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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。 

  一昨日の視察、木古内、森町、大変忙しい日程の中での実態調査でありました。 

  大変お疲れ様です。お約束どおり、これから特別委員会の内容の協議に入りたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

    ◎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

１０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、実態調査の意見集約についてを議題といたします。 

  このことについては、冒頭申し上げました、一昨日の実態調査を指しております。 

  木古内、森、それぞれの町で活発な意見交換、質疑等をしていただきました。 

  このことは特にここでまとめるということではなく、これからの協議事項の中にそ

れぞれ案件があります。 

  そこでご意見を発表していただきながら、それを取りまとめていくという方法を取

りたいと思いますが、いかがですか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（山崎 仁君） それでは議題１、実態調査の意見集約については、今後の協

議の中で、それぞれご意見として発表していただくということに決定をいたしたいと

思います。 

  次に議題２、課題整理についてを議題といたします。 

  課題については、１の議員定数から１３の議会広報の充実、ここに１４番目にその

他を追加いただきたいと思います。 

  ここの１から１３までに該当しないものがあるとすれば、その他で協議をいただく

ということで進めをしたいと思います。 

  １から１３、更にその他、この内容でよろしいかどうかお伺いをいたします。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

〇委員長（山崎 仁君） ではこのような、内容で協議を進めたいと思います。 

  一番最初に協議をする課題でありますが、全ての出発点は議員定数からだというふ

うに考えます。 

  議員定数が何人かということが、今後のさまざまな取り組みに関わってくるなと思

っておりますけれども、議員定数から入ってよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

〇委員長（山崎 仁君） では概ねこの、１から１３、更に１４の順番で協議を進めた
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いと思いますのでご理解をお願いいたします。 

  ではまず議員定数からであります。 

  議員定数については、平成１１年に定数１８から１６に変更になりました。 

  それから平成１９年に１６から１４名と削減をしてきた経過があります。 

  これは議員定数条例によって定められ、その前段では議会において、議員定数等調

査特別委員会設置し、それぞれ協議決定をしてきた経過があります。 

  今回は、この特別委員会で、平成３１年の改選期の定数を協議いただきたいという

ことであります。 

  まずどなたか、ご意見等があればお伺いをいたします。 

  平成３１年改選後の定数をいかがいたすか。 

  現状維持、減らす、更には増やす、いろんな考え方があると思うんですけれども。 

  加藤委員。 

○３番（加藤三明君） あちこちの状況を踏まえての話になろうかと思います。 

  以前に、町民との懇談の中でも話が出た経過はありますけれども、私としてはやは

りこの時期が時期でもあるので、定数の数はともかくとして見直す時期が来ているの

ではないのかなというふうに思います。 

  数につきましてはまた別途。 

〇委員長（山崎 仁君） ただいま、加藤委員から、この時期に見直す必要がある、い

わゆる増やす、減らすという前に見直すタイミングにあるというご意見をいただきま

した。 

  他、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） いま同僚議員からも発言がありましたけれども、今回、特別委

員会を設置したという本来の意味合いというのは、この議員定数が主たる事案かなと

いうつもりで私は捉えてきました。 

  それでですね、この特別委員会でそれぞれ浦幌、芽室、森、木古内と４ヶ所の現地

調査を終えて、最終段階の協議に入るという日程なんですけども、やはりその中で議

員定数がきちんと決まらないと全部に繋がって行きますよね。 

  議員定数がどうあるべきかということで。 

  そういう意味から言うと、私はきちんと見直して、町民の負託に応えていくという

のが今回の主たる目的だろうと思っておりますので、具体的な部分については、後程、

発言したいと思います。 

〇委員長（山崎 仁君） いま、お二方からご意見をいただきましたが、その前に私の

方から同様の内容で協議をいただきたいということを申し上げております。 

  この時期に見直しますよということを前提にお話をしていますから、そのような発

言をお願いいたします。 

  日置委員。 

○７番（日置紳一君） 浦幌町に行った時に、前回の選挙で定数割れをしている中で、



- 4 - 

 

現在１人欠員のままの状態でしたよね。 

  それでも次回の選挙では定数を減らすことは考えていないということでしたし、芽

室町については人口１８，０００人いる中で１６名の定数ということで、これ以上減

らす気はないと。 

  私は本町においても無投票で終わったこともないわけですし、定数が減るというこ

とは民意が反映しにくくなるというのが私の持論でありますから、法定の定数にして

も１６名までいい中で、１２名の段階でいまやっているということで、まず減らす必

要がないと、私はそう思います。 

〇委員長（山崎 仁君） 日置委員、減らす必要がないということは。 

○７番（日置紳一君） 現状維持で良いと思います。 

○７番（日置紳一君） いろいろご意見があろうかと思います。 

  現状維持、減らす、逆に増やすというのもご意見だと思います。 

  岸委員。 

○１番（岸 徹也君） 町長と合議制の議会というものが、緊張感を持って対抗をして、

より良い結果を導き出すためには、そのためには議員が何人必要なのかというそうい

う考え方で私は思っております。 

  いま増やす、減らす、言った方が良いですか。 

○委員長（山崎 仁君） 考えがあれば。 

○１番（岸 徹也君） 数字的なものは言いませんけれども、町長とどういうふうに対

峙していくのか、そのためには何名必要なのかという観点も必要だと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 具体的にどのくらいの人数が、今金町としては議会議員の数

は妥当なのかという、この協議をお願いしたいということです。 

  ですから、先程言いましたように、議員定数が決まらないと、このあとの常任委員

会等、全て含めて影響があるわけですから、ですから議員定数については具体的なお

考えを示していただくということが、適当かなと思うんですよ。 

  川上委員。 

○９番（川上絹子君） （２）の議員定数の段階に入っているんですよね。 

  そこの段階で話して良いんですよね。 

○委員長（山崎 仁君） （２） 

○９番（川上絹子君） ２の課題整理のところの議員定数のところ。 

○委員長（山崎 仁君） 課題整理の①議員定数をいかがいたしますかということを。 

○９番（川上絹子君） 私はそのつもりでちょっと解釈をしていたんですけど、意見が、

方向性のことを言っている人がいるので、私はこの問題に関しては議員定数のままで

行った方が、やっぱり意見も集約する意味と、やっぱりより良い意見を述べてもらっ

たり、町長に政策に対して慎重審議をして監視能力というのか、議員の監視能力を強

化するためにも、いまの１２人は最低必要な人数だと思っています。 

  そういうことで私の意見です。 

○委員長（山崎 仁君） いままで視察を４ヶ所、それから資料をそれぞれ用意をいた
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しました。 

  それは委員会閉会中においても、それぞれ皆さんが精査されているものだというふ

うに理解をしています。 

  それからこの進めについても、きょうを始めとして、できれば１１月のうちに報告

をまとめたいということはお伝えしておりますので、私が言う考え方というのは具体

的なことを示していただきたい。 

  何回も言います、現状という声もあるだろうし、減らすという声もあるだろうし、

しかし増やすというのもご意見ですから、どんどんご意見を出していただきたいと思

います。 

  他、ありませんか。 

  村上委員。 

○８番（村上忠弘君） これまで視察した、それはそれとして、いろいろその町の実態

を調査したということで、私は今金町においては、これから公共施設だとかについて

の建て替えだとかこれから進めなければならないということで、いま議員としての責

任だとか多分重くなってくるだろうと思います。 

  ある以上、議員の定数というのは現状の１２名体制でもう一期やってはどうかなと

私は思うんですけども。 

○委員長（山崎 仁君） 村上委員、もう一期は現状ということは、次、見直すという。 

○８番（村上忠弘君） もう一期やってみて、また判断しようということ。 

○委員長（山崎 仁君） 現状と言うことで理解してよろしいですね。 

○８番（村上忠弘君） はい。 

○委員長（山崎 仁君） ちなみに今回、ここで報告をまとめて、３１年改選期でどう

なるか、そのあとの話ですから。 

  今後、見直すかどうかは、その次の議会が考えることです。 

  今回は３１年改選期の定数をどうするかということですのでよろしくお願いいた

します。 

  他、ご意見があれば伺います。 

  小川委員。 

○２番（小川ひとみ君） 私は減らすという意見です。 

  町民からの声はたくさん聞きますが、はやり減らすという方向性の話を聞いていま

すし、だからといって１０名が限界かなと私は思います。 

  ですからそれ以降どんどん減らす方向ではないんですが、その後、限界に達して人

口減少もありますし、達して行くんじゃないかなと思いますし、１２名で行くという

ことであれば、やはりそれは町民に対してきちんとした理由付けというものも示して

いかなければいけないと私は思います。 

  自分自身の意見としては１０名ということです。 

○委員長（山崎 仁君） 現状の場合も、現状の考え方というのは、それぞれ説明をし

ていかなければならない、それぞれが。 
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  議会で決定をすれば、それも全会一致をお願いしたいと思っていますから、その中

で１０名という定数を想定する根拠、これを示していただければというふうに思いま

す。 

  小川委員。 

○２番（小川ひとみ君） 人口的な比率だけが問題ではないと思いますが、いろんな資

料をいままでも見させていただいた中で、やはり５，０００という人口が１つの目安

になるのかなと思いました。 

  そして、やはり財政ということも、いろいろ話には出ていた中で、そういう側面も

考えていかなければいけないのかなということで、１０人という減少ということを提

案しました。 

○委員長（山崎 仁君） 小川委員、１１じゃなくて１０ということ。 

  考え方として２名減らすというのか、１名減らすのか。 

○２番（小川ひとみ君） 奇数、偶数というのが、偶数の方が良いとかっていう問題で

はないんですよね。 

  私、採決とかのことを考えると、偶数の方が良いのかなと思って、取り敢えず減ら

すということは意見としてあるんですが、会議上の問題として偶数で議長が抜けての

ことで考えていましたので。 

○委員長（山崎 仁君） 偶数、奇数というのは議会の考え方だと思うし、可否同数の

場合は議長が裁定をするわけですから、ですからここでは偶数ずつ減らす、これまで

の流れとしては１８が１６、１６が１２という偶数の減り方ですけれども、具体的な

取り組みというのは１減というのもあると思います。 

  １なのか、２なのか別にしても減らすべきだという考えで良いですね。 

○２番（小川ひとみ君） はい、そうして下さい。 

○委員長（山崎 仁君） 向井委員。 

○４番（向井孝一君） 先程、具体的な数字は言っておりませんけれども、今金町に似

たような人口を構成している町村の実態を調べると、やはり１２名でやっているとこ

ろはかなり少なくなってきている、全道的に見ても。 

  先日、おじゃましました木古内町も、今金町よりも人口が少ないですけども、１０

名で１常任委員会という、これも良い発想かなという思いもありましたので、私はそ

れぞれ過去に所管を２年で変えて全体に行き渡るようにといった常任委員会もやっ

た経過もありますけれども、やはり中途半端に終わるということで、それぞれが専門

分野でやってきたと。 

  そういう経過を踏まえると、１０人に定数をして、１常任委員会という方向性でや

った方がより町民に対しては分かりやすいだろうなというような思いで、いまの現状

から２名減らした定数に、私はしていただきたいというふうに思いで発言をしており

ます。 

○委員長（山崎 仁君） 向井委員、最初に言いましたけれども、今金町にとって何名

が妥当かということですから、他の町、これは参考は参考です。 
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  ですから、今金町の３１年改選期以降は何名という考え方で出していただければ、

他の町がやっているからじゃなくて、言っていただければ良いなと思う。 

  それから、１０名の根拠はいかがか。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） １０名の根拠は先程言ったように、１常任委員会にして全ての

課をやっていくという私の考え方です。 

○委員長（山崎 仁君） 最初に申し上げましたけれども、全てに係ってくる定数を先

にやって、いま協議をいただいている。 

  常任委員会を１つにするから定数は１０という考え方ではないんですよ。 

  定数を何名にしたから常任委員会を何名にする、どうするんだという議論にこれか

ら入りたいと思っていますから、常任委員会が１つということがありきではないんで

す。これからの協議ですから。 

○４番（向井孝一君） それはそうですよ。 

○委員長（山崎 仁君） ですから、その１０名に、いわるゆ２名減の根拠をお知らせ

をいただきたい。 

  この中で皆さんがそのことが良いか、それともこちらの意見が良いかというその協

議にこれから入るわけですから。 

  その根拠を出していただきながら、他の委員さんがそれに賛同していただければ。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 根拠というのは平成２５年に特別委員会をつくって、その時も

定数の議論をしております。 

  町民会議の席上も現状で行くという考えでその時は望みました。 

  町民会議で次回の選挙、つまり３１年の選挙に対しては定数問題はきちんと考えて

町民に示しますということを報告してある、原点にはね。 

  やはりそのことを踏まえながら当時の人口よりも減少しているのも事実だし、やっ

ぱりこのままの現状では、これ以後の２番目だとかの課題に結びついて行かないだろ

うと。 

  そういう思いから、私は町民にきちんと説明しやすく、また町民からもいまのまま

ではダメだよと、少なくした方が良いという意見は、多数くいただいておりますので、

私はその方向で１０名にすべきという考えであります。 

○委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。 

  芳賀委員。 

○５番（芳賀芳夫君） 結論から申し上げて、定数については現状維持がよろしいのか

なと。 

  根拠でありますけれども、地方行政、議会においてもメニューはでき上がっている

んですよね。 

  それが本当に具体的に町民に伝えられ意見というのもが反映されているかという

視点から考えれば、まず１つ目は地域の経済というのはどうあるべきなのか。 
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  ２つ目として、医療と福祉、更には教育と、最近のデフレ不況下で急激な人口減に

伴う少子高齢化、それと雇用問題というのが地域に大きな課題としてのしかかってい

ます。 

  いかにしてこの人口減を止めるか、減るから減らすのではなくて、止めるためには

そういう視点から町民に我々の議会としての考え方を示していくか。 

  このことが非常に大事だと思っています。 

  いままでそういったことが細部まで本当に伝わっているか、そういう反省も踏まえ

て私は新たにこの１２名体制で進めるべきだと。 

  減らして良いんであれば減らして良いし、減らして良いことはないと思っています。 

  みんながそれぞれ自覚を持った責任を持った行動をとるという観点から、１２名体

制で私は良いという考えであります。 

○委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） いま定数について、皆さん方からいろいろな意見があるんです

けれども、まず現状維持で行くのか、それとも定数をいじるのか、この点に限って皆

さん方のご意見をもらったらいかがですか。 

  いま２人の方から現状維持で良いという話もあるわけですから、そういう中でそれ

じゃあ、何名にするんだというところまで行く必要がないんではないかと、私は思う

んですよね。 

  あくまでも今金町議会として、３１年度に迎える議会の定数は何名で行くよという

そこを決めなければならないですから、ですから現状維持で行くという人もいるし、

減らせという人もいるんですから、それをどちらかできちんとまとめて行くべきだと

いうふうに思いますけれどもいかがですか。 

○委員長（山崎 仁君） いろいろ考え方はあろうかと思いますけれども、最終的に何

名が妥当かという話になると思うんです。 

  これは現状ということになれば１２名、減らすとなれば１名なのか、２名なのか、

３名なのか、４名なのか。 

  大変これから集中的に審議をしていただく中で、できるだけ思いを伝えていただき

たい。 

  それは減らすんであれば何名が妥当なのか、これを単刀直入に言っていただいた方

が、私は議論が早いと思う。 

  確かにおっしゃるように、現状なのか変更するのかという議論も必要だと思うんで

すよ。 

  ですからそれも併せていまここで発言してもらっていると思っています。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） まず定数をいじるのかどうかというそこをまず結論を出さなけ

れば、平行線だと思うんですよ。 

  現状、１２名で行くという方の意見もあるわけですから、それから１０名にとか何
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とかっていう意見もあるわけですから、今金町議会としてはどうするんだって、定数

をいじるのかどうなのか、まずそこの議論をしっかりと進めて行かなければ、前に進

んで行かないと思うんですね。 

  私は平行線で行って、どこで結論を出すんですかっていったら、結論の出し様がな

いと思うんですよ。 

  まずいじるのかいじらないのか、そこのところで皆さんで議論をしたら良いんじゃ

ないんですか。私はそう思いますけどね。 

○委員長（山崎 仁君） ご意見はお伺いをいたします。 

  ただ、先程申し上げたように結果は出さなければならない。 

  定数を変更するのかどうかということを議論をしている中では、必ずじゃあ、何人

にするんだという話が出てくる。 

  ですから私は現状という方は１２名が良いという意志表示だというふうに思って

います。 

  それから、減少するという方は変更するという考え方で併せて、何名という数字が

出てきていると思っているんですよ、人数が出てきている。 

  ですから私は同時に進行をしていきたいというふうに思います。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 私は違うと思いますね。 

  やっぱりいま実際は１２名ですからね、これを維持して行くのかどうなのか、そこ

のところをまず皆さん方で１つの結論を出さなければ、今度は前に進めないと思うん

ですよ。 

  それじゃあ、増やすのか減らすのか、増やすという方はおそらくいないと思うので、

今金町議会が次期の３１年の選挙からは定数を減らしますよと言った時に、何人が良

いんだという、それを今度は話し合わなければならないんですよね。 

  いまは現状で行くという人もいるし、減らせという人もいるので、それを両方で話

し合っていたって、私は前に進まないと思うんですよね。 

  それは委員長の考えで行くというのであれば、それは私はそれに従いますけれども、

私の意見としてはまず現状なのか、それともいじるのか、その結論を皆さん方で一致

させなければ、その前に進むべきでないと思います。 

○委員長（山崎 仁君） いままで８名の方が意思表示をされました。 

  その中で現状という方が、現状というのは１２名を指しているというふうに私は理

解しています。 

  いま現状が１２名ですから、定数は１２名が良いんだという話、これは変更しない

というふうに理解するんですよ。 

  明確に１２名で変更をしないという表現をされた方が４名、減少という方が２名い

る。 

  時期的にはいま見直すべきだという考えの方が２名いる。岸委員も含めて。 

  ですから４名は定数を変更しない。２名は変更する。２名はまだ意思表示をしてい
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ない。 

  この中ですから、残った方にご意見を聞いて、その方々が変更をするとなれば、今

度は多数決で良いというお考えですか。 

  変更するかしないかということ。 

○６番（徳田栄邦君） 私に聞いている。 

○委員長（山崎 仁君） はいそうです、考え方ですから。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） これは全議員一致した考え方でいかなければダメだと思うんで

すよ。 

 例えば、今度の選挙を迎えるにあたり、私は変更することに賛成だったんだけども、

少数派だからこういうふうになりましたっていうような選挙の材料にするようなこ

とがあってはならないと思いますし、今金町議会は何でも話し合いで１つ結論という

ものを出してきたんですから、私はこの結果というものも広報にきちんと出すべきだ

と思うんですよ。 

  ですからこの議員は、例えば、現状維持で行くという意見を出しました。 

  この意見はこういう削減の意見もありました。だけど今金町議会はみんなでこうい

う結論になりましたから、こういうふうにしましたということを町民に発信していか

なければならないですよね。 

  そこの段階でまず議員定数については、皆さん方どう考えたんだというから、こう

いう議論をしてこういうふうになりましたという、根拠を示していかなければならな

いと思うんですよ。 

  ですから私は、数でこうなったからこうではなくして、できれば全議員でこういう

意見になりましたということを、とことん話し合って１つの結論を見出して欲しいと

思います。 

  そういうことをしないと、あとからいろんな憶測が呼んで、何だお前、減らすの嫌

であれしたのかなんていう、意見も出てくるわけですから。 

  当然、これから今金町議会で話したことというのは、それをもって住民会議をやる

か、何をやるか知らないけども、そこの場で全部結論を持っていかなければならない

わけですよね。 

  当然、公聴会も開かなければならないし、そういうような段取りを踏んでいくわけ

ですから、そのためにもやっぱり今金町議会は全員でこういうふうに決めましたとい

う、そういうような結論の出し方にしていただきたいというふうに思います。 

○委員長（山崎 仁君） いま徳田委員から大変貴重なご意見をいただきました。 

  当然、議論の過程では、いろんなご意見はあろうかと思います。 

  現状、１２名が良いという方もおられますし、減少という方もおられます。 

  そういう中では、いろんな話し合いをしながら、これは私は討議の良い場面だなと

いうように思っているんですよ。 

  いま、定数が現状なのか、それとも減らすのかという意見が２つに分かれたら、こ
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こで皆さんで討議をしていただきたい。 

  その根拠を示しながら、どちらが良いのかということを話し合っていただきたい。 

  そのことによって決定したことは、今金町議会全会一致だということでは正しく、

徳田委員が発言にあったようなことになろうかと思うんです。 

  ですから私は人数、定数の数まで表明していただきたいということをお願いしなが

ら進めようとしました。 

  しかし、もしこの進めの中で、変えるのか、変えないのかということをまず先にや

れというのであれば、それはそれで結構です。 

  しかしそののちに、お互い根拠を示しながらしっかり討議をやっていただきたいと

思いますので、そういう進め方でよろしいですか。 

  まだ、意思表示をされていない方に現状なのか、変更なのかというお尋ねをしなが

ら進めてよろしいですか。 

  徳田委員よろしいですか。 

○６番（徳田栄邦君） 休憩にして、ざっくばらんに話しませんか。 

○委員長（山崎 仁君） 委員長としてはここまで会議録をしっかりとりながら、８名

の方に発言をいただきました。 

  残りの方は何名かであります。 

  ぜひその意見を出していただいたのちに、休憩をして、話し合いをするというのも

私は良いかなと思うんですけど、いかがですか。 

○６番（徳田栄邦君） よろしいです。 

○委員長（山崎 仁君） まだ意思表示、見直すタイミングだと発言された方がおられ

ます。ここで現状なのか、それとも変更するのか、この部分に限ってご意見をいただ

きたいと思いますが。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） そういうことであれば、私は見直すべきだという意見でござい

ます。ということはやっぱり前回は１２名で、これは１６から１２に減らしてまだ４

年より経っていないから、時期尚早だろうということで、１２名の現状維持でやって

きました。 

  しかし、町民の中には議員が多すぎるのではないかという声もあるのが事実です。 

  それに反発して前回の時、そういう意見もあったけども現状維持の１２名で、今金

町は行くんだということで、私は選挙の時にもそのことはずっと訴えて、皆さん方の

町民の理解を得るように努力をしたつもりでおります。 

  しかし、それから４年が経って、人口も５，２００人を切るような事態になってき

た時に、小川さんの意見にもあったけども、いま言われているのは大体の目途として

５００人に１人というようなことも言われておりますので、そういうようなことを考

えるともう５，０００を割るのも、ここ何年か先に見えてきているわけですから、私

は先へ先へと行くべきですから、今回は定数を減らすべきだというような意見でござ

います。 
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○委員長（山崎 仁君） 加藤委員。 

○３番（加藤三明君） 先程、定数については申さなかったですけれども、思いはござ

います。 

  ２５年の町民との懇談の中で、こういうような話が具体的に、先程、同僚議員も話

しました。定数の件についてはどうなんだという話はありましたけれども、今回は私

の記憶の中では、今回はこの定数では行きますけれども、次回は考えますというよう

な言い方をしていたわけです。 

  ということは、変えるということを前提で町民は思っている方も多いと思います。 

  それでこの間の木古内の方で、終了後ですけども、向こうの方と定数について何回

かに渡って減らしているようですけれども、これはどういうことですかと。 

  町民からの声があってからやったものか、議員自らやったのかという話を聞いた経

過はございます。 

  やはりこれはタイミングがあるというふうに思います。 

  町民に言われたから減らすでは、減らした意味が何か議員としてのあれがないので

はないのかなと。 

  やはり町民が声を出す前に、議会でこういうような状況、財政のことも心配をして

いる方もおりますので、将来的に確か定数というのは減らせばいいというものでもな

いですし、私は仮に私の思いの結論を言いますと、１０人が妥当ではないかというふ

うに思います。 

  ただ１０人にしましても、これから町民は根拠なく減らせ、減らせというような声

があるように聞いていますけども、１０名以下では議会というものには構成がならな

いというふうに私は思っております。 

  もし減らした時には、これが最後だっていうような、町民に訴える必要もあるんじ

ゃないかなと思いますので、先程も言いましたけれども、やはりタイミングというも

のが、町民に言われたからどうこうではなく、自ら考えるべき時期ではないのかなと

いうふうに思いますので、根拠と言われたらこれは思いは銘々あると思います。 

  何の根拠が正しいのかといわれたら、本当に何が良いのかなとなると思いますけれ

ども、先程５００人という、その辺が私としてもあちこちの状況を見た中で妥当なの

かなと。それが根拠になるかならないかは別にしまして、私としては１０人がよろし

いかなと思います。 

○委員長（山崎 仁君） ご意見があればお伺いをしたします。 

  現状なのか、見直すべきなのか、この点に限って発言をいただきたいと思います。 

  岸委員。 

○１番（岸 徹也君） 私は民主政治に欠かせないコストだと認識をしていますので現

状と。ある程度の議員数を確保しなければ、地域、男女、世代間の問題を反映解決で

きないんじゃないかなという、そういう不安要素はあります。以上です。 

○委員長（山崎 仁君） 上村委員。 

○１１番（上村義雄君） 定数の部分では１６から１２に減らした定数の時には、合併
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するかしないかということから、今金町は合併しないという単独で行くということか

らの部分で、１９年に１２名でなっております。 

  その時の定数の部分では、話し合いにも、私もその話し合いに１２名という意見を

出した１人です。 

  今回、この定数の部分での、各いろんなところの調査研究をさせてもらいました。 

  結論にして言えば、私は定数は減らすべきではない、現状維持で良いというふうな

思いでおります。 

  それは人口が減少しているから、人口の減少に従って定数も減らしていくというよ

うな意見もあるでしょうけれども、しかし２元代表の片方として、さまざまな人のさ

まざまな意見、年齢層も違う、いろんな方の意見を吸収できるのは、議員が一番身近

なところでの吸収できる分野だというふうに思うわけです。 

  ですから、定数については町民のさまざまな意見を議会に反映させるためには、定

数は減らすべきではないという根拠のもとで、この現状維持ということで、私は思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（山崎 仁君） 午後２時３０分まで休憩をいたします。 

 

休憩：１４：１５ 

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。 

  休憩前に議員定数について、それぞれ現状か、それとも変更するのかということを

ご意見をいただきました。 

  このことに対して、議員間でそれぞれの思いを討議という形で実施をしていきたい

と思います。 

  よって討議の間は休憩をするということで進めさせていただきたいと思います。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山崎 仁君） それでは暫時休憩をいたします。 

 

休憩：１４：３０ 

開議：１６：００ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  討議のための、休憩中に議員定数について様々なご意見をいただきました。 

  委員長としては結論を出しかねるというのが本音であります。 

  どうか今回の討議を経て、それぞれのご意見を更にまとめていただきながら、結論

は、のちに伸ばしたいと思うんですけれども、それでよろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

○委員長（山崎 仁君） では議員定数の結論はこの次、もしくは次回以降に結論を出

すということで、きょうは時間的に中途半端な時間になりそうな気がします。よって

この課題整理の中にある１０番と１１番、この２つを先に協議いただきたいと思うん

ですけれども、いかがですか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山崎 仁君） それでは１０番と１１番を先に協議いただきます。 

  まず、事務局体制の整備・強化であります。 

  議会事務局の体制の整備強化、これは人的それからそれをサポートする機器類のい

わゆるソフトの問題、ハードの問題いろいろあると思うんですけれども、いま現状で

議会事務局の体制が整っているかどうかという判断は。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 １６：０４ 

開議 １６：１４ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  議会事務局の体制整備については、町長部局からの出向ということでは、現状止む

なしと、人材については止むなしということらしいですけれども、議会としては政策

立案機能を高めるために事務局には、ご努力いただきたい。 

サポートいただきたいということだと思うんです。よってこの部分を削除するか否

かということは、いまここでは結論は出ないと思うんですけど、そういう思いをこの

体制強化の中に謳うということは可能だと思うんです。 

ですからそこのところの文言整備ができればと思うんですけれども。他これに関し

てご意見があればお伺いいたします。 

  上村委員。 

○１１番（上村義雄君） 事務局体制に整備強化という、この部分については先程、委

員長が言ったように、強化する、政策立案するという意味では、できるだけ年数を議

会事務局の中で、いま説明では１年１１か月というふうに聞きましたけれども、要望

というか私の思いとしては、やはり３年なり４年なり、そして議会の方に良く言われ

るのが７対３で、７が議会の方で３が行政の方でというふうに言うんだけれども、

中々７対３には行かない、５分５分か、逆の場合も出てくるわけですけれども、それ

はやはり人事権の持っている部分が結果的にはそういうふうになっているんだろう

というふうに理解をするわけですけれども、しかしいま、徳田委員さんが言われたよ

うに、監査の方も兼務してやっているわけですから、そういう意味で行けば、政策立

案と監査の方の部分についても、議長の要請を理事者の方で少しでも聞き入れる体制

を整えていただきたいというふうな感じは、私は思うわけですけれども。 

○委員長（山崎 仁君） いま、上村委員からご意見をいただきましたけれども、他に

ご意見があれば。 
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  そういうことでありますので、もし可能であるか、文言の整理ができるかどうかを、

ご一任できればと思いますけど、いかがですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山崎 仁君） それでは事務局、文言整理ができるかどうかこの部分。 

それから１０番の議会図書の充実と適切な管理、これに対しては先程、徳田委員から

発言があったように、書棚を置いてそこに本があると。 

管理としては適切に管理をされているとは思うんですけれども、いわゆる蔵書が少

ない。 

  事務局、これ予算をみて蔵書を増やしているのか。 

○事務局長（成田光康君） 予算は特に見ていないです。 

○委員長（山崎 仁君） 見ていないのか。 

○事務局長（成田光康君） 毎年、みていません。 

○委員長（山崎 仁君） 徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） いまちょっと広報の委員長とも話をしたんですけれども、広報

委員会で予算を持ってですね、議会図書ということで全道の研修会あたりで随分議員

のためになるような、参考になるような本を売り出していますので、そういうところ

で広報の人に選んでもらって、毎年何冊か議員の参考になるような物を買っていく、

そういうようなことを、来年度から予算要求の中に入れてもらったらどうですか。 

○委員長（山崎 仁君） この件に対して、他にご意見があればお伺いいたします。 

  いまの提案というのは、非常に有意義だというものに思うんですけども、具体的に

予算を見て、予算のとおり予算が付くかどうか、予算要求が結果出るかどうかという

のも含めて、これもどの程度の金額が必要なのかも含めて、再度内容について、広報

委員会も中に入って協議をしますか。 

  広報委員会で協議をいただく方が良いのか。 

  日置委員。 

○７番（日置紳一君） あんまり図書の方は深くはありませんけれども、広報委員の中

に小川委員とかもおりますので、任すというのであれば相談しながらやって行きたい

と思いますけども。 

○委員長（山崎 仁君） それも含めて予算化できるのかどうかということをもう少し

時間をかけたいと思いますので。 

  この件に関しては、もう少し時間をいただきながら、予算化もできるかどうかも含

めて協議をして、この中で協議をしていきたいと思います。 

  もし広報委員会にお任せをするということであれば、それなりに基本条例の中に謳

う必要があるかもしれないし、もう少しこのことも課題として残しておきたいと思い

ます。 

  他、議会図書の充実と適切な管理、このことに関して何かありませんか。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
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○委員長（山崎 仁君） それでは事務局体制と併せて議会図書についても、もう少し

この特別委員会の中で事務方と精査をしながら、皆さんにご報告をして行きたいとい

うふうに思います。 

  ではそのように１０番、１１番については検討していきたいというふうに思います。 

  きょうは議員定数ということで、大変重いところから始まりましたが、冒頭申し上

げた通り、１から１３まで、更にその他何か協議が必要だと思われること、いわゆる

その他として該当するようなものがあれば、ここでお知らせをいただきたいと思いま

す。 

  例えば、先程、発言があったような、街角カフェだとか、そういうものについて協

議すべきだということであれば。いかがですか。 

  街角カフェですか、さっきは。森町は。 

  街角とか、カフェでとか表現の仕方がいろいろあるようですけれども、町民会議、

住民会議、こういう項目もありますから、この中でまたいろいろ協議をいただきたい

というふうに思います。 

  他、何かその他で気が付いたところがあれば。 

  モニター制度をその他でやりますか。 

  それとも町民会議、住民会議は町民との接点を持つ、モニターはモニターの方が良

いですか。 

  住民モニター制度。その他ということでは、住民モニター制度、これは議会モニタ

ー制度と言うのか、その他ではなくて１４番に議会モニター制度についてを追加した

いと思います。 

  １４番に議会モニター制度、１５番にその他ということで。 

  ということで、課題については整理をしたいと思います。 

  きょうの協議はこの辺で終了したいと思いますけど、いかがですか。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山崎 仁君） それでは協議は終了いたします。 

  次回の開催であります。次回開催については１１月８日ということでありましたが、

都合の悪い方もおりますので。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 １６：２７ 

開議 １６：３６ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  次回の会議でありますが、１１月８日を予定しておりましたが、これを中止し、１

１月１７日午前９時から、当議場において協議の続きをしていただきます。できるだ

け結論を出せるものは、次回は出していきたいなと思いますから、それぞれ精査をし

ていただきたいと思います。 
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  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山崎 仁君） では閉会としてよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

     ◎閉会の宣言 

○委員長（山崎 仁君） では本日の議会改革活性化推進特別委員会はこれにより閉会

いたします。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 １６時３６分 
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