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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 ２月１４日（月曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ３時１５分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議員政治倫理規則について 

２．会派制のあり方について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議員政治倫理規則について 

２．会派制のあり方について 

                                         

○出席委員（６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 裕 治 君 

委 員 外 議 員 前 田 博 之 君      委 員 外 議 員 松 田 謙 吾 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）  それでは、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） 本日の調査事項、表と裏とございます。今月はきょうくらいしかと

れない。そしてまた３月も定例会が入っているため４月以降ということになりますので、午後

にもかかりますが協議を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

それではまず調査事項の１番目、議員規則倫理でございますけれども、前回の議運の中で決

定したようなこともございますので、事務局で一応対比表という形でつくっていただいており

ます。若干決まったことも含めておさらいもございますので説明していただきたいと思います。

局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、前回倫理条例の関係を一定限度集約してもらいまし

た。ある程度固めたということで、それを１回整理させてもらいました。１つは倫理条例の対

比表を見てもらいたいと思います。２つついておりますけど、１つは倫理条例関係のほうでご

ざいますので、条例のほうを見ていただきたいと思います。相当時間はかかったのですが、主

に変わった情報としては第３条の政治倫理基準でございまして、そこの修正がございました。

まず１ページ目の新しい５条の（１）、（２）、（３）と書いてございますけども、１項の２号と

３号、前段に議員はと入っておりますので、議員のというのを取るということで、これは単に

字句の訂正でございます。次、２ページ目をめくっていただきたいと思います。４号目ですが、

左の棒線を削除して右の棒線に置きかえるということになりました。これはもとの旧倫理条例

の条項に直すということで、政治活動に関し、政治的または道義的批判も受ける恐れのある寄

附等を受けないこと。簡潔に直したということです。それと５号ですが、５号は旧規定から見

たら新たに追加した行為でございまして、カタカナの部分を削除して地位を利用して嫌がらせ、

強要、圧力をかける行為、その他人件侵害の受ける恐れのある行為を行わないこと、まとめて

その他人件侵害の恐れのある行為といたしました。それと６番目、これも新しい項目ですが、

町に納付する税及び使用料を滞納しないこと。これについては削除ということで、次の第７条

の規定で担保するということになりました。次号、７号については、１号上がりまして６号で

す。７号につきましては、事業者等の役員に就任した場合は、旧の条例に基づきまして、長に

改めると。事業者等の長に就任した場合ということにするということでございます。続きまし

て、第２項の関係につきましては削除すると。第３号ですが、これも繰り上がりまして、第２

項にするということです。第３項の１号、請負契約等とここに等となってございましたので、

１号の４号で規定されたものがなくなりますので、これに戻すということです。請負等という

ことを、工事、製造、その他請負契約、業務の委託契約、物品の購入契約、賃貸借契約に関与

するということに直したいと思います。それと４号につきましては、繰り上がって３号でござ

います。５号、６号については、規定がきつすぎるということで、これを削除することになり
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ました。７号につきましては、繰り上がって４号ということで、基本的には第５号だけが変わ

ったということでございます。あとは変わりござません。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 前回のおさらいという形でございます。何か質問がありましたらど

うぞ。特にございませんね。質問がないようでございますので、白老町議会議員の倫理条例と

いうことで、このような形で決定ということでございますけども、そういう形で整理してよろ

しいでしょうか。ありがとうございます。 

 続きまして（２）になります。白老町議会議員倫理規定と先進事例案の対比表というのをご

覧いただきたいと思います。局長から説明をいただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） この規定は新たに示すものでございまして、今条例案がある程

度決まりましたので、これに基づいて規則もつくり直すというものでございます。これも先進

事例案を中心に案を提示させてもらいますので、これで議論していただきたいと思います。ま

ず、初めてですので読み込みたいと思います。右側のほうです、新たなほうだけ読みます。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白老町議会議員の政治倫理に関する条例（平成○○年条例第□号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（宣誓書の提出） 

第２条 条例第４条第１項に規定する条例を遵守する旨の宣誓は、宣誓書（様式第１号）によ

る。 

様式はまだ示しておりませんので、様式のひな型については別途示したいと思います。これ

は議員に就任してから 30 日以内に宣誓書を議長に提出しなければならないという規定を受け

ての書式設定でございます。 

 第３条です。政治倫理基準等ということで第５条の関係を具体的に示してございます。 

（政治倫理基準等） 

第３条 条例第５条第１項第３号に規定する金品等の授与とは、次に掲げる行為を含むものと

する。 

第５条の第３号で金品等とついておりますので、ここで解釈を示してございます。 

（１）供応接待を受けること。 

（２）無償で物品または不動産の貸し付けを受けること。 

２ 条例第５条第２項第１号に規定する契約に関与するとは、その執行のためにする業者の指

名から入札までの一連の手続きに対して、特定の個人、企業及び団体のために有利な取り計ら

いをする行為をいう。 

これは前回議論になったところでございまして、契約に関与することの規定はこういうこと

ですよということを定めたものです。 

３ 条例第５条第２項３号に規定する許認可等に関与するとは、特定の個人、企業または団体

のために有利な取り計らいをするための行為をいう。 

これも前回議論になった許認可の関係です。有利な取り計らいをするということで規定して
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ございます。 

（兼業・兼職の報告） 

第４条 条例第６条第１項に規定する報告は、兼業・兼職報告書（様式第２号）による。 

これも書式を示しているものでございまして、書式はまだ示してございませんので後日示し

たいと思います。 

２ 条例第６条第２項に規定する変更届は、兼業・兼職変更報告書（様式第３号）による。 

この条文も様式規定を規定するものです。 

（税等納付状況の報告） 

第５条 条例第７条第１項及び第２項に規定する報告は、税等納付状況報告書（様式４号）に

よる。 

これも書式の規定です。 

２ 条例第７条第１項に規定する証明書は、白老町が発行する納付・納税証明書とする。 

これは添付書類の規定でございます。 

（閲覧の手続き） 

第６条 兼業・兼職報告書及び税等納付状況報告書の閲覧の手続きは、条例に基づくもののほ

か、白老町情報公開条例（平成 11 年条例第 33 号）の規定を準用する。 

閲覧手続きについては情報公開条例によるということでございます。 

（調査請求） 

第７条 条例第８条の規定による請求（以下「町民請求」という。）は、これを行おうとする町

民の代表者であって、地方自治法第 74 条第５項に規定する選挙権を有する者（以下「町民請求

代表者」という。）が、町民調査請求書（様式第５号）をもって議長に対し、町民請求の代表者

としての証明書（以下「代表者証明書」という。）の交付を申請しなければならない。 

第７条から次の署名の関係なのですが、これは直接請求の例によるという意味合いでござい

ます。従来は審査請求の行為が単に署名を集めて提出すれば請求行為ができる規定でございま

したけれども、この先進事例の規定は手続き行為が住民の直接請求の規定と同じ手続きを踏む

ということですので、読んでいて理解できないかもしれませんけれど、その辺だけ頭に入れな

がら聞いていただきたいと思います。 

２ 条例第９条の規定による請求（以下「議員請求」という。）は、同条に規定する所定の議員

が署名した議員調査請求書（様式第６号）をもって議長に請求しなければならない。 

これは第１号と違って議員請求のことを言っています。第１号は町民請求、第２号は議員請

求という形になります。 

３ 町民調査請求書及び議員調査請求書に不備があるときは、議長は、町民請求代表者及び議

員に対し、３日以内の期限をつけてこれを補正させることができる。 

書類に不備があるときは３日以内にその不備を直すことを議長が請求できるという規定で

す。 

４ 議長は、第１項及び第２項の規定による請求（以下「調査請求」という。）が次の各号のい
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ずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。 

（１）条例５条第１項から第４項までの指定に違反するものでない事案。 

要するに政治倫理基準に該当しない請求である場合は却下するということです。 

（２）現に係争中の事案。 

裁判にかかわっている事案については請求の対象外とする。もう既に裁判に付されているわ

けですから、これは却下するということです。 

（３）既に行われた他の調査請求と同一の内容の事案。 

同じ調査請求は見返ししないということです。 

（４）条例第９条に規定する数の署名がないもの。（議員請求に限る。） 

12 分の１という規定がございますので、議員２人以上の署名がなければ却下するということ

でございます。 

５ 町民請求書の内容が前項第１号から第３号までに掲げる事案に該当しない場合は、議長は、

直ちに白老町選挙管理員会に対し、町民請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるか否か

の確認を求め、その確認があったときは、当該代表者に代表者証明書（様式第７号）を交付す

る。 

該当しないということは倫理基準に該当するということですから、該当する場合は、議長に

まず事案があったことを届けて、代表者証明書の交付を受けるのです。交付を受けた後から証

明手続きが始まるのです。署名 200 分の１以上集めてから議長に出すのではなくて、声がある

よといったときから署名活動に入るということになります。直接請求とはそういうことです。 

○委員長（山本浩平君） ここで１回質問に入ります。今説明していただいているものは、一

度も会派の中で協議をしている内容ではございません。きょう初めての説明でございますので、

この中で決めるということにはならないと思います。会派に持ち帰りということにもちろんな

るのですけれども、今の説明のところで１回切らせていただいて、何かわからないこと、ある

いは質問がございましたらどうぞ。特にないようでございましたら次の説明を行っていただき

ます。では局長、続けてください。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは次の２ページを開いていただきたいと思います。これ

は署名の仕方です。直接請求と同じような取り扱いですから、先ほど言ったように事案に該当

して正当な申請書が受理されたときに、町民の方には署名を集めるための代表者証明書を出す

ということ。それを受けてから署名活動が始まるということになります。だから従来の白老町

倫理条例の規定で見たときには、署名を集めてきて申請するのですよね。そういうことではな

いということです。事実の確認があったときから署名を受けるということになります。 

（署名） 

第８条 町民請求代表者は、町民請求者署名簿（様式第８号、以下「署名簿」という。）に町民

請求書またはその写し及び代表者証明書またはその写しを付して地方自治法第 74 条第５項の

規定により選挙権を有する者（以下「有権者」という。）に対し、署名及び押印を求めなければ

ならない。 
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これは署名を受けるときに、議長に出した請求書の写しと議長からいただいた代表者証明書

の写しをつけて署名を集めるということです。要するに根拠立てのものを持って集めるという

ことなのです。 

２ 町民請求を行おうとする有権者は、署名簿に自ら署名し押印しなければならない。 

３ 町民請求代表者は、有権者に委任して、署名し、押印を求めることができる。この場合に

おいて、委任を受けた者は、町民請求書またはその写し及び代表者証明書またはその写し並び

に署名し、押印を求めるための町民請求代表者の委任状（様式第９号）を付した署名簿を用い

なければならない。 

要するに代表者が集めないで委任する場合が委任状を出すということなのです。ですから議

長に届け出た人以外でも署名簿を集められるということなのです。 

４ 町民請求代表者は、前項の規定により署名し、押印を求めるための委任をしたときは、直

ちに受任者の氏名及び委任の年月日を文書で議長に届出なければならない。 

要するにこの人に私の権限を委任して１人から 20 人に署名を集める方が拡大しましたとい

うことを届けるということです。 

５ 有権者は、身体の故障等のため署名簿に自ら署名することができないときは、町民請求代

表者もしくは第３項の受任者に委任して、自己の氏名を署名簿に記載させることができる。こ

この場合において、委任を受けた者（以下「氏名代筆者」という。）による当該請求者の氏名の

記載は、第２項の規定による署名とみなす。 

要するに身体故障のために書けない人は代筆をしてもいいと。備考に代筆をした旨を書くの

です。これは有効とみなすということなのです。これは直接請求にもそういう同じ規定がある

のです。 

６ 氏名代筆者が有権者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該有権

者の氏名の記載にかかる署名簿の備考欄にその旨を記載しなければならない。 

７ 第１項の署名及び押印は、前条第５項の規定による証明書の交付があった日から起算して

30 日以内でなければこれを求めることができない。 

要するに 30 日以内に署名を集めなさいということなのです。直接請求の規定も町村にあっ

ては 30 日という規定になっております。 

８ 署名簿の提出及び署名の効力の決定については、地方自治法第 74 条の２第１項並びに地方

自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 94 条第１項及び第２項並びに第 95 条の規定を準用

する。 

直接請求の関係の規定を準用するということです。 

９ 選挙管理委員会は、署名簿の署名の証明が終了したときは、署名簿に署名し、押印した者

の総数及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を町民調査請求代表者に返付しなけれ

ばならない。 

これは選挙管理委員会が最終的に数の認定をするということです。これは一連に阿久根市と

か名古屋でやられた行為と同じ行為を取るということです。多分この先進事例は議員の身分に



 7 

かかわる部分の調査請求ですから、厳格に受け取って直接請求と同様の手続きを取るというこ

とではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 随分と具体的にというか細かくなっているわけですけども、何か質

問ございましたらどうぞ。ないようですので続けてください。 

○事務局長（上坊寺博之君） （調査請求の却下） 

第９条 議長は、署名簿の有効署名の総数が有権者の 200 分の１に達しないときは、当該町民

請求を却下する。 

２ 議長は、前項の規定により当該町民請求を却下したときは、その旨を町民請求代表者に書

面で通知しなければならない。 

３ 議長は、有効な調査請求があったときは、町民請求書と添付資料の写しを条例第 12 条に規

定する白老町議会議員政治倫理審査会（以下「審査会」という。）に提出し、調査を求めるとと

もに、調査請求の対象となった議員に町民請求書及び添付資料の写しを送付しなければならな

い。 

200 分の 1 に達しないときは却下します。却下したときは書類で通知しますと。有効な場合

は審査会を開催するとともに、議員に通知しますという規定でございます。 

（町民請求代表者の保護） 

第 10 条 議長は、条例第 11 条に規定する必要な措置として、町民請求代表者の氏名及び住所

は、審査会の委員以外には公表しないものとする。 

（審査会の委員） 

第 11 条 議長は、条例第 12 条に規定する審査会の委員を選任するにあたり、議員から２人を

選任しなければならない。 

７名のうち２名を議員から選任する。これは従来協議された内容です。 

（審査会の会長等） 

第 12 条 審査会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（審査会の会議） 

第 13 条 審査会は、会長が招集する。ただし、審査会の委員が委嘱された後最初に招集すべき

会議は、議長が招集する。 

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

４ 審査会は、調査を適正かつ迅速に行い、または会議の秩序を維持するために、必要な措置

を講ずることができる。 
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（委員の除斥） 

第 14 条 審査会の委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一

身上に関する事件または自己もしくはこれらの者に従事する業務に直接の利害関係のある事件

については、その調査に加わることができない。 

（庶務） 

第 15 条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。 

（関係人への調査） 

第 16 条 審査会が条例第 13 条第２項の規定により関係人（議員を除く。）に対し、事情聴取そ

の他必要な調査を求める場合は、議長を経て行うものとする。 

（被請求議員に対する措置） 

第 17 条 条例第 13 条第４項、条例第 17 条及び条例第 19 条に定める措置は、次の各号に掲げ

るいずれかによるものとする。 

（１）文書による注意。 

（２）公開の場における戒告。 

（３）一定期間の出席自粛勧告。 

（４）役職の不信任勧告。 

（５）議員辞職勧告。 

要するに倫理勧告に該当したと判断した場合はこういう措置を取るということです。 

（調査結果の公表） 

第 18 条 条例第 16 条の規定による公表は、白老町議会広報紙その他適切な手段により行うも

のとする。 

（弁明） 

第 19 条 条例第 16 条第１項に規定する弁明書は、審査会の調査結果の通知があった日から起

算して７日以内に、議長に対し、提出しなければならない。 

（調査結果の閲覧） 

第20条 条例第13条第４項に規定する調査結果の閲覧については、第６条の規定を準用する。

ただし、当該閲覧については、白老町情報公開条例（平成 11 年条例第 33 号）第７条各号に規

定する非公開情報を除いて行うものとする。 

（説明会の開催手続） 

第 21 条 議長は、条例第 18 条に規定する説明会を開催することを決定したときは、開催予定

日の 14 日前までに、説明会を開催すること並びにその日時及び場所を町民に周知しなければな

らない。 

２ 説明会において説明を行う議員は、議長の許可を得て、補佐人とともに説明会に出席する

ことができる。 

３ 議長は、前項の許可をいつでも取り消すことができる。 

（補則） 
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第 22 条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定め

る。 

附則 

この規則は、平成○○年○○月○○日から施行する。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今説明をいただいただけではなかなかよくわからないところもある

と思うのですけれども、よく読んで会派で協議をしていただきたいと思います。 

質問がございましたらどうぞ。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 17 条の被請求議員に対する措置ということで、ここに１、２、３、

４、５とありますけれども、これはこの中で必ず審査会にかかるとこういう処分があるという

ことですよね。これには該当しない、例えば審査会にかけたけれども審査の結果何も問題がな

かったという項目はないのですか。かかったら必ずここのどれかに属さなければならないので

しょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） この 13 条、もとのを見ていただければわかるのですけれども、

審査会は被請求議員が政治倫理基準に違反すると認めるときに理由を付した文書をもって必要   

の措置を勧告するということで、これを受けてここに書いてあるのです。ですから違反しなけ

ればないということではないですか。違反していると認めるときには措置をするということで

すので、審査結果は違反なしと出てくるということです。 

○委員長（山本浩平君） 議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、違反しているか、していないかという感じがはっきりし

ているものはいいと思うのですけれども、一般の方から見てはっきりしていないけれども違反

しているのではないかと、条例は割と大きくくくっている部分もありますので、そうしたとき

に実際にかけてみていろいろ客観的にみたときに該当していなかったということもあり得るの

ではないかと思って質問したのですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） そこは議長が判断するところではなくて、審査会の判断により

ますので、審査会がどういう議論をされるかというのはわからないということです。疑わしき

は罰せずかもしれませんし、具体的にはっきりしなければ措置をしない。あくまでもそこの判

断をするのは審査会なのです。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 議長がどうのこうのではなく、最初に審査会にかけるときに明らか

に違反しているとはっきりしているものについては、それはまったくこういう形でいいと思う

のだけれど、その辺がはっきりしているか、していないかというものは審査する前の段階で、

かけてしまったらここのどれかに該当してくるわけですから。その辺どうなのかなという感じ

で考えたものなので。議長がどうのこうのではなく、一般的に、極端に言えばどうもあの議員

違反しているのではないかということで審査会にかけたらどうですかという話になってやった
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ときに、かけてみたけれども実際には何とも該当しなかったというときには、審査会の問題あ

りませんでしたと、そういう結論が出てもいいようなものがあってもいいような気がしたもの

ですから。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時３４分 

                                         

再開 午前１０時４２分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

ほかに何かございますか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。この問題もこれから規定の部分を今の委員長のお話で

は会派に持ち帰って検討するという話ですけども、それはそれでいいのですけれども、倫理条

例そのものを変更するということになると、町民との関係は著しく出てきます。今度は 200 分

の１になるということで合意をしているわけですから。そうなると自治基本条例に基づくパブ

リックコメント、これがどうなるかということが出てくるのです。これは町民に直接関係のあ

る部分ですよね。そうなるとパブリックコメントを要請しなければいけないのではないかとい

うように、自治基本条例の視点からいえばそうなると思うのですけれども、そこら辺について

議論をしていただきたいし、私はその必要があるのではないかというふうに思っているのです。 

○委員長（山本浩平君） ほかに質問がありましたらどうぞ。なければ今の副委員長の提案に

ついて議論したいと思いますけれども。調査請求の却下のところで 200 分の１というところは

前から決まっていたのですよね。ということは白老でいうと 80、90 人ですよね。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時４５分 

                                         

再開 午前１０時５０分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

先ほどのパブリックコメントの関係ですね。1 枚資料を配りましたので、これについて局長

から説明していただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今お配りしたのは自治基本条例の条項の抜粋で、10 条に参加機

関の保障という規定がございます。ここの規定は第 10 条、町は、となっていまして、解釈で町

はというのは行政と議会をいうということになっていまして、10 条の規定は議会もこれは該当

規定なのです。それでここは書いてあるとおり、基本的な計画や条例の立案について検討過程

において広く町民が参加する機会を保障し、町民参加を図るということなのです。そこに町民

の意見を求め町民の意思を反映した活動を行うということで、解説書にはこういうふうに書い

てあるのです。具体的には次のようなときに行うということになっていまして、①総合計画及

び政策別基本計画の策定及び改定、町政運営の基本方針を定める条例の制定と改廃、それと町

民に義務を課し町民の権利を制限する条例の制定改廃、その他町民に大きな影響を起こす問題
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がかかる意思決定ということになって、解釈がずっと書いてございます。どういう措置を取る

かという次のページ、具体的には次に掲げる手続きを用いて意見を求めることとしています。

最終的には町民に対する意思調査の実施、パブリックコメント手続きの実施、公募委員を含む

審議会その他付属機関の会議の開催、説明会や検討会等の実施、幅広くこのような措置を取っ

て町民の多様な意見を聞くということになっています。事務局としてもこの辺がちょっと懸念

になっていたところです。前々回ですか、前田議員のほうからパブリップコメンﾄの質問を町側

にされましたけれども、あの質問については当然議会にも跳ね返ってくることだという認識を

しております。簡単ですけれどもそのような規定が自治基本条例にあるということです。 

○委員長（山本浩平君） 自治基本条例の中においてのパブリックコメントの規定について話

をしていただきましたけれども、先ほどの大渕副委員長から出た意見、皆さま方の意見を拝聴

したいと思いますけれども、いかがでしょうか。局長、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 参考までに、岐阜県の多治見市というところはうちと同じよう

な規定を持っていまして、パブリックコメント条例をつくって実施しているのです。ホームペ

ージを見たところ、会議規則からすべてパブリックコメントをしているという状況が見受けら

れました。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長にもう一度お尋ねしたいのですが、具体的にこのよう

にしたほうがいいのではないかという案はございますか。この部分でこういうような表現をさ

れてはどうかというような、もしあればどうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今言われたのは具体的にどうやってやるかという意味なのかちょ

っとよく分かりませんけれども、中身で見れば例えば 30 分の１が 200 分の１にしようと、これ

は町民に直接かかわる部分でございます。それから議会の倫理基準、議員の倫理基準を議会が、

議員が決めると。これはやっぱり町民の皆さまにとっては私たちの意見を入れないのかいと。 

こういうことも考えられるよというようなことで意見を聞く必要は、私はこの部分は。他の部

分はあるのかもしれないけれども、やはり町民の皆さんの意見を聞いていく必要がある部分だ

ろうなというふうに私は思っております。もちろんそれを取り入れるかどうかはまた別でござ

います。ただ、町民の皆さんが特に倫理基準の部分については、町民の皆さんは非常に関心を

持つ部分だろうと思うのです。そういう部分を議会だけで議員の倫理基準を決めるというのは

果たして本当にいいのかどうか。今の町事情の精神から行ってどうなのかというふうに私自身

は思っていると。町民に直接かかわる部分については町民の皆さんの意見を聞いたほうがいい

のではないかと。具体的にどうやって聞くのかというのは、案を公表して今一応こういう結論

になったけれども町民の皆さんのご意見があったらぜひお寄せくださいというやり方が一番い

いのかなと。例えば公募員を求めと、ここでもう一定の結論を出していますからね。そういう

ことにはならないのかなと。説明会や検討会となると議員が出ていって全部説明しなくちゃい

けないということになりますので。こういうふうなものから案を改正しますよという町民にか

かわりのある部分を書いて、こういうふうに変更したいのだけれども、もし町民の皆さんの意

見があれば何月何日までに例えば２週間なら２週間、３週間なら３週間の間に町民の意見をお
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寄せくださいというような形が一番今の状況でいえば手間がかからないし、そういう形でも町

民の意見をきちんと聞いていく必要があるのではないかなというふうに思って提案をしたと、

こういうことでございます。 

○委員長（山本浩平君） 今の件で質問なりご意見なり、今提案でございますので、大渕副委

員長に対して何か質問あるいはご意見があれば。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕もこのパブリックコメントについては必要なことだと思います。た

だ、今大渕副委員長が言われる今回の倫理条例だとか、そういった部分についての議論がここ

まで進んできましたよね、議会の中で。もしやるのであればこういった議論に入るときにそう

いったパブリックコメントを一緒にしてやるものではないかと。僕自身そう思ったりするもの

ですから。パブリックコメントとはどういうものなのでしょう。議会で議論を尽くしてその上

で町民の意見を聞くのか、土台に１回上がってそして町民の声を聞きながら議会でどうするの

だと。そういったための政策過程にどうやって町民の意見を反映させるかという、きっとそう

いうことじゃないかと思うのです。皆さんの考え方を聞きながら進めていければいいのですけ

れども、パブリックコメントの取り方自体に何か基準がないので、いつやってもいいのでしょ

うけれども。その辺の皆さんの考え方をお伺いしておきたいと思うのです。僕の頭の中にあん

まりはっきりしたものがないのです。もしパブリックコメントを取るのであれば、協議に上げ

るときに町民に提示して、皆さんの意見をお聞かせくださいというのがパブリックコメントの

あり方なのかなと僕自身はそう思ってしまうものですので。皆さんも議論をして意見を聞かせ

ていただければなと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 吉田副議長、どうぞ。 

○委員外議員（吉田和子君） 前に議会の基本条例云々というときに総務文教常任委員会のと

きに東海市に視察に行ったことがあるのですよね。あそこはそのときに自治基本条例をつくる

ときにやはりパブリックコメントをしていたのですけれども、確かある程度でき上がってから

やっていたような気がしたのです。だから白老も自治基本条例をつくったときにパブリックコ

メントをしたはずなのですよね。それはある程度基本的なところまででき上がって案をお示し

したような気がするのですけど。何もない中からどうでしょうかということではなかった気が

するのです。町民もポンと預けられてもそれはどういうことなのということになると思うので、

説明会とかならまだ自分たちが出ていって意見を伺ってやるというものとはまた違ってパブリ

ックコメントはこういう方法でこういった形のものをつくろうと思うのですが、町民の皆さん

はいかがでしょうかという形で出した気がするので、倫理条例もそれに合うかどうかわからな

いですけれど、今までのパブリックコメントの考え方というのはそういうようにしてやってき

たのではないかなと。これからつくるのに私たちが出ていってこういうものをつくるという説

明をしながら聞くのならいいのだけれども、パブリックコメントですから皆さんこういうこと

で意見を伺いますと出すような形になると思うので、ある程度でき上がっていないとだめなの

かなと思っていて、事務局ではその辺どのように考えていますか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。 



 13 

○事務局長（上坊寺博之君） 持っているところの条例の規定ですけれども、基本的にはこう

いう考え方をされているのです。パブリックコメント手続きはということなのですけれども、

例えば基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の

必要な事項を広く公表する。公表したものに対する市民からの意見、情報の提供を受け、市民

から提供された意見の概要、市民から提出された意見に対する市の考え方を公表する手続きだ

と書いてあるのです。ただし求められた意見に対して変える場合もあるのですけれども、基本

的にはなぜつくるのか、どういう目的を持っているのか、どういう内容のものなのかというも

のを広く公表して、それに対して意見をもらうと。意見をもらったものに対して考え方を示し

て返すというのが一連の手続きだと言われているのです。ただその町民の考え方にも適切な考

え方があれば、それを一部修正したりすると。一部修正した場合は修正した旨を返すというこ

となのです。ですから基本的にはパブリックコメント条例を持っているところとしては、ある

程度素案が確定されたときに示すと。 

○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。具体的に言えば建設厚生常任委員会で下水道のプラン、

それから住宅マスタープランが出されましたよね。そのときに町側がパブリックコメントをし

ているのです。その報告がありましたよね、常任委員会の中で。そのときはマスタープランが

できた段階でそれを示して町民の皆さん何かありませんかと聞いたけれども、２つとも何もな

かったと。１件もパブリックコメントはなかったという報告が建設厚生常任委員会でされてい

ますけれども、そういうことなのです、僕が言っているのは。ただそれを今すぐ言ってしまう

と、あれだからなかなか言わなかったけど、そういうことだと思います。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、及川委員。 

○委員（及川 保君） 現在のまちづくりを含めて、日本の今の自治体のプランを含めて、議

会の対応も含めて広く町民の意見を聞くというのは、どこの自治体でもやっていることであっ

て、パブリックコメントは今現在倫理条例をやって今まで議論してきた中身なわけですから、

それについて町民の意見を聞くというのは逆にやったほうが後からのこと考えてもいいのでは

ないかというふうには思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。この基本条例のパブリックコメントの話が出たのですけれ

ども、たまたま今小委員会のほうで町民アンケートを取っています。その中にもいろいろな項

目があるわけです。それを今実際どのくらいアンケートが戻ってくるのか、そしてその中身の

中にいろいろ倫理条例の部分があるわけですから、そこにどれだけの町民が関心を持っている

のか。そういうことがはっきりわかるわけですから。それが来てからでもこの検討は遅くない

のかなと私は思いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） 松田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（松田謙吾君） いつもそうなのですが、町民の意見を聞くというのを行政も議

会もやりますよね。議会も報告会やるし、行政も財政改革のときもたくさんの町民の意見を聞
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きたい、説明したいといっても、集まるのは５人とか３人、多くて 10 人くらいなのです。です

から私は意見を聞くのは、今裁判員制度があります。誰に指名されるかわからない。ああいう

ような形を取らなければ本当の意見は出て来ないと思うのです。ただ集まりなさいと言ったら

いつも同じ人です。議会報告会も、行政報告会もなんでも。ですから、そのうちの２万人の 300

分の１、400 分の１、500 分の 1 単位です。ですから私は今国がやっている裁判員制度の裁判員

を指名するときに誰が来るかわからない人にポンときてやっています。ああいう方法でやらな

いと本当の意見は出て来ないと思う。パブリックコメントがどうこう言っても。ですから意見

の聞き方もかえる方法も考えるべきだなと思います。今までの行政報告から議会報告見ていて

も、いずれも同じ人しか来ないわけです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。松田委員外議員の意見はまったくそのとおりだなと思いま

すし、副委員長の提案があったパブリックコメントですけれども、マスタープランから住宅の

プランから下水道の契約からパブリックコメントやっていると。意見の返答がなかったよと答

弁がなかったという言い方をしているのですけれども、議会の中でも今回近藤委員からアンケ

ートをやっているよと。その結果を見てからでも遅くないのではという話もありましたように、

今のこの日本の自治体のあり方というのは、何か既成事実をつくって、来ても来なくても、ゼ

ロでもいいのだと。とにかく町民に知らしめてあげればいいのだという進め方が本当にどうな

のかなという気持ちもあるのです、やり方が。確かにやったと、何か求められたときにやった

よと、広く意見を聞いているのですよと、ただ返答がたまたまなかっただけですよという既成

事実をつくろうというようなやり方なのです。これはちょっと私も本当の意味の理解というに

は疑問に思います。何かもう少しやり方を変えるとかいうのであれば皆さん納得するのかなと

思うのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） パブリックコメントを取る手法については、先ほど説明を受けたので

理解しました。ただ、僕も今の及川委員の話なのです。広く町民に知ってもらう手法がパブリ

ックコメントだけではないということだと。パブリックコメントをしなさいというだけではな

くて、こういった手法もありますよということで自治基本条例の中にうたわれていますよね。

広く町民に知ってもらうためには、こういった手法がありますと。こういった実施の手法があ

りますよというここでうたわれていることであって、パブリックコメントが有効な場合と、わ

かりやすいものに対してパブリックコメントはすごく有効なのかもしれない。でも倫理条例だ

とか、難しいものといいますか。そういうものについて皆さんのご意見をお聞かせくださいと

いうのはもらったほうも何て答えていいのかわからないのではないかなと。ですからパブリッ

クコメントや報告会だとかいろいろなもの。その有効性を僕たちがちゃんと考えないと今及川

委員言われたとおりになってしまうのではないかと思うのです。既成事実だけを私達が求めて、

やっていたのだと。そうなってしまってはいけないと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） それぞれの会派の意見をいろいろ伺いました。私の考え方としても
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正直なところどうなのかなというのがございます。先ほど近藤委員がおっしゃられた内容に近

いものがあるのですけれども、今回政策研究会の中で調査を議会に対してどのように町民が考

えられているかということでアンケートを取りました。あれを集計した後でもいろいろ検討を

できると思いますし、この政治倫理規定を町民の方にどうですかといったときに、今の風潮か

らすると非常に我々が考えている以上にもしかしたら厳しいような内容のものが上がってくる

かもしれません。それをまたいろいろと検討しなければならないというふうには思いますけれ

ども、その辺もどうなのかなと。イメージ的に政治倫理についてパブリックコメントを求めて、

それを参考にするというのが申しわけないのですけれども、私の中でよく理解ができていない

というところがあります。すみません、あまり答えになってないと思うのですけれども。 

それでは、１時間以上経過いたしましたので、ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１４分 

                                         

再開 午前１１時２３分 

○委員長（山本浩平君） 倫理条例についてのパブリックコメントのあり方と申しますか、さ

まざまな意見があったと思うのですけれども、それらも含めて一度どちらにせよ会派の中で１

回話し合っていただかなければだめなのかなと思うのですが、いかがですか。及川委員。 

○委員（及川 保君） うちもいろいろ議論してきたのですけれども、もう既にこの倫理条例

を町と一緒にやるのだということで進めたときに、やっているわけです。それをさらに細かく

前回の協議の中で今示された分について全会派で今了解したということで細部にわたっての説

明をやっているわけです。既定の部分で。これはほとんどもう理解して進めるよという形にな

っているわけですから、これをさらにパブリックコメントを実施して、また新たな大きな課題

として出てくる可能性もあるのです。まったく来ないこともあるのだろうけれども。そうであ

るならばきちんと町民を交えて議論をしてでき上がったものについて、さらに町民の利益を優

先してつくられようと皆さんで合意したわけで。それをさらにパブリックコメントをかけるの

はいかがなものかという話が出ていますので、清風クラブとしては必要なしという考えで一致

しました。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさんも様子を見たほうがいいのではないかという意見に

なっていますね。私どももそういうような考え方になのですけれども。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私がパブリックコメントをやったほうがいいのではないかという

のは、今のご意見とは反対とかそういうのではなくて、取り方がちょっと違うのではないかな

と思うのです。この自治基本条例の中にあるように、議会がいろいろなことを決めていく中で、

それは大まかに決まった中でのことであっても、町民の皆さんに投げかけて倫理条例とはどの

ようなものなのかということを町民の皆さんに知っていただく。それに対する意見があったら

それを全部のむとか大幅に変えるとかそういうことではないのです。この議会は倫理条例とい

うのは議論してつくりつつありますよと。町民の皆さん、こういう視点で我々はやるのですと。

この点が疑問でしたら疑問を書いてもらうこともあるでしょう。これも決定的に我々がミスを
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して落としていた部分があったら変わる部分もあるかもしれません。このことを町民の意見を

聞いて 200 分の１を例えば 50 分の 1 にしなさいとか、そういう意見もあるかもしれませんけれ

ども、ここで一致していることについて、町民の意見があったからもう一度議論する必要がな

いとしたらそれはないのです。そういうことではなのです。本当に町民の皆さんに今議会が倫

理条例というのは自分たちの襟を正すために一生懸命議論してこういう方向で考えていますと

いうことを町民の皆さんに知ってもらうということが一番大切な部分だと思います。ですから

ここで書いているように自治基本条例というのは参加機会の保障なのです。町民の皆さんがそ

ういうところに参加することの機会を保証する、自治基本条例というのは皆さん方、我々で決

めたのです。町はということは、議会はということなのです。議会がこうやってやりますよと

議会自らが決めていることなのです。そのことを自らそれをやらないとしたら自治基本条例を

決める必要はなかったわけです。ですから私が今言っているのは、今及川委員が言われたこと

が違うとか間違っているとか反論するとかそういうことではなくて、考え方の基本が違うので

はないでしょうかということを言っているのです。そのことによって変えるとか変えないとか

大幅に議論をしなおすとか、そんなことではなくて、町民の皆さんに我々が今議会基本条例で

今まで30分の１だったものを皆さん方がもっと参加できるように200分の１にしたいと考えて

いますと、こういうことを今議論して、一応結論を大まかに得ましたよということを知らせて

いくということなのです。その中で本当にものすごく大きなことが落ちていたとしたら、それ

は取り上げられるでしょう。そうでないものについては議会で決めたことを町民の意見によっ

て変えるとかそんなことではないと思うのです、この自治基本条例というのは。そうでないと

自治基本条例の中で参加の機会を保証するというこの条例を決めた意味というのは何もなくな

ってしまうというふうになってしまうのではないかなと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も先ほど言ったとおり、パブリックコメントを否定するものでもな

いし、その町民の意見を聞くというよりも、今議会の中でこういったものをつくろうとしてい

ますよという情報公開の場ですとかそういったものだと思っていますから、今大渕委員が言わ

れたとおり白老町の倫理条例が難しく書かれてあって、それに対して意見をくださいと言って

も答えは返ってこない。今言ったような形で、例えば今までの請求権が 30 分の１から 200 分の

１になりますよと。これ皆さんの意見が幅広く今度届く、そういったものになっていきますよ

ということで、そういう分かりやすさでもしパブリックコメントを取るのであったら、すごく

良い反響が返ってくると思いますし、それに対してのコメントも書かれてくるのではないかと

思います。それ以上よくしてくれとか 500 分の１にしてくれとかいう話も出てくるかもしれな

いけれども。町民が関心を持って見られるようなパブリックコメントの取り方であればどんど

んやってもらえればいいと思います。ただ、お役所仕事みたいな、お年寄りのところに難しい

文章で書いてきてこれに対しての意見を書いてくださいなんていう文書をよく見るけれども、

あんな話でパブリックコメントを取ろうと思っても絶対に無理だと私は思います。それこそ自

己満足の世界で終わってしまう。だからパブリックコメントを取るのであれば、それなりのこ
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とで皆さんの理解を求められるような形でやるべきだと思うし、もしそれができないのであれ

ば違う方法で町民の意見を幅広く取った方がいいような気がします。いずれにしても、ここで

は決まらない話ですね。でも大渕委員の言われたように自治基本条例というものを町民の方々

に理解してもらうためにも、こういった手法があるのですよとかこういうことがあるのですよ

ということは広くやはり周知していかなければならないというのも実際にあるわけですから。

根底でちゃんとした議論ができないとならないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、何かありますか。 

○委員（近藤 守君） 皆さんの意見ももっともなのですけれども、倫理条例に関する場合は

議員そのものの問題なのです。私どもの支援者といいますか、いつも話し合う人とは、自分た

ちのことを自分達で決めないでどうするのだと。人に聞いたってしようがないでしょうと。超

課税率とか水道料金とか何とかというのは町民の意見だっていろいろ聞く必要もあるけれども、

自分達が自分達を戒める部分を他の人に聞くのはおかしいのではないかということで、あまり

パブリックコメントに賛成ではない人もいるのです。自分達でやりなさいと。ですからこの辺

も非常に難しいなという考えはしています。 

○委員長（山本浩平君） 無会派の前田委員外議員はいかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私はパブリックコメントについては今まで議会改革をやってい

ますし、事案によっては必要だと思います。ただ、今倫理条例でやっていますけれども、私は

ある程度理解としてパブリックコメントについてはどういう事案だとか整理しておかなければ

いけないと思います。今回は倫理条例について一生懸命言っていますけれども、先に定数の関

係話していましたけれども、そうすれば定数にしても何にしても必要になってくるのです。そ

の部分が案件によって深く議論したり、案件によって我々が決めたりすればいいというのでは

なくて、今私は町が基本条例をつくっていますけれども、具体的に切りかえてどうするかとい

う部分は整理されていない。それで今政策研究会でやろうとしています。私は１件１件やるべ

きだと思うけれども、議会の姿勢としてこういう部分についてはパブリックコメントをすると

いう基本的な考えを根底に持ってからやった方がいいと思います。パブリックコメントだけや

って我々にも町民にももっと身近な定数とか基本方針、ではどうしてパブリックコメントを求

めないのかという話が出てきたときにどういった言い方をするかということです。やっぱり僕

は基本的に議会としてパブリックコメントをどうするかということの整理をしておいてから議

論するべきだと思います。当然町だってまだ条例をつくっていませんから。任期中につくると

答弁していますけれども。私はやはり議会の透明性、情報の共有とか普段の住民参加を根っこ

にしていれば、やっぱりそういう整理を先にすべきかと思います。ただ案件で云々というのは

ちょっと逆にご都合主義になってしまうのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 松田委員外議員、何か意見があればどうぞ。 

○委員外議員（松田謙吾君） 私は今近藤委員の言ったことが大切だと思うのです。自分たち

の倫理条例くらい自分たちでつくるべき。私はまったくそのとおりだと思います。それからパ

ブリックコメントにしても先ほども言ったけれども、町民の意見を聞くと言ったらほんの関心
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のあるような一部の方々だけなのです。今のこの条例よりももっときついのがたくさん出るか

もしれない。何だこんな条例なのかと言われるかもしれない。そういうことからいくと私はこ

こでやるのはやぶ蛇ではないかと思っているのです。ですからこの倫理条例はやはり議会みず

から町民の意見の前に自分たちできちんとした条例なり自分たちの考えでつくっていくべきだ

と思います。町民の意見を聞くといったら、私はやぶ蛇ではないかなと思うし、先ほども言っ

たように裁判員制度のように意見を聴く場を、有権者の誰に当たるかわからないけれども求め

るのは無作為に指名をして、そういう意見を聞くならば正しい意見かもしれませんけれども、

今までのいろいろな行政のやり方も我々の議会の報告会を見ていても同じ人しか来ない。そう

いうことになると、もっともっと厳しい意見が出て私は成り立つのかなと思っているのですけ

れども。私はやらない方がいい気がします。 

○委員長（山本浩平君） 意見が分かれているというか、共産党さんはぜひこれをやるべきだ

という考え方だと思うのですけれども、今の状況の中ですぐやりましょうということにはなら

ないと思うのです、皆様方の意見を伺っていますと。今後の課題というような形にするのか、

きょう初めてこういう規定が出てきたわけですから、これらも含めてさらにもう一度、会派で

は会議を開いていないわけですから、この規定に関しましては。冒頭の条例に関しましてはお

さらいのような形の中で決めたことを話しました。局長のほうから説明を頂いたわけですけれ

ども。いかがですか。この規定については第１条からやっていきますか。それとも会派に持ち

帰って一度議論していただくというような形を取りますか。進め方について皆さんに意見を聞

きたいと思います。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 規定につきましてはいずれにしても今議論をしたとしても会派に

持ち帰るのであれば持ち帰って議論をしていただいて問題点を出してもらうというほうがうん

と早いのではないでしょうか。持ち帰らないというならばいいです。ここでずっとやっていく

のならそれはそれで構いませんけれども、持ち帰るのであれば持ち帰った中でこの点とこの点

が問題点だからどうするのかという形で出してもらったほうがうんと議論は早いのではないか

と思います。規定についてだけ言えば。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブも一度きちんと持ち帰って次回持ち寄った中で決定してい

けばいいかなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんよろしいですか。一度会派でもんでいただくということにい

たしたいというふうに思います。先程のパブリックコメントも改めて議運のメンバーでない会

派の方にも意見を伺ってみていただきたいというふうに思います。 

それでは、次の２番目の会派制のあり方について。これにつきましては清風クラブさんから

第３次議会改革の中で会派制のことについてはぜひ検討事項としてつけ加えていただきたいと。

こういうお話の経緯だったと思います。そこでこの会派制のあり方について出ているわけでご

ざいますけれども、局長のほうから何かつけ足して説明があればどうぞ。 

暫時休憩をいたします。 
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休憩 午前１１時４２分 

                                         

再開 午前１１時４５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。 

この会派制に関しましての資料は配られました。局長、説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には状況しか説明できませんので、その後は議員の皆さ

んで議論をお願いしたいと思います。まず参考になるかと思いまして、北海道の会派制を採用

する町村議会の状況を示してございます。22 年７月１日現在で国勢人口が 17 年の国勢人口を

使っている区分でございます。まずＢランク、Ｃランク、Ｄランク、Ｅランクと分けています

けれども、人口区分ですからこれは大したあれはないと思います。北海道の町村議会で会派制

を採用しているのは今現在で 28 団体。179 町村のうち 28 団体ということで非常に少なくなっ

ているというのは道の議長会からも言われてございました。まだ人口 2,000 人から 5,000 人未

満でも会派制を採用しているところはあります。９名しか議員がいなくても会派制を取ってい

るところもございます。理由は個別には聞いていませんからわかりませんけれど、会派制は利

点もあるし欠点もあると言われているのは事実でございまして、その中で利点を選択して会派

制を取っているということではないかなと思います。うちは２万人以上の区分に入っています

けれど、次の国調では多分Ｄランクに下がりますので 10 団体、おおむねうちが少ないほうで美

幌に次いで少ないと。18 から 22 の間の議会が会派制を取っていると。それと次のページを開

いていただきたいと思います。会派制と書いてありますけれど、これはそこの戸棚にあります

本の中から抜粋したものでありますので、一応こういうふうに解釈されているということでご

理解いただきたいと思います。会派制の性格ということで書かれているのは、５つのことが書

かれていまして、会派とは議会において同じ政策を持つ議員の集団のことをいう。一つとして

は議会内で会派制を取っているということです。ですから議会内で通用するものであって、外

には通用するものではないと。政党とは違うということです。基本的には政策が一致するもの

であること。政策を持たない集団は基本的には会派でないと。政策を持っていても一致すると

ころがなければ会派とはいわないということが書かれています。政策集団であるから原則とし

て２人以上と。単なる集団ではなく集団の長や構成員が明らかになっているというようなこと

が会派制だといわれています。ただ、会派制にも長所と短所がありまして、長所でいわれてい

るのが政策集団であるため会派内で議論をいたしますので、議員の資質向上に役立つというこ

とが言われています。議会運営が会派を単位とすることから効率的な運営ができると。今 11

人おりますけれど、ここで会派制を取っているということは５の意見で集約できるということ

なのです。短所といわれているところは、会派制を取るときに合議機関である議会、そのため

に妥協が見えにくくなるということです。それと個人の意見が会派の意見に埋没してしまって

議場の中で個人の意思があらわれにくいということが言われています。この辺が特に実質的な

議論で決まっていくという部分が言われているゆえんだと思います。あとはそんなに大きなこ

とではないかなと。今特に言われているのは合議機関としての合議制のあり方と自由な議員の
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個人の意見が埋没してしまうという欠点が非常に会派制では大きく言われているところです。

ただ、反面会派制の利点というのは、会派の中の切磋琢磨と議会運営のまとまりが早いという

こと。これの取り方だと思います。それと会派制の種類ですが、法律上明記されているのは地

方自治法の中で政務調査費の交付の中に１行出てくるだけなのです、会派というのは。政務調

査費の交付が会派または議員に交付ができるという法律上の規定しかないのです。明確な会派

の規定が書かれているものはございません。それと任意的に定めるものとしては、議会運営上

の必要の為に会派制を採用すると。うちは１のほうの会派制です。緑の本あったら見てほしい

と思いますが、議会運営基準の 32 ページに会派制の規定がございまして、議会運営基準も議会

で決めたルールですから、ここに会派の記述が４から 10 までです。ここまで会派の記述がされ

ているということです。条例で定めた会派制でないということです。条例で定めるのは政務調

査費を支給するために条例で定めるか、最近は議会基本条例の中に会派制をうたうという記述

があって、条例上にきちんと会派の位置づけをしているというところも最近は多くなってきて

いるようです、特に市を中心に。そういうところでこれから議論をしたいと思います。私から

は以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは皆様方の意見を伺っていきたいと思いますけれども。会派

のあり方についてどうですか。清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。私どもの会派がこの会派制度の見直しについて議論をお願

いしたいということで第３次の改革の中に組み入れていただいたと、こういう経過があるので

すが、私どもの会派の中でいろいろ議論をした中でのことというのは、当時 20 名の中で 16 名、

４名減にしたという経過がありました。そのような中で 16 名の議員が今現在の議会で活動する

となったときに、この会派制度が本当にこの白老町議会で運用されていくのかなと。ちょっと

やっぱり見直さなければいけないのではないかと、こういう議論に至ったわけなのですけれど

も。その中身というのは、会派制度と言いながら今ここで２枚目の中にもありますように、な

ぜかと言えば議会運営の中で効率的に運営ができるという利点があるというのは皆さん理解さ

れていることなのですけれども、実は短所の方が大きいのではないかと、こういう会派の中で

の考えがあったのです。というのは、ここで今６つほど上げられていますけれども、個々の議

員の考え方というか、こういうものがなかなか反映されにくいという部分があります。もう 1

つは 16 名の議員の中で、今現在５会派があって、数で議会運営委員となっているのです、代表

者を含めて。数の割り当てですから当然うちでいえば２名でありますし、２名の会派であれば

１名と。こういう中で運営されているのですけれども、半数近く、その中には正副議長も出席

されますから、当然 10 名近くの議員がここで議論するわけです。そうすると圧倒的な数の中で

やっているわけですから、これは非常に効率が悪いなと。もう１つは先ほど言った個々の議員

の活動がなかなか反映されにくいと。当然３人であれば３人の中で意見を統一してここに持ち

寄ってそれを披露するわけです。そして議論をするわけですけれども、そうすると、そこでま

た持ち帰ってという状況があるわけです、そこで決定されなければ。そういうことが１つあり

ました。もう１つあるのは、どうもその会派そのものがなかなか持ち寄ったとしても結果的に
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はなかなか統一されないものもあるのです。現実に私どももありました。これというのはなか

なか、そうすると個々の出席できない議員というのはやっぱり反映されないわけです。何だか

んだ出席している議員の発言のほうが当然優先されるわけですから。どうしてもこの部分でこ

のままでいいのかなというのはあります。あともう１つは無会派の扱いです。無会派の扱いを

オブザーバーという委員外議員ということで。これは１人１会派という取り扱いをするところ

もあるのです。確かあるみたいなのです。そういう部分でいけば無会派の議員も今現在で言え

ば２人いるのですけれども、この議員も出席して意見を求めるとなると、当然ほとんどの議員

が白老町議会の議員がほとんど入っているというようなやり方です。もう１つは無会派の意見

というのは委員長の許可によって発言を求められて意見を発言できると。こういう仕組みには

なっているのですけれども、このあたりのことを放置してそのまま会派制度を運営していくと

なると、非常にこれは厳しいなと。何のために議員になって、まあいろいろあります、その中

では今議会運営委員会があって議会改革の中で３次の改革がスタートしたときに常任委員会が

２つになったということで広報広聴委員会ができて広報広聴委員会の中でまたそっちの方にき

ちんと議運の委員でない委員はこちらの方に入るということになっていますから、それは制度

としてはきちんとなっていると思うのですけれども、そのあたりの取り決めというのがきちん

と議論されたのかなという疑問があって、今現在運営されているというのは現実ですから、そ

れは特に問題はないと思うのですけれども、そのあたりの整理をきちんとしたほうがいいなと

いう思いでこの会派制度の見直しをしてほしいという意見で提案させていただいたのです。そ

れは今現在も変わっておりません。 

もう１点だけよろしいですか。もし政党さんで、今名前を出して申し上げますけれども、公

明党さんそれから日本共産党さん、これは絶対多分分かれるということはないはずなのです。

ほぼないと思うのです。我々の会派というのはいろいろやっぱり簡単ではないというか、届出

をどうしても難しいと。一緒にやっていくのが難しいとなれば、これは現実の話として、解散

というか、脱会することも考えられて、今までもありましたし考えられるわけです。そのあた

りのことでこの会派制度というのは本当にこれからも何事もなく運営されていくのかなと疑問

があったのです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、午後からも議論をしたいというふうに思います。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時 ２分 

                                         

再開 午後 １時００分 

○委員長（山本浩平君） それでは休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

会派制のあり方についての議論の途中だったというふうに思います。先程清風クラブさんの

ほうから会派制のあり方についての思いをお聞かせいただいたわけですけれども、どなたでも

結構でございます、何か意見がございます方はどうぞ。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。会派制については何回か議論されていますので、要は今会
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派制をやめた場合に議会運営上の仕組みすべてを変えていかなければいけないということがま

ず１点あります。それも果たして今回どう議論するのかというのが私はよくわからないのです。

ですから次期からそういったことに取り組むのか。そうなるとこの議会運営自体を根本から変

えていかなければいけないという話になりますので。そして先ほど及川委員が言われた長所短

所の部分で短所のほうが多いのだという話ですけれども、確かにそのとおりかもしれない。た

だ、長所では２点だけ上げられていましたけれども、そのうちの１点は議会運営上の仕組みを

すべて変えていかなければいけないということがあります。それから会派制をなくしたときに

仕組みをすべて変えたとして議論になったときに、自由討論の中からある一定の合意を見出さ

なければいけないという話になったときに、果たしてそれが今可能なのかということも。やっ

ている自治体はたくさんあるわけですからできるのでしょうけれども、合意に導くまでの時間

的なものもまだまだ必要になっていくのかなとか、そういった部分については不安材料もたく

さんあるような気がするのです。確かに会派の中での意見調整ができなくて、悩まれるという

ことも多々あるという話ですけれども、いずれにしてもどこかで、議会の中で合意を得て形成

しなければいけないという部分で考えると、会派の中でもいろいろな意見を出し合われながら、

議会の中で合意形成を図っていくということが、私は今の段階では必要なのだろうと考えます。

これから定数がどのくらいまで下がったときに、会派制が維持できるかということは今及川委

員が言われたとおり出てくると思いますけれども、今の時点ではまだ会派制のという部分での

流れで議会運営がなされるということが妥当だという気がするのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 現在ある会派制度というのは十分私共も認識しておりますし、この制

度に乗っかって今までいろいろ改革も含めてやってきたものですから、そのことを否定するわ

けではないのです。もう１つは、今事務局のほうから示された資料の中でも 10 人、９人、これ

は定数ですよね、括弧内は。この中でも会派委員会を設置してやっているという事例もあるわ

けですけれども、これを見ればうちの議会の 15 だったとしても何もおかしいことではないわけ

です。そうなのですけれども、先ほどの理由からすると本当にその議員というのは町民の負託

を受けて選挙によって一人一人選ばれているわけです。そうすると当然その機会というのは本

会議の中であっても十分活動そのものはできるのだけれども、本当にこのことが議会運営上だ

けの話で、この会派制度があっていいものなのかどうか、議員の資質の部分も当然あるわけで

すから。それともう１つは、今氏家委員がおっしゃっていたこの会派制度の利点の部分ですけ

ども、私はきょうまで議会改革をしてきた中で会議日数が大変、全国の議会を見ても飛び抜け

て多い状況になっているのです。その中でこの会議日数を減らす方向に行くべきではないかと。

こういう議論をこれからしなければいけないというときに、このことが例えばまだ条例の中に

は正式にはなっていないのです、この会派というものは。たまたま政策研究会の部分の中でこ

の会派制度が出てきました。それを正式にまたこの制度を設けるとなれば、私どもの会派はこ

の議会運営委員会がそれに十分なり変わっていけるのではないかと、会派の代表がここに揃っ

ているわけです。さらにそれを会派の代表制を政策研究会の運営上の組織の中に入れるという
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のはいかがなものかという主張をさせていただいてきました。そういう中でそういう主張があ

るものですから、今度代表者会議を正式なものにしたいという案が出されたのです。私はその

部分についてもこれはちょっとおかしいという話をさせていただいているのですけれども、こ

のあたりも含めて会議日数をさらに上乗せしていく部分はいかがなものかという、もう少しそ

のあたりも含めた中で考えていただければありがたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 会議日数と会派制はどういう関連があるのでしょうか。 

○委員（及川 保君） 関連といいますか、それが正式な会派制のルールの中にきちんと、例

えば政策研究会の中にもってくるとなれば、当然この議運が施行として今回なったのですよね。

課題を設置するときに議会運営委員会がそれをまずやりましょうということで進められていま

すよね、政策研究会が。それであれば正式に載るということで何かのことがあれば今のルール

を見ると、会派代表制会議がかかわるのは課題設定の部分だけかなとは思います。思いますけ

れども、例を１つ例えてもさらにまたそこで議運を除いてもしそれが正式なルールになったと

きに当然代表者が課題設定にいろいろかかわるはずです。そういうルールにしようという案ま

で出てきているわけですから、現実には。そうすると確かに課題設定だけの部分であるわけか

もしれないけれども、当然集まって議論しなければいけません、それが１回で済めばいいけれ

どもそれはやはり叩き台をつくるために何度か議論していかなければいけないと思うのです。

今であればこういう議会運営委員会の中でできますけれども。そのあたりの当然会議日数もふ

えていくのではないかという考え方なのです。政策研究会を１つ例えても。その部分がちょっ

と最近考えていることです。 

○委員長（山本浩平君） 会派制について、ほかの方どうですか。近藤委員いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 私どもが入ってきたときから会派制をとってずっとやってきて、我々

がやってきた分には支障もなくやってきておりますので、私は今ここで会派制云々という話に

はならないのかなとこのように思っています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 前回も議論しているのです。それで大半の清風クラブ以外はやはり必

要だよと、それぞれの会派の考え方は示されておりますし、私どももお聞きしていますから、

これを今議論して、蒸し返してどうのこうのではないと思うのです。だけどこれを整理してお

きたいのです。決定したいのです。 

○委員長（山本浩平君） 第３次議会改革の中でこの会派制のあり方についてぜひ協議してい

ただきたいというのが清風さんだったものですから、こういった形のなかで協議事項として上

がっているということでございます。 

どうぞ、松田委員外議員。 

○委員外議員（松田謙吾君） 今我々の清風クラブ代表の及川委員からいろいろお話がありま

した。及川委員の言われたことは我々の会派でいつも話されて話題になっていることでありま

す。私はこの会派制を長くやっています。この会派制度をずっと見てきているけれども、私は

いろいろな会派の意見の集約するための会派かなと思っておるのです。さまざまな意見を集約
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するための会派にしか今はなっていないかなと、私はこうも思っています。それから会派が２

人以上となっていますが、例えば２人の会派から議長が出たとすれば、会派をきちんと離脱し

てやるとすれば残りが１人になるわけです。それから先ほど及川委員が言われたように町民か

ら選ばれてきて会派制度のために無会派の議員の意見というのは参考意見のようなものなので

す。ここのところも私は問題があるし、それから及川委員が先ほど言われたように、我々の会

派はこの会派制度の規約を見ると、我々の会派はこの制度にあってないと思っているのは、我々

会派は３人いるのだけれども、挙手の場合は個々の意見で挙手をしています。私と西田議員が

賛成して及川委員はしないときもあるし。ですから私はこれから会派制度にあっていないのか

なと先ほどからこれを見ておりました。そんなことからいっても、もう１つは及川代表にはい

つ会派が解散すると言ってもいいよと、これは３人の合意で決まっているのです。いつ会派を

なくしてもいいし。あしたから会派を離れてもいいよと、これは３人で決めてあることなので

す。それから私は会派制度で、１人会派の意見というのは、私は会派制ですから、例えば５人

も無会派になったときにどうするのかなと。こんなことは悪いのですが、大渕副委員長は昔共

産党議員が２人のときに少数意見を大切にするようにと随分言われておりました。昔から議長

は一番大きな会派から、２番目は副議長の会派からと。会派の多いところが委員長や副委員長

のポストと昔は決めていたのです。それで大渕副委員長が民生常任委員長になるときも共産党

だからだめだという意見が出ました。あのときは私が随分反対して、議員が自ら選ばれてきて

そういう決め方はだめだと言って、私は大渕副委員長が共産党であろうがなんであろうが委員

長にさせたいと、こんな思いでやったことがあるのです。そういうことから言っても、私はこ

の会派制度というのは北海道で 179 あって 28 町村しかやっていないのです。そんなになくたっ

て私は何のあれもないのではないかと思っております。ですから私はもう１回繰り返すのです

が、我々の会派はあすにも離脱してもいい。そのことはずっと言い続けておりますので、考え

方としてはそういうことなのです。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さんはいかがでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 会派ができた経緯というのは、今の議会運営委員会が公的にでき

る前にうちは１期早く議会運営委員会をつくったのです。梅津さんが議長のときですから大分

前だと思います。山本平雄さんが議会運営委員会の委員長だったように記憶しておりますけれ

ども、最初の委員長が。そのときにつくったのは、やはりきちんと議員がみんなまとまって勉

強しようというような、それは表面的かどうかとはまた別ですけれども、そんなようなことで

つくって、一番大きいときには 20 人中 10 人くらいの会派もあった時期もありました。やっぱ

り今必要なのは、そういう志を同じくする議員がきちんと研さんして力をつけていくというの

が最初つくるときの中身だったように記憶しています。私自身は今言及がございましたから言

いますけれど、私は当選させていただいたときは１人でした。１人のときから会派届は出して

います。２人になってからはずっと会派届、そのとき議会運営委員会はなかったのですけれど

も会派届はずっと出してきたという経緯がございます。それはやはり議会というところはみん

なできちんと勉強しながらやっていこうというのが私は趣旨だと思っていましたので、それは
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志を同じくする者がきちんと勉強をしていい議会を目指そうという形でやってきたと。それが

やはり長い期間の中で議会運営基準や会議規則、いろいろな中にずっと落とし込まれてきてい

るのです、そのことが。それから言えば私は会派制というのは大切なものではないのかなとい

う考えを持っているということで、これはとても今まで白老の議会がつくってきたものですの

で、ましてそういう形の中で運営基準等々にも落とし込んでいるという中で言えば、今までの

白老の議会の経過の中でできたものだという認識ですし、必要なものではないかというふうに

思っているということであります。 

○委員長（山本浩平君） 私のところなのですけれども、先ほど近藤委員がおっしゃられたよ

うに、私も議員になったときには既に会派制しか経験していないわけでございまして、特に違

和感とかそういったものを覚えたことはないのですが、前回の議会運営委員会のときに冒頭で

相当私がお話をさせていただいた件がございました。会派制を取った中で議論をし、一定の結

論を出したにもかかわらず、新聞記事には個々のコメントがクローズアップされたような状況

になり、あの見出しを見た町民の人たちは、町長はやりたがっているけれども、議員はみんな

報酬を上げることをバックしているのではないかというようなお話が町民の方々から寄せられ

たこともございました。そういった中で、議会運営委員会でどのくらい議論をして１つの方向

性、方針については、上げ幅についてはそれぞれ考え方が個々あると思いますけれども、上げ

ることについては全員一致、全会一致というような格好になったにもかかわらず、個々のコメ

ントがああいうような形で流れると。町長が勝手に一人でやりたがっているような印象を持た

れるような記事を書かれてしまったということについて、非常に私は残念な思いと会派制とい

うのは一体何なのだろうなというような疑問をあのとき強く持ったわけでございます。そうい

った中で、だからといって今ある会派をそのままなくせばいいということの結論には至ってお

りませんけれども、現実として今 16 名の定員ですけれども実際は 15 名と。その 15 名のうち２

名が無会派、そして１つ３名いる会派、これが最大会派です。それが３つありますけれども、

３名のところがいつ解散しても構わないのだというような思いを持っているというお話でござ

います。そうすれば無会派の方、２名プラス３名となると 15 名のうち５名の方々が会派制につ

いて疑問を持たれているということは非常に重い話になってきているのかなと、こういう印象

を持ったわけでございます。かといって今私共新風として会派制をなくすべきだという結論に

はまだ至ってはおりません。ちょっと微妙な表現になりますけれども。いろいろとこれから改

選もある状況の中で、今後のあり方としてはいろいろな意見が出てくるのかなというふうには

思っています。ここで無会派を個人からお選びになっている前田委員外議員もおられますので、

考え方を伺ってみたいと思うのですが、あればどうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） この議論については２、３回しているのです。それで私も今委

員長に指名されて意見を言わせていただいていました。しかし大渕委員のほうから、そのとき

に会派に所属せず、無会派の議員が会派を否定するのはいかがかと言われたのです。私はそれ

に対してどうこうというのではなくて、そういう意見があるのかなと思って今委員長から指名

がありましたからわかりますけれども、私は今松田委員外議員がお話されたことがほとんどだ
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と思います。今のままでいけば、会派を存続させるなら存続でいいのだけれども、こういう意

見が出ているのだから、その中でどういうことを改善するかという議論の問題点の整理がこれ

からされるのかどうか分かりませんけれども、あって然るべきではないかなと思います。当然

今の会派は改選期まで云々という話にはならないと思うのですけれども、改選に向けて新たな

議員の方々に課題を残して整理してもらうとか、あるいは正副議長の会の離脱とか、少数意見

の尊重をどうするのかということ、委員外議員の。それと事情があって熊谷委員外議員は来て

いませんけれども、議長のほうから熊谷委員外議員のほうにこういう議会改革等々の話がされ

ているものがどういうように連絡されているのか。完全に出てこないのが悪いといったら別で

すけれども、いろいろ用事があってきませんけども、そういうところに置かれた場合にその議

員の立場の人をどう尊重してあげればいいのか、こういう問題があると思うのです。そうする

と、やはり委員外議員の発言をどういうように尊重するのかとか認めるとか、会派が必要であ

れば、ではもうちょっと松田委員外議員もお話していましたように会派から選ばれているわけ

ではないのです。１個人が議員として選ばれてきますから、その辺をどうするのということで

あって、私はすべてを否定しているわけではございませんけれども、今話を聞いていますけれ

ども、会派がいいよと、これはわかります。では、一つ二つでもそういう疑問点が出てきたと

きに、それがだめならだめでいいけれども、どういうように改善していけばいいのだろうと、

そうしなければこの３年間の議会改革、先進の改革の白老町議会だよと言っていながら、小さ

い問題については今までどおりでいいのだと。そうではなくて、やっぱり小さな問題でも取り

上げて整理していく。そしてまたもとに落ち着くなら落ち着くということでいいのですけれど

も。そういうものが必要なのではないかと私は思います。ですから私は余り積極的に、先ほど

言ったように会派の部分については余り意見を言わない方がいいのかなと、こう思っています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は今の議会ではないのですけれども、前議会の中で４年間無会派の

方が２名おられました。ところが今会派制度があるわけだから会派に入ってないのがだめだと

いう意見も前も議論したときに実はあったことなのですけれども、当時の２名いたときにやは

り私は会派制度があるわけですから、２名の方がやはりどこかの会派に入るべきだと。これは

非公式でありましたけれども、そのときの正副議長にお願いしてこの２名の方をどこの会派が

どうのこうのではないのですけれども、入る努力をしていただけないものかという要請をさせ

ていただいたことがあるのです。その当時としてはやはり会派制度があるときで私ずっと議員

活動をさせていただいていますから、やはり会派制度にのっとってこの議会運営も活動も含め

てあるべきだと当時は思って、そういう具申をした経緯があるのです。それで当時一生懸命や

っていただいたのですけれども、結果的にはそれがだめになったのですけれども、そういう事

情がやはりあるのです。ですから会派制度がせっかくあるのだから入って活動するのが当然だ

という意見もあるのですけれども、現実には入れない人もいるわけです。そういうことも十分

認識された中でこの制度のあり方、この制度をなくすとかそればかりではなくて、今の前田委

員外議員が言っていましたけれども、そのあり方を、当時の私としては確かにオブザーバーと
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してここに出られていたのでしょうと思うのですけれども。事実はわかりませんけれども。た

だしかし正常じゃないと、この状況が。少しでも全員がそれぞれの会派の中で活動できること

が一番いいのではないかという思いがあったものだから、そういう具申をさせていただいたの

ですけれども、現在私もちょっと考え方が変わってきていまして、無会派議員の対応の仕方、

当時私が議運の委員長になったときは無会派の議員については出席いただきますけれども、も

し来られないときは委員長か議長が責任を持ってここで決まったことは報告するとか、そうい

ういろいろやっていたはずなのです。それが今では出席しないから、悪い意味ではここで決ま

ったことを、例えば重要なことは別としてもいろんなことを議論されているわけですから、ど

ういう対応をされているのかなと、私も疑問に思っていたところなのです。ですから皆さんの

意見は前にもここでやっていますから、十分わかっているものですから。問題なのは制度運用

でどういう運用の仕方をしていったほうがいいのかなと、もう少し議論をされた方がいいかと

思います。 

○委員長（山本浩平君） 会派としての制度のほうで何か皆さん疑問に思っていることやある

いは疑問ばかりではなくて、やはり必要なのだという意見があれば出していただきたいのです

が。いかがですか、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 会派制度をしくということがどういうことなのかということでの

中身をやったほうが私はいいのではないかと思います。それは会派制度をしくということは原

則ルールがあって会派制度をしくわけです、会派制度ということは。だからもちろんそれに対

して白老町でいいものを取り入れていくというのは何もおかしいことではありません。ただ、

それが具体的にどういうことなのかときちんと出していただいて、具体的に議論をしないと僕

は問題点が何なのか、問題点を感じている人たちがこういうことであるから、ここのところを

今の会派制度、会派制度の原則というのは現実的にあるわけです。会派制度の中身は運営基準

の中にも項目を追って書いてあるわけです。それのここの部分がこういうふうに矛盾している

から変えた方がいいということだったら私は理解できるのですけれども、そういう議論をして

いかないと問題点がありますよと、どこが問題点でどういうふうに変えればいいのかというこ

とが具体的にきちんと提起されて俎上に上がってこないと、そこは難しいのではないかと思い

ますけれども。現実的に会派制度をしいて運営しているわけですから、私はそういうふうに思

います。そうであれば、会派制度をしいている市町村、近くてもいいですから、どういうよう

な運営で会派制度をしいてやっているのか、他市町村に行って今言われたようなことを全部聞

いてみるということだってあるわけでしょう。だから私はその中でもちろん白老町にあった形

でこうやっていこうというのは構わないと思います。だから会派制度そのものがこういうこと

だよということできちんとしないと私はだめだと思うから、苫小牧なら苫小牧でいいですし、

どこでもいいですけれども、お隣でもいいから、会派制度をどういうふうに他の市町村は運営

しているのかということをきちんと学んでくるとか、例えばですよ。具体的にどうしようかと

いうようにしないとだめではないのかなということです。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 
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○議長（堀部登志雄） 会派制度の関係の話なのですけれども、今副委員長から話がありまし

た。会派を継続するのであれば、会派制度をきちんと問題点を解消する勉強をしたほうがいい

のではないかというのと、先ほどから話が出ているように、問題提起されているのは会派制度

そのものをやめて会派制度ではない形で、先ほど松田委員外議員も言われましたとおり 179 あ

るうちの 20 数町村、圧倒的に取り入れていないわけですから、その辺の関係は勉強も合わせて

やる両方のも必要かなと思います。大渕副委員長と松田委員外議員、この方々は議会として会

派制度のないときからやってきているのです。私の記憶では私は 62 年に議員になって梅津さん

が議長になって、梅津さんが会派制度をやるということで、確か２年目か３年目でやりました。

その前で私は議員になってすぐ、例えば議会運営委員会で日程でも何でも決めますよね。会派

制度のないときですから。そうすると当時は常任委員長さん、要するに先輩である委員長さん

が集まって決めるわけです、議会運営について。それがすべてなのです。あと新人はそこに決

めたことにすべて従うという形できていたわけです。それから会派制度にして大くくりに会派

になりますから議会運営委員会、代表者会議を開いて、そこで決めたことは各自分のグループ

で終始徹底させて議会運営をしてきたという経過があるのです。それで私の記憶では運営上の

会派というぐあいに今まで感じておりました。ですから議会運営に限り会派の効力を発揮して

会派の意見を持ってきて議会運営で代表者が集まっているものですから。議会運営上の問題に

ついては会派できちんと趣旨徹底して意見をつくり上げてきて、決まったことは会派に流して

徹底してもらうという形です。それで議員としての意見などは本会議で挙手する、しないは、

これは会派に関係なくある意味では一緒になってやる場合もあるし、やらない場合でめいめい

に上げてきている。ですから同じ会派でも正規な会派とはこのようなものだと言っても、その

うちのある部分は白老では会派で取り入れているけれど、ある部分はそこまで血判を押して、

政党は別といたしましても一般の会派であればそのときそのときで臨機応変に、それぞれが自

由に判断する形の会派だというように今まで理解していたものですから、やはり議会運営上だ

けの会派であれば非常に効率がいいのです。いちいち来ない人の意見をどうやってするかとい

う話になりますよね。そういう面で非常にスムーズにいったかなと。ただ、現実問題として会

派となると議長人事含めて会派があっち行ったりこっち行ったりして、根回ししかけていたと。

そういう中で、それも会派でみんなやってしまっているという部分が見えてきたというか現実

問題そうなので、それにちょっと問題があるのではないかと。すなわち会派制が悪さをしてい

るのではないかというような感覚になっているのも事実かなというぐあいに思いますし、私と

しても会派がもしなくなって議会運営上、やはりこれを全議員が納得した形で議会運営をきち

んとやっていくには、逆にどういう方法があるのかなと。今よりもうちょっと大変な部分がで

きてくるのではないかなという感じも頭の中にあるわけです。そういう面を含めて会派制度を

やって徹底した会派制度でいくのか、会派制度をまったくなしにして議会運営上皆さんが一致

団結して議会として活動できるような形にする方法を何か模索していくのか、その辺を含めて

この問題は非常に簡単にやめたりしたらその後どうするのといったときに、それは何もないで

すともう一度改めてやるのですとなるとかなり議会運営上私は知りません運営委員会で勝手に
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決めているのだから私は知らないという話になっても困るし、全体がばらばらになったときに。

そういう感じでは、会派制度は 20 年間もやってきて慣れているものだから、その悪い部分を直

すという方法と、その制度そのものが議会にはなじまないのか、その意味も含めて皆さんで議

論したほうが。先ほど大渕副委員長が提起したような形なのか、そもそも先ほどから出ている

ように、会派制度そのものをなくすべきだよという考えもありますから。その辺で議論したほ

うがいいのではないでしょうか。何か議会運営委員会で決めたことをどうやって皆さんにお知

らせするのか、全員で何でもやっていかなければならないのかなという感じを頭に浮かんだり、

誰か代表を決めると言ったらその代表をどうやって決めるのというような形から始まって、会

派制度があればその辺の運営上は非常にやりやすいのではないのかなと、スムーズにいくので

はないかと感じています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 議長のおっしゃられていることはもっともなわけでして。私どもも議

会運営上の効率性からいったら、当然会派制はあった方が物事をスムーズに進められる、これ

は当然だと思うのです。ですが今議長がおっしゃられたように会派制度の運用の中で、私は違

いますけれども、２人会派のときもずっとありましたから。本会議の中での対応はもう個々の

議員として選ばれてきているわけですから対応は合致する部分もあります。ですがどうしても

だめだというのであれば対応は個々にしようと、ずっと私はそれでやってきていますから。と

ころが皆さんはそうではないのです。何かことがあって本会議の中でかかって、私は一議員と

してだめだと言ったときに会派を離れて対応しているのです、今までの議会の中では。それは

私のような考え方もあっただろうし、しかし厳密にそういう会派拘束みたいなものをきちんと

持った中で運営しているところもあるわけです。そういうかなり大ざっぱにそれぞれの考え方

の中で運営されてきているのが会派制度なのです。それが今議長がおっしゃったように、会派

制度そのものを認める、認めないではなくて、すっぽり流すというのもこれは不安な部分が多々

あると、私もそう思います。ですからなくすとかあるべきとかいうことではなくて、会派制度

の弊害な部分、利点な部分をしっかりと押さえた中で白老町の会派制度をどうしていくのかと

いうのを議論していかないと。例えば副委員長が会派制度今 170 何団体かある中での 28 団体な

のです、今会派制をしいてやっているのは。大半はそうではないわけです。やっている 28 団体

のやっているのを見て、どういう運営の仕方をしているのかとかを検証したらいいではないか

と言っているのですけれども、私は逆にやっていないところも今議長がおっしゃったようにや

るべきだと。きちんと研究してやるのなら私はそのとおりだなというように思います。ただ、

あるから何となく納得して、この制度しか私は知らないからではなくて、もう少し何か前向き

な白老町議会にあった議会運営の仕方。議会運営委員会はあるのだけれども会派制度のあり方

をもう少し詰めて、保守的ではなくて革新的にやりましょう、議論しましょう。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は先ほど議長が言われた会派制のない時代から会派制をつくったと

ころの課題の整理ができて、その課題があって会派制をつくったという、そこが一番のネック
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なのではないかなと思っています。ある町村へ行くと、今言われた若い議員だとか、そこの意

見が登用されないで、一部の部分で運用されているというのは実際の議会でしょう。そういう

所に見に行って研究するのもいいです。そしてその中からまた会派がなければどうなのかとか、

会派をつくっていった場合には現在の運用をどう変えていくのかという議論をすればいいだけ

の話で、見に行くのはいいです。見に行くのはいいけれども白老町が会派を持たないという時

代から持つという歴史があるわけだから、そこをもう一度検証することも大事なのでしょう。

僕はそれでいいと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） そのとおりです。白老町が会派制度を持たないで長くやってきた時代

もあるわけです。その当時の議会運用の状況、それからこの制度をしいて議会の運用をしてき

たという事実もきちんと検証して、さらに白老町議会は一昨年から通年議会を施行しているわ

けです。そうすると通年議会によっていろいろ制度を変えてきているわけです。それはいい悪

いにかかわらず皆さんで議論をしてきた中で決定しているわけなのだけれども、その一つ一つ

の事例の中でも、やっぱりこれは議会運営上これでいいのかという部分が多々あると思うので

す。そういったものをもう少し、副委員長は示してもらえればという話もあったのですけれど

も、そのあたりも議論していったらいかがでしょうか。なくすとかあるべきだとかばかりでは

なくて。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。その具体的にこういったことがあったでしょう。こういう

ときにこういったことがありましたよねという提起がされれば考えることもできるのだけれど

も私の頭にはないのです。会派の中で合意を得てそして議会運営委員会の中にかけて、合議の

もと進んできたと思っていますから。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 一つ事例をとれば、私も無会派を４年経験しているものですから、そ

のときはオブザーバーで当然出ています。当然意見を求められれば申し上げてきています。と

ころが、今の白老町議会のルール上は無理なわけです。そこを何とかならないかと思うのは、

無会派の議員の扱い方。やはり一議員として町民から負託を受けてきているわけですから、オ

ブザーバーという、ここでいえば副議長も実はそうなのです、議会運営委員会のルール上は。

そういう部分が本当にそれでいいのかなというものもあるのです。何か議員として扱われてい

ない。そこのあたりがいろいろあるはずなのです、これしかないという状況でずっと今まで運

営されてきているのです。 

○委員長（山本浩平君） 松田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（松田謙吾君） 昔からの話が先ほどから出ているのですが、以前は無会派とい

う方がいなかったのです。必ず会派の中にいた。ずっと前の話です。最近を見ていると前田議

員のように最初から会派には入りませんよと言っている方もいる。熊谷議員は会派だけれども、

会派を出ざるを得ない方もいる。こういうことからいくと、私はこの町民からたすきをして選
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ばれている方が、大方の町の予算、規定、条例をつくるのにオブザーバーなんていう言葉を使

われている自体がこういう会派制度はおかしい。私が一番おかしいと思っているのはそこなの

です。議員でありながらオブザーバーとか、意見が参考意見とか、何のためにいちいちここに

座っているのか、私はおかしいと思うのです。ですからこういう会派制度は 189 町の中の 28

しかない。決して会派制度がなければ議会は進まないものではない。もう一つは、議会に当選

したとき一番先にやるのが会派構成ですよ。それを出すときに誘われない議員は会派には入れ

ないのです。グループで決めてしまっているから。当選したときですよ。こういうのがおかし

いと。私は会派をやろうと誘われませんでした。及川代表に会派に一緒に入れてくれてやらな

いかとお願いした。こういった議員が、だめだと言ったら会派には入れないのです。西田議員

もそうなのです。誰も会派に誘ってくれない。ですから何とか誘ってもらえないだろうかと。

議員がたすきをして選挙をやって帰ってきてから会派に入れなければ議会で議論できないよう

なこの制度は、ですから私はなくてもいいのだという考えなのです。 

○委員長（山本浩平君） 私も当選してからまず会派は１つのポストを決めるための役割も実

際は担っているところもあるわけです。だけど、この全道の会派制を持たないところもそうい

った形のない中でポストをいろんな形で決められている。そういうことも多分あるというふう

に思っています。それとはっきり言って政党から出られてきて会派を組んでいる方々と、選挙

を終わって引退される方もいたり、あるいは新しく入ってこられる方もいたりして、その中で

初めて会派をどうしようかと、政党以外の人たちはまずそこを考えると思うのです。私たちの

会派で一度こんなことがあったのですけれども、この会派の性格というところを見ると、政策

を持っていても一致するところがなければ会派とは言わないとか、政策を持たない仲良しクラ

ブのような集団は基本的に会派ではないというような、これは会派の定義の中に書いていると

ころがあったのですけれども。前に及川議員と宗像議員がたもとを分かれたときに実は亡くな

られた鈴木議員からうちの会派は相談を受けて、吉田議員と私どもに相談があって、宗像議員

が私どもの会派の中に入ったというときがありまして、そのときは４人の会派だったわけなの

ですけれども、こんなことが一度あったのです。意見書で防衛がらみのことだったと思います、

国の。同じ会派でありながら賛成討論、反対討論それぞれに回ってしまったということがあっ

たのです、うちの会派で。私と宗像議員が真っ向から対立したという形になったわけです。実

は組む前から毛色が違うのではないかとか、いろいろ周りの意見はありました。実際に組んだ

中でそういったことも起きたということもありましたし、あとはいろいろな関係から意見書が

どんどん新しく入った方から寄せられていたということもありまして、若干会派というものは、

政党で一緒になっている方々とそうでない人たち、新しく当選したときにどうやって組もうか

というときに非常に悩む問題になるのも事実だと思います。この辺をどのように今後解消して

いくか。会派だから必要ないとは言いませんけれども、その辺の問題をどうやってクリアして

いくかということも含めて、会派制をしいていてうまくやっているところ、会派制をしいてい

なくても十分機能しているところの両方を視察して議論していけばいいのかなというふうにち

ょっと思ったのですけれども、みなさんいかがですか。氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） もし行くならばどこか他の市町村、市も含めて、白老町議会と同じく

らいの議会改革の進んでいる場所です、そのかわり。議会改革の進まない町村へ行って、会派

制があるとかないとか議論をしても意味がないですから。改革の進んでいるところへ行って、

会派がなくても十分やっていけるよというようなところを探してほしいし、もし見るのならば、

そういうところで見せてもらいたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 難しいのです。会派制が進んでいるところを探しようがないで

すから。そうやって注文つけられて探せといったら難しいです。会派制が先進地みたいな話を

されて見るところを探すのは現実的に無理です。会派制をやっているというところをどこか見

に行くというのはわかりますけど。会派制が上手く進んで、先進地みたいな選び方をするとい

うのは無理ですから。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） この中には会派制をしいていない栗山町だとかがありますよね。では

その議会運営をどのようにやっているのかということを見せてもらうことはできますよね。そ

の中でできているということであれば。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） １つ参考にお話ししますけれども、議会運営委員会がないとこ

ろは、議会運営委員会というものが制度上地方自治法であるのです。制度上の組織ですから議

会運営委員会を持つのです。それは全体の議員の中から何名という構成で選ばれますから、そ

れは無作為で選ばれるわけです。ですから議会運営委員会の議論をしても、会派制を持ってい

ないところはもう一度全員にかけるのです。個々の議論をしてある程度煮詰まったら全員にか

ける。重複議論しなければならないということなのです。ないところは厚真町、むかわ町聞い

ていますけど、そういう議論ですから。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 局長の今のお話を含めて、やはり今の状況を見て会派制度を持ってい

ない団体がはるかに多いわけですから、そういった事例も例えば栗山だとか、そういう改革の

先進地もあるわけですいっぱい。そこも見た中で、さらにどこだったか、一人会派も認めてい

るのです。政務調査費、その関係で認めているのです。それ以外では同じなのです、やはり。

いずれにしても、先ほど委員長がおっしゃったような事例も、普通の政党に属していない会派

というのはみんなそうなのです。いつけんか別れするかもしれない、個々の議員同士ですから。

しっかりと結びついたものではないのです。それは十分理解した中で皆さんも考えてほしいの

です。固まってしまっても、これは絶対このままいくのだよと。だから私たちは本会議での対

応というのは個々の対応にしようということになっているのです。拘束も何もしていないので

す。私はそれが議員としてのあれではないのかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それに近い事例ですけれど、最近は会派制をしいていても、俗
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に言う会派拘束というのは取らないようになってきているのです。それは松田委員外議員が言

われたように、議員の権限というのは会派より優先されなければいけないという考え方から、

例えば党籍を負った会派であっても、個々の採決までは及ばないというのが最近ふえているの

です。というのは、先ほどもたまたま言っていましたが、多摩市議会に民主党の会派があるの

です。ここは要するに政策の資質を上げるための会派、当然考え方も似ているのでしょうけれ

ど、議案の採決に行ったら個々の採決を優先されて会派拘束はかけないという、最近そういう

のが多くなってきているというのが。あくまでも先ほど議長が言われたように議会運営のため

の会派ということになります。だから例えば今回議員報酬とか議員定数とかここで議論してい

るではないですか。しかしこれは議決事件ですから、採決をとるわけですから、いくらここで

決めても最終的には議場で個々がすると。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） これ一度また会派に持ち帰るのも異論があるかもしれませんけれども、

ただもう少し詰めて、ここに短所長所はあるのですけれども、これ以外でも例えば今も議会運

営上通年も含めて白老町議会はいろいろと改革してきていますよね。そういう中でもどうして

もいずいなと、それぞれ思っていることもあるはずなのです、課題というか、問題というか。

そこも持ち寄って議論した方が、ここでああでもないこうでもないとやってもどうしようもな

いのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今及川委員が言われたようにいろんなところを見てもらって、今後

の方向をきちんと皆さんで納得して進めてほしいと思いますけれども、現時点で会派制度をや

っていて、先ほど無会派の話を前田委員外議員から出ましたけれども、白老の場合無会派は議

会運営上会派制をとっていれば無会派の人は出席させないというのが正規なのですけれども、

白老町の場合は、その辺先ほどから言っているとおり議会運営上の会派という色彩が強いもの

ですから、より議会運営上の問題について発言権はありませんけれども、もし出席するなと言

えばこれは議長がきちんと言わなければならないと思うのです。だけど出てくださいと、そし

て決まっていることは本人の発言権はないけれども、きちんと進行する状況を見て委員長の采

配でときには意見をもらってここに参加してもらうというような形でとっているものですから、

やはり議長から直接必要なものについては、もしどうしても来られないような事情があって、

どうしてもだめなのですと、出席できませんというような形であればきちんと言わなければだ

めだという部分もあると思いますけど、やはりこうして出席してくださいと認めている以上、

１日休んだからそのことを議長が言わなければだめだとか、そこまでは私もやってやらなけれ

ばだめなのかなというような感じはしますけれども、だからやはり出席できないという形なら

別ですけれども、だからいろいろ事情があって休まれる場合もあるけれども、正直言って皆さ

んで決められたこと以外は、言うべきだと言われたこと以外は正直休まれても話し合ったこと

は連絡していないのです。だから今後するべきだというのであれば別ですけれども、少なくと

も無会派であろうと今の会派制度の中で、ぜひ委員会に出てくださいという形になっているも
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のですから、やはり都合が悪くて休まれて、どうしても知りたいとなれば委員長なり何なりに

きちんと次のときに来て、前回休みましたけれどどういう話をしましたかと聞いて、こちらか

ら言わなくても議運の委員長に確認してもらうような形にしてもらうように。 

○委員長（山本浩平君） 松田委員外議員。 

○委員外委員（松田謙吾君） 松田です。結局無会派の方々は、例えば今午前中説明があった

議員の倫理規定がありますね。これも条例も無会派の人は今議長が言ったように、来てよと言

うから来ているけれども、本当は来られない。それであれば、前田議員のように千何百票も、

少ないほうの議員の３人分くらい取っている議員もいるのです。この人の意見が全く加わらな

いのです、自分の意見は言えないのです、町民から選ばれた議員が。例えば、の話言っている

のですけど。それであれば、これが町民が支持した議員と言えるのか、それから議会と言える

のか。私は一番の問題はここだと思うのです。この会派制度をやると、もし無会派が５人にも

なったらあと８人の意見ですか。副議長もオブザーバーですよね。その意見で全部決まってし

まうことになるのです、約半分の人で、無会派が５人にもなれば。こういうことが正当な議会

と言えるのか、私はこう思う。ですからこういうことからいくと、会派をなくすべきだという

のは、つけ加えておくけどれもそういう考え方なのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 前田議員が何百票とったとかは、それは私はちょっと違うなと。最後

の議席をとった方も、これは町民から選ばれてきているのです。やはり申し上げたように会派

の中で課題、通年もやっていますから。運営していく中での会派制度というのはいずい部分を

感じている人もいると思うのです。だからそういうところを持ち寄って議論をしたらいいので

はないでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） それでは、一度会派制度をしいて順調にやっているところと、会派

制度がないところ、両方を見に行った上で検証してみると。なくす、なくさないということば

かりではなくて、まず検証してみると。疑問もあるという方もたくさんいらっしゃるわけです

から、今現在。日程的にはどうなのでしょうか。なかなか厳しいですね。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一番手っ取り早いのは、先ほど出ていた先進議会というのは福

島町と栗山町なのです。このＥランクの中から例えば会派制を採用しているところ、会派制度

のもとで議会運営をどうしているかというのを聞かせてもらったらそのラインにあった方がい

いのです。こう行くと八雲町だとか七飯町だとかと、福島町に行くとか。例えばこちらでした

ら栗山町、新ひだか町に行くのか、そういうラインで行く。ただ、こっちに行って、七飯町に

行って福島町に行くのなら日帰りというのは難しいです。こっちが上手くあえばこの間も栗山

町は来てもらったから、ちょっとと言えば頼めるかもしれませんけれども。４月以降ですね。 

○委員（及川 保君） その辺のことは今近々に決められないのではないか。 

○委員長（山本浩平君） これについては清風さんから出ていることなので、清風さんが急い

でやらなければだめだということでなければ、時期的なものも事務局のほうにゆだねて視察を

して協議をしていきたいと思います。よろしいですか。 
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暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１４分 

                                         

再開 午後 ２時２３分 

○委員長（山本浩平君） 再開をいたします。 

裏のページを開いていただきたいのですけれども、３を後回しにいたしまして、４、５につ

いて局長から説明をいただきたいと思います。資料１、資料２が出ております。では４番目の

平成 22 年度議会費補正予算の概要について説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、今回３月会議に議会費の減額補正を上げております。

最終の執行見込みを立てまして、不用の部分については落とすという考え方です。まず旅費で

すが、費用弁償につきましては 50 万円を減額したいと思っております。右のほうに書いてあり

ますとおり、中央陳情、港湾大会も行ってございません。津軽市、仙台市もこの時期ですので

行くことはないと思いますので、東京以南の研修も含めましてトータルで 50 万円を落とすとい

うことです。普通旅費、職員分ですが、これにつきましても当初研修につきましては３名の職

員の随行を予定していましたが、実際には２委員会で２人しか行っておりませんので１人分を

減額するというものでございます。それと需用費でございます。印刷製本費 11 万 1,000 円の減

額です。これは議会だより印刷経費でございまして、当初見込んでおりましたページ数より実

績が落ちておりますので、それに見合いの減額をするということでございます。12 の役務費で

ございます。これは筆耕翻訳料ということで、会議録のテープ起こし分でございます。定例会

が 20 万 8,000 円、委員会が 20 万 8,000 円、今後委員会、実績を見てこれくらいで足りるだろ

うという考え方でございます。合わせて 41 万 6,000 円を減額しまして 119 万 3,000 円のトータ

ルで減額をしたいというものでございます。補正予算の説明は以上です。 

○委員長（山本浩平君） 質問、ご意見のある方はどうぞ。よろしいですね。 

では、資料２についての説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料２につきましては新年度予算でございます。新年度 23 年度

の予算要求につきましては、総額 9,830 万 5,000 円の要求でございます。前年度に対して 2,820

万 8,000 円の増です。大幅な増になってございますが、これは内訳にも書いてありますとおり、

議員報酬経費等の中に議員年金廃止に伴う負担金ということで、2,721 万 6,000 円を増加しな

ければならない。これにつきましては、今国会で法令が提案されるということで、６月をもっ

て議員共済会、地方議会議員の年金制度を廃止するという法案でございます。それで、ことし

から町村議会議員の年金基金は枯渇してしまうのです。ゼロになってしまうのです。マイナス

になっていくということで。それで、今年金制度は皆さんの掛けた掛け金相当の 80％が戻って

くると。通常であれば 62％なのですが、今回廃止に伴って、地方議会と政府が交渉したときに

80％になったということです。それで従前でありますと、12 年超えますと年金でございます。

ただ廃止に伴って受給資格のある方も、年金を選択するか一時金を選択するか、選択できるよ

うになっています。月額の掛け金と手当で引かれている負担金と合算して 80％戻ってきますと
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いうことです。大体年間皆さんの掛け金が 40 万円くらいあるのです。だから受給資格ついてい

ると、例えば 12 年で 480 万円。これの 80％くらい戻ってくると。年金制度を選択すると、今

の年金制度の適応を受けて年金をもらっていくということになります。それで一時金の選択は

任期満了日をもって選択になりますので、うちの議会は 11 月以降選択して返ってくるような形

になるということです。ですから６月に廃止ですけれど、11 月まで支給されませんので。今回

の統一地方選で、選挙のある議会は４年後でないと戻ってこないのです。４年後の任期満了の

ときに年金をもらうか選択する。ですからこの 2,721 万 6,000 円というのがふえる額は４年続

くという解釈をしてもらいたいと。来年もそれ相応の負担金がいると。廃止後は地方公共団体

の負担金で賄うということになっているのです。ただし、かかるその費用は地方財政計画に乗

っかって地方交付税の基準財政需要額に算入すると。どのくらい入ってくるかというのは見せ

ませんけども。それで個々に説明していきたいと思います。１ページ目をめくっていただきた

いと思います。議員報酬にかかる経費でございます。このうち職員手当と議員期末手当でござ

います。304 万 2,000 円の増額です。これは従来独自削減していたものがもとに戻ったという

ことです。それと今説明しました議員共済会の負担金が通常では上段にありますように 16.5

のです。ですが廃止に伴いまして 102.9 の負担金が必要だということで、100％以上必要になっ

てくるものですから、これで相当量ふえると。通常の年ですと 6,023 万 7,000 円で済むのです

が、3,300 万円かかるということで差額の 2,700 万円が必要になってくるということでござい

ます。次のページをお願いします。次から議会運営経費でございます。まず４目共済費、７賃

金につきましては、若干事務職員の賃金単価が上がっておりますので、それぞれ共済費５万円、

賃金分 10 万円増になっております。これはうちの事務局職員の臨時の分の単価アップでござい

ます。続きまして旅費ですが、費用弁償につきまして、積算は平年ベースと同様でございます。

ただし、東京以南の旅費が今回ありませんので、職員分、議員分それに合わせて減額をしてい

ると。次の２ページをめくっていただきます。需要費でございますが、需要費は 11 万円の減で

ございます。これは一定限の削減を求められてございますので消耗品、印刷消耗品等合わせま

して調整して減額してございます。12 目役務費でございますが、筆耕翻訳料、例年のベースで

見ておりますが、若干委員会等もふえるということで 13 万 7,000 円の増にしております。次の

ページをお開きいただきたいと思います。負担金補助金でございますが、負担金の一番上、16

万円の増ですが、道外視察負担金ということで、胆振管内の議長会の道外視察、議長ですが４

年に１度、従来は毎年行っていたのですけれども、ここ数年は財政的に大変だということで、

議長の任期中に１回ということで来年が任期に当たります。議長会の総会に合わせて行きます

ので多分 11 月中旬ですので改選期、新たに選出された議長が行くということになろうかと思い

ます。それと次の段の公務災害補償等組合負担金、単価がアップしまして、4,600 円から 6,900

円にアップしました。一人当たりです。合わせて３万 5,000 円増額になっております。ことし

の要求は議会運営経費につきましては 1,040 万 1,000 円、241 万円の減になってございます。

これは大きくは議員の視察研修費でございます。一応ご説明を終わりたいと思います。何かあ

ればよろしくお願いいたします。 
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○委員長（山本浩平君） 質問ございませんでしょうか。なければよろしいですね。それでは

次にまいりたいと思います。未協議事項についてでございます。局長から説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今議論の途中になっているものにつきましては、前回一覧表を

お渡ししましたとおり何点か残っていまして、特に今回決めていただきたいのは専門的知見の

活用の具体的な方法、本会議終了後の一般質問、議会運営の検討会を設置、本会議における自

由討議の方法、委員会の活性化、この４つをお願いしてございまして、特に専門的知見と本会

議における自由討議。これは規定に定めてから１回も運用していないものですから、この辺の

議論も中心にお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時３６分 

                                         

再開 午後 ２時３８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。 

今配られた資料の説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず専門的知見の活用ということで、今回から調査機関ですと

か有識者から意見、力を借りることができるということになりました。それで前回の、前々回

のちょっと前ですけれど、議会運営委員会の中で他市町村どうなっているかということで調べ

させてもらっていまして、北海道では実際に専門的知見を使ったところが４カ所あるのです。

それと道外ではそのほか４、５カ所、町村であるということで、実際に専門的知見と付属機関

の設置ということで調べさせてもらいましたら、それを一応まとめたのがその表でございまし

て、まず専門的知見のルール化は必要ないのかということだったのですけれども、基本的に全

部の市町村が特に一定のルール化はしていないのだそうです。なぜかと言いますと、その都度

決定するというのは、例えば学者でもレベルがあって、金額もそうですし、決められないとい

う規定なのだそうです。例えばコンサルタントもありますでしょうし、お願いする機関によっ

ては相当な開きがあったりするものですから、その都度適正な額を皆さんで協議して決めてい

くということでございました。特に福島町、栗山町、中頓別町、今金町。中頓別町は教育委員

会の関係で学者に意見をもらったのですけれども、それはそういうことだったそうです。もう

１つは付属機関の設置ということで、うちは会議条例の９条で調査機関を設置することができ

るという規定をしてございます。実際に規定を持っているのは２カ所なのです。三重県の基本

条例 13 条で機関設置ができるようになっていまして、今財政問題調査会運営要綱を定めて財政

問題に関する機関を設置しているということです。あとは北海道の福島町が福島町議会基本条

例に関する諮問会議条例というものを持って運営しているということだそうです。別紙でつい

ているのが福島町と三重県の要綱を付け足してもらっています。福島町は議会の基本条例の見

直し事項、議員定数、歳費に関する事項、議会評価に関する事項、その他基本条例に関する事

項ということで、５名で構成されているそうです。民間から４名で学者が１人入っているそう

です。三重県の財政問題調査会は調査委員が５名ですべてが学者で構成されています。一応前



 38 

回の調査の宿題はこういうことで報告させていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この専門的知見の活用について、何か具体的にどのよう

にやったらいいという意見がございましたらどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 身近でいえば福島町の町議会が委員５人で組織しているのですね。議

会が４人で、学者が１人。これは常設しているということでよろしいのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今福島町は、ここの調査事項の特に２番に特化して一回報告書

も上がっているのです。議員定数、歳費、俗にいう議員報酬は幾らが適正かというのをこの委

員会の中に民間４名学者が１名で報告書を一度出しているのです。議員定数は何名が福島町の

議会にとっては適正ですよと。議員の報酬は幾らが福島町の議会にとって、今後の議会運営を

していくのに適正ですよというのを出しているのです。それを決めるか決めないかは別ですけ

れども、一応出していると。それを今度議長が報酬等審議会にかけてもらうのか、かけないの

か直接議会ではできませんので、一定の議会の方向性を出したと。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） これも今ここでもう少し議論して持ち寄ったほうがいいのでは。ほと

んどしていませんよね。条例化していない中で案件が出てきたときに対応するという方法をと

っているのですよね。だからやはりその方法をとるしかないのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 福島町は任期２年なのです。24 年３月まで。三重県は 20 年に

設置して、23 年３月 31 日まで一応任期は決まっているのです。調査期間ですから、調査が終

われば終了するのです、どちらにしても。調査のための機関ですから、いずれにしても調査が

終われば終了すると。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） ということは、今白老町議会でも、例えば今政策研究会が立ち上がっ

たという中で、この専門的知見を活用する段階にあるということでとらえていいですか。もし

そうでなければ、その案件が出てきたときにこういう形の要綱なのか、条例で定めるのか徹底

したほうがいいのではないですか。今ここで設置するとかしないとかいうものではないと思う

のです。いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 専門的知見の条例というのは、地方自治法の規定にありまして、

議会は議案の審査または当該地方公共団体事務に関する調査のため、必要な専門的事項にかか

る調査を学識経験者を有する者等にさせることができる、とあります。ですから議案の審査、

調査ですから、政策研究会ばかりではないのです。例えば常任委員会で必要があれば議決でそ

の部分を議会が委任すればいいでしょうし、たまたま中頓別町は教育委員会を常勤で置いてい

ないのです。その法解釈を学者にもらったということです。確か置いていないのです。教育長

置いていないのです。それができるかできないか、法解釈を学者に頼んで報告書をもらったと。
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だからその都度議決を取らなくてはいけないのです、専門的知見は。政策研究会で議決を取る

ように。ただ付属機関はもう条例上あるから設置できるのです。ですから裏を返せば、専門的

知見はその都度、機関の設置は必要が出てきたら設置するしかないのではないかと。 

○委員長（山本浩平君） いかがですか皆さん。これはよその例を見ればそうなのですが、そ

の都度決定と。独断の規定なしというところがほとんどだと思うのですが。これに同じような

ことでよろしいですね。次は本会議終了後の一般質問について、議会運営委員会の検討会の設

置。これもいろいろ意見も分かれているところであったのですが。言い方を変えれば反省会で

すよね。行うかどうかということです。本会議終了後の一般質問や議会運営の検討会の設置。

及川委員。 

○委員（及川 保君） 今現在それがやられているのか。議運ではやっていませんよね。これ

がやったらどうかという意見で、今これがあるのですよね。そうであるならばこれについては、

本当に何の意味があるのかと。それぞれの議員が個々の立場で例えば本会議、一般質問でも代

表質問でもそうですけれども、代表質問は会派の制度を取ってやるわけですけれども、一般質

問となるとこれ自体は一議員としてのそれぞれの考え方の中でやるわけです。それをあたかも

制限という意味ではないのでしょうけれども、どうもそのような意味合いにとれてしようがな

いのです。確かに資質向上のような、確か議論したときにあったのです。本当にそうなのかと

いう思いで、私たちの会派は疑問だという意見で統一しているのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） ほかの方々はいかがでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） どちらかと言えば僕はあってもいいしなくてもいいと思います。ただ、

議員として人の話を聞く耳さえ持っていれば、今回の氏家、質問はこうだったなと、もう少し

ここまで行けなかったかなとか、こういった質問はこうあるべきではないのかとか、周りから

言われる部分というのに耳を貸せる人がいれば、こういったことはきちんと言ってもらったほ

うが、僕は一人一人の議員の資質が高まる要因になるのではないかなと思います。ただ、それ

を聞けないというのならばやる必要はないでしょうし。私はどちらでも構いませんし、個人的

にはこういうことはあったほうが個々の議員の資質向上につながっていくことなのだろうなと

いうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかどうですか。近藤委員はいかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 前回どうだったかはわかりませんが、私は余りやる必要はないのでは

ないかといったような気がするのです。やはり今及川委員が言ったように、そこまでではない

のですがやはり慣れた人、うまい人、素質のある人、ない人いろいろおりますので、その辺を

突かれるというのは、本人にしてもなかなか大変な苦痛になる部分もあると思うのです。です

から、これは自分の会派の人から言われるのであれば、それはそれでいいのですけれども、ほ

かの人から言われるというのは私は必要ないのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さんはいかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。あそこの議会の資料を置いてくれるところがあります

よね。あそこに廣瀬さんという自治体議会改革フォーラムの人の文書がありました。これは焼
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いて渡したほうがいいのではないかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時５６分 

                                         

再開 午後 ３時 ３分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

資料は参考にしていただきたいと思います。一般質問の後の反省会というか、それにつきま

しては先ほど意見が分かれているところでございますので、今後検討してまいりたいと思いま

すので、一度皆さん参考にしてよく読んでおいていただきたいというふうに思います。もう時

間もありません。前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） お聞きしたいことがありますのでよろしいでしょうか。ここで

議会運営の検討会の設置、議会でやりましょうということですけど、定例会ごとに町長の行事

日程を見たら、町長と議会運営に関する懇談会と書いてあるのですけれど、これは公に行事日

程入っていますけれども、誰が言ってどういう話をしているのですか。今ここで議会懇談会の

話をしようというときに、先に今回の 12 月でしたか、９月のときもそういう行事日程が出てい

たのですけれど、あれは誰が一体どういう話をしているのですか。議会が終わった後すぐに町

長のところに行って議会の懇談について話すというのはどういうことなのでしょうか。議会が    

主体性あるのに。わざわざ町長のところに行って。議長聞かせていただけませんか、差し支え

なければ。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ３時 ５分 

                                         

再開 午後 ３時１５分 

◎閉会の宣告 
○委員長（山本浩平君） それでは以上をもちまして本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後 ３時１５分） 


