって、姿勢を正していくべきだと思います。ですから、アンケートをするのであれば、

議員さんがみんな出て一日アンケート調査してもいいし、あるいは説明会をやるのであれば、この

前みたく班に分けて説明会をやるとか。あるいは、今言ったように定数が必ずしも削減に一致する

かどうかわかりませんね。一致しなくて個々に条例を出すかわかりませんから。そういう場合もあ

りますし、意見としては聞くなり、あるいはまた何かで行った時に議員が個々にどうですかと            

聞かれる場合もあると思うのです。削減がなくなれば別ですけど。だからやはり何らかの形で、議

会はそういうパブリックコメントやるべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君） もう一度伺いますけど、一定の結論を出た場合でも、出たなりに説明会

をするべきだと、そのようなことですね。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ちょっとまだ頭の中が整理できていないのだけど、いずれにしても定数維

持なのか、減なのかというのは、今度の 27 日までに、ある程度皆さんどこの会派でも理論的な根拠

をもってとりあえずはここに集まるわけだから、そこでもし維持なのだということになれば、それ

はそれで構わないと思うのです。維持の継続の部分であれば問題ないのかもしれない。それから変

化があって、変化をもって対応しなければならないという部分については、パブリックコメントの

ことも踏まえて、今度の 27 日までに考えてきてもらったらいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、人数を減らす場合だったらそのようなことも考えなければならないと

いっていましたけど、私は第３次議会改革の中で定数削減と報酬についてということで議論します

ということになっているのだから、例え減らさないと決めたとしても、そういう説明とか、パブリ

ックコメントはやらなくてはいけないのかと思ったのです。でも、減っても減らさなくてもやはり

するべきだというなら、しなきゃおかしくなると思ったのです。どうなのですか。 
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○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） だから、西田委員もそういうことを会派に持ち帰って、パブリックコメン

トが必要でないというきちんとした根拠を 27 日までに考えてきてくれればいいと思います。定数を

変えなくてやるべきということですか。 

○委員（西田祐子君） そうです。 

○委員長（山本浩平君） ただ、前段の松田委員外議員の意見としては、今回の定数に関してはみ

んなで議論して決めて、それは必要がないという意見です。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は定数を変えなくてもやるべきだという話であれば、では全て議会改革

でもんだこと、全て町民にパブリックコメントをとらなくてはならないのかという話にもなりませ

んか。自治基本条例の解釈なのです。私は解釈だと思っています。パブリックコメントの解釈の仕

方だと思っているから、それも含めて一回持ち帰って自分達がどうあるべきなのかということを考

えてきてもらったほうがいいのではないかと私は思います。先ほど、松田委員外議員は一応ここに

席を交えているから、一定の意見をいただいたけれども、会派に帰ってどうだとなったらもしかし

たら変わるかもしれませんね。 

○委員長（山本浩平君） 松田委員外議員。 

○委員外議員（松田謙吾君） 私は情報公開は、この程度であれば、きちんと委員会の中でまとま

ったら、文章だってできるでしょう。そういう方向で私は足りると思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 決まったことを公開するのと、前回やったのはそうではなくて、参考意

見を町民のところに出向いていって定数はどうしたらいいかというのを聞いたのです。その方法を

取る必要があるかどうかというところを、先ほど私が伺ったところ、今回に関してそういう手法は

する必要はないのではないかと、これだけの議論をしてきているのだからということでございまし

て、情報公開としては当然これは広報で出したりしていきますね。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 上坊寺事務局長、このパブリックコメントね、先ほど出ているのだけど、

条例を改正するようなものであればパブリックコメント必要ですと、そのまま改正しなければしな

くてもいい、違うのですか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） パブリックコメントというのは、自治基本条例の中では町民参加の

保障なのです。ですから、物事を決める前に町民に意見をどうやって入れていくかという規定なの

です。ですから、先ほど言ったように、条例改正ばかりではないのです。町の基本となる計画だと

か、そういうものも公表をして意見を取り入れるという自治基本条例のつくりなのです。ただ、や

らなくてもいいものも書いてあるのです。軽易なものだとか、緊急に行わなければならないだとか、

法令に基準があって、その基準に基づいてやらなくてはならないものだとか、書き込みはたくさん

書いてあるのです。だから、解釈上どういうふうに取るかという部分ですけど、議員定数をどうい

うふうにみるかという部分なのだろうと思います。だから、パブリックコメントだけではないとい

うことです。パブリックコメントにとどまらず、要するに先ほど言った町民の意向調査、アンケー

トもそうでしょうし、説明会、検討会、こういうものを開くと言っているのです。だから、パブリ
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ックコメントというのは、公のメディアに載せて出さなくてならない。パブリックコメントばかり

を言っているわけではない。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） それをどうするか、それをどういう形でパブリックコメントをやるか、

町民の中に出ていくかいかないかというのは、定数の問題はきちんとそれにそういうふうにやるべ

きかどうかという判断をしなければいけない。判断によっては、それはしないといえば、こちらに

該当しないし、明文化はされていないのですね。だから、その辺をどう判断するかで、ある程度決

まるのかと思って考えられるのかと思います。 

○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） あくまでも、私たちは今自治基本条例によってやっているのですね。

それで、今堀部議長が言ったように栗山とか福島というのは、自分たちの議会基本条例の中できち

んとうたっているのです。だから、私が今言ったように議会改革と言って、町民参加の議会にしま

しょうと懇談会もやっているのであれば、こういうものがあるのだから議会として、あとは今言っ

たように重いもの軽いものの判断を皆さんで議論すればいいけども、必要ではないですかと言って

いるのです。そして、今言ったように、あくまでも通年議会をやるときに答弁の中で松田委員外議

員の会派は通年議会を賛成するからには定数と報酬を第三次改革の中で議論しましょうと、それで

オーケーしている。やはりその言った会派も、ある程度の町民に対する説明責任を持っていると思

うのです。そうするとやはりここでうたっている、参加機会の保障というのを議会自らが、私はや

はり大渕副委員長も言われたようにやるべきだと思います。姿勢として。それが必要ないといえば、

それでいいですけど。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 補足しますけど、栗山町、福島町の議会基本条例の中では、定数と

報酬を決めるときには町民の意見を聞いて決めると書き込みされているのです。 

○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） うちは今、だから政策研究会で議会基本条例をつくると言っている

わけでしょう。そういう前向きなときにどうですかということを言っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は前田委員外議員の言われていることはよくわかるのだけれども、これ

はあくまでも解釈上の問題だから、だから 27 日の日に決まった時点で考えることも必要だし、本来

であればこれだけ議論してきた中でもっと前にやらなくてはいけない話がはっきりいってできてい

なかったのです。本来議論してやらなくてはいけないことができていないわけです。でも、もう時

間的なものも解釈すればできるのかではないかという話にもなるのだけれども、私は前田委員外議

員の言うとおり、例えば２から３という定数が減るということになれば、前みたく 20 から 16 に減

ったときみたいに町民の前に本当に出ていかなければならないという危機感を私も持たなければい

けないことになります。でも、そうではなくて、例えば 27 日の日に来たときにみんなの意見を聞い

たときには、私は２だったけれども、１に歩み寄れるだとか、うちは現状維持だったけれども、１
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だったらいいという話になれば、それが町民に対して大きな影響を与える関係性を持つものと認識

したときには当然必要なことになるかもしれない。これだったら大丈夫だと、これだったらまだま

だ白老町議会としてはまちを守っていける、町民を守っていけると踏んだときは、それは私はパブ

リックコメントをやるまでの問題ではないという解釈のとらえ方をしたときには、私はそのとらえ

方は、確かに今これから政策研究会で自治基本条例の中身はもみます。ここにこういうものを出し

ていないから、こういう必要性があるのだと、議会基本条例をつくっていこうとなれば、それはど

ういう問題で取り組んでいくかということは当然前向きにやります。私は、今はもう 12 月の暮れに

迫って、来年年が明けたら、これから立起する人だっていろんなことをこれから考えていかなけれ

ばいけない時期にきてしまって、今ここで町民の意見を聞いてどうのこうのする時間があるのかど

うかということだと私は思うのです。私はただ、そういうことで、だから 27 日までに皆さん考えて

きたらどうですかというのです。重く感じるのか、それは軽く感じるとか。どうしても家に帰って

考えたら自治基本条例でうたっているパブリックコメントというのは時期ではない、時間ではない

と、やるべきだという人もいるかもしれない。それを 27 日までに考えてきてもらったらいいのでは

ないですかと、私はそういうふうに思うのだけども、山本委員長はどうですか。 

○委員長（山本浩平君） 全く同じ考え方です。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 私も 27 日まで、それまで結論が出ないような気がするから、それ

を持ってどうしようかということで、そのときに定数が減るという議論になったときには、ではそ

れが必要あるかないかということだと思うのです。私は町民の意見を聞くということになったとき

に、ただ広報で流して意見をくださいではなくて、前に議員定数で議長が諮問を受けたときに、こ

ちら側の議会改革をじっくり説明しましたね。そして町民の方々に一応聞いたから、私は半々の意

見だったというふうにとらえているのです。どちらかというと。だから、この次にそういったこと

になっても、やるのだったらきちんと説明できる状況をつくりながら、アンケート調査も議員自ら

出ていって、こういう状況ですということを説明できるような、そして意見をもらうようにしない

と、ただ広報に載せて流しだけではだめなのかとちょっとそんなふうに考えながらは聞いていたの

です。ただ、その方法をどうするかというのは、この次の議論でいいと思います。 

○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） パブリックコメントをすべきか、という話が出たから言っただけで、

今の技術的な話は別だと思います。 

○委員長（山本浩平君） それも含めて 27 日の日に、皆さんとまた議論をしていきたいと思いま

す。松田委員外議員。 

○委員外議員（松田謙吾君） 一つだけ。我々の会派だけ、ちょっと皆さんと今までの話と違って

いましたね。ですから、報酬が上がるから議員を減らすのか、議員を減らすかわりに報酬を上げる

のか、我々の会派はそういう言い方をしているわけです。ですから、なかなかこの辺が解釈の仕方

が、議員定数は先ほど２人以上と言った、だけど２人以上という中には議員報酬は上げてもらわな

くてはだめなのだと入っているわけなのです。だから、議員定数が先か、報酬が先なのかといった

ら、私はやはり報酬は上げるには議員定数が先なのです。議員定数をきちっと決めてから、その辺
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なのです。だから、この判断がどうなるかです。ですから、我々ははっきり２名以上というのは、

14 になるか 13 になるかわからないけど、最低でも 14 名、２名減と言っているから、その上で報酬

も考えるということなのです。そのことだけは理解しておいてください。 

○委員長（山本浩平君） 時間となりましたけども、どうしても何か主張したいという会派という

か、ご意見があればどうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） でも松田委員外議員ね、松田委員外議員が言われたのは報酬が報酬等審議

会に差し戻して、町長が考えるべきものだと言いましたね。ただ、こちらが報酬の額を決定できる

わけではないから、でも町長もこれ以上議員の定数を減らしたらだめだというような言い方は各場

所でされているのです。されていながら、報酬等審議会からは、ベースアップの話が出てきている

ということであれば、そういったものを踏まえて町財政に照らし合わせてできるか、できないかと

いう判断は町長が下すということになると思うのです。ですから、そこまで勘ぐって町長の腹の底

を見るわけにはいかないかもしれないけど、定数が先に定数が何でそういうふうにしていかないと

いけないかということは切り離して私は考えたほうがいいと思うのです。町長に判断されるという

ことで。 

○委員長（山本浩平君） 私も１点。きょうの議論の中で、たまたま西田委員から通年議会の話な

のですけども、チェック機能の低下防止のために、確かに通年議会を導入したと。チェック機能を

我々が維持していくというのにも、正直私はそこに限界があると思うのです。例えば、もしこれか

らの議論の中で定数１減とか、あるいは２減とか仮になったときに、では１減、２減したから更に

チェック機能を強化するために、更に会議日数をふやしたり、また独自の委員会をつくってみたり、

調査するための何か公式なものをつくったりとか、そういうことではやったからといって、私はチ

ェック機能がものすごく最終的に町民が認めてくれるぐらい高まるとは私は実は思っていないので

す。というのは、例えば今回の質問の中でバイオマスの質問がございました。バイオマスに関しま

しては、皆さんランニングコストのことを随分心配をして、始める前から相当な議員がいろんな質

問を繰り返していた。今回の町側の答弁の中に、今一つの例のことをお話していますけども、最終

的には決算の中で出てくるという話ですけども、我々がいくら、例えばそういったことで町側に対

して質問をぶつけた何をしても、当初ではなかなかランニングコストが出てこないような状況の中

で見切り発車的な部分もあって出発したようなものであります。こういった中で、もし最終的にラ

ンニングコストがものすごくかかって、相当な税金が投入しなければならないような、結果として

そういうことになったとき、では町民がどう見るか。お前たちのチェック機能が悪かったから、こ

うなるのではないかという話に、絶対に議員側にくるのです。ですから、私はそのチェック機能の

強化というのはもちろん大切なことだけれども、私はやはり限界があると思います。その中でチェ

ック機能の強化を果たすために、またその町民の乖離を防止するために会議日数をやたらふえるよ

うなことは、知恵を絞りながら避けていく努力が我々、仮に定数が削減になったとしても必要では

ないのかというふうにちょっと思っておりますので、最後に意見として述べさせていただきました。

何か、ほかの会派の方でご意見を申し上げたいというところがあればどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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    ◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

                                 （午後１５時０４分） 


