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開議 ９時０２分 

 

    ◎委員長挨拶 

〇委員長（山崎 仁君） みなさんおはようございます。 

  早朝より特別委員会に出席をいただき、ありがとうございます。 

  いよいよ本題に入り、協議を進めてきたわけでありますが、本日も継続して進めた

いと思いますので、どうか活発なご意見をいただきたいと思います。 

  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

１１回議会改革活性化推進特別委員会を開会いたします。 

  始めに議題１、課題整理についてを議題といたします。 

  前回に引き続きということで、議員定数について、まず協議をいただきたいと思い

ます。 

  前回、討議という形で全議員からご意見をいただきました。 

  時間をその時点から時間が空き、中でも良くお考えをいただきたいということで、

それぞれお願いをしてありました。 

  ここでまた皆さんからご意見があれば、討議という形で出していただきたいという

ふうに思います。 

  なお、前回の討議の中で、見直すか、見直さないかということで、ご意見をいただ

いたところ、６名の方が見直さない、４名の方が見直すべきだと、４名の内でも２名

の方が、考え方によっては見直さない、現状ということも有り得るという。 

  こういうご意見だと思います。 

  できれば多くの皆さんの賛同をいただきながら、意見をまとめて行きたいと思いま

すので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  前回同様、休憩をした中で討議をしていただくということで進めてよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

  討議のため休憩をいたします。 

休憩  ９：０４ 

開議 １０：３７ 

 

〇委員長（山崎 仁君） 討議のための休憩を打ち切り、会議を再開いたします。 

  議員定数に関しては、これまで多くの機会を捉え、研修をし、その中で委員各位の

ご意見をいただきました。特別委員会の中でも見直すべき、更に見直す必要はない、

大きく分けて２つのご意見がありました。 

  多くの意見の中では、やはりこれ以上減らすことによって、民意を町政に反映でき

るのかという、こういう疑問の声、それから予算規模が以前より大きくなっている中
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で、今後、議会が対応できるのか。 

それから将来、中学校をはじめ大きな箱物が計画されている中で、議員の定数を減

らし、チェック機能が落ちるということに対しては、疑問があるようなご意見が大勢

と思います。 

少数の中には、やはり議員の定数を減らして、町民に示すべきだという、ご意見も

ありましたが、多くの意見が現状１２名が今金町議会には妥当だというふうに、委員

長は理解をいたします。 

  このことで、現状維持という決定をしてよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

〇委員長（山崎 仁君） それでは議員定数については、現状の１２名が今金町議会と

しては妥当であろうという特別委員会の意見をまとめたいと思います。 

  なお、少数意見も留保されるということでは、報告の中で出すようにいたします。 

  先程、少数意見の留保ということでありましたが、少数意見もあったということは

報告書の中でとりまとめされるということですので、少数意見を正式に報告書として

報告するということではありませんので、よろしいですか。 

  特別委員会の考えとしては、議員定数は１２名が望ましい。 

  しかし、そうでない意見もありましたという表記になります。 

  よろしいですか。 

  報告書は議員定数については、現状１２名が妥当だということで、報告をするわけ

です。 

  しかし、なおそうでない意見もありましたと。 

  こういう表記になるということです。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 １０：４２ 

開議 １０：４８ 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  少数意見の方もおられるようであります。 

  自ら報告書を作られるような話もあるようなので、特別委員会としては全会一致で

はありませんが定数１２名で。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） きょう、まとめを作るわけではないですよね。 

  ですから、私が言っているのは、３からずっと下の、４から下の事項について、私

が納得するようなまとまりができるのであれば、私は現状維持に賛成しますと言って

いるんですよ。 

  その担保がないから、ない中であれば、私はいまの段階では少数意見の留保をして

もらうよりしょうがないわけですよ。 
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  だからこれが私が納得できる答えが出てきた段階で、私はそれを取り下げることも

やぶさかでないですし、それからまとめを作っていただきたいというふうに思います。 

〇委員長（山崎 仁君） まとめをつくるのはこれからでありますけれども、今回、結

論を出したいということで話を進めてきました。 

  ですから委員会としての結論はこういうことだということです。 

  あとどのように判断をされるのは、それは別の話。 

  しかし、いまこの課題１、議員定数に関しては全会一致にならなかった、課題１に

対しては。そういうことであります。 

  議員定数に対しては、これをもって課題の整理を終了してよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

〇委員長（山崎 仁君） それでは、議員定数についてはそのように委員会として考え

方をまとめたいと思います。 

  次に、議員報酬であります。 

  議員報酬についても、それぞれ資料をお示しをし、視察も繰り返してまいりました。 

  いまの議員報酬が良いのか、そうでないのか、又は浦幌町のような考え方もある。 

  今金町議会として、今後どう議員報酬があるのが望ましいのか、それぞれのご意見

があればお伺いをしたいと思います。 

  加藤委員。 

○３番（加藤三明君） １番の件が一応、現状維持という方向になりましたので、私と

しては議員報酬も現状維持という思いでおります。 

  ここでどうだという、上げるという理由にはならないと私は思います。 

〇委員長（山崎 仁君） 議員報酬を上げるのか、下げるのか、現状なのかというより

も考え方、議員報酬に対する考え方などもあれば、併せてお示しをいただきたいと思

います。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） この２番の問題を、まず議員報酬を議論する前に、政務活動費

をどうするのか、この議論を私は先にするべきだと思います。 

  ここで、政務活動費を必要だという意見と、いや必要でないという意見によっては、

この議員報酬の考え方も違ってくると思いますので、そういうような取り扱いをお願

いいたします。 

〇委員長（山崎 仁君） 徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 議員報酬と政務活動費というのはまるっきり性質の違うもので

すから、どっちを先にするということはちょっと委員長も言えないんであれば、私は

政務活動費をもらわないという、その前提で議員報酬をどうするかという話をしたい

と思います。 

  それでよろしいですか。 

〇委員長（山崎 仁君） いまこちら側で考えていたのは、議員報酬と政務活動費と言

うよりも、政務活動費と議員研修、これがどうなのかなという気がしていたんですよ。 
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  政務活動費と議員研修。だから議員報酬は議員報酬として、いまの政務活動費を議

員研修にあてるということは、これは可能なことですから。 

  これを一緒に協議はどうかなと思うんです。いかがですか。 

  徳田委員、いかがですか。 

○６番（徳田栄邦君） 結局、私は報酬は上げるべきだという意見を持っていますので、

ですから報酬を上げるのであれば、政務活動費というのはもらわなくても良いだろう

という考え方なもんですから、そこでその議員定数と政務活動費というふうになると、

ちょっとニュアンス的に違ってくるんですよね。 

  その辺は皆さんどういう考えでいるのか。 

  当然、定数削減しようとする人の中にも、報酬を上げるべきだという人だとか、あ

るいは政務活動費をもらうべきだという意見も当然あるわけでしょうから。 

  ただ、私は政務活動費はもらうべきではない、きちんとやっぱり報酬として根拠を

あげて、上げてもらうべきだっていうふうに考えているもんですから、その辺いかが

ですかね。 

〇委員長（山崎 仁君） 徳田委員のご発言もそうなんですけど、議員研修の充実強化

というのがあります。 

  基本条例の中で、政策、目的、場所等を議員自らが企画をしながら理事者に要望す

るということで、議員研修はこれまでも実施をされてきました。 

  さまざまな考え方があると思うんですけど、例えば、いままでだったら所管が違っ

たら視察、議員研修も間々ならないという中であれば、政務活動費をいただきながら、

その中で所管を別にして議員としての研修を行う。 

  こういうのも考えられることだというふうに思うんです。 

  ですから、報酬と政務活動費というよりも、議員研修との絡みでいうとどうなのか

なと、私はしました。 

  中身の話と言うよりも、どれとどれがどうなんだということ、話がリンクするのか

といったら、そんなような気もするんですけど、いかがですか。 

  実際、管内でも政務活動費を活用している町もあるわけですから。 

  いま順番を相談しているわけです。 

  議員報酬と政務活動費なのか、議員研修も含めるのか。 

  日置委員。 

○７番（日置紳一君） 議員報酬の絡みで言えば、通年議会の、会期の通年制の方が絡

むんじゃないですか。 

〇委員長（山崎 仁君） 議員報酬で考えるとね。 

○７番（日置紳一君） 順番変えるのかはあれだけども、通年制議会で、いまのままと

いうと、先に報酬が決まってしまったら、仮に現状維持になった場合に通年制でやる

人がほとんどいるのかなって気がするので、その辺どうなんでしょうね。 

○委員長（山崎 仁君） いま、その絡みをお尋ねしているわけですから、どうしたら

いいですか。 
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  暫時休憩いたします。 

休憩 １０：５９ 

開議 １１：０８ 

 

○委員長（山崎 仁君） それでは会議いたします。 

  課題の２番、議員報酬は関連する部分もあるので、会期の通年制と同時に協議をし

ていきたいというふうに思います。 

  議員報酬と会期の通年制、まず会期の通年制ということを、先日、森町で研修をし

てまいりました。 

  これらを踏まえながら、通年制が必要か否か、現状が良いのか、そうではないのか、

ご意見があればお伺いしたいと思います。いかがですか。 

  小川委員 

○２番（小川ひとみ君） 森町で視察をして感じたことは、あそこは本当に必要性があ

って通年制をとらなければならないという理由があったということで、受け止めまし

た 

  そしてじゃあ、今金町はどうなのかと言って、いままできた中でそういう事情って

いうものは私は感じられないので、いままで通りで臨時議会もその都度適切に行われ

ていると思っておりますので、私は通年議会でなくても良いと思います。 

  またそういうやらなければいけない事態になった時に考えるべきものなのかなと

思いました。以上です。 

○委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。 

  通年議会については、非常に難しい部分もあるようにも受け取れました。 

  しかし、ここに課題として載っています。通年議会に対しての考え方、それぞれお

願いいたします。 

  加藤委員。 

○３番（加藤三明君） 私もいまの進め方で良いと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 他、いかがですか。 

  もし通年議会に取り組むべきだというご意見があれば、お願いしたいと思うんです

けど。 

  当然、通年議会ということで、拘束時間が多くなれば、議員報酬についても見直し

が必要なんだろうということが、出てくると思うんですけれども。 

  それぞれご意見があれば伺います。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 議員報酬と絡めた発言で良いの。 

○委員長（山崎 仁君） はい、良いです。 

○４番（向井孝一君） 通年議会については、森町で研修を受けましたけども、やはり

森町の独自の事情の中で取り組んだという経過がございますので、今金町について必

要性についてはないというふうに判断させていただきます。 
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  議員報酬については、私は定数の見直しがあれば将来的に、いまのメンバーがずっ

とやるわけにはいかないわけで、若い人がこれから出やすい環境をいまから作るため

にも、浦幌町の議員報酬の在り方を研究しながら、その方向に進んで行ければなと思

いましたけども、残念ながら議員定数が現況のままという人の方が多い中で、議員報

酬については、提案を今回できないというふうに判断します。 

○委員長（山崎 仁君） 他、いかがですか。 

  通年議会と議員報酬を考えた時に、どなたか発言をお願いします。 

  日置委員。 

○７番（日置紳一君） 通年制議会については、皆さんそれぞれお話をしていましたけ

ども、私も森町はそこの事情があったということで、私も専決でどうのこうのってあ

んまり問題になったこともないと思いますし、臨時議会、確か森町で１５回くらい年

に、通年と言いながら１５回の議会しかなかったと。今金町の場合、３月３回で６回

の定例会、あと臨時議会を７回くらいあるので、ほとんど変わっていないんですよね。 

  議会の日数は。それでこなしているわけだから、まず必要ないだろうというふうに

思います。 

  議員報酬については、先程、議員定数が最低今金町は１２名が必要だということで、

その辺、町民の人方にも納得してもらう意味では、議員報酬も現状のままで行くのが

妥当かなという意見です。 

○委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。いかがですか。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 森町の場合は、前の理事長とのもめた経過から、やっぱり議会

の招集件というのが理事者側にあったものですから、議会が議長権限で開こうとして

も、それができなかったということが、背景にあるわけなんですけれども。 

  やっぱりその何のメリットがあるかというと、メリットというのは少ないわけなん

ですけども、やっぱりそこの中の一番重要なことは職員に緊張感が生まれてくる。 

  これが一番大事なことではないのかなと思うんですよ。 

  先日もちょっと専決処分の議会の時に、委員長から指摘があったように、専決にか

けるにしても資料も何もできていない中で、じゃあ、どうやって専決をしたのよって

いう、そういうような我々から言わせると、これ違法じゃないのかというようなこと

も、いまは町長の裁量権の中では認められているわけなんですよね。 

  ですけども、今度はやっぱりいつでも議会を開けるわけですから、専決というのは

なくなりますよね。 

  そういうことを考えると、職員というのはいままで通り３月議会とか、４月議会と

か、９月議会とか、あるいは９月議会をやらないで１２月議会とかって、年３回の定

例会方式にしているところもありますけれども、やっぱりいつ議会が開かれるか分か

らないという中では、職員は緊張感を持って議会に対して望んでくると思うんですよ。 

  だからその辺のメリットを考えると、今金辺りも通年議会というものを、ただ結論

を出すのではなくて、もっともっとみんなで勉強をする必要があるのではないかと思
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うんですよね。 

  ただ、今回は通年制議会に移行するかというと、やっぱりまだまだ勉強不足ですし、

準備不足です。 

  ですから、その辺を考えるともうちょっと勉強してからかなという気はしています。 

○委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。 

  森町の場合にも、移行期間をもってやったということでしたから、やろうとすれば

手続きはちょっといま分かりませんかれども、やろうとすれば任期途中でもできるし、

そういうことを考えればいまもそうですし、改選後の議会でもどういうふうに考える

か、いまご指摘があったような、まだまだ検証が必要なのかなという気もします。 

  議長はどうですか、通年議会の実態があのようにあったという中で、今金町議会と

しては、どうあれば望ましいかなということでは。 

  村瀬議長。 

○議長（村瀬 廣君） 私も、この特別委員会に同行していただき、森町が通年議会に

取り組んだ経過については、聞いて分かりましたけれども、内容等については一長一

短あると感じてきました。 

  ただし、徳田委員が言われたとおり、確かに職員がいつ議会が開かれるということ

では、緊張感が生まれるということでは、メリットはあるんだろうなと思いますけど

も、現時点でまず理事者側から５月に専決はありますけれども、それ以外は議会に配

慮いただき、臨時議会を開いて対応しているということもあります。 

  そういったことでは、いますぐ取り組むのではなくても良いかなと思いますけども、

残りの任期の期間、あるいは改選後の議員の顔ぶれも含めながら、将来に向けて勉強

するのは必要かなと思います。 

○委員長（山崎 仁君） いかがですか。 

  会期の通年制と議員報酬の考えかた。通年議会に取り組まないとすれば、議員報酬

については現状という声が多いようですけれども。 

  次の世代に向けて議員報酬を大幅にあげるべきだという意見はありませんか。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 上げれって言う意見がないから、上げれって言う意見がありま

すので言いますけれども、やっぱり浦幌方式っていって、いままでは議員報酬という

のに根拠がなかったんですよね。 

  この浦幌町というのは、首長さんのもらっている給料の、活動日数を見れば大体３

分の１が議員さんの活動として、それに見合うだけの報酬をもらっても良いんじゃな

いかということから、首長さんの給料に対して議員報酬は何パーセントですよという、

きちんとした数字で出してきたことというのは、私は評価すべきだと思うし、これに

当てはめると本町も、もっともっとこれに近づけていく必要があるんじゃないかと思

うんですよ。 

  そうするとやっぱり議員報酬というのは、いままでは名誉職だから安くても良いん

だという考えだったけども、そうじゃないと。 
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  やっぱり若い人が十分生活できるだけの給料をきちんともらって、その中で議員活

動はこういうものだからということをアピールして、若い人にどんどん政治の世界に

飛び込んできてもらうと。 

  そういうことを考えると、やっぱりこの浦幌方式という、首長さんの３３．８パー

セントという、これに私は近づけて行くべきだというふな考えを持っています。 

○委員長（山崎 仁君） いかがですか。まだご意見があれば。 

  現状維持とそれから増やすべきという発言もありますが、大幅に減らすべきという

意見はないですね。 

  これは報酬等審議会の中で決められることであり、理事者側が提案をしながら審議

会にかけるわけですから、議会から理事者側にお願いをしてどうなるか。 

  どうなるかについても根拠をしっかり示していかなければならない。 

  もし要望するのであれば、そういう手続きを踏まなければなりませんし、皆さんか

らの考え方が多ければ、そういう要望も出るだろうと思いますけども、いかがですか。 

  川上委員。 

○９番（川上絹子君） 議員報酬に関しては、これからの若い人のことを考えると生活

給並みの報酬がなければ、若い人が職業として議員活動はできないと思います。 

  そしてあと議員報酬の中で、前に議員改革を１６人から１２人にした時に、旅費規

程もなくても良いという、そちらの方では私は賛成をしたんですけれども、これが通

年議会を目指すような形になった時には、若手の人達には旅費規定もきちんと発動し

ないとやっていけなくなると思うんですよ。 

  議会に出てきたは、会議の回数が出て歩く度に自分達の生活が段々頻拍していくと

いう形にはあってはならないと思いますので、ここは時間をかけてここら辺のところ

は話し合っていきたいと思いますし、いま現状の取り敢えずはいま現状という形では

一応考えておりますけども、若い人のことを考えた時にもうちょっと話し合って考え

てみる必要があるのかなと思っています。 

○委員長（山崎 仁君） 川上委員、いま旅費と言いましたけども、日当、費用弁償の

ことだと思うんですけど、違いますか。 

○９番（川上絹子君） 日当というか、交通機関の交通費のことです。 

  日当も全てその時に排除しちゃったんですけども、良く考えて答えを出せと、当時

の議長に、中野議長だったかな、その時にあなたの発言はあとで大変なことになるぞ

と、こう言われたんですよね。 

  その時はあまり深く考えていなかったんですけど、いまの通年議会とか若手の人が

出ることを考えた時に、やっぱりそういうことも大きな影響を及ぼしてくるのかなと

思っていました。 

  政務活動費に関しましては、会派を持ってとか。 

○委員長（山崎 仁君） 政務活動費にはまだ入っていませんから。 

○９番（川上絹子君） はい、すいません。 

○６番（徳田栄邦君） 日当はもらっていないけど、費用弁償はもらっていますよね。 
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○委員長（山崎 仁君） 日当、費用弁償という中で日当を廃止したということ。 

○６番（徳田栄邦君） 費用弁償はもらっています。 

○委員長（山崎 仁君） 旅費規定にしても、旅費規定はありますから、これは廃止し

ていないから。 

  いわゆる車馬賃というやつ。それが廃止をした。 

  他、ご意見があればお伺いいたします。 

  もし通年議会に取り組むのであれば、報酬はいまの状況ではおそらく間に合わない

だろうということが、最初にありました。 

  いまお話を聞いていた中では、通年議会に対しては中々消極的なようだと。 

  報酬についても現状ということが多く、中にはもっと考えろと言う話もありました。 

  いかがですか。他にご意見があれば。 

  まず通年議会については、取り組みが必要だと考える委員さんはおられますか。 

  他の委員さんはいかがですか。 

  通年議会の取り組みは、このことに関しても、先程、議長からもありましたように、

任期途中でも取り組むことは可能だということなので、今任期中についてはおそらく

無理なのかなという気もしますけれども、議長、そのつもりはないですか。 

○議長（村瀬 廣君） 現時点では。 

○委員長（山崎 仁君） 本任期中の取り組みは議長は考えていないようであります。 

  しかし、改選後については、その時点でまた判断ができるだろうということでは、

検証を継続すると、調査を継続するということのまとめでいかがですか。 

  通年議会に対しては、調査を継続するということで、いかがですか。 

  いかがですか。通年議会については、まだご意見があればお伺いをいたしますが、

なければ調査を継続するということでよろしいですか。 

  では、議員報酬についてはいかがですか。 

○６番（徳田栄邦君） 継続審議。 

○委員長（山崎 仁君） 議員報酬についても。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） この議員報酬については、審議会の意見も聞かなければならな

いわけなんですけど、その他でちょっと情報提供しようと思っていたんですけれども、

第３１次の地方制度調査会、いわゆる地制調において、去年の６月３日ですか、その

答申が出され、自治法の改正が決まっております。 

  いろいろとあるわけですけれども、その内容によっては３１年４月から運用される

もの、あるいは１年間遅れた３２年４月から運用されるもの、いろいろ施行されるも

の、いろいろあるわけなんですけども、その中に１番大きな問題として監査委員の選

択制という問題があるわけなんです。 

  今度は監査委員のこの中において、役割というのが非常に複雑多岐、専門性と独立

性を求められるようになってきて、それに今度は公会計の問題もありますし、いろい

ろを監査委員の役割というのが非常に多くなっていき、また専門性を求められてきて
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いることから、いま檜山の代表は今金の代表監査委員である天井さんが全道の監査委

員協議会の副会長をやっておりまして、来年その会議が今金で開催されることが決定

しているわけなんですけれども、いま非常に監査委員の在り方そのものが問われてき

ている時に、議選の監査委員の扱いは、またこれは別の機会にきちんと議論してもら

うとしても、監査委員の報酬の低さというのは、檜山管内、渡島管内は極端に低いん

ですよ。 

  道東の方の３分の１くらいなんですよね、ひどいところとは。 

  年俸制をとっているところと、月給制をとっているところといろいろあるんですけ

れども、その役割は多くなってきているのに、報酬はそのままというのはいかがなも

のかということで、いまこれも来年１年かけて監査委員の処遇改善の問題に対して、

理事者側に提案しようというような流れになってきておりますので、これも報酬審議

会において、監査委員だけ上げれば良いのかっていうと、そうはいかない、それに準

ずる他の委員さんも同じに考えていかなければいけない問題もありますので、その辺

のところも大きな問題になってくると思うんですよ。 

  そういた場合に、それじゃあ、各種委員さんの報酬を上げた時に、それじゃあ議員

報酬はどうなんだって。 

  そういう意見も当然、報酬審議会から私は出てくるような気がしますので、やっぱ

りこれらについても、もうちょっと流れを見るという意味から継続審議にしてほしい

というふうに思います。 

○委員長（山崎 仁君） 他ご意見ありませんか。 

  議員報酬については、非常に微妙なところもありますので、報酬審議会等による諮

問、答申があるわけですから、この前に、前段で理事者側とどういう話し合いになる

か、どういう提案ができるのかを含めて、これも結論を出さなければなりませんけれ

ども、概ね現状は現状としても、将来には課題が残るということで。 

  特別委員会としては、方向は出したとしても継続したことが必要だろうなというふ

うに判断しますけど、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） ではそのように、委員会としてはとりまとめをしながら、今

後においても課題として、提案をしていきたいというふうに思います。 

  次に、常任委員会の在り方を先に協議した方が、政務活動費並びに議員研修にそれ

ぞれ影響があると思うので、３番目の常任委員会の在り方ということで協議を進めた

いと思いますけど、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（山崎 仁君） それでは常任委員会の在り方、これも現状に所管常任委員会

で木古内町に一常任委員会の視察をしてまいりました。 

  それぞれ委員のお考えがあれば、お示しをいただきたいと思います。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 常任委員会の在り方ということなんですが、本議会については
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３つの常任委員会、それぞれ専門的な部分ということで、２つの常任委員会をやって

いるわけですけれども、私は非常にこの辺、皆さんで議論してほしいなってことを提

案したいと思いますが、常任委員会、例えば総務と産教と重なる部分というのは、こ

れあるんですよ、必ず。 

  そういう場合に、例えば研修だとかの部分で言いますと、所管をまたがる部分、こ

れはお互いに、私は自由に研修すべきだというふうに思うんです。 

  そこできちんとした棲み分けをして良いのかどうかっていうのも、私は皆さんで議

論をしていただきたいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） このことに対して、ご意見があればお伺いをいたします。 

  向井委員にお尋ねしますけれども、いま２つの所管常任委員会があります。 

  所管を超えるものも多々見られると。その多々見られるところで、所管外いわゆる

一方の所管外も調査の範囲に加えても良いだろうという発言だと思いますけれども。 

  いかがですか。 

  そもそも所管というのは、専門的に調査をするということで、議会もそれから理事

者側も所管を明確にしているわけですよ。 

  ですから明確にした所管を超えるということは、他の委員会に対して、他の委員会

の調査権がありますから、その絡みがどうなのかということが出てくる。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 基本条例が１９年に施行された時点では、全議員が両方の委員

会を勉強しようということで、２年交代でやった経過がありますよね。 

  やっぱりそういうことから考えると、この所管事務調査の部分は分かるんだけども、

研修部分ということについては、やっぱり色んな立場の中で所管外でする学習、ある

いは研修も私は必要だと思うんですよ。   

  今回研修に行った、どこの町だったかな、そこの例えば交代制でやっている。 

  一常任委員会のいいところはまた、先程の話に戻るんですけども、やっぱり全て網

羅して勉強をする。 

  やっぱりその辺の棲み分けがあまりにもきちんとしすぎると、やはり議員同士でギ

クシャクするものも生まれてくるし、そうではなくてもう少し広い気持ちで、例えば

総務の人が産教の何かを見に行ったって私は構わないと思いますよ。 

  やはりそういうことを進めて行くことが、私は開かれた議会に向かって行くという

ふうに私は思うので、その辺は皆さんのご意見をいただきたいと思うんですけど。 

○委員長（山崎 仁君） 徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 局長、調べて欲しいんですけど、いまは必ず１つの委員会に属

さなければならないという、自治法が改正になっていま複数にまたがって常任委員会

の委員になることができるというふうになったと思うんですけれども、道内において、

一委員会については別にして、広報を抜かして常任委員会が２つのところで、またが

って両方の委員会に所属をしているという、それを認めている議会というのがあるの

かどうなのか、その辺は調べられますか。 
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○委員長（山崎 仁君） 事務局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 実例としては、ある話はチラッと聞いていますが、実際ど

こでやっているかは把握しておりません。 

  それと他の委員会に参加する方法は他にもありますので、それらを活用して他の委

員会に出席しているというケースは聞いています。 

○委員長（山崎 仁君） 徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） ちょっとどこの議会だかはっきり記憶はしていないんですけど

も、若い議員さんに勉強機会を多く与えるべきだろうということで、１期目の議員さ

んは常任委員会の正規の議員さんじゃなくて、他の委員会を傍聴するそういうような

決まりを議員会で作っている町村もあるそうなんですよ。 

  私は、なぜ２年任期にしたかというと、多くの議員さんに多くの経験を踏んでいた

だきたいというところから、それも良いんじゃないかということで２年にした経過が

あるけれど、やっぱり専門性を求めるのであれば４年任期が良いんじゃないかと、ま

た元に戻ったわけなんでね、やっぱり次期の改選期辺りから、若い議員さんの複数委

員会所属という、これを充実して行った方が良いんじゃないかなと思うんですよね。 

  ベテラン議員さんは必要でなくても、若い議員さんは１つの委員会だけに留めてお

くばかりではなくて、町全体のことを勉強してもらうという意味からも、両方の委員

会にまたがって所属すると、これも私はありかなと思っていますので、この辺の議論

も進めて行ったらいかがでしょうか。 

○委員長（山崎 仁君） ます、いまのそれぞれのご発言というのは、常任委員会が２

つということを前提に発言されているやに思います。 

  二常任委員会で、現状、いま所管をもって実態を皆さんも承知だと思うんですけれ

ども、両方にまたがるようなものは合同委員会だと、いわゆる本会議前の常任委員会

では所管がまたがるから合同委員会で説明しますという話で終わっている。 

  合同委員会が必要かどうかというのは議運で判断するにしても、頭から合同委員会

で説明しますということの提案です。 

  理事者側にすれば２度手間になる。議会側にすると手続き上の問題で日程も２日と

らなければならない。 

  こういう中で、いま言われるような所管を超えても良いだろうとか、新人は両方に

入ったら良いんじゃないかとかと言う前に、１常任委員会を視察してきたんだから、

１つの常任委員会に全員が入れは全てが見られるわけですよ。 

  そういうところはどうかなというのが、今回の私はテーマだと思う。 

  所管をちょっとくらい超えてもって、ちょっとってどのくらいなの。 

  明確に所管を決めているわけだから、所管は所管ですよ。 

  それからいま徳田委員が言われたような、新人は２つに所属しても良いだろうとい

う話は、これは実は４年前にも同じことがあった。 

  ４年前にも同じことがあって、新人は両方に所属するという話になったらダメだと

いう話があった。  



- 14 - 

 

  そのことがいまここで復活するというのは、私は無理だと思う。 

  当時、否定をされた方がいる。ダメだと。 

  だから、私は合同委員会だとか、その手続きも含めて開催、それからいま両方の委

員会少しは良いでしょうというのを考えれば、一常任委員会をもっと協議していただ

きたいと思うんですけど、いかがですか。 

  一常任委員会にすれば、経験ある方も、新人の方も同じ委員会で専門的に調査がで

きる。それも全て。 

○６番（徳田栄邦君） 一常任委員会にしたら、拘束日数が増えてきますよね。 

○委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １１：５１ 

開議 １２：０２ 

 

○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。 

  常任委員会の在り方については、休憩中に何名の方からご意見をいただきました。 

  次回、このことについて協議を進めて行きたいと思いますので、それぞれご意見を

まとめておいていただきたいと思います。 

  なお、次回の日程について、２８日午後１時３０分であります。 

  本来であれば、ここで終結をするつもりではあったんですけれども、もし協議が長

引いた場合、２８日で終わらなかった場合、１２月１日がこちら側では空いていると

いうことで、２８日の協議次第によっては日程が入るやもしれません。 

  どうかその辺のところを、ご留意いただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

   

     ◎閉会の宣言 

○委員長（山崎 仁君） それでは本日の会議はこれをもって閉会といたします。 

  どうもありがとうございました。 

 

閉会 １２時０３分 
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