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平成２９年８月 第８回議会改革活性化推進特別委員会 
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開議 １３時３０分 

 

    ◎委員長挨拶 

〇委員長（山崎 仁君） みなさんこんにちは。 

  委員の皆さんには大変忙しい中、本日お集まりをいただき誠にありがとうございま

した。 

  また、先だって７月の頭には道内行政視察ということで事務調査を実施し、全員の

参加のもとに、また天候にも恵まれながら道東方面に行ってくることができました。 

  浦幌町、芽室町それぞれ進んだ考え方を持った取り組みをされているということで

は、私たちの議会にも大いに参考になる部分があるのかなという気がします。 

  本日、意見の取りまとめ、皆さんが受けた感想等を発表していただきながら、この

会を進めて行きたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

    ◎開会の宣言 

〇委員長（山崎 仁君） 只今の出席委員は１１名で定足数に達しておりますので、第

８回議会改革活性化推進特別委員会を開会いたします。 

  これより議事に入ります。 

  始めに議題１、実態調査のまとめについてを議題といたします。 

  実態調査のまとめについては、皆さんに感想程度で結構ですが、レポートを提出い

ただきたいということで、提出をいただきました。 

  全議員から集まっていないということが１つあります。 

  それから、今後の取りまとめにおいては、それぞれがぞれぞれの考え方を共有する

というのも必要だろうということで、提出をいただいたレポートを中心に、各議員か

らそれぞれ付け加えること、それからそうでないものを含めながら簡単で結構ですの

で、ご報告をいただきながら、それぞれ意見を共有していきたいなというふうに思い

ます。 

  そういう進め方で、きょうは入らさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。何かありますか。よろしいですか。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 始まる前に全員がレポート用紙を出していないということなん

ですけども、最低限やっぱり出されたレポートはここで発表するのではなくて、共有

しながら議論をしていかないとまずいと思うので、出された全議員のレポートは全員

に配るよう手配をお願いしたいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 正副委員長、事務局でその取扱いを協議いたしました。 

  レポートが出ていない方もいるわけでありますけれども、それぞれがその感じたこ

とを共有するということでは、やはり口頭で言ってもらいながら、お互いの議論の基

にしたら良いのではないかということであります。 

  ですからそれぞれに配布するのも結構ですけれども、ここで口頭で報告をいただき
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たいという、レポートはレポートとして、これからもまとめの参考にはさせてもらい

ますけれども、共有という部分では全員の中で発言をいただきたいということであり

ます。 

  レポートに沿った発言をしていただければ結構かなと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

  いかがですか、議席の順番でそれぞれ発言をいただきながら、進めて行きたいと思

いますけども、よろしいですか。 

  それでは岸委員からレポートをいただいたわけですけれども、それを中心に感想を

ということで発言をいただきたいと思います。 

  岸君。 

○１番（岸 徹也君） それでは私の方から、両町の視察における感想を述べたいと思

いますけれども、両町に共通するところではあるんですけれども、議員が地域から出

ているとか、会派とかに関係なく議会としての一員としての意識が深まっているよう

に見えて。 

  これは両町がそういうふうに見えたということです。 

  本町も深く学ぶべきであり、そうでなければ町民の負託に応えるには程遠い感があ

ると。 

  全部で４点あるのですが、２点目、両町とも議会報告会を積極的に実施している。 

  本町も今後、特別委員会にて議論されると思いますが、実施するのであれば議会に

対する理解を得るためにも、しっかりとした準備が必要と感じました。 

  同時に視察先の両町議長のような熱い気持ちも必要だと感じました。 

  ３点目、芽室町議会では議会ＩＣТが導入済みであり、可能の限りのペーパーレス

化を目指すことを全議員で確認している。 

  ＩＣТ化への初期投資やタブレット機器の操作等、課題はありますが、紙媒体費用

の削減や議場内でのパワーポイント等を使った説明、議場外では様々な資料等、クラ

ウド内から閲覧可能なため、住民に対しての正確な情報提供ができる。 

  そのことが住民の福祉向上に一役買っていると感じた。 

  最後に、地方分権の流れの中でともに町民から選ばれた二元代表制のもと、議会と

しての役割を明確にすることが求められているが、それを具現化したものが議会基本

条例である。 

  本町においても、開かれた議会を目指して両町議会で行われている議会報告会を特

別委員会にて議論することが必要と感じる。 

  議会の役割、議員の役割などを町民と共有化することが必要であり、早急に次の段

階に進むべきであると感じた。 

  これは一応、報告書のとおりを読ませていただきました。以上です。 

○委員長（山崎 仁君） ありがとうございました。 

  次、小川委員、お願いします。 

○２番（小川ひとみ君） 私はまずチーム議会という浦幌町なのですが、チーム議会と
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いう言葉に大切だという思いがしました。 

  気軽に議員同士が会話し、情報共有をして意識改革をするためのチーム議会という

その姿勢は凄く大切だなと思いました。 

  そしてまた、全員が迎えて下さいまして、同じような考え方が誰でも答えることが

できるというのが、正しくチーム議会なのかなということも感じました。 

  町民アンケートを行って、項目別に分析をして対応していき、そして町民にとって

アンケートの結果が自分達に戻ってくることは議会への関心が深まることは当然で

すし、そこから議会報告といろいろな取り組みの中で町民に広がって行く、そういう

町民との意見交換の場を多くすることが素晴らしいなと思いました。 

  そして内容も町政とは区別して、テーマを決めて会議の持ち方をしっかり事前に確

認をしていくことの大事さも教えていただいたと思います。 

  また町民モニター制度を導入して、議会の外部評価をしてもらうことで、批判では

なく議会の応援団になってもらうという視点もすばらしいと思いました。 

  なり手不足だからこそ、議会を知ってもらう努力をしている様子が浦幌町議会では

感じました。 

  芽室町議会の方は、浦幌町と同様に住民との距離を縮めるためのいろいろな取り組

み、異世代との交流等、いろんなアプローチをしているなということが分かりました。 

  そして町民とのそういう意見交換の場を増やすことで、自分達の発信したことが形

になって、町づくりに参加しているという思いが、町民の自治意識が高まっていき、

それが議会の理解につながる。 

  町民の思いが伝わることで、議会への見方も変わり議員の活動が見えてくる。 

  そういう状況のなかで、定数、報酬への町民の理解も生まれてくるという流れが大

変良く理解できました。 

  議員間の議論は、政策になる前に問題点として取り上げて、委員会の中で自由討論

をする、そして議会としての政策提案までできたら良いというようなお話もいただき

ました。 

  ３年先を見越して政策を考えていくというのは、凄く自分自身にも考えていかなけ

ればいけないなという思いを持ちました。 

 そしてこの２つの町で学んだことは、やはり同じことを真似するのではなく、参考に

して、議会の活性化のために今金町としてどのように取り組んで行くかということを

進めて行かなければいけないなと思いますし、また一番大事なのは、町民との距離感

を縮めていくことが、いま必要なのかなと感じました。以上です。 

○委員長（山崎 仁君） ありがとうございました。 

  次、加藤委員。 

○３番（加藤三明君） どちらにしましても、両町総合的な感想を述べたいと思います

けども、非常に今金以上の２町とも非常に議会の先端というか、今金では取り組んで

いないようなことが数多く取り組んでいるというような思いはしました。 

  それで芽室町においては、いろいろな数多く取り組んでおりますけれども、特に私
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の感じとしては、今金なら芽室町のやっていることのどのようなことだったら今金に

置き換えればできるのかなというようなことを感じました。 

  それで３点くらい私なりに、これなら今金でも取り組んでみて、今金なりのものが

できるかなというような感じをしましたけども、あくまでも町民との接点というか、

町民を大事にしているなというような感じに思えました。 

  議会報告会にせよ、こちらの方からテーマを定めるのではなく、町民の方から議会

に対してどういうような声があるかというものを重要視して、何かやっているような

感じがしました。 

  私なりに感じました。それでですね、今金の全体的な雰囲気を見ますとどうしても

今回の大きな問題になろうかなと思いますけども、議会改革これの第一ははやり議員

の定数問題が非常にあちこちの町民の皆さんから声があるように思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山崎 仁君） ありがとうございました。 

  次に、向井委員。 

○４番（向井孝一君） 出した報告書とはちょっと違う発言をしたいと思いますが、両

町に訪問して共通していえたことというのは、先程、チーム議会という言葉も出まし

たけども、両町とも議会モニター制度を上手く利用しながら、町民とのコミュニケー

ションを図って、それを政策の中に生かしているという、これはやはり議会改革の大

きな我々の目標にすべき観点かなと思っています。 

  それとですね、芽室町はさすがに全国一の評価を受ける議会だけあって、議員個々

の資質そのものが非常に向上している。 

  勉強もしているし、また町民とのいろんな会話、懇親、そういうものを深めながら

自分自身の切磋琢磨しながらしているという姿勢が十分わかりました。 

  今金町議会も栗山町に次いで１０年を経過しておりますので、今回、そのための特

別委員会ということでございますから、やはりここで思い切った議員間の闊達な議論

をするということをお願いしながら、私は７つの点を皆さんとともに議論をしていき

たいというふうに思っています。 

  １つは議員定数問題、２つ目は諮問委員会からの撤退について、３つ目は議員報酬

について、４つ目は議会のタブレット活用について、５つ目は常任委員会活動の在り

方について、６つ目は町民会議、住民会議の在り方について、７つ目は議会モニター

制度導入について、この７点について皆さんと議論を深めていきたいというふうに思

っています。 

○委員長（山崎 仁君） ありがとうございました。 

 次に、芳賀委員。 

○５番（芳賀芳夫君） 今回の視察については、自分なりに３点の視察内容ということ

でまとめをいたしました。 

  まず１点目は、町民と議会の接点について、意見交換の中ではそれぞれ芽室町であ

りますけども、モニター制度の導入あるいは議会サポーターの導入を実施していると。 
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  更には２つ目としては、情報開示の徹底がなされている。 

  取り組みについては、広報なり、あるいは住民会議ということを数多くやられてい

るということであります。 

  それと３つ目がマネジメントサイクル、立案、計画と実行、検証、そして改革と、

このものが議会として作られていると。 

  それと２点目としては、議会としてどのような対応をしているのかということであ

りますけれども、まず議会マニフェストの作成、具体的には議会の行動化計画、更に

は改革行程表の作成。 

  ３点目として、議会議員の評価表の作成。４点目としては、政策形成あるいはマネ

ジメントサイクルを作成し、年間の議会を活用しながら住民との接点を見出して行く

という点であります。 

  それと３点目としては、議会と行政の係わりでありますけれども、議会と首長の提

案に対して、本会議の自由討議ではなく、中間での議員間討議を行っているという点

であります。 

  それと２点目としては、政策提案については、個々の議員ではなく議会としての情

報収集を行い、政策を立案しているという点であります。 

  これらの検証をもとに、自分なりの感想でありますけれども、二元代表制を維持し

機能が果たせる取り組みが今金町としては必要なのかなと。 

  ２点目としては、議会と住民が近づける方策として議会報告等、住民と接触する機

会を増やす工夫が必要なのかなという点であります。 

  感想であります。 

  次に浦幌町でありますけども、これも３点として自分なりにまとめました。 

  研修の内容でありますけれども、まず１点目は町民の意識調査を実施したという点

であります。 

  具体的にはチーム議会としての各地区において対話集会を実施している。 

  ２つ目が、モニター制度の導入。３点目として議会議員評価を実施しているという

点であります。 

  それと２つ目が、町民との接点でありますけれども、議会に対する非常に理解が深

まってきたという点であります。 

  それに伴って、新聞でも報道されておりますが、議員報酬についてはまだ検討中と

いうことでありますけれども、それぞれ１１０日の議会活動日数にかける単価という

ことで２３万１千円、まだこれは決定ではなくて検討中ということであります。 

  これらのことから、感想としては議員質疑の場になっている議会から、新たな議員

間の討議を重視することも検討材料の１つかなと。 

  これを踏まえ、首長との切磋琢磨する議会を目指すことが必要ではないかと。 

  ２点目としては、住民からの議会、議員批判に対して議会はしっかり答えて行く必

要があるなと。 

  それと３つ目が、議員定数については地域ごとの事情がございますので、少なくす
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るということは、住民との結びつきを希薄にする危険性があるということからすれば、

いま委員会主義の議会運営を原則としている点も考慮すれば、慎重な対応をするべき

かなという感想であります。以上です。 

○委員長（山崎 仁君） ありがとうございました。 

  次、徳田委員お願いします。 

○６番（徳田栄邦君） まず最初に、委員長にお聞きしておきます。 

  今回の視察について、私は公費を使って行くのですから、やっぱり行ったからには

自分なりに感じたことはレポートで出さなければならないと。 

  これは義務だと思っておりました。努力ではないと思うのですね。 

  やっぱりきちんと委員長が決めたのですから、やっぱり視察に行った感想はきちん

とレポートで出してくれと、そういう決めたからには守っていく。 

  そこが一番大事ではないかと私は感じるのですけどね。 

  浦幌町議会は全員出てきましたけれども、芽室町議会さんは議長、副議長、委員長

の対応だけでしたけれども、どの程度の議員さんの基本条例にしても、チーム議会に

しても、理解しているのかなということは推測でしかものは申せないのですけども、

浦幌町議会さんも言っていたけども、うちの議会も同じですけども、まず基本条例を

作る時には、いままで自分達がやってきたことをただ条文化しようということだけか

ら始まっているわけなのですけれども、何かそれがいつの間にか高望みをして、別な

方向に行っているのではないかということを言っていました。 

  私どものこういう小さな町の議会ですから、できることは限られていますし、そう

いう中で議員として、じゃあ、何をすべきかというのはやっぱりおのずとみずから考

えていかなければならないと思うのですよね。 

  浦幌町みたく議員定数、なり手がいないというのは、これは町の体質にもよるでし

ょうけれども、果たして議員だけの責任なのかなと。 

  そんなことも私は考えました。 

  それから、芽室町議会さんあたりは相当道内の名だたる方がアドバイスで入ってい

ますので、それに答えて行くとなったらやっぱり年間２００日以上の議会に出てこな

ければならないような、そんなような非常に厳しい議会活動の日程を組んでおります

し、それを今金辺りにもってきて果たして合うのかなというとちょっと無理であろう。 

  そう考えた時には、議員報酬だけで生活できるような環境整備というものも絶対必

要だというふうに、私は考えるんで、いま芳賀議員も言ったように、いままでは決ま

りがなかったですけれども、首長の出た公務日数から議員はやっぱり３分の１くらい

はそれにあたるだけの活動はしているだろうというきちんとしたそういう首長の給

料に対して、これだけの費用弁償をもらって、議員もその分だけ活動するという、そ

ういうきちんとした根拠があれば私は町民の方も理解をしてくれると思うし、是非そ

ういうような出やすい環境整備をまず図っていってあげたいなというふうに感じま

した。 

  私、レポートにも書きましたけども、この議長会の特別表彰というのは１０年間で
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７つ北海道ではいただいております。 

  白老、浦幌、美瑛、今金、栗山、鹿追ともう１つ、１４０町村のうちの７つしかな

いわけなんですから、もっともっと今金町議会も特別表彰を過去に受けたのだという、

そのことをですね、誇りに思って全員で今回こうやって議会改革をしようとしている

んですから、みんなで話し合って、決して高望みはしないで、どういう議会になって

行けば良いのかということを、もっともっと時間をかけて私は話し合うべきだという

ように感じました。 

○委員長（山崎 仁君） ありがとうございました。 

  ご指摘をいただいた点には、委員長も同感であります。 

  大変進め方にスムーズに行かなかった点があることは、お詫びをしたいと思います。 

  しかし、今回ここで皆さんに発表していただくということで、それぞれの共通認識

を持てるかなということの進めであります。 

  是非、ご理解もいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

  次、日置委員お願いします。 

○７番（日置紳一君） 私は今回の視察について、いままでの活性化特別委員会に出た

それぞれの課題について、向こうの話と自分の考えというものをまとめたんですけど

も、それはこののちにそれぞれ課題について話があると思いますので、何をまとめた

かだけ、いま言わせてもらいます。 

  まず、議員報酬について、議員定数について、通年議会について、議員間の闊達な

討議について、常任委員会について、一般質問について、議会広報についてという点

について、それぞれ向こうの話の感想と、私の考えを書いてしまいましたので、ここ

で一つ一つ自分の考えを言う場ではないと思いますので、今後の時に言わせてもらい

ますけども、何よりも議会改革とは私の考えとしては、１にも、２にも、議員個々の

資質を高めていくことが何より議会改革につながるものと、私は考えていますので、

そこに向かって精一杯努力していく必要があるんだと、そういうふうに考えておりま

す。 

○委員長（山崎 仁君） ありがとうございました。 

  次、村上委員お願いします。 

○８番（村上忠弘君） 今回、議会改革特別委員会というものができたと、これは基本

条例ができてから１０年が経って、その検証だとかという部分でできたのだろうと私

は認識しております。 

  他の町の基本条例との比較ということで今回、２町、浦幌町と芽室町の議会を視察

したことなのですけども、私なりに感じたというのか、受け止めた感想としては、浦

幌町については、２７年度の選挙において定数を減らし報酬を引き上げたにも係らず

立候補者が定数割れをしたと、この理由についてはいろいろおっしゃっておりました

けれども、これが議会改革が進んだからと言って、なり手の問題が解決されたわけで

はないというふうに私は気付かされました。 

  それともう１つは、開かれた議会のために町民に身近な議会とか、それから町民参



- 9 - 

 

加の議会を目指して、町民に情報を直接対話する機会を設けていると。 

  そのためには街中でカフェ DE 議会だとか、おじゃま DE 議会とかという部分でいろ

いろ議会側から町民に向けて町民を巻き込んだ形をとっていると。 

  そう言った部分で、さすが浦幌町なのかなというふうに私は感じております。 

  時期改選に向けて、議員報酬の算定基準として浦幌方式という部分を取り入れたい、

取り入れるということで、町長の３分の１の月額報酬２３万１千円、現行１７万５千

円から３２％増ということで、これは町民アンケートをとった中で町民の理解を得て

いるということでございます。 

  道外研修については財政上の理由から、平成１２年度から中止をしているというの

が浦幌町でございました。 

  もう１つの芽室町については、平成２５年度の基本条例の制定後に通年議会制、議

会だよりの通年発行、議会ＩＣТの導入等さまざまな議会改革活性化を実施して、全

道・全国から脚光を浴びていますが、これの全てが議会改革ではないと私は思ってお

ります。 

  今金町は今金町のやり方も考える必要があるのではないのかなというふうに思っ

ております。 

  これから同僚議員さんも話しておりましたように、少し議員各位の志と資質を高め、

画期的な議会につなげていけるようにしなければならないというふうに私は感じて

参りました。以上です。 

○委員長（山崎 仁君） ありがとうございました。 

  次、川上委員お願いします。 

○９番（川上絹子君） 私は皆さん凄く立派なまとめをしているんですけど、私は全体

的な感想文を提出したような形で、それで良かったのかなとちょっと皆さんのレポー

トを聞きながら感じました。 

  一番は、私が気になったのが議員報酬のところで、他の町は結構若い人達が議員に

なっています。 

  そしてその議員の人達が若手でなるとなったら、会社員の方が１人議員になってお

られましたけど、芽室町ですか、だけども会社員でありながら議員を全うするという

とそういう感じでよっぽど理解のある町なのかなとか、そういう面が凄く疑問に、凄

く聞きたかったなと、もう少し聞けばよかったかなと思ったんですけども、あと若い

人にもっともっとなっていってもらうとなったら、生活給になるだけの支払いをしな

いと若い人は議員になって、自分の生活が成り立たないようなことにはならないと思

うので、やっぱりそこらへんで議員報酬の見直しをしなければならなくなるだろうと

思います。 

  私たちのように農業をしながらとか、そういう自営業であるからこのような報酬で

みんなが頑張っているんだろうなと思っております。 

  そしてあと、議員の資質とかどうのこうのと言っても、みんなそれぞれの支持者を

もって、そして選挙をして当選をしてきているんですから、どの人がどうだとか資質



- 10 - 

 

という問題も確かに大事ですけど、みんな託されて出てきて当選をしてここに来てい

る人達ですから、みんな自信を持って、そして自分のできる限りの努力をして議員と

して活動をしたら良いと思いますし、そして議会の本当に大事なことは行政の監視機

能というのが私たちの一番の仕事だと思っています。 

  だから良く思われるというよりも、監視機能、チェック機能をきちんとして、その

上で、初めてこの問題を取り組んで行かなければならないのかなとそう思いました。 

  それからあと、芽室町のタブレットの導入は私も興味があって、タブレット導入が

できたら良いかなと思いました。 

  使い方が、どこまで理解できるか分からないんですけれども、そうなればもう少し

もっと一生懸命勉強していきたいなと思います。 

  あとほかの面では、皆さんと同じ考えなので感想文だけのレポートで提出したこと

で報告させていただきます。 

○委員長（山崎 仁君） ありがとうございました。 

  次、上村委員お願いします。 

○１１番（上村義雄君） 今回の道内２ヶ所の研修の中で、私は今金は今金にあった、

身の丈に合った改革であり、実行できる範囲の行動が良いのかなというふうに思って

おります。 

  また議会の資質を高めるということの部分では、本当に芽室町さんあたりは一人一

人の議員の資質そのものが、私たちを見たら差があるのかなという感想をもってきま

した。 

  それから浦幌町の部分については、いろんな角度から進めているということでは、

参考になる面では議会モニター制度というのを大いに活用している。 

  そしてモニター制度を活用しながら、出前でこちらから出向いて議会の報告をし、

懇談をしているということが、これが議会と町民をつなぐ大きなパイプ役というか大

きな成果になっているのかなというふうなことも感じました。 

  また、大学の先生方を講師に招いての議会の研修をやっていることも１つの大きな

要因があるのでしょうけれども、これもまた財政的な部分での支出も出てくる。 

  それからＩＣТを活用してペーパーレスというふうなことも今金には中々馴染ま

ないのかなと言うようなことも、私なりに感じて帰ってきたところでございます。 

  今後の議会の活性化の中で、議員の一般質問の回数が、やはりその町、その町でき

ちんと一般質問のあれが成されている。 

  これは私は議員になった以上、町長との行政との一般質問で政策論争をするのが議

員に与えられた最大の権限だろうというふうに思っておりますので、それが議員の資

質を高めるもとにもなり、そういう結果が議会活動で報告会なりいろんな部分にそう

いうものが生かされていると。 

  そうすれば議員の資質も自ら町民とのそのへだたりではなく、身近なところにつな

がっていけるのかなというふうに感じました。 

  ですから一般質問の時間も３０分と、まあ答弁を含めて３０分という形になってい
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ますけども、これはもう少し時間の幅を持たせた方が良いのかなという感じを持って

まいりました。 

  対応はそれぞれの個々のみんなの、そして議会改革の特別委員会でのまとめた大き

な形になって、これからの新しい議会に向けて進んで行けるもとになれば良いのかな

というふうに思ってまいりました。以上です。 

○委員長（山崎 仁君） 参与という形で同行をいただいた議長、せっかくの機会です

ので議長が感じるものがあれば。 

○議長（村瀬 廣君） ７月に行われました特別委員会の十勝方面の行政視察、それぞ

れ全委員の皆さんから感想、それから今金町議会の今後に向けた考え方をいま拝聴さ

せていただきました。 

  いろんな勉強をしてきたなという思いがありまして、是非とも意義のある行政視察

であったかなと思っておりますし、今後それらの考えを出しながら委員会の中で大い

に議論を交わしながら、この今金町の身にあったものから取り組んで行くといった動

きを、皆さんで積極的な議論をしながら進んで行っていただきないなと思っています。 

  それからそれぞれ芽室町、浦幌町、芽室町につきましては、全国一にあるという大

変な健闘をしている議会でございますし、浦幌町につきましても議員定数問題で大変

クローズアップされている議会で、各地域からの視察も多く、大変忙しい議会であり

ました。 

  今回、今金町の行政視察の申し入れした際には快くお受けをいただきました。 

  これらも先程、徳田委員の発言があったように、この１０年間に７つの市町村が特

別表彰を受けているということでは、今金町もその１つにあったからこそ向こうの方

でも快く視察を受けてくれたのかなと、いまもっていままで議会を築き上げた先輩議

員の皆様に、この歴史に感謝すると同時に、是非ともこういった歴史ある議会であり

ますので、先程ありましたように、いままで出た意見を議論しながら、これからの今

金町議会の発展に向けて頑張っていただきたいとそう感じました。以上です。 

○委員長（山崎 仁君） ありがとうございました。 

  今回、特別委員会の委員長という立場で行かせていただいた私の考えとしては、皆

さん良く研究をしていただいたなというふうに思います。 

  個々の事案については取りまとめをするという委員長の立場を考えると、個々には

コメントするべきではないというふうに思いますけれども、浦幌町の大変失礼ですけ

ども、高齢の中でも若い人に道を開こうという努力が非常に感じられる。 

  それから、町民との接点、これらは素晴らしいものがあるのかなという気がします。 

  それから、芽室町においては最先端の議会だというふうに、自他ともに認めるとこ

ろだというふうに思います。 

  説明についても全て議員が自ら行い、事務局はサポートをするという、こういう体

制ができたというのも、やはりその表れかなというふうに思います。 

  今金町がどこまで先進議会に追いつけ、追い越せじゃないですけど、先進議会を見

ながら独自の議会を、議会運営を図って行くかということは、今後の議論によるとこ
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ろが大きいというふうに思います。 

  これから休憩をはさんで皆さんに再度お願いをするのは、このことによって研修が

完結して次に議論に入って良いのか、それとも予定通り道南地区の研修ということを

予定していますから、これらについてどうしたら良いのかということを、こののち協

議決定をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

  それでは２時３０分まで休憩といたします。 

 

休憩 １４：２０ 

開議 １４：３０ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  休憩前にもお伝えをしましたけれども、今後の取り進めであります。 

  議論の基礎となるべく、様々な事例を先進地に学んでくるということで、今回行っ

てまいりました。 

  その２ということで、道南方面ということで予定を組んでおりました。 

  具体的な日程、それから行き先等をこの場で決めていただきたいと思います。 

  ついては今後の調査の課題として考えられるもの、こちら側で考えているものは、

一常任委員会制、それから通年議会、政務活動費、これらが課題になるのかなという

気がするんですが、皆さんから課題となる部分があればお知らせをいただきたい。 

  なお、この視察については、以前は道南１日、いわゆる日帰りということでありま

したが、前回、芽室町、浦幌町が２日日程で終わっていますので、今回も２日日程を

とるのが可能だということでお考えを、併せていただきたいと思います。 

  いかがですか、課題となるものについて。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 視察先とかはダメ。 

○委員長（山崎 仁君） ちょっと待って下さい。課題が考えられるもの、なければ。 

○４番（向井孝一君） 課題は先程言ったから。 

○委員長（山崎 仁君） よろしいですか。 

○４番（向井孝一君） はい。 

○委員長（山崎 仁君） では課題を含めた目的地、視察先についてご意見があればお

伺いいたします。 

 向井委員。 

○４番（向井孝一君） 当初は道南方面というお話もしておりましたけれども、道東に

行って２泊が１泊になったということで、できれば全道議会事務局の方で札幌１泊し

ながら勉強した方が良いかなと私はそういう気がしています。 

○委員長（山崎 仁君） それは議長会事務局が研修先ということですか。 

○４番（向井孝一君） はい。 

○委員長（山崎 仁君） 他、ありませんか。 
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  向井委員にお尋ねをいたします。議長会事務局に行っての研修項目は特に限定はし

ないのですか。 

○４番（向井孝一君） 特に研修項目は限定しないけれども、先程、前段でそれぞれの

感想の部分でこれから議論すべきテーマというのが出されたと思うので、それと先程、

委員長の方から、例えば、一常任委員会だとか、通年議会だとかあったので、それも

全部含めた中で、議会事務局の方では全道の状況というのは把握していると思います

ので、その辺を含めながら勉強してきた方が良いのではないかというふうに思います。 

○委員長（山崎 仁君） 他にご意見ありませんか。 

  なければ事務局で先程申し上げた政務活動費、一常任委員会、通年議会これらを実

施している町村議会をピックアップしておりますので、事務局より説明をいたさせま

す。 

  事務局、成田君。 

○事務局長（成田光康君） それでは座って説明をさせていただきます。 

  まず道南圏域の渡島、檜山、胆振管内の該当する町村についてのみ、まずお知らせ

したいと思います。 

  一常任委員会の設置議会につきましては、渡島では木古内町、後志では黒松内町と

仁木町となっております。 

  それと会期の通年制を採用している部分につきましては、渡島では福島町、森町、

胆振管内では豊浦町、洞爺湖町、白老町となっております。 

  それと政務活動費を導入している町につきましては、渡島では福島町、後志では京

極町となっております。 

  なお、日程的なものについては一応、道南圏域の部分ということで、最初お話があ

りましたので、こちらの方の圏域の部分のみピックアップさせていただいております。 

○委員長（山崎 仁君） 当初、道南ということで考えておりましたので、いまのよう

な報告になります。 

  全道議長会ということになれば、そこ１か所だけでは１泊２日ではもったいないな

という気もしますから、後志、空知、道央圏での視察先というのも探さなければなり

ません。 

  委員の皆さんから何かご意見があればお伺いをいたします。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 ○○：○○ 

開議 ○○：○○ 

 

○委員長（山崎 仁君） それでは休憩を打ち切り、開議いたします。 

  本特別委員会の行政視察その２として、以前道南地区、道南圏域で予定をしており

ました。 

  日程的に余裕ができたということでは、１泊２日の道南の実態調査ということで皆

さんのご了解をいただきました。 
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  それでよろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

  それでは目的についてでありますが、政務活動費、一常任委員会、通年議会、その

他、これらをテーマに道南圏域の実態調査をする。 

  更に、日程についてでありますが、１０月２３日，２４日もしくは２６日，２７日

この２つの日程を候補として、正副委員長、事務局で調整をしたいと思いますが、よ

ろしいですか。徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 目的に討議も加えてもらうことはできないですか。 

○委員長（山崎 仁君） その他という中では討議、具体的にあげた方が良いですか。 

○６番（徳田栄邦君） あげてください。どこの場面でやっているのか。 

○委員長（山崎 仁君） 森町が実施しているって。 

○６番（徳田栄邦君） 森町はやっていると思います。 

○委員長（山崎 仁君） それも調べて、正副委員長、事務局で調整をしてよろしいで

すか。 

（「はい」の声あり） 

  そのように進めさせていただきたいと思います。 

  なお、この視察が終わったあと、１１月大変忙しい時期でありますけれども、皆さ

んに積極的な活動をお願いしながら、特別委員会のまとめに向かって行きたいと思い

ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

  次に進んでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

  それでは次回の開催日程でありますけれども、９月定例会前に視察の具体的な内容

について議会議決が必要となりますので、その前段で定例会前に一度開きたいと思い

ます。 

  日程等については正副委員長、事務局にお任せをいただきたいと思います。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

  その他、皆さんから何かありませんか。 

  なければ閉会に進んでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

 

     ◎閉会の宣言 

○委員長（山崎 仁君） それでは貴重時間をありがとうございました。 

さまざま協議決定をいただいたものに対して取り組んで行きたいと思いますので

今後のご協力を更にお願いしたいと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

閉会   時  分 
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