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午前１０時００分 開会 

○中島委員長 おはようございます。お忙しい

ところ、集まっていただきありがとうございま

す。 

 今日は、第３回の議会活性化特別委員会であ

ります。 

 今日の協議事項につきましては、レジュメに

ありますように議会活性化に関する検討事項に

ついてということでございますけれども、今日

の委員会に横田委員と川村委員が欠席の案内が

来ていますので、御報告申し上げます。 

 それと、事務局のほうからパソコンの利用に

ついてお願いがありましたので、一応こちらの

ほうで許可をしておりますので、どうぞよろし

くお願いをしたいと思います。 

 それでは、今日の議題に入りますけれども、

今日は、まず一つ目は、前回委員会でお願いい

たしました協議事項の内容について、各会派の

ほうから発言をしていただきたいというよう

な、皆様方にお願いをしてあると思いますけれ

ども、まず、そのことにつきまして進めてまい

りたいと思います。皆様方のほうから、今期行

われる協議事項について発言をしていただきた

いと思います。会派ごとにお願いしますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、赤松クラブ。赤松クラブ、これは畑中

委員と木下議長ですけれども、畑中委員のほう

から、この協議事項について検討されたことを

提言していただきたいと思いますけれども。 

○畑中委員 協議事項については、今、議会の

中で、議会をいつでも放映できるような設備の

準備ができたと思うのだけれども…。 

○中島委員長 済みません、皆さん、静かにし

てくれませんか。こちらまで聞こえないので。 

○畑中委員 今、議会では、ＳＮＳを使って放

映するような設備が整っているわけなのだけれ

ども、その前に、やはり、今、私たちの議会の

中というのは、実際、例えば一つ例にとって

も、一般質問なんかについても質問のやりとり

の内容だとか、そういったものについて、やは

りよその議会なんかといまいち比較してみて、

やはりこういう部分は学んでいくべきではない

かというような部分を、ぜひよその議会を勉強

して。それには、ひとつ、今、議会で設備はさ

れていないのだけれども、いわゆるＷｉ－Ｆｉ

が通るような仕組みにして。 

 あと、特別委員会をやったとき、スクリーン

か何かによその議会の様子が放映できるような

設備をまず整えて、よその議会をもう少し勉強

しようではないかという話し合いというか、私

のところは議長と２人ですから、そういうこと

が話されまして。 

 確かに、「いや、そのような必要はないよ。

すぐにやったほうがいいのだ。」という考え方

の方もいるかと思うのですけれども、やはり、

ここはいまいち、いざ放映してしまうと、例え

ば、この間の議会みたいに議事進行かかった

り、そうしたものが、即全て流れるような状態

にしてしまうと、いろいろやはり七飯の議会と

いうものに対しても、見方が変わってくるので

はないかという観点から、いまいちそういった

ものを勉強するということを一つ検討課題とし

て、例えば、要するにＷｉ－Ｆｉを流して、放

映できるような設備を、まずは整えてほしいと

いうのが、２人で話し合った検討事項でござい

ます。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、赤松クラブのほうからは、一般質問を含

めてやりとり、そういうものを含めて、ほかの

議会との比較をしてみたらどうかと。それでま

た、ほかの議会のこともしっかりやはり勉強し

て、議会運営に生かしていくべきではないかと

いうような内容がありましたので、また後ほど

検討させていただきます。 

 一応、赤松クラブからはこの一点について、

協議事項として提案をされました。 

 次に、青山会の池田議員、お願いします。 

○池田委員 私たち青山会のほうも、やはりイ

ンターネット配信、そういうものを勉強しなが

らやって、機材がそろいましたから、勉強しな

がら、それを課題としてやっていってもらえな
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いかということと、それから、そのインター

ネットもそうなのですけれども、その中に、あ

と議会だよりの簡素化と言いますか、そういう

ものがやはりホームページのほうで見られるよ

うにすれば、広報誌も薄くなるだろうし、経費

の削減になるのではないかということが上げら

れました。 

 それと、今、畑中委員も言われていましたけ

れども、おのおの会派の視察、会派の視察とい

うか、もう少しこう視察をしながら、この議員

が勉強をする必要もあるのかなと。会派でいく

のか、この会でいくのか、それはわかりません

けれども、そういうようなものも勉強会という

か、研修会も増やしていったらどうかという話

を、ただ呆然と言ったら申しわけないですけれ

ども、大枠としてそういうようなものが、議題

としてどうでしょうかという話でまとまりまし

た。 

 以上です。 

○中島委員長 今、青山会の池田議員のほうか

ら、一応、インターネットの配信についてとい

うのを一つと、それと会派、または常任委員会

の視察をもう少し、今、常任委員会は１年ごと

にやっていますけれども、これをやはり毎年と

いいますか、常任委員会の視察をもっとやっ

て、勉強を重ねる機会を重ねたほうがいいので

はないかというような話が、今ありましたの

で、一応これで二つ協議事項としては…。 

（「広報誌。」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 議会だよりの簡素化というのも

一つありましたので、一応３点、取り上げて出

していただきましたので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、次に動進会、中川委員。 

○中川委員 うちの会派では、まず、５番目で

出ていました会議録のホームページの掲載とい

うことで、これも決定しているところもあるの

ですけれども。各常任委員会だとかほかの報告

書関係だとか、いろいろな議会のことをもっと

わかりやすく更新ができるように、例えば、議

長と事務局だとか、議運だとかでホームページ

の更新をスムーズにできるような体制をつくっ

たほうがいいのかなというのが、一つと、あと

７番目、議会の公開ということで、インター

ネットの関係ですけれども、皆様方と同じよう

なことですけれども、これ自体は進めていくべ

きだなというのは、出ているのですけれども、

ただ、その前に公開しているほかの議会だと

か、その議会のやり方、進め方だとかいろいろ

なことが、今度、協議していかなければいけな

いのかなと。 

 それで、よその議会を見ると言っても見に行

くわけにもいかないですし、そうなった場合

に、やはりここ自体にＷｉ－Ｆｉ環境があれ

ば、先ほども赤松クラブのほうからもありまし

たけれども、例えば、委員会でＹｏｕＴｕｂｅ

だとかで見ながらやったり、もしくは、ここで

それぞれ見ることもできると思いますし。その

環境をまず整えて、進めていかなければならな

いのかなと。それが進んでいくにつれて、今

度、理事者側とも協議も必要だなということで

す。 

 それなので、まずは、そのインターネット配

信に至るまでの仕組みをつくっていかなければ

ならないなという結論になりました。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま動進会、中川委員のほうからお話が

ありましたけれども、やはり、会議録だとか、

そういった報告書のことをわかりやすくできな

いかと、スムーズにいくようにできないかとい

うような話と、それと、インターネットの配

信、これの仕組みについて、もっと勉強したほ

うがいいのではないかと。それと、Ｗｉ－Ｆｉ

とかＹｏｕＴｕｂｅの配信、これについても、

環境を整えたほうがいいのではないかというよ

うな話で、３点上げさせていただきました。 

 ありがとうございます。 

 次には、駒ヶ岳、澤出委員。 

○澤出委員 一応、大綱４件で。 

 １点目、情報共有について。インターネット

による動画の配信。これは、皆さんと一緒で

す。あと、議案資料等のホームページの掲載、

これも同志です。それに絡んで、過去の会議録

なども順次、ホームページに掲載していくよう
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にしていったほうがいいのではないかというこ

とです。 

 ２点目、住民参加について。町民との意見交

換会、じかに住民と意見を交わすシステムの実

施及び傍聴席を含めてのことですけれども、議

場のバリアフリー化の検討について。 

 ３番目、議会の機能の強化について。議会基

本条例の実行状況についての検証をしていくべ

きではないか及び議員同士の討論会等、こう

いった場において考えの対立等を議論するよう

な場をつくっていかなければ、なかなか本音の

ところが引き出せないのかなという部分で。普

段から議員同士のそういう意見が、どういう状

況なのかということを討論しながら、理解を深

めていくことが必要ではないかということで

す。 

 ４番目、議員定数の削減、あるいは調整。そ

ういったところについても進めていかなければ

ならない時代になっていきているのかなという

部分もあります。 

 それと同時に、議会図書館の整備。これは、

議員自体の情報収集の場でもありますので、充

実してほしいというところの内容です。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、駒ヶ岳のほうの澤出委員のほうから、６

点ぐらい。情報の共有化についてというのと、

過去の議事録について、議会だよりのほうに

しっかり載せていくべきではないかというよう

な話。それと、町民との懇談会、報告会。これ

の実施といいますか、もっとやはりわかりやす

くでいいですか、変えたほうがいいのではない

かという話と、あと、議場の傍聴席のバリアフ

リー、これについてもちょっと言われてまし

た。それから、議員同士の討論会といいます

か、議論をもっと活発にやるような場所、そう

いうものも設定したらどうかというのと、あ

と、議員定数の削減、この話もありましたけれ

ども、議員定数の削減についても、皆様ほかの

ほうからも出ると思いますけれども、これもや

はり、この委員会の後半のほうには、ぜひ取り

上げていかなければならないのではないのかな

というような感じはしておりますので、そうい

う形で、今、駒ヶ岳のほうから議事内容につい

て提案をさせていただきました。 

 ありがとうございます。 

 次には、公明。 

○神﨑委員 まず、皆さんから今、出ています

ようにインターネットの普及がすごく言われて

進んでいるかと思いますけれども。やはり、庁

舎の環境、Ｗｉ－Ｆｉとか、さまざまインター

ネットに対応できるように、きちんとなってい

るのかというような状況ですよね。それが、ま

ず１点と、また、議会側とも議会でやりたいと

言っても行政側との相談というか、協議も

ちょっとそこには一つ必要にならないのかなと

いうものも、一つ考えています。 

 あと、さまざまＹｏｕＴｕｂｅですぐに流せ

るのはないかという、せんだってもそういう話

もありましたけれども、私もＹｏｕＴｕｂｅ、

各地の町村のを見させていただいて、やはり休

憩時間も映してみたり、また、そこには突然、

宣伝みたいなものがぼっと入ってきてみたり。

あと、ぶつぶつ切れてしまうというか、何かそ

ういうものも見受けられので、これを１回見た

らもう見ないみたいな、そのような状況のとこ

ろが結構。 

 それなので、途中でそのような宣伝が入るよ

うになると、七飯町でＹｏｕＴｕｂｅを流し

て、宣伝が入ると、七飯町がその宣伝をしてい

るのかみたいな、そういうような問題も今、発

生しているという状況も見受けられています。 

 やはり、皆さんが言っているように、もっと

取り組みを調査してからでもよろしいのではな

いかなと。せっかく載せても、途中でやはり崩

れるようなことのないような、やはり取り組み

状況をもっともっと調整しなければ。 

 ただ、先ほども言いましたように流しっ放し

で、休憩も入っている、何もかも入っている、

やはりそこに校正というもの、映す自体にきち

んとした校正をして、出していかなければなら

ないと思うので、そういったいろいろな問題が

発生するかなと思いますので、やはり皆さんと

同じきちんと取り組みの調査というものが必要
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になってくるかと思いますので、その点で、

今、協議をしていました。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、公明のほうからは、インターネットの配

信について対応とか環境、その辺についてのや

はり整備をしていかなければならないのではな

いかという話と、あと、議会と行政の話し合い

の場所というか、先ほども何かで出ましたけれ

ども、そういうものもやはりしっかりやってい

くべきではないかと。 

 それから、ＹｏｕＴｕｂｅだとか、そういう

配信の仕方、やり方。そういうものについての

取り組みの調査も、やはりやっていくべきでは

ないかと。状況を調べるとか、そういう形で

やっていったらどうかというような話がありま

した。 

 ありがとうございました。 

 次が、絆。 

○田村委員 それでは、会派のほうから、多

分、重複する部分も出てくるとは思いますけれ

ども。 

 まず、会派で出たのは、議会だよりの簡素

化。これについては、いろいろあると思うので

すけれども。要は、非常に厚くなったりすると

いうようなことで、何とか全体的に簡単に書い

てという、そういう形の方向に向かわせるに

は、やはりインターネットの活用だとか、いろ

いろ連動してこないと、なかなか単に議会だよ

りを簡素化しましょうということにはならない

と思うのですけれども。まず、狙い目として

は、議会だよりの簡素化をしたいと。 

 それから、ＹｏｕＴｕｂｅの配信という、や

はり、議会の議論をしているところを見てもら

うと。町民の方々に見てもらうというのが、ど

ういう雰囲気なのかという部分の中で、やはり

これも議会の活性化につながる部分で、したほ

うがいいのではないかというような話が出まし

た。 

 それから、ペーパーレスの話が出たのですけ

れども、これは、いろいろな媒体が電子化しな

いと、これもまたペーパーレスはできないとい

うふうなことで。ここら辺も合わせながら、議

論をしたほうがいいのではないかとは思うので

すけれども。 

 それから、研修会。会派なのか、どうなのか

は別にしても、例えば、常任委員会なんかは２

年に１回だとかと、これの流れというのは以

前、役場で国の指導の中で行革を大々的にやっ

た中で、やはり毎年よりも２年に１回がいいの

ではないかというような、いろいろなそういう

流れの中で現在まで来ているのですけれども。

やはり見聞を広めたり、いろいろな情報が電子

媒体で十分だという考えもあるかもわかりませ

んけれども、やはり視察なんかに行くと、相当

見たり、聞いたり、それから、雰囲気を感じ取

るという、ここら辺が私たちには必要ではない

かなと、そういう意味では、やはり毎年何らか

の形でそういう情報を求めるというか、どうい

う形であれば、七飯町に還元できるのだという

ような、そういう狙いの中で研修会を毎年実施

できるような形のほうがいいのではないかと。 

 それから、もう一つには、先ほども出ました

けれども、定数の問題。これからいろいろ人口

の変化が来る中で、適正な議員定数というのは

一体どうなのだろう、これはやはり議論をする

必要があるだろうし、それから、いろいろ言わ

れておりますけれども、報酬の問題。若手のな

り手が少ないのは、低いから、生活できないか

らというような、いろいろな要因があると思う

のですけれども。この部分も、やはり私は議会

活性化に向けて、きちんと方向性を出すという

のが、急に上げるとかということではなくて、

やはり議会のその活動と報酬というのが、今の

ままでいいのか、あるいは、もっと下げるべき

なのか、上げるべきなのかという、もう一度立

ち返って、きちんとこう整理をしたほうがいい

という、そういう考え方でこれが出てきまし

た。 

 それから、正副議長の任期。この問題も、会

派の中で出ております。正副議長の任期は、現

在４年でありますけれども、２年でどうだろう

か。これは全国的には、４年の任期が大体５

割。それから２年が４割。そして、１年交代と
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いうのが１割というような流れで、市町村は別

として、大きくくくると、そのぐらいの割合で

なっているという中で、４年から２年というの

は若手の起用だとか、それから多くの議員に議

長、副議長の経験をさせたほうが、もっと議会

の視野が広がるのではないかというような、そ

ういう意味もありますし、それから、対執行機

関での地位の低下というか、議長、副議長ので

すね。２年ずつ、あるいは１年ずつ、４年以下

になると、どんどん変わっていくということに

なると、なかなか経過というか、そういう部分

の中でも、こうだと言われると、なかなかバラ

ンスが取れにくい。それから、議長職の形骸化

につながるのではないかという話もまた、これ

１年ではあると。それから、議長の議運の習熟

度というか、そういう裁きの流れというのが、

４年以下になるとなかなかと。 

 こういうことを考えると、どちらがいいかと

いうと最低限、理事者側も議会側も考えるとす

れば、そういうバランスではなくて、むしろ両

方とも共通しているというのは、七飯町をいか

によくするかという話だと思うのです。共有し

て、ベースが同じだということを考えると、私

はむしろ、４年というのもわかるのですけれど

も、一歩踏み出して、２年のこの交代の方向の

中で、私は議論をしたほうが、もっともっとそ

の活性化につながっていくのかなというふうな

考え方も一方では持っていますので、ぜひ、議

会だより、ＹｏｕＴｕｂｅ、ペーパーレス、そ

れから会派の研修、定数、報酬、正副議長の任

期という部分について、何とか活性化の中で議

論をいただきたいなと、そういうことで会派の

ほうから報告いたします。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、６点ほど案のほうが上がりましたけれど

も、一つは、議会だよりの簡素化というのが一

つと、ＹｏｕＴｕｂｅの配信、町民にやはり、

幅広く議会の中を見てもらうというのが必要で

はないかという話がありました。あとペーパー

レス、これは電子化も必要になってきますけれ

ども、タブレットの使用のほうになってくるの

かなと思いますけれども、これもほかの会派か

らも出ておりましたけれども、後で調整させて

いただきます。 

 それと、研修会についてですけれども、今、

常任委員会については１年置きという形でやっ

ていますけれども、やはり見聞を広げるために

は、少なからずも毎年何らかの形で進めて、見

る、聞く、そういう機会をもっと多くしたほう

がいいのではないかというようなことについて

の議論。 

 それと、議員定数の件、それとまた報酬の

件。このことについても、調整する必要がある

のではないかと、整理する必要があるのではな

いかというような話もありました。 

 それと、最後に正副議長の２年交代制につい

て。これもやはり、全国的にも相当２年交代制

が幅広く進んできているということは、確実で

す。私も調べてみましたら、結構進捗状況のほ

う、急速にやはり２年交代が進んでいるという

ような形でありますので、ぜひ、このことにつ

いてもひとつ議論の対象の一つにしていきたい

ということで、絆会派からは６点の提案がされ

ております。 

 それでは、光輝会、平松委員。 

○平松委員 細かく分けると７点なのですが、

関連するものを三つ、まず先に発言させてもら

います。 

 インターネットの配信は、これは議会の公開

制を高めるということで、ただし、インター

ネットのその配信をするということとあわせ

て、議会だよりを簡素化して、少しでも読みや

すく。例えば、委員会報告だとか、全文掲載を

していますけれども、いろいろなところの例を

見ると、趣旨はこういうことになりましたと、

詳細はホームページだとか、そういうものを見

てくださいというのが、かなり増えています。

そのほうが、町民にとっては入りやすい。今、

極端に言うと、読まないという人たちが結構い

ます、字びっちり書いているだけで。それで、

インターネットの配信をすることにあわせて、

議会だよりを簡素化する。そのためには、議場

でタブレット端末、こういう電子媒体を入れる

という必要性が当然出てきますので、この三つ
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はセットかなと思っていました。 

 それと、特別委員会を本会議場で行うと。こ

れは、せっかくやっているのですから、これも

動画配信をして、町民に見ていただくと。これ

が、４点目になります。 

 それから、定数を考え直す、５点目。 

 それから、視察研修、これを毎年にできない

かというのが、６点目。 

 最後は、議長、副議長の任期。これは、考え

直すべきだということの７点になります。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、平松委員のほうからは、インターネット

の配信と言っていましたけれども、やはりイン

ターネットの更新、議会の公開制が大事ではな

いかというような話。 

 それと、あと議場でのタブレットの利用。こ

れも、やはり考えていくべきではないかという

のと、あと議員定数。これも話に出ましたけれ

ども、これもやはり考えていく必要があるので

はないかと。 

 それから視察研修。これもやはり、ほかのほ

うからも出ておりましたけれども、見る、聞

く、やはりそういうものをしっかりとやって、

議会、議員、それぞれに身につけていただくと

いうことが必要ではないかということで、視察

研修を増やしていくという形も話がありまし

た。 

 それと、正副議長の２年交代制。このことに

ついても、お話がありました。 

 あとは、これだけですね。ありがとうござい

ました。 

 それでは、最後に、無会派の上野委員。 

○上野副委員長 大きくは、二つなのですね。 

 一つは、議会の住民参加型の議会にしていく

ということで言えば、いろいろやってはきてい

るのです。例えば、議会報告会をやって、住民

に議会の内容を説明したりしていると。しか

し、そこはまだ住民からの声が上がってきて、

それを吸い上げるという場にはなっていないと

いうことで言えば、もっと直接住民の声が反映

している、そういう場が必要ではないかという

のが、一つ。 

 そのためには、もう出ていますけれども、モ

ニター制度といいますか、これによって、住民

の声を吸い上げて、それを課題を明らかにし

て、政策化していくというような流れができて

くるのではないかと思いますので、一つは、モ

ニター。 

 それからもう一つは、これは、ほかの議会で

もやっている一般会議という形で、住民とテー

マに基づいた会合を開いて、そこでいろいろな

住民からの声を反映させながら、それを政策課

題に取り上げて立案していくというような、そ

ういうやり方がとられていることもありますの

で、そういった住民とのコンタクトができる場

を設定して、そこから声を吸い上げて、議会と

しての何をやるべきかという課題整理をして、

取り上げていくという流れが必要ではないかと

思うのです。 

 その中に、それを反映させるためには、議会

そのものが、そういった課題を政策的な課題と

して取り上げて、政策型の議員提案のできる条

例を制定していくということになれば、一連の

流れができていくのはないかというふうに、ひ

とつ思っております。 

 それから、これまで七飯町議会の中で一番問

題になった町の財政破綻、これは議会が十分

チェック機能を果たせなかったということの反

映でもあると思うのです。そういうことで言え

ば、例えば、町の総合計画について、どうだこ

うだという形で、議会がもっとその計画の中に

声を反映させ、そのチェック機能を果たせるよ

うなそういう議会運営が必要ではないかという

ふうに思いますので、その辺を反映させるよう

なやり方がひとつ検討していただきたいなとい

うところです。 

 あとは、皆さんが言われていることもかなり

重複する部分がありますので、省略して、この

点だけ発言させていただきます。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 ただいま各会派、また、無会派の方から、た

くさんの協議事項を提案をしていただきまし

た。本当にありがとうございます。このことに
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つきまして、今、同じものもありますし、ま

た、七飯町の議会として、ちょっとこれはどう

かなというものもありましたので、一応ここで

集計をさせてもらいますので、とりあえず１５

分ほど暫時休憩させていただきまして、一応、

会派ごとの取りまとめをこちらのほうでやりま

すので、１５分ほど暫時休憩いたしますので、

よろしくお願いします。５０分まで。 

午前１０時３３分 休憩 

────────────── 

午前１０時５１分 再開 

○中島委員長 それでは、休憩前に引き続きま

して、会議を続けます。 

 先ほど、各会派の皆様方から議事内容につい

て、いろいろと御意見をいただきまして、一

応、会派の意見の集計状況ができました。皆様

方には、お配りしてあると思いますけれども、

以上のようにたくさんの意見を出していただき

まして、本当にありがとうございます。 

 この中から、皆さんと議論をしながら必要な

もの、また、ちょっとこれは今の状況ではどう

なのかなというものがたくさんあると思います

から、皆さんのほうから、もしあれでしたら意

見を言っていただければ、その話をいただきな

がら集計をしていきたいと思っておりますの

で、ぜひ、皆さんのほうから、これを見て意見

がありましたら言っていただければと思います

けれども。 

 若山委員。 

○若山委員 済みません、先ほど澤出委員のほ

うから動画の配信をうちの提案として入れてい

たのですけれども。 

○中島委員長 動画の配信、載っていません

ね。 

○若山委員 動画の配信というか、インター

ネット配信というのか、表現はあれですけれど

も。議会のあれを動画で配信するというのも、

我々の意見でも、大きなテーマでもありますの

で。一番初めに言った内容だと思いますので、

そこをつけ加えていただければと思います。済

みません。 

○中島委員長 そこをちょっと聞き逃したかも

しれません、ごめんなさい。動画の配信という

ことで。 

 皆さん、追加してください。駒ヶ岳のほうか

ら、このほかに動画の配信の必要性というよう

なこともありましたので、それをつけ加えてい

ただきたいと思います。 

 それでは、まず、皆さんぜひとも、この中か

ら、相当ダブっているものがありますし、ま

た、今の七飯町議会においてはちょっと無理が

あるかなとか、ちょっと時間がかかるかなとい

うものもあると思いますけれども。とりあえ

ず、緊急にやはりやらなければならないものか

ら取り上げていっていただいて、進めていきた

いなというふうに思いますので、皆さんのほう

から各会派の考え方をもう一度、これはぜひ優

先的にやっていただきたいというもの、これは

まだ後でいいよというものがあると思いますけ

れども、そういうものについて、皆様方から御

意見をいただければなと思うのですけれども。

これを見て、相当ダブっているものもあります

し、どうぞ何かありましたら、誰か意見を発信

していただければありがたく思いますけれど

も。 

 池田委員。 

○池田委員 やはり、今、皆さんの会派のほう

から話を聞いた結果、インターネット配信等の

ほうの勉強会というか、インターネット配信と

皆さんどの会派も言っていますので、そのあた

りから第一候補として手をつけていったらいい

のかなとは、私は思っております。 

 以上です。 

○中島委員長 確かに池田委員からお話があり

ましたように、インターネットの配信、中継と

いうか、これにつきましては、ほとんどの会派

の方々から話は出ておりますので、これは、や

はりどうしても取り上げていく必要性があるの

かなというような気がいたします。 

 そうですから、一つは、インターネットの配

信について。これについては、この委員会で取

り上げていくということに決定をさせていただ

きたいと思いますけれども、皆さんよろしいで

しょうか。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、一つは、インターネット

の配信。 

 それから、何か気がついたことがありました

ら、ぜひひとつ。 

 澤出委員。 

○澤出委員 今、議会報告会をやっているので

すけれども、やはり一方的に説明する談が多く

て、来られた方からの意見というのは、ほとん

ど立ち上がってこないというか、こちらに届い

てこないというのがありますので、なるべくな

らば、あの体裁を改正するなりして、一般の

方々の本当の意見をくみ上げて、吸い上げるよ

うな。それを議会、あるいは行政に生かしてい

くような方向の意見交換会というのを、やはり

実施するべきだと思うのです、早期のうちに。

そちらのほうをやっていただければ、いろいろ

な意味で活性化につながっていくのかなという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま議会報告会については、今、駒ヶ岳

の澤出委員会派のところと、上野委員のところ

と２人から出ていましたけれども、確かに今、

議会報告会は実施されております。それで、今

会、２回が終わったところですけれども。 

 今、澤出委員のほうからは、今の報告会では

一方的で、議会のほうからの一方的な感じがす

るというような話。もっともっとやはり、町民

の意見を聞けるような形に考慮すべきではない

かというような意見がありました。 

 この現在の議会報告会の見直し、これについ

て取り上げるべきか、取り上げなくてもいいの

か、その辺、皆さんで議論をしていただける

と。 

 池田委員。 

○池田委員 やはり、議会報告会、それをやる

に当たって、先ほどのときからずっとこの席で

論じられてきたのですけれども。やはり、報告

会という形のほうが、一番スムーズにいくので

はないかと。そのほかに、また町民の方々の御

意見というのは、移動町長室だとか、そういう

部分でやったらいいのではないかと、たしかそ

ういうような話をした人もいたと思うのです。 

 報告会を余りそのときにやってしまうと、時

間の調整といいますか、やはりなかなか文言が

出て、大変なのかなと。 

 私は、今のままの報告会で来る方々は組織の

長であり、そういう人たちからの要望を上げて

もらう、最後に要望を上げてもらう。討論をす

るとかと、町民一人一人から上げるということ

になると、すごく時間がかかりますし、それは

それでまた移動町長室なり何なり、そういうと

きにまた言ってもらったほうが、いいのではな

いのかなと。確かに町民の声を反映させなけれ

ばならないという場所ですけれども、この場所

に持ってくるのは、ちょっとまだ早いのかな

と、早いというか違う場所でもできるのだよね

という形にしていますので。私は、そう思って

います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、池田委員のほうから報告会については、

現状のままでいいのではないかというような話

で、今のこの委員会で取り上げて議論をする必

要がないのではないかというような意見があり

ました。 

 ほかにありませんか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 議会報告会については、２回やっ

ているのですけれども。この２回をやるに当

たって、事前にどういう方法でとか、いろいろ

な議論をしたと思うのです。そうして今の形と

いいますか、できたと思うのです、いわゆる報

告ですよね。報告をした後に、一応、多分集

まった方々に何か御意見だとか、そういったも

のはないですかというようなお話を投げかけて

いるわけです、どちらにしても。 

 そうした中で、やっている中ですから、これ

を今、スタイルを変えていくというのは、今ど

うかなと。 

 確かに澤出委員が言われたように、そういう

やり方もいいと思うのだけれども、町民のそう

いう声を聞くには、それだけでないし、おのお

のの議員活動の中でまた声を聞くという方法も
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あるのではないかなと。いわゆる、今言った議

会報告会については、今のスタイルのほうが私

は、せっかくそのスタイルをのせているのです

から、やった後も反省会の中でも、来た方も満

足されて帰ったなというような声も聞いている

ものですから。 

 ただ、欲を言えば、あれもやりたい、これも

やりたいというのはいいのですけれども、一度

になかなかやれないというのがあるのではない

かなと思うのです。 

 それから、もう一つ。今、今回の特別委員会

では、今差し迫って一番やらなければならない

というのは、やはりインターネットの配信。こ

れではないかなと思うのです。 

○中島委員長 それは、決まったので。 

○畑中委員 ちょっと待って、やります、この

あれは、後で。 

○中島委員長 お願いします。 

 畑中委員のほうからは、今の報告会について

は、今、２回やっておりますけれども、もう少

し経過処置を見たほうがいいのではないかと、

このまま続けるべきではないかというような話

がありました。 

 ほかにありませんか。 

 上野副委員長。 

○上野副委員長 いろいろ意見が出てきまし

た。議会報告会というのは、本来は地域に入っ

て、住民相手にという形でやるのが１番の形だ

と思うのですが。今は、各組織の代表者みたい

な人を集めて、報告会をやるというような形に

なっていまして。それでは、その組織の代表者

は、組織を代表してそういった意見を吸い上げ

た上で、会に参加してくれれば、そういった声

も反映できるのですけれども。 

 ただ、参加して情報を受けて帰るという、そ

ういう報告会の中身では、そういった住民の参

加型というか、本来の参加型のそういう場に

なっていないのではないかというふうに思いま

す。 

 ですから、今の報告会という形のものは、や

はり見直す必要があるのではないかと思うので

す。 

 というのは、やはりその組織の代表を集めて

も、こういう場にはならないよということの証

しではないかというふうに思いますので、その

辺は、一度、委員会としてその辺はどうなのだ

という議論の場として、その問題を取り上げて

いただいたほうがいいのではないかと、私は思

いますけれども。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、意見がありましたけれども、見直すべき

ではないかという人と、いや、まだ２回目だ

し、もう少し経過処置を見たほうがいいのでは

ないかというような意見と、二つに分かれてい

ると思うのです。 

 これもまた、議論をするとなると後まで長く

なると思いますので、時間もあれですから、結

論、この委員会で取り上げるか、取り上げない

か。これをやはり一つずつ結論づけていかない

と話が進みませんので、進めていきたいと思い

ますけれども。 

 ほかに何か意見は、ありますか。 

 中川委員。 

○中川委員 今、いろいろ意見が分かれました

けれども、やはり議会報告会をやると言って進

んできた中で、いろいろな今、上野副委員長が

言われたようなことも議論をされた中で、今の

やり方としてスタートしました。その中で、ま

ず、それも、これがいいのかどうかわからない

状態でのスタートでやってきていますので。そ

れで、１回目をやったときに、まずは１回目を

やってみた結果、いろいろな課題が出てきた。

その中で、議会報告運営委員会の中で、では、

もう少し対象の人を増やすとか、人数を増やす

とかというので、２回目もやってきた。また、

今回もいろいろな課題が出て、その議会報告運

営委員会という組織でつくって、委員長もいる

中で、これを運営していますので、そこでいろ

いろな話が出た上で今進めていっていますの

で、それは、このまま続けていって、その運営

委員会自体で、これはだめだなとなった場合

に、やはりこの活性化の委員会だとかいうとこ

ろで見直すというふうにしたほうが、それでな

いと、その時々で１回、１回全部最初から見直
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すということもできないと思うのです。 

 それなので、議会報告会に関しては、現状の

まま進めて、その中で運営委員会のほうの中

で、やり方を変えていくというふうにやって

いったほうがいいと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、中川委員のほうからも、やはりどちらか

と言うと、現状維持でやった中で、いろいろ考

えたほうがいいのではないかというような話が

ありましたけれども。 

 皆さん、どうでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 今やられている報告会、私も２回

目、オブザーバーで参加をさせてもらって、た

だ、今回のテーマの中でいただいた早稲田の資

料の中で、「情報を共通について」という項目

と「住民参加について」という項目。それとも

う一つ、「議会機能の強化について」というそ

れぞれの項目で点数を上げるというのは、これ

はまた二の次だと思うのですけれども、そうい

うところで評価をされているということなの

で、「住民参加について」というポイントでい

くと、ちょっと今の報告会では弱いのかなと。 

だから、もうちょっと何か工夫するか、先ほど

澤出委員が言ったとおり意見交換会というか、

これをやるとなると議員が物すごい大変になる

と思うのですけれども、意見を吸収する、意見

交換をする、そういう場について、必要なの

か、できるのかどうかについて、議論をするこ

とは重要なのではないかなと思うのですけれど

も。 

 ただ、本当に難しいことになると思います、

実際にやったら。だけれども、それについて本

当に必要なのか、うまくいくのだろうかという

ところを議論する。それと、やはり「住民参加

について」というポイントでの、今回のテーマ

のとして一つ入れてもらいたいなというのが、

個人的な意見です。済みません。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、若山委員のほうからは、情報の共通の問

題とか、共通化したほうがいいのではないかと

いう問題と、あと、住民参加の問題。こういう

ものもいろいろ加味して、できたらもう少し内

容を変えたほうがいいのではないかというよう

な話もありました。 

 池田委員。 

○池田委員 それでですね、この報告会に関し

て、企業ばかり呼んでいるわけではなくて、町

内連合会長、そういう者も呼んで、一応、住

民、住民と言いますけれども、やはり町内会員

だと思うのです。本当にその地域で困ったこと

があったのであれば、そちらのほうに、時間は

かかりますけれども、話をしていきながら、こ

れが本当に重要なのだよと、その組織の中でま

とめて、この議会の中と同じで、組織の中でま

とめて、これはやはり今、議員にやってもらわ

なくてはならない、町にやってもらわなくては

ならないというものが上がってきたものに、そ

ういう意見であればいいのですけれども。 

 ここに来て、個人でわーわーと言われて、そ

れをそうですかと聞きっ放しでしょう。それ

が、果たしていいものなのか、悪いものなの

か。だけれども、その組織、組織で住民が参加

していない、住民が参加していないと言います

けれども、決して参加しているのではなくて、

町内会活動、そのほかにいろいろな障害者であ

れば障害者の団体、そういうものに入っている

と思うので。 

 だから、住民を切り離して何も考えている、

そのおのおのが入っている会の中で、精いっぱ

い檄を飛ばして、激論してきて、それが本当に

みんながこれ大事だよねという、先ほどちょっ

とバリアフリーの問題を言いましたけれども、

余談で申しわけございません、そういうものが

本当にいきたいのですよと、あれ何とかしてく

ださいよという意見の陳情な質問、中に集約に

そういうものがのってきたのであれば、その組

織がのせたのであれば、私たちも真剣に考えな

いと。相対でやるというのは、すごく難しいと

思うのです。まして、予算もかかりますし、一

から十まで聞いていたら、とんでもないこと、

時間の示しがつかなくなると思うので。 

 ですから、やってみて、今せっかくこう２回
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目をやってみて、これがやはり本当に不合理な

のであれば、やはり少しずつ改造していくのは

大事だと思います。とにかく私としては、まず

地域の町内会なり、その組織がちゃんとした活

動をしてくることを望んでいるのです。 

 ですから、だめだとは言いませんけれども、

どちらかと言うと反対のほうで。とりあえず、

今のままでやって、おのおの組織で話ししてく

ださいよと。そういう部分で、下のほうでちゃ

んともんできて、そして上のほうに上げてきて

くださいというのが、私の論理です。 

 以上です。 

○中島委員長 青山委員。 

○青山委員 議会報告会、一応、責任のある立

場で、委員長という立場なものですから、今、

大変たくさんの議論が出ています。 

 先ほど、中川委員が副委員長なものですから

言ってくれたので補足にもなりますけれども、

まだ、議会報告会そのものは、今年が２回目と

いうことであります。初回、立ち上がるとき

に、物すごい時間もかけて様々な議会、勉強を

させていただいて、その中で失敗しているとこ

ろもたくさん見させていただきました。 

 その中で、やはりまだ七飯町議会の議会報告

会としてはノウハウがないままで、町民参加と

やってしまうと、空中分解してしまうのではな

いかという心配、それは、いろいろなところを

見させてもらった結果なのです。その中で、七

飯町としてはどういう方向で、続けていくため

には、どういうまず段階を踏んでいこうという

ことの第１回目であったのです。今年は、その

第２回目ということで、１回目にプラスいろい

ろなさまざまな御意見をいただいた中で、アン

ケートをもらうだとか、来ていただく方には、

現場の中で問題があることを持ち寄ってくださ

いよということを口頭で言いながら来ていただ

いて、その中で、最後には意見集約という形を

とって、今年は終わっております。 

 そんな中で、要するに言いたいのは、今のこ

の何とか難産でスタートはしたのですけれど

も、模索しながら動いているというのは実態な

のです。 

 だから、さまざまな御意見、ぜひ、私どもの

ほうにいただいて、それを何とか次に生かして

いくという方向で、今のスタイルをよりボ

リュームを持って次には迎えたいなと思ってい

ますので、皆さんの御意見は本当に貴重な意見

だと思いますので、どうか我々に、私のほうに

そういう御意見がありましたらいただいて、何

とか今の報告会の委員の中に情報をいただいて

進めていけるようなことで考えていただけれ

ば、３回目にはもっとよくなるかなと思います

ので、御理解のほどよろしくお願いします。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいまたくさんの方からいろいろな意見を

いただきました。 

 最後に、この報告会の委員長であります青山

副議長のほうからも、今、お話がありましたよ

うに、まだ２回目ということで、やはりもう少

し様子を見たほうがいいのではないかと。これ

３回、４回、５回と続けていく中で、問題が起

きた中でまた取り上げてやっていったほうがい

いのではないかというようなニュアンスの話も

ありましたし、だから、今のところまだ２回で

すし、まだ暗中模索の中でやっていることがた

くさんあると思うのですけれども、これ４回、

５回と続けていく中で、またいろいろな問題が

出てくると思います。そのときに、また改めて

取り上げて議論をしたらどうかと。今回の前半

の中での、この委員会での取り上げは、報告会

については上げないほうがいいのではないかと

いうような話だったと思うのですけれども、い

かがでしょうか。 

 田村委員。 

○田村委員 委員長が言った後に言うのも何で

すけれども、私も２回目参加をさせていただい

て、端的に言いますと、常任委員会で三つの常

任委員会が報告した後、質問という、そういう

流れできたのですけれども。やはり、町民から

というか、集まった方の質問というのが非常に

多かった。常任委員会の報告というのは、

ちょっとこう長目で来ている。やはり、そこら

辺が町民にとっては、逆にもっといろいろなこ
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とを聞きたいという、私はそういう立場の中

で、議会サイドからお話するというのを、それ

ほど多く時間をとらないで、むしろ、聞きたい

ことがあれば、そちらのほうに時間を、ウェー

トを置くような、そういう形で報告会の委員会

の中で協議していけば、先ほど委員長が言うよ

うに、何年か要する、そういうふうに変えなが

ら。行く行くは、最終的には、私は住民参加と

いう方向にたどり着く、それがいつかはちょっ

とわからないですけれども。やはり、そういう

意識を持って、委員会が少しずつ変わっていく

というのは、私は大事なことで、もう少し私は

活性化よりも青山委員長の委員会のほうに流れ

というか、考え方を委ねたほうが、私はいいの

ではないのかなという、そういう思いと、それ

から、もう１点、順番なのですけれども、私は

正副議長の、先ほど任期の話ししましたけれど

も、任期にかかわるものは、やはり１番最初に

議論をしてもらいたいな。 

 それから、もう一つには、議員定数だとか議

員報酬については、２年、３年後でも、要は改

選期というか、そこら辺に焦点を当てればいい

かなとは思うのですけれども。 

 まず、正副議長の任期の議論と、それから研

修会、視察なんかの研修会。これも当然、予算

が絡むものですから、そういうものを先に議論

していただければいいのかなというふうに思い

ます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 そういうことで、とりあえず、報告会につき

ましては、いろいろ議論をいただきましたけれ

ども、大まかに、やはりもう少し様子を見たほ

うがいいのではないかというようなことであり

ましたものですから、とりあえず今回の委員会

の中では、報告会については議論をしないと。

手を挙げて、こちらをもらいましたので、改め

て、また３回、４回、５回と続けていく中で、

何か問題がありましたら、随時取り上げていけ

ればなと、そういうふうに思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、今、時間もあれですから、どんどん

進めてまいりますけれども、今、田村委員のほ

うから、正副議長の任期、これ４年から２年に

変更するということも、これ一つ取り上げてい

きたいなというふうに思っておりますけれど

も、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それと、インターネットについ

ては出ましたのですけれども、これは、もうや

ることに決まっておりますので、しっかりやっ

ていきたいと思います。 

 それと、研修の件。これも、ぜひ取り上げて

いけたらなと思っております。先ほど、ちょっ

と会派という話も出ましたけれども、会派での

研修は、なかなかやはりちょっとこの場所は難

しいと思いますので、できたら常任委員会の中

で研修を進めていく。今、１年置きにやってい

ますけれども、これを毎年１回やっていくと。

大小あると思いますけれども、そういう形で

もっと見聞を広げるために、常任委員会の研修

を毎年できないだろうかと。これもぜひ、検討

課題として今回の議題に、協議事項にのせてい

きたいと思っております。 

 それともう一つ。すぐできますけれども、議

会だよりの簡素化、これも二つの会派ぐらいか

ら出ておりますけれども、このことについて、

皆さんどうでしょうか。いろいろ中身があれ

ば、この題目が決まれば、決まった時点で中で

また議論はしますけれども、このことについて

も、やるか、やらないか。皆さん、どうでしょ

うか。やる方向で進めてよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それから、大きな問題となると

議員定数と報酬。この件についても、これ前半

に、まだ次の選挙まで３年ちょっとありますの

で、今すぐというわけにはいきませんけれど

も、この会期の中の後半に持ってくる形でやっ

たらどうかと。例えば、選挙の１年ぐらい前と

か、１年半ぐらい前に、もう一度これを議論さ

せてもらうという形で。これはプラスアルファ

で、この議題を残しておくというような形で、

皆さんよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 そういうことで、議員定数と報
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酬についても、とりあえず、この委員会の中に

協議事項として残していくということにしまし

た。 

 それと、続けていきますけれども、あと、議

案のホームページの掲載。これは、あくまでも

議会だよりの中で進めていけたらなと思うので

すけれども、どうでしょうか。議案のホーム

ページの掲載と、これ。議会だよりの簡素化の

中で一緒に議論できないこともないのかなと気

がするのですけれども。これ、ちょっとそうい

う形でのせていただいて、プラスアルファでし

たいと思います。 

 それと、町民と意見交換実施と。これは、や

はり報告会の中に含まれてきているのかなとい

うような感じがしますので、これは一応、今回

の委員会の中では削除させていただいて。 

 それと、傍聴席のバリアフリー化。これもや

はり、相当やはりお金のかかることですし、予

算がかかるので、今の果たしてどうしようかと

考えて、バリアフリー化と言ったら、確かにい

いことだと思うのです、やはり。これからの障

害者、いろいろ優遇というか、同じ目線で見て

もらうという形には、やはりバリアフリー化の

問題も大きなテーマになってくると思うのです

けれども。 

 今、この七飯町の傍聴において、果たしてこ

のバリアフリー化の問題、今すぐ早急に議論す

べきことなのかどうなのかということも、皆さ

ん考えていただければなと思うのですけれど

も。 

 あとは、委員長発言で大変申しわけないのだ

けれども、今の時点では、まだ時期尚早のよう

な気もしないでもないのですけれども。 

 皆さん、どうでしょうか。御意見ください。 

 畑中委員。 

○畑中委員 確かにバリアフリー化というの

は、悪いことではないのですけれども、それな

りに予算も要するし、それから、もう一つは、

決して議会というのは開かれてないというわけ

ではないのです。例えば、下のロビーにも議会

のライブということで、放映していますから。

そこでも、何とかそういった感じをつかんでい

ただきたいなと思います。 

 ですから、悪いことではないのだけれども、

今、急いで是が非でも優先でやる事項ではない

と。 

 また、これが終わって、全部整理がついて、

また考えてみて、もう一度、それこそテーブル

に出していただきたいというふうに思って、私

はいます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 確かに、バリアフリー化というのは、やはり

大変重要なことだと思うのですけれども、これ

は、これからの将来に向けての検討課題という

形で進めさせていただければなと思うのですけ

れども。皆さん、どうでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それでいいでしょうか。 

 では、そうさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 それと、あとペーパーレスの問題。この件

も、これとやはりインターネットの配信とは、

問題が違ってくるのかな。（「セットになって

いる。」と呼ぶ者あり）セットになっているで

しょう。この中で、インターネットの配信の中

で、ペーパーレスの問題もありますので、これ

もやはりインターネットの配信の中の大きな一

つの問題の中に含めて、進めさせていただくこ

とになると思いますけれども。よろしくひとつ

お願いしたいと思います。 

 池田委員。 

○池田委員 今、委員長の言われたように、私

が思うにこのインターネット、先ほど中川委員

が言ったＷｉ－Ｆｉとを整備すると、今言われ

たような案件の中の三つぐらいが１回にぐ

しゃっと行くような気がするのです。 

 ですから、やはりそういう部分で、議会のＷ

ｉ－Ｆｉのセッティングと、それからインター

ネット配信というようなものをやると、最初に

手をつけて早く決めてしまうといいのかなと

思っていました。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 公明からもお話がありましたように、やはり
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Ｗｉ－Ｆｉの環境の整備だとか、あとは、町側

との協議だとか、そういうものもやはり必要に

なってきますので、ぜひこれもやはり、イン

ターネットの配信の中の一つの議題の中に含め

て、議論させていただければなと思いますの

で、公明のほうも、ひとつよろしく御理解のほ

どお願いしたいと思います。ＹｏｕＴｕｂｅの

問題も。 

○平松委員 今のその話にタブレットの端末を

使うかどうかというもの、これはインターネッ

トの配信の中でセットで考えていかないと。 

○中島委員長 それも一つの議題にしてくださ

い。 

○平松委員 結局、こうやって話したことを、

事務局で打って、今、紙で出ましたよね。それ

が、タブレットですぐ目の前に出るのですよ。 

 だから、そういう意味でも簡素化できるし、

そのデータというのは、ずうっと残していける

から。早い時期に、セットでお願いしたいと思

います。 

○中島委員長 わかりました。 

 それと、いいですか。 

 次、この特別委員会。これを本会議場でやっ

たらどうかというような意見もありました。こ

のことについて、皆さんどうでしょうか。今、

この委員会室でやっていますけれども、これを

全員でやる特別委員会は、本会議場でやれない

だろうかと、やったほうがいいのではないかと

いう、光輝会からの、会派からの話もありまし

たけれども。 

 この件につきまして、皆さん、どのように意

見をお持ちでしょうか。ありましたらぜひ、時

間もあれですから、言ってください。 

 畑中委員。 

○畑中委員 例えば、決算とか予算のときに、

非常にこの資料が多いものだから、本会議場が

いいなという思いはするのですけれども。例え

ば、今ここで使う一時間当たりのコスト、向こ

うで使うコスト、これを比較したら、かなり違

うと思うのです。ここでわざわざ済むものを、

向こうまでもっていって、若干、それぞれあず

ましいかもわからないのだけれども、どうなの

だろうかなと私は思うし、そして、ましてや少

しでも何かで節約していかなければならない、

我が町の財政状況なので、何とかその辺、これ

で私は十分ではないかなと思うのですけれど

も、そう思います。 

○中島委員長 確かに、この委員会だけではな

くて、決算予算委員会ありますけれども、非常

にやはり書類の多い中で、非常に混雑したとい

うか、狭い窮屈な中で進めているという実感

は、皆さんお持ちだと思うのですけれども。 

 確かに、本会議場でやれば、自席ですから机

の上もデスクの上も幅広く使えるので、マイク

もありますから、いいのかなという気がしない

でもないのですけれども。 

 この件については、今、畑中委員のほうから

は、予算もかかることだし、今のままでいいの

ではないかというような話がありましたけれど

も、どう思いますか。あとほかに何か意見はあ

りませんか。 

○平松委員 その経費がかかるというのは、電

気代だとかそういう話を言ってらっしゃるので

しょうけれども、私が本会議場と言っているの

は、本来、町民にもっともっとその中身を知っ

ていただくということを主眼においての発言な

のです。広さで言えば、こちらのほうが広いか

もしれません。机の面積を測って、計算してみ

ないとわからないですけれども。 

 ただ、理事者側と議員とのそのやりとりとい

うのを、町民にもう少し見てもらうと、先ほど

報告会の話何かも出ていましたけれども、結構

詳細な情報がその動画で伝わるということにな

ると、理解をする人もいるかもしれませんし、

それから、例えば、その町会長を通して、こう

いうことをもっとちゃんと聞きたいとかという

声もクリアになってくると思いますので。でき

るだけ、情報はたくさん見てもらえる環境をつ

くっておこうということを、まず整えたほうが

いいと思うのです。それで、どんな声が町民側

から上がってくるかは、後でまた対応策を考え

るということで。今であれば、本会議だけです

から。それは、特別委員会もあわせて、せっか

く２,０００万円もかけて見てもらえる状況に
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したのですから。私は、配信をするのに何も問

題はないのではないかなという考えですけれど

も。 

○中島委員長 という意見も出ましたけれど

も。ほかにありませんか。 

 長谷川委員。 

○長谷川委員 事務方の、例えば、タブレット

端末でのパソコンでのやりとりと、それからカ

メラワークの問題で、非常に事務方がそれでで

きるのかなと、今の人員体制で。そこのとこ

ろ、私は気になっていました。 

 むしろ、それが間に合わなくて、人を増やさ

なくてはいけないということになると、まだま

だその時期ではないのではないかなと、足りな

いとなれば。もう少しこの件は、やはり、それ

こそ何かこう、よその町の情報が必要かなと

思っていました。 

 以上です。 

○中島委員長 今、長谷川委員のほうからは、

もう少し様子を見たほうがいいのではないか

と、いろいろ人員の問題も増えてくるだろう

し、事務局の多様化も出てくるのかなと、多忙

化も出てくるのかなと思いますし、もう少し様

子を見たほうがどうだろうかという意見もあり

ました。 

 平松委員。 

○平松委員 その映し方とかやり方は、いろい

ろあります。例えば、カメラを理事者側に向

けっ放し、議員側に向けっ放し、画面の半分、

半分で映すというやり方もできますから、別に

カメラワークで人手が増えるだとか何とかとい

うのは、それはそうしたいというような話で

す、要するに。そういうふうにやるというふう

に決めれば、できる話ですから。別段、そうい

うことが、こういう論議の中心になる必要はな

いのではないかなというふうに私は思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 若山委員。 

○若山委員 平松委員が言うとおり、配信する

ような環境というか、そういうようなことがコ

ンセンサスでとられれば、向こうでやらざるを

得ないとは思うのですけれども。どちらかと言

うと、こういうところで議論したほうが田村委

員のどうだとか、こんな感じで顔を見ながら議

論するので、このぐらいの場のほうが、ものを

置くのはちょっと困るとか、これはまた別途こ

の机を用意するとか、いろいろ工夫をしてやれ

ばいいのではないかなと思いますので。議論す

る上では、こう顔を見ながらみんなで議論する

ほうが、いいのかなという個人的な感想はあり

ます。 

 もし、だけれども、委員会の内容も配信しな

ければいけないということであれば、議場でや

ることもやぶさかではないなと思いますけれど

も。 

 今のところ、ここで議論を深めていけばいい

のかなというふうに思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、若山委員のほうからは、やはり本会議場

に入ると、前を向きっ放しですから、議員同士

の討論は顔が見えないと、討論もなかなかやは

り思い切ったというか、心のこもったという

か、そういうものがやはりちょっと薄くなるの

ではないかというような話。やはり、こういう

場所ですと、お互い向かい合ってお互いの顔を

見ながら議論できるから、いいのではないかと

いうような形。 

 確かに、駒ヶ岳のほうから、先ほど議員同士

の討論会の検討とかいろいろ話が出ていました

けれども。そういう面でやはり、今、この場所

で皆さんと顔を突き合わせながらやったほうが

いいのかなというような話も出ましたけれど

も。 

 皆さん、いかがでしょうか。このままで、本

会議場で進めるということでよろしいでしょう

か。 

 池田委員。 

○池田委員 そのインターネット配信のほうか

ら、そのペーパーレスまで入っていってしまう

と、結論を出すまで結構時間がかかると思うの

です。事務局の話を聞いたり、いろいろな部分

で。確かに、ペーパーレス、紙を使わなくなる

ことだとか、あと、議員がすぐ情報収集できる

ことは、それは大事なことなのですけれども、
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そういうものも言いながらやっていくと、まだ

まだこのインターネットに関するものが、ず

うっと先送りになってしまうような気がしま

す。これから何回も、理事者が、やはりカメラ

なれしていない人が、どう発言したらいいか、

率直に話してと言っても、なかなかそれも、暫

時休憩がかかるときはどうするのだとかこうす

るのだとか、いろいろな討議、今度は物議をか

ましていかなければいけないと思うのです。 

 だから、できればそちらのほうは、ある程度

進んでから、そのインターネットのカメラワー

クだとか、そういうのがおのおのが納得してか

ら動くのも、それは一つのものを決めてからで

も十分間に合うかなと。基礎ができてしまう

と、その応用力というのはできていくのかなと

いう、同じ皿の中にいっぱい上がっていますか

ら、今。それに、それまで入れてしまうと、私

はかなり事務局というか、理事者側も大変に

なってくるのかなと、今、話を聞いて。 

 確かにいいことなのですけれども、それまで

上げてしまうと、本当になかなか決めづらい部

分かなと思っていました。 

 だから、若山委員と同じで、このままのスタ

イルでいいですよという部分でお願いします。 

○中島委員長 では、そういうことで、本会議

の利用については差し置いて、今回、このまま

続けさせていただこうという形で決定させてい

ただきましたので、今回の協議事項の中には入

れないということで、決定をさせていただきま

す。 

 いろいろたくさん議論をいただきまして、案

をいただきまして、また議論を重ねてまいりま

したけれども。大体、集約ができたのかなと思

うのです。 

 まとめますと、五つぐらいにまとまったのか

なという気がします。 

 一つは、まず、インターネットの配信につい

て。二つ目は、議会だよりの簡素化。三つ目

は、議会研修会を増やす、研修会について。視

察研修のことについて。それと、正副議長の任

期、２年交代制。それと、議員定数と報酬の適

正化。 

 この五つに絞られたのかなという気がします

けれども。 

 川上委員。 

○川上委員 今、委員長が言った最後の議員定

数と報酬も、私としては平成３０年に中間報告

で１回、委員会のほうで調書を出していまし

て。それについては、例えば、人口が２万５,

０００人を割った場合だとか、あるいは定数に

対して選挙が起きなかったというか、定数割れ

をしたとか。あるいは、もう一つあったのです

けれども。そういうときにやろうというような

ことで１回、３０年に終わっているのです、３

０年の９月でしたか。そうですから、もう少し

期間を置いて、前に委員長が言ったとおり、ま

だ選挙が始まって１年目ですから。それより

も、今言った四つのほうを先に。 

○中島委員長 順番は、これから決めます。 

○川上委員 それは、ちょっと後回しにしても

いいのではないでしょうか。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 議員定数と報酬について、私は最初に言いま

したけれども、これはこの委員会には協議事項

としてのせるけれども、後半部門に持っていく

と。やはり、１年から１年半ぐらい前に議論を

させてもらうと。これは、やはり選挙ごとに、

どうしても話題になる問題ですから。今回もや

はり、この次の選挙の、あと３年ちょっと後に

ありますけれども、その手前でちょっと議員定

数と報酬については、議論をさせていただくと

いうことで、優先順位からいくと、ずっと下の

ほうになると思います。 

 それで今、５点ほど皆さん集約させていただ

きました。この決定でよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 よろしいですか、ありがとうご

ざいます。 

 それで、今、上がった中で、それと今度、優

先順位、どれのことから先に進めていくかとい

う形で取り上げていきたいと思いますけれど

も。 

 中川委員。 

○中川委員 委員長、今、５点ほどという話
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だったのですけれども、この委員会で取り上げ

てということではないのですけれども。 

 先ほど言ったのですけれども、ホームページ

の更新だとか、そういうものを、例えば議運な

ら議運で、これは全員の委員会ですから、議運

でやっていいよというふうにしていただけれ

ば、議会のホームページのほうを。 

 要は、今、議員の顔だとかそういう、この人

が何期だとか、この人はどこの委員会だとかと

いうことは、うちのホームページだとわからな

いですよね。字では、出ているのですけれど

も。 

 だから、ほかの議会のホームページを見れ

ば、姉妹都市だとかもたしか写真が出ていたり

だとかもあるので、そういう事務的な中身のこ

とというか、その辺というのは、議運で対応で

きるようにやっていただきたいなと思うのです

けれども。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 確かに、この活性化委員会でできるものと、

議会運営委員会でできるものと多々あると思い

ますから、その辺は、臨機応変に言いましたよ

ね。議会運営委員会でできるものについては、

議会運営委員会でやってもらうと。そちらのほ

うで、何かあった場合にまたこちらの委員会の

ほうにやってもらえませんかというような話が

あってもいいのかなという気がします。また、

こちらでできないものを議運でちょっと検討し

てみてくださいというようなことも出てくるこ

ともあると思いますけれども。 

 そこは、やはり議会運営委員会と特別委員会

と切磋琢磨しながら、いい方向に持っていけれ

ばなというふうに思っておりますので、そこ

は、臨機応変に流れを見ながらやっていきたい

と思いますので、御理解いただきたいと思いま

すけれども。 

○中川委員 できれば、この委員会、全員の委

員会ですので、議運のほうでそういうホーム

ページの更新まで協議してやっていいよという

のであれば、今、逆に諮っていただければ、今

後、議運のほうで、この委員会からいいよとい

う正式に出たというのでなれば。 

○中島委員長 七飯町のホームページに例えば

議員の経歴だとか、顔写真とかを載せるだと

か、ほかの議会でやっていますよね。ああいう

ものは、インターネットの配信の中でちょっと

出していただければ、だめかな。 

 議運に任せれば、いいですか。どうしよう、

皆さん、ここでやるか、議運に任せるかという

話で、今出ましたけれども。（「任せたほうが

いいのではないの。」と言う者あり） 

 任せたほうがいいですか。（「任せても何も

問題ないですよね。」と言う者あり） 

 という話が出ましたので、それでは、議運の

ほうにお任せすると、ホームページに載せる例

のやつね。 

 川上委員。 

○川上委員 今、中川委員が言っている内容の

確認なのですけれども。 

 今、ホームページの中の議会だよりという

か、議会の欄があって、そこは今、議長と事務

局で更新したりつくったりしているところだと

思うのですけれども。それを、議長と事務局以

外に議運もプラスして三者で更新だとか、つ

くったほうがいいというような内容に聞こえた

のですけれども。 

 それで、間違いないかどうか、ちょっと確認

してください。 

○中島委員長 確認しますけれども、中川委

員。 

○中川委員 そうですね。要は、本当の議会だ

けのものですね。例えば、その議員の紹介とい

うか。 

○中島委員長 ホームページに議員だけのもの

があるでしょう。 

○中川委員 はい、そういうものだけを載せる

ということです。それを、例えば何か委員会が

変わったとかがあったときに、スムーズにすぐ

変更できるように議運に預けてほしいなとい

う。その都度、委員会が変わったとか何かあっ

ても、一々こういう全体の委員会ではなくて、

議会だよりの編集もそうですけれども、議会だ

よりの編集と同様に考えていただきたいと。何

か変更部分が出たら、スムーズにすぐ変えてと
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いうようなところまでです、そんな大きなとこ

ろまでは、動画の配信がどうだとか、そういう

ところまではやるつもりはないのですけれど

も。 

○中島委員長 わかりました。 

 川上委員、よろしいですか。 

○川上委員 はい、わかりました。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

○畑中委員 いいですか。 

○中島委員長 短くお願いします。 

○畑中委員 中川委員が言われているように、

もう既に決まっていることについて、ただ、そ

の内容を更新したいというのが意図だと思うの

です。 

 ですから、七飯町の議会のホームページを見

ていただければわかるけれども、ほかの議会と

比較したら、その部分は、事務局を前にして言

うのは悪いのですけれども、ちょっと遅れてい

るなと思います。 

 そうですから、そういった面を早くできるも

のであれば、どんどんどんどんやはり更新し

て、その時代に合うようなものをつくっていた

だきたいと思っています。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 意見も出ましたので、あれですけれども、と

りあえず５点に、今回この委員会でやるという

ことが決まりましたので、今、その５点の中か

ら優先順位をまず決めていただきたいと思いま

すけれども。 

 先ほど、田村委員のほうからも意見がありま

したけれども、やはり正副議長の２年交代制だ

とか、あとは議会だより、インターネットの問

題、こういうものをやはり先に、優先的にやる

べきではないかという話がありましたけれど

も。 どうぞ、皆さんのほうからこれは優先的

にやるべきだという、この５番の中から順位を

つけていただければありがたいなと思うのです

けれども、御意見がありましたら発言をしてい

ただきたいと思います。 

 畑中委員。 

○畑中委員 たしか今、幾つかの項目が出て、

それの優先順位を決めるのはいいのですけれど

も、例えば、かねがねここの議会で一つ大きな

課題としていたのが、いわゆるＳＮＳの動画配

信だと思うのです。 

 そうした場合に、私はその前提に、やはり他

の議会の実際、今、放映しているそういったも

のを若干学ぶ必要があるのではないかと。 

 そのためには、やはりここにＷｉ－Ｆｉの設

備をされて、すぐによその議会を調べられるよ

うな仕組みを早くそれをつくっていただきたい

なというのが一つ条件なのです。 

○中島委員長 そのことについては、やはり優

先順位が決まったら、それは優先に決まってい

きますから、書類を要求したり、いろいろなこ

とが出てきますから。まず、順番、優先順位を

決めていくという形で、この五つの中から、ど

ういう順番でやっていくかということを、皆さ

んから御意見をいただければと思うのです。 

 先ほど、田村委員のほうからは、正副議長の

任期２年交代制、それだとかインターネットの

配信。こういうものから上からやったらどうか

という話も出ましたけれども。それでよけれ

ば、それで進めていきたいと思いますけれど

も、皆さんどうでしょうか。意見をどうぞ。 

 中川委員。 

○中川委員 まず、ネット配信に関しては皆さ

ん同じ意見ですので。これをやるに当たって

は、ただ機械ができるから、機械で放送すれば

できるというだけであれば簡単なのですけれど

も。やはり、画面に映るということは、いろい

ろなやり方だとか、そういうものも調べなくて

はならないと思うのです。 

 それなので、実際、結構これは時間がかかる

ことだと思うので、まずこれを第一優先でやっ

て、進めていったほうがいいのかなと。早けれ

ば、この４年間のうちにやれるように。遅くて

も次の改選後からできるようなとか、そこまで

見据えていけば、やはりネット配信に関しての

調査だとかそういうものをここ１年、２年かか

るのかどうかわからないですけれども、まず、

そこを第一優先でやっていかないと、これが進

んでいかないと。これが進んでいかないと、ほ
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かのもの、議会だよりの簡素化だ何だとかと

いっても、若干連動する部分もあると思います

ので、そちらを第一優先でやっていったほうが

いいと思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 池田委員。 

○池田委員 今、中川委員の言われたことは確

かなことだと思うのですけれども、結構時間が

かかる問題ですよと。本当に、私は委員長には

申しわけないのですけれども、そうであれば、

２本立てていくしかないのかなと。インター

ネット、それからやはり勉強する意味での、田

村委員が言われたおのおのの正副議長の２年を

やることによって、おのおのの議員の勉強にも

なるだろうし、そういう部分もありまして、時

間がかかるものであれば、これが速やかに終わ

るのであれば１本ずつやっていってもいいので

すけれども、もしできれば、中川委員のほうか

ら言われた時間がかかりますねというのであれ

ば、２本立てでいくしかないのかなという部分

があります。 

 以上です。 

○中島委員長 確かにインターネットの配信に

ついては、これは時間がかかると思いますよ

ね。だから、これだけをやるとなるとほかのも

のができなくなってしまうと。インターネット

の配信についても、時間がかかって、時間を費

やせば今期の形でできるかできないかという問

題も出てくる。次回の新しい議会のほうから実

施されていくというような結論になるかもしれ

ません。 

 だから、時間がかかるものはやりながら進め

て、そのほかにやはり、すぐまとめられるもの

はすぐまとめていけるような議題を取り上げ

て、今、２本立てと言いましたけれども、それ

でやっていければなと。 

 そうですから、２年交代制、これはそれほど

時間がかからないと思いますけれども、皆さん

にいただいて、早急に決めるものは早急に決め

ていくという形。やはりスピード感を持ってと

私言いましたけれども、決めていくという形

で、できるものは、早く決められるものは早く

決めていくというような形で、２年交代制が最

初に持ってくるべきなのかなというような気が

しないまでもありません。 

 だから、１番目が正副議長の任期。あくまで

も私の考えですから、違っていたら意見を言っ

てください。２番目が議会研修の視察。３番目

が議会だよりの簡素化。４番目がインターネッ

トを持ってきて、これでじっくり時間をかけて

やる。５番目に議員定数と。こういうような順

序になるのかなという気がするのですけれど

も。 

 もう一度復唱しますけれども、１番目が正副

議長の任期を２年にすると。２番目が視察など

の研修会、これを取り上げると。３番目とし

て、議会だよりの簡素化。４番目としては、イ

ンターネットの配信。それと、５番目が議員定

数と報酬の件。そのインターネットについて

は、一応４番目となりましたけれども、時間が

あれば、その都度その都度、少しずつでも、時

間がかかるものですから、入れていければいい

のかなというような気がしますので、その点、

どうでしょうか。 

 平松委員。 

○平松委員 今、五つのテーマが決まりました

ね。インターネットの配信をやるということと

議会だよりの簡素化というのは、これはセット

だという話ですから、これはまず１、２で、一

緒に話はできると思います。 

 それと、議長任期、それから議員定数という

のも、これもまあまあセットで話ししてもいい

のではないかなと。 

 そうなると、インターネット関係とその任

期・定数、これが二つ。それで、最後にその視

察研修ということが。視察研修は、それほど

今、重要度が高くないと私は思うのですけれど

も。この三つと分けたら、毎回その三つのテー

マでやることは可能ではないですか。何か、イ

ンターネットだけやっても、何回も何回も話し

しないと進まないということではなくて、例え

ば、ほかの例を持ってきて、こういうのにしま

しょうとなったら、次は、それをやるためには

どういうものが足りないのかと進んでくるわけ
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ですから。 

 だから、議長だとかの任期が、その話が全部

進んでから行きましょうではなくて、毎回の

テーマでやっていっても十分できるのではない

ですか、大きく分ければ三つくらいのテーマで

す。その辺、そういうふうに進めたほうが早い

と思います。 

○中島委員長 わかりました。 

 先ほど、やはり池田委員のほうからも何も一

つに絞らないで、二つぐらい重ねてやってもい

いのではないかというお話もありましたけれど

も、そこはやはり、委員会の進め方によって臨

機応変にやっていければなと。２時間も３時間

も同じテーマでぱっとやるのではなくて、も

し、一段落ついたらとりあえず置いておいて、

また別の議題に持っていって、それをひとつ議

論するというような形で、必ずしも一委員会

で、一つの時間に一つのというのではなくて、

幅広くそこはやっていければなと思いますの

で、そこは、皆さんと協力しながら私のほうで

やっていきたいなと思っておりますので、御理

解をいただければなと思うのですけれども。 

 どうでしょうか。 

 池田委員。 

○池田委員 それで今、委員長が言われたよう

に、やはりその都度都度見ながら、一応情報の

収集ですとか、いろいろなものを収集しなが

ら、１回に２本立てでも情報が収集できるかで

きないか、そういうこともわからないので、私

はその辺は、委員長、副委員長に任せまして、

今回はこういう資料要求があったものが来まし

たので開かせていただきますという部分で、並

行では行きますけれども、必ずこのレジュメに

三つ並ぶということもなく、その辺は、私とし

ては正副委員長に任せて、事務局と相談しても

らえればいいのかなと思っております。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 そういうことで、進めさせていただきます。 

 とりあえず、時間も昼になりましたので、こ

れで終わりたいと思いますけれども。とりあえ

ず、協議事項の５項目が決まりました。本当は

きょう、その項目についての資料要求まで本当

はやろうと思っていたのですけれども、ちょっ

と時間の関係上もありますので、資料要求につ

いては、項目が決まりましたので、そのときの

資料要求については、皆さんで考えてきてくだ

さい。そして、次回の委員会ですぐ出せるよう

な形にしていただければ、すぐ行政のほうにお

願いをして、資料をつくってもらいますので。 

 できれば、今回、資料要求までもっていこう

と思ったのですけれども、委員長のやり方、運

営がよくなかったものですから、大変申しわけ

なく思いますけれども。資料要求については、

次回ということで、御理解いただければと思う

のですけれども、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 以上をもちまして、今期の協議事項が決定を

いたしました。 

 次回、来年から議論になりますけれども、

しっかりとまた議論をしていきたいと思います

ので、ひとつよろしくまたお願いをしたいと思

います。 

 その他ですけれども、次回の日程について

は、こちらで決めさせてもらってよろしいで

しょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 できるだけ早く皆様方には、御

連絡できるような体制だけはとりたいと思いま

すので、ただ、正副委員長と事務局のほうに任

せていただければと思うのですけれども。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 よろしくひとつお願いいたしま

す。 

 そういうことで、今年もいよいよ終わりでご

ざいます。あと１６日で終わりですけれども、

どうぞ皆さん体に注意しまして、よいお年をお

迎えください。 

 ありがとうございました。 

 これで終わります。 

午前１１時５３分 閉会
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