
- 1 - 
 

 
平成２６年１月議員定数等調査特別委員会 

 
平成２６年１月３０日（木） 
 
議件 
 （１）課題整理について 
   ・ 
 
   ・ 
 
   ・ 
 
 
（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 
 議会事務局係長       中 川 真 希 君 
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開議 １４時３０分 
    ◎委員長あいさつ 
〇委員長（山崎 仁君） 今日もどうぞよろしくお願い致します。 
 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７回議員定数等調査特

別委員会を開会致します。 
 これより議事に入ります。まず、特別委員会報告案についてを議題と致します。別紙資

料が配布をされておりますが、その内容に沿って局長より説明致させます。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは説明をさせて頂きます前にですね、今回の報告案に

ついては、今、配布されている通りでありますけども、１２月１７日開催されました特別

委員会におきまして、常任委員会の複数所属についての意見等々も頂いた経過があります。

この部分についての、自治法の１０９条の資料も添付しておりますけども、その中では、

２ページ目になると思いますが、平成１８年の法改正により、議会制度の充実の観点から、

所属制限が廃止され、議員は少なくとも一つの常任委員となる。ということが示されて変

更になったところであります。これを受けて、この部分についてもご意見を頂きたいと思

います。また、調査結果につきましては、議会活性化等調査特別委員会報告で、修正があ

った中で、現在この委員会報告を受けて、特別委員会を設置しているところでありますが、

その意見の中で議員定数等については、議会基本条例にある、参考人・公聴人等の制度を

使い、広く町民の声を聞くということから、文言を具体的にお示し頂きながら、作成する

に当たりまして、肉付けをしていきたいなと思います。 
それでは、今回の特別委員会の報告案ということで、お配りしております資料に基づい

て、朗読をして説明をしたいと思います。 
 特別委員会報告案。議員定数等調査特別委員会に付託された下記事項について、会議規

則第７７条の規定により報告します。 
 １．付託事項。議員定数・報酬については、議員自ら検討すると同時に、広く町民の声

を聞き協議・決定することが望ましいため、調査・研究をする件。 
 ２．付託事件の調査方法。調査項目を課題整理して、議員定数・報酬、政務活動費、参

考人・公聴会制度の３つに分け、その全てに全議員が参加し、先進地視察における研修も

含め、検討・議論し意見を聴取した上で、方向性を出すこととして適宜開催した。 
 ３．日程。特別委員会は平成２５年６月２０日、７月５日、８月２日、１０月３１日か

ら１１月１日（先進地研修視察）、１１月８日、１２月１６日、平成２６年１月７日、そ

して本日でありますけども、９日間開催した。 
４．付託事項の調査結果。下記の結果を本会議に報告する。（１）定数・報酬について。

議員定数について、現在と同数を維持する。議員報酬について、現在と同様に維持する。

（２）政務活動費について、委員会単位での各種調査を、目的・場所・期間等を議会に提

案し、理事者側にその都度予算要求を行う考えのもと取り進めてきたが、これを継続する。

ということで、注意書きをしております。これは報告書には付けませんけども、前回の特

別委員会、議会活性化等調査特別委員会の中で、職員の随行についてということで、議長

のほうから要請をしたところであります。 
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ですが、この部分につきましては、回答がきておりますので、これは除くということで、

文書から除いております。（３）参考人・公聴会制度について。必要に応じ、専門的、政

策的意見等を議会の検討に反映させるため、制度の十分な活用を図る。ということであり

ます。以上であります。 
〇委員長（山崎 仁君） ただ今、局長から、今回の特別委員会でご協議頂きたい内容に

ついて、説明を致しました。主にこの２点に集中してご協議を頂きたいということです。 
 まず、始めにでありますが、前回の特別委員会で常任委員会の複数所属のご意見が出さ

れました。これは、地方自治法の法的根拠も含めて、資料を皆さんにお示しをするという

ことでありましたので、ただ今、お手元にあると思いますが、３枚綴りの資料があります。

この最終ページに常任委員という項目があります。この最後の２行のところで、平成２４

年改正でこの条例を廃止され、いわゆる、少なくとも一つの常任委員となるという意味の

ものが、任期や選任時期とあわせて条例事項となった上、上限について条例で制限を置く

ことも可能であるという。ということは、何人以内という設け方も可能だという捉え方で、

事務局いいですね。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。 
〇委員長（山崎 仁君） 前回、ご意見が出された中では、特に新人議員の皆さんは、両

方の常任委員会に所属したほうが、より理解が深まるのではないかという、ご意見があり

ました。これらを踏まえて、皆さんからご意見を頂きたいと思います。あわせて、全道議

長会事務局勢簱局長との懇談の中では、常任委員会から議長が辞任する必要はないのでは

ないか、というお話もありました。それもあわせて、ここで協議を頂きたいと思います。

具体的に取り組みがある例があれば、事務局お願いします。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。実は、条例で定数を定めることができるという部分の

中で、今、委員長が言われた何人以内という、これは、全国的には珍しい例でありますけ

ども、大阪の太子町というところが１１人の定員によるところなんですが、一つの中で、

一常任委員会８人以内という言い方をしております。そういうことから、この以内という

こと、今金町の委員会条例の中では、６人、６人、５人という言い方をしておりますけど

も、これを以内という方向で付けることも可能だという。先進地と言いますか、そうして

いるところがあるということなので、それも含めながらということであります。また、常

任委員会の複数というのは、管内の状況を調べてみたんですけども、江差町なんかはそう

いう複数でやっている部分があるんですが、なかなか専門性の高い常任委員会をまたがる

ということではなくて、今金もやっていることなんですけども、広報委員会に重複して入

っているという部分があるということですから、うちも当然そういうことがありますので、

それは可能であるという判断を、檜山の局長の中でつい先日メールでやり取りしたんです

が、そういう方向の結論に達したところであります。まぁ、法令では１０９条で、１つ以

上入ることは可能だということを謳っていますから、それはなんら問題はないということ

であります。 
〇委員長（山崎 仁君） いかがですか、今、定数が１２ということで報告がされること

になると思うんですが、その範囲の中で常任委員会、いわゆる所管常任委員会の複数所属。 
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特に、新人の方に関しては、こういう取り組みもいいだろうということが、ご意見として

出されている訳ですから。皆さんのご発言を頂きながら、このことに関して取り組みたい

と思いますけども。いかがですか。ご意見あれば頂きたいと思います。現状、今金町議会

では、所管常任委員会と広報発行常任委員会の複数所属はされていると。以前、２年任期

でやった経過もある訳ですけども、やはり、いろんな取り組みがあってもいいのかなと思

います。ご意見を頂きたいと思います。村上委員。 
〇１番（村上忠弘君） 村上です。要するに、複数所属の可能ということにするというこ

とですよね、これは。 
〇委員長（山崎 仁君） 可能にするというよりも、そういう考え方を次期改選期からす

るのであれば、皆さんの合意が頂ければそういうことも可能だという。 
〇１番（村上忠弘君） で、その中で、複数にまたがる部分もある程度定員ということも、

きちんと決めておいたほうがいいんじゃないかと、思うんだけども、いかがでしょうか。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） この件に関しましては、前回の特別委員会の中で、そういう

こともどうなんだろうね、という話が出たことによって、いかがしますかと。やらないな

らやらない、やるならどういう方法がいいのか、ということを皆さんで協議を頂きたいな

ということでありますので、よろしくお願い致します。 
〇委員長（山崎 仁君） 法的には、複数所属は可能だということであります。全国で例

もあるということです。ただ近隣ではその例がないようですけども、今金町議会で取り組

むのであればその方向で議論頂きたい。当然、定数ということで言うと、今、村上委員が

仰ったように、上限を設けるという。それは３ページに条例で制限を置くことも可能だと

いうふうに、明記されていますから、ご指摘の通りなんです。多分、想定されるのは、新

人議員さんということで前回発言があったと思います。ですから、そういうことも含めな

がら。村瀬委員。 
〇１１番（村瀬 広君） 村瀬です。定数、次期に向けても今日決まれば、１２名という

ことなんですけども、いろんな勢簱さんの意見等を聞きながら考えたとき、そして今の、

条例内容考えたときには、例えばですけど、８名以内と謳っておいて、そうすれば、広報

以外の常任委員会２つの中には必ず入る訳ですから、最低でも６名ずつになりますよね。

そして、新任の方という話もありましたけども、それは強制するのか希望にするのかどう

かは、別に致しましても、そういう謳い方をしておけば希望とかで両方またげるようにな

るし、それから、先ほども述べましたけども、例えば、今金の場合は今、６名、６名です

けども、議長が抜けるということで、片方が５名になるということで、これからもそうい

った、議長が一回は所属して抜けるというスタイルを取っていくのであれば、そのことも

考えると８名以内と謳っておけば、議長の抜けた分同数で維持できると考えますけども。

私はそれのほうが、今、考える中でいいかなと思うんですけども、いかがですか。 
〇委員長（山崎 仁君） ということは、この複数所属を検討するというか、実施したほ

うがいいという判断をしてよろしいですか。今のご発言でいうと。村瀬委員。 
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〇１１番（村瀬 広君） 私は、最低でも、先ほど後段で述べた、今のスタイルのまま行

くと、６名、６名、議長が抜けると、片方５名になってしまう、ということを考えたとき

に、最低でも６名、６名を維持したいと。そういうことでは、誰かが複数になる必要があ

りますよね。それは、希望があるか諮問なりして。その辺はやはり、最低でも６、６とい

うのは維持したいかなという思いがありますので、１名が重複するということになります

よね。最低でも。その辺を考えたときに、８名以内と謳っておきながら、そういう方向性

を考えておけばいいかなと思うんですね。希望とかあれば、７名、７名とかもできますし。

最大８名、８名ということですから。という思いはしますけど。 
〇委員長（山崎 仁君） 他、この案に対して。山本委員いかがですか。 
〇１０番（山本 豊君） 賛成です。 
〇委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。上村委員。 
〇６番（上村義雄君） ６番、上村です。今、村瀬委員が言われた案に、私もいいのでは

ないかというふうに考えます。以上です。 
〇委員長（山崎 仁君） 他、この件に関してご意見あれば、頂きたいと思いますけども。

向井委員。 
〇３番（向井孝一君） あの、同僚議員のほうから、最初の段階で８名にして、１人は重

複してもという発言があったんですが、この二常任委員会にまたがってやるという、その

基本的な考え方。というのは、もう少し議論をしないと、例えば、６人、６人、確保する

のであれば、勢簱さんが仰ったように、議長をそこにずっと入ってもらうという方法もあ

るし、どうも８名の枠で、では２名は希望があれば、両方とも委員会構成の中に入るんで

すよ、ということになると、なんとなく、常任委員会としての在り方、あるいは持ち方に

ちょっと疑問が生じるのかな、という思いがあるんですけども、その辺は、例えば条例の

中でこれからそれを、きちんと議論をして、条例で８名と決めた、その８名の中の部分は

どうするのか、というところまで議論をしていかないと、単純に８名と決めて、向かって

いくのはちょっと疑問が残る気がするんです。私はね。 
〇委員長（山崎 仁君） あの、決して８名と決定した訳ではないし、皆さんのご意見を

自由にお伺いしている訳です。で、要するに、その複数所属をするように、この仕組みを

作るのかどうかということから、まず、入ります。で、複数所属を次期改選期から、やる

ということであれば、では、どなたが複数所属をするのか、または定数が何名になるのか。

それはしっかり明文化しておかなければ、まずいと思っています。ただ、この特別委員会

の中で、複数所属を検討する。こういう仕組みでやるべきだ。ということで、ご意見が統

一されるのであれば、それは報告書にまとめるということも可能だとは思いますし。その

辺のご意見を、まず、頂きたいということです。だから疑問なところがあれば、それも出

して頂きながら、皆さんで大いに議論を進めて頂ければというふうに。今は、複数所属が

よろしいのではないかというご意見が出ています。他、ご意見ありませんか。日置委員。 
〇８番（日置紳一君） ８番、日置です。私は今までどおりのやり方で良いという考えで

す。議長が入っているほうが５人という場合、その議長が抜けなくてもいいという話を先

ほどしていましたので、そういう方向でいったらいいのではないかという考えです。 
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〇委員長（山崎 仁君） 日置委員。現状の定数で所管常任委員会は運用し、議長は辞任

をしないということで。６、６の定数でやった方がいいという、ご発言ですね。他、ご意

見ありませんか。加藤委員。 
〇３番（加藤三明君） ４番、加藤。私は、現行どおりで、過去の経過は、議長が抜ける

ということについても、今までの経過がわからない部分があるんですけども、何か抜けな

ければいけないという事情はあったんですか、過去に。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） その部分については調べておりませんので、これがというの

はないんですけども、議長は、恐らく、参与というかオブザーバーという形で、議長が発

言するということは、なかなかないんですね。あってはあまり良くないのかな、バランス

が崩れる。議長はあくまでも、議会を主宰する代表者でありますから、常任委員会はそれ

ぞれの委員さんにお任せをするというのが、その理由なのかなと私は思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） 今の、局長のお話からいきますと、私は現行通りでよろしいので

はないかなと、思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。過去には２年任期で常任委員会を交

代するということも経験してきました。試行錯誤しながら、都度良い状態で常任委員会運

営ができればということの議論であります。複数所属、特に、新人議員だと思うんですけ

ども、所属をしたほうが良いというご意見と、現状で良いというご意見があります。最終

的にまとめなければならないんですけど。村瀬委員。 
〇１１番（村瀬 広君） 私、最初に人数８名以内ということを、謳っていたということ

は、最初は８名以内と謳っておいて、次期改選期から、新しい議員の皆さんが８名、８名

にする。７名、７名にするということではなくて、改選後の新しい議員さんの中で、今回

の４年任期は６名でいいということになれば６名で結構なんですけども。ただ、その時の

顔ぶれが、選挙ですから、ポッと新しい方が出て、いきなり６、６。ましてや議長が抜け

て片方が５になるというのであれば、常任委員会としての機能としてどうかという、その

新しい顔ぶれでなくても、疑問が生まれたときに、じゃあ今年は新しい人も多いので、今

回の任期は６、６でいくとか。それは議長が抜けても誰かを補充して６、６にするとか、

新しい人も多いから７、７でいこうかと。両方勉強したいという議員が居るとかさ。そう

いう状況によって判断できるようになると思うんですよ。ですから、私が８人以内と言う

のは、次回から８人にしようということではない、ということだけ理解して頂きたい。そ

ういうことを含めて８名以内と謳っているというのは、臨機応変に改選後にできるのでは

ないか、ということです。 
〇委員長（山崎 仁君） ただ今のご発言のように、以内ということは、そういう意味で

すので、決して８名を置かなければないということではなく、都度、協議の上、議会構成

をして頂く。柔軟な議会構成ということだと思うんですけども、そういう捉え方でよろし

いですか。他、ご意見あれば、お伺いを致します。いかがですか。村上委員。 



- 7 - 
 

〇１番（村上忠弘君） 村上です。複数所属を認めるという形を取りながら、現行の６、

６体制でというふうに、私は、それでいいと思います。要するに、現行どおりの６、６と

いう形を取りながら、希望があれば、複数所属も認めるという形はどうかなというふうに。 
〇委員長（山崎 仁君） 複数所属が良いか悪いかということについて、発言を頂きたい

と思います。定数は別にして。複数所属を、特に、新人議員だと思うんですけども、可能

にするかどうか。 
〇１番（村上忠弘君） 強制ではなくて、可能という形で複数所属を、ということで私は

賛成します。 
〇委員長（山崎 仁君） 複数所属が望ましいという考え方ですね。他、いかがですか。

村瀬委員。 
〇１１番（村瀬 広君） お願いなんですけども、多分、現状の１２名で定数という場合

に、６、６という意見があるかと思うんですけども、ただし、そのときに、私が皆さんに

お聞きしたいのは、議長もやはり従来通りに１回入って、抜けて、片方の常任委員会は５

名でいいという考えなのか、その辺をきいてほしいなと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 複数所属と議長が辞任をするというのは、ちょっと微妙な話だ

と思うんですけども、一度、総務に就任をして、辞任をするということは、議長は複数委

員会に出席をする。これが、一つの常任委員会に捉われないということで、辞任をすると

いうことでありますから、今までどおり、辞任をしながら、５という形になれば、常任委

員会の人数としては、ちょっと少ないのではないか、という議論は今までもありました。

ですからそれを考えると、勢簱局長が適正は６から７くらいが適正ではないかというご指

摘もありましたけれども、こういうのも含めての話だと思います。議長が辞任をするとい

う今までのやり方。これをこのまま継続していくのか、それとも辞任をせず総務厚生常任

委員会に所属をするという、総務厚生常任委員ということで所属をするのか。あわせてご

意見を頂きたいと思います。今は、参与という形で全ての常任委員会に出席しています。

議長の立場はそういうことであります。向井委員。 
〇３番（向井孝一君） 両方の意見があるんですけども、私は現状通りでいいのかなとい

う思いで発言したいと思います。やはり議長は、一度、所属して辞任をして、両方の委員

会に顔を出すというのが、私は何も間違っていないと思うし、それとですね、例えば、８

名に枠を増やして、複数が両方に入るとなったときに、その人の行政視察の部分が出てき

ますよね。そしたら、その人だけは両方の行政視察に、行けるようになってしまうという

のはちょっと不公平な気もするし。そういうことをいろいろと考えると、例えば、定数が

減った場合については、もっと考え方が変わると思うんですが、現状の１２名でいった場

合については、今までやってきて所管の中で問題というのは、ないというふうに自分とし

ては思っていますけども、ただ、初めて経験する人は分かるんですよ。両方の物を一気に

知りたい、広く浅くというのは分かるんですけども、やはり、所管の常任委員会の在り方

としては、現状のままで私は何も問題ないのかなという気がしております。 
〇委員長（山崎 仁君） それは議長が辞任をするということで、６名、５名という考え

方でいいということですね。他、いかがですか。ご意見あればお伺い致します。 
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まず、議長が辞任をするかどうかという前に、複数所属が可能かどうか。今は、複数所属

の仕組みを作るという話と、現状のままというご意見が両方出ております。最終的に決定

をしなければならないんですけれども、その前にご意見があれば、お聞きを致します。芳

賀委員。 
〇５番（芳賀芳夫君） ５番、芳賀です。今の議論では１２名を前提とした議論であるな

というふうに思っております。私は基本的には、前回の特別委員会でもお話しましたけれ

ども、一委員制というのは、今でも、心には持っております。ただ、この二委員制という

のは大半の意見のように承っておりますので、次年度に向けての対応については、現行ど

おり。議長については、辞任でもよろしいのかなというふうに思っております。 
〇委員長（山崎 仁君） 他、ご意見頂きます。川上委員。 
〇７番（川上絹子君） ７番、川上です。私も、今までの現況通りでいいと思います。そ

して、もし、次年度の選挙があって、その時に、またその人方で考えて頂ければいいと思

うので、今までどおりの現状でいいと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 改選後に、これを決めるというのは、非常に困難性が高いと思

います。というのは、委員会条例の改正が必要になりますから、それをやっている時間は、

たぶんないと思うんですよ。ですから、今の時点で、どうするかということを決めて、引

き継ぎをしていくということになると思うので、前段のお話の一部の部分はちょっと該当

しないのかなという気がしますけど、どうですか。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 今、委員長が言われたとおりだと思います。改選した中で決

めるということは、もし新人議員が来た場合に状況も分からないままに、決めてしまうと

いうことは、改選前にその方向で進んでいってもらって、次の次の改選のときに、そうい

う体制を組めるのであれば、それは構わないですけれども、やはり、この場でどういうふ

うにするか、決めていくほうがよろしいと私は思います。 
〇７番（川上絹子君） 先ほどのを、少し訂正致しまして、今までの現状どおりでいった

らいいと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 他、村本委員、いかがですか。 
〇９番（村本照光君） ９番、村本です。私も、今の現行どおりでよろしいかなと、考え

ているんですけれども、例えば新人の方で、両方の委員会の内容を知りたいということで

あれば、前に研修に行ったところでもありましたけれども、その傍聴も可能というような

こともある訳で、その新人議員の方が、両方勉強したいというのであれば、そういう傍聴

もできるような、そういうことで処理してはどうかなと私は思うんですけども。 
〇委員長（山崎 仁君） 今、ご意見を頂きましたけれども、複数所属をしたほうがいい

というのと、現状というご意見が分かれております。いずれかに決定をしなければなりま

せんけど、いかが致しますか。まぁ、いずれかに決めるということは、採決ということに

なろうかと思いますけれども、そういうことでよろしいですか。はい、村上委員。 
〇１番（村上忠弘君） 要するに、希望があれば複数も可能というような、決め方という

のはできないんですか。 
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〇委員長（山崎 仁君） 今の発言については、定数上限を設けて、その中で取り組むと

いうことであれば、それで決まれば、次にどうするんだ、どういう仕組みがあるんだ、と

いうことに入っていけます。ですから、複数所属を協議するのか、現状で決定するのか、

まず、この２つどちらかになるんです。で、複数所属をするということであれば、今、村

上委員から発言があったように、では、希望はどうするのか。具体的にこういう仕組みを

つくりましょう、ということで、協議頂きます。ですから、当初８名という発言があった

んですけども、８名にこだわらずに、その都度、定数については、議会構成の段階でそれ

ぞれ配慮をされて、運用が出来るというふうに私は思うんですけども、こういう考え方で

よろしいですか、 
〇委員長（山崎 仁君） いかがですか、村上委員。 
〇１番（村上忠弘君） 私も賛成です。 
〇委員長（山崎 仁君） 確認をします。複数所属ということで、最初に８という数字が

出たので、それにこだわるように思いますけども、最初にご発言を頂いた複数所属が可能

ということは、８名以内で、その議会が当選後、初議会の中で定数を決められる、何人で

運営をするかということが、決められるというふうに、今、理解をしているんです。です

から、弾力的な運用というのは、新人議員が何名出たか。当然、経験の豊富な方は１つの

所属でいいかもしれませんけども、新人議員については、複数所属をして勉強して頂いた

ほうがいいのではないかというのが、このきっかけですから。行政視察に２回行けるとか、

そういう表現でないほうがいいと思います。やはり、いろんな勉強をする機会を、持って

いただくというのが必要だという判断だと思いますから。向井委員。 
〇３番（向井孝一君） そういう意見もあったけれども、現況でいいという意見もある訳

ですから、その辺をきちんと判断をして決めて頂きたいと思います。現況でいいというの

は、今の６、５。議長が辞めてという、今までのやり方でいいという発言ですよ。そのこ

とも無視しないでほしいと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） どちらの方向に決するかということは、これからですから、当

然、現状のままということも視野に入れて発言頂いている訳です。いかがですか。採決に

至りますか。まだ発言が頂けるのであれば。加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） もう全員が話したのですから、ここで採決したほうがはっきりし

ていいのではないですか。 
〇委員長（山崎 仁君） それでは採決してよろしいですか。はい。それでは、現状のま

ま、常任委員会は総務厚生、議長が辞任をして５。産業教育が６。複数所属はしないとい

う、今までの定数で良いという方、挙手をお願い致します。はい。確認のために、複数所

属が良いという方は挙手をお願い致します。はい。ありがとうございました。採決をした

結果、現状のままでいいという方が６名（向井、加藤、芳賀、川上、日置、村本）、 
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複数所属をという方が４名（山本、上村、村上、村瀬）。よって、次期改選期後も現状の

まま常任委員会の定数はこのままということで、決したいと思います。 
それでは、３時２５分まで休憩を致します。 

休憩 １５時１４分 
開議 １５時２７分 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議致します。本日、皆さんにお願いをしてい

た、ご意見を頂きたいという部分でありますけれども、具体的なまとめの中で、局長から

先ほどご説明を申し上げました。再度、内容について局長から説明を致させます。局長、

柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、これからまとめということで、入る訳ですけれど

も、前回の議会改革活性化推進特別委員会におきまして、調査結果の報告書の中で議員定

数等については、議会基本条例にある参考人・公聴人等の制度を使い広く町民の声を聞き、

協議・決定することが望ましいという報告をもって、この度、こういう特別委員会が設置

された訳でありますけれども、これまでの意見の中では、それに対する具体的な意見がな

かったものですから、私のほうで案を作った段階では、議員定数並びに、議員報酬につい

ては、現在と同様に維持するということで、まとめさせて頂きました。このことにつきま

して、文言を具体的にお示しを頂きながら、まとめの素案を作成したいということであり

ますので、ご協議の程、よろしくお願いを致します。 
〇委員長（山崎 仁君） ただ今、局長から説明を致しました。資料として議会改革活性

化推進特別委員会において、取りまとめをした報告と、その前段で修正をされる前に、ご

指摘を受ける前に作った案、それから今回の特別委員会で、局長が今までの議論の中でま

とめたものが出ております。具体的にもう少しご意見を頂きながら、成文化していきたい

ということでありますので、ご意見を頂きたいと思います。先ほど、議論頂きました委員

会の複数所属ということも、この中にこういう協議がされたということで、報告書の中に

取りまとめるのは、これはよろしいですか。はい。では、先ほど、頂いたご意見を基に報

告書の中には、複数所属も検討したという、いわゆる、付帯意見等も盛り込むように、事

務局いいですか。その他に、この定数等について、具体的にこういう文言を示した方がい

いぞということがあれば、ご指摘を頂きたいと思います。いかがですか。前回の議会改革

活性化推進特別委員会において、報告としてまとめたものが議員定数等については、議会

基本条例にある、参考人・公聴人等の制度を使い、広く町民の声を聞き、協議・決定をす

ることが望ましい。これを受けて、この議員定数等調査特別委員会が設置をされたという

経緯であります。ここのところを視察研修をしながら、この制度を使ってどうなんだとい

うことは、皆さん調査をしてきたことでございます。それらを基に、結果に至るまでのご

意見を頂いて、報告にまとめたいという事務局からの話でありますから。いかがですか。

せっかくの委員会であります。協議・検討・議論をして頂いた内容より、報告書をまとめ

たいということですので、ご発言を頂きたいと思います。いかがですか。どなたかご発言

をお願いします。暫時休憩致します。 
暫時休憩   １５時３１分 
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開議 １５時４４分 
〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議致します。村上委員。 
〇１番（村上忠弘君） 村上です。前回の、１月７日の委員会のときに、要するに、報告

の中に付帯意見を付けるか、付けないかという話が、委員長のほうからありましたよね。

で、要するにそれは、付けるか、付けないかの前に、まず、事務局のほうで案を作ってく

れということで、今回出てきたやつが、この案ということなんですよね。 
〇委員長（山崎 仁君） １月７日の時点で、皆さんにお諮りをしたのは、事務局がこの

素案を作ったけれども、もう少し意見が欲しいと。その意見というのが、付帯意見という

表現が、もし、そぐわなければ、意見でもよろしいし。ただ、今までどおりにするという

だけではなくて、文書として、表現したほうがいいのではないですか、という事務局のま

とめてみた感想なので、是非、そういう意見は欲しいなということで、１月７日には皆さ

んにご提案をしました。その結果が、素案ができたものを示せということで、今日この素

案を示しました。こういう内容になりますから、これでは前回の特別委員会の報告を作っ

た、今回の特別委員会だけども、やはり意見が欲しいなということです。その意見を、今、

頂きたいということです。村上委員。 
〇１番（村上忠弘君）要するに、その付帯意見として付ける部分で、意見が欲しいという

ことなんですか。 
〇委員長（山崎 仁君） 付帯意見ということにこだわらなくて、この現在と同数を維持

するという表現だけではなくて、いろいろな協議をして、結果こうなったということを、

まとめたいということであります。だから、それを付帯意見というのであれば、付帯意見

だし、意見なら意見という表現になるだろうし。何故かというと、ここに出てきた、まと

めた、２６年２月と入った特別委員会報告案と、２５年３月１１日修正前というのと、定

数等においては、同じような文言になってしまっていると。よって、ご意見を頂きながら、

まとめたいということです。日置委員。 
〇８番（日置紳一君） 結局、前々回にここでやったときに、言わせてもらったんですけ

ども、町民の声を広く聞くということで、もう一回やっている訳ですよね。まずは、その

町民の声を、今回聞くかどうか、そこら辺をはっきりさせたほうがいいのでは。事務局長

が先ほど話されたのは、議員自らが、このことは決められるという話もしていましたので、

もし、そうであれば、聞かなくても、その先進地の視察をしてきたと、その結果、今現在

の人口であれば現状のままでいいのではないかという結論に達した、みたいなことでも。

一応、町民には説明してないけども、勉強はしてきたということは、前回とちょっと変わ

るのかなという気はしますし。できれば、まず、町民の皆さんに説明をするのかを決めな

いと、話が進まないのではないですか。先ほど、村瀬委員も言ってましたけども、２月１

５日に間に合うのであれば、そこで聞くなり。 
〇委員長（山崎 仁君） そのことについては、何度も確認をしているつもりであります。

いわゆる、自らが決めてそれを説明しましょうということで、これまで話をしてきている

つもりであります。で、その方向でまとめたいと思ってます。が、文書として、会議録を

精査して、どういう言葉を使っていくかと考えたときに、もう少しそこについて、ご意見
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が欲しいなということですから。ですから、町民会議のときにこのことが出てというより

も、ここで決定をし、３月に報告をする前に、報告をするまでは、これはあくまでも案で

すから。前回、日置委員には、そこの部分をご指摘を頂きました。これは、修正をする前

と後を見て頂ければ分かるように、修正をしたということは、修正が報告ですから、その

ことに沿った協議をしたのかという。そうでなければ、報告に対して、今回、特別委員会

が設置されたという報告には繋がらないだろうという。ですから、その町民の声を聞くと

いうことに対して、ご意見を頂きながらまとめたいということです。いかがですか。ご意

見を頂きながら、報告案を作成したいということです。いかが致しますか。ご意見を頂き

たいということでありますけども、もし、まとまっていないのであれば、また再度この特

別委員会を招集した中で、ご意見を出して頂くということに。意見が出ていないものをま

とめる訳にはいかないということでありますから。山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 前回を否定する訳ではありませんが、前回は委員長・常任委員

長・事務局で、このことをまとめて下さい。それが是か否か判断をするということだった。

というふうに承知をしています。従って、思い入れの事は、これは９回の会議の中で、ほ

とんど皆さん方の意見を徴されたものだというふうに、判断をしています。もし、足りな

いというのであれば、何が足りないのか具体的にご提示を頂ければ、それについてははっ

きりするけども、それ以外は出てくることは何があるのかという。先ほど、村瀬委員のほ

うから、町民会議の話もありました。先ほどから、お話していますように、決めるのは議

員同士が決めることですから。意見を徴することは、徴しますけども、最後はこうなりま

した、私共委員会としては、こうなりましたというのは、この意見が意見ですから。です

から、そのために行政視察をしたり、検証した訳ですから、そのことで多くのことがクリ

アされているというふうに、私は思うんです。で、これ以外に、今度は何を具体的に細分

化してやっていくのかということに、ちょっと理解が乏しいものですから、もし、具体的

にこういうものがまだ出ていないと、お示しを願えればと思うんです。 
〇委員長（山崎 仁君） 今、ご指摘があったように、どこの部分なんだというのは、い

わゆる、参考人・公聴人制度を使い、広く町民の声を聞く。ここのところで、参考人・公

聴人制度を使うよりも、私たち自らが決めるんだと、ここのところを、まず明確にご発言

を頂きたいということ。それから、町民の声を聞いたのかと、そのご指摘も同時に受けて

いた訳ですから、それに対する意見も出ていない。具体的に言うと、そういうところのご

意見を頂きながら、広く町民の声を聞く、それから、公聴人・参考人制度はこうだという。

ここのところが、頂きたいという。それによって、この報告案の１にある、定数について

というところでは、意見も入りながら、こういう報告になりましたということに、なるだ

ろうということであります。ですから、具体的にと言ったら、そこのところのご意見が頂

きたいと。それは最初からこれを例示しながらお願いをしているつもりであります。山本

委員。 
〇１０番（山本 豊君） そのことを何度も申してますけど、クリアしたというふうに私

は判断してます。〇委員長（山崎 仁君） 山本委員にお尋ねします。具体的な文言はこ

れでいいということですか。 
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〇１０番（山本 豊君） はい。 
〇委員長（山崎 仁君） これでいいということは、くどいようですけども、前回の特別

委員会で、修正をされました。で、修正をされる前と同じになるんです。これを見ると。

ですから、修正をして、こうあるべきだと報告に出た訳ですから。そのことに対しても文

言として、出たほうが良いと。これは、素案を作っている段階で、事務局と話をしたら、

やはりそうであろうということであります。 
〇１０番（山本 豊君） どこの部分ですか。 
〇委員長（山崎 仁君） 修正前という印刷がされたものがありますね。３月１１日付の

修正前。ここの、議員提案による課題整理の中に、選挙等について。この議員定数につい

て、現在と同様の定数を維持するという。これを委員会の中でお示しをしたら、町民の声

を聞いたのか、併せて、参考人・公聴人等の制度を使ったらいいのではないかと。ご意見

を頂いて、報告が変わりました。修正をしました。で、その修正を受けて、広く町民の声

を聞くということを、ここで報告をした訳です。それを受けた、今回の特別委員会です。

その新しい、今回の特別委員会の報告が、事務局が発言したように、会議録を精査してい

った上で、定数等については、現在と同数を維持するという表現になったという。ですか

ら、ここのところに、少しご意見を頂ければということで、今回お願いをしている訳です。

具体的にはそこです。山本委員。 
〇１０番（山本 豊君） 山本です。何度も申し上げますけども、会議を重ねた最後の段

階というのが、ルールとしては、そこの結果だと思うんですね。元に戻ったとか、先に書

いたとかということではないんですよ。会議というのは、重ねて出た結果が全てなので。

だから皆さん方、正副常任委員長さん、それから局長さんに、このまとめの文章として、

ちゃんと出して下さいよという話をしました。で、前回はこれを基に可否の判断をしまし

ょうという話になったと理解をしています。 
で、何度繰り返しても同じことというのは、要は、これしかないのだというふうに私は理

解しています。 
〇委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。いろいろご意見を頂きたいと思って

いるし、発言したい方も居られるかもしれませんけれども、私自身、委員長という立場で

これまで発言はしていません。もし良ければ、私も一言だけ、この件に関して発言させて

頂いてよろしいですか。委員長変わって、副委員長まとめて頂けますか。はい。暫時休憩

致します。 
暫時休憩 １６時０２分 

〇副委員長（向井孝一君） 山崎委員長のほうから、発言がある旨がありましたので、副

であります私が変わって進行を勤めていきます。 
開議 １６時０３分 

〇副委員長（向井孝一君） 休憩を打ち切り開議致します。山崎委員。 
〇２番（山崎 仁君） 今回の特別委員会というのは、多くの町民の声を聞きながら、議

員定数等を決めるという、こういう目的で設置をされました。で、いろいろ皆さんと協議

をしてきた中に於いて、１つだけ大変重要なものがあります。というのは、町民の声を聞
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くのか、どういうふうに聞くのだ、参考人・公聴人制度というのは、調査をした結果にお

いては、今回の定数を決めるに当っては、私はそぐわないと思います。何故かというと、

それなりに、法的な根拠はある訳ですけれども、議員定数は自ら決めるのだと。この基本

を守るべきだと思います。更に言うと、私たち１２名が町民の代表な訳ですよ。これは民

意を代表しているのは私たちです。で、その私たちが次の改選に向けて、定数をどうする

かということを、自ら決めるというのが一番の根拠だというふうに思います。このことが、

より、町民に分かり易い、説得力のある報告に繋がるという気がします。その他について、

報酬、活動費、委員会制度、それぞれ決定したものに対しては、意見としては、発言を致

しませんけれども、今回の定数については是非、民意を代表する私たちが自ら決定をし、

それを町民の皆さんにお示しをしながら、次期改選期を迎えるということを、ここで全会

一致で、もしできれば、確認をして報告にまとめて頂ければ、というふうに思いますけど

いかがですか。 
〇副委員長（向井孝一君） ただ今、山崎委員のほうから議員定数については、議員自ら

決定をし、町民の皆さんに説明する。ということであります。これに関しまして皆さんの

ほうから、先ほどから、言われております、町民の意見を広く聞く、あるいは、公聴人制

度を利用してという、意見もありましたけれども、これに関連して皆さんのほうから何か

ありましたら、皆さんのほうから出して頂きたいと思います。村瀬委員。 
〇１１番（村瀬 広君） 今、山崎委員さんから発言がございました。私は全くそのとお

りだと思っていますし、多分、他の委員の皆さんもそうだと思っています。確かに前回、

私も視察の感想の中で、公聴人制度というものは議員定数を決めるのには相応しくないと、

私は発言した覚えもありますから、そういう制度で以って、これを決めるのは相応しくな

いと。 
対して残念なのは、広く町民の声を聞きながらと、それは１年前に、この点で以っても

う１年ということになったんですけれども、基本的には、町民の声を広く聞きながらとい

うことですが、だけど最終決定するのは議会ですから、思いは多分一緒だと思います。そ

ういうことを委員長が思っているのであれば、私は、今回のまとめのときに、案としても

出して頂ければ、私は、皆さんも賛成の中で終わっているのだと思っています。以上です。 
〇副委員長（向井孝一君） 今、２名の方から、定数については議員自らが決定をし、町

民の皆さんに説明するという発言がございました。その他に、ご意見がなければ、このこ

とを重視しながら、文言の作成に当たっては、これを基礎にして、委員長、副委員長、事

務局長にご委任頂ければと思いますが、いかがでしょうか。 
（異議なしの声あり） 

〇副委員長（向井孝一君） はい。それでは暫時休憩致します。 
暫時休憩 １６時０９分 
開議 １６時１０分 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議致します。様々なご意見を頂きましたけれ

ども、ただ今、向井副委員長にまとめて頂いた方向で決定をし、進めさせて頂きます。そ

れでよろしいですか。 
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（はいの声あり） 
〇委員長（山崎 仁君） はい。それでは、そのように報告をまとめたいと思います。議

件については以上であります。その他についてであります。次回開催ということでは、案

が示せるようになったら、招集をするという流れでよろしいですか。 
（はいの声あり） 

〇委員長（山崎 仁君） それでは、正副委員長、事務局で日程調整をしながら、招集を

致しますので、お願いを致します。他、何かありませんか。なければ閉会してよろしいで

すか。それでは、特別委員会を閉会致します。どうもありがとうございました。 
閉会 １６時１１分 


