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（議員控室）開会 午後１時３０分 

 

    ◎委員長挨拶 

○委員長(山崎 仁君) 本特別委員会にご出席をいただきありがとうございます。

皆さんからの活発なご意見をいただき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。なお本日は、以前より取り上げられている選挙公報等につ

いて、当町選挙管理委員会の北見書記長に起こしいただき説明をいただけるこ

ととなっておりますので、積極的な意見交換をしていただければと思います。 

 

◎開会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) 村本委員より欠席の届出があります。 

ただ今の出席委員は１０名で定足数に達しておりますので、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。 

 

◎（１）選挙管理委員会書記長による説明及び意見交換会 

○委員長(山崎 仁君) 始めに、選挙管理委員会書記長による説明と意見交換会

についてを議題といたします。資料１です。 

  各項目①から④までありますが、これはひとつずつ行なったほうがいいのか、

一括で行なったほうがいいのか、どのようにしたらいいのかご意見をうかがい

いたします。 

  ひとつずつ行なうということでよろしいですか。 

（「よろしい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) では、各項目ひとつずつに進めていくこととします。そ

れはでは１番の選挙公報について、北見書記長から説明いただきます。 

  書記長、北見君。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） （選挙公報について説明、省略） 

○委員長（山崎 仁君） 関連がありますから、２番の選挙ハガキについても続

けて説明をお願いいたします。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） （選挙ハガキについて説明、省略） 

○委員長（山崎 仁君） 選挙公報と選挙ハガキの説明をいただきました。法的

にも含めて非常にわかりやすいご説明をいただいたと思うのですが、委員の皆

様から質疑があればお受けをいたします。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） もう１点だけ説明させていただいてよ

ろしいですか。 

○委員長（山崎 仁君） はい。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） （追加説明、省略） 

○委員長（山崎 仁君） 他町の事例も含めてご説明をいただきました。この選
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挙公報については、この特別委員会の中でハガキ８００枚よりも有効だろうと

いうご意見がありました。全戸に配布できるということでは非常にメリットが

あるということであります。委員の皆さんからご意見やご質問をいただければ

ありがたいと思います。 

  村瀬委員。 

○１１番（村瀬 広君） 福島町の例であっても、この今金町の場合も、例えば

印刷をかけるとすればどこの印刷会社になるのかが１点と。ここに封筒つめ、

発送とありますが、これは例えば今までの衆議院、参議院、それから知事の選

挙公報であれば、各自治会の代表の方へ回って歩いたとなっても、これはそう

いうふうに捉えていいのですか。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） まだ具体的な話はしていませんけれど

も、小さいのであれば可能かなと思います。ただ、サイズが大きくなると無理

な部分があります。 

○１１番（村瀬 広君） 福島町は郵送ですよね。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 郵送ではないですよ。うちの町内会み

たいな感じではなくて、福島町においては公報を配る連絡員という方がいるみ

たいなんです。うちも衆議院選挙で今回やっていますけれども、最低完了まで

に５日間。お願いしてやって、要するに来て、仕分けして、会長さんに配るの

に、仕分けして２班で配って歩いて半日かかっている。１２時に来て町内会長

さんに２班に分かれて配り終えるのには６時くらいになる。あとは一番問題な

のは、事前にそういうのをお願いしますと流しているんですけれども現実に不

在の町内会さんもおられることです。届けに行ったらいないという方もいます

し、忙しいのに、と言う方もいますし。小さい町内であれば７戸ぐらいだから

俺が配って歩くよとか。でも大和とか寒昇になると２５０戸。班長さんのとこ

ろに持っていくだけでも２０班という班数になっていますので、町内会長さん

が枚数を数えて班長さんに持っていくだけでも、もう夜になってしまうのでは

ないかなという感じ。 

○委員長（山崎 仁君） よろしいですか。 

○１１番（村瀬 広君） はい。 

○委員長（山崎 仁君） 向井委員。 

○３番（向井孝一君） 公報はいいのですが、ハガキについては８００枚という

限定があります。今金町の全世帯数が約２，６００戸ほどあるので、そういう

ことを考えると、何故俺のところにはよこさないんだ、ということもあるわけ

ですね。そういう問題から、この福島町の選挙公報の発行について考えるのを

備えたらどうだということで委員会のほうでまとまったわけですけれども。福

島町の公報に対する条例は先ほどの説明のように矛盾する部分があるので、真

似するということにはならないと思うんだけれども、大きく考えて総合的に選

挙管理委員会としては、このことが可能かどうかをまず。 



 - 4 - 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） ８００枚というのは、公選法で定めら

れている枚数を公費負担するという意味でございますので、公選法を曲げて町

で１，０００枚という話しにはならないということはご理解をいただきたいと

思います。先ほどの矛盾の部分、文章そのものを掲載するのにちょっと問題が

ある文章が出た時にどうするんだと。これは多分候補者の方と水かけ論になる

と思うんですよね。当日持ってきて例えばちょっと問題があるよと。議会がな

にやっているんだ馬鹿やろう、とか。なにやってるんだは良いとして、その後

に馬鹿やろうが付いたら、これはマズイんじゃないですかと例えばこっちが言

ったとします。いや俺の主義主張だと、これは俺が思っていることを書いてい

るんだからいいんじゃないか、ちゃんとここにそのまま載せると書いてあるじ

ゃないか、と。これでうちらが検閲する、これが良い悪いよということを判断

するのはかなり難しいんですね。下手すると選挙妨害となって、この文書では

載せませんよと言った場合、後で選挙妨害で訴えられるということも無きにし

も非ずなんですね。だから、うちらとしては選挙公報の文章の責任と言うと、

いくら個人のをそのまま載せていても、選挙管理委員会と書いてあるものです

から、そこまでの責任は持てませんよ。でも読んだ方というのは選挙管理委員

会が発行しているじゃないかと、責任持って指導もしないのかと。思いますよ

ね。例えば議員さん同士で、なんだアイツこんなこと書いておかしいとなった

ら、発行元が、第３条でちゃんとそういう変なものは除外しなさいよとなった

ら、選挙管理委員会で指導もしないのかという話しになりますよね。要するに

うちらとしては責任持てないから、原文のそのまま載せていますよ、という話

になりますけれども、受け取ったほうはそうは取らない。選挙委員会が発行し

たものと思います、多分。うちらとしては、個人の責任、個人のハガキだと、

文章的には個人の責任になりますので、そのほうがいいのかなと思っています

が。 

  あともうひとつ、さきほどの日程の問題なんですが、先ほど期日前投票がこ

れだけ、告示したら次の日にすぐ投票に来てしまう、衆議院の傾向なんか見て

いても。そうすると選挙公報が届く前に見ないままに、２５％近くの人が投票

を済ませてしまうということになります。現実に、もし選挙公報がうちで定め

る期日前に届かなかったらやはり不満を持ちますし、選挙管理委員会としての

責任なんですよ。届かない時点で。それを町内会長が届けなかったとか、班長

がとか、うちが言い訳できませんので。選挙委員会の責任です。もしその届か

ない地域の中に候補者の皆さんがいるかどうかは別として、そういう人がいた

としたら、どうしてくれるんだという話になると思います。これぶっちゃけた

話しなんですけれどね。うちとしては選挙管理委員会、以前にもこの問題で話

したこともあります。今回もそういう話ありまして、選挙管理委員会、書記長

とかとも若干話しをしたんですけれども、やっぱりリスクが大きいなと。ちょ

っと責任もって、では班長までって確認も取れないし、いなかったらじゃあ配
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って歩くのかということにもなるということで。 

○委員長（山崎 仁君） よろしいですか。向井委員。 

○３番（向井孝一君） ちょっと残念な方向にいっているなという気がするんだ

けれども。もっと前向きに考えて。確かにリスクだとか委員会の責任になる部

分というのは有るとは思うんだけれども、もっと自然に町民にアピールする、

或いは先ほどの候補者についてもこういう規定があるのでということで、その

品位を欠くような文面というのは今金町においては考えづらいものがあるかな

という気はするんだけれども。委員会の責任を１００％というのは、そこまで

行ってしまうと本当に難しい部分だと思うので、しかしながら福島町ではそう

いうリスクを抱えながらやってきているという事例もあるので、もう少し前向

きな姿勢で取り組んでいただければなと思うんですけれども。詳細については

絶対にやるとすれば、これからいろんな部分で見直しだとかしていかなかった

ら、いろんな問題が多分出てくるだろうとは思うんだけれども。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） これ、正直な話をさせてもらったとい

うことで、あくまでも選挙管理委員会の判断だということは理解していただき

たいなと。最終的に発行するかしないかは選挙管理委員会が決めることである

ということを、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 他ご意見ありませんか。選挙公報もそうですし、ハガ

キに関してもご説明いただきました。なにか疑問に思うことあれば出していた

だければ。 

○議長（徳田栄邦君） 今の向井さんの部分でちょっと私とは認識違うんだけれ

ども、町で郵送する分については８００枚までですが、自分で出す分について

はそれを超えても制限はないんでしょう。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） ちょっと確認しますね。８００枚以上

出した方っていないでしょう多分。 

○議長（徳田栄邦君） 今までにはいないですが。だから郵送料は８００枚まで

はアレしてくれるけれども。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 安易に答えられない問題なので。ここ

で言って違っていたら困るので。確認して。 

○委員長（山崎 仁君） 届出をした時に、８００枚のハガキはまずもらえるん

ですよね。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 申請書だけで。だから１００枚単位の。 

○委員長（山崎 仁君） だからそれを８００枚超える部分は自費で出せるのか

という話しですよね。ちょっとそれ確認いただいて。 

○事務局長(勝山英敏君) この後まだ質疑でそういうのがあるかもしれませんが、

それは最後にまた一括で回答をもらうように。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） では一括で。安易に答えて違うこと言

ってしまうと大変なので。特に選挙関係は。 
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○委員長（山崎 仁君） 上村委員。 

○６番（上村義雄君） 選挙公報という部分で、告示になってからでないとそれ

の扱いはできないという規定となっているということですよね。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 規定ではなくて、告示当日でないと選

挙人が確定しないということです。 

○６番（上村義雄君） ですが、要するに事前準備はそういうことをしていたと

しても、告示後でないと印刷も発行もできないという規定になっていることで

すよね。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 規定というより、普通に考えて立候補

届出を締め切らないと。 

○６番（上村義雄君） 逆に、例えば選管での事前審査やりますよね。その事前

審査の時点で、要するに審査をして。だけど告示当日にその書類を持ってくれ

ばそれで受け付けますよ、ということになる。だけど事前審査の時点でその部

分が、立候補する予定の人が届出審査を受けに来た。その時点でこの公報に関

してのある程度準備をして、そしてそれ以後に出す人は当然この公報に載せる

ということには間に合わないだろうと。だけども事前審査の時点でそれを作っ

て、告示と同時にそれを郵送するという方向性は出来ないのか。 

○議長（徳田栄邦君） それは出来ない。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 規定ではなくて、当日立候補の届出し

た人を除外するなんてことはできませんから。公共性というか、町で発行する

公報に、立候補届出した人が当日までに届け出た人が、選挙公報に載らないな

んていうことは。 

○６番（上村義雄君） ただ、今言うその選挙の規定の中にその部分が入ってい

るのか、ということ。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 規定にはないとは思うんですけれども、

作業として取り掛かるには公共性の問題で。 

○議長（徳田栄邦君） 条例の中にそういうのをうたっている。当該選挙の期日

の告示があった日に、申請しなければならないと。 

○事務局長(勝山英敏君) 現実問題ではそれでやると日程に間に合わないので、

この場合は事前にそれをやっているけれども、それはあくまでも事前にやって

いるだけで、最終はやっぱり申請。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） あと選挙がないかもしれない。やめる

人がいるかもしれない。 

○委員長（山崎 仁君） 要するに選挙に出る方を全員載せないといけないし、

出ない方は載せたら駄目だし、そして選挙がなかったら出す必要はないという。

この考え方ですね。ただ便宜上、一週間前、福島町では事前審査の時に受付を

しているということであって。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 便宜上ですね、立候補の事前審査と同
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じような考えで、文書的には事前に出していただきますよ。でも当日持ってき

た人は除外します。 

○委員長（山崎 仁君） 要するに、では選挙告示の前の日に出馬を決めて、次

の日に俺出ると言った人が原稿を持ってこなかったらどうなるのですか。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） それは申請方式ですから、原稿を持っ

てこないとそれは載せない。あくまでも当日立候補しますと来て申請書を持っ

てその場で書いてしまうと、それは載せなきゃならない。 

○委員長（山崎 仁君） 例えばその時に、今金町としてもし選挙公報を出すと

すれば、選挙ハガキは一切駄目ということか。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） いや、選挙公報とハガキとはまるっき

り別のものですから。選挙ハガキというのは、認められている制度に則ってや

るものですから、うちらが止めなさいという話しでは全然ないです。その他に

認定の選挙公報を発行するかしないかの問題ですから、ハガキと選挙公報とは

別物と考えていただきたい。 

○６番（上村義雄君） 本人がその選挙公報を俺は出さないという人はいいけれ

ども、先ほど選管で公報出すのに、その事前審査でそれ以後にやった人は載せ

るよ、というわけにはいかないという、公平性を欠くという。 

○議長（徳田栄邦君） だからその場合は名前だけ載せる。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 今金では多分そういう人はいないと思

うのですけれども、申請方式ですから、名前とか生年月日とか載せられるよう

になっています。本人が名前しかなかったら名前だけ載る。 

○６番（上村義雄君） だけど本人が載せないと言ったら、 

○議長（徳田栄邦君） 福島の場合規則のことで、これ訂正を求める場合はあく

までもその字が見えなかった部分の訂正だけであって、記事に対する訂正につ

いてはどこにも載ってないんですが、それを規則で載せるとういわけにはいか

ないのか。だから例えば、その条例の３条でうたっているけれども、これはい

わゆる、記載はしてはいけないというだけであって、そこに規制がひとつもな

いわけでしょう。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 多分私の想像ですけれども、現実これ

がＯＫですよね、先ほどいったやつ。何が良くて何が駄目だというのが曖昧で

すね。ここで先ほど言った、なにやってんだ馬鹿やろうと書いたから駄目なの

か。じゃあ馬鹿やろうは良いのか悪いのかという判断を、選挙管理委員会がも

ししたとしますよね。馬鹿やろうが良い悪いという規定はないですから、馬鹿

やろうが入っているから駄目だよ、と言った場合に、俺の選挙妨害だ、と個人

的に言う人もいるかもしれないですね。俺はこういう思いで原稿作ったのに、

選挙管理委員会で駄目だと言われたと。これが良かったら、じゃあ何が駄目な

のかと、すごい疑問に思って見ていたのですけれども。 

○議長（徳田栄邦君） ちなみにこの人は圧倒的にビリでしたよね。 
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○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 何を見ても内容を理解できない。字も

多分間違って。だからこれでＯＫなんですよ。これ本人が書いたものですから、

意味がわからなくてもＯＫなんですよね。 

○議長（徳田栄邦君） １９年の、これ全然意味がわかない。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 意味わからないですよね。だから、意

味わからないよと、多分これを受け取った人は何を書いているんだと思ったと

思うんですよ。選挙管理委員会の職員だって、回ってきた読者だってそう思っ

たはずなんですよ。 

○１０番（山本 豊君） 人の話を聞かないんだ。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 本人は何言ってるんだ、俺はこういう

思いが強いから書いてるんだと、多分言うと思うんです。これが個人の責任で

出したものならなにも言うことはないんですね。ただここに今金町選挙管理委

員会が発行するものだから、なにも指導しないのか、とかそういう話しになっ

ていく。だから究極の話、俺が書きたいこと書かせてもらえなかったから俺落

選したんだ、どうしてくれるんだと言われかねない。それはないとは思います

けれども、それは無きにしも非ずです。皆さんが良識的なことをお書きになる

のはわかるのですが、実はそういう人がいないわけでもない。 

○委員長（山崎 仁君） いかがですか。日置委員。 

○８番（日置紳一君） 公報を出したとしたらどのくらいの大きさですか。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 検討はしていないので。このサイズだ

とかですか。 

○８番（日置紳一君） 選挙ハガキをやめた上で、公報そうなればもうかなり経

費が安くなるのでは。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 安くするというより、選挙ハガキをや

めるとかやめないという話しは皆さんの話しであって、選挙管理委員会は一切

やめろとかは言えない。うちらはこれにかかった経費は支出しますよという単

費ですから。 

○委員長（山崎 仁君） それはこの委員会の中で議員相互の話し合いの中でで

てきたものだから。 

○８番（日置紳一君） ただそれを踏まえて今聞いているわけだから。両方やる

のならまだこれからの話しだから。 

○議長（徳田栄邦君） 郵送費だけだから。印刷は個人もちだ。だから５０円だ

けを出してくれということだから。 

○事務局長(勝山英敏君) ５０円と８００枚だから４万円。 

○議長（徳田栄邦君） １２人いれば４８万円。 

○事務局長(勝山英敏君) それなら選挙にならないから。１３人になれば５２万

円。 

○委員長（山崎 仁君） いかがですか。他に質疑、ご意見あれば。 
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  山本委員。 

○１０番（山本 豊君） 今やっているのは議会改革を目的としてやっているの

で。したがって、いろんな可能に挑戦するということ前提になると思うんです。

ですからできないことありきでやるということには全くない。いろんなそうい

う意味合いがありますよという局長のお話であって、それがいかんと、そうい

うことではないんですね。この議会の改革がどんなふうに推進するかというこ

とですから、可能な限りいろんなこと選択ありますから申し上げてもいいので

しょうけれども、住民にどんなふうにアピールするかというのが大きな目標だ

から。そういうことを考えていくと、出来ないことをありきにやるということ

ではない。だから可能に向かってどうするかというふうに、皆さんの意見を収

集することがいいんじゃないでしょうかという思いでいます。 

○委員長（山崎 仁君） あくまでも私達議会側からは、お願いをして条例を作

りその選挙公報を発行していただくという、そういう流れに多分なると思う。

これを制定するのは、理事者側、いわゆる今金町の選挙管理委員会がこの条例

を制定しながら実行するということですから。そこで意見があれば、これはも

う実現可能かなと思うんですけれども。まだ議会側の想いが選挙管理委員会に

届いてないとすれば、皆さんからご意見をまだいただきたいと思います。今の

時点では非常に難しいという、選挙管理委員会の見解のようであります。いか

がですか。他に意見があれば、折角の機会ですから。 

ここで整理をしておきたいと思いますけれども、特別委員会でお話いただい

たのは、ハガキを廃止してでも選挙公報を発行したほうが公平だし、全戸に届

くということではメリットがあると。それでその仕組み的なもの、法的なもの

とそれから見解をおうかがいしたと。よろしいですか。 

○３番（向井孝一君） 基本的な部分で、先ほども８００枚という、公職選挙法

に限定された数字なのか。或いは自費で出すなら制限はないのかという確認を

まずしていかないと、次の議題にはいかないと思うので。ちょっと休憩した中

で。今確認できないから。 

○委員長（山崎 仁君） ちょっと待ってください。それでは、他に関連してな

にか疑問な点があれば、まとめて問い合わせをいただきたいと思います。その

点だけでよろしいですか。 

○１番（村上忠弘君） 日置さんから出た、その経費の部分は。 

○委員長（山崎 仁君） 経費は、どちらの経費ですか。ハガキか。 

○３番（向井孝一君） 公報。 

○委員長（山崎 仁君） 公報は具体的にどうですか。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 具体的にちょっと、出す大きさだとか

で違いますので。 

○委員長（山崎 仁君） その大きさも選管が決めれるということか。 

○事務局長(勝山英敏君) 普通の新聞くらいのやつか。 
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○１番（村上忠弘君） その経費がハガキの郵送料より高くなれば、逆に経費ど

う下がるか。 

○事務局長(勝山英敏君) 全有権者と言うか、全世帯に 

○１番（村上忠弘君） だから世帯にいくのもいいんだけれども、いけそうにな

るということは 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 皆さん、ハガキと選挙公報を混同され

るんですけれども、そういう話をうちらにされても、うちは決まったものを出

すだけですから、それに私なんかが申しあわせ例えばしたとしても、出しちゃ

駄目だなんていう申し合わせは成立しないと思う。で新人さんもいる話ですし、

うちらが出す出さない、経費がどうだからとか。 

○３番（向井孝一君） 強制力はないということでしょ。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） うちにはまるっきり無いです。 

○６番（上村義雄君） さっき公職選挙法というのがあるから、それを逸脱した

ことはできないということさ。 

○委員長（山崎 仁君） いかがですか。印刷、例として福島町サイズで、どの

くらいかかるかまで問い合わせしますか。いりませんか。 

○１番（村上忠弘君） できれば調べて。 

○委員長（山崎 仁君） 書記長、それどうですか。問い合わせできますか。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） いいですよ。福島だから福島に。 

○事務局長(勝山英敏君) 去年やった経緯でね。サイズと枚数でいくらぐらいか。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） サイズはこれか。 

○事務局長(勝山英敏君) 多分そのサイズで。 

○委員長（山崎 仁君） では福島町が発行した選挙公報でどのくらい費用がか

かっているか。これを問い合わせいただくと。後ありませんか。よろしいです

か。 

（「はい」の声あり） 
○委員長（山崎 仁君） それでは書記長、申し訳ないですけれどもその２点、

照会いただきたいと思います。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） ちょっと周知してきて、もし他の項目

についても時間内にわかれば。 

○委員長（山崎 仁君） ３０分まで、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後２時２１分 

開議 午後２時４７分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り会議いたします。 

  北見書記長から問い合わせをいただいた結果がわかれば、お伝えをいただき

たいと思います。 
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○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） まず８００枚円以上のハガキができる

かということですが、これは配布枚数が８００枚ということで実質それ以上は

できない。一応、道センターに照会して確認したのはこれなんですけれども、

再度確認してみますということですけれども、できないということです。 

  ２点目の福島町の経費ですね、直近の選挙でＡ３判４ページもので、２，６

００部、単価３１円、消費税掛けて８４，６３０円。立候補者の数にもよって

変わってくるのですが、大体目安的には１０万円くらいです。新聞報告のこと

なんですけれども、告示以降２回発行可能なんですね、自費。要するにこれい

つとは言えないので、出す場合は早めに打ち合わせしてほしい。告示日と町議

選だと実際日数が少ないんですね。その中で２回まで発行可能なので発行を考

えている場合は早めの打ち合わせをお願いしたいということです。 

○３番（向井孝一君） 費用は。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 費用はなんていうのか、それぞれの基

準があって内容によって変わるので、２段まで使用可能だとかとなっているの

で。それなりの公告でこれぐらいでも５万円とかっていう話もありますので。

大きさによって変わってしまう、それは要相談ですね。２日間の間に告示以降

の掲載になるんで、２日間のうちに２回まで可能ですよ、ということです。 

○委員長（山崎 仁君） それぞれ紹介をいただいた結果をいただきましたけれ

ども、更に質疑があればおうかがいいたします。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 費用の面でいうと、福島町の２，６００部作成して約１

０万かかるということですから、相当の公費の減にはなると思うんです。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） それは私にしてもらってるんですか。

経費の減は、うちと別で話してください。うちら選挙ハガキをやめてという権

限は一切持っていませんので、ここで私に経費の話しをするのは論外ですから。 

○３番（向井孝一君） わかりました。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） ちょっと皆さん、頭の切り替えをお願

いしたい。うちの選挙管理委員会でやるべきことをやらなきゃならないのです

から。 

○委員長（山崎 仁君） 先ほども言いましたように、これは議会、今の現職そ

れから指示として出てくる方も合意があるかどうか。合意がされて、実行可能

であれば、選管が条例を制定しながら先に進んでいただけるということですか

ら、まず私達が共通認識を持てるかどうかということで、議論をいただきたい

と思います。今費用の面で言ったら局長が発言あるように、ハガキは求められ

れば出すのが当然のことだし、公報についてはもし皆が同じことをしたらプラ

ス１０万かかるだろう。あとこの有効性がどうなのかということ含めて。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） １点話ししたいのですが、皆さんの合

意と言いますけれども、合意したから経費が節減されるという観点で、選挙管
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理委員会はこのことは考えないということを改めて承知しておいてほしい。私

の立場もありますし、ここははっきり言っておかないと、誤解されたままだと

ちょっと困りますので。 

○委員長（山崎 仁君） あくまでも、議会の中での合意があってお願いをする

のかどうかということですから、という意味ですので、皆さんそれは承知の上

でご発言をいただきたいと思います。疑問な点があれば質疑をお願いいたしま

す。この点についてはよろしいですか。 

であれば、次に演説会等について、選挙管理委員会からの立場からで説明を

いただきたいと思います。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） （演説会について説明、省略） 

○委員長（山崎 仁君） 演説会についてはそれぞれあるということであります。 

○１０番（山本 豊君） 各立会演説会と合同演説会とはどこが違うのか。 

○事務局長(勝山英敏君) 第三者主催か、候補者主催か。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 合同だとやっぱり時間が一緒じゃない

ですね、やりましょという人達が集まってやりますから。立会いだと、同じ時

間同じ会場でやるということになる。１９８３年に廃止になっているが、どん

な感じだったのか。 

○議長（徳田栄邦君） よく青年会議所かなんかでやっているでしょう。国会評

論会。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） 演説会じゃないでないでしょうか。討

論の場を。なんて言うのか。 

○１０番（山本 豊君） 良く党首討論とか呼ぶけれど。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） これだと、討論会的な形式でやってい

ますよね。候補者に聞くような。これだと個人が聴衆に向かって一方的に喋る

ことですよね。 

○１０番（山本 豊君） 同時にやるのか。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） いや、昔はこうだったと思うんですよ。 

○１０番（山本 豊君） わーっと大きな声で喋るわけじゃないよね。 

○選挙管理委員会書記長（北見伸夫君） もう廃止されていると。 

○事務局長(勝山英敏君) 立会演説会の中身をやると、野次だとかそういうので

妨害があって、正式なのが難しくなってというのがどこかに載っていた。 

○議長（徳田栄邦君） だけど。暫時休憩してください。 

○委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後２時５８分 

開議 午後３時０９分 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り会議いたします。 
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  休憩中にもいろいろとご意見をいただきながら意見交換をしてきましたけれ

ども、その他全般的に選挙管理委員会にお尋ねをしたいことがあればお受けを

いたしますが、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） 個々の問い合わせもそうなんですけれども、できれば

皆さん集まった中で聞いていただければ共通認識持てると思います。 

  退席していただいてよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
○委員長（山崎 仁君） それでは業務多忙の中、選管事務局という立場で書記

長にお願いして、意義のある意見交換ができたかと思います。今後においても

是非いろんな面でご指導いただければと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。本日はどうもありがとうございました。 

 

○委員長（山崎 仁君） それでは会場を移動しますので、休憩いたします。 

 

休憩 午後３時１０分 

開議 午後３時２４分 

 

（議場へ移動する） 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り、会議いたします。 

  開会からここまで選挙管理事務局、北見書記長から様々なご説明をいただき

ながら意見交換をして参りました。特別委員会としての取りまとめに向けて、

テーマにありました選挙公報、ハガキについて、どのような取りまとめにする

かを議題としたいと思います。 

  選挙公報に関しては、経費の節減、これは町財政にとってハガキを出さない

場合のメリット、それから公報を発行することのリスク。いろいろなお話をい

ただきましたけれども、共通認識として選挙公報を発行することを委員会にお

願いするのか、それともしないで現状のままでいくのか。この辺のご意見をい

ただきたいと思います、いかがですか。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） せっかく今日まで基本条例の改革と併せてこのことも議

論してきたわけで、確かに事務局の話を聞きますとリスクだとかいろんな問題

もあるようですけれども、少なくともやはりやっている町村もあるということ

が現実でありまして、もう少しやる方向については詳細を検討しなければなら

ない部分もあるとは思いますけれども、私はせっかくここまで来た以上、議会

として選管のほうにやるように働きかけをすべきだと思います。 
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○委員長(山崎 仁君) 他の委員さん、ご意見ありましたらお願いをいたします。 

  皆さんの合意をいただかなければ、この件に関しては選管にお願いするとい

うことにはならないと思いますので、全ての議員さんからご意見をいただきた

いと思いますので、お願いをいたします。 
  村上委員。 
○１番（村上忠弘君） 私は物理的には今選管のほうから可能なようなことも取

れるのですけれども、要するにハガキだとかそういうものについてきちんとし

た申し合わせだとかそういうのが出来るのであればいいが、結局法的にはなん

の縛りはないという形であれば、今までの現状のスタイルでいいんじゃないか

と思います。 
○委員長(山崎 仁君) 他の委員さんはいかがですか。 

  加藤委員いかがですか。 

○４番（加藤三明君） 私が今進めてきた中では、選管としてはいろいろなこと

があって取り組むのは非常に難しいのかなと思いました。そういう中で、どう

してもここまで改革をしようとする意欲で来たんですから、なんらかの方法で

この機会に改革を、たとえ効力が無くとも、せめてここにいる人だけでも全員

一致の中で、ハガキの件については廃止なら廃止という方向を打ち出したほう

がいいのではないかと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 先ほど意見交換の中でも、そのハガキを廃止ということ

にはまずならないということ。これは選管の立場ではそうはならないというお

話しをいただきました。申し合わせをするかどうかということは、立候補を予

定する側の問題ですから、選管とはまた別だということ。申し入れがあったら

ハガキを出さなければいけないということも説明をいただいています。ですか

ら廃止ということは、これから出てくる人材を含めて、ここでどうなのかとい

うことです。これは回答でもなんでもありません。先ほどの選管との話し合い

の中でそのようである、ということですので。 
○４番（加藤三明君） では再度話しますけれども、そういう想いで私は今話し

たつもりなんですけれども私の意向が伝わってないようですけれども、先ほど

から話しましたようにせめてここにいる人方だけでも、こういう話まで出まし

たから、選管の立場としてはあのような話しですから、選管をどうするという

ことではなくやはりここにいる、新しい方は今金町の皆さんが出る権利はあり

ますので誰が出る出ないということにはならないと思いますけれども、せめて

ここにいる皆さんが申し合わせだけでも結構ですから、ハガキはやめようかと

いうような移行に取りまとめてもらえないかなという私なりの想いはそうです。

廃止という言葉が的確でなければ、ハガキについては出さない方向で意見統一

をしていただけないかなと思います。 
○委員長(山崎 仁君) 加藤委員にご理解いただきたいのですけれども、今ご意

見をいただいているのは、調査報告取りまとめをどうするかということであり
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ます。現職ここにいる皆さんがハガキをやめようというのは、調査報告の中に

は恐らく入れられないと思います、これは申し合わせですから。この特別委員

会として選挙管理委員会に選挙公報を発行していただきたい、ということを進

めていくのかどうかということ。この点に限ってご意見をいただきたいという

ことです。ですから申し合わせでハガキを出さないというのは、それは立候補

予定者の話し合いの中だけですから、これは選管とは関係ありません。この辺

をお間違えのないように。あくまでも選挙公報を発行してもらうような環境を

整備してもらうのか、ということです。 

  村瀬委員。 

○１１番（村瀬 広君） 事前に選管のほうからの考え方を聞かせていただきま

した。発行する以上は、選管の名前でということでは大変な責任等いろんなこ

とを考えた時に、現時点で難しいような内容でございましたけれども、今まで

の特別調査委員会の中で皆さんと話してきたことを考えれば、やはりそれをク

リアしながらも出すという方向で向かってはいかがかと思います。ただし、私

は選挙公報を出すについても、少なくとも今日ここにいる、１名欠席でありま

すけれども、現職の方が選挙公報を出すと全員一致で向かいたいという。調査

報告に載せなくても結構ですけれども、そこに向かうからにはあくまでも申し

合わせございますけれども、いる現職の方については法定ハガキについては控

えようという、選挙公報を出すんだという方向で一致していただければと思い

ます。 

それから選挙管理委員会の話で、前回の選挙投票を見まして期日前投票が２

５％も来ているのにいかがなものかということがありますけれども、このこと

については議会改革と同時に広く町民の皆さんに知らせることによって、選挙

公報が出るけれども私はもう決めているから期日前に行きます、という形にな

れば、期日前が多いから出すのはどうかなということはならないと思いますの

で。このことがもし決まれば、広く町民の方々にも次回選挙からはこういった

ことで臨むということを示していかなければならないし、今の公報を出す流れ

で福島町の例を見ますと、各自治会、町内会の方に大変ご足労を願うというこ

ともありますのでそのこともきちんと理解、それは選挙管理委員会ももしやる

となればお知らせするでしょうけれども、議会としてもきちんと地域住民にも

理解をもらいながら進めていくと、考えながら是非とも選挙公報を出すという

形に進めていただければと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見いただきたいと思います。 

  芳賀委員いかがですか。 

○５番（芳賀芳夫君） この問題については、双方が法的には有効であるという

部分と私は理解しています。ただ、今後の改革に向かっては、このハガキとい

うものを廃止しながら、この選挙公報に向かって取り組んでいく必要はあるの

かなというふうには思っています。 
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○委員長(山崎 仁君) 他ご意見をいただきます。 

川上委員。 

○７番（川上絹子君） もし公報で出せるのであれば、すごく理想だと思います。

そしてハガキの場合は８００枚という限定がありますので、やっぱり全戸に配

るのは絶対に不可能なので、公平性な面を考えて皆のところに自分の想いが伝

わるという意味では、もしこれが実現できれば公報の形というのもいいんじゃ

ないかなと思いました。 

○委員長(山崎 仁君) 他いかがですか。 

  日置委員。 
○８番（日置紳一君） 先ほどもいろいろとお話を聞かせていただいたのですけ

れども、今まで皆さんハガキを出しているような内容であれば、選挙管理委員

会が言っているようなことにはならないと思うんです。ですからハガキを出す

出さないは勝手で、公報が出た場合にハガキを出す必要があるのかどうかと言

ったら私の場合では無いと思いますので、ハガキは関係なく、この公報のほう

で進めてもらいたいなと思います。 
○委員長(山崎 仁君) 他ご意見いただきます。 

  山本委員。 

○１０番（山本 豊君） 議会改革の原点というのは、なるべく開かれた議会と

いうことが前段にあると思うんですね。開かれた議会というのは、町民に多く

のことを知ってもらうということ、町民と親しく接点を持つということが前提

だと思います。それは、なるべく沢山の人と自分達の思いを伝える、それから

町民からなるほどなと言われる、キャッチボールをする、このことが議会改革

の前提だと思っております。そういう意味では、選挙含めて自分達の想いを多

くの有権者に知ってもらう、町民も多くの公平公正に判断する場所でわかって

いただくというのが、一番最大の議会改革の原点だと思っております。したが

って、原稿の中では限られたレジメを使ってやるとすればいろいろあるのでし

ょうけれども、限られた８００枚というハガキの中では、公平公正に自分達の

想いが伝わらないのかなという思いがあります。したがって、今回おやりにな

ろうとしている公報というのは、少なくとも有権者のところに全部よほどでな

い限り届くんだろうと思います。そこでこの人はこの町のためにこんなことを

考えているのかという、まず選んでもらう基準がいろいろあると思いますが、

おおやけに見るとそういう基準を皆さんの前に披瀝をする、そして選んでもら

う基準を有権者それぞれに考えていただく。それが立候補する側にとっても当

然の権利でもありますし、選ぶ側も公平公正の原則をそこに披瀝をする。それ

がいわゆる選挙という制度の公平公正の原則だと思います。そこに一番ベター

な方法として考えられるのはこの方法だろうと思っております。いろいろな条

例や法律等に縛られている文面もあるのでしょうが、現実にクリアしていると

ころもありますから。それはやろうとすれば可能だろうと思うんです。改革と
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いうのは向かうことですから、バックではありませんから。いろんなことにチ

ャレンジをする。このチャレンジが皆さんの想いがひとつになれば可能だと思

うんですね。なるべくこの町を良くするんだという想いがこのことで伝わるの

であれば、是非皆さんの応援がそこへ行くようにご努力をされるかと思ってお

ります。先ほど申し上げたように事務的なことあるでしょうけれども、このま

とめとしてはそういう方向で進めていただくことを、いち議員として希望しま

す。 

○委員長(山崎 仁君) 他にご意見いただきます。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 同じくこの選挙公報については、現に実施されている町

村があるわけですから、それに基づいた中で今金町としても議会改革の、そし

てまた議員、立候補しようとするひとり１人の想いが共通した紙面の公報でで

きる。これは任意でもって町の選管が実施条例を作ればできるという方向でご

ざいますので、町民全員に目に触れる形を取るということは、議員又は候補者

ひとり１人が、町民に自分の政策なり立案の部分で町民に問うという機会を得

られるということでは、非常に有効な形だろうと思います。よって、これは日

数的な縛りがあって最終的には投票した後で見る人も出るでしょうけれども、

実質全員に候補者の想いが町民に伝わるということでは、一番基本となる議会

改革の部分ではスタートになりますけれども、是非これは公報を発行するよう

に、前へ進むという方向で私もその案には賛成いたします。 

○委員長(山崎 仁君) それぞれご意見をいただきました。特別委員会の調査報

告の中で実施をするという文言には恐らくならないと思います。これは選挙管

理委員会が実施をするかどうかということを決定するわけですから、その取り

まとめの段階では要請をいたします、という内容だと思います。そういう方向

で取り進めをしていってもよろしいですか。 
（「異議なし」の声あり） 

○委員長(山崎 仁君) 参与の立場で議長、なにかご意見があれば。 

  議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） それぞれ皆様方、前向きにご検討なされて結論を出した

わけでございます。これからいろいろ事務的なものがあると思うんですけれど

も、村瀬委員がおっしゃったように、当然、自治会等のご協力も得なければな

らないものですから、それらに対する、まず自治会或いは町民に対して十分議

会の趣旨をわかっていただく努力をしなければいけないと思うんです。ですか

ら期日前投票に向かっては、事前審査の時にそれぞれコピーを残しますし、当

然告示になってから印刷に回すわけですから、その前で校正をしていないコピ

ーを重ねたもので、１枚のものに閉じておいて閲覧形式ででもできれば期日前

でもクリアできると思いますので、その辺の事務的なことはこれからだろうと

思いますけれども、やっぱり議会一丸となって前向きにこういう方法で行くん
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だということで、全議員の意思統一が一番大事だろうなというふうに考えてお

ります。 

○委員長(山崎 仁君) それでは取りまとめに向かってでありますけれども、意

見を整理したいと思います。選挙ハガキ８００枚については私達がこの立場で

言及できるものではまずないということ。これは候補者たるもの要請すればハ

ガキは出せるという、それは選挙管理委員会の見解ですから、これに関しては

取りまとめの中には入れられないと思います。あくまでも候補予定者の申し合

わせという段階になると思います、これはよろしいですね。 

（「はい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) では選挙公報については、発行できるような環境をまず

整備していただくという要請をするということで、取りまとめしてよろしいで

すか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) ではそのように取りまとめに向けていきたいと思います。 

   

◎（２）政務活動費について 

○委員長(山崎 仁君) 次に、政務活動費についてを議題といたします。資料が

配布されていると思いますけれども、局長から内容についての説明をいたさせ

ます。 

  事務局長、勝山君。 
○事務局長(勝山英敏君) (配布資料説明、記載省略) 
○委員長(山崎 仁君) 今説明をいただきましたけれども、これも実現に向かっ

ては、地方自治法改正によって政務活動費ということで使用範囲が大きく変わ

ったということであります。しかしこれを導入するためには何点かのハードル

があって、私達議会としては基本条例の改正もあるし、それから政務調査費を

支給していただく場合には今説明があったように、第三者委員会によってこの

額を決定し、それをおおやけに使用使途については報告をするという義務があ

る。こういう流れでありますけれどもご意見をいただきながら、これも当然予

算が絡むものでありますのでありますから、議会だけで決定できるものではあ

りません。これも求めていく必要があるのか、それとも現状のまま私達の活動

範囲を決めていくのか、ご意見をいただきたいと思います。 

  村瀬委員。 

○１１番（村瀬 広君） 政務調査費、いわゆる活動費の件でございますが、手

元に昨年の１１月２９日の委員会資料のまとめがここに載っていますけれども、

私は現時点で今金町議会としてはこのまとめでいいかなと思っております。と

言いますのは、やはりこの議会改革の中で進めるのに一番大事なことは、その

改革、物事を変えて決めていく時に、町民や地域住民のためになるのかどうか

ということが一番大事なことだと思ってます。そういった意味では、議会改革
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基本条例作成と同時に我々の道内、道外の視察の件については、それが今金町

の将来になるというきちんとした目的を持ちながら、そして必要であれば従来

のような２年に１回ではなくて、必要であればきちんと予算に見ていただいて

行なうということも今までできていますので、現時点では私はその方向で良い

かなと思ってございます。そこに書いてある通り、まだまだ新たに制度が変わ

ってスタートするわけでございますけれども、任期中は現行のままで更に調査

研究を進めるということで、この政務活動費については私はよろしいのではな

いかと思っております。以上です。 

○委員長(山崎 仁君) 今の意見の中にもありましたけれども、もし仮に政務活

動費をということになれば、当然今任期ではなく次期に向けて、それも条例整

備をしていくということが必要になってきます。ですから、今要請をして新年

度からということにはまずならないということ。そういう中で改選後、２年後

に、今の視察等に関しては要請をしながらということを継続するのか、新たに

活動費を導入していただくのか。この辺のところに絞ってご意見をいただけれ

ばよろしいかなと思います。他ご意見をいただきたいと思います。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 政務活動費は、そもそも法定改正で活動費の名前がつい

たのですけれども、その部分で以前に国会の中で他町村から応援をするという

時に予算がないということから、将来的にこういうものを取り入れたらそれも

自由に使えるんじゃないかという発想のもと、政務活動費について調査をした

らいかがですかということだったのですが、基本的には先ほど村瀬委員がおっ

しゃったような意見と同じです。中身を見ますと非常に制約が多いんですね。

そういう中で例えば我々が２年に１回道内、道外というのを申し合わせとして

やってきたのですが、確かに基本条例ではひとつの目的をもって毎年のように

というような見方もされるのですが、それは現実としては私は非常に難しいと

思っています。そのことを可能にする可能性も含むのかなということで、この

活動費の調査を依頼したのですが、現実としてはもうちょっと考えたほうがい

いのかなという感じはしております。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見いただきます。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 政務活動費の部分については、まとめの案の中にもある

ような状況で、あえて政務活動費になったからと次の時からまた要請していく

という方向までにはいかないだろうと思います。ただ、これは議員活動だけで

なくて委員会活動の次の段階で出てくる部分ですけれども、委員会として今実

施している、立案し予算を要求して視察してくる、その部分をもう少し充実さ

せてはどうかなと思うんです。というのは、要するに議会委員会としてその部

分で今金町のために是非必要だと思うから委員会でもって調査して勉強する、

今金町に合った方向性でなにかできないかということで行ってくるわけですよ
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ね。その時に、議会委員会とそれから所管なり行政の職員との同じ認識、意識

の方向を持っていくには、今視察研修ということは行政のほうでは中止になっ

ています、それらをもう一歩深めて要請をし共に勉強をしていく。町のために

必要なこととして、行政側にも同じ認識に立てる方向性に一歩深めていくとい

う進め方、要請をするという形があっても、私はいいのかなと思うわけです。

ただ議員の中での政務活動費という部分については、今まで通りの委員会の中

でもってやっていくという形でいいと思います。以上です。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見をいただきます。 

  加藤委員。 

○４番（加藤三明君） 私なりの考えとしましましては、結論から言いますと従

来通りの取り組み方でよろしいと思います。何年後かの、時代が変わればまた

いろんな置かれている状況も変わる時はその時に取り組むという方向でいいか

と思います。今現在は、私は今まで通りでよろしいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 日置委員。 

○８番（日置紳一君） 私も結論としては今のままの取り組みということです。

個人的な政務活動費というのはなかなか今の段階で、町民の皆さんには受け入

れ難いのかなと思いますので、そう思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他にありませんか。 

川上委員。 

○７番（川上絹子君） 私も１１月にまとめで述べてある通りでいいと思います。

そういう方向でお願いいたします。 

○委員長(山崎 仁君) １１月にまとめ案ができてますけれども、その後に政務

活動費ということが出てきて検討をしているわけですから、１１月のまとめ案

はあくまでも案です。ですからもし変更があるのであれば、案は修正可能です

ので、それも含めてお考えをいただきたいと思います。他ご意見いただきます。 

  山本委員。 

○１０番（山本 豊君） 失念をしておりました。一般的には人口減に伴って各

町村の人口が減ってきているという傾向にあります。当然ながら町村合併進め

た地域でもそうなのですが、その中でこれは傾向としてですが、政務調査費を

いただいている地域というのは、定数削減するに伴って全体的な議会費の中で

定数削減、したがって議員歳費を上げるという傾向があるように拝聴をしてい

ます。ですが現行の今金の中を考えてみますと、先ほど皆さんがおっしゃって

いましたように、今の法改正というのは使い易くと言うんでしょうか。以前は

旅費をちゃんと取れるという形だったのですが、今回の場合は意外と上に広が

って旅費等、研修の中身以外にも使えるということになりました。そこのとこ

ろが自治法改正の大きく変わった中身だというふうに思っております。ですか

ら使えるから使ったではなく、以前の委員会の仕組みとは違って議会改革に伴

って、さっきそれぞれの方がおっしゃったようにそういう自分達の研修に使い
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易いように理事者から同意を得た、そういうことが背景にありますから、現行

の中ではそのことを有効に利用させていただくと、敢えて政務調査費の必要が

今日的には緊急に必要はないのかなと。時代の変化と共にあると思いますが、

任期中についてはここでまとめていくということにはならないのかなという想

いがあります。新しい時代に変わった時にはまたそれぞれ違うんでしょうけれ

ども、多分将来人口も減る中で政務調査費をいただいてもう少し上に広げて勉

強するということは可能だろうか。相手は町民ですから、町民に理解を得られ

るだろうかということになると、この積み上げした中でやっぱり必要だという

段階でよろしいのかな。したがってここに踏み込むのは時期尚早だという気が

いたしております。 

○委員長(山崎 仁君) 村上委員。 

○１番（村上忠弘君） 議会で政務活動費は使わないという決め方が良いのかど

うかというのがちょっと、私には疑問に思うところです。というのは、要する

にこれは使える部分なんだから、これはこのままで置いておいて、個人的にも

委員会等でも使って、今山本委員が言うようにこれを利用してでも調査しなき

ゃないことが出てきたら使えるような道筋も、やっぱり私は必要ではないかと

思うので、いきなり政務活動費については全く使ませんと言い切ったような方

向にはしないほうがいいんじゃないかと思います。 
○委員長(山崎 仁君) 政務調査費は求めないということで基本条例の中に謳っ

ています。そしてそれぞれ視察研修等が必要であれば、目的等を議員自らが決

定しながら行なっていくという。今回は政務調査費から活動費に変わって、政

務活動費が私達の議会として必要ですかということ。必要であればこれを財政

当局に要請をしていかなければいけない。これも議会が決定をして使いますよ

ということにはまずならないということ。その要請をしていく必要があります

かということで、今ご発言をいただいているんです。私はいるけれど私は要り

ませんという、こういうことにはまずならないということなので、今までのご

意見大多数の中では政務活動費に変更になってからも、現状のまま今金町議会

は進めていったほうがいいというご意見が多い。こういう流れなのでご理解を

いただきたいと思います。 

  村上委員。 
○１番（村上忠弘君） であれば、必要ないということでよろしいです。 
○委員長(山崎 仁君) 芳賀委員。 

○５番（芳賀芳夫君） 私は結論から言うと、現状の各委員会でそれぞれの研修

或いは視察等について、委員会としての強い要望があれば現状のままで進んだ

ほうがいいのかなと。何故かと言いますと、２回ほど視察研修についての町民

会議報告会がなされました。なかなか出席率を見ても満足できる状況にはない

のかなと。もう少し町民に対して我々議会が積極的に前に進む、そういう姿勢

が私を含めてですが、いまいち足りない部分があるのかなと自分でも反省して
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おりますが、これからの活動についてはやはり町民がきちんと我々の行動等に

ついて理解をされるような。例えば我々の議会活動においても、深く議論の趣

旨というものをきちんと捉えて、全員野球ができるそういう議会になっていけ

ば、自然と町民の信頼が得られると。そういった時点で、こういう活動費とい

うものを要求していったほうがよろしいかと私自身は思っています。いずれに

しても今町民が一番心配されていることは、予算がどうだということではなく

て、高齢化或いは人口が減っていく、若い人がいない、そういったことに対す

る不安が非常に大きいということなんです。そういったものをこの行政と議会

の間でどういう対策を講ずるかを、しっかり再構築していくようなそういう活

動をしていけば、今以上の成果が得られる。その時にはそういう政務調査費、

もしそれ以上に必要ということであれば認められる、そこまでもうちょっと時

間が必要なのかなと思っています。 

○委員長(山崎 仁君) 概ね制度改正後の政務活動費も要求しないということで、

ご意見がまとまっていると判断します。その方向で取りまとめをしてよろしい

でしょうか。 
（「異議なし」の声あり） 

○委員長(山崎 仁君) 議長、特に何かあれば。 
○議長（徳田栄邦君） 今の議会議員に一番求められているのは、政策立案能力

をどうやって向上させていくかということだと思います。そして今の委員会活

動は委員会活動として、やっぱり政策立案をしていくためには個人の活動とし

て調査研究をするための費用というものは、当然私は必要だと思います。です

から金額は別として政務活動費をもらうことにしても、使わなければ戻せばい

いわけなんです。上ノ国の事例を見たのですが、果たしてこの調査項目が町の

ために本当に活かされるのかという疑問なものにまで使っているような気がし

ています。ですからやっぱり、私はこれからもう少し時間をかけて議論をして、

次期からでもいいですから、政務活動費は政務活動費として、私は要求してい

くべきだと考えてます。そのことによって、議員自らの政策提案能力を高めて

いく努力というものが、私は必要になってくる時代が来ると思いますので、こ

こでただもらわないという結論を出すよりも、もう少し等しく皆で議論してど

うなのかということを詰めていくようなニュアンスにしていただきたいなと、

議長としては思います。 
○委員長(山崎 仁君) 特別委員会としては、今回調査報告の中では要求をする

ことはしない、という取りまとめになります。しかし今後において、もし必要

であればそういうご意見を出していただきながら、議会運営員会等でも研究し

ながら、この件に関しては継続して調査を進めていくという流れでよろしいで

すか。 
（「よろしい」の声あり） 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように取りまとめをさせていただきます。 
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  ４時３０分まで休憩をいたします。 
 

休憩 午後４時１９分 

開議 午後４時３０分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り会議いたします。 

 
◎（３）議会改革活性化推進特別委員会まとめについて 

○委員長(山崎 仁君) 次に、議会改革活性化推進特別委員会まとめについてを、

議題といたします。資料７であります。 

  以前にも、報告案をお示しいたしました。これはこれまでの内容を網羅した

ものを作りました。今日ご意見をそれぞれいただいておりますけれども、これ

らはまだ反映されておりません。これを基本として、今日いただいたご意見等

を網羅しながら、再度案を作りたいと思いますけれども、その進め方でよろし

いですか。 
（「異議なし」の声あり） 

○委員長(山崎 仁君) それでは特別委員会報告案を再度作りますので、正副委

員長、事務局にお任せをいただけますか。 
（「はい」の声あり） 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように進めたいと思います。 
 

◎（４）議会報告会について 

○委員長(山崎 仁君) 次に、議会報告会についてを、議題といたします。資料

８であります。この案に入るまえに、議長から情報提供がありますので、お願

いをいたします。 

  議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） 実は、津南町の桑原はるかさんを招いて町民会議で、若

い人達にもっと議会に理解をしてもらい、議員として立候補していただくよう

な活動ができないかと言って声をかけたわけですけれども、先進地議会である

今金町議会さんに行って私がまだ話すには未熟であるということからお断りを

されたわけでございます。道の議長会の事務局長さんに、それでは誰か適当な

方がいないでしょうかとお話をし探していただいておりました。そして１２月

の暮れにお会いしてきたわけでありますけれども、まず議会事務局長さんから

出た講師というのは、１番目が福島町議会の溝部幸基さん。２番目が芽室町議

会の平川議長さん、３番目が森町議会の野村議長さん、これらの方がいかがで

しょうかという返答をいただいたわけでございます。しかしながら、私共、議

会報告会に講師を呼ぶという趣旨がちょっと違ってまして、議会議員の勉強の

ための講師であればその方々でも結構なんでしょうけれども、ちょっと私達の
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今考えている議会報告会での講師の趣旨とは違いますので、今回はひとつ検討

をさせてくださいということで帰ってきましてけれども、私としてはお断りさ

せていただきたいというふうに考えてございますので、まずこの件に対して皆

さん方のご意見を賜りたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 議長から情報提供がありましたけれども、このことに関

してなにかご意見があれば。その方向で進めていただいてよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それでは議長、そういうことでよろしいですか。 

○議長（徳田栄邦君） わかりました。では私のほうからお断りをさせていただ

きたいと思います。ただ、それぞれどの議長さんも素晴らしい議会活動をして

おります。特に芽室町議会は本当の先端を行っている議会さんですので、是非

機会があれば、もしなんらかの機会にひとつ、今度はきちんと予算をもってや

ってみたいと考えてございますので。今回はそれではお断りさせていただきた

いと思います。 

○委員長(山崎 仁君) そういうことで、また次回に繋がるようなことでお願い

をしたいと思います。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 今議長のほうから報告があったように、そういう部分で

は、議会報告会という形ではちょっと時期的、タイミング的に無理があるのか

なということでお断りするという形でそれは了承していいんですけれども。た

だ私達議員同士の勉強という形では今後、この冬期間ではなくて、また夏の間

でもいいですからその適当なできる時期に、その津南町の議員さんを招いても

いいだろうし、また議長会のほうから言われたような人を招いてもいいだろう

し、そういう勉強会をすることも必要だと思うので、それは議会報告会という

形だけに捕らわれないで、町民を交えた中でのディスカッションなり、講演を

いただきながら私達も勉強するし、議会としてもそういう活動をしているとい

うことを町民にもアピールできるということがあると思いますので、検討いた

だきたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) その件に関しては、随時協議をしながら、可能であれば

実行に向けて努力をするということでご理解をいただければと思います。 

（「はい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それでは議会主催の町民会議、議会報告会についてを議

題といたします。町民会議については議会運営委員会で検討しながら日時場所

内容等を協議してきました。今回特別委員会を設置している中では全議員の皆

さんに周知をしながら進めていくということでこれまで来ていますので、これ

をテーマとして提案をいたします。内容についてですけれども、これらはこれ

まで議会運営員会で話しあわれてきた内容であります。局長から再度説明をい

たさせます。 
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  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (配布資料説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 町民会議については基本条例において年１回の開催が規

定されております。今年度の部分ではまだ３月まで時間はありますけれども、

具体的な内容等については今局長から説明したように、若干流動的な部分もあ

ります。これに対してなにかご意見があればいただきながら、最終的に決定す

るのは議会運営委員会でというふうに思いますけれども、その進めでよろしい

ですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) では、特にご意見やご要望等があればお受けしたいと思

います。今後、議会運営委員会で検討をし実施をしていくという、皆さんに案

をご提示するということでよろしいですか。 

（「よろしい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) では、町民会議は年度内には実施をするということで、

詳細については議運で検討をする、こういうことに決定をしたいと思います。 

 

◎（５）その他ついて 

○委員長(山崎 仁君) 本日提案をしていた議題はここまでで全てであります。 

  その他についてなにかご意見ご要望あればお受けいたしますけれども。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) 私のほうから、先ほど政務調査費という部分の中でも

いろいろ意見が出ておりましたが、政務調査費という部分が取り扱わないとい

うことになりますと、現状ある常任委員会の先進地視察というような部分が、

当然行われることになるかと思います。それにつきましては、基本条例の中で

議員自らが企画立案をして進める方向を決めるというような条文にもなってお

ります。これにつきましては、先日予算査定ということで、両常任委員会のほ

うから視察の目的等によりまして、私共のほうで予算を出して予算査定に臨み

ました。そういった中で、前の特別委員会でも少し話したこともあるかと思い

ますが、基本条例ができる前と後という考え方になりますと、それは当然変わ

るという部分もあるわけでありますが、基本的にはその進める視察の方向につ

いて企画立案をするといつでもどこでも行けるのかという部分も、ある程度で

きれば整理していただきたいというような財政当局のこともございました。１

１月の時に私のほうからも、基本条例に則ってやる中ではやはり以前の部分の、

任期中に道内１回、道外１回というような大枠の部分があるわけですから、多

分それらも踏襲をしながら、自分達としては予算要求をする上では、それらの

部分をもって財政当局とも予算要求をしたいという部分もございますので、今

一度、基本条例の中ではそういうふうにうたってはおりますけれども、取り扱

いではございませんけれども考え方として、一度整理をしていただければ、担
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当のほうとしてはありがたいと思いますので、この場を借りて一度、意志統一

的なものを出していただければありがたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員長(山崎 仁君) この件に関して特にご意見があれば、お伺いをしたいと

思います。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 基本条例の中では、各常任委員会の目的と立案した部分

について予算要求ができるというふうに言われていますが、現実的にはやはり

今局長のほうから説明あったように、今金町が単独の道を選んで公費節減とい

う、努力目標をかかげながら今日にいたっているわけです。私はそういう今言

われたことに対しては理解を示したいなと思っています。ただ、先ほど同僚議

員から行政視察等に職員が一切行かないという部分では、共通認識がなかなか

難しい、そういう部分でいろんなところに視察研修をしながらまとめて報告だ

けで終わっているというのが現状で、その辺をどう結び付けていくのかという

ことになると、やはり先ほど同僚委員の発言のように、今後同行する職員も一

緒の研修をして共通認識をもっていただけるような、そんな道をこれから皆で

検討していければと思っています。 

○委員長(山崎 仁君) この件に関しては、以前から課題でありまして、今金町

行財政改革の一環として、職員の同行をお願いした経過がありました。しかし

先ほど言った行財政改革の趣旨に則り職員の同行は認めないというのが、今金

町当局の見解であります。ご意見あったわけですから、これは改めて議運等で

も協議をしながら議長を通して要請していくことは可能であると思いますから、

またその時点でご意見をいただければと思います。本特別委員会として、その

ことを網羅するかどうかも含めてまた後日開催をしますから。 

今回、特にこれを取りまとめの中に盛り込む必要があるということであれば、

ここでご意見をいただきながらまとめには反映できるかなと思います。いかが

ですか。取りまとめの中に網羅をしてお願いをしていくといことで、取りまと

めしてよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) ではそのように、とりまとめの中にもこの言葉を入れる

ように調整をしていきたいと思います。 

  他、その他なにかありませんか。この議会報告会については、先ほど言った

ように議運の中で協議をしながらまたお知らせをしていくという流れになりま

す。それでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) その他でもなければ、次回の日程ですが、正副委員長、

事務局にお任せいただけますか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○委員長(山崎 仁君) では２月中にこの特別委員会を開催し、成案を取りまと

めたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

  それでは、その他なければ閉会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) それでは本日の特別委員会はこれで終了いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

閉会 午後４時４８分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


