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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２７日（月曜日） 

   開  会  午前 ９時５９分 

   閉  会  午後 ０時１６分 

                                               

○会議に付した事件 

 １．議員定数と議員報酬について 

                                               

○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  吉 田 和 子 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 

 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。 

                                   （午前１０時００分）  

                                              

○委員長（山本浩平君） 前回もいろいろと議論を行いました。議員定数と議員報酬につきまして

は、堀部議長のほうからできるだけ精力的に議論をして、年内に一定の方向を出せるものなら出し

ていただきたいという思いから、暮れにもかかわらず、20 日ときょうの 27 日、議会運営委員会を

開会するということに至ったわけでございます。また、新財政改革プログラムの見直しに関しての、

その特別委員会、これも精力的に行いました。実は議会運営委員会の開催の日と重なったこともあ

りましたけれど、議会運営委員会といたしましては、当時のいろいろな諸般の事情によりまして、

特別委員会のほうに日にちを１日譲ったという経緯もございますので、年末のきょう、27 日という

ことになっておりますけれど、その辺のところは、皆様方ぜひご理解をしていただきまして、きょ

うの議論をぜひ活発に行って、できることならば一定の方向性を出していきたいというふうに思い

ます。そして年末ということもありまして、できることなら、きょうの午前中の２時間のうちに、

一定の方向性を出せるものなら、出して行きたいというふうに思っております。 

 前回、最後に私のほうで確認をさせていただきましたけれど、その後それぞれの会派で、この１

週間の間に協議をしていただいたと思います。また、無会派の方も考え方をまとめてきていただい

たというふうに思います。とりあえず、前回のおさらいを簡単に申し上げておきたいと思います。 

 定数のことと、議員報酬について。これは分けて考えたほうがいいという考え方と、これはリン

クしているのだという考え方と。これも２通りあったと思います。 

 まず定数のことでございますけれど、公明党さんは、基本的には現状維持という考え方でござい

ます。新生クラブさんは、現状維持だけれど、現在 16 名ですけれども、１減の 15 名で実際に行っ

ているということも考慮した場合は、マイナス１も若干は含まれるようなことも、示唆をされてお

りました。私どもは、まず報酬のあり方を念頭に置きたいということで、定数に関しましては、世

論の動向を見てからというようなお話だったわけですけれど、きょうは一定の数字のお話をしよう

と思っています。共産党さんは、削減すべきでない。現状維持すべきだと、こういうことでござい

ます。清風クラブさんは、まずは定数のほうを先にやるべきであって、そして、かつ定数を削減し

た上で報酬のあり方を考えるべきだということで、２名以上削減すべきだという考え方でございま

す。委員外議員の前田議員は、２名から３名削減すべきだと、このようなことになっております。 

 それでは、それぞれの会派でいろいろと協議をされてまいったと思いますので、どちらからでも

結構でございます。発言をいただければと思います。 

 なければ、またそれぞれ伺ってみたいと思います。若干協議した状況の中で、多少変わったとこ

ろもあるかもしれませんので、伺ってみたいと思います。きょうは清風クラブさんのほうから行き

ますか。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。前回清風クラブとしての考え方を改めて示させていただ
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いたのですけれど、その後の会派の会議の中でも、実は、分けてやるとなると、私どもは非常に厳

しいと。なかなか議論の中に入って進めていくのは厳しいという結論に至っておりまして、前回と

意見としては変わらないということでございます。 

○委員長（山本浩平君） ２名以上削減すべきだということですね。 

○委員（及川 保君） そうです。その定数については、皆さんと議論の中で決定したいと考えて

います。 

○委員長（山本浩平君） 特段何か、説明することはございますか。改めて何か。 

○委員（及川 保君） このことは、報酬については、前回の４名削減した時点で、やはりこうい

った議論が出されなかった、基本的にそういう経過の中で、今回の本議会の３年間いろいろと議論

してきたわけですけれど、そういう課程の中で、私どもとしても非常に厳しい決断をせざるを得な

いなという部分です。報酬についてです。ですから、なかなか分けて議論するとなると、非常に私

どもは、厳しいなという考え方でございます。 

○委員長（山本浩平君） 定数とあくまでもリンクしますよと。こういうことですね。 

○委員（及川 保君） そうです。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。 

 それでは日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。申し訳ありませんけれど、考え方は同じです。それで、や

はり１つ引っかかっていることがあるのですけれど。どういうふうに見ても、自治基本条例の精神

からいくと、町民の意見を聞かないで決めるというのは、かなり無理があるなという気が、非常に

しています。議論の中でもそうですけれど、前回も町民の皆さんに意見を聞いているのです。自治

基本条例の中で、参加の機会の保障ということで、町民の意見を多様に聞くということは町がやる

と言っているのです。町というのは、白老町と議会なのです。「重要なことについてはそこでやる」

と、きちっと自治基本条例の中でうたっているのです。ということになると、このことを町民の皆

さんの意見を聞かないでやるということが、果たして自治基本条例の精神からいったら、通るもの

なのかどうか。どう読み込んでも、これはやらないわけには行かないだろうと。議会も当然参加し

てつくったものですから、定数削減については、私がこの間言ったとおりですから、経過も全部話

をしましたので、同じことを言っても仕方がありませんので、ここの部分は、私はかなり重視をす

べきではないのかなというふうに思っております。町民の中に入るということが、どうしても今、

必要だろうと。これは、私は清風さんとちょっと違って、リンクしないという考えですから、リン

クはさせないという状況の中でも、例えば報酬にしても、定数にしても、やはり町民の皆さんのご

意見を聞くという議会の姿勢が、どうしても私は必要だろうというふうに私たちは考えています。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど、町主体で、町がというお話をされましたけれど、前回は、議会

が率先して定数削減のどうしたらいいですかというやり方をしたのですけれど。今のお話ですと、

町が町民懇談会を開いてということですか。それとも、議会でということですか。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ここで、自治基本条例で言っている参加の機会の保障というのは、町
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がやるというのは、町の中には、町の主体というのは、議会と行政なのです。町もやらなければだ

めだとうたっているという意味なのです。自治基本条例の中では、議会もこれをやりなさいと言っ

ているのです。ここでは、「町は町政の基本的な事項を定める計画云々」と書いているのですけれど、

町はという町のことは何かといったら、行政と議会のことを指しているのです。これは最初にその

ことをちゃんと書いていますから。これは皆さん方みんなで決めた自治基本条例で、ここにいる皆

さん方賛成しているわけですから。ですから、そういうことからいうと、やはりかなりこれをやら

ないでやるということは、私は無理があるのではないかというふうに考えているということです。

我々がやらなければだめだという意味です。議会がやらなければだめだという意味です。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。 

 それでは新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。定数につきましては前回どおり、基本的には 16 名の定

数。ただし、１名減ということは、実際に、現実に３年も、４年近くなるわけですから、このこと

は考慮しなくてはならないという結論でございます。 

それから報酬につきましては、定数云々にかかわらず、やはりこれだけのことであれば、報酬ア

ップはやむなしと。金額についてはわかりませんけれど、アップに賛成です。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、大渕委員が言われた自治基本条例の中での議会での果たす

役割の部分の、町民の意見を聞かなければいけないだろうと。私はやはり町民に対して大きな損失

だとか、町民として大きな課題として残るものについては、私もそのとおりだと思いますけれど、

今の自治基本条例の中での、議会の中での読み取り方だと思いますけれど、例えば定数の削減だと

か、報酬等について明記はされていない部分があります。私は、それは、自治基本条例の中の不備

な部分だろうと、そう感じて、私は読み取っていました。大きな問題として取り上げるとすれば、

例えば、皆さんの議論の中で大幅な削減を必要とするというような話になれば、例えば３名、４名。

そういった削減が必要だとするという議会の結論が出たときには、私は、それは町民の前に、本当

に議会の必要性、議会とは何なのかというものをちゃんと訴えながら、町民の声を聞いていくこと

も必要だというふうに感じます。ただし、私たちは基本的に前回も言いましたけれど、基本は定数

維持という考え方であります。ただ、議論の中で、例えば、今の現状が 15 名でやっているのだから、

この１減は何とか議会として努力できないのかという部分であれば、そこまでの歩み寄りは、我々

も持っているつもりでいます。ですから、その１減については、それは町民にとって大きな問題と

いうよりも、議会が今までこの３年間現実皆さん本当に苦労をされながら実際やってきているので

す。ですから、そういった面では、現状維持という言葉の中には、16 から 15 という数字は、私た

ちは考慮に入れているつもりでいます。ですから、その１減という部分に対しては、町民の意見を

聞いていくというか、今回そういった場所を設ける必要はない、議会の中で議論していくべきだと。

また皆さんも町民の方々からは何という声を聞かれているかというと、「多い」という、「数が多い」

という声が聞かれてくるわけです。町民の方々の意見を聞くのはいいのかもしれないけれど、果た

して今の私たちの議会活動、議員活動の中で聞いている「多い」という言葉、それに振り回される
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ような話ではいけないと思いますので、多いといいながらも、我々は議会の中で私たちは 16 名から

15 名の定数は絶対必要だろうという考え方でいますので、これは議会の中で議論するべき問題だと

思っています。 

○委員長（山本浩平君） それでは私どもなのですけれど、前回も申し上げたように、まず私ども

としては、最低限の生活保障的なものを議会の議員報酬の中に含めないと、いろいろな年代、各階

層からなかなか立候補は難しいだろうと。下手をすると、定数割れも起こるのではないかという心

配もしております。ついこの前報道に載っておりましたけれど、隣の苫小牧市は市議会議員の今の

ところ立候補される新人の写真と年齢と出ておりましたけれど、新しく立候補される予定をしてい

る４名の方は、30 代２名、40 代２名ということで、満遍なく 30 代、40 代が立候補するというよう

な状況になっております。今、白老で一番若い議員で、私と氏家委員で 50 歳でございます。やはり

議会の構成として 30 代も 40 代も挑戦できるような、そして永遠に議会というものが活発に議論さ

れる場が続いていっていただくということも踏まえると、どうしてもそういった環境整備というの

は、今いる議員がやらなければならない。まずこれが１番です。そして、それと議員報酬の対価な

のですけれど、これはこの前もお話したように、対価の部分においては、全国的にも非常に活発に、

議会改革の中で活動日数、会議日数がふえている状況の中で、全く対価についてはふたをしてきた

ような状況だというふうに思っております。そういった中で私は、やはり答申がございました、特

別報酬の審議会の答申を、やはり 100％尊重すべきだという考え方から、はっきりと 10 万円とはう

たっていませんけれど、そのぐらいの差があるようなニュアンスで文章の中には書かれております。

私どもとしては、最低やはり 10 万円くらいはアップすべきだという考え方でございます。そして、

そうするに、状況の中で、先ほど及川委員のほうからも出ましたけれど、前回４名削減したという

ことで、議会費 20％削減しましたけれど、そのとき報酬の見直しはされなかったと。そういったこ

とも加味した中で、やはり、報酬を上げる環境をつくっていくためには、ゼロ回答では私は非常に

難しいだろうと。逆に町民の理解も得られないだろうと考えておりますので、前回の４も考慮した

中で、今回は定数を２名削減して、定数 14 でやるということをして、そして報酬を 10 万円ほど上

げるというようなことを主張したいというふうに思っております。以上です。 

 進め方なのですけれど、皆さんどのように。それぞれ意見、なかなか一本化というのは難しい状

況になってはおりますけれど。それと、先ほど共産党さんの主張もございました。そうなってくる

と、また日程的なものも多少変わってくるということになりますが、その辺含めて皆さんどうです

か。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今のお話では、いくつかの会派で報酬をリンクさせるとい

うことですよね。報酬をリンクさせるということになれば、なおのこと町民の中に出ないと、切り

離して定数だけの問題であれば先ほど氏家委員が言ったようなことも考えられないこともないとは

思います。範囲に入るかどうか、それは読み込みの問題ですから。私は、そこら辺はかなり疑問も

ありますけれど、現実的にはそうです。ただし、そこに報酬もリンクするとなれば、町民の意見を

聞かないで、定数と報酬両方やるということは、私は無理があるだろうと。自治基本条例の精神と
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いうのは、いったい何なのかというふうになってしまわないだろうかという疑念を、私は大いに持

っております。ですから、そこのところは、リンクするとなればなおのこと、町民の皆さんの意見

を聞かないというわけにはいかないのではないかと思うのです。ですから、山本委員長が言われた

ように、町民の皆さんは「減らすならいいよ」というかもしれません。わかりませんけれど、そこ

ら辺の意見は、やはりきちっと町民の皆さんの意見を聞くというのが自治基本条例の姿勢だと私は

思うのですが。特にリンクした場合は、特にそうだと思うのだけれど。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も、例えば皆さんが定数と議員報酬を一緒に考えてやるという話だった

り、今、山本委員長が言われたように、議会として報酬を 10 万円ぐらい上げるべきだということで、

議長と報酬等審議会のほうに戻すのか、そのやり方によっては、今、大渕副委員長が言われたよう

な話になってしまうと思うのです。これは、白老町の財政的な部分だとか、いろいろなことがそこ

に、報酬の部分に関しては、絡んできます。ただ、報酬というのが今まで議会の中で議論してきた

ことというのは、これからの議員活動を支えるための報酬としては、今の議員報酬というのは、こ

れでは無理だろうという議論です。これを、例えば、１万円高ければいいのかとか、10 万円高けれ

ばいいのかとか、そういったものというのは、例えば、これから出てくる議員の方々の生活環境の

状況もあるでしょうし、それは一概には言えないことだと私は思っているのです。あと２万円ぐら

いあればいいなと思う人もいるかもしれない。本来 10 万円くらい上げなかったら若い人たちは出て

こられないという人もいるかもしれないけれど、若い人方も自分たちの生活の環境を変えることで、

何とかそれに対応していけるぐらいの努力はしていただかなければいけないと、私は思っているの

です。だから、あくまで議員報酬というものを、「このままではいけない」と。議員活動の現状も、

今までずっと報道も通しながらいろいろなことで議論してきて、それは町民の前に私は出て行って

いると思うのです。であれば、今回の報酬等審議会から出てきたそういった答申、そういったもの

も踏まえて、議会としての考え方は、中間報告にもあるとおり、「このままではいけない」という形

の中で差し戻して、あとの金額については、私は町長が今の白老町の町財政の中で妥当な部分とい

うのを考えられるべきだというふうに考えているのです。ですから、報酬についてまで議会の中で

金額を定めてやるような話ではない。もしそれをやるとすれば、完全に町民の前に出て行って、「議

会としては 10 万円なら 10 万円上げるべきだと思っているのですけれど、皆さんどうでしょうか」

という、そういった議論が必要になってくるのではないかと私は思います。私は定数の話で今回、

最初決めるべきだと思っていますので、定数を決めるのであれば、先ほど言ったように、大渕副委

員長も言われた自治基本条例の中の読み取りの違いかもしれないけれど、１減ぐらいであれば、今

の現状を維持してやってきているわけですから、町民の前に行ってのパブリックコメントだとか、

そういったものは必要ないと思っているわけです。ですから、できれば報酬とは切り離して考えて

いただきたいという考え方でいます。 

○委員長（山本浩平君） 今の議論を聞いていて、私の個人的な、会派としての考え方ですけれど。

それでは報酬等審議会というのは何なのかと。町民の代表で構成されているわけではないのでしょ

うか、ということを私は申し上げたいと思います。今まで過去に議員の報酬を決定する経過を考え
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たときは、自分たちの報酬は、これは自分たちでは決められないのだから、報酬等審議会というと

ころの結論にゆだねましょうということで長年やってきました。その中で自主削減 10％というのを

継続すべきだというような話が審議会から出たら、「そのとおりですね」ということで、審議会のこ

とを議会としては尊重してきました。しかしながら、今回二度も「上げなさい」ということに関し

て出てきたときは、これはなかなか議会の結論を導くときに、今までと同じような方向になってい

ないですね。「これは今、財政の状況がああだ、職員の環境を考えたときに」とか、そういうような

議論の中で、反対の意見も出てきているような、こういう状況ですけれど、私は報酬等審議会とい

うものが町民から選ばれて、町長が諮問した機関であっても、町民の代表がそこに出てきてやって

いるわけですから、私の会派の考えとしては、そこが出してきているところを尊重するのが妥当で

あり、それが町民の代表だという考え方ですから、改めて前回やったように、もし我々が前に出て

行って、「定数どうですか、報酬どうですか」やったとしても、これは意見を完全に真っ二つに割れ

ると思うのです。そうなったときに、町民合意というような形で得られるかとなると、これは、非

常に私は難しいと思います。それよりはむしろ、今まで相当な歳月をかけてそれぞれの会派でも協

議し、検討してきていることですから、議会の中で一定の結論を導けないことは、私はないと思い

ます。自治基本条例というのをもし念頭に置いたとしたら、すべてにおいて、報酬だとか、定数ば

かりではなくて、すべてのことに町民の意見を聞かなければだめではないのでしょうか。もしそう

いう話になってしまったら。バイオマスどうですかとか、町立病院どうしますかとか、給食センタ

ーどうしますかとか。こういう話になってしまうと思います。これは、私どもの考え方でございま

す。 

 それと、大変失礼いたしましたけれど、前回前田委員外議員にも意見を伺っておりました。定数、

報酬、これは全部の議員に関係していることでございますので、前田委員外議員の改めての意見も

伺ってみたいと思います。前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私一人ですけれど、特に回答変わっていません。ただ、報酬と定数

についてはリンクさせるということの考え方は変わりません。 

○委員長（山本浩平君） ２、３名削減というのはそのままですね。 

○委員外議員（前田博之君） そのままです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 皆さんのある程度一定の話が見えてきたので、そこでちょっと聞きたい部

分があるのです。例えば、リンクさせるということは、削減した分を議会費の中に回すと。削減し

た分を、単純に言うと、一人 350 万円、二人減らすと 700 万円。この 700 万円を、例えば２人減ら

すとことによって、今、15 人ですから、14 人に配分するという形の考え方なのか。リンクするとい

う考え方は。そうでないとすれば、どういう考え方なのか。そこのところが私はちょっと、よく理

解できない部分なのです。その辺を、リンクさせるという考え方を持っている方の話をちょっと聞

きたいのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） きょうのお話の中でリンクさせるべきだという考え方は、私ども新風、

清風クラブさん、それと前田委員外議員ということでございますので、どちらからでも結構です。 
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 それでは、清風クラブ及川委員。 

○委員（及川 保君） リンクさせるということは、今、氏家委員は、定数を削減した分に振り分

けるような考え方なのかという話ですよね。そういうことではないのです。さまざまな自治体の議

会の状況を見てくると、確かにこの厳しい財政状況の中で、それぞれの自治体も、議会も、削減の

方向で進めています。いろいろな自治体があるのですけれど、わが町も将来的には今のままでまち

づくりを進めるとなると、大変人口問題も、大きな、議会の中でも議論になっています。だから、

問題になってくるだろうと。我々は、やはりその部分、人口がどんどん減っていく、これがふえて

いくのであれば、非常にこういう問題にはならないはずなのです。ですから、こういったことも加

味した中で、今回の定数と報酬をきちっと議論すべきではないかと、こういう考え方で、私たちは

提案させていただきました。これは平成 19 年の暮れなのですけれど。そういったいろいろな議論の

過程で今、お話したことが出てきています。そういうことで、今、リンクという話が出ていますけ

れど、たまたま定数と報酬をリンクして当初提案させていただいているものですから、今もこれ、

一体となった中で、第３次の改革の中で議論しましょうという、こういうことになっていまして、

ただ、報酬だけが今回クローズアップされまして、クローズアップといいますか、報酬等審議会の

答申がなされまして、議長が議運に対してのその質問をされたと、こういうことでありまして、我々

が提案させていただいているこの定数が、報酬だけでどんどん先に進められてしまうと、ちょっと

我々と考え方が違うなということがあったものですから、たまたまリンクという話になっています。

ただ、報酬については、町長が答申を受けたものです。これは町長の権限なものですから、今、議

長がそれを受けて、議運に諮問して、我々が議論したと。結果的には、結論至っていないのですけ

れど、今回議長が「ぜひ結論を出していただきたい」と、こういう方向で方向性を示されたという

ことですから、そういう部分では、報酬は、当然議論はするのですけれど、リンク、リンクとなる

と、それは違うのです。定数というのは、議会が維持するのか、削減するのか、これは議会が決定

するわけですから、問題は、その報酬の部分ですね。報酬は、これは議長に対して議会運営委員会

が答申するという形に確かなるのですよね。諮問受けたのですけれど、結論出していないのですか

ら。中間報告はしていますけれど。そういうことからすると、議長に対して議運が答申をすると、

そういう形で進めるわけですよね。リンクとは言っていますけれど、その分では、現実にはリンク

ではないです。 

○委員長（山本浩平君） もともとの答申がそうですよということですよね。諮問というか、議長

の諮問がこういう状況だから、あわせて考えているという、こういう話。 

 とりあえず皆さんの意見を聞いてから。１つずつのほうがいいですか。 

 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 及川委員の言われているのは、私はそれだったら、それであれば、私たち

も断然同じ感覚でいるのです。結局は、報酬等審議会から出されたものと言うけれど、でも実際に

第３次議会改革の中で、我々議会として、定数と報酬のあるべき姿については、しっかり議論しま

しょうということになっていました。それが報酬等審議会からのああいった答申を受けて、まだ議

論が進められていない中で、その話はちょっと待ってくださいという話で、今、とまっている話で
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す。基本はそこなのだと、私は思うのです。ですから、議会の中でもいろいろ、議会のあるべき姿、

これからの議会としての構成のメンバーとしてのあるべき姿、今後人口減に向かっていく白老町議

会のそういったものも、いろいろと議論していった中で、いろいろと議論してきた中で、議運とし

ての中間報告が示されて、私はそれ以上の結論は、議会では無理だと思います。ですから、報酬等

審議会、先ほど運営委員長の報酬等審議会というもののあり方は、私は尊重するべきだと思うし、

そこに議会としてのある一定限の結論といいますか、考え方を、そこに示していくことが大事なこ

となのではないかと思っていますので、そういった部分では、リンクとかという話ではない。人口

減の問題だとか、いろいろなものを加味して、今の定数でいいのかという話であれば、それはこれ

からの議論の中で、私は同じ議論の場で話ができそうな気がするのですけれど。そういった考え方

でよろしいのですよね。 

○委員長（山本浩平君） それでは続きまして、前田委員外議員どうですか。 

○委員外議員（前田博之君） 私は、減らす理由は前回言っていますから別として、リンク云々と

いうけれど、私は特別職報酬等審議会の存在部分は認めていますし、機能は認めています。それは

別として、私は定数を削減するのだという部分の理由を言っていますけれど、報酬は、皆さんは今

までの議会活動の中で、報酬は、相当活動している部分を考えたら、対価として上げるべきですよ

と。総意ですよね。私は、それも認めますけれど、現状のままでいけば、町民の理解を得られない

でしょうと。そうすると、定数を現状の体制から見たら１名から２名が、１名いませんけれど、あ

と１人の部分についても、現実に議会では、私は機能していないと思っていますから、その分減っ

ても、これからいう地方分権によって、議会の役目は充分重要性は認めるけれど、私は少数制の中

である程度専従化し、そのためには活動費、政策調査するよと、そういう部分も含めた必要経費と

して定数を減らして、その分を報酬の見返りとして上げてもいいのではないかと。それで大いに町

民の期待に答えられる活動をしていただきたいと。そういう意味で、当然定数を削減した分は報酬

で、そういう部分を見てもいいのではないかと、そういう考えです。今までの主張とは別ですから、

これから新たな、私は主張ですから。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前田委員外議員の対価として認めるけれど、最終的には少数で専従化を求

めていく、専従化の中で議会活動をしていくために、議員報酬を上げなさいと。その考え方で、少

数というのが、今の前田委員外議員の中には、何人ぐらいの数があるのか。例えば人口減といいな

がらも、来年の話ですよね。来年からの４年間、例えば、大幅に人口が減って、それに対応するた

めの議論をここでする話ではないと、私はそんな時期ではないと思っていますので。ですから、少

数専従性みたいな話は、実際何を基準に話をされているのか、ちょっと見えてこないのですけれど。

そこだけちょっと。 

○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） 私は、減の議員数を考えても、２名が減っても、実際に今の機能は

衰えないと思っていますから。そうすると、減らしても、少数精鋭という言葉が適正かどうかわか

りませんけれど、それでもいいのではないかと。それと、七飯町は、白老町より人数減って、議員



 10

一人当りの人口数が多いのです。それでも、前にも財政改革プログラムの中でもやっていますけれ

ど、職員数も、いろいろな見方がありますけれど、数字だけでいくと、職員数も少ない。議員数も

少なくなっても、それだけの部分、うちと同じような人口規模の中でも、やれているのです。です

から、私は、今、ここまで議論が来たら、例えば規模的観測なんかは理想だと言われるかもしれま

せんけれど、多少はやはりそういう部分で議員としての仕事振りを高めるためにも、もっと少数で

大いに議会の中で議論をして、もっと専従化して、それこそ二元代表制、機関競争主義がもっと働

くほうがいいのではないかと。ただ、言葉がいいかどうかわかりませんけれど、私も含めて、議席

をただ温めているような数ばかりいても、私はどうなのかと。それは、選ばれる方は別です。もう

少し大いに討議、議論できる、今でも白老の議会やっていますけれど、より以上のものを私は若干

減らしてもできるのではないかという考えです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） それでは、今の前田委員外議員の話は、今の現場の話から先に飛んだりと、

飛んでいるような話もあるものだから、なかなか上手く理解できない部分があります。今の前田委

員外議員の話でいくと、今回の定数の考え方はわかりました。少数専従性を今後考えるべきだろう

という考え方はわかりましたけれど、今の現状の少数という考え方の中にも、定数というのは、１

から２減の話で理解をしておいていいのですよね。わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 私どものリンクという考え方ですけれど、これは絶対リンクさせなけれ

ばだめだという考え方よりは、はっきりうちの場合は 10 万円以上上げるべきだという考えですので、

最低10万円は上げるべきだという考え方を先ほど申し上げました。10万円の根拠は何かというと、

根拠は正直言ってありません。ないのですけれど、大分前にいただいた資料の中で全国人口５万人

未満の市議会、月の平均が 32 万 4,600 円です。当然これ、全国人口５万人、道内でも実際に白老と

同じくらいの人口や、白老より少なくても、そのまま市を継続させているところは沢山あると思う

のです。議会活動の内容からいったらどうかといったら、かなりレベル的には、うちのほうが活動

日数、会議日数が相当多い状況の中で、私はこの全国人口５万人未満の市議会に匹敵するぐらいの

報酬をやはり必要だと。そうした中で若い人たちが、例えば、中小企業を経営されているところの

息子さんたちも、ではこの分、それこそ生活給という考え方なのですけれど、報酬がこのくらいの

状況の中で、例えば今、こういう仕事もない、こういう状況の中では、給料のほうをこのくらいに

するから、この中で活動しなさいだとか、そういった環境も私はできるのかなとも思いますし、ま

た過去のように、労働組合等々からもやはり立候補するような環境ができれば、もっと活気のある

議会にもなるのかなと思っております。隣の登別でも苫小牧でも、大手企業の労働組合からも、今

でも出ているような状況ですから、各年代層、各階級から出られる環境と、今の白老町議会の活動

日数の対価を考えると、やはり 10 万円ぐらいは最低でも必要だろうという考え方が、まず基本ベー

スにあります。その中で、どうリンクさせていくのだということだと思うのですけれど、仮に我々

がそういうことを主張した中で、今こういう状況の中で 10 万円くらい上げなければいけないのだと

言っても、世間はどうなっているかというと、それこそ今、民間は非常に厳しい状況の中で、食べ

ていくのがやっとというような状況の中で、例えば従業員の数を減らしたり、あるいは給与ベース
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を抑えたりするのが現状の中で、上げるとなったら、それなりの理由が必要であると。そうなって

くるとやはり、全体の報酬もトータルの金額を考慮しないと、この分をこちらのほうに多少は見ら

れますよというようなものをつくらないと、これはなかなか難しいのではないかというのが、考え

方としては１つあります。 

 それと、今の世の中の流れの中で、いい、悪いは別にして、名古屋市の市長さんのようなことで、

「税金減らすから、その分議員の報酬を半分にしますよ、定数も半分にしますよ」みたいなことも、

一般に訴えて、それを一定の半分くらいの人たちは、「そうだ、そうだ」という人たちの世論も受け

入れているような状況ですから、世の中の動きも、やはり全くは無視できないなという考え方の中

から、全くゼロ回答で上げるということには、これはならないだろうという考え方での、これはリ

ンクという意味でございます。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 例えば今、山本委員長の言われているのは、報酬を上げなければいけない

と。最低限 10 万円くらいは。これはずっと山本委員長が言われていたことです。10 万円くらい上

げるために、町民に対しての説明というか、理由づけといいますか、説明するために、ただ上げる

のでは町民も理解しないだろうから、定数を削減することで理解を求めるのだという１つの考え方

があるということがありました。 

○委員長（山本浩平君） それも１つです。 

○委員（氏家裕治君） 私はその１つというのが一番大事なことで、そういう考え方でもし議会の

中での定数を議論するとしたら、最終的には、議会というのは必要ではないのではないかという方

向に、私は向かっていきそうな気がするのですけれど。例えば、先ほど前田委員外議員も言われて

いた少数制の中でもって専従化を目指して、そして、それでもって機関競争主義が発揮できて、対

等の立場でもってやっていけるのだという考え方というのは、どうも私は理解できない部分がある

のです。ですから、上手く言えないのですが、報酬の関係は、財政が大変だから、財政の関係も出

てくるし、いろいろなことがあって、でも上げなければいけないという考え方に立つと、その理由

づけとして定数を減らすからという話になってしまう。私は、どうもそこがわからないのです。結

局今まで、「議会はこれからどうして行くの」とか、「議会とは何のためにあるのだ」とか、きょう

私、資料を持ってきていないからあれなのですけれど、皆さんでいろいろと議論しましたよね。構

成メンバーとしての議員の役割だとか、議員とは何なのかというのをずっと議論してきたはずなの

ですけれど、それが何かリンクさせてしまうと、それがどこかに飛んでいってしまって、何もなく

なっているような気がするのです。今までの議会での議論というのがいったいなんだったのかなと、

すごく。手元に資料がある人は、１回見てもらったほうがいいような気がするのですけれど。いろ

いろな方々の話を聞いて、いろいろな町民の方々の話を聞いて、そして、議会の中で議論し、そし

て主義主張の違う人たちの集まりの議会が、１つのまちづくりという形の中に一緒に参加しながら、

議論を深めていって、合議制の下、行政と立ち向かっていく。立ち向かっていくというのは、ただ、

ただ、反対するだけではなくて、いいものはいい、悪いものは悪いとしっかりと町議会として言っ

ていけるような、そういった議会というのは場所であるはずだというのは、大体皆さんの意見の中
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では出ていたような気がするのです。ですから、ある一定の人間は必要だと。議会の中での議員数

というのは必要だということまでは、私は皆さんの考え方の中では一致していたような気がするの

です。だから、その中にお金のことがリンクされるというのは、私はどうしてもそこで一緒に考え

づらい部分があるのです。山本委員長が言われているように、報酬等審議会から出されている答申

に対して、議会としていろいろと議論してきて、これからこのままのあるべき姿、このままの報酬

ではだめなのだという、議会の中ではある程度一致しているわけですから、それで返して、それで

報酬に関しては、私は決着がつく話ではないかと思うのだけれど、そうではないですか。定数とあ

くまでもリンクさせなければいけないものなのか。 

○委員長（山本浩平君） 基本的な私どもの考え方としては、それが許されるのであれば、報酬等

審議会の答申通りが許されるのであれば、二度も答申出ていたわけですから、簡単に決まったと思

うのです。しかしながらなかなかそれがそういう方向に行かなかったというのは、それぞれの皆様

方が町民の代表として、議員として会議に出席されている皆様方が、いろいろな人たちの声を聞い

た中で、なかなかそういう方向に行かなかったから、それが私はなかなか成立できなかったのかな

というふうに感じていますので。ですから、報酬を上げるのに、議員定数をゼロ回答の中で上げる

というのは、ますます町民の世論や支持は得られないだろうというふうに私どもは考えているとい

うだけのことであります。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、決して報酬等審議会で出されたものを、こちらがただただ引きとめ

てきたわけではないのだと、私は思うのです。議員の中で、議会運営委員長だし、議会改革の中で、

定数と報酬については、議会として考えましょうという話になっていましたよね。だから「ちょっ

と待って」という話になっているだけですよね。今、議論しなかったら、できない議論ですから。

報酬等審議会で出されたものをそのまま、それでもっていいか、悪いかという話ではないですよね。

議会改革の中でもって、定数と報酬については、しっかりと議論しましょうということになってい

たので、まずそこで１回、議会の中で議論をしなければいけないというところで、私たちが議論し

てきたことで、だから、当然中間報告も出したし、そして、その中間報告の中には、議会のこれか

らの活動、議会のあるべき姿みたいなものも、ちゃんと中間報告にうたわれていました。でも、そ

れから、例えば２回目に報酬等審議会からまた出てきていることに対して、「それではどうするので

すか」という話に今、なっていることであって、金額的なものというのは、出せないのではないか

と私は思っているだけで、議会としての考え方は、ある程度まとまっているのです。中間報告の中

でもそうだし、大体あそこでは大意が出ています。ですから、私はこれ以上議論しても、金額をど

うするのだという話は、私は議会の中ではできないと思いますので、ですから、最終的にはこれか

らの議会のあるべき姿みたいなものは、しっかりうたわれているわけですから、報酬等審議会に差

し戻すと。その中には、決して下げなさいという話ではないですから。そうですね。中間報告に載

っかっているのも、これだけの日数だとか、それだけのものが１つの根拠になって、報酬等審議会

から出されている答申がある程度正当性を持ったものだという考え方の中で、中間報告というのは

出されていますよね。ですから私は、議会としては、報酬等審議会のほうにそういった議論の中で



 13

の結論は出なかったけれども、上げるべきなのか、今後の議員報酬についてはそうなのではないで

すかということでの結論といいますか、そういったものは、私は議会として出していくべきだと思

っています。ですから、ただ、二度の報酬等審議会から出されてきたものをただただ議会はとめて

いるというのではなくて、議会として議論しなければいけないことを、今、議論していることだと

私は理解しているのです。 

○委員長（山本浩平君） 私は別に、議会がとめているとかということを申し上げたつもりはなく

て、その答申どおりという形にはなかなかなっていっていないのが現状ですから、それは皆さん町

民の代表として選ばれた方々が来て、それぞれの町民の代表の意見を聞いた中で、皆さん発言をさ

れているから、全体としてはそういうような状況の中での中間報告にもなりましたし、それを踏ま

えて発言しただけの話です。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） やはり今、議論されているのは、議会の本来のあるべき姿がいったい

本当に我々の中に理解されているのだろうかというあたりだと思うのです。この中間報告皆さんも

っていらっしゃったら、見られたらいいと思うのですけれど。その中間報告の中で５点言っている

中身が、繰り返されているのです。私はやっぱり、町民が納得する、納得するというのだけれど、

じゃあ、町民が望んでいる議会とか、議員というのは何なのかと。今の話で行くと、今の我々の活

動は、町民が望んでいる議会や議員活動ではないのかということになりますよね。だから、本当に、

例えば、これは個人の話ではなくて、議会だから、議論をしなくてはいけないから話をするのだけ

れど、例えば前田委員外議員が言われた、希望的観測もあるかもしれないけれど、少数制で席を温

めている人もいるから云々という発言ございましたけれど、じゃあ減らしてそういう人はそういう

少数制の議会が得られるという根拠は、何を根拠におっしゃっているのか、私はよくわからないの

です。減らしたから少数制でいい議会になるという保証は、私は全然ないと思います。そういうの

が根拠になること自体が、私はおかしいと思っているのです。ですから、どれだけ幅広いところか

ら選ぶのか、確かに前田委員外議員は謙遜して言われました。「自分もそうかもしれない」と。だけ

れど、席を温めている議員だって、今の議会がですよ、私はそうは思っていないのです。だから、

議会本来のあるべき姿というのは、いったい何なのかと。町民が納得しないから議員定数を減らし、

その分を、報酬を上げるのだというのが、町民が望んでいる議会の姿なのかどうなのか。そこら辺

の本質論が議論されていないのではないかと、私は本当に思うのです。だから、何か、町民の中に

出て行くのもちょっと違う。自治基本条例で我々が決めたのは、町民の中に出て行くということを

決めているのです。改革の中でも。そこのところを我々自体が縛りかけてしまったら、本当に町民

の望んでいる議会からだんだん遠ざかっていくのではないかという気が、率直に言って、私はして

います。だから、減らすべきではないという私の意見、もちろんいろいろなことがあって、今、15

人でやっているではないかというお話もございます。私はある意味それは 10 人になっても、８人に

なっても、３人になっても、中身によっては、いくらでもできます。そのときに議会が果たす役割、

町民が本当にそれでいいと思うかどうかと。そこら辺が、今、白老の議会に課せられている大きな

問題ではないかという気がしているのです。以上です。 
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○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、今の大渕副委員長の発言、何かもし。 

○委員外議員（前田博之君） 特に私は。 

○委員長（山本浩平君） 特にありませんか。 

 それでは、ちょっと休憩を取っていただきたいという委員の話がございましたので、ただいまか

ら暫時休憩をいたします。 

休 憩   午前１０時５７分 

                                               

再 開   午前１１時０９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 大渕副委員長、何かありましたか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 先ほどもう言いました。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員、どうですか。 

○委員（氏家裕治君） 話はわかりました。 

○委員長（山本浩平君） そうですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。一定限度の大体考え方、リンクという言葉がどうしても引

っかかるものですから、それについてちょっとお尋ねしましたけれど、考え方は大体、おおよそ似

たような考え方のところもあるなということで、これからそういったものを基本にちゃんと話がで

きるのではないかと思いますので、どうぞ。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 大変この議会運営委員会の中で、この議員報酬のあり方も含めて、大変勉

強もし、またそれぞれの議員の、また会派の中でも、議論を踏まえて、本当に長時間にわたってや

ってきました。そういう中で今、氏家委員がチラッとおっしゃいましたけれど、一定の考え方は、

大体この報酬の部分では、皆さん合意できる分ができたのではないかと、私は考えるのです。もう

１つ、であるならば、私どもが提案させていただいた今、２名以上という、定数問題です。定数問

題も絡めて提案させていただいた経緯もあります。というのは、私どもが提案させていただいたと

いうのは、実際の 16 が今、15 名の議員で運営されているわけです。そういう部分からすると、２

名以上の、何とか町民の理解を得ようということであれば、当然その部分も委員長も再三おっしゃ

っていますけれど、ぜひ２名以上の削減をしなければいけないだろうと。議員報酬をきちっと上げ

て、前田委員外議員もおっしゃっていましたけれど、少数制という話もありましたけれど、もとも

と私たちもそういう考えで実はいたのです。ただ、しかし、きょうまでのいろいろな議論をしてい

く中で、先般の議運の中で２名以上というところまで議論した中で来たのです。例えば 10 名だとか、

そんなことになると。大変な状況になるなということで、２名以上という考え方を会派の中で統一

させたわけです。それで、先ほど冒頭に皆さんの意見を聞くと、現状が１名減であるわけだから、

15 名であるならばいいだろうと、こういう話も大半の皆さん、そういう考え方。共産党さんはちょ

っと切り離してという話がありましたけれど。そういうようなこと、なんとかもう合意すべきでは

ないかと。ここで例えば年越し、また持ち越して、これを議論するとなると、私は議長のお考えに
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もちょっと反することになってしまうと思うので、やっぱりしっかりとここまでやってきたという

ことであれば、ぜひ結論をここで出してはいかがかなというふうに思います。皆さんいかがでしょ

うか。 

○委員長（山本浩平君） 報酬については、前回の議運の中でも確認をさせていただきましたけれ

ど、報酬アップに関しては、皆さん反対のところはないのです。無会派の方も含めて、報酬アップ

に関しては、反対というところはございません。共産党さんも町民合意の得られる範囲の中で、ア

ップに関しては、今の対価を考えるとやむを得ないだろうと、こういうご意見でございました。た

だし、これは町民合意ということが大前提となっているわけでございます。私どもは、きょう 10

万円というような金額も出しました。出しましたけれど、先ほど氏家委員のほうからも発言ござい

ましたけれど、だからといって、我々議会の中で 20 万 7,000 円を 30 万 7,000 円にしましょうとい

うことには、これはなかなかならないだろうというふうに思っております。ただ、私どもの主張と

して、こういう正式な議会運営委員会という、公式な会議の場で、私どもの思いというか、主張だ

けはしたいという考えの中で金額を申し上げたということでございますので、報酬アップに関して

は、皆さん異論ないですよね。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今までの経緯をしっかりとまとめて、議会運営委員会としての、

中間報告しか今、出ていませんので、最終的に報告として、私は出していただいていいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長どうですか。報酬のことについて話が戻ったのですけれど。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。報酬については、かなりの議論をいたしました。そういう

中で一定の方向づけが今、出つつあるというのは、事実だと思います。そこは、そのとおりだと思

います。ただ、定数については、これ、２回目なのです。定数の議論というのは、全く今までして

いないのです。前回と今回だけなのです。ですから、私はそういうことを含めて、やはり、報酬の

場合はこれから時間ありますから、例えば町民の皆さんに意見を聞くというふうになれば、いくら

でも聞けるわけです。報酬を切り離せば、聞けると思うのです。定数の問題については、リンクす

るということになれば、町民の意見は聞かないでやってしまうということになってしまいますから、

そこら辺が、私はかなり引っかかっていると。報酬については、そのとおりだと、私たちもそう思

っていますから。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブの近藤委員も、このことについては。 

○委員（近藤 守君） 異議ありません。 

○委員長（山本浩平君） 参考までにお伺いします。前田委員外議員も、このことについては異論

がないということでよろしいでしょうか。報酬のことでございます。参考までに伺っておきたいと。

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私は、報酬だけの部分については、上げる部分については、ある程

度少数制、定数削減した場合は、報酬を上げてもいいですよという意味ですから、それが上がらな

いということであれば、現状維持とか、そういうことになるのだと思いますけれど。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれど。前回松田議員が言われたように、「定数を減らさな

いのであれば、報酬はそのままですよ」とおっしゃっていました。松田議員がはっきりとそうやっ

て言っていました。「それは私たちと同じ考えです」と、私もそのとき言わせていただきました。こ

れは、はっきりしているのです。私は、それは定数を減らさないということであれば、報酬上がら

ない場合やむを得ない。ただ、今の状況で本当に報酬が適切かどうかといったら、適切ではないと

いう考えはあるということです。そういう意味ですから、それは、充分私は承知している話です。

ただ、その中で松田議員が言われたように、定数を減らさない場合は、報酬も上げないのだよとい

うことなのだけれど、原則論では、それでなければだめだよ、町民の声は得られないよと、こうい

うことだから。だから、言っているのです。だけれど、私が言っているのはどういうことかという

と、総支出の中に占める議会費の割合というのは、白老町はきわめて低いのです。ですから、ある

考え方によっては、定数が減らなくても報酬を上げることは、私は可能だというふうに思っていま

す。それは、可能だと。松田議員がそうやって言われたことについては、そのとおりだし、今、前

田委員外議員も言われたように、そのこともよくわかるし、そうだなと。町民の合意からいったら、

そうだなというふうにわかるけれど。しかし、理論的に言えば、今の 16 の定数というのは、人口で

いっても、２万 4,000 人のとき 22 名だったのですから。この間松田議員も、そのことは納得してく

ださいましたけれど。22 名のときに２万 4,000 人で、今１万 9,000 人で 16 人ですから。たくさん

減っているのです。割合でいったら、もっともっと減っているわけです。ですから、リンクすると

そこら辺が面倒くさくなって、わけがわからなくなるけれど、私が言っているのは、減らさなくて

も、今の議会費の割合から言ったら、議員定数を減らさなくても、報酬は上げることは可能ではな

いかと。それは皆さんの合意が得られるか、町民の合意が得られるか、それはわかりません。だけ

れど、理論的に言えば、私はそういう形だと、今はそうだと思います。私はそう思っています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） そこでまたいろいろと議論がとまってしまうのです。我々も、前回松田議

員がおっしゃっていたように、２名以上の議員削減がやはり、報酬を上げるとなるとどうしても必

要だという考えが、清風クラブの考え方なのです。ただし、皆さんきょうの話を聞くと、そんなに

この報酬の部分で差異があるような、議論の重ねをしたわけですから、そんなに大きな差異がある

とは、私は今、思っていません。であるならば、お互いに歩み寄った形で結論を出すべきではない

かという考えに至ったのですけれど。それで先ほどの話になったのです。 

 もう 1 つは、もし定数の部分でどうしても厳しいということであれば、私どもの会派は、改選後

も同じ議員報酬で、同じ定数でやりましょうと、こういう考え方です。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど及川委員のほうから、そんなに差異がないので結論が出せるので

はないかというようなお話でございました。差異というのは、大体今、会派の方々の意見を聞くと、

現状維持からすると２名ぐらいの差かと。現状維持というところの会派の方々の中でも、現在 15

名でやっているから、それは皆様方の意見がそういうことであれば、１名減に同意しないわけでは

ないというような考え方のところもありますので、あとはどうやってつめていくかということだと

思いますけれど。 
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 それと、この定数に関しても、先ほど大渕副委員長からは町民との懇談が必要だと。これは自治

基本条例の精神にのっとって、町民との懇談が必要だというご意見が出ておりました。これに関し

ては、各それぞれの会派は、そこまで必要ではないのではないかというようなご意見だったとは思

うのですけれど、この辺もちょっと若干議論しなければならないかと思うのですけれど。 

 公明党氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 一つ一つ、考えていったほうがいいような気がするのです。ですから、定

数について、大きく２つに分かれると。定数について今の定数を守るべきだという考え方と、現状

から考えても、まず１から２減を考えるべきだという考え方と。大きく考え方、この２つなのです。

ここでの歩み寄りができるか、できないかの話で、はっきり言ったら、まず定数の問題解決するの

です。報酬の問題については、先ほど言われたとおり、委員長、今までの議論の中で、上げるべき

だという考え方は皆さん持っているわけだから、「これからの議会活動を通して、議員の対価として

も今の議員報酬ではあれだよ」と、「上げなさい」という考え方は持っているわけですから、ある程

度今までの議論を踏襲して、報告は出せるのではないかと思うのです。報酬は、それでもって決ま

るのではないかと思うのです。報酬等審議会から町長に答申して、また町長が逆に今の財政状況か

んがみながら、報酬というのは決めてくるのでしょうから、ですから、それはそれで決まってくる

ので、私は一つ一つやっていったほうがいいような気がするのですけれど。どうですか、定数決ま

りませんか。歩み寄れないのでしょうか。歩み寄れないというか、考え方をどうしても固辞しなけ

ればいけない話なのだろうか。皆さんで決められるのではないかと、私は思うのですけれど。報酬

を決めてから定数という話には。報酬なんかは決められないのだから。だから、報酬の方向性とい

うのは、委員長報告の中でまとめていただければいい話しだし、定数の話を先に決めていただけれ

ば。これ、延ばせないですよね。年明けたら、次期出てくる人たち、実際白老町議会どうするのだ

ということで考えてきますよ。それをだらだら延ばしていっていい話ではないと。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田裕子君） 氏家委員のおっしゃるとおりかなと思っています。私どもの会派のほうで

定数を削減してというのは、やはり今議会になりましてから、町民のほうから定数を大幅に削減し

てほしいという署名の陳情書が上がっていました。議会のほうでは、そのときに大幅な削減はだめ

だということで、否決はされましたけれど、やはり町民の方々にはそういうような、議会に対して

「どうなのだ」という関心を持っていただいたということを重く受けとめるきだと、私たちの会派

ではそういうふうに考えていますし、特に私は、個人的には町民の中からそういうものがあるのだ

と。やはりそれであるならば、報酬ということを考える前に、まず定数きちっと、必要な人数、最

低限これだけは議会として必要ですという人数を町民の皆さんにぜひお示しするべきではないかと。

その上で、「最低これだけの人数は私たち議会として必要です」、何名削減するかではなく、「議会と

してこれだけは必要なのです」と示したいと。それが、私たちの会派は、これだけの数だろうとい

う削減の数字です。そういうつもりで出させていただいたというふうに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、定数についてみなさんどうですか。詰められるのであれば、
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詰めたいと思いますので、活発なご意見をいただければと思います。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。確認していっていただければ、私はいいような気がするのです。

例えば、近藤委員が 16 名という、「今の定数を維持すべきだ」という話もありましたけれど、例え

ば近藤委員も、今の現状の 15 名で、実際に 15 名で今までやっているわけですから、これからもし

15 名と決めたとしても大変、また皆さん時間のない中で議会運営に参加していかなければいけない

部分というのは変わらないと思うのですけれど。16 から 15 という数字が見えないのかどうかとい

うことも、確認していっていただければと思うのです。絶対 16 名でなければだめだというのか、そ

れとも、今の現状をみんなで議論した結果、15 名でできるということなのか、例えば、及川委員と

も話しをしながら、２減は必要だと言っているけれど、でも、今の現状を踏まえたときに、「大変で

しょう。政策研究会等々これから始まりますよ」と。「何とかこの 15 名という現状、１減でもって

何とか議論できないでしょうか」と。「絶対できない」というのであれば、無理かもしれないですが、

どこか歩み寄れる線というのはあるのではないかと思うのです。そこで皆さんの考え方をしっかり。

今、西田委員も、議会のあるべき今後の定数のあり方は、議会で決めるべきだと言っているのであ

れば、どこかで歩み寄れるのであれば、歩み寄らないと、定数なんて結論出ません。「大体こんな感

じでしか話できませんでした」で終わるような話ではないでしょうから。私はそういう皆さんのご

意見を伺いながら、ある一定の数字というのは見えてくるのではないかと思うのですけれど。どう

でしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんいかがですか。今の氏家委員の。 

 及川委員。 

○委員（及川 保君） 定数については、前回からきょう、２回目の議論になっているのです。私

どもは、もともと提案させていただいている定数と議員報酬については、議員定数については、前

回お話しているように、２名以上必要だという考え方ですけれど、先般の会議の中でも申し上げて

おりますように、絶対２名以上ということではないのです。皆さんと合意で決めることですから、

例えば近藤委員、それから委員長も先ほど冒頭申したように、２名という話もありました。私は、

清風クラブというのは、１減の状況でほとんどこの４年間、今、３年を超えたのですけれど、やっ

てきたのです。その後の会派の会議の中でも、この１減の状況を皆さん考えてほしいということで、

先般２名以上という話をさせていただきましたけれど、新政さんが、やはり定数 16 なのだけれど、

今、現実として１減の状況だと。15 名であるならば、何とか同意できるという話もありましたので、

１減をぜひ皆さんの話し、議論の中で進めていただきたいと思います。委員長の会派はいかがでし

ょうか。今、２と言っていましたけれど。私どもは２以上なのだけれど、現状の状況を考えたとき

に、合意が得られるのであれば、定数であれば 15 なのではないかと。これで歩み寄れるのではない

かという感じなのですけれど、いかがでしょうか委員長。 

○委員長（山本浩平君） ご指名をいただきまして。議会運営委員長の立場で言うと、このままで

きるだけ合意に、できるのであれば、そういったようなことで。もし、これが１減で皆さんも最終

的に同意ということであれば、そういう方向にしなければならないのかなと思いますけれど、今の
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現状の中で私どもの会派の考え方をそのまま主張させていただくと、10 万円アップというようなお

話はなかなか、本来こういう公式な場で言える話では、なかなか、実は、厳しい話なのです。しか

しながらそこまで主張するうということは、私は、若い人たちが挑戦できるような環境をつくるこ

とが最大の目的であり、議会の活性化を考えたときに、やはり 30 代、40 代もそこに参加できる環

境をつくるというのが最大の私どもの考え方でございますので、それを主張していく状況の中では、

１減くらいでは、なかなか世論は許してはくれないだろうというのがございます。そういった考え

方の中で申し上げると、やはり、大幅に報酬を上げていただき、そして現状 15 人でも議会は運営で

きているわけですから、さらに１名減の中で、これは行うことも可能ではないかという考え方を、

今の時点では主張させていただきたいというふうに思っております。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。我々は、定数問題について言えば、原則的に定数は多くの

人たちの意見を町政に反映させるということでいえば、議会がこれをどんどん決めて減らしていく

というのは、本当に議会の自殺行為だと、率直に私は思っています。ですから、減らすべきではな

いというのが原則論では、100％そう思っています。そのことが報酬の問題や、これからのまちづく

りの問題で、町民とのかかわりでどうなっていくのか、例えば４年前に４減らしているのです。そ

れが今回また減らすといったら、４年前のことというのは、いったいなんだったのだろうと、私は

思うのです。ですから、あのときのお話では、明らかに４と、これは大幅に減らすということは、

この後人口の減があろうと、何があろうと、これはそれに耐えられるだけの定数減だよという合意

の下で減らしたものなのです。私はそういうことで言えば、本当にこれ、今１人いなくても議会運

営ができるからと。２人いなかったらできるのか、３人いなかったらできるのか、これは同じこと

なのです。１人だからいいとか、３人だから悪いとかということでは、私はないと思うのです。そ

ういうこといえば、少なくともうちの会派でそこのところの合意を勝ち取るとしたら、もう少し時

間いただかないと、勝ち取れるかどうかもわからないと。きょうここで結論を出して、やりなさい

というわけには、うちの会派はいきません。それは無理です。会派の中で何度も何度も議論をして、

合意して出てきているわけですから、そこのところはやはり、きちっと会派で話をしないと、それ

は、ここはもうそういう形で運営しているわけですから。今までも何度も、持ち帰って何度も議論

してきたと。これは通年議会に移るときも、何十回とやってきたわけですから、私はそういうこと

で言えば、今、ここで結論出しなさいというわけには、ちょっといかないと。 

○委員長（山本浩平君） そういう意味でいうと、私どもも議員としての生活基盤の確保、これを

きっちりしないと、若い人たちも挑戦できないですし、いろいろなことが過去にもあったと思うの

です。そういった状況も踏まえた中で、議員の生活基盤をきちっと確保できる収入を、きちっと確

保しないと、今の会議日数や活動日数の中で考えると、なかなかほかの収入を得るような活動がで

きるのかと。実際に、無理ですから。そういう中ではやはり、このことを主張するということを私

どもは何度も会議の中で話し合いをして、そして２名減という結論を、私どももきょう持ってきた

状況の中で、正直なところ、私どもも歩み寄れるかというと、今の状況の中で、私どももちょっと、

正直歩み寄れないと。そういう部分においては、主張点は違っていても、共産党さんと同じような
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考え方がございます。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 15 名というか、定数今、16 名を減らすべきではないという共産党さんの

考え方というのは、私もわかるのです。わかるけれど、じゃあなぜこの３年間鈴木宏征議員が亡く

なった後、補欠選挙も行わないで、15 名の中でやってきたかということですよ。それこそ町民に対

して理解を求めることなんか、できないと思います。実際やってきたのですから。本当に必要だっ

たら、補欠選挙でも何でもやって１名プラスするはず。 

 できない。 

○委員長（山本浩平君） 法律的に無理。 

○委員（氏家裕治君） できないのですか。 

○委員長（山本浩平君） それは、できないのです。 

○委員（氏家裕治君） そういうことなのか。私の勘違いでした。申し訳ありません。 

 いずれにしても、１名減になった時点で、議会として町民に対してその時点で何かの発信という

か、できてなければならなかった話だと、私は思います。この３年間 15 名でやってきたという現実

を、町民は実際見ていますから、ですから、そこで会派にまた持ち帰って議論していただければい

いのかなと思うけれど、その 16 という数字が、私は本当にわかるのです。本当は減らすのではなく

て、これから議会日数等々もふえてくるのであれば、もう２人ぐらいふやして、そして報酬のこと

も考えてもらいたいというような思いでいます。はっきり言って。でもそれは、今の現状の中では

できない。でも、本当に議会のあるべき姿だとか、議員がこれからどうやって町民と向き合ってい

くのかということを突き詰めていって、今までこの 15 名でやってきたわけですから、これだけは崩

せないという部分が、どうしてもあるのです。ここだけは崩せないというのが。だから、そこで、

例えば皆さんの議論の中で、２減なのかとか１減なのかという話で歩み寄れるのであれば、議会と

してまとまったほうがいいのではないかと、私は思うのです。報酬の話は別です。報酬の話は、町

長が決めることです。ここまで議論したわけですから、このままではだめだという議会の方向性が

見えてきているわけだから、あとは町長に託して、町長が今の財政状況の中で最大限、報酬等審議

会からの意見も尊重して、議会に反映させるべき問題だと、私は考えます。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今の氏家委員の言っていることは、よくわかります。だか

らこそ、私は結果として、例えば 10 万円上げたとしたら、ざっと計算すると、3,000 万円必要なの

です。そうすると、財政改革プログラムは大きく崩れます。定数減らすとしたら、４、５人ぐらい

減らさないと、多分間に合わないと思います。対価の見合いでいったら、本当にそういう議論に入

っていくとしたら、それと、ほとんどのところは、定数と報酬がリンクしているのです。リンクし

ているというのは、金額が多い、少ないは別です。減らしたのだから、上げることを考えるのだか

ら。どちらが多いかは別ですけれど。そうだとしたら、私は、町民の意見を聞かないでこれをやる

というのは、これからいったら、やはり絶対私は違うと思うのです。だから、氏家委員の言ってい

るのは、わかるのです。定数１だったらどうなの、今やっているのだから、本当にこの議会基本条
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例に引っかかるのか、町民に合意を得なくてもいいのかという、投げかけをしてくれている。そこ

はわかります。現実的には、報酬とリンクしているという状況なのです。現実の話は。私は、そう

なったら、本当に、ここでそのことをやってしまったら、この自治基本条例というのは何なのかと、

それこそ町民と向き合うときに大変になってしまうのではないかと、私は本当にそう思っているの

です。だから、１つであっても、町民の意見を聞くべきだと、私、先ほど述べたのは、１つか、２

つかわからないけれど。私はやっぱり、町民の意見をきちっと聞いて、この中に書いているように、

町民に大きな影響を及ぼすことが予想される問題、例えば町立病院の存続、小中学校の適正配置問

題を意味しますと書いてあるのですが、私はこの定数問題は 16 分の１だとはいっても、町民にとっ

ては非常に大きな問題、そういう議論を真正面からやって、本当に町民が議会のことをわかって、

議会の果たすべき役割が何なのかということがわかって、「減らせ」というなら、これはやはりしょ

うがない場合も出るかもしれませんよね。本当にそう思います。報酬なんかも、上げるなんてとん

でもないという話だから。町民の皆さんの話は。だから、本当にそこら辺。だから山本委員長のよ

うにそこは、審議会があるのだから、それでいいのだよという考え方も出てくるのです。だけれど、

これからいったら、本当にそれでこの自治基本条例からいったら、通るかということが、私は非常

に、白老の議会の大きな過渡期みたいな状況なのかと、私は非常に大きく思っています。だから、

例えば何人だったらできるというお話が先ほどありました。これぐらいの議員の数が必要だと。だ

から、これだけ減らすのだと。根拠がなかったら、だめです。どうして議会ができるのか、どうし

て少数制になるのか、根拠がきちっとしていないで、「これくらいの数でいいよ」となんてことには、

私はそういうふうにはならないのではないかと。山本委員長が言っている、減らしてそれだけ報酬

上げるというのは、これは根拠なのです。そういうのを根拠というのです。私は、山本委員長が言

っているのは、そこは減らしたくない、上げると言っているのですから、減らす根拠にはなってい

るのです。私はそこは、そういうことで言えば、主張はわかります。入れない部分があるとしても、

わかります。そういう議論をしていかないと、私は、結果として町民のところに出たときにどうな

るかということです。山本委員長の場合は一貫して、「若い人が出られないから 10 万円上げなさい」

と。「そのためには定数下げましょう」と。これは、どこへ行っても言っていることですから。私は

そういうことが町民の前に行ってきちっと言えなければ、その主張はやっぱり町民には受け入れら

れないのではないかと思っています。 

○委員長（山本浩平君） ただ今、そういうお話いただいたので。私の会派の場合は、前回の４と

いうことも、そういった中でやはり加味すべきだという考え方を持っているものですから、前回の

も入れると、20 名からすると、６減というような格好になるわけです。そういうような根本的な考

え方の中で、「10 万円ぐらい上げてはいかがか」という考え方を持って、主張させていただいてい

ます。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 本当に私は、今の報酬というのは少ないと思っています。ただ、町民

の皆さんが議員の活動に対してどう見ているかと、ここが一番引っかかっているところなのです。

本来この中身が町民の皆さんにわかってもらえれば、「少ない」と言ってくれないかな。私は言って
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くれるような議会活動に、本当はならなければ。我々議員がそういう活動にならなければだめなの

ではないかと、すごく思うのです。自分の支持者の人に、「報酬少ないのです」と。「上げてほしい

のです」と。本当に皆さん言っているかどうかです。こんなに出て、こんなに一生懸命活動してい

ますということを、支持者の皆さんに言って、自分を支持してくれた人がそこをわからなくて、ほ

かの町民がわかってくれるわけないのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 副委員長のおっしゃっていること、そのとおりだと思います。例えば、私

の支持者でいえば、私を支持してくれる町民の皆さんは、やはり納得してくれるのです。そうなの

です。だけれど、現実に私ども懇談会なり、報告会に行ったときに、前回も、９月の懇談会もそう

だったのですけれど、現実に出てくるのはそうではないのです。「忙しい、忙しいと議員はここに来

て言うけれど、我々町民が頼んだか」と。「通年やりなさいとか、研究会やりなさいと我々頼みまし

たか」と。こういう言い方をするわけです。報酬の部分についても、やはり大変厳しい発言をする

わけです。意見を言うわけです。これは非常に大事な部分だと思うのです。批判とはいえ、やはり

議会に対しての思いがあるわけですから、それは大事な意見だとして私はとらえていますけれど。

だから、そういうことではなくて、議会が自ら考える、今の現状は、確かに議会の本来あるべき姿

を、白老町議会として一生懸命改革として進めているわけです。やりすぎだとか、そういう意見も

ある中で。だけれど、議会の本来の住民との関係を考えたときに、議会のあるべき姿を追及しなが

ら、今、進めているのです。それは、そういう批判があったとしても、しっかり言えるわけです。

だけれど、議会として自ら「こうしよう」という考え方も大事だと思うのです。当然町民の考え方

も大事なのですけれど。だから今、報酬の部分でも、大変時間をかけて議論をしてきましたけれど、

中間報告されている中で、我々としても厳しい、委員長のおっしゃっていた部分、我々もこの提案

させていただいた時点で、同じことを言っているわけですから。副議長にも専業しようとか、私が

言ったときに、「おかしいのではないか」と言われたこともありますけれど、そういう、大変今後の

白老町議会を考えたときに、厳しい状況に至るなと。大変、一部の偏った方々の議会になってしま

うなという危惧を抱いたものですから、この定数問題も、報酬と一緒に絡めて提案させていただい

た。それが今、委員長もずっとおっしゃっているような、今後、将来を考えたときに、この議会が

厳しいという思いは、全く同じ考えでありますので、そう考えたときに、いろいろな意見がありま

すけれど、ここは考え方をそれぞれ歩み寄っても、すでに歩み寄っている状況なわけですから、も

うこれからまたさらに議論を重ねていくのではなくて、ある一定の方向性は見出したほうがいいの

ではないかということを申し上げたいのです。昼といえども、もう時間内です。また来年に。 

○委員長（山本浩平君） 公明党氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は今、及川委員が言われたように、ある程度の議員定数につ

いては、歩み寄れる部分まで、私の中では来ていると思います。ただ、これから会派に戻ってもう

一度議論しなければいけないというところもあるでしょうから、私はある一定の部分までは、今回

ここでなんとなく見えてきたという部分があるのです。ですから、定数の部分は、きょうは決まら

ないかもしれないけれど、ある程度の部分は、私は見えていると思いますので、例えば、それも近



 23

いうちにちゃんと決めるべきだなと思っていますので。まず、また会派の中で、今回こういう形の

中で、という話はしていただけばいいなと思うのですけれど。実際町民の方々の意識の中で、定数

が多い、定数もっと削減しなさい。報酬も多いと、報酬も削減しなさいと。報酬はいくらもらって

いるかわかっていますかと言っても、「いや」という人がいる。定数今、何人だと思っていますかと

いうと、「20 人くらいいるのではないか」とか、そういう方々が多いということです。でも私たち

は、はっきり言ったら、その中から選ばれた代表なのです。その中でずっと議論してきている。例

えば町民からのアンケートとるとする。でも私たちは町民の代表でもってまちづくりをする、町民

の幸せのためにとか、町民のこれからの生活のためによりよい方向に進めていくための議論をする

のだけれど、そのために政策提言だとか、政策立案能力なんかを高めていこうと、格好いいことを

言うわけです。でも、誰も町民、こんなことを求めていないのです。町民は、自分たちの要望、要

求を、どれだけ話を聞いてくれて、どれだけ町に提言してくれる人が、いい議員で、いい議会なの

です。それをどうやって私たちは縮めていくのですか。議論、町民の前に出て行って。今、やるこ

とではないのです。常にやっていなければならないことなのだと、私は思います。改めてやるよう

な話ではない。だから、私は大事な問題だけれど、これは議会の中でしっかり議論して、そして、

決めて、そして町民の前に改めてちゃんと出て行くと。この４年間の中で、例えば 50％の方々が多

いとか、少ないとか言っていた人たちが、４年後には「確かにそのとおりだ」という人たちが 10％

でもふえれば、それは議会の力だったのかもしれないけれど、そういった形の中で今後進めていか

なければならない問題だと私はとらえています。ですから、今までの議論をしっかり踏まえた中で、

定数の問題、報酬の問題は先ほど言ったとおり、報酬等審議会に今までの踏襲をして、返すと。あ

とは、私はそれなりに決まっていく話だと思います。あとは、これからの議会がどう進んでいくか

でもって、町民を判断していくことだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今のお話は、定数については、ここでしっかり議論をして、一定の方向

性を出して、議会で決めて、それから町民の前に出るべきだという考え方ですね。違いますか。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。違います。 

○委員長（山本浩平君） その部分が、共産党さんとほかの会派との主張点が違うところがあるの

ですね。そこをどうまとめていくかということなのですけれど。 

○委員（氏家裕治君） 私の考え方というのは、あくまで定数は、議会で決めるべきものだと思っ

ています。ですから、議会の中でしっかり議論をして、決めて、例えば改選期を迎える。それから

の４年間の中で、本当に町民と議会の思いが乖離しているのだとすれば、そういったテーマをしっ

かり抱えて４年間活動する事が大事なのだろうと。その活動というのが、町民の前に出て行くとい

うことで私は考えていますので、今、この問題をもって町民の前に出て行って、「みなさんどうです

か」という話ではないです。 

○委員長（山本浩平君） この点について近藤委員、新政クラブさんいかがですか。 

○委員（近藤 守君） 定数について、こちらで決めたものを町民に持って行って、「どうですか」

ということには反対です。これはあくまでも我々が決めて、どうしてこうなったということをしっ

かり説明する責任が大事だろうと、私はそう思っています。 
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○委員長（山本浩平君） この点については、共産党さんがなかなか譲れないところですね。自治

基本条例の関係で。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ものが、あるのです。自治基本条例というのは、我々が決めたものな

のです。だから、例えば今、１のことを前提にしているからそうなるのであって、４減らすとなっ

たら、町民の意見を聞かなくてもいいのですかということになるのです。私が言っているのは、自

治基本条例というのは、白老町の最高規範なわけだから、一番高い、これが町の条例なわけだから、

それに反する、そういうのはまずいと私は思っていますから。そこの認識が、定数ということでい

えば、１減ろうと、５減ろうと、同じなのです。定数なのだから。１だから、議会基本条例に抵触

しません、５だから抵触しますということであれば、それはそれなりのちゃんとした説明がないと

だめだと。町民に対する説明がないとだめだと、私は言っているのです。ですから、私はこの自治

基本条例に、町民のパブリックコメントをいただくというのは、必要だと思っています。だから、

言っているのです。ただそれが、自治基本条例の精神から言ったら、それは必要ないという皆さん

の全体の認識あれば、それは取る必要はないということだと思います。そこら辺が、この基本条例

は、議会も入って決めたものですから、やはりきちっとしていないと。議員が、このこと、例えば

認識しないでやったら、とんでもないことに私はなると思っています。私が言っているのは、それ

だけです。氏家委員が言っているように、４人だったら必要だけれど、１人だったら、必要でない

という議論なのか、定数全体に。定数というのは、議会が全部決めるものなのか、そこら辺は大き

な問題だと私は思っていますから。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は大渕副委員長に反応するわけでもなんでもないけれど、自治基本条例

の考え方の中で、今の現状から大きく変わって、町民に対しての大きな影響が与えられるものとい

う考え方からすれば、１減、今、現実にやっている 15 という定数と、仮にどちらの会派でもいいで

す、４減だとか、５減でもって議論が半々になっているとすれば、これはやはり町民の前に出て行

かなければならないでしょうという話です。現状を踏まえた議論の中で、私は話をしているつもり

でいます。 

○委員長（山本浩平君） それと、先ほど大渕副委員長が、議会費の占める割合が極めて低いと。

そういう中においては、報酬アップも、これは主張できるのではないかというお話があったと思う

のですけれど。それを考えた場合、１減、あるいは２減になったような結論をもし出したとしても、

議会費に占める割合は、多少は変わるかもしれませんけれど、そういったことで、議会費の占める

割合はこのくらいなのだから、みんなで決めましょうというようなことにはならないのでしょうか。

議会費に占める割合は、よそから比べると非常に、極めて少ないと。報酬のことになりますけれど。

定数とはまた別ですけれど、そういうことを考えたときには、この議会の中である程度方向性を出

して、それで何かの機会のときに、何かの機会とは、広報広聴常任委員会等々で町民と向き合う場

合のときに、説明をするということでは済まないわけなのでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 報酬の分ですか。 
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○委員長（山本浩平君） 報酬、定数両方ですけれど。今、調査事項、こういう両方なっています

から。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私がここで言っているのは、当然それが、上げることが決まっていな

い中で、春の議会報告会があったら、それは、その時でも構わないと思います。ただ、そういうも

のがないときに、こちらが先に、議員定数、報酬を決めるとしたら、それは、これからいったら、

パブリックコメントがいるのではないかということを言っているのです。例えばこれが、報酬は来

年 11 月から上げましょうというふうになったとして、間に合うのであれば、例えば５月の議会報告

会のときにやるのは、私は全然構わない。ただし、決めてしまってから出すというのは、まずいと

思います。あくまでも決める前に。パブリックコメントというのは、あくまでも決める前に、町民

の意見を聞かないとだめですから、それを参考に我々が判断する。だめだという場合もあるでしょ

うし、いいという場合もあるでしょう。別に町民の皆さんに迎合するとかなんか、そんなことを私

は言っているのではないです。だけれど、それは、そういう形でも構わないとは思うけれど、そう

いうことが、やろうということをみんなで決めたのだから、その範囲でやらなければだめではない

かということを言っているのです。それは氏家委員が言うように１定数ではなくて、１減だから必

要がないということが成り立つかどうかということは、議論をして、皆さんいいと言えば、それは

それでいいのではないでしょうか。私は、そう思います。 

○委員長（山本浩平君） お諮りしたいと思います。午前中の議論で２時間経過いたしましたけれ

ど、一定の方向性はなかなか、出すということは、今のところは至っていない状況です。このまま

会議を 10 分ぐらい休憩して、延長して１時くらいまで行うか、それとも昼の休憩を１時間とって、

１時から再開をして、２時間ほど議論をするか。ちょっと皆さん、いかがでしょうか。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。きょうは議員定数と議員報酬についての議題ですよね。ある一

定の方向性が見えていると、私は自分では思っています。でも、これ以上は議論できないでしょう。

だって、会派に持ち帰らなければいけない。これ以上は、はっきり言って、進まないですよ。及川

委員のところも、ここまでの話ができますということでもって、きょう持ってきてくれている感じ

だと思いますし、あとは、それ以上の話というのは、多分会派に持ち帰らないと。会派に持ち帰ら

なければいけないという共産党さんもいれば、そこである程度の方向性を出さなければいけないの

ではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 私のところもそうです。 

○委員（氏家裕治君） そこで歩み寄れる部分ができれば、定数については、ある程度私はまとま

っているのではないかと思いますし、そんな深いところでもって悩んでいる問題ではないと私は思

っていますので、私は、きょうはこの辺で終わらせてよろしいのではないかと。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 会派に持ち帰って、どのようなことを協議するか、そこのところの論点だ

けをまとめて、それだけで、次回のときにというふうにお願いしたいと思います。 

 会派に持ち帰るのにあたりまして、正副議長も含めて、皆さんのご意見を、まだ、絶対に会派に
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持ち帰ったら、それぞれの考え方があると思うのですけれど、もしご意見があったら言っていただ

いて、それも含めて、会派に返ってまた議論をして、最終的な意見調整をできるようになればいい

と思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。きょうの議論をうかがっていて、何か特段、諮問されて

いますので、議長何かあればどうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、２時間ほどいろいろと定数と報酬について議論をしていただきまし

た。前回私、議長という立場で、今、白老町の現状、それから今までの議員の報酬、それから定数

については、今までの経過を踏まえた中で、あくまでも議長として、現時点を考えたときには、よ

り多くの町民の方、それと、代表者ということを含めますと、今の定数でやっていくべきではない

のかなという、そういう趣旨の意見を申しました。しかしながら、現実的に今、皆さんから出てい

るように、現実 15 名でこの３年間やってきているという中では、やはり皆さん、それぞれ町民の中

に入って、いろいろな町民の皆さんの意見を聞いている中で、やはり今、１名減になっているのも

無視すべきでないというような、そんなような思いも、皆さんからきょう出されました。そういっ

た観点から、それぞれ、あくまでもこの問題については、議会として一定の方向を出すという形に

なれば、それぞれの主張を繰り返していたのでは、１つの大きなものまとまらないという観点で、

先ほど及川清風クラブの代表から今まで２減の話があったのですけれど、１減でも話し合いには応

じますというような話もいただいたので、私としてはやはり、1 減で行くか、２減で行くか、それ

とも現状維持でいくかと、この３つの形が出ております。定数が減ることについては、１減なのか、

２減なのか、その辺をきちっと会派で、今３つぐらいが「１減でどうだろう」というような歩み寄

りも見せておりますので、２減以上削減される方については、１減で何とかできないのかと。我々

もちょっと考えてみようという形で、考えていただければいいなと。全然減らさないというところ

も含めても、１減でどうなのかというようなことも、ぜひ議論していただいて、一定の合意できる

ものであれば、合意していただければいいのかなと。どうしてもやはり合意できないところについ

ては、議運の全会一致の原則で、あくまでもそれで行くのか、やはり最大より多くの議員の方が話

していることをそのまま実行していくのか、その辺は運営委員長のほうの、議運の正副委員長の考

えもあろうかと思いますけれど、まず会派に持ち帰って検討していただくのは、１減を中心にどう

なのかということを。 

報酬については、これも過去に報酬等審議会から出された件について、私も諮問している経過が

ございますけれど、全くこれ、定数のほうの関係は、全然報酬等審議会の中で議論をされていない

で、あくまでも我々今、議員活動をやっている中で、考えたときに、これからもいろいろな分野の

方が出られるには、今の活動されている現議員が、みんな自分たちで考えてやってきたことですか

ら、それについて「今の報酬ではちょっと、これだけ多くなってくると、若い人も出られないよう

な状況だから、これは報酬を上げるべきだ」というような形で言っていますので、これが提案され

たときに議会長がどう判断していくかというのはまた、皆さんそのときに、定数は定数として置い

ておいても、これはまた考えなければいけない問題だという具合に思っていますので、定数減らし

たから、報酬上げるとか、下げるとか、定数減らさないからそのままだとかいう議論を一歩前に出
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して、考えていただければいいという具合に思っています。 

報酬はちょっと、これは提案されるか、されないか、そちらのほうの関係で、あとになるかと思

うのですけれど、定数は、前から言っているように、来年選挙ですから、あまり遅くまでこの問題

を先送りするというのは、極めてよくないものですから、そういう面でできるだけ早く、そしてよ

り皆さんが一致できるような形のことを、きちっと議会として出してやらなければだめではないか

と。その辺で議論していただければ。 

先ほど副委員長のほうからいろいろと町民の中に出て行っていろいろやるということについては、

必要性が書いているとおりですから、議員定数の問題自体大きな問題だからやらなければだめなこ

ともあろうかと思うけれど、今回の現時点で減っている１名欠になっているものを基準に、そこま

で煮詰ってきていますので、そういう面では、時間的にもできないかなというような部分もあって、

これについては、私としては、先ほど氏家委員も言ったように、現状の中の定数だから、そこまで、

今度、町民の中に改めて行って聞くことまでしなくてもいいというか、できないという思いです。

きちっとそれについては、機会があれば、これは決めた後、町民の前に出て行ったときは、このこ

とはきちっと、「議会としてこういう形で、こう決めました」と、報告はきちっとしなければだめだ

と思いますけれど、改めて聞くとなると、ちょっと、時間的にも無理かなという具合に思っており

ます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 吉田副議長。 

○副議長（吉田和子君） 報酬に関しては、私はきちっとした説明責任ができる、議会の議論を積

み重ねてきたわけですから、そしてある程度一致しましたので、議員報酬に関しては、今の出た議

会の方向性でいいと思います。ただ、今、議論がありましたように、定数は今、15 でやってきたわ

けですから、私も議長と同じように、15 で１名減らすということになるのか、今の現状をきちっと

維持していくということになるのではないかと、私の中ではそういうふうに判断していますので、

その 15 ということであれば、私は町民説明をする必要は、集めて報告会という形でする必要はない

のではないかと思っています。ただ、中に意見がありますように、議員報酬を、定数を下げなけれ

ば、議員報酬を上げられないという議論がありますけれど、私は４年前に議員定数で町民の皆さん

に意見を聞きました。その上でいろいろな意見を聞いて、その上で参考にして４名減をするために、

こういう理由で４名、そのかわりこういったことをしますということを、きちっと結果として結論

を出したわけです。それが報酬を上げるために２名以上減らすとかという議論になったときに、私

は、町民の声を無視することはできないというふうに思うのです。それだけは基本におかないと、

私はなんか勝手な言い分に聞こえてしまうと思うのです。定数は、今の議員定数は、私も大変だと

思っています。議員定数は減らすべきではないと思っているけれど、15 名でやっているのだから、

今、何とか頑張ってやっているのだから、これでやろうと。だけれど、対価として考えたときに、

報酬は上げるべきだと。そうでなければ、今後出てくる人が大変だろうということもある。それは

認めるべきだろうと私は思いますけれど、ただ、報酬を上げるために、定数をそれに合わせるため

に、定数を下げるという議論になったときには、それは、私は町民説明が必要だというふうに、そ

ういうふうに私の中では考えています。だから、今、議長が言いましたように、定数のことに関し
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ては、結論を出さなければいけない。それまでの議論を重ねてきましたので、定数は１、ほぼ、そ

んなに下げるべきではないという議論にはなっていると思います。１名減というのは、今までやっ

てきたことだから、それで何とかやっていけるだろうということでの私は結論だと思っていますし、

私もそういうふうに考えていますので、そういう議論ができればというふうに思っています。これ

は町民にもきちっと説明ができるものだというふうに私はとらえていますので、そういった考えで

進めていったらいいというふうに思っています。だから、議長が言われたような報酬等は、報酬等

審議会にあとはお任せをするということは、私はこれは議論としては成り立っていくのだというふ

うに考えていますし、もし報酬等が上がっても、きちっとした町民説明はできるだけの、私たちは

議論をしてきたというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） みなさんよろしいですか。こういったことを踏まえて。前田委員外議員

何かございますか。前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 一言いいですか。今、これから会派持ち帰るという、案件整理しよ

うと言って、決めようと。私は議長とか副議長が、大渕副委員長がお話した町民説明会、町民にや

はりパブリックコメントを求めるということは、私は必要だと思いますし、議会のあり方としては、

問われるのです。定数が１であろうと、４であろうと、２であろうと。定数という、自分自らの意

思決定をするということは、私は議会のあるべき姿、その中でどう民意を反映させるか、聞くとい

うばかりではなくて、私も説明しなければいけないと思います。「こういうことで、議会という方向

性を持っていますよ」と。それに対して意見を聞くという人もありますから、私は自治基本条例に

もありますし、議会のあるべき姿、町民に開かれた議会ということになれば、やはり町民の声を聞

くと。時間がないとか、あるというのは、これは工夫をすればできるはずですから、そういうこと

がやはり必要かどうかということを、会派で議論してきていただきたいと思います。否定も肯定も

しませんけれど、これ議会としての、町民との意見を聞いて、自ら議会をするといっていく場合に、

議会も当然政策形成やっていきますから、そのときは大きな、必要というか、基本条例でいってい

るように、大きな問題なのです。それを、その問題だけで必要ないという問題もありますけれど、

１つの原点として、私は会派で議論してほしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今の点ですけれど、これはいずれにしても、きょうの状況の中では主張

されているのは共産党さんだけ、ほかの会派はそこまで必要ないというのが、皆さん先ほど意見は、

そういうお話ですから、いずれにしてもこれ、一致しておりませんので、これも含めて当然会派に

持ち帰って再度ここは議論してきてください。これは必要あるか、ないかということに、４対１だ

とか、３対１だからやめましょうと、きょう結論出せる話ではございませんので、これは共産党さ

んの、これも主張でございますので、これも会派に持ち帰って、きちっと議論してきていただきた

いと思います。 

ただ、近隣の市町村のお話をさせていただきますと、選挙の、統一地方選挙は４月ですから、統

一地方選挙の半年前、11 月ぐらいまでの間に最終的に定数の結論が出なくて、時間切れだったので、

このままですというような結論は、白老町議会としてはぜひ出したくないわけです。これは、かな

りの市民からの抵抗、批判もあったやに伺っております。ですから、真摯な議論を重ねて、ぜひと



 29

も一定の方向性は、議長もそれを望んでおりますし、そういったことで臨んでいきたいと思います

ので、ご協力のほどお願いをいたします。 

                                            

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） きょうの議会運営委員会を閉会といたします。お疲れ様でした。 

 （午後１２時１６分） 


