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平成２３年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２３年１月１２日（水曜日） 

開会  午後１０時００分    

閉会  午後 １時１５分 

             

○議事日程  

 １．議員定数について 

２．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

  １．議員定数について 

２．その他について 

                         

○出席委員（９名） 

委 員 長  山 本 浩 平 君   副 委 員 長  大 渕 紀 夫 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 祐 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（１名） 

 委   員  西 田 祐 子 君 

                                          

○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）  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）  調査事項１、２ございますけども、まず、前回、白老町自治基本条例

に関する政策研究会のほうからその他のところでアンケート調査の実施についての、こういうこと

をやりますというお知らせと申しますか、そういうお話がございました。これについて初めて耳に

した方々もいらっしゃるということもあって、各会派でもし何か、特段お尋ねしたいことがあれば

ということで会派持ち帰りということになっておりましたので、この自治基本条例に関する政策研

究会で行うアンケート調査について、何かそれぞれの各会派で伺ってみたいなというようなことが

ございましたら、どうぞ。 

 なければ、私のほうから２点ほどお伺いしたいと思います。実施の方法の中で料金受取払いとい

うことでございますけど、これの費用をどのくらいで見ていらっしゃるのかというのを１点。 

 それと、この調査全体のことに関してなのですけれども。この内容を見ると、具体的に自治基本

条例の中身についてのどうだこうだというような内容ではなくて、議会全体、町議会の活動ですと

か、町議会全体に関してどのように思っているかというような内容になっていると思うのです。こ

れに関しましては、第３次議会改革や今までの議会改革の中で、議会運営委員会の中で時間をかけ

て相当協議をしている内容でございます。そういった中で今後、第３次議会改革の中で議会運営委

員会の中でまた議論していかなければならない内容になっていると思うのですけども、その辺との

整合性をどのように政策研究会のメンバーの方々は考えてられているのかと。この２点について伺

いたいなと思います。 

 それでは、座長でございます、大渕副委員長のほうからお願いしたいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君）  大渕でございます。１点目につきましては、返ってくる数によって

全然違いますけれども、財政的なことについては事務局とも十分相談をいたしまして対処するとい

うことで考えております。金額等々については、事務局からちょっと。細かいことはちょっと私も

わかりません。１通いくらとかはわかりますけど、何通戻ってくるかということによって全然金額

が違うということで、その予算については十分考慮していただいておりますので、そこは問題ない

かと思います。 

 ２点ですけれども、そこに異議等々いろいろ書いていますけれども、この問題というのは、自治

基本条例の見直しなのですけれども、議会基本条例が本当に白老町にとって必要あるのかどうかと

いうことも含めて検討しております。それで、見直しは自治基本条例だけではございませんで、今

の自治基本条例が制定されている中で十分議会の機能が果たせるのか、また、そこの検証をきちん

としながらどこまで発展させることができるかと、高みを目指せるかというようなことで、今、始

まりました。そういうことで議会運営委員会の改革とは全くバッティングしない中で、少なくても
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議会改革の中でも利用できるといったらおかしいけれども、意向調査が生かせるというようなこと

も含めて、せっかくお金をかけてやるわけですから全体の意見を聞くということが必要ではないか

という判断でございます。 

○委員長（山本浩平君）  上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  料金については、まず、当初は、広報の一部を使ってやろうと思

ったのですけど、受取人払いになると所定の厚さが必要だということで、広報の薄い用紙ではでき

ないということになりまして、当初のもくろみとはちょっと違ったのですけど、印刷にかかるお金

は６万円ぐらいかかります。これは広報の今、持っている予算と需用費も含めて何とか捻出できる

のではないかなと思っております。 

 それと、受取人払いの料金ですけど、１通 50 円、はがきですから 50 円です。それに手数料に 15

円かかるのです。ですから、65 円かかります。それで、１万枚発行しますので、世帯数としては１

万ないですけど。サンプルとしては３％あれば、統計上、十部間に合うということですから、300

返ってくれば十分間に合う。ですから、政策研究会の中でも全体の１割はなかなか難しいだろうと。

ですから、３％から 10％の間を期待しているところでございます。ちなみに３％ですと、１万 9,500

円。10％いきますと、６万 5,000 円かかると。大体その間と。料金受取人払いですから、共通郵便

料のほう、総務で管理している中から出していただけるように、今、配慮してございます。以上で

す。 

○委員長（山本浩平君）  印刷のほうは、広報の費用ということは、広報常任委員会の中での費

用ということで考えていいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  全体で持っている中で。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。あと、もう一つのほうに関しましては、大渕副委員長

の説明で大体理解いたしましたので結構というか、それ以上ございません。 

 ほかの会派の方で何か、あるいは、無会派の方も含めて、このアンケート調査について何か質問

等が特段ございましたら、どうぞ。 

 なければ、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  今回の手続き上の問題でちょっと私が、本来、政策研究会の運営要

綱では、これは全く公的に認められているものですから、常任委員会と同じ扱いなのです、法律的

には。それで、運営要綱の中にも必要に応じた政策研究会の委員外議員として招集できるという文

面があるのです。私ちょっと、それを見落としまして議会運営委員会にお諮りをしてしまいました。

本来からいうと、そういう必要があれば、私が必要と認めたら、委員の皆さん含めてですけれども、

正副議長なり、会派の代表なりを委員外議員としてお呼びをいたしまして、その中で政策研究会の

中で議論をして決定すれば議運にご迷惑かけないで済んだのです。それをちょっと私、失念してい

まして、そこの文章をきちんと読んでいなかったものですから、議会運営委員会に諮ってしまいま

した。本来からいうと、常任委員会を同じ権限を持っていますので、そこで必要であれば正副議長

に入ってもらう、会派の長を委員外議員としてお呼びをして、ご意見を伺って決めるということが
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本来、筋だったわけなのですけれども、ちょっと議会運営委員会に、私、そこを見落としましてか

けました。ちょっといろいろ複雑になりまして申し訳ありませんでした。そういうことでございま

す。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。ということは、今後、例えば高齢者問題の政策研究会

におきましても、議会運営委員会でこういうことをやりますけどというようなことで資料提出だと

か、そういう必要義務はないということで皆さん、確認をいたしたいと思います。よろしいですか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（山本浩平君）  ということでございます。 

 それでは、続きまして、議員定数について。報酬とリンクすべきだというような考えのところも

あるようでございますので議員定数と報酬についてということになりますけれども、このことにつ

いて再度いろいろ、持ち帰って協議をされたと思います。また、ことしの新年交礼会の中で町長も

自らの報酬について言及をされている。また、ほかの団体の新年交礼会においても副町長が出席さ

れて、また報酬について言及されているというようなこともございます。そういった中で前回、各

会派の意向を述べていただきましたけども、時間が経過した中でまたそういったような町側の動き

も含めた中で若干考え方が変わった、あるいはこれだけはお話しておこうというようなところがご

ざいましたら、また、変更等がございましたら、どちらの会派からでも結構でございますので考え

方について述べていただきたいなとこのように思います。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  氏家です。おはようございます。 

 私は、今、委員長が言われた部分について否定するものでも何もないのですけども、報酬につい

ては議会運営委員会の中で第３次議会改革の議論をずっと進めてきた中で、報酬については、今後

の白老町のあるべき姿を考えたときには、今の報酬では今後、若い方々が出てこられるような、そ

ういう状況ではないということは議論の中である程度一致している部分だと思いますので、それに

ついては何も否定するものでもない。ただ、町長が今回の新年交礼会の中で報酬についての言及を

された。それはあくまで町長部局の中で今の財政状況を見ながら、そして、決めていくことである

と私は考えているのです。ですから、あくまで今後の白老町のあるべき議員定数のあり方について、

私たちは今まで考えてきたつもりでいるのです。ですから、前回もお話したとおり、定数について

はまだ１万 9,700 弱の人口の中では、やはりこの 15 名、今、現数 15 ですけども定数は 16 です。こ

の 15 人という数字は、やっぱり僕は崩せない部分があるのではないのかなと。これは例えば今、月

形町あたりは、人口は 3,700、800 人だったと思いました。そこでやっぱり 15、６名の定数がある。

そして、そういった町民の方々の意見を聞き、議会運営をなされているという話も聞きます。そう

であれば、我々、今、１万 9,700 という人口の中では、やはりこのぐらいの人数はどうしても町民

の意見を反映させるという部分では必要な部分だと私は考えるのです。ですから、15 名という部分

に言及するのではなくて、皆さんと一緒にそういった部分で議論しながら、定数については折り合

いをつけていきたいなという考えでいるのです。ですから、頑固にそこだけをうちはこうですとい

うものではなくて、今の白老町議会の今後のあるべき姿を見れば 15 名程度が私は必要だと考えます。 
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○委員長（山本浩平君）  新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君）  新政クラブ、近藤です。私どもの会派は前から言っていますように、16

の定数を堅持するということで、現実的には１名減の 15 名でずっとやってきています。ですから、

１名減はやむなしという結論でございます。ただ、報酬と議員定数については、我々はリンクしな

いと。必要なものは必要で上げるし、必要でないものは上げないというような観点で考えていきた

いと。あくまでもこれは我々がどうのこうのではなくて、報酬等審議会等が町長部局のほうでやっ

てくれるものと私どもは考えております。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  ほか。それでは、清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君）  清風クラブです。前回の会議の中での私の発言もありますけども、また

再度、会派の中で議論した結果、報酬については、議会改革を進めてきた中で現状のこの報酬では

非常に厳しいだろうと。これはやっぱり報酬をアップしなければ、今後の、将来の白老町議会の将

来像としては大変厳しい状況。厳しい状況というのは、限られた特定の方々しか挑戦できる道がな

くなるだろうと、こういう考え方です。 

 一方で議員定数でありますけども、議員定数も今、公明党さんのほうから１万 9,000 なにがしの

人口の中で現状の 16 の定数の中で、15、その部分がありますから、１減を含めて皆さんと議論して

いきたいというお話もございました。それで、前回、私、この定数問題をずっとまた議論していく

となると大変な時間を要するのではないかという危惧があったものですから、この辺で皆さんの考

え方をまとめ上げたらどうだという発言をさせていただいたのですけども、再度、会派の中で議論

をした結果、やはり２名以上。今、町民の議会に対することを考慮すると、やはり厳しい財政状況

の中で報酬アップだけを進めるというのはやっぱりどうしても清風クラブとしては納得いかないと。

リンクする、しないの部分もあるのですけども、私どもとしては第３次議会改革の中で議員定数と

議員報酬についての議論をこの議会運営委員会で改革の議論をするべきだという提案をさせていた

だいていますから、いずれにしても議員報酬と定数についてはやはりどうしても重なってしまうな

と。当然、報酬の部分は町長が提案する部分ですから、この部分については本会議の中で対応する

しかないのですけども、定数についてはこの議会運営委員会の中で決定しなければいけません。す

る、しないは別として。そういうことですから議員定数問題で議論した会議の中で２名以上という

発言をさせていただいていますけども、それを崩せないという結果になりました。 

○委員長（山本浩平君）  ２名以上ということですね。 

 それでは、共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君）  我々は当初から言っていますように、報酬とはリンクして考えるべ

きではないと。これは全く別の問題ですので、定数を減らして報酬を上げるという考え方は違うで

あろうと。それは今、議会改革を進めているわけですけれども、これは単なる議会の改革を進める

というのは、誰のために進めるかといったら、議会のために進めているわけではなくて、本当に町

民のために、住民の福祉を向上させるということを目的に議会改革をやっているわけです。議会が

自ら議会のために議会改革をしているわけではないわけです。それで今、全国的にやっぱり本当に
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定数をどんどん、どんどん減らしていくという状況があると。これは本当に議会の自殺行為だとい

っていますけれども、私はもう本当にそのとおりだと思います。皆さん方がおっしゃっている、現

在 15 名だから 15 名でいいのではないかと。今、やっているわけですから。そのことは、私は理解

を全然しないと、現実的に 15 名でやっているわけですから、そのことを全然理解をしないというこ

とでは、我々の会派ではありません。そこはそういうご意見もあるということは、今現実に 16 名の

定数のところを 15 名でやっているということについての理解はできるということにはなりました。

しかし、やはり 16 名の議員、これは前回４名減らしたときに人口が本当に減っても対応できるよう

なところまで減らしましょうということで大英断をして４名の議員を減らしたという経過もござい

ます。そういうことを見ますと、我々は、くどいようですけど、現在 15 名でやっているということ

は十分認め、なおかつ、その考え方も十分理解した上で、その上で私たちはやっぱりこの 16 名とい

う定数は減らすべきではないのではないかという結論でございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。 

 私ども、新風でございます。若干、時間の経過の中で私どももちょっといろいろ協議を進めた上

で出てきたことが一つございます。これは、当初から私どもに関しては生活給という考え方をきっ

ちり持って、若い人たちやいろいろな各種階層や団体から出られるような環境整備をして、議員個

人の最低限の保障部分というのは、うちは必要であるというような考え方で、当初の答申が意図し

ている 10 万円はかならずアップするべきだという考え方に基づいております。そういった考え方か

らすると、できることなら、その金額を盛り込んだ形の中で、議会の中で逆に条例を提案すること

を行うべきではないかという考え方でございます。ただ、これは皆様方の意見を伺っていると、な

かなかそれは一致するところまでには至らないというふうには思っておりますけれども、基本的な

考え方としてはそういう考え方を私どもは持っております。 

 それで、定数に関しましては、前回もちょっとお話したと思いますけども、20 名から 16 名にな

ったときの４名減のときに関して、財政の情況も非常に厳しいというような真っ只中の情況の中で

ございましたので、その部分を報酬等に置きかえて一人当たりの報酬を上げるということにはなり

ませんでしたけども、現実的に４名減になり、そして、さらにこれから報酬を私どもが意図してい

るぐらい上げるのであれば、最低限やはり２名ぐらいは減をして、そういう形をとらなければ、な

かなか町民にも納得していただけないでしょうという考えの中から、私どもに関しては、定数を 14

名で行うと。そして、考え方として、前回、削減した４名プラス新たな２名をプラスしたような考

え方の中で６名減をしたような形の中で何とか報酬アップを理解していただきたいとこのような考

え方でございます。あくまでも、私どもは審議会が答申した、その内容を 100％遵守すべきだとい

う考え方に変わりはございません。以上であります。 

 それでは、前回もお尋ねしておりますので、委員外議員の前田議員からも伺ってみたいと思いま

す。前田議員。 

○委員外議員（前田博之君）  私の主張は従前からも変わっておりません。それとやはり私も、

通年議会を導入するときにいろいろな議論をされて、当然、議会も繁忙、忙しくなる、拘束される
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という話の中で定数と報酬を議論しましょうということで今、議論されています。それで、私は常々、

少数精鋭でやるべきだと思いますし、ある程度の数の中で報酬を与えて、ある程度専従で活動をし

ていただきたいという部分からいくと、現有であれば、やっぱり２名以上減しても問題ないだろう

と。なぜかというと、議員定数というのは議会の役割からすると、いかに議論をして協議できるか

と。その人数がどうあるべきかということになると、今、皆さんも議論しているように１名減の現

有でやっていますと。だけど、実質的には今、現状を見ると２名減っているような状況にあります。

そういう部分からいけば、私は２名減しても十分な議会活動はできると。そして、町民の声は反映

できないと言いますけど、それは議員個々の議員活動の範疇で十分に私は掌握できる部分であると

こう思っております。 

 また、もう一つは、今、報酬と定数は別だと言いますけども、新聞報道等をいろいろ見ていると、

報酬の名だけがひとり歩きしているみたいですけど、私はやっぱり現実というのは、報酬と定数は

リンクした中で先ほど言ったような形で減員、２名減って報酬をそれなりに、金額は別として、上

げる部分ではないかとこう私は思っていますし、逆に定数と報酬を別に議論するのはわかります、

議会の中で。しかし、町民の理解は、現実的には、僕は得られないと思います。そういう部分で私

は議員定数として議会の役割からいけば、討議、質疑、議論できる部分は、今、２名減されても十

分な役割は果たしていけると思いますので、２名以上の定数減ということであります。 

○委員長（山本浩平君）  一通り委員外議員の方も含めて意見を伺ったところでございます。今

の端的に状況を申し上げますと、２名減というところが２会派、現状維持というところが１会派、

１減はやむなしという考え方のところが２会派というような形になっているというふうに思います。 

 さて、これからどのように進めていくかということになっていくわけでございますけども。公明

党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  一応、皆さんの意見が出揃った部分がありますので、ちょっと１点、２

点、聞きたいことがあるのです。前田議員も前回から少数精鋭の中でやっていくべきだと。今回２

減ぐらい、町民の理解を得るためにはそれぐらいの減数が必要だろうという話をされている。やっ

ぱり、そこがすごく難しいところかなと思うのです。我々は今後の白老町議会のあるべき姿をずっ

と議論してきたわけです。その中で議会運営が今後どうあるべきかということもすごくずっと議論

してきた中で、そして、定数問題について例えば現数がいいのか、それとも１減、２減がいいのか

という議論がされている中で、町民の理解というのをそこにどう反映させるのかということが僕は

すごく疑問なのです。これからの議会運営を、それでは、町民に託すのかと。それでは、町民がい

らないと言うのだったら、議会というのはいらなくなるのかという、極端な話。何かそういうふう

に聞こえてきてしようがない。だから、町民の理解というのは今後あるべき議会の姿を見せていく

ことが、僕は町民の理解を得ることにつながると考える。それで今、定数の議論をしていく中で、

町民の理解を得るために定数を減らすというのは、僕はどうもそこが理解できない部分なのです。

報道や何かでもよくそういうようなうたい方をします。報道やほかのいろいろな先生方の書くもの

だとか、いろいろなものを見ると。町民の理解、町民の合意をどう勝ち取るか。それはわかるのだ
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けど、今後のあるべき姿を議論しているのは我々議会の中で、町民のそれこそ、先ほど大渕副委員

長が言われていたけども、町民の福祉向上、また、地域の経済のこと、そういったことを真剣に議

論していく中で白老町議会は今度どうしていくのかということを議論しているのはここの場所なの

です。町民の代表として。そこに町民の合意というか、そこがちょっと僕。僕がちょっと理屈っぽ

いのかもしれないけども、ちょっと理解ができない部分があるのです。そこを皆さんどう考えるの

か。その辺をやっぱり１回議論しておいたほうがいいのではないかなと僕は思うのです。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、まず、前田委員外議員の意見。 

○委員外議員（前田博之君）  福祉云々とかいうまちづくりについての部分の議論は別にありま

すけども、私は今言っている議員報酬とか定数について、理解を得られないという言葉を使ってい

るけども、理解を求めるという考え方も一つあると思うのです。それで、今、ここで議論している

のは、言葉にもしかしたら語弊あるかもわかりませんけども、案外、議会運営委員会であったり、

議会の内部の議論で終始している部分があります。そういう部分って。僕はこの定数とか、報酬と

か、ある議員活動というものは、私は住民とともに考えるべきだと思っていますから。ですから、

住民の中に行って住民の意見を聞くこともしかり、あるいは、もし、その場で許されるのであれば、

私が主張していることをちゃんと住民のそういう場で話したいと思っています。だから、そういう

形の中でいかに町民とともに考えて、我々が今、私の主張ですが、私の主張を理解してもらうかと

いう形の方法もあるのではないかと私は思っているのです。 

 そして、もう一つは、私は、住民の理解を得られないということは、前回も言っていますけども、

私はある程度若い人方とか、それなりの年齢の人だとかに私は行って聞いています、今、こういう

話を。そうすると、やはり報酬を上げるのであれば、現有のままではだめだと。だけども、人数別

にしても、多少の定数を削減して少数精鋭で有効的に議員活動をして、町民に見える形でやっても

らうのならいいですと。そのかわり、やっぱり議員も勉強しなければいけないでしょうと。その部

分でいけば、多少報酬を上げて勉強しなければだめでしょうと。そういう声が大きいのです。私も

そう思っていますから、そういうことで言っていますと。それに、私、前回も言ったように、その

主張を理解してもらうように言っていますから。だから、そういう部分で住民とともに考えて、町

民をちゃんと我々は説得する部分もあるし、町民に理解してもらう部分もあるし、町民の声を聞い

た中で今の定数と報酬についてどうあるべきかということを最終的に結論すればいいのではないか

と思っています。ここでは、だから、そういう部分の議論の場かなと思って、私は自分の主張をし

ているということです。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  皆さんも何か意見があれば、お聞きしておきたいのですけども。前田議

員の主張はわかりました。私も多分同じだと思うのです。私も行く先々でそういった議論をするの

です。そうすると、聞かれるのは、やっぱり多いのではないかと。もっと少なくしていいのではな

いかと、定数を。言われます。それは町民から見る目なのです。議会活動が見えない。議員が何や

っているかわからないと。そういったところから言われる言葉なのです。でも、実際、そういった
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意見を聞きながら、今の議会というのはこうなのですとか、こうですということをこちらから説明

すると、ああ、そうかという話も出てくるのは現実にあるのです。だから、今の主張は主張として、

私、わかります。でも、私は私なりに聞いていると、そこを理解してくれる町民もいらっしゃると

いうことなのです。それは否定するものではないでしょう。だから、町民の理解を得るためにとい

う部分での定数に結びつける、僕は言葉の揚げ足とっているわけではないのです、理解を得るため

の定数という議論は成り立たないと、僕は考えているのです。お互いいろいろな主張があると思う

のです。ただ、そこを町民の理解を得るためにという言葉で議論してしまうと、議会というのは今

後どう進んでいくのかということがどこに行ってしまうのかというふうになってしまうと僕は思う

のです。だから、町民の理解を得るために今後、議会がどういう姿を見せていくのかということは、

僕は必要だと思います。でも、それと定数というのは、僕はからめてほしくない。言葉として、か

らめるべきではないのではないかなと。お互いにいろいろな主張があるわけだから。そうではない

と思うのです。言っていることはわかります。そういう声も聞かれるというのもわかりますから。

僕はそういうふうに考えるのです。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  大渕です。私も私なりに多くの町民の皆さんとお話をして、そして、

今のようなことを言っているのです。別に私も議会報告会もやっていますし、いろいろなことをや

って、多くの町民の皆さんに接しながら議会活動をしております。それは同じなのです。多かれ少

なかれ、皆さんやっているのです。町民の声は、そういう意味では聞いているのです。それで、今

のご意見でいくと、例えば２名減らすというご意見ですけれども、そうすると、議会として、個人

ではないです、議会として町民にそういう理解をしてもらう必要がないのか。これをいうと、委員

長が言われたように、長くかかるから引き延ばして、結果的には登別や苫小牧のようになるという

ご意見があったから、僕は、それは差し控えていたのだけど。そういうふうになったら、議会とし

てどうやって町民の皆さんに理解を得ようと考えるのか。私はそこのところがきちんと理論的にな

らないと、町民の理解を得るなんていうことには、議会としてはならない。個々としては皆さんや

っているのです。私もやっています。多くの人から聞いています。そして、全く氏家委員が言われ

たとおりです。多いという人もいれば。その中で私が話をしていくことによって、なるほど、そう

かという方もたくさんいらっしゃいます。そうしたら、そういう中で町民がどういうかといったら、

そういう個々の中でやっている分についてはそうなのです。ただ、議会として今、町民に理解を得

るということになると、どういう手立てでやるのかということが私はパブリックコメントの問題、

これはきのう、たまたま自治基本条例の中でやったばかりなのだけど、これはもうやらないとでき

ないと僕は思います、はっきり言って。パブリックコメントやらないでやる議会があったとしたら、

そうしたら、自治基本条例は空洞化されます。だから、僕は今までそういうことを言わなかったの

だけど。僕はやっぱり、それは引き延ばしになるからという意味があったから、それで言わなかっ

たのだけど。僕はやっぱりそこら辺は非常に疑問です。 

 それともう一つやっぱり、少数精鋭と言われるのだけど、その少数精鋭の根拠というのは何をも
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とにして少数精鋭と言われるのか。選ぶのは町民の皆さんなのです。ですから、定数を減らすとい

うことは、少数精鋭でない場合だってたくさんあります。だけど、理論的には少数精鋭と言われま

す。実は、前回、議員やめられた方にも私、伺いました。そういう中では本当に大渕君、これ以上

議員減らしたら、本当に町民の声何か反映できるのかという意見がありました。それで、少数精鋭

という意味が僕にはどうも。我々が選ぶのだったら、少数精鋭になるかもしれません。選ぶのは町

民の皆さんですから。ですから、そこでこういう言葉が出るというのはどうも僕は理解ができない

なと思うのです。 

○委員長（山本浩平君）  今、副委員長のほうから２点ございました。パブリックコメントを取

らなければ、自治基本条例の精神から外れるのではないだろうかというご意見です。これに関して

は、もし、氏家委員のほうでご意見があればお願いしたい。 

 それと、少数精鋭については、前田議員のほうから考え方を述べていただきたいと思います。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  氏家です。パブリックコメントの部分。僕は議会が大きく動くとき、そ

ういったときにはやっぱり町民への説明だとか、町民への理解を求めることがやっぱり必要だと思

います。ただ、私の言っているのは、確かに定数は 16 だけども、今、現実 15 名で何とかやってい

ると。そこは、僕は本来でいけば 16 名の定数は必要だと思います。そのぐらいの人数がいて、そし

て、いろいろな活発な議論ができるという、その場所というのがこの議会だとすれば、僕は 16 とい

うのは必要だと思うけども、実際、今、やっているのは 15 名だと。ここは町民が見ているのです。

今、15 人でやっているというのは。いろいろな話の中でやっている、実際 16 の定数なのだけど 15

でやっているのですという話、いや、大変だよねみたいな話、その中でいろいろな議論を町民との

話の中でするので、15 名という現有でやっているということは皆さんも理解されていることだから、

今の部分で 15 名でもし話ができるのであれば、パブリックコメントまではいかなくても、僕は町民

の理解を得られるという考え方なのです。これは多分皆さん、いや、違うという人は確かにいるか

もしれないけども、大体その考え方はわかるという人も多いのではないかと思うのです。だから、

そこに言及するつもりは何もないのだけども、僕は今の現数でやっている部分での理解がもし得ら

れるのであれば、皆さんの理解が得られるのであれば、パブリックコメントまではいらないと。こ

れが例えば２減、３減とかという話になると、やっぱり、これは本当にそれでいいのかなと。これ

は大きく町民にかかわってくることになってくるのです、はっきり言ったら。議会ではなくて、議

員ではなくて、大きくは町民にかかわってくることになってくるのです、最終的には。僕はそうい

うふうに思います。議員個々の生活だとか、議員個々の議会活動だとか、そういったことよりも逆

に結末というか、結果は、町民生活にかかわってくることになるから、僕はそういう思いでいるの

です。だから、結局はそういったことに関してはパブリックコメント等もやっぱり必要になってく

るのではないかと。大きく変わる場合です。そういう考え方です、パブリックコメントについては。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員、どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君）  少数精鋭の話で、その前に選ばれてくるかどうかという問題につ
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いて、今、ありました。それは私も非常に常に思っています。おとといのテレビを見たら、新しく

成人になった人にマイクを向けて、どう思いますかといろいろ聞いたら、その人は今の政治はふが

いない、選ぶ側も悪いのだと、こういう言い方をしましたけど、それについては、今、大渕副委員

長が言った部分で私もその時点の論点についてはそう思っています。だから、必ず、どの基準が優

秀かどうかということは別にして、そういう人が選ばれるかどうか。ただ、期待される人を選ばれ

る、あるいは、私は前回も言いましたけど、やっぱり出るのではなくて、出てほしい人、そういう

人が多く候補になって、選ぶ側もそれなりに選べるような部分の土俵があればいいなと、そういう

が願望も含めてものを言っています。ただ、少数精鋭というのは、選ばれてきた部分は、私はその

ある程度の人数の中でいくと、先ほど言ったように、これからの意識、議員になって、与えられた

定数の中で意識を上げて、やっぱりこれから自治体の自治決定権が多くなっていきますから、それ

に対する責任の度合いをどれだけ持てるかという部分の議論なり、議会運営をしていくためにはあ

る程度のやっぱり限られたというか、私が言っている人数の部分で議論や何かをしていくと、そう

いう精鋭主義になりえて、二元代表制機関競争主義の理想とするものに追いつけていけるのではな

いかと。それでは、人数多くたって、少なくても同じでしょうという言い方になるけども、中身の

濃い部分になるとすれば、やっぱり一定のある程度の集約された人数であって、その中において少

数精鋭という意識の中で議会運営をしていくと。あるいはそういう意識を持った議員が切磋琢磨し

てほしいなと。こういう意味で私は少数精鋭という言葉を使っています。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長、いいですか。それでは、ほかの方、何かどうぞ。土屋

かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君）  この間の新年交礼会におきまして、あの場で町長が報酬問題について

語られましたけれども、その後、あそこに出席した方から、定数と報酬はリンクしないのですけど、

それに対して町民の意見として、議会活動、今の議員の年間の活動日数、それに踏まえて定数は減

らすべきではないのではないか。逆にふやすのが当たり前ではないかという意見が出席した方から

出たわけなのです。 

 それから、報酬の問題については、やっぱり議会がお手盛りで上げるべきではないと。そういう

話が何人かの方から、家へ帰ってから電話がきまして。だから、町長は上げると言っているけれど

も、それに対して議会としてはどうなのだということで、いろいろ割れている話はしたのですけれ

ども。やっぱり私自身も思うのですけれども、今の議会の出席日数を考えると、やっぱり今の現行

の 16 でやっていくのが一番ベターではないのかなと思います。15 名でやってきたから 15 名でいい

のだというのではなくて、今のたくさん重ねた課題をやっぱりクリアしていくためにはそのくらい

の数が必要なのではないのかなと私は思っています。だから、その辺のことをやっぱり町民の皆さ

んに理解してもらうというのは非常に難しいのですけども、実態がわからない中で町民の皆さんが

定数減らせとか言っていますから、やっぱりその辺をどういう形でこちらから情報をどういう形で

提供していったらいいのかなというところが私自身も非常に悩んではいるのです。やっぱり 16 の定

数でやっていったほうがと思いますけども、私の意見としては。 
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○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君）  それぞれ皆さん、いろいろ意見あると思うのですけども。私どもの白老

町議会というのは、もともとは 22 の、法定数ではありませんけども、長い間 22 名の定数でやって

きた経緯があるのです。それで、皆さん、今、いろいろ議論されている中で、町民の立場で考えた

ときにいろいろと考え方が示されているのですけども、22 名だった定員が 20 名、そのときも大変

な議論の中で実施されたのです。議長ご存知だと思うのですけども、確か町民の中で２名を減らす

ときに意見を伺っているはずなのです、このときに。陳情が出た中で２名減でしたか。町民の中で

お聞きしても、やっぱりいろいろな対する意見が出てしまうのです、町民と懇談しても。減らして

はだめだと、町民の意思が反映されないという、当然、これはそのとおりなのです。それで、減ら

すべきだという方もやっぱりおるわけなのです。そういう中で今、我々はまたここで定数をどうす

るかということで議論しているのですけども。やっぱり、いずれにしても減らす、減らさないはい

ろいろな取ってつけたような話はあります。少数精鋭だとか、いろいろなそれぞれ意見あるのです。

あるのだけども、やっぱりそれぞれがもっともな部分はあるのです。ある中で定数問題というのは

ずっと私たちはやってきているわけです。前回も４名の減です。４名の減をやって、それでは、白

老町議会が成り立たなかったかと。そうではないですよね。確かに 15 名という、１人減の状況の中

で今やってきています。それでは、それで支障というか、町民に大変な損害をこうむらせたかとい

うようなことはありませんよね。やってきましたよね、しっかりと。まして、16 にしたのですけど、

15 です、今。そういうことであって余り、確かに皆さん取ってつけたようにというか、もっともな

ことをおっしゃるのだけども、私はきょうの、今の白老町議会の改革を推し進めてきた、進めてき

ましたよね、通年を含めて。これはやっぱり大変な状況にあるのは、みんなそれぞれの議員がほか

の議会と違うと、うちらの議会は。これは皆さん、自負を持って、それぞれの皆さんおられると思

うのです、議員の皆さん。そういう中で報酬問題も過程で 16 名になったときにそういった議論がな

されなかったのかという部分もあるのですけども、私は持っているのですけれども。どうしてもや

っぱり報酬問題と定数問題というのは、どうしてもリンクされてしまう。されないとはっきり断言

する委員さんも何人かおられます。どうしてもやっぱり町民の立場で考えるとリンクしてしまうな

という思いでいます。 

 それともう一つは定数問題。先ほども言いましたけども、今までの経過の中で、それでは、大変

な状況になったかということをもう少し議論できればなというふうに思うのです。現状、22 から６

名減の状況に今なっているわけです。実質、７減なのです。一人おりませんから。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君）  大渕です。私、なぜ、リンクさせないかということなのですけど、

よく考えてみたら、20 から 16 にしたでしょう、そのときに町民の皆さんにお約束したのは何かと

言ったら、町民の皆さんと乖離しないこと、チェック機能を落とさないこと、議員が研修すること

なのです。この３つなのです。もう皆さんご承知のとおり。皆さんで決めたことなのです。我々で

決めたこと。その結果、どうなったか。町民の皆さんと乖離しないために広報広聴常任委員会をつ
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くった。チェック機能を落とさないために通年議会を取り入れたのです。そして、議員の質を上げ

るために何をしたかといったら、政策研究会をつくったと、こういうことなのです。これはみずか

らが、20 から 16 にするときに日数がふえるのは百も承知、二百も合点の中でこのことを我々自体

が取り入れたのです。町民が言ったのではないのです。我々自体が町民の意見に基づいて、そうい

う改革を行ったのです。そのことによって 20 から 16 に減らした４人分をカバーしましょうという

ことなのです。だから、日数ふえるのは当たり前なのです。結果どうなったかと。日数がふえたの

だから、報酬を上げましょうと、こうなるわけです。それは我々みずからがやった、４年前に４つ

減らした、その結果なのです。それは我々が十分理解して町民の意見を聞き、改革を行ったという

のはそのことでやったのです。だから、日数ふえるのは当たり前なのです。当然なのです。そのこ

とはもう４年にわかっていたことなのです。そういう中で今、出てきたのが何か。報酬を上げると

いう議論なのです。日数が多いから。そこのところをよく考えてみたら、今、及川委員が言われた

ように、本当に我々が議会改革、定数削減というのは何なのかということになったら、そこなので

す、根本は。そのことを考えたときに、それでは、そのときに町民が言った、町民の皆さんと乖離

をしない、議員がきちんと活動するために研鑽する、そして、チェック機能を落とさないという、

それは 20 から 16 にするときの町民の皆さんと議会とのお約束だったのです。これははっきりして

います。意見の中で出ていたことを集約して、こういう改革を行ったわけですから。ですから、そ

ういう中で町民の意見が、今、もっと減らしたほうがいいというのは、ここにも書いていますけど、

本当に市民は議員が多すぎると思っているのは、実は議員が何人いるか誰も知らない。現状では、

議員を何人減らしても多すぎるという市民の感覚は変わらない。したがって、永遠に減らし続ける

しかないと。この人の言っていることが全部正しいなんて私も全然思っていません。思っていませ

んけど、現実的にはそういう方向にいったときに、本当に町民のためになるのか、本当に民主主義

というのは保障されるのかというあたりが、前回 20 から 16 に減らしたときの教訓って一体何かと

いうことを我々はやっぱりもっと、３年ちょっとしかたっていないのだから、もっと検証すべき中

身ではないのかなと私は思うから、前回の減らしたときの経緯がこういう経過ですから、私は今の

段階で減らすべきではないのではないかという根拠は、そういう根拠をちゃんと持って私は言って

いるつもりなのです。 

 それで、先ほど氏家委員が言われた 16 から 15 というのは、実際やっているということ。これは

だから、先ほど私、一番最初に言いました。そのことは認めますし、わかります。町民もそう言っ

ていますから、それは。今、15 でやっているのに、何で 15 でできないのかと。２年半もやってい

て、何でできないのというのは実際ありますから。そこは、僕は理解できます。理解をするという

ことは、そこの言っている意味は十分理解した上での話だと。そこはよくわかります。パブリック

コメントも実際 15 でやっているのに必要なのかと言われたら、それはちょっと、本当に必要なのか

どうかというのはちょっとやっぱり精査をきちんとしないと、私は絶対必要だとは言い切れるもの

ではないというふうな理解はしていますから。そういう上に立って、14、13 というふうになると、

そういうことが出てくるのではないでしょうかということを私は言っているということなのです。 
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○委員長（山本浩平君）  それでは、ちょっと私のほうから。大渕副委員長の意見について、ち

ょっと私なりの考え方を述べさせていただきたいと思います。今、大渕副委員長のほうから資質向

上のために政策研究会を立ち上げた、チェック機能を強化するために通年議会を行った、町民との

乖離を防ぐために広報広聴委員会をつくったと。これはみんなで考えて、日数ふえることも予測し

た上で、みんなで決めて、みんなで考えたことで出発したことだと。こういうお話でございました。

私も私なりに自分の支持者やいろいろな団体の方とお話をこの定数問題、報酬のことも私なりにい

ろいろさせているのですけども。この前、私とほぼ同じくらいの年齢の方とちょっとお話をさせて

いただいたときに、なるほどこういう考え方かと。結構、厳しい意見だったのですけれども。町民

との乖離を防ぐということだったのですけども、現実的に日数が延べ日数 183 とか 186 とか、延べ

日数で平均そのぐらいになったという状況の中で、若い人たちが報酬を上げたからといって、それ

では、実際に自分で事業をされている方、あるいはサラリーマンの方、あるいは主婦の方が本当に、

その身内の方々の理解をいただいた上で、本当に容易に議会に挑戦できる状況になるのだろうかと

いうことをお話していました。逆に日数ふやしたことによって、議会はそういうことで町民との、

議会に挑戦するという考え方の中での乖離をつくってしまったのではないかというふうに言われた

のです。なるほど、そのような意見もあるのだなというふうに思いました。それで、私が考えてい

るのは、やはり議会そのものを活性化するためには、以前のように一次産業も、二次産業も、三次

産業も含めて、そういった各種団体からもやはり議員になっていただくことが望ましいと思います

し、主婦の方もそうです。そして、労働組合もほかの市だとかにいけば出ているわけです、今でも。

労働者を代表とした労働組合からも仕事もしながら議員として活動もする。こういったことが私は

望ましいと思うのです。そういった考え方の中でやはり真剣になって、日数はふえるのわかってい

たとおっしゃいましたけども、その辺をいかに少しでも縮めるような努力をした中で、集約して会

議を行うですとか、あるいはいろいろな方法を考えて、少し、かなり進みすぎた議会改革そのもの

も、ものによっては見直す必要が私はあるというふうに思っています。そういったことの中で日数

のことも、今回のテーマではありませんけども、考慮して考えないと、ただ報酬だけを上げただけ

ではなかなか、いろいろな方が挑戦できるというそういう状況にはなっていかないのではないのか

なと、このように考えてございます。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  氏家です。今、委員長の言われたことはそのとおりだと、僕は思います。

議会に出てくること自体が、身内の理解というものが必要なのです。そうですよね。政治家を目指

してきた人間ばかりの集まりではないのです、白老町議会というのは。まちのために何ができるの

かわからないけども、それに立候補しようだとか、それを目指そうという人は、本当に家族の理解、

身内の理解というものを、そこで自分の環境を整備しないと出てこられないのです、はっきり言っ

たら。それは報酬の関係ではない。 

 まず、委員長が言われたとおり、これだけ膨大に膨らんだ議会日数というものをどうやったら縮

めていけるのかというのは、これからの議会にかかっていると思うのです。だいぶ手法にもなれて
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きた。そして、まとめていけるものについては整理していける。その中で僕は、この議会日数と言

うのはある程度精査されていくものだろうなと。逆にまたちょっとふえるものも出てくるけども。

ただ、それはあくまで僕たちのためにやっているわけではない。先ほど副委員長も言っていたけど。

僕たちのためにやっているわけではなくて、例えば先ほど前田議員が言われた、町民の理解を得る

ためだとか、町民との乖離をどう少なくしていくのかということは、やはりそういった思いの中で

の議会の活動にあるのだろうなと僕は思うのです。だから、そこをなくして議会日数がふえるとか、

減るだとかということは言えないと思っています。日数がふえたことが町民との乖離がまた生んで

いるのではないかという話は先ほどあったけども、それは確かにそうですよね。 

○委員長（山本浩平君）  議会に挑戦する上でのという意味です。限定しています、あくまでも。 

○委員（氏家裕治君）  僕たちもそうなのです。例えば５年前とか僕たちが出た頃というのと、

今の町民との接し方がどうなっているかといったら、僕はやっぱり今のほうが少なくなってきてい

ると思うのです。例えば最初の頃は、日数も限られた日数の中で何を基準に僕たちは議会活動をし

たらいいのかということを考えたら、やっぱり町民と接することが一つの議会活動だったのです。

でも、今はどうしても議会のほうに引っ張られていく日数のほうが多くなってきているということ

になれば、当然、町民との接する時間というのは段々少なくなってきている、それは当然だと僕は

思うのです。あり余る時間の中でやっているわけではないから、決まった時間の中でやっているわ

けだから、当然それは出てくるのだけども。今、言われたとおり、その辺が町民の目から見て、そ

うなっているのではないかと言われることは確かにそうかもしれない。だからこそ、今の町議会と

いうものをちゃんと町民の方々に見せていかなければいけないという役割が、僕たちにはやっぱり

あるのだろうなと思うのです。だから、資質も高めていかなければならない。僕たちだって結局は、

僕と山本委員長というのは、今、この中で一番若い人間かもしれないけども、７年前に出てきて、

僕なんて全然わからない、山本委員長だって政治の世界の中でどうのこうのというのは全然なかっ

たこと。その中で一つ一つ議論していって、今になって初めてではないですか。例えば先ほど前田

議員も言われた、二元代表制の中で機関競争主義を発揮するなんて、最近僕たちが勉強したことだ

と思います。これはもっともっと前に僕たちが知っていれば、例えば 20 から 16 にするなんてこと

を本当に考えたかということなのだと思うのです。だから、今、こういう議論ができていて、そこ

までずっと積み重ねてきたものが僕たちの根底にあるのだったら、本当に今、ここで議論しなけれ

ばいけないのは、定数のことが本当に 16 がいいのか、15 がいいのか。そして、なぜ、２減して 14

がいいのかということを今までの積み重ねの上に立ってちゃんと議論しなければいけないなと思う

のです。はっきり言って、僕、19 年のときに 20 から 16 になったときに、僕の頭にあったのは財政

が大変だからということしかなかった。だから、やむなしという感じだった。でも、議会というも

のを考えたときに、本当にそれでよかったのかというのは今でも疑問に思います。確かに大渕副委

員長の言われたとおり、そのときにはこういうこともちゃんと確認してやったはずだと言われるけ

ども、僕の頭の中にはそんなことなかったです、はっきり言って。ただただ、財政が大変だから、

定数これぐらいがいいのではないかというのが僕の頭の中にあったこと。でも、今はそういうふう
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には考えられないのです。だから、そこで、今、ここで議論するのは、例えば定数 16 の部分を 16

で維持していくのか、それとも、今の現数の 15 でやっていくのかとか。それでは、２減するために

は、何で２減する必要性があるのかとか、しなければいけないのかということをやっぱり議論をち

ゃんとしていかなければいけないかなと僕は思うのです。だから、先ほど山本委員長が言われた、

身内の理解という部分、それは全然報酬や何かとは関係することではなくて、ただ一つの議会とし

ての環境は整えていかなければならないという思いに立てば、我々の中ではこれからの議会活動の

中で今の報酬ではちょっと足りないという、その方向性は今、出しているわけだから、それにあと

は周りの町民の方々がどうやって自分たちの身の回りを整理して、環境を整備して出てくるかとい

うことは、あとはこれから議会を目指す方々にとって必要なことなのだろうなと。それは僕、山本

委員長の言われるとおりだと思います。 

○委員長（山本浩平君）  ここで、１時間以上経過いたしましたので、暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １１時０６分 

                                           

再  開   午前 １１時４２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。 

 さて、あと、どのように進めていったらいいかということです。はっきり意見分かれていますか

ら。これを、それこそ１つに持っていくというのは、非常に今の状況の中では厳しい状況だなとい

うふうに思うわけでございますけども。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  氏家です。もうある程度、皆さんのいろいろな意見が出たので、そろそ

ろ結びに入っていきたい部分だと思うのです。それで、ここで議論分かれてしまって、うちはもう

ここ一歩譲れないという話になってしまったら、例えば苫小牧みたいな定数維持、16 という話にな

ってしまうのだと僕は思うのです。なってしまうというか、それでいいのだったら、それで僕はい

いと思うのだけども。でも、皆さんの意見が本当にそこにあるのかなということもちゃんと議論し

なければいけないのだと思うのです。そうですよね。だって、ここでみんな分かれてしまってまと

まらないとなったら、それでは、今の定数維持でいくのだとなってしまわないですか。条例提案し

なければいけないわけでしょう、これ。僕は、それはそれでいいと思うのだけども、皆さんの考え

方が本当にそこにあるかなということもちゃんとここで議論しておかないと。定数を維持していく

という考え方と、２減という考え方と、そこで歩み寄れることも何もできない中で、一般町民から

見れば、何だやっぱり 16 なら 16 に決まったのかみたいな話になってしまう。話まとまらなかった

のだなという形に。それで逆に町民の理解というのをちゃんと得られるのかなと。僕はそこがちゃ

んと今、考えなければいけないことだなと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  私も前回お話したように、これは何としても１つのものを出していき

たいなというふうに思っております。前回も 20 から 16 になったときだって、けんけんごうごうと

した議論あったわけです。その中で苦渋の選択というのか、４名減というところが最終的には落ち

着いたわけなので、とことんやはりつめられるような方法を見つけながらでも、何とか極めて一本
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化に近づけたいと思います。まして、報酬とリンクさせるべきではないという考え方の方々と、今、

町がやろうとしていることに関して考えると、やはり報酬を絡めて定数も考えるべきだという方々

もいらっしゃいますので。これが全く報酬との関係の動きがない状況と、そうではない状況であれ

ば、これは話がつかなかったから 16 名のままだという形は一番、私は、町民はそれこそ理解してい

ただけないのかなと。とことん議論した上で何かの結論を出していきたいなというふうに思います。

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  氏家です。ここは皆さんといろいろな話の中で決めていかなければいけ

ないことなのだと思うのだけども、例えば報酬とリンクする、リンクしないという話もあるけども、

僕は逆にやっぱり自治基本条例上から考えると、ちゃんと理論立てしなければいけないと思うので

す。例えば１人減らすにしても、２人減らすにしても、削減という問題になったときには。だから、

そういったことを考えると僕はやっぱり、今の定数 16 というのは、維持したいという気持ちは自分

の気持ちの中でも持っていながら、今の現有の、現在活動している定数 15 というのは、そこで例え

ば議論ができるのであれば、パブリックコメント等々のそういった手法は使わないでも、町民の理

解を得ることはできるというふうに思うのです。なおかつ、議会改革の中でもこの定数の議論をし

ていく中で実際に、先ほども言ったけども、町民は今の 15 でやっていることも知っているというこ

とになれば、頼むと、何とかこれでがんばれという、そういう後押しもしてもらえそうな気がする。

いや、気だけだけど。もっともっと減らせという人も中にはいるかもしれないけども。でも、議会

として最低限、これから政策研究会等々の活動もあるということも考慮した上で何とか 15 という数

字の中で近寄れないかなと。そうすると、もし、そこで折り合えるのであったら、ある程度の合意

は勝ち取れるのではないかなと。僕自身が思っているだけなのかもしれないけども、ある程度の合

意は勝ち取れるような気がする。合議制の議会だからといって、ここにいるメンバー、会派全員が

合意するから合議ではないですよね。だから、ある程度のそうだなというものを持ちながら、やっ

ぱり議会としての提案というものがないと、僕はやっぱり厳しいだろうなと思うのです。変な話、

削減しようと思っていても話の折り合いがつかなければ、16 という定数でいってしまうわけでしょ

う。でも、その気持ちがどこかで反映させたいとなれば、どこかで折り合いつけなければいけない

という話になりますよね。僕はそこだと思うのです。決して、自分の思いを通そうなんて思ってい

ない。僕はここで通らなかったら通らない方が逆に思っているほうがいいと思っている一人かもし

れないです。いいことばかりいって、ここで通らなかったらいいなと。そうしたら 16 でいってしま

うと。そうしたら、16 のほうが議会としては、気持ちの中では、絶対運営しやすい。これからもも

っともっと、いろいろな議論ができると僕は思っているかもしれない一人かもしれない。だから、

やっぱりいろいろな人の意見が今あったわけだから、どこで近づけるのかという話はしたほうがい

いと思います。きれいごと言ったって、何もまとまらなかったら 16 でいってしまうわけです。16

でいったほうがいい人も中にはいっぱいいると思う。それでもって町民が理解するのか、どうなの

かということだと思います。きれいごとではない。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、今の氏家委員の意見も参考にさせていただきまして、暫時、
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休憩をいたします。そして、ここでちょうど昼休みに入りますので、それぞれの会派においても多

少の個々人の温度差がないとは限らない、そういったことも含めて、ここでちょっと休憩をいたし

まして、非公式な形にはなりますけれども、今後の議論の参考のために休憩をちょっと長く取らせ

ていただきたいと思います。再開を１時 10 分といたしたいと思います。 

休  憩   午前 １１時５０分 

                                           

再  開   午後  １時１０分 

○委員長（山本浩平君）  それでは、休憩を閉じて、再開いたします。 

 午前中の議論の続きというか、午前中の議論の継続になります。休憩を挟んで何かご意見がござ

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。ちょっとほかの事務局の方からも聞いたのだけれども、

例えば考え方としてそれが通じるかどうかは別です。だけど、議会としてやっぱり議論をしておか

なくてはいけないのは、今の活動量が非常に多いというのであれば、可能かどうかわかりませんけ

ども、それでは、今の定数を倍にして仕事を半分にするという、こういう選択肢がないのかという

お話が先ほど議長からもございました。それで、考えたら、そういうことも含めて会派なら会派で、

うちの会派はそういうことで議論したことは一度もないのです、実を言えば。恥ずかしいけど。そ

ういうことも議会改革の中で本当に定数問題と議会改革と議論する中では、やっぱりそういうもの

も選択肢の一つとしてあるのだということは頭の隅にだけでも置いておく必要があるのではないの

かというふうに僕はすごく思ったのです。ただ、それを選ぶのは、町民の合意はかなり大変。必要

だというより大変だなと。例えば報酬を半分にして、32 人にしてやりますかというのは、議事堂の

ことから何から全部考えたら可能かどうかというのはあるから、ここだけの議論になるのかもしれ

ないけど。ただ、そういう選択肢も議長も言われましたように、頭の中に我々、それぐらい緩やか

な考え方がやっぱり必要なのかなと。私はやっぱり非常に硬直的に物事を考えていたなというふう

に思ったものですから、ちょっと問題提起だけ。もし、このあと会派に戻って議論する場があるの

であれば、そんなことも含めて議論したほうがいいのかなというふうに思いました。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員、先ほど手を挙げておりました。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  氏家です。今、大渕副委員長が言われたことも決してわからないわけで

はなくて、そういったこともイメージできる部分があるのかなと。でも、それはある程度やっぱり

環境を整えなければならなかったり、議会側としての今後の進め方についてもいろいろとやっぱり

考えなければいけない部分もたくさん出てくると思うので、例えば来期からの導入という部分では、

それはちょっと厳しいだろうなと思うのです。ですから、今後のそういったいろいろな議会のあり

方の課題としては、僕たちはそういった柔軟な考え方というのは持たなければいけない。また、持

つべきだろうなと思います。ただ、きょうの議会運営委員会の中でこの定数について、結論はまず

導き出せないだろうなと。特に今回、西田委員が欠席ということもあって、ここにかわりで、例え

ば松田議員なんかが入ってこられる形であれば、また違った議論ができるのかもしれないけども。
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欠席だということで、今回、ここで結論は導き出せないというふうに考えていますので、18 日の議

運がある、結論がそこで出るのではないのかなと。そこで出さなければいけないことなのではない

のかなと私は考えています。ですから、また会派に持ち帰って、いろいろな選択肢があると思いま

す。ただ、いろいろな選択肢のある中で自分たちが考えるというか、これからの議会のあり方をど

ういう方向性に持っていくのかということをちょっと頭に入れながら、２減にこだわる、１減にこ

だわる、定数、今の現状維持にこだわるということは別にして、自分たちの考える議会のあり方み

たいなものをしっかり頭に描きながら結論をやっぱり導き出すというのが大事なことではないのか

なと私は考えるのです。ですから、もう一度会派に持ち帰って、そして、いろいろな選択肢を考え

ながら、最終的には本会議場でのそういった結論になるということを含めて皆さんが考えたらいい

のではないかなと思っています。 

○委員長（山本浩平君）  とことん、いろいろ議論をしております。しかしながら、今のところ、

これはそれぞれの主張がございますし、それを必ずしも無理に一本化といっても、なかなかそれに

到達できるかどうかということもこれはわからないところでございます。極力、18 日をめどに何と

か、統一までいくかどうかわかりませんけども、そういう思いで会派に持ち帰って協議をしていた

だいて、18 日に改めて協議を行いたいと思いますけど、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、定数については以上で終わりたいと思います。 

 その他についてはございますか。皆さんのほうからございますか。 

 [「ございません」と呼ぶ者あり] 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  ないようでございますので、以上をもちまして、本日の議会運営委員

会を閉会といたします。お疲れ様でした。 

 

（午後 １時１５分） 

 


