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（２）その他 
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     ８番 日 置 紳 一 君       ９番 村 本 照 光 君 
    １０番 山 本   豊 君      １１番 村 瀬   広 君  
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○欠席委員（１名）  
     ４番 加 藤 三 明 君 
 
○出席事務局職員 
 議会事務局長        勝 山 英 敏 君 
 議会事務局係長       中 川 真 希 君 
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開会 午後４時０２分 

 

    ◎委員長挨拶 

○委員長(山崎 仁君) 皆さんこんにちは。本日は早朝より檜山議員研修会とい

うことで、大変お疲れのところ、議会改革活性化推進特別委員会にご出席をい

ただき誠にありがとうございました。協議を重ねてきました、皆様からいただ

いたご意見を基に、報告案ができましたので、皆さんに協議をいただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

◎開会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) 加藤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）議会改革活性化推進特別委員会報告（案）について 

○委員長(山崎 仁君) 始めに、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。お手元に資料が配布されていると思います。内容につい

て、局長に説明をいたさせます。 

  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) 朗読説明が終わりました。これまで多くのご意見をいた

だきながら、その都度開催をしてきたわけでありますけれども、報告案として

皆様にご提示申し上げます。これについてなにかご意見等があれば、お受けを

したいと思います。いかがですか。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） （１）の部分で報酬について、現在と同様の経過、決定

を尊重するというふうになっておりますが、今の報酬になっている状況でいつ

報酬審議会にかかったのかどうかをお知らせいただきたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 上村委員、今の報酬がいつかかったかということですか。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後４時１１分 

開議 午後４時１２分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り会議いたします。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) 現在の報酬になったのは平成１７年４月１日からの改
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正ということでなっておりますので、それ以前の近いうちですから、多分１７

年の３月定例会前、若しくはその前の１２月くらいにあわせた報酬審議会の日

程で行なわれたと思います。このはっきりとした日程まで必要ですか。 

○６番（上村義雄君） 今局長より、報酬審議会にかかって１７年４月１日から

この報酬になったという答弁ですけれども。私の考えが間違っていれば訂正し

ますが、この定数、報酬の部分についても議員自らが合併しないで単独で行く

という、今金町の方針に従って議員が率先してその部分を改革しなければなら

ないということから、この部分で報酬審議会にはかけないで、自ら議員がその

部分を決定したと、私は解釈しているわけです。ですから報酬審議会がいつか

かったのかということをお尋ねしたわけです。ここにあるように、報酬につい

ては現在と同様の経過、決定を尊重するということであれば、これは報酬審議

会をやって、それに基づいた決定でそれを尊重するというふうに解釈するわけ

ですけれども、現在の報酬については私は議員自らが率先垂範するべきだと、

単独で行くということであれば議会自らが率先的に定数にしても報酬にしても、

また車馬賃等いろんなものについても精査してやるべきだというふうに、私も

関わってそのように決めたと理解しているわけですけれども、そこら辺りはい

かがでしょうか。 

○委員長（山崎 仁君） 私が答弁する立場にあるかどうかということは別にし

て、この問題というのは、今日を含めてこれまで９回の特別委員会を皆さんで

お集まりをいただきながら、その都度テーマを出して皆さんにご意見をいただ

き協議してきました。今の上村委員の発言というのは非常に重いものがあると

は思いますけれども、この件に関してテーマとなった時に出していただいたと

いうことは、これを今どういう結果になるかわかりませんけれども、この文言

を変えなければならないということで受け取っていいのですか。 

○６番（上村義雄君） この特別委員会で、その報酬については私も報酬審議会

に委ねるべきだということで意見を述べました。ただ、ここに現在と同様の経

過とあるが、現在の決定した経過はどうなのかということを訊ねる。それで、

この特別委員会で質疑したのも、私は議員の報酬については特別職の報酬審議

会にかけるべきだということに私は申し上げたし、それに合意したというふう

に思っているわけですけれども。ただ文章がここでアレするとちょっと、経過

的な状況が違うのではないかな、ということから質問したわけです。 

○委員長（山崎 仁君） この件に関して、他にご意見ありますか。 

特別委員会を進めさせていただくにあたって、この報酬等に関しては自ら決

めるべきだという議論もありました。しかし最終的に報酬審議会に委ねると、

その決定を尊重するという、ここの文章にあるように、私は最終的にまとまっ

たのかなと思って文章になっているわけです。これが違うということであれば、

もう一度ご意見をどんどん出していただきたいと思います。 

  ただ今の発言に関する内容を精査するために、暫時休憩いたします。 
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休憩 午後４時１８分 

開議 午後４時２８分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り会議いたします。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) 休憩前にちょっと私のほうで、上村委員からの質問に

対しまして間違いがありましたので訂正をさせていただきます。前回の１７年

の時の改正の部分につきましては、その時も特別委員会を作って手当や車馬賃

の部分、全体をあわせて確か１０％程度減額するということで最終的に結論が

出ています。それを町側の方へ報告ということでやっています。町のほうはそ

れを受けて、その後１月２８日に審議会を開催しているようですが、それには

議会の部分については議案としては上がっておりません。先ほど入っていたの

ではないかということで言いましたけれども、その時には特別職のほうの減ら

す部分を審議会のほうでやっていただいて、議会のこの報酬の部分については

自ら減らしたということがあったので、特別報酬審議会のほうでは資料という

形でこういうことで議会のほうから資料報告をされているということで確認を

してきましたので、訂正して報告をさせていただきます。以上です。 

○委員長（山崎 仁君） 委員長からお願いをいたします。今日はこれまで議論

を重ねてきたことのまとめであります。このまとめの文言に問題があるのであ

れば、具体的な訂正をする案を示していただきながら、ご意見をいただきたい

と思います。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 今局長から経過の説明がありました。私もそのように理

解していたわけです。ですから現在同様の経過ということは、ちょっと馴染ま

ないかな、ということから申し上げさせてもらいました。休憩の中でそういう

話がありましたけれども、やはり議員の報酬というのは、これは特別職もそう

ですけれども、広く町民の有識者の意見を尊重して決めていただくということ

が良いのかなと思うわけです。ですからここの部分の、現在同様の経過という

ことではなくて、広く有識者、町民の意見を尊重する、という形でとどめてお

いてもいいのじゃないだろうかと思いますけれども、それは皆さんの意見をい

ただいて協議したいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 他にご意見ありませんか。ただいま上村委員からご提

案がありましたけれども、今のご発言があったような、広く有識者のご意見を

伺う、ということのまとめでよろしいですか。 

○１０番（山本 豊君） もう１回、定数及び議員の議会基本条例の第６章の部

分を、局長のほうから１度読んでください。 

○委員長（山崎 仁君） それはどういうことですか、具体的に。 
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○１０番（山本 豊君） 今おっしゃったようなことは、その文言の中に入って

いるということですね。議員定数及び議員報酬という第１５条です。では私の

ほうで引き続き言っていいですか。 

○委員長（山崎 仁君） 山本委員。 

○１０番（山本 豊君） 議員の報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だ

けではなく、町政の現状と課題、将来の予想と展望を十分に考慮するとともに、

議員活動の評価等を勘案するため、参考人制度及び公聴人制度により、広く町

民の意見を聴取することに努めるものとする。というふうに規定をしておりま

す。ただし、ここでは先ほど休憩中に言ったのですが、ではこの広く町民にと

いうのが、審議会に当たるのか当たらないのかというのが多分議論の焦点だと

思うんです。だからそのことが、今上村さんがおっしゃったように、ではそれ

が同様の経過ということになるのかならないのかということが多分おっしゃっ

た趣旨だと思うんですよ。ですからこの趣旨が同様だというふうに認めれば、

それでＯＫでしょうし。それに議員が自らとなると。だから具体的に言うと、

細かく細分するのはどうかと思うのですが、報酬審議会の位置付けがどこにな

るかという話しに。これに該当するのかしないのかということが、いわゆる特

別委員会の中でどんな話し合いをなさったのか、敢えて聞いておきたと思いま

す。 

○委員長（山崎 仁君） 私の委員長の立場として今までいろんな議論をお聞か

せをいただいている中で、報酬審議会イコール私は第三者委員会だと。イコー

ル議会側で今お示しをいただいた条例の中にある、広く町民の声を聞くと、こ

ういうふうに私は理解をして、これまでと同様という判断をしました。ですか

らこの中に出てきていることは、報酬審議会で町民の声が反映されているもの

だというふうに理解をしてます。これがでは、新しく議会が委員を委嘱をして、

その方々にでは誰が提案をするのかと。これは今まで通りの経過、これは過去

平成１７年に今話しがあった以前には、全てそれを踏襲してきています。です

から私はそういう判断を基に、このまとめ案を作りました。これに問題がある

のであれば、言葉を示して訂正をしていただきたいと思います。 

○１１番（村瀬 広君） 今山本委員が基本条例１５条の２項を読みましたけれ

ども、私もこの文面で今委員長が言われたようなことができると思いますので、

今日の提案については、現在と同様の経過ということで私は、このことだけ皆

さんで認識をすれば、この条例に含まれているんだよという意識を統一すれば、

この文面でいいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 他にご意見ありませんか。 

  日置委員。 

○８番（日置紳一君） 私はこれを決めた時にはおりませんでしたけれども、先

ほどから上村さんが言っていることについて言わせてもらえれば、報酬につい

てと書いて、下に現在と同様の経過ということは、一番近いその決めた時のや
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つが今言うその報酬審議会、そこにかかっていないから現在と同様ということ

にはならないという、文章の問題だと思うんです。それをさっきから言ってい

るんだと思うんです。直近の決め方が、その書かれている通りにやっていれば

この文章はいいと思うんです。だけどその時に委員自ら決めておいて、同じ経

過の決定を尊重するという文章は、今までやってきたこの特別委員会で話し合

ってきたことと変わってしまうのではないですか。書かれていることは先ほど

村瀬委員がおっしゃった通りに書かれているかもしれないけれども、直近の決

め方がそれでは決まってはいないと、そういうことを先ほどから言っているの

ではないかと思うんです。そしたら書き方だけの問題であって、そう思います。 

○委員長（山崎 仁君） 先ほどから皆さんにお願いをしています。これまで協

議議論をしてきました。報告案の中に、文言がまずければ具体的にどう変えた

らいいかをお示しをいただきながら、ご意見をいただきたいと言っています。

ですから変えるのであればこういうふうに変えたらいいと言っていただいたほ

うが、理解が早いと思います。これまで議論はしてきたし、先ほどの報酬審議

会については第三者機関、町民の声はそこに反映されているということを前提

に私は話をしてきましたから。具体的にどう変えたらいいのかをお示ししてい

ただきたい。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 報酬については、基本条例に自ら、この基本条例の１５

条、先ほど山本議員が読み上げましたように、改正理由の説明を付して議員が

提案するというふうになっていますので、これは取りまとめの文章としてはこ

のままで、現在と同様の経過、決定を尊重するということですから、私はこの

ままで良いという気はしております。 

○委員長（山崎 仁君） 他にご意見はありませんか。修正が必要であれば、言

葉を変えてご提案をいただきたいと思います。 

  山本委員。 

○１０番（山本 豊君） 誤解を招くというんでしょうか、グローバルで話し方

がわかりづらい面があるというふうに思います。いわゆるこれは条例ですから。

たぶん議会基本条例をどのように運営するかということが議会改革の基本だと

思います。従って、この条文、参考人及び公聴人というのは誰なのかという話

しになると、実はわかりづらいと思うんです。だからその文言については議運

に一任をして、適正で公正な文言に。今ここで急にどうしろというのはなかな

か大変でしょうから、委員会でこの想いを伝える文言に変更できないでしょう

か。例えば第三者委員会とか。そうなると当然そこに含まれます、それらも入

るのでしょうけれども、この参考人だとか或いは公聴人というのは、決定に至

るところでは効果がないんだと思います。字句の考え方で言うと第三者委員会

に委ねるとなるとそこに入るのかなと。報酬審議会とか公聴人というのは、実

はなんの、いつも言う委員会に入りませんから。第三者委員会となると当然な
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がらそのことが入るでしょうし、もう少しグローバルにいろんなことが含まれ

るのかなという思いがあります。そのことについては、委員会でここまできて

大きく変えるということはなかなかならないでしょうから、この想いが伝われ

ば要はいいのだろうという思いがします。ですから上村委員長が言ったような

ことも、概ねこのことに該当するのかなという思いがありますが、委員長の見

解はどうですか。 

○委員長（山崎 仁君） 基本条例の今修正ということを話しているのではなく

て、基本条例を基にして今回の特別委員会がどう調査をして報告ができるかと

いうことですから、条文の中の改正とこれは別物だと思っています。ですから

１５条で謳っている、いわゆる第三者機関的なものは報酬審議会だという理解

の中で言うと、ここに載っている今回の特別委員会の中で報酬をどうしますか

というのは、これまで通りだと私は分けて考えています。これ条例を改正する

のと、特別委員会の今の報告とは、一緒にはならないと思うんですよ。ですか

ら逆に言うと、特別委員会の報告で現在と同様の経過、決定を尊重するという

ことは、これまでの報酬審議会を通る通らないを関わらず、今までのような決

定が有り得ますよということを表現しているのかなと私は思っています。です

から、今まで通りとはなんだと言ったら基本条例に載っている故の第三者期間

がこれまで通りという中に入っているという理解をしているのですけれども、

違いますか。 

  山本委員。 

○１０番（山本 豊君） 違うと思います。このことが最終的に委員会に活かさ

れるのは、条例まで反映させるということが有り得るんだと私は思っています。

なにもなくてこれでやるのでしたら、この条例まったくこの委員会も。この条

例を基にして今言われていることを運営しているんですね、どうすればいいの

かというのは。基本になれば、そこが変わらない以上、中で運営するというこ

とにはならないと思うんですね。条例というのは限られた、国でも法律ですか

ら、その枠をはみ出るということは有り得ません。従ってそこを変えなければ

そこのことに言及するということにはならないですね。 

○委員長（山崎 仁君） 山本委員にお訊ねをしますけれども、それでは条例改

正をした後にこの話をするということですか。条例を基にして私は判断してい

るんだ、と思っていましたけれども。 

○１０番（山本 豊君） 私はこの委員会を基に、そのことがもう一度報告をさ

れて、ではやっぱり条例を改正しなければならないというところに行くものと

判断をしております。全ての協議がそこに行くものだと思っております。多分

これ言っても考え方の違い、あるいは思いの違いがあるでしょうから申し上げ

ませんが、私はそのように思っております。 

○委員長（山崎 仁君） であれば、この報酬についての今の表現の仕方によっ

て、後に条例改正を必要とするということでいいんですね。 



 - 8 -

他にご意見はありませんか。 

それでは、最終的にこの報告案について、文言をどう変えたらいいのかをお

諮りいたします。 

上村委員。 

○６番（上村義雄君） この報酬についての部分では、先ほど山本議員が言われ

たように第三者機関に意見聴取をし、それを基に尊重をするというふうな、決

定を尊重するという。そこは決定ではなくて、決定するのは議会が決定するわ

けですから、その部分ではその第三者機関に意見聴取し尊重するというような

ことでいかがでしょうか。 

○委員長（山崎 仁君） もう一度お願いできますか。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 基本条例の部分についてはこの通りでいいと思うので、

条例に基づき第三者機関に意見を聴取しそれを尊重する、でいいのではないで

しょうか。 

○委員長（山崎 仁君） 訂正する文言について、局長から説明いたさせます。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) 最初の部分ちょっと聞き漏れたのですけれども、また

違えば補足をお願いしたいと思います。第三者機関の意見を聴取し、それを尊

重する。 

○６番（上村義雄君） それは訂正、その見直したのは、条例に基づき。 

○事務局長(勝山英敏君) 最初条例に基づき。ではもう一度説明させていただき

ます。基本条例に基づき、第三者機関の意見を聴取し、それを尊重する。でよ

ろしいですか。 

○委員長（山崎 仁君） ただいま修正された文言が出されましたけれども、こ

のように決定してよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長（山崎 仁君） ではそのように修正いたします。 

  他ご意見等ありませんか。 

○議長（徳田栄邦君） オブザーバーですがよろしいですか。 

○委員長（山崎 仁君） 議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） 今のような条文に直すとしますと、この１５条の２で議

員活動の評価等を勘案するため、と書いてあるので、これらについても報酬特

別委員会のいわゆる第三者委員会に委ねる、ということになるのですか。 

○委員長（山崎 仁君） 私が答弁する立場にはないのですけれども。それはど

うなのでしょうか。 

○議長（徳田栄邦君） だからその辺の矛盾が出てくると思うんですよね。今の

条文に、例えば特別委員会で報告をするとすれば。私はやっぱりそれよりも、

これは別問題ですけれども議会運営委員会の中で今のような意見があったのを
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踏まえて、この条例そのものを改正していかなければ私は矛盾が出てくると思

うんです。と言いますのは、この議員定数や報酬については議会が自らが決め

るとはなっておりますけれども、ではどこからの意見も聞かずに議会だけで勝

手にそういうものを決めていいのかという捉え方をする人もいるわけなんです、

町民の中には。ですからその辺のところ誤解を招かないような基本条例の中身

というものも変えていって、いや違うよと、報酬や定数を決める時には広く町

民の意見も聞くし参考人制度も聞くし、第三者委員会のいわゆる特別報酬委員

会の意見も広く聴きながら、最後は議員が決定するんだよという、その想いを

きちんと伝えるような基本条例でなければ私はならないと思いますから、でき

ればその辺のことも踏まえて特別委員会の報告というのがあまりにも条例とか

け離れたものにならないように私はしてほしいと思います。必要があれば条例

改正を議運の中で話してもらったほうがいいのではないでしょうか。 

○委員長（山崎 仁君） これまでの議論の中でご意見をいただきたいという内

容は、条例改正のお話を私はしているつもりではありません。今回の特別委員

会の報告の文言について、皆さんからの修正なりご意見をいただきたいという

ことでお願いをしてありました。条例改正はもとより、議会運営委員会で諮る

ということでは決まっておりますから。それもこの特別委員会の中で確認され

ている事項だというふうに私は理解をしています。ですから今議長がおっしゃ

ったような条例改正と条例を基に今回は特別委員会が改革活性化をどうするか

ということを協議していく。条例改正の話しとは別だと、私は先ほどからそれ

はお願いをしているつもりですけれども。ただ今の議員報酬の文言については、

委員の皆さんからこういう言葉に変えろということですから。 

○委員長（山崎 仁君） 向井委員。 

○３番（向井孝一君） 先ほど議長のほうからもご意見ありましたように、私も

議長と同じ考えなのですが、これまとめの部分でその９回の特別委員会の中で、

きちんと第何条についてはいかがですかという議論はしておりませんよね。基

本条例を基にして、例えば常任委員会の在り方だとか、議会の本会議の在り方

だとか、そういう大まかな話をしてきたことはアレなんですけれども、第何条

をどうしますかという議論にはなっていないと思っておりますので、私はやは

り、まとめはまとめの報告としてやっておいて、具体的な基本条例の第何条の

部分については議運の中でもう少し議論して具体化していくべきかなと考えて

おりますけれども。 

○委員長（山崎 仁君） 私もそう思っておりました。ここで基本条例を変更す

るという話は、私は今回の立場では話ししていません。報告案について、ご意

見と修正があればいただきたいということをお願いしています。基本条例の改

正の必要があるのであれば、しかるべき手続きを踏んで本会議で決定をしてい

くという経過になると思います。更に、今回の特別委員会の議論の基本にある

のは、基本条例です。それは皆さん承知をして議論をしていただいていると思



 - 10 - 

っていますから。 

  村瀬委員。 

○１１番（村瀬 広君） 先ほど同僚議員の意見から、局長からの変更の内容を

聞きましたけれども、私もその条例に基づき第三者委員会と限定してしまうの

が、この条例でいろいろ書いてあります。先ほど徳田議長も言いましたけれど

も、いろんな、広く町民それから参考人或いは議員活動の評価と勘案といろん

な文面で、これは総合的な中でやると。このことが現在と同様の経過、そして

決定を尊重するということで。私はやっぱり報告についてはこのままの文面で

いいかなという気がします。あまり限定してしまうと、条例と差異が出てくる

と思うのですが、いかがでしょうか他の皆さん、以上です。 

○委員長（山崎 仁君） 他ご意見ございませんか。案に示した現在と同様の経

過、決定を尊重する、を先ほどの基本条例に基づき第三者機関の意見を聴取し、

それを尊重する、に変えると。若しくはまだ修正を要する案がありましたらお

示しをいただきたいと思います。いかがいたしますか。 

  日置委員。 

○８番（日置紳一君） 現在の報酬というのは１７年となっておりましたけれど

も、基本条例ができたのは何年ですか。１９年ですか。 

○事務局長(勝山英敏君) １９年です。 

○８番（日置紳一君） では今の報酬が決まっている上で新しくこういうのが作

られたということですね。それであればこの文言でもいいのかなという気もし

ます。 

○委員長（山崎 仁君） 他に修正される文言、それから意見等があればお聞き

をしますけれども。 

  まず、修正が必要かどうかという判断をいただきたいと思います。 

○１１番（村瀬 広君） ちょっと休憩していただけますか。 

○委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後５時０５分 

開議 午後５時２７分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り会議いたします。 

  委員の皆さんに確認をいたします。これまで都合８回、この特別委員会を開

催し、今日は９日目です。これまでそれぞれの課題に対して議論を尽くして今

日はその結果、まとめをしたいというふうに考えています。確認です。審議は

終了して、まとめに入ってよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) ではそれぞれ修正が必要な文言があれば、その修正案を

出していただき先に進めたいと思います。まず課題でありました議員提案によ
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る課題整理ということで、選挙等について。議員定数、報酬、選挙公報であり

ます。これに修正するべき案があればご提案をいただきたいと思います。 

  村瀬委員。 

○１３番（村瀬 広君） まず①選挙等についての議員定数でありますけれども、

報告の中でそれぞれ町民とのこれからも懇談会等があると思います。いろんな

ことを考えた時に数字をはっきり出すのはいかがかなと思いますので、私は議

員定数については現在と同様の定数を維持する。それから次の報酬についてで

ありますけれども、これもいろいろ休憩中に議論がありましたけれども私は、

過去と同様の経過決定を尊重する、という文言の整理でよろしいかと思います

ので提案いたします。 

○委員長(山崎 仁君) ただいま文言の修正が提案をされました。他に修正をす

る案がありましたらお知らせをいただきたいと思います。そのような修正でよ

ろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) ではそのように修正をいたします。次に、議員活動等に

ついてであります。同様に修正が必要と思われる文言があればご提案をいただ

きたいと思います。これでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) 次に進みます。③委員会活動等についてであります。こ

の件に関して修正が必要な文言があればお伝えをいただきたいと思います。あ

りませんか。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 委員会活動の部分では、今までの協議の中で行政視察に

おいては町職員の同行も必要と考えるという文章を加えていただきましたので、

委員会の活動と行政とが共通認識に立つという部分では、この部分をおおいに

入れていただいたことを評価し、この部分については委員会として自立した委

員会活動ができるというふうに捉えますので、了とします。 

○委員長(山崎 仁君) 他ありませんか。次に進んでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長(山崎 仁君) それでは、④議会活動についてです。修正が必要だと思

われる文言があればご提案をいただきたいと思います。何かありませんか。よ

ろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それでは再度お諮りをいたします。３月定例会に特別委

員会報告として、ただいまお示しをし修正をしたものを報告をしてよろしいで

すか。 

  村瀬委員。 

○１１番（村瀬 広君） 途中に申し訳ないのですけれども、②議員活動等につ
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いてとあるのですけれども、上から５段目、それぞれ政務調査費を持たず委員

会単位での各種調査を目的、場所、期間等とありますけれども、理事者側にそ

の都度予算要求を行うということでとり進めてきたが、任期中はこれを継続し、

とあるのですが、これを謳ってしまうと任期中を過ぎれば継続しないと取られ

るので、任期中を消したらどうか。進めてきたが、これを継続しつつも並行し

て政務活動費の調査、という文章のほうが私はいいかと思ったのですが、いか

がですか。皆さんがそれでよければこれ以上は言いませんけれども。 

○委員長(山崎 仁君) 他、この件に関してなにかありませんか。それぞれ４つ

の課題については修正を加えながら進めてきましたけれども、更に追加の修正

の言葉が出ました。これをこのように修正してよろしいですか。ただ今提案さ

れた再修正について、そのような再修正を加えることでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) ではその修正箇所を局長に朗読いたさせます。 

○事務局長(勝山英敏君) 途中からになりますが、政務調査費のところで４段目

の後半からになると思いますが、理事者側にその都度予算要求を行う考えの基

で取り進めてきたが、これを継続し並行して政務活動費に関する調査、情報収

集等を行ない、必要性を協議することとする。ということで、任期中はという

部分を削ってはということで認識しましたが、それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) 以上でよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それではもう一度お諮りをいたします。今回の報告案を

３月定例会で報告することに決定をしてよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それではそのように進めて参ります。 

 

◎（２）その他について 

○委員長(山崎 仁君) その他、なにかありませんか。 

（「ありません」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) なければ閉会してよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
 

    ◎閉会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) それでは特別委員会はこれをもって使命を了します。報

告書を３月に提出をするということでありますので、これまでのご協力ありが

とうございました。本日は閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

閉会 午後５時３８分 


