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 平成２５年８月議員定数等調査特別委員会 

                     

平成２５年８月２日（金）   

 

○議件 

 （１）課題整理について 

 

   ・議員定数 

 

   ・議員報酬 

 

   ・政務活動費 

 

 

（２）その他 

 

 
○出席委員（１１名） 
 委員長 ２番 山 崎   仁 君  副委員長 ３番 向 井 孝 一 君 
     １番 村 上 忠 弘 君       ４番 加 藤 三 明 君 

５番 芳 賀 芳 夫 君       ６番 上 村 義 雄 君 
７番 川 上 絹 子 君       ８番 日 置 紳 一 君 
９番 村 本 照 光 君      １１番 村 瀬   広 君  

    １０番 山 本   豊 君      (議 長 徳 田 栄 邦 君) 
 
○欠席委員（０名）  
 
 
○出席事務局職員 
 議会事務局長        柏 田 泰 明 君 
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開会 午前９時００分 

 

    ◎委員長あいさつ 

○委員長(山崎 仁君) おはようございます。時節柄、なにかと行事多忙の中、第３回

議員定数等調査特別委員会にご出席をたまわり誠にありがとうございます。いよいよ

これから課題を整理し、議論を始めていきたいと思いますので、委員の皆さんには、

きょうよろしくお願いいたします。 

 

◎開会の宣言 

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

３回議員定数等調査特別委員会を開会いたします。 

  これより議事に入りますがその前に、前回の第２回特別委員会で話し合われたこと

を、事務局長より朗読をしながらもう一度報告をさせていただきます。 

  局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） （資料朗読説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) ただいまの確認について、何か質疑ありますか。 

  なければ議事に入ってよろしいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは、これより議事に入ります。 

 

◎（１）課題整理について 

○委員長(山崎 仁君) まず、課題整理ということであります。議員定数、議員報酬、

政務活動費のこの３件であります。１件ずつ確認をしながら進めていきたいと思いま

すが、その進めでよろしいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように進めさせていただきます。 

  まず、議員定数についてであります。このことに対する考え方、それから今後の対

応、更に視察等も含めて調査が必要かどうか、ご意見等があればお伺いをしたいと思

います。 

  日置委員。 

○８番（日置紳一君） 議員定数については、前回の特別委員会で議員の考えは決まっ

ているものと思っています。それで町民の皆さんにお伺いをするということで、今回

のこの特別委員会がやるということになったんだと思いますけれども。我々の考えを

町民の皆さんに説明するのか、またそこで一から町民の意見を伺うのか。多分私の考

えとしては、こういうことで５千人を切らない限り、今の定数でいいというそういう

考え方で議員の中では決まったと。ただそれを町民会議なり何かの場で説明をすると

いう形しかないんじゃないかなという感じは持っているんですけれども。 

○委員長(山崎 仁君) そういう考え方、議員定数等についてはもう話が終わった。更

に町民会議で説明する場合という、そういう方法も含めて、他にご意見があればお伺

いをしたいと思います。 

  村上委員。 

○１番（村上忠弘君） この特別委員会を設置したということ、今同僚の日置委員さん

が言うように、議員定数については前回で話がついたというふうに私は認識しており

ます。要するにその議員定数については、今回定数減在りきの方向で議論すればいい
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のか、その辺委員長の考え方としてはどうなのですか。 

○委員長(山崎 仁君) 私の考えというよりも、これまでの経過経緯を皆さんと考えて

みたいんですけれども、前回の議会改革活性化調査特別委員会において、議員定数は

皆さんのご意見をいただきました。定数・報酬についてすべてご意見をいただいた中

では、報告書にまとめる段階までいきました。報告書案が出来た時点で皆様にお示し

をしたところ、これは広く町民の声を聞くということが必要だということを受けて、

特別委員会調査報告はその旨になりました。その報告を議長にし、議長から広く町民

の声を聞くということを加えて、もう一度協議をしたほうがいいということで、特別

委員会設置の発議がありました。ですから皆さんの考え方や意志が、定数はもう前回

の話し合いで決まっているという確認がされるのであれば、次の段階。いわゆる町民

の声を広く聞くという、このことに変わっていくのかなという気がするのですけれど

も。この部分について多くの意見をいただきたいと思います。 

  村瀬委員。 

○１１番（村瀬 広君） いま議員定数に対する考え方、委員長からありまして、前回

の委員会にありました先進地視察の件も含めてちょっと私の考え方を述べさせていた

だきたいと思います。 

  今金町の議会、定数減で１２人にした後はですね、１２名にしたときに二つの常任

委員会がやはり議会として必要だという確認をしながら今まできました。１２名を切

った今までの町村の例を見ると、常任委員会を一つにしたと。それは人数の関係だと

思いますけれど、一つにした町村もあるということでは、やはり１２名を切るという

ことはそういうことも考えなければならないということでは、１２名を切って常任委

員会を一つにしてやっているところの、例えば弊害等が無いのかどうか、その辺をや

っぱりきちんと我々は勉強した中で、定数を維持する或いは減にするという議論はや

っぱりしたほうがいいかなと思います。 

加えて、このあとに来ます政務活動費等も、うちは政務活動費やっていませんけれど

も、去年からかけてそれぞれの常任委員会が産教であれば道内研修視察、或いは総務で

あれば道外と計画しましたけれどもそれが受け入れられなかったということで、いろん

な中で同僚議員から、これであれば政務活動費をきちんとやったほうが皆で視察研修行

きやすいよな、なんて話もありましたけれども。うちの場合は今まで慣例でやってきた、

任期中に道内・道外に１回という壁を無くして、きちんとした目的と内容があればとい

うことできてますけれども、そういった今回、議員会そういった話もございますので、

そういったものも兼ねて、政務活動費を取れる議会の研修も良いかなと思います。 

  それから、先ほどから議員定数等の考え方を通して町民への説明をするということ

ですけれども、そのことについても先ほど言ったようにきちんとした在り方、常任委

員会一つになるとその辺こういう弊害が出るよ、ということを皆で共通の認識を持っ

たうえで議論したほうがいいかと思うので、先進地事例と。そしてあとでまた議論を

深めるかと思いますし。 

前回３月に報告した中で、それぞれ公聴人或いは参考人の制度を使えとありますけれ

ども、実際に考えてみるとどうやってやったらいいのか、大変取り組みが難しいと思う

んです。そういった場合では、私はこの広くもっと、例えば北海道の町村議会事務局等

に勉強しながら、どういった考え方でこの参考人或いは公聴人というのを取り組むのが

いいのかということをもっと勉強したいなと思いますけれども、もしそういうのが委員

長のほうでも考えがあれば、是非そういった先進地事例も検討しながら更に議論を深め

ていければなと思っています。 
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○委員長(山崎 仁君) ただいま村瀬委員から発言がありました。これは視察も必要と

いう内容でありましたし、たまたま政務活動費はこれからの議論なのでそれも併せた

視察の必要性というものを発言していただきました。この部分に関して、議員定数そ

れから報酬、これらについては広く町民の声を聞くということが必要だということが、

特別委員会で話し合って結果が出たという流れですから、その辺に関してもう少しご

意見をいただきたいと思います。いかがですか。 

  暑いようであれば、上着を脱いで議論に参加いただきたいと思います。 

  他にご意見ありませんか。まず、定数についての考え方。ご意見としては、前回の

特別委員会での協議で議会の意思は決まっているだろうという。こういう発言があり

ました。このことをまず、どういうふうに整理をしていくか。いかがですか。 

  川上君。 

○７番（川上絹子君） 前回の特別委員会の中で、議員定数、報酬に対して皆の個々の

意見を聞いて、きちんと意見がまとまっているのに今になってまた、広く町民の声を

聞かなければならないという意見が出て、今回のやり直しの委員会をしているんです

けれども、その時その時皆真剣に検討したはずだと思うんです。そしてまた、その時

に何か言葉尻がひとつ足りないからということで、またこういうふうにやり直しをす

るというのは、その時の委員会がすごく軽視されているような気がしてあまり良い感

じは受けなかったんです。 

そして議員定数だってある程度は、１２人くらいいないと公正な。私なりに考えたの

は、定数も人数がある程度いないと、公正で公平な判断ができないかなと思ってあまり

人数を切ることに対しては賛成できなかったから、私は前回の１２人でいいという言葉

で話をしたし、報酬に対してもこれ以上議員報酬を切ったなら、もっと若い人の出る道

を作ってあげなければならないのにある程度の仕事が、副業としてやるような形の人し

かここの議会に出てこれないような状態の議会の在り方になるのであったら、やっぱり

ちょっとここは間違っているかなと思うので、今の報酬からは下げることが絶対にない

ほうがいいと思うし、それも前回の委員会できちんと話をしたつもりなのですが。 

そういう意味で、前回の話し合ったことが一体これ、皆新たに、振り出しに戻して話

し合えということなのでしょうか。私はちょっと、今回の委員会の案内が来たときに、

何を言おうとしているのかなと。町民の声を最初に聞かなければならないのであれば、

最初にこの話をしてくれて、町民の話を聞いてから委員会を何度も開けば良かったので

はないかなと思うんですけれども。と私はそういうふうに考えました。 

○委員長(山崎 仁君) 他にご意見ありませんか。いかがですか。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 各委員が言われたことはもっともだし、またこの特別委員会で

その定数について、前回の会議では１２名でいくという結論を出したということも承

知しているし、その通りでいいかと思っております。ただ、議会のこの基本条例を制

定されて、基本条例の６章第１５条でもって議員定数及び議員報酬ということについ

ての、これは１５条の２項に定められている部分がある。ですから、当然その議会と

して特別委員会でもって議員は１２名でいくということであれば、同僚の村瀬委員が

言われたように、自分達のその１２名の定数ということが正当性そして公平性におい

ても、町民に説明責任をきちんとできるように議論武装することが必要であり、それ

をもとによってこの参考人制度及び公聴人、この部分の制度を活用するということに

ついては、どういう形でやったらいいのかということを道の議長会のほうに意見を仰

ぎながら進めていければ、この基本条例に則った中での、議会としては１２名でいき
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ます、それには委員会として議会が委員会制度をきちんと重視してやっているわけで

すから、委員会審議を維持するとすれば１２名というのは当然必要であるということ

からの説明もできるし、また、各委員がそれぞれの理論武装できるような意見討論も

これは必要かなというふうに思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他に意見ありませんか。ご意見があればお伺いをいたします。 

  村本君。 

○９番（村本照光君） 今それぞれ同僚委員からいろいろ発言あったのですけれども、

私もこの特別委員会で議員定数等、この特別委員会を立ち上げたときに、一般の町民

はこれを見てどう思うかなということをちょっと感じたのですけれども。次回に向け

て定数減ということが頭に出てくるのかな、という感想を持っていました。 

しかしながら先ほどから皆さん言われている通り、私も議員定数等と議員報酬につい

ては現行でいいと。現状維持が良いということで、委員皆の総意がはかれたかなという

感じは持っていました。また、政務調査費についてはこれから研究していこうと。研修

も含めてこれから検討していこうというような中身だったかと思っていますので、私も

これから特別委員会の役割としては、先ほど村瀬委員が言われた通り、どうやって私達

の総意を町民の皆さんに理解していただくか、ということでの取り組みが大事かなとい

うふうに思っています。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見があればお伺いをいたします。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） それぞれ今回の特別委員会の継続調査ということでのご意見を

聞いたわけですが、やはりそれぞれのご意見というのは何も間違ったことを言ってな

いわけですよね。やはり一番最初の出口の段階で、上村委員長から言われたように、

条例の中で謳っているにもかかわらず、この部分が欠落していたという部分での発言

だったような気がします。 

思いは、それぞれが現況の今金町の人口の減少率を見ても、檜山管内では一番緩やか

な減少率、６千人は切っておりますけれども、この人口のあれからいくと、この１２名

の議会構成というのは異論のないところだというふうに皆さん思っております。しかし

ながらそうはいっても、議長発議において特別委員会を継続するということに決定いた

しましたので、これをそれではどうするんだということになると、先ほどらい村瀬同僚

委員から言われておりますように、調査させるところはきちんと調査をして、我々の想

いをいかなる場合があっても町民の皆さんに理解をしていただくという説明責任です

か、そういう方向に向けてこれからの行動をせざるを得ないなというような気持ちでい

るんですけれども。来年明けての３月定例議会までの結論ということで時間はまだあり

ますので、じっくりとその辺構えながら、どういうことをしてどういう結論を得てどう

いう形で町民の皆さんに報告するかということの議論をやっていかざるを得ないのか

な、という気持ちでおります。 

○委員長(山崎 仁君) 加藤委員。 

○４番（加藤三明君） 各々の同僚委員の意見はひとつだと思っております。私も昨年

話し合って、自分の意思表示はしたつもりでございますし、以前の考えとまったく変

わらないということでございますけれども。同じ町民に対しての対応の仕方について、

いろいろの考え、想いがあるようでございます。それは非常に大事なことではないか

なというふうに思いますので、今後そういう方向に向けての勉強会というか、そうい

う情報も入れた中で、皆さんが同じ想いで町民に対しての対応ができるようなことが

必要でないかなということでおりますので、そういう先進地視察できるような良い場
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所が、適当な場所がありましたら行って勉強して、町民に対しての対応をするという

ことで、私もそのほうがいいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) まだ発言をいただいていない委員の皆様にもお願いをいたしま

す。 

  芳賀委員。 

○５番（芳賀芳夫君） いままでの経過を見た中では、１６名から１２名に変わった今

の現況でありますけれども、この改正にあたったときにはそれぞれの経済状況なり或

いは人口減と、或いは町民課のそういった声もあるという視点から、改正の見直しを

した経過だろうというふうに思います。 

私は今の１２名という体制についてはそれで良いという、結論的にはそういう考え方

です。というのは、やはり仁木町がここに視察に来られたときに、あそこは定数を減し

たその後遺症が修正できないでいると。それはどういうことかというと、どの地域も高

齢化ということで、新しい者がどうも出てこないと。いろんな事情もあるかと思います

が、議会の活動が停止状態に陥る、そういう状況もあるというようなお話を受けました。 

そういったことから考えれば、今金の人口、当時はピーク時１万２千人を超えるもの

がありましたけれども、今はその半分であります。当時はそれなりの、約平均すると５

００人に１人程度、そういったもので改正がなっているなというふうに思っております。

現状これから心配される部分もありますけれども、だからこそ定数減というのは、ただ

経費がかかるとか或いは町民から見た議員活動が違うと、そういったことに力点を置い

たこれからの活動というものを活発にする必要があるかな、というふうに思っておりま

す。減らすばかりが能でないなと。やはりそれだけの自覚というものを個々が持ち合わ

せながら、再出発するような意識を持ちながら、これからの議会を作っていければなと

思っています。 

それと視察関係でありますけれども、やはり我々地域からなかなか出る機会がござい

ません。そういった部分では、やはり百聞は一見にしかずで、見ることが一番大事であ

ります。そして現場の直接の声を聞くということが視察の大きな意義だと思っておりま

すから、そういった部分ではこれからのそういう先進地の選考等についても慎重に内部

で検討しながら、これからは大いにそういう場に出る機会があってよろしいのではない

かなというふうには思っております。 

○委員長(山崎 仁君) 他にご意見お願いいたします。いかがですか。 

  山本委員。 

○１０番（山本 豊君） 基本的に今やっている議会改革というのは、議員がどんなふ

うに議会が活性化するか、或いは議員が議員活動において行政としっかり向き合って

そのことの是非をちゃんとやっているかということが、基本にあると思っています。

そこで派生するのが数であったり或いは支出であったりということになろうかと思っ

ています。 

冒頭お詫びをしておきたいのですが、私事で１２月から３月までかけて多くの委員会、

議会に欠席をいたしました。申し訳ないと思っておりますが、その中で実は、特別委員

会の議事録も精査をしておりませんので期間中に決まったことについて、可否の判断を

私は避けたいというふうに思っています。 

ですから、この議場で特別委員会の議員としての想いだけを申し上げたいというふう

に思っています。したがって、今提案されていることがどこまで遡求するかは別にしま

して、現行の中で町民が議員活動をしっかりやっているのか、議会活動が公正公平に行

われているか、そのことを問われて今の議員の数がどうかということに派生をする、そ



 - 7 -

れから今の報酬でいいのかということに派生をするのかなという思いがあります。これ

は原点だし基本的なことだと思うんですね。でありますからそのことにしっかり向き合

っていくと、おのずと数を減らすことには、この会場中の大体がそうですが、私もその

ことにはまさしく、常任委員会の活動含めて定数の減というのはいかがなものかという

想いがあります。したがって現行で結構だという認識でおります。 

もう一つは、歳費の問題、報酬のことがあります。一つには生活給ではありませんか

ら、いわゆる議員活動費として受けているものです。したがって、先ほど申し上げまし

たように議員活動を一生懸命すると、多分現行の形の中では、可否の判断は別にしても

適正だというふうには思っておりません。どうしてかというと、全国ベースでいって決

して北海道の、これ全体的な話ですが北海道の議会の開催日数、議員の活動日数が少な

いわけではありません。全国ベースでいくといくらかというと、２０万を超えています。

これ全国ベースの話ですから。そのことを資すると、地域の格差ありますよ勿論。地域

の格差ありますし、それぞれを考えてみましても、今のこの適正なベースかということ

について。 

そしてこれは過去の事例でもあったことなのですが、それでは町民に定数は少ないで

すか多いですかと聞かれたら多分、少ないという数が多いという数が出るんですね。そ

れから報酬はいかがとなったら、下げれという数が出るんですね。これは心理だと思う

んです。そのことを問う前に、先ほど皆さん方がおっしゃったように、自分たちの置か

れている現況がどうなのかということを再認識する。だからどう考えるかではなく、共

通認識を持つことが議員として、そうだよな俺たちの置かれている立場ってどうなんだ

ろうなということが、同じレベルに達しなければ、個々に聞かれてもいやあどうだった

かなということでは駄目だと思うんです。そのための、今までのいろんな、この会議を

含めての評価総評だというふうに思っています。その出た結果が、ご案内のように皆様

方おっしゃっていましたように、先ほどの相対的な考えであればこれを良しとしなけれ

ばいけないのだろうというふうに思います。 

それともう一つは、政務調査費の話がありました。これからする話でしょうけれども、

少しだけ触れさせて下さい。一般的に会派を持っているところは、全体的な会派で受け

ます。したがって会派が集団的に行動して、そこに配布されるということが主な内容で

す。個々人の場合は領収書の収支が極めて難しい。私の知っている範囲では、やられて

いる方々が、もし無いほうがいいのではないかという声が。これは将来に向かってやる

ことですから。皆さん方がそれぞれどんな立場でどんなふうにお聞きになるかは別にし

ても、そのことだけ調査されるのであれば念頭に置いて。中身、そのことによる事務費、

経費、領収書。そのことを何にも無くてただ聞いてそうかなということではなく、事前

に勉強しておいたほうが、ある意味よろしいのではないかという想いがあります。以上

です。 

○委員長(山崎 仁君) すべての委員の皆さんからご意見をいただきました。定数とは

言いながら報酬、政務活動費まで及んだ発言もありました。これから整理をしていき

たいと思うのですけれども、まず確認をしたいと思います。 

前回、議会改革活性化調査特別委員会の中で、議会の決定意志として、定数について

は決定をしていないと。個々のご意見はいただきました。しかし最後の言葉で、いわゆ

る広く町民の声を聞く必要があるんだと。このことが答申にまとめられたわけですから、

議会として今の定数を維持しようということは決定していないというふうに認識して

いますけれども。そういう考え方でよろしいわけですね、まず。 

個々のご意見はいただきました。ですから皆さんの考えは分かりました。しかし定数
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は現状を維持するという案が、最初に出した答申案が、広く町民の声を聞くということ

に変わったわけですから、議会として委員会として定数を維持するというふうに決まっ

てはいない、皆さんの声を聞いてから決めると。こういう捉え方で進めていっていいで

すか。そういう捉え方でよろしいですか。 

  川上君。 

○７番（川上絹子君） 前回の時には、私は決定したと思って理解していました。そし

てそのまとめの段階で、広く町民の声を聞いてないとかそういう言葉の文言が入って

きただけの話で、あのときには皆が意志統一をしてちゃんと今のような状態できちん

と決定したと思っていました。違ったのでしょうか。では前の委員会はなんだったの

でしょうか。 

○委員長（山崎 仁君） 村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） 先ほど委員長が言ったように、３月定例会の報告で、ちょっ

とそういったことについては、町民の声を聞きながらということで終わっている報告

ですね。そして前回の会議等でも、きちんと事務局に議員定数、報酬、政務活動費と

資料が必要だということになっているんですよ。そして事務局に要請することとした

と、まとめているんです。ということは、決定していないということですよね、全体

として、この委員会として。個人個人の意見は現状でいいという意見がもうほとんど。

でいいと思うのですけれども、にもかかわらず次回に向けて資料要求をした。という

ことはまだ私は、決めてはいないと思っています。 

○委員長（山崎 仁君） 山本君。 

○１０番（山本 豊君） 敢えて言うのですが、どの時点で決まったとか決まらないと

かではなく、今時点で皆さん方がそうですよ、ということが体制であれば、それで別

に構わないことなんですよ。このまままとめという形になっていくのであれば。でま

た遡求するということになると、極めて問題だというふうに思います。ですから、今

その段階ですからそういう行為を意図して、委員会の中でまとめればそれでいい話で

すから。だからここでストップだとか、この間でストップだということではありませ

んから。きょうは皆さん方の意見を聴取しました。ご案内の皆様方が大多数がそうい

う意見であれば、そこで構わないわけですよ。委員会の仕組みというのはそういうも

のだというふうに私は、話の進め方としてはそういう形になりましたということがそ

れであれば、それはそれで可なんですよ。そういう認識でいます。 

○委員長（山崎 仁君） まだまとめ、結論の話までいっていません。前回の特別委員

会の報告書がまずあるということ。この報告書の中身が現状を維持するということで

終わらずに、広く町民の声を聞くことが望ましいということで終わっている。ですか

ら、遡求をしてやり直すのではなくて、前回皆さんからいただいたご意見はご意見と

して今再度発言をいただいたわけですから、これはいいんですよ。 

じゃあ次に、町民の声をどう聴くのか。広く町民の声を聞くのが望ましいという答申

を皆さんで決めたわけですから。ではそれを聞いて、議会の最終決定、現状を維持する

ということであれば町民の声も加味しながら決めましたということに進んでいくかと

思うんです。ですからそのための協議、議論の場ですから。前回のことを決して否定し

ているわけでもないし、皆さんの発言を否定しているわけでもない。ただ、広く町民の

声を聞くことが望ましいという。自らそういう特別委員会報告をしたわけですから。で

は自らどう声を聞くのかということを、皆さんにお訊ねをしていることです。そういう

ことですから、是非前向きにどんどんご意見を出していただきたいと思います。 

  まず確認です。先ほど言ったように、前回の特別委員会では望ましいということで
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終わっていますから。皆さんのご意志はまだまだ全体としては反映されていない、決

定をしていない。ですから決定をする行為をこれからどうしていくか。広く町民の声

を聞く。先ほどご意見の中に、いろいろ公聴会、参考人等についてもまだまだ調査を

する必要があるんじゃないかというご意見もありました。それについて視察も必要じ

ゃないかと。こういうこともありました。ですからそれらを併せて、今後どういう取

り組みをしていったらいいのか、ご意見をいただきたいと思います。 

○１番（村上忠弘君） 今、委員長がおっしゃる通りだと思います。広く町民の意見を

聞いて協議決定することが望ましいという部分は、調査結果の部分でわかります。で

あれば、前回の議会改革活性化の特別委員会というのは閉めないでずっと継続してい

たほうが良かったということに繋がるのではないですか、それは。 

○委員長(山崎 仁君) このことに関して、他の委員の皆さんからご意見があれば。 

  向井君。 

○３番（向井孝一君） それぞれの想いの違うところがあるということは、活性化特別

委員会の２４年１月１３日、２月１０日、６回開催されているわけですよね。そして

その結果に、調査結果ということで選挙については議員定数についてはということで、

例えば定数については１２名を維持する、報酬についてはその答申を受けたものを議

会として尊重するというふうにしてまとめたのですが、残念ながらまとめの文言の部

分で、いやそうではないだろうというような発言があったと。それを委員長は尊重し

たわけですよね。しかしながら、いま皆さんから言われているように、ひとつの結論

というのは１年間続いて報告、まとめとしては出来上がっている。で、そのことを本

当は先ほど村上さんが継続して良かったのではないかと言っているのですが、このこ

とは特別委員会というのは期限を決めてやっていますよね、最初の段階で。それでひ

とつのまとめをして、今年の３月定例会に報告をしたと。で、しかしながらその中で

まだ調査する部分があるのではないかということで、政務調査費だとかそれを議長発

議によって特別委員会を制定したという経過なのですが、その辺の想いのズレという

のがあるのではないかなという気がするんです。だから整理するしないというよりも、

ひとつの結論が出た部分をこれから特別委員会でどうそれを、例えば皆さんが共通認

識したうえで町民の皆さんにきちんと説明していくかという、その方向しかないとい

うふうに思うんです。 

○委員長(山崎 仁君) 特別委員会の委員長をおおせつかって進めていった中では、当

初１２月に答申を出そうという目標をもって議論を進めました。ところが１２月まで

に結論がまとまらないということで、３月に結論を出したという。都合何回もお集ま

りをいただきながら議論をしていただいたというような中で、まとめとしては先ほど

言ったまとめに案としてなりました。しかし、その町民の声を聞くのが欠落をしてい

るので、これを加えながら答申をすると。これは皆さんの決定をいただいて進めてき

たことであります。それを議長に、こういうことでありますという報告をした。これ

は経過を皆さんすべてご承知のことであります。議長はそれを受けて、ではもう一度

このことを協議、特別委員会を設置しながら協議決定をしたほうがいいということで

発議があったわけですから、この中で前回継続したほうがいいなということにはなり

ませんし、一度終わっているものでありますから。これはご理解をいただきたいと思

います。 

それから、参与として議長出席をいただいているわけですが、今回のこの特別委員会

を議長発議で設置をした。この経過について、議長何か発言があればお願いしたいと思

うのですが。 
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  議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） 私が皆さん方にお願いして、特別委員会を設置していただいた

のですから、あまり結論めいたことは差し控えたいと思うのですけれども、前回の特

別委員会で皆さん方の現状維持で行くという意思統一は諮れたと思うんです。ただ、

やっぱり基本条例の中にあるように、町民の皆さん方の意見も聞いたらどうですかと

いうことですから、先ほど村瀬委員が言ったように、これから公聴人或いは参考人を

どう活用していくのか、またどういう形で町民の意見を聞くのかというようなことに

視点を絞っていただければなというふうに考えているところです。実は山本議員から

もご指摘あったように、報酬の面に関しては、どうしても上げたいという想いは持っ

ているんですけれども、その方法が見つからないわけなんです。ですからその辺のと

ころも、皆で知恵を出し合って、この件に関してはもっと議論を深めていってほしい

なという気でいます。ですから今すぐ結論を求めるのではなくて、これからもう少し

皆でざっくばらんにひとつ議論をしていって、先ほど村瀬さんが言ったように、やっ

ぱり議員定数を減らしたときにはどうなるのかという、その辺のところも我々もっと

勉強していかなければ結論を出せないと思いますので、できれば皆さん方に先進地視

察等もしていただいて、その中で結論を見出していただきたいというふうに考えてご

ざいますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 定数、報酬については前回の委員会での議論、それから今回の

特別委員会の設置。こういうことでは今皆さんご発言があった中でご理解いただける

かなと思うのですが、その点はいかがですか。この委員会の中で、最終的な議会とし

ての決定を見る、そのための手法がひとつ必要だということですから。こういう進め

方で本特別委員会を進めていってよろしいですか。 

  この件に関して、何かご意見ありますか。 

  村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） 今の説明の考え方で良いと思いますけれども、先ほどから議

論になっております、今議長が最後に立場で説明されましたけれども、議員同士の中

では前から現状という、定数に関してはですね。ただ先ほどから議論になっておりま

す、では町民の声を広く聞いたかどうかという時点で３月にそういう報告があって、

新しくまた定数に関する委員会。これはやっぱり町民の声を聞く場面を設けて理解を

得なければならないということです。そうした場合に、単純に以前やっています町民

会議の例もありますけれども、ここで謳ってます、公聴人、参考人。先ほども言いま

したけれども、例えばこういった中でやるとすれば、どういった進めでやったらいい

のか我々はまったく分からないという点がありますので、是非その辺も含めて勉強し

たいということと、町民の声を聞く場面をどう設けるかによって議員同士共通した、

だから１２名が必要なんだという認識を持たなければならない。これを開くことによ

って、先ほどから言っております基本とした二つの各常任委員会が一つになった場合、

どういう弊害が出るのかということも共通した認識を持って、町民に理解を求めなけ

ればならないと考えたときには、そういったきちんとした先進地視察を行ったうえで、

広く我々の現状でいきたいという想いを示して、町民の皆さんにも理解を得る、とい

う方法を取ればいいのかなと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 川上君。 

○７番（川上絹子君） 言葉的には町民の声を良く聞くということは大事なことですけ

れども、それでかといってそういう場所を設けたということは、町民から意見が出た

ものをきちんと吸い上げれるという仕組みにするのですか。言われた意見をちゃんと
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取りあげて、そしたらもし町民のほうから８人でいいですよと言われたら、議会とし

て８人を受けられる気持ちがあって、町民の声を聞く聞くと言うのでしょうか。もし

自分達の意志が１２人で統一されているのであれば、町民の意見というのは皆講演会

とか、自分たち何かの機会に話をするときに常日頃言われていると思うんですよ。今

改めて聞かないと全然聞いたことがないという人はここに何人いるんでしょうか。そ

の都度、お前人数多いぞ、報酬多いぞと。それを再三言われている議員がここに何人

いるのかなと、ちょっとそれも疑問に思いましたので、私はまだ今のところ言われた

ことがないんです。もしそれがあって、この町民の声を広く聞かなければないという

のであれば、また聞く必要があるだろうし、聞いたからにはそれを吸い上げてやるだ

けの自分達も腹も持ってやらないと変だと思うんですよね。 

○委員長(山崎 仁君) 村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） 私が言っているのはですね、３月の報告の中に皆さんの意思

をきちんとまとめたうえで、議員定数等についてはとここに謳って報告をしているん

ですよ。参考人、公聴人制度等を使い、町民の声を聞くと、これは皆さんで確認して

送ったんですよ。それであれば、新しくできた定数とか特別委員会では、その行動を

起こさなければならないんです。個人個人がその隣近所に聞いた声をここに寄せ集め

て決定しようという話ではないんです。議会としてそういう場を持って声を聞きまし

ょうということでまとめたんですよね。ですからこの新しくできた定数等特別委員会

でその行動を皆さんでしなければならない。 

ということと、例えば町民会議とか参考人、公聴人の制度じゃなくて町民会議をした

ときに、それは出ます、山本さんさっき言ったように。少なくていいでしょうとか、何

人でいいんじゃないかと出ますけれども、だからこそ皆さんで１２名でやらなければ今

金町のためにならないという意志が確立したのであれば、それを理解をいただく行動を

起こさなければならない。そのためにもきちんとした先進地を見て、皆で勉強してなん

としても１２名であれば１２名でいきたいという想いを伝えて理解をもらうというこ

とが大事だと、私は思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他にご意見ありますか。 

上村君。 

○６番（上村義雄君） まったく村瀬委員の言う通りだというふうに思います。この参

考人制度及び公聴人制度により広く町民の声を聴取することに努めるものということ

は、これは１９年にできた基本条例の中、この基本条例というのは今金町議会最高規

範であるということを定義付けているわけですので、その基本条例に則ったうえで、

特別委員会でまとめの報告では、当然１２名と、議員総意の元で１２名ということを

確認して報告をしているわけですから。またこの報酬等についても、それは報告の通

りであります。だから次の段階としては、今村瀬議員が言われたように、その部分を

どう行動に移していくかという段階だろうというふうに思います。ただ参考人、公聴

人等の人選をどうするかということについても、初めてのケースでございますので、

できるだけ道議会の意見等も参考に入れながら、実際に進めていく方向が良いのかな

というふうに思うから、先ほども言いました通り、その道議会等にも参考意見を聞き

ながらそういうふうに進めていくという方向でいいのかなというふうに思いますけれ

ども。 

○委員長(山崎 仁君) 日置君。 

○８番（日置紳一君） 後先になって申し訳ないのですが、これ町民の声を広く聞くと

いう話が今、当然古い人の中からは特に出ているんですけれども、最初から分かって



 - 12 - 

いるのであればそれをやってからやるべきだったんですよね、前回。結局自分たちが

決めてから、さっきも言ったように説明ということしかならないと思っていたのです

けれども、声を聞くということになれば。私たちが決めている意志というのは向こう

には分からないかもしれないですけれども、やはり前回やったときにこういうものを

まず聞いてから、町民はこう思っているんだと。それであれば私達はこういう考えで

いかなきゃいけないなとかと。それに反論するためのものを勉強会だとか、やれば良

かったんだと思うのですけれども、もうこういう段階になったから今の段階では村瀬

委員のいう通り、そういうふうにやっていくしか方法はないというふうに思います。 

○委員長(山崎 仁君) 皆さんにお願いをいたします。前回の特別委員会はすべて皆さ

んの合意をいただきながら進めていったと思っております。ですから、最終答申案も

成案になる段階では全会一致でご理解をいただいているというふうに思っていますか

ら。そこに遡求をして、もしあのとき、という話はここでは控えていただきたい。こ

れからどうするかということでご発言をいただきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

他にご意見はありませんか。 

  それでは、定数、報酬に関しては、前回特別委員会の皆さんのご意見は尊重しつつ、

今特別委員会で広く町民の声をどのように聞くかを含めて、今後協議研修も含めなが

ら対応を考えて行くということでよろしいですか。 

  川上君。 

○７番（川上絹子君） そのときに一つお願いがあります。審議されたことがまた逆戻

りしないような、その日その日をきちんと議会の話し合いをちゃんと活かせるような

議会の進め方をして下さい。 

○委員長(山崎 仁君) 努力をいたしますので、委員の皆さんにもご協力をよろしくお

願いいたします。 

  定数、報酬等については今言ったように、これから町民の声を広く聞く方策を講じ

ていく、方法を考えていく。その中で委員会条例にも定例会の中で入れました公聴人

等の制度も充実しているわけですから。この内容を精査するということでは。それら

の件に関しては視察等の意見もありましたので、政務活動費の協議が終わった後に、

その視察については再度協議をしていきたいと思います。 

政務活動費について、ご意見をいただきたいと思います。先ほど一部発言があったよ

うでありますけれども、多くの委員から発言をいただきたいと思います。このことにつ

いて、どう考えてどう取り組んでいくのが良いのか。 

局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） 本日配布の資料でありますけれども、資料２のほうに、全

道で行われている政務調査費の金額、町村名を記入した資料がございますので、お目

通しをお願いしたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 資料２で、そのように出ております。 

  向井君。 

○３番（向井孝一君） 休憩にしませんか。 

○委員長(山崎 仁君) それでは、１０時１０分まで休憩をいたします。 

 
休憩 午前１０時００分 
再開 午前１０時１０分 

 
○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り、開議いたします。 
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  休憩前に引き続き、議員活動費について考え方をお伺いしたいと思います。先ほど

踏み込んだ発言もありました。政務活動費を採用するのか採用しないのか。その前に

政務活動費の内容はどうなっているのだと。こういうことも多分あろうかと思います

けれども、すべて含めてご意見いただきたいと思います。いかがですか。 

  村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） 先ほどから触れてますけれども、定数等でも言ってますけれ

ども、私は是非皆さんの賛同をいただければ、例えばこれから町民に対して説明のと

きに共通認識をしたいということで、１０人を切った場合、先ほど言っております一

つの常任委員会になったときに大変な弊害があると聞いていますので。その辺が私は

やっぱ先進地に行って視察をしたいということと。併せて、せっかくもしそれが皆さ

んの賛同を得て実施できるのであれば、今これからそれぞれ考えていきたいといって

いる政務活動費についても、確かに政務調査費から使い易くなったと聞いていますけ

れども、まだまだ我が町であれば、例えば基本条例の中に、従来と違った形できちん

とした目的、それから内容があれば行けるということを謳っていますので。私個人的

には、今の段階ではそこに変わることもないのかなと思うのですけれども、いろいろ

勉強したいなと思うので、もしそういった先進地に行くのであれば、この点も勉強し

てその後に皆さんと議論できればなと思いますがいかがでしょうか。併せて、先ほど

まで三つありますけれども、参考人制度、公聴会、この辺の例えば１人分の場合に、

どういった流れで。例えば参考人、公聴人とする場合町民からどういうふうに選ぶの

かを含めて、その辺も。これはひょっとしたら道の町村会の議会事務局しかないと思

いますけれども、そこに行って勉強したいなと思いますけれども。もろもろそういっ

た先進地がもし適うのであれば、その後に政務活動費のことも皆さんで議論していけ

ればいいかなと思います。 

○委員長(山崎 仁君) いま村瀬委員から発言がありましたけれども、関連する発言が

あればお受けをいたします。 

  村上君。 

○１番（村上忠弘君） 今、村瀬委員さんの意見に私賛同いたします。 

○委員長(山崎 仁君) 賛同するご意見がありました。政務活動費についても、定数、

報酬と同じように先進地調査を進めながら議論をしていくということでありますけれ

ども、これについてこのような進め方でよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) この件に関しては、全会一致で賛同いただけますか。 

（「はい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それでは、先進地を視察をしながら今後協議・議論を進めてい

くという、委員会の進めでよろしいんですね。 

（「はい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) では、全会一致でそうお決めいただきました。冒頭局長から報

告したように、予算要求をする場合の期限が迫っております。先ほど局長にお願いを

し、候補地を何点か探していただきました。口頭ではありますが、局長よりその内容

を報告し、ご理解をいただきたいと思います。 

  局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） それでは調べさせていただきましたので、その旨報告をさ

せていただきます。ここで一番問題なのは、公聴会・参考人ということであります。

実は、昨年全道で公聴会を開いたのが１町しかございません。内容につきましては、
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それぞれの議会のことですのでなかなか踏み入って聞けない。参考人については、簡

易な手続きでできるのですが、公聴会については非常に難しいところがあるというこ

とで、先ほどから皆さんのほうから北海道議長会のほうに行ってお話を聞いたらどう

か、という話がございました。その中で、当然議長会を中心とした近隣の町村で政務

活動費、或いは議員定数の関係で、一常任委員会等々の運営もございますので、札幌

を中心とした調べた中では奈井江町、月形町、当別町、栗山町、南幌町、この辺がそ

ういう活動をしているという情報を持っておりますので、その辺で検討してみたいと

いうふうに考えております。以上であります。 

○委員長(山崎 仁君) 大変短時間の中でこれだけ調べていただきました。皆さんのご

要望に応えられると思いますけれども、具体的に、１常任委員会の取り組みというの

は、奈井江町。それから政務活動費については月形町、当別、栗山町、南幌町、長沼

町、この辺であるようであります。まだ皆様に資料をお示ししておりませんけれども、

いかがいたします。もし全道議長会にお願いをするのであれば日程の都合もあります。

ですから行き先として大まかに決めていただき、それから日程的なものも案として出

していただければ、それをもとに今後協議をする。多分全員で協議を進めるのは非常

に時期的にも困難かなと思いますので、できれば正副委員長、事務局にこのことをお

任せいただければと思うのですけれども、それも含めてご意見をいただきたいと思い

ます。 

  村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） 今局長のほうから、１常任委員会については奈井江町だけで

したか。 

○事務局長（柏田泰明君） 奈井江町、月形町。 

○１１番（村瀬 広君） ですね。それと、政務活動費の件については何町かあるよう

ですけれども、日程行程の関係ありますのでお任せしたいと思います。ただ時期的な

ものにつきましては、今回研修しようとする内容が季節気候にあまり差し障りがない

ので、できれば１１月中過ぎの行き易い時期にしていただければなと思います。以上

です。後はお任せいたします。 

○委員長(山崎 仁君) 他に何かご意見があればお伺いいたします。上村君。 

○６番（上村義雄君） 大まかには同意しているわけです。ただ人口規模等が今金と大

体似たような地域を主体として見ていけば、自分たちの町と似通った形の中でできる

のかなというふうな思いがあるので、参考にしていただければと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） 議員定数の関係にかかわるものだと思いますけれども、こ

の部分では人口というか、人口につきましては後日調査いたしますけれども、定数関

係で１常任委員会というところにつきましては、議員定数が１２人以下のところが主

でやっておりますので、すべてそうです。１２人以下というところでございますので、

人口規模的にもそれなりのものがあるのかなというふうに考えております。 

○委員長(山崎 仁君) 他にありませんか。 

  人口規模については、ただいまのご意見を参酌しながら検討していきますけれども、

他に要望等があればこの際です、お聞きをしますので発言をお願いいたします。 

  いかがですか。時期的なもの含めて発言いただきたいと思います。 

  いかがですか。特別委員会として視察研修を行う。視察先は先ほど言ったような、

１常任委員会を実施している町、それから政務活動費を実施している町、それと参考

人公聴人については全道議会議長会にご指導をいただくという、こういう内容。さら
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に、時期的には１１月中過ぎというご指摘がありました。人口規模が今金町と同規模

クラスのものを選ぶようにというご発言ありました。あと何かありませんか。これら

を参考にして、正副委員長、事務局でこの視察案をまとめてよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それではそのように決定をしたいと思います。 

  最後に議長、こういうことで特別委員会視察ということで、まず意見がまとまりま

したので、議長の承知をいただきたいと思います。 

  それでは、課題として三点挙げた部分、定数、報酬、活動費。これらについてはこ

れまでと同じように決定いたしました。 

  次に進んでもよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長(山崎 仁君) それでは次に、その他であります。 

  その他、委員の皆さんから何かありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○委員長(山崎 仁君) なければ、一点確認をしていきたいと思います。 

  職員等の給与の削減に伴う議員報酬の取り扱い。これは７月に遡求をして実施をす

るという、これは理事者提案を議会が議決をしたわけでありますけれども、これに議

会が同調するのか否か。議会の考え方としては、これは報酬と給与の違いをもって同

調はしないという、そういう決定をしてまいりました。特別委員会の中でもこのこと

は触れたほうが良いということもありましたので、報酬と給与の違いということで、

局長から説明をいたさせます。 

  局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） （議会事務局長朗読説明、記載省略） 

○委員長(山崎 仁君) 国が求めているのは給料の削減ということで、今金町はそれに

沿った提案をしたと。議会は報酬ということで同調しない、こういう確認でよろしい

ですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長(山崎 仁君) ではそういうことで、確認をいたしました。 

  それから、事務局から模擬議会についての経過を報告させます。 

  局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） （議会事務局長朗読説明、記載省略） 

○委員長(山崎 仁君) いま途中経過を報告いたしました。これについて、何か質問あ

れば。 

  向井君。 

○３番（向井孝一君） 我々は、１００周年のそういった事業のあれというのはわかり

ませんので、それを経験しているのは何人かいるとは思うんですけれども、その場合

にはあれですか。１２名の質疑応答で９０分という内容ですから、本当に簡単にしか

できないよね、１人当たりの時間をもっていくと１０分あるかないかでしょう。そう

なると、わかりやすい言葉での答弁ということになると、その質問内容によると思う

んだけれども問題は。わかりやすいという、専門用語を使ったら駄目だよ、と言われ

そうな感じもあるんですけれども、その質問内容というものは、文章で事前に来るの

ですか。 

○委員長(山崎 仁君) まだ事務的に協議をしている段階であって、決定ではないんで

すよ、今報告したのは。こういうことを協議しています、ということですから、その
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時間帯の中で１２名が全員できるのか、それとも何名になるのか、そこらもまったく

まだ話し合いにはなってません。ただお互いに課題を出して協議をしている段階です。

ですから、先ほど局長が文書で報告をすると言ったのは、学校側と確認ができた決定

事項を報告するということでありますので、今はこういうことであります。ですから

今後こう考えたほうがいいよというアドバイスがあれば、ここで出していただきたい

ということです。 

  向井君。 

○３番（向井孝一君） 最低限この質問内容については、事前に知らせてもらわないと。

この会場に来て質問されて、はいどうぞということにはならないと思うので。 

○委員長(山崎 仁君) 基本的に、質問は通告。今の件に関しても、通告する仕組みを

今金町議会はとっておりますから、これと同等の対応をするということでは、中学校

にお願いをしてあります。ですからそういうことも含めて、他何か要望等があれば出

していただきたいと思います。いろんな機会に報告をしながら進めたいと思いますけ

れども、まだ決定した事項はありません。協議の段階です。 

  局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） すみません、言葉足らずでございました。中学校のほうに

は７点ほど要望を出してございますけれども、その中には、通告する質問につきまし

ては事前に、時期的にも２週間程度必要だろうという。こちらのほうで答弁もしなけ

ればいけないものですから、当然２週間程度の中で質問を出していただきたいという

ことで、文書での通告をお願いしてございます。それと時間についても、ある程度今

の状況でいくと、１２名でやると５分程度くらいしかないものですから、学校のほう

でもその辺も協議をしながらどういうふうにするのかを、これからやっと今協議につ

いたところでございますので、学校と逐次協議を進めて参りたいと思っております。

もし疑問等々がありましたら是非投げかけていただいて、学校のほうと協議をしたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長(山崎 仁君) いかがですか。 

  村上君。 

○１番（村上忠弘君） 答弁、私たちは今度立場変えて理事者側の答弁をしなきゃなら

ないと思うのですけれども、それらについても我々自分達が答弁をきちんと考えなき

ゃいけないということなんですよね。 

○委員長(山崎 仁君) 村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） 中間報告、今ありましたけれども、ではどういった対応をど

ういうふうにしていくのかはまだ話し合って決めていませんよね。ただ、前にやった

小学校を対象に１００周年でやった内容は、今言われているように２週間前に質問書、

文書でいただいて、議員が１人に対して１２名で、１人に対して１名議員が答弁する

のですけれども、当然執行権ありませんから、その答弁する内容等については担当す

る課と十分相談しながら答弁書を作成して答弁するという中身でありました。それか

ら時間的にもそういった中身ですから再質問とかはありませんでした、小学校のとき。

中学生は大人ですから分かりませんけれども、そういった中身できちんと、我々議員

それぞれ執行権ありませんから、難しいものやりますとは答えられませんから、課と

相談しながら答弁したというのが前の小学生対象の模擬議会でしたので。これからそ

ういった中身は協議されるかと思いますけれども、多分そういう方向でいくのかなと

思っているのですが。 

○委員長(山崎 仁君) 山本君。 
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○１０番（山本 豊君） 良く承知をしないのですが、既に答弁者は議員というふうに

決まっての。趣旨の中がそうですから。 

具体的な方法をちゃんと決めてからでなければ行ったり来たりになると思うんです。

誰が答弁するのかということを今踏み込んで。そういう前提でおやりになっているのか

どうかも、議員会とかで少し詰めていらっしゃるんですか。 

○委員長(山崎 仁君) 局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） この部分につきましては、以前に全員の中で中学生議会を

やります、この位置付けにつきましては町民会議の位置付けでやりますということで

ご了解をいただいているものと理解をしてございます。それの中で、逐次進捗状況に

つきましてはご報告を申し上げながら、近くになった時点で具体的な内容について協

議をするという運びになっているということで事務局は押さえております。 

○委員長(山崎 仁君) 町民会議の位置付けという局長の発言は、ちょっと違うかと思

います。がしかし、模擬議会を開催するということは、皆さんに同意をいただいてお

ります。模擬議会を、今回は中学校ですけれども、中学校議会を開催する。その中で、

中学校との話し合いの場には議運の委員長があたれということで、これも皆さん合意

をいただいているはずであります。その中で、中学校と今協議を進めているというこ

とでありますから、これは前回子ども議会を開催したときもそうでありました。執行

権の無い中で町長に変わって答弁をするということはまったくありませんから。質問

に対して議員としてどう考えるか。こういうことで前回進めた経過もありますし、そ

の議事録は皆さんに配布をしてあります。ですからそれをもう一度見ていただきなが

ら、イメージをして。 

○１０番（山本 豊君） ですからその話がどこで、そういうことに決まったのですか、

という前提で今話をされているから。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩をいたします。 

 
休憩 午前１０時３５分 
再開 午前１０時４２分 

 
○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り、開議いたします。 
  局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） 模擬議会の関係でありますけれども、この部分につきまし

てはまず皆様が、特別委員会に報告なさった報告書の中で、議会活動についてという

ことがございます。その中で、開かれた議会について、これまでのナイター議会を含

め、模擬議会等の開催も視野に入れ、更に町民に開かれた議会となるよう努める、と

いうことを謳ってございます。これに基づきまして、４月３０日に開催されました臨

時議会の終了後、議員控室において皆様方にこのことについて中学生議会を開催する

ということでよろしいですか、というお話をしてございます。その段階でよろしいと

いうことで、ではその部分につきましては議会運営委員長がその中心になってくれと

いうことで、５月２０日の日に、議長及び委員長で中学校のほうに訪問いたしまして、

中学生議会の開催を依頼したという経緯がございます。その都度、協議月間につきま

してはこの席上でお話をするということでこれまで皆様に報告した経緯があります。

以上であります。 

○委員長(山崎 仁君) ここまでの模擬議会開催に対する経緯はこういうことでありま

す。議員が答弁するのはどこで決めたんだというさっきのお話ですけれども、その前

にご説明を申し上げてます。決定したものはまだありません。ですからここでじゃあ
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議員が答弁するというふうに決めていただければいいと思います。中学校側とは今の

協議の中で、議員が答弁をするということでお話が進んでおりますので、議員が答弁

をしなければ、じゃあ誰が答弁をする議会になるのか。併せてご意見をいただきたい

と思います。 
  山本委員。 
○１０番（山本 豊君） 前段で申し上げましたように、進めることについては私自身

も、それから多分皆さん異議はないんですよ。進行の過程の中で、どういう形で質問

書をもらうのですかとか、それから時間がどうですかとか、それから答弁はどうです

かというのは、ある意味中が煮詰まった中で先行してしまって。多分皆さん方の感覚

の中では議員が答弁するんだということが、そういう示唆があったのかなという気が

するんですけれども。私はですよ。それ以降の、行ってきて報告受けたことは存じて

おりますし、先ほどいつごろが日程良いですよということをうかがいました。それ以

降についてはまったく存じ上げないというのが。他のところは知りません、私は存じ

上げておりません。したがって、議事を進めるにあたっての進行が、既にもう決まっ

ているかのような受け答えをしていらっしゃいますので、いかがなものかなという気

がしたからですよ。ですからそれはいつ決まったのかなと。で少なくとも、向井さん

を非難するわけじゃありませんよ、誤解しないで。そういう中にいる人方すら知らな

いというのは、ある意味、どうなっているのかなという気が少しいたしました。です

から、ちゃんと順序立って、こんなふうになりました、では答弁者は誰ですとかって、

説明されるのが筋かなという思いがある。そうでなければ、ただ時間を無駄に経過す

るだけで。多分このままで黙っていると有耶無耶になるのかな、こんなふうになるで

しょうとかっていう話になってしまうと思うんですね。だからちゃんとした筋立って

やっていただければいいかなというふうに思うんです。 
○委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） 前段申し上げますが、これは議会活動という中でやるとい

うことは皆さんご承知のことだと思いますけれども、今まだ全然中学校のほうとは初

めて協議に入った部分であります。うちのほうから、一度経験したことがございます

のでこういう形でやりたいという申し入れはしてございまして、これから逐次煮詰め

て、今夏休み期間中でありますので、夏休み明けてから皆さんと、これはいち議員が

ということではなくて全員で進めなければならないものですから、事務局のほうでは

それをまとめてどうやって運営していこうかということで、今は事務段階でこういう

ふうに考えているんだけれどもどうでしょうかという、やりとりしかやっておりませ

んので、今後これから進めてまいりますのでよろしくお願いします。 

○１０番（山本 豊君） 了解しました。 

○委員長（山崎 仁君） 今回の模擬議会に関しては中学校にお願いをしたという中で、

議員皆さんに前回１００周年のときに実施をした子ども議会の会議録を配布してある

はずであります。こういうのが例としてありますよということでは、皆さんそれを一

読されていると思うのですけれども、そういうものが基本になって今回進んでおりま

すので、まだ決定はしておりません。ですから、議員が答弁をするということでよろ

しいということを、ここで確認していただければそのように進めさせていただきます。

それでよろしいですか。 

  議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君) これ小学校と中学校の違いというものがあると思うんです。相当

高度な質問も予想されるわけなんです。小学校の場合ですと、ある程度私たち議員だ
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けで判断できるような、いわゆる執行者と打ち合わせしただけで済ませる、答弁でき

る問題もあったのですけれども、今度中学生議会になった場合に、どういう質問が出

てくるかというのはまだ想像できないわけなんです。ですからやっぱり、答弁者は議

員がするという基本は分かるとしても、その中身によってはちょっと難しい面も考え

られるのではないかなと思うんですよ。ですから出てきた質問に、これは理事者じゃ

ないから答弁できないというわけにはいきませんし、やっぱりある程度早い時期にそ

の質問内容というものを把握し、それに対して議員全員でじゃあどうするのかという

話し合いの場も当然設けていって、その中で対処していかなければならない問題も出

てくるのではないかなということも危惧されますので、十分その辺のところは先ほど

２週間と言ったのですけれども、向こうの授業の関係等いろいろとあると思いますけ

れども、やっぱり早めにその辺のところもまとめていただいて、議員で皆で話し合う

場というものも当然作っていただきたいというふうに思います。 
○委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） 今議長が申された通り、これもまだ１２人が良いのか悪い

のかというのも全然決まっておりません。当然小学校の内容とは違うというのも理解

します。十分学校のほうからも２週間でいいのかその前からでいいのかということも

これから出ると思いますので、そのことも十分踏まえて調整をしたいというふうに考

えております。 
○委員長（山崎 仁君） 他、模擬議会に関してご意見があればおうかがいをいたしま

す。 
  議員が答弁をするということで確認をしてよろしいですか。 
○３番（向井孝一君） ちょっと待って。 
○委員長（山崎 仁君） はい、向井君。 
○３番（向井孝一君） 今議長が言ったのは、答弁者をまだ限定しないで、質問内容を

見てからという、それまでの間をどうするのか話し合いをしなさいということでしょ

う。であれば、今議員が答弁するということを私は決定すべきじゃないというふうに

思うんですよ。 
○委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） 議長が言われていたのは、答弁内容によっては議員が答弁

するんですけれども、その中で理事者のほうとも確認しなければならないということ

があるとすれば時間が必要だというふうに私は理解をしたのですが、その辺はいかが

でしょうか。 

○委員長（山崎 仁君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） 先ほど議長が言われた心配というのは、中学生であれば当然い

ろんな情報、パソコンなり携帯なり持っていますよね。そして社会情勢の一部も見分

けするくらいの能力を中３であれば持っていると思うんですよ。そうすると先ほど前

段で言われたように、分かり易い言葉でという条件付けられていますよね。専門用語

であれば、相当我々も勉強しなかったら回答できないような状況もあるということで、

そういうことを考えるとあくまでも議員が答弁という限定をすべきなのかどうかとい

うことは、もっと話し合うべきでないかなという気がするのですが。その質問内容に

よって。 
○委員長（山崎 仁君） 今議員が答弁するかどうかということのお話でありますけれ

ども、皆さんどう考えますか。他にご意見があればどんどん出していただきたいと思

います。 
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  加藤君。 
○４番（加藤三明君） なにか路線がちょっと私にすれば違うんじゃないかなというふ

うに思うんですけれども。先方のほうではあくまでも議員との、そういう前提で進め

られているんじゃないですか。中学校のほうは、あくまでも議員との中で進めている

というふうに私は押さえているんですけれども、違うのですか。 
○委員長（山崎 仁君） この件に関しては、先ほど局長が発言したように、特別委員

会報告の中で開かれた議会、更にいうと議員の資質の向上。議会から中学校に開催の

申し入れをしたと。前回小学校議会ではこうやりましたという会議録を、中学校にも

届けてあります。そういう流れの中で、まだ決定はしていませんけれども議員が答弁

するんだろうなというのは、中学校も印象として持っているようであります。協議を

した中では。 
  加藤君。 
○４番（加藤三明君） そうでしょう。そういう中で今の進めというのは、果たしてど

うなのかなと。また振り出しに戻るような、ちょっと感じがするものですから。それ

だったらそのような前提で当然やらなければいけないのではないかなというふうに思

うんです。 
○委員長(山崎 仁君) 他にご意見ありませんか。 

  村瀬君。 

○１１番（村瀬 広君） 一応この特別委員会の中にも謳っていますけれども、議運で

も協議しましたよね。そして議会側から持ちかけたこの事業ですので、これは子ども

たちに議会や雰囲気を経験させるということが狙いであるので、基本としてはどんな

質問が来るかも知れませんし何名かも分かりませんけれども、基本的には答弁者は私

は議員ということで、今のこの時点では進めていいかなと思います。そして先ほど議

長が言ったように、中学生ですのでどこまで広げられて来るかもわかりませんけれど

も、皆さんと協議してこの中身であればやはり理事者側の知恵も借りてということが

あれば、そこでまた知恵を借りながらという、今現時点では基本的には我々が計画し

て投げかけた事業ですので、あくまでも中学生の皆さんには経験をさせるということ

ですので、基本的に答弁者も議員ということで、きょうは押さえておいていいのかな

と私は思うんです。 

○委員長(山崎 仁君) いかがですか。質問の内容によっては理事者と協議をするとい

うことがあったにせよ、答弁をするのは議員という考え方。模擬議会をやって町長に

答弁をさせましたということに、果たしてなるのかどうか。議員が答弁をする、それ

は理事者側と相談をしそれから議員間で話し合いをした中で答弁を用意し、議員が答

弁をする。これを議員が答弁をしないで、この後にどう決めるのか、案があったらお

教えいただきたいと思います。いかがですか。 

  日置君。 

○８番（日置紳一君） この模擬議会の提議ってあるんですか。議員が答えなければな

らないとか。そういう経験をさせるということは、議会が学校に働きかけてその場を

設けるという形もあるんじゃないですか。答弁するのはその人方、事務の方でも問題

は別にないと思いますけれども。違うのですか。 

○委員長（山崎 仁君） この件に関しては、先ほどお話をしましたように、開かれた

議会と議員の資質向上ということを視野に入れて模擬議会を開催するということなん

です。ですからそういうことでスタートをしてきていると思っておりますから、ここ

で理事者が答弁をするために、じゃあ今金町議会はなんの役割を果たしたんだと、開
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かれた議会になるんですか、という話が出てき兼ねません。 

○８番（日置紳一君） 委員長、それを言うんだったら山本さんのさっきの質問の時に

なんでそうやって答えなかったんですか。そしたら話し合いなんて何も先にやる必要

ないでしょう。決まっているんでしょう、それなら。先ほどの答弁とは違うんじゃな

いですか。 

○委員長（山崎 仁君） 答弁をしているわけではないんです。今までの経過の話をし

ているんです。今回の模擬議会もそういう趣旨で開催をするということは、冒頭、こ

れ最初の話、特別委員会報告を受けた中では皆さんに周知をしていると思っています。

ですから違うのであれば、最初っからこの話を元に戻すのであれば、元に戻して結構

です。いかがしたらいいのか、発言をいただきたいと思います。 

  議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） そういうような委員長の諮り方でなくて、もうやることは全部

決まっているし、ある程度の中学校との交渉については議運の委員長にお任せしてい

るんですよ。ですからそれは、それに基づいて今中学校とそれぞれ打ち合わせをして

中身も大分煮詰まってきたわけですから、それに基づいて今度はこういう形で開催し

たいというものを皆さん方にきちんと、ひとつのものをまとめてお示し願えればいい

んでないかなと思うんですよ。それに基づいて、あとは議員さんがどういうふうに、

それじゃあ当日の役割とか。いわゆる答弁とか、答弁をどうするのとか。それから答

弁者は誰にするのかというようなことを、これからの問題ですから。ですからこうい

う形で開催したいというものを議運の委員長と副委員長と事務局で、まとめて議員さ

んにお示し願いたいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 

○事務局長（柏田泰明君） 大変、事務局の不手際で混乱をさせました。これはまだ入

ったばかりの協議でありまして、今初めて学校のほうでも担当教員を入れて協議をし

ている段階であります。皆様の意に沿うような形で進めてまいるとともに、これは委

員長、副委員長ということではなくて、議運のほうにそれぞれ報告をしながら進めて

まいりたいと思いますので、ご理解を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。 

○委員長（山崎 仁君） 確認をいたします。模擬議会については中学校と協議継続中

であります。皆さんから意見をいただきましたけれども、それらを参考にしながらこ

れから中学校との協議を進めていってよろしいですか。 
(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ある程度の形が見えたら、決定事項も含めて皆さんに文書でお

示しをしていきたいと思います。よろしいですか。 

  それでは次に進みます。 

  本特別委員会の次回の開催予定であります。先ほど視察の件がありました。事務局

より８月・９月の行事予定表が配布をされていると思いますけれども、視察研修をし

たうえで協議をしようということでお話がありましたので、視察の行程等がまだ決ま

っておりません。そういうことでは、次回予定日の決定もなかなか難しいかなと思う

のですけれども、視察の行程等が案としてできあがった時点で、皆さんに一度お集ま

りをいただき視察先の町の概要とか、そういう知り得る資料があれば事前研修として

特別委員会を開催したいと思いますけれども、その方向でよろしいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) では次回については、行程案が決まった時点に視察先の内容に
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ついても研修を同時に行うということで開催をしたいと。正副委員長、事務局に日程

をお任せいただけますか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それではそのように決定をしたいと思います。 

  それでは、他に無ければこれで特別委員会を閉会いたしますけれども、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、これで閉会いたします。 

どうもご苦労様でした。 

 

閉会 午前１１時０５分 

 


