議会活性化特別委員会（第４回）
令和２年１月１５日（水曜日）午前

１０時００分開会
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午前１０時００分
○中島委員長

開会

○若山委員

済みません。僕のメモでは、研修

それでは改めまして、新年あけ

会が２番目になってたような気がするのだけれ

ましておめでとうございます。どうぞよろしく

ども、何かどうでしょうか。順番どうでもいい

お願いいたします。

のですけれど、優先順位ということで何か挙

きょうは、第４回の議会活性化特別委員会に
なります。

がった中で僕のメモで合っているかどうかわか
らないのだけれども、正副議長の任期が１番目

前回の委員会でたくさんの協議事項いただき

で、研修会が２番目で、議会だよりの簡素化が

まして、五つの協議事項を決定させていただき

３番目ということであとは同じになっているの

ました。一応、順位も決まりましたけれども、

ですけれども、どうでしょうか。

きょうの委員会はこの五つの協議事項に対して

○中島委員長

の資料要求、これをぜひやっていきたいと思い

しれませんけれども、皆さんどうでしたか。私

ますので、皆さん方のほうからこれに関するこ

のほうが間違ってたかな。今順番ちょっと私、

ういうものの資料をほしいというものがありま

入れかわったのかな。

したら、ぜひ御提案いただければと思いますの
でよろしくお願いをしたいと思います。

わかりました。私の間違いかも

中川委員。
○中川委員

たしか前回、優先順位の話になっ

とりあえず前回の特別委員会の中では、五つ

たときに、結局この五つの項目を出して、後回

の項目、１番は正副議長の交代制、２番目は議

しにしたら時間かかるとかどうたらとなって全

会だよりの簡素化、３番目は研修会の増加、４

部同時進行でいきましょうという話で終わった

番目としてインターネットの配信、５番目とし

と思うのですよ。つけるならつけてもいいので

て議員定数と議員報酬のことについてというこ

すけれど。

とで五つの協議事項が決定されております。

前回、例えばＹｏｕＴｕｂｅ配信が遅くなる

きょうは、この五つの協議事項についての資

とかどうとかなったときに、最後結局、同時進

料要求ということで皆様方からこういう資料が

行で全部進めましょうとかいう意見出てきて何

ほしいというものがありましたら、ぜひひとつ

かそういう感じで終わったような気がするので

御提案をいただければと思うのですけれども。

すけれども、決めてもいいですし、どちらでも

よろしくお願いしたいと思います。

いいですけども。

どうぞ皆さんのほうから、こういう資料がほ

○中島委員長

優先順位。一応、最後のほうに

しいというようなものありましたら、ぜひ発言

優先順位についての協議をやっているのです。

をしていただきたいと思います。

そのときに、平松委員のほうからインターネッ

若山委員。
○若山委員

ト配信と議会だよりはセットにして議長任期と
五つの項目のもう一回、タイトル

議員定数もセットにしたほうがいいと。

と順位をもう一度コールしてもらえると。
○中島委員長

議長任期が終わってからインターネットをや

まず五つのことが、一つ目は正

るのではなく、毎回行ったほうが早く終わるの

副議長の交代制。２番目は、議会だよりの簡素

ではないかという話がありましたけれども、こ

化。三つ目は、議員研修会の増加。これ今、常

れについては結論は出てなかったのではないか

任委員会で各年やってますけれども毎年やって

と。

いくということで、二つを増加するということ

進め方、池田委員からは、進め方については

です。四つ目がインターネットの配信につい

正副委員長と事務局に任せますよというのは池

て。５番目がこれはもう後半になると思います

田委員のほうからそういう話がありまして、そ

けど議員定数と議員報酬についての議論という

こで一応この件については終わっているので

５項目になっております。よろしいですか。

す。

若山委員。

それで私のほうからたしか順位については、
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正副議長が最初で、僕は議会だより２回目が交

五つしかありませんけれども、五つの中から

わるかと思ったのだけれども、今、話聞いたら

優先順位を１番をどれにするか、２番目にどれ

そういう研修のほうが先だったのかなという

を持っていくかというような話。先ほど私のほ

今、頭がありましたけれども。確かに順番につ

うから勘違いで大変申しわけなかったのですけ

いてもちょっと議論はしたのかなという気はし

れども、順序として１番は正副議長交代制、そ

てますけれども。

うして私の間違いで若山委員のほうからは、た

○畑中委員 休憩ですか。

しか議員研修会の増加でなかったかと。３番目

○中島委員長

については議会だよりの簡素化。４番目にはイ

いや今、休憩ではないです。

そういう話で終わって、資料要求については

ンターネットの配信。５番目に議員定数と議員

次回という話で委員会を閉じたのですけれど

報酬というような形になってましたけれども、

も。順番について。

皆さんどうしよう、この順序で進めて。皆さん

畑中委員。
○畑中委員

から意見ありませんから、この順序で決めてい
確かに５項目、特別委員会でこれ

から審議されるのですけれども、ただこれ一度

いのかどうなのか議論させていただきたいと思
いますけれども。

にはできませんよね。そうした中で当然、どれ

中川委員。

を先にしていったほうが議会の改革の中で一番

○中川委員

早くできるものというか、からい

ベターなのかというふうな考え方に発すると思

けば。例えばですけど議会だよりの簡素化なん

うのです。

かでいけばネット配信の部分と若干絡む部分が

前回の特別委員会の最後の結論というのか、

あると思うので簡単にすぐできないのかなと思

そういう中では平松委員さんが確かに意見は出

うので、それでいくと１番早くスムーズにとい

されていましたけれども、それが全て全体で認

うかいけそうなのであれば議員研修が早くでき

めたわけでないし順位は決まってないと思うの

そう。その後は、正副議長なのかなと思うの

です。

で。スピード感をもっていくのであれば、その

ですから、もし順位を決めるだったら当然順
位決めて、これから皆さんと協議していった方

方がいいのかなと思いますけれども。
○中島委員長

ありがとうございます。

が私はいいなと思うし、ぜひ今回は効率的に進

確かに議員研修のことも早く決めなくちゃい

める上では順位を決めてほしいなと思っていま

けないというのは、やはりこれは予算が絡んで

す。以上です。

くるものですから、なるべく早く決めないと今

○中島委員長

ありがとうございます。

期中の開いてる年度にできなくなりますので、

確かに５項目挙げておきましたけども、平松

なるべく早く決めて予算も組んでもらうような

委員の言うようにこの五つを一遍にやるという

形につくらなくてはいけないものですから。で

ことは、なかなかやはり難しいと思うのです。

きるだけやはり今、中川委員からありましたよ

私も前回の議事録を今、拝見してるところな

うに議員研修の増加と正副議長の交代制、この

のですけれども、最後に池田委員のほうから進

二つはまず最優先的に進めていったらどうかな

め方については正副委員長と事務局にお任せし

というような感じがします。

ますということで、そのときの委員会は終了し

インターネットの配信については、時間がか

ておりますので改めてそれでは順位のほうが決

かるのかなと。資料もたくさん出てくるのかな

まって、皆さんも順位は決まってないよという

というような感じもしますし、また議員定数に

ような話も多数ありましたもんですから、再度

ついては後半という形で持っていきたいと思っ

この委員会でこの五つの中からどういう順序で

ていますので、今、中川委員の方から御提案が

議論を進めていくかということを皆さんのほう

ありましたけれども、そのような考えでよろし

から挙げていただければと思いますけれども。

いでしょうか。
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平松委員。
○平松委員

○川上委員
どうもわからないのは、決めてか

かってる面があるような気がするのですね。

インターネットの配信につきまし

ては準備ができていると言いますけれども、や
はりいろいろな面を考えていかなければ。１回

例えばインターネットの配信には時間がかか
るって委員長おっしゃいましたけど、もう既に

やってしまうと後戻りできないような問題かな
り出てくると思うのです。

動画の配信ができる状態には議場はなっている

あと、議会で一応案みたいなものをつくって

のです。映像は録画してます、あの機械で。

も、それを理事者と協議してやっていかなけれ

我々見ようと思えば直ぐ見れるのです。前回の

ばだめだし、結構時間かかると思うのです。

議会。だからそれをＹｏｕＴｕｂｅに載っける

であるから委員長言ったとおり、まずは一緒

か載っけないかという議論をする段階なので

くたに一緒にやらないで、正副議長の任期だと

す。

か常任委員会の視察決めるのも先に決めてし

だから私は前回言ったのは、五つのテーマ。
例えば最初に議長、副議長の任期ですか。これ

まって、残っているものをじっくり後で検討し
ていくと。

が決まらないうちは、ほかのテーマに入らない

きょうはその話の場ではなくて資料要求、何

というやり方ではなくて、例えば１番目その話

するかというのも問題なので、その辺もう一回

でもいいです。その話が次までにはこういうも

進めていただきたいと思います。

の調べましょうという段階に入ったら、では２

○中島委員長

ありがとうございます。

番目のテーマをやりましょうとか。そういうふ

今、川上委員の方からも順番を決めて一つず

うにやっていかないと、どれかが終わるまで次

つ整理した方がいいのではないかと。まずはイ

のテーマに入らないというふうに私は理解して

ンターネット配信は時間もかかることですし、

たものですから、だから同時進行でいいのでは

行政側との話し合いも一緒になってくる可能性

ないですかという話をしてたのです。

も出てきますので、まずできるものからきちん

だから例えばきょう１２時まで１番目の議

と収めていくというような形の方がいいのでは

長、副議長の話が全然進まなかったら、それは

ないかというようなお話ありましたけれども、

それで終わりでいいでしょう。ただし、いろい

ほかに何か御意見ありますか。

ろな例を集めて次またそこから入りましょうと

畑中委員。

なったら、では２番目にいきましょうというふ

○畑中委員

うに進める。そういうことを言ってるつもりな

くて順番を決めるべきだと先ほども発言してい

のです。その辺どうなのでしょう。

るのですけれど、それは全く変えるつもりはな

○中島委員長

いのです。

今平松委員の方から一つだけに

確かに私は一度にやるべきではな

絞ってやっていくのではなくて、プラスアル

その中で、やはり先ほども中川委員も発言し

ファ的な形でインターネットの配信の問題だと

ているとおり、やりやすいものから順次やって

かそういうのも時間を見ながら流れを見ながら

いったほうがいいのかなと。そしてまた、もち

同時進行できないかというようなお話ありまし

ろん川上委員も発言されておりましたけれど

たけれども、そういう話もできなくはないと思

も、きょうはどちらかと言うとその項目ごとに

いますけれども、やはり一つのテーマごとにき

資料要求ですね。やはり資料要求してそれを精

ちんとけじめをつけながら、また次のものにか

査することによって議論が成り立つだろうし、

かっていくというようなやり方のほうがきちん

だからそういうふうなやり方で進めていってい

とした進め方ができるのかなというような気が

ただきたいと。

しないわけでもないのですけれども、皆さんど

ちなみに私は順番って今なのですけど、多分

うでしょうか。

先ほど中川委員も発言しておられましたように

川上委員。

順番については、まず１番目として議員の研修
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会。これも差し迫ってすぐ５月ごろあるような

するのだと、どういう形にするかはこれから議

感じになるものですから、まずそれをやって２

論してやるんだけどもということでインター

番目あたりに正副議長、これをやっていきた

ネット配信をやるんですよと。だからどのくら

い。今は順番ですと言ってるのですけれども。

いをめどに１年以内にやるのだとか、そういう

あとは三、四というのはインターネットと議

とこぐらいは早めに決めて我々のタイムシート

会だよりをセットにして、例えばインターネッ

ですか、そういうのを最初に決めてやられたら

ト配信にすることによって議会だよりの簡素化

いいのではないかと思います。

というものも考えられるわけです。

インターネット配信は弊害が多いからだめだ

だから、例えばインターネットである程度の

と、あるいは資料要求でいろいろなもの見た上

コストをかけて、更に議会だより今までどおり

でないと判断できないという意見留保の方が今

なコストかけるようではこれから大変でしょう

いるのであれば決められないけども、少なくと

から、財政的にも大変でしょうから、そういう

もインターネット配信についてはやるんだとい

ふうについてはインターネット配信したのであ

うようなところぐらいは決められるのかなとい

れば議会だより、例えばページ数等を縮小して

うふうに思うのですけれども、その後で議論に

いくというふうな方向で進めてもらいたいと。

なるとやるのかやらないのかもわからないとい

そうすると最後に５番目が議員定数と報酬。

う形になるのでそういうようなことはどうなの

この順序で、もしできたらいった方がいいのか

でしょうか。

なと私はそのように提言したいのですけれど

○中島委員長

も。

ネット配信について、やる方向で進める意見に

以上でございます。
○中島委員長

今の若山委員の方からインター

なるのか、それともちょっと待てよとなるの

ありがとうございます。

か。そういう問題出てくると、一応この問題は

今まで各委員の皆さんから意見をいただきま

やるということ。取り上げたということは、や

して、やはりできるものから一つ一つ片づけて

はりインターネット配信はできるだけ前向きな

いくというような形で、そしてまた意見として

形で進めていきたいというような考えで皆さん

は研修会の増加、予算も絡んできますのででき

提案されたと思いますので、ぜひそれを前提に

るだけ早く決めたいというのと、正副議長の交

して話を進めていく方がいいのかなというよう

代制これをまず二つを優先的に先にやっていく

な感じがいたします。

と片づけていくというような形で進めていきた

川上委員。

いと思いますけれども、皆さんどうでしょう

○川上委員

か。

いう方向なのですよね。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○中島委員長

ただ、これを一遍にやればちょっと大変な業

異議なし。よろしいですか。

務量があるので、とりあえずこの五つのうちの

若山委員。
○若山委員

この五つについては、全てやると

何からやっていくかということを今決めてるわ
ちょっと何か議論を戻してしまう

けで、インターネットを抜かすのではなくて、

ような感じになるのですけれどもインターネッ

この五つについては必ず全部やっていくという

ト配信、確かにいろんなハードルがあったり、

のは今の委員会の方向ですから、その辺で何を

どんな成果物にするかっていうか、それはいろ

優先的にやっていくかということを今決めてい

んな自治体によってやり方が違うので、これは

るので。

ものすごく検討していかなければいけないだろ
うなと思います。

委員長、もう一回その辺。
○中島委員長

わかりました。

だけれども、議会として住民との情報共有と

今、川上委員のほうから話が出ましたけれど

いうことを考えたときにインターネット配信を

も五つについては私も思ってましたけども、な
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るべくそういう実現に向けてやっていくのです

まず、やるやらないで、やりたい方向で今、

よというような前向きな姿勢で皆さんこの議題

五つの項目が挙がっているので、そこの辺かな

に、協議事項に挙げていただいたと思いますの

というふうに私は思います。

で、できるだけ実施できるような形、実現でき

○中島委員長

ありがとうございます。

る形で議論進めていきたいなというふうに思っ

そういうことで五つ前向きな形で進めてまい

ておりますので、その辺をひとつ御協力お願い

りたいと思ってますので、今、議論に入ってか

したいと思っています。

らいろんな皆さんから意見出てくると思います

若山委員。
○若山委員

のでそこはそのように判断しながら進めていき
この五つのテーマについて、やる

たいなというふうに思います。

かやらないかも含めて議論するのかなと思って

きょうの順番も大体やはりできるものからと

いたので。そうでないと議長の任期制について

いう形で決まりましたのですけれども、きょう

何年がいいかと議論するけど今はまだというこ

は意見としてはこの五つについての資料要求、

ともあり得るので、必ずやるというのは提案と

これをぜひ資料要求もある程度ないと議論もな

しては２年制がどうかという提案があったとき

かなか入っていけませんので、できるだけ資料

に、それにみんな賛成したわけではないのに

を集めてそして皆さんと活発な意見をしていき

ね。やるかやらないかも含めて議論するのかな

たいなというふうに思いますので、皆さんのほ

と思うのですけれども。インターネットについ

うから資料があればこういうものがほしいとい

てはやる前提で、あとどうやるかだけを議論す

うものがあれば提案をしていただきたいという

るのだということでよろしいのでしょうか。

ふうに思いますけれども。

インターネット配信というか議会だよりとの

どの項目からでも結構でございます。どうぞ

連携だとかそういうのをどうやるのかを議論す

こういう資料がほしいと、インターネットにつ

るんだということで、そう考えててよろしいの

いてこういう資料ほしい。議会だよりについて

でしょうか。

はこういう資料がほしいというものがありまし

○中島委員長

その件については議論の持って

たら、ぜひ発言していただきたいと思います。

いき方と思うのですけれども、議論の中でどう

川上委員。

いう意見が出てくるのか。それは進め方によっ

○川上委員

て出てくるとこ変わってくると思いますので、

ということの協議の中で、今１回隔年で２年に

そこは議論に入った時点で皆さんからどういう

一遍になっているのですけれども、多分昔、毎

意見が出て来るのかそれを踏まえて議論を進め

年やってたと思うのですよね。だから何で隔年

ていきたいなとそういうふうに思いますけれど

になったかという、そういう経緯の資料みたい

も。

なのがあれば提出していただきたいと思いま

やるとかやらないとかではなくて、出てきた

常任委員会の視察研修の毎年やる

す。

議題になってますからその議題の議論の中でど

○中島委員長

ういう議論が出てくるのか、それを見きわめな

たしか研修会は毎年やってたのですよね。確か

がら進めていきたいなというふうに思っており

にこれ財政のことが絡んできて、それでお金が

ます。よろしいですか。

無くなって厳しさが出てきてそれでは１年ごと

稲垣委員。
○稲垣委員

今、川上議員のほうから今まで

にしようという経過があったのですけれども。
まずインターネットもそうなので

そういう資料があれば、ぜひほしいと言ったこ

すけれども、やるからのメリットもあるしデメ

とありましたけれども、皆さんこれでよろしい

リットもあるし、その辺をきちんと資料請求し

でしょうか。一ついただいても。

て、皆さんで精査しながら進むべきなのではな

それとほかにありませんか。

いかなというふうに思うので。

川村委員。
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○川村委員

まず正副議長の部分で、これ北海

ば大体これ正副議長も４年任期というのは同じ

道の市町村で４年でやっているのか、２年で

だと思うので、そこのそういう現状どうなって

やっているのとか、ちょっとその辺のデータが

いるのかなということと。

まずほしいなと。

あとネット配信に関してもほとんど川村委員

町村に限っては何ていうのだろう２年でやっ

と同じなのですけれども現状、他の配信してい

ているところがあるのかどうか、わからないの

るところはどういうようなやり方でやっている

ですけれども、もし北海道でなければそれこそ

のかというものと、あとは議会だよりに対して

全国の方も含めてなのかなと。実際、その２年

も要はネット配信と絡めて削減している部分と

制にするってなった場合、何か決めごとみたい

いうのはあると思うので、その辺も他のやって

なものまでもしどういった形で２年制にしたと

いるところはどういう形でやっているのかとい

いうのがもし出せるものであれば、その辺の資

うところです。

料もほしいなと。まず１点。

これに関しては結構いろんなやり方あるので

あとネット配信の関係も前にも実際費用とか

ちょっと幅広く事例を出していただきたい。

そういう部分、実際どのくらいかかるものなの

ネット配信に関してです。以上です。

かわからないので、その辺具体的にやるにして

○中島委員長

もどのくらいかかるのか。あと各自治体でやっ

神﨑委員。

ほかにありませんか。

てるところでもこういう町ではこういうケース

○神﨑委員

でネット配信しているよと、具体的に動画をそ

スアルファです。視察研修の件なのですけれど

のまま流しっぱなしにしているところもあれば

も、七飯町の経緯というか経過というか、それ

多少加工したら変だけど……。

もそうなのですけれども、全道的に市町村って

資料要求も全部いいですよね。とりあえず。
○中島委員長

全部一緒にやってください。全

今、皆さんおっしゃったのとプラ

どのくらいどういう形で研修会を行っているか
というものもあったらいいのかなと思っていま

部五つの中からどれでもいいです。全部言って

す。

ください。欲しいものがありましたら。あと

○中島委員長

こっちのほう整理しますので。

○横田委員

○川村委員

その状況ですね。こういう町では

か１０万ですよね。昔は１５万だとか無制限だ

そういう流しっぱなしでやってるとか、一部加

とかとあったのだけれども、そういう資料が

工しているとか、議会の部分もあれば委員会の

あったらついでにそれも出してほしい。

部分も配信しようとその辺がわかるような資料

○中島委員長

というのですか、それを欲しいなと思って。

○中川委員

そのときにかかる費用が今、たし

ほかにありませんか。

畑中委員。

とりあえずいいです。
○中島委員長

はいどうぞ。

○畑中委員

中川委員。

委員会の視察研修なのですけれど

も、中島委員も御存じかと思うのですけれど昔

まず研修会に対してですけれど

は今より毎年だったから回数多かったのですよ

も、古い先輩議員さんなら多分わかっていると

ね。たしか各年で一方が１５万で次の年が１０

思うのですけれども、過去は結構いろんな視

万でなかったかなと記憶では何だかそういう感

察っていうものを議員の研修があったというお

じ。そうすると今は隔年で１０万１０万だから

話は聞いたことがあるのですけれども、当時は

２０万、昔は２５万かな。そういうふうな感じ

どういうような視察があったのかということと

で私記憶にあるのですけれども。

正副議長の川村委員が今言ったようなことなの

なぜそうなったかというと委員長さんもおっ

ですけども、全国全道の市町村の現状とあとは

しゃったように行革の一環でもって、たしかあ

それをやってるところに対しては正副議長だけ

のとき総務課長に、皆さんも御存じかと思うの

なのか、例えば監査委員とか広域、法定でいけ

だけれども、個人名も挙げて悪いのだけど、石
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田課長のときに議会に対して何とか節約しても

○畑中委員

らえないかと何とかのんでもらえないかと非常

ついては、よその議会でもどのような回数で、

に財政状況が苦しくなっているのでというよう

それから費用がどのくらいでやっているか、そ

なお話でもって。

ういった資料が欲しいなというのが私の意見。

それともう一つは、議会だよりにもそうだっ

○中島委員長

どういう資料というと、研修会に

わかりました。

たのですよ。議会だよりも今までは何て言うの

ほかにありませんか。

でしょうか、一般質問なんかＡ４、１枚です

澤出委員。

ね。個々にスペースが与えられたのですね。そ

○澤出委員

まだ出てなかったので、定数とか

してもちろん原稿には写真なんかを載せるよう

報酬に関してのことなのですけれども、私も新

にというふうにして非常に別冊ですから見やす

人議員でよくわからない部分ありまして、求め

い、そして町民にも親しまれやすい議会だより

たいのが今、七飯町２万８千人ぐらい人口いま

ということで、議会だより編集委員会というも

して１８名の定数ということになっていまし

のがあって、いろいろ研修なりそして研鑽を積

て、通常２４とかという何かそんな話を聞いて

みながらここまでやってきたわけなのですけれ

いたのですけれどれも。

ども、あるとき突然、要するに行革の絡みで

他町村において、人口割りと議員の定数の問

もって何とか節約しなきゃならないということ

題、あるいは報酬それがどういう絡みになって

で議会だよりの部分についても、それから研修

いるかというのが明確になるような資料がある

の部分についても、過去においてそういうふう

と一番助かるのかなという部分と、当然町の財

に押し付けというのか協力要請というのかあっ

政問題で夕張何かは議員の報酬分削られたりと

たのですね。

かという事例も出てますから、具体的に財務状

そういう過去の話をすればそういうわけで、

況との兼ね合いとかも比率で明確化すると大体

今確かに七飯町は何て言うか余り財政状況もよ

どの辺が正当な報酬なのかというのも見えてく

くないのですよね。そうした中でそれを毎年議

るかなと定数の問題も。

員研修をやるということになれば、なかなか大

当然、定数減れば報酬も当然そういう形でス

変かなと私は思うし、もちろんあるときはたし

プレットする場合も出てきますし、そういう明

かに私今でも記憶してるけど中島委員さんも特

確な何か数値の資料があれば助かるなと思って

別委員会か何かの席で視察は全廃しろというよ

いるのですけれども。以上です。

うな発言はされたかのような。ちょっと私の記

○中島委員長

憶が定かで、そういうこともされたような気も

中川委員。

するのだけど。

○中川委員

ほかに。
さっき私言ったのですけれども、

でも全廃でなく、では、この研修視察という

ちょっと付け加えて先ず研修会に関してなので

ものを今ここでなくするということは今までの

すけども。先ほどいろいろ皆さんから出てたの

やった研修視察は何だったのよと、全く無意味

ですけれども各年で１０万円とか１５万とかと

なものであれば全廃してもいいのだけれど、や

いうお話が出てたのですけども昔の。今、１０

はりそれなりに成果あったではないかと、せめ

万とか１５万とか予算付けてたと思うのですけ

て隔年でもいいから残そうというふうになって

れどもその研修費。それを付けた当時と今の一

今のスタイルができたと思うのですよ。

般的な旅費の金額というのですか、今、結構物

以上でございます。
○中島委員長

価も上がっていますので、その辺もちょっと踏

今いろいろと述べていただきま

まえて協議していただいたほうがいいのかな

したけれども、どういう資料が欲しいのです

と。

か。どの資料に載っているかわからなかったの

○中島委員長

だけれど、どういう資料が欲しいのですか。

○中川委員
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予算も含めてね。
予算も含めて、要は昔は１０万円

でやってたものが、では今はその同じ１０万円

いになっているのかという数字が必要になるの

で一般的な航空代から何からという宿泊代から

です。

同じものなのか。それとも消費税も上がってと

○中島委員長

かいろんな結構いろんなものが上がっている状

○平松委員

況で適正なのかどうかというのも含めてちょっ

○中島委員長

と入れていただきたいなというのと。

○平松委員

議会だよりの……。
にかかっている経費ですね。
経費ね。
例えば、函館市はインターネット

あと今、澤出議員さんのほうから議員定数と

始めて議会だよりというのは、これ１枚です。

報酬に関してあったのですけれども、これにつ

Ａ３、１枚です。ホームページを見てください

いてはまず前回の議会活性化で議論した結果と

と書いてある。

いうのは出てますので、そちらを資料で１回出

私のイメージは、やっぱりこういうふうにし

した方がいいのかな。

てその議会だよりで浮いた分、例えば議員研修

○中島委員長

に回すとかね。そういうことになります。

○中川委員
○中島委員長
○中川委員
○中島委員長
○中川委員

前回の。
前回の。

インターネットの配信というのはＹｏｕＴｕ

前回のまとめのやつ。

ｂｅ使う限りは、これはただなのですけれど、

まとめのやつ。

ＹｏｕＴｕｂｅに載っけるまでにどういう編集

配っていると思ったけど。

するかというソフトウェアを購入するかしない

結局、我々の２期以上の方は、２

かということで資料はあってもいいかなと。Ｙ

万５千人を切らないと減らさないとかいろんな

ｏｕＴｕｂｅに載っけるためのソフトウェアの

議論して結果出たというのがわかってるのです

見積もりというのですか。何種類もありますか

けど、やっぱり新人議員さんはそれがわかって

らね。それと議会だよりが幾らぐらいかかって

ないのでいろんな資料、要は欲しいというか進

て、函館市のようにもしやったとすれば幾らく

めていきたいという気持ちになると思うので、

らい浮くのか、この数字をわかりたいと思いま

それをわかる資料を１回出したほうがいいのか

す。

なと。

○中島委員長

○中島委員長
○中川委員

前回の委員会の資料。

わかりました。

いいですか、ほかに。

議員定数に関してかなり議論して

横田委員。

結果出しましたよね。それを出してあげたほう

○横田委員

がわかるのかなと思って。以上です。

これってあくまでも常任委員会ごとでやるとい

○中島委員長

うのは基本とするのか。例えば、４回やるうち

○神﨑委員

神﨑委員。

今の議員研修の件ですけれども、

澤出委員の話してたのは７月の全

に１回ぐらいは例えばもっと違う会派ごとのや

道研修会で、全道の議員研修会のときに冊子い

るとかというようなそういうことも考えている

ただいているのに全て今のは全道の町村のは

のかどうか。

載っているのです。載ってます。全国は載って

それをやるかどうかというのは別にして、そ

ないかな。全道は載ってますので、そのほかで

ういうのをほかの他町村でやっているところが

もし足りない部分、載ってない部分。

あるのかどうかという、もしデータがもらえる

以上です。
○中島委員長

のだったら貰ってほしい、お願いします。
ありがとうございます。

○中島委員長

ほかに。

大分、出尽くしたようですけど、大体、今ま

平松委員。
○平松委員

ほかにございませんか。

とめましたけれども。大体やはり研修会の件が
インターネットとその議会だより

非常に多かった。

の簡素化というのはセットでいくわけなので

まとめますと、川上委員のほうからは研修旅

す。今、うちの議会だより分の経費が幾らぐら

行が隔年になった理由と言いますか、その資料
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が欲しいというのが１点と。

な感じを受けています。

川村員のほうからは、正副議長については全

それから澤出委員のほうからは議員定数と報

道市町村のデータ、町村で２年ごとにやってる

酬について人口割り、または報酬の関わりとい

ところがあるのかないのか。そういうような資

いますか財政状況も含めたそういうものの資料

料もぜひ欲しいというのと。

があればというのと話がありましたけれども、

それとあとインターネットの配信については

この件については全道町村議長会で札幌でやっ

費用についてどのくらいかかるのか、各自治体

てます、毎年やってます、資料には内容わかり

のケースがあれば各自治体の資料も欲しいとい

やすく出ておりますので、それをぜひとも参考

うような話がありました。

にしていただければなと思うのですけれども。

中川委員のほうからは研修会について過去と

澤出委員。

いいますか、当時視察の内容といいますか、予

○澤出委員

その資料自体は私も記憶してまし

算も含めたそういうものもぜひほしいと。それ

て見て七飯町財務状況そんなに悪くないという

と前回の委員会の資料これやはり新しい議員さ

ような書いて合って、ただその基準というか何

んもいらっしゃるので、ぜひ提出してほしいと

をもってそのわりを決めてるかと具体的な各町

いうのと。

村でも違うと思うので、一応その枠内であれば

正副議長については川村委員とも同じような

いいのでしょうけれども。基準みたいなものが

形なのですけれども全道全国の現状といいます

もし何かで出てくるのであれば、そういう資料

か。あと監査委員も含まれるのかどうか、含ま

があればこうこうこうだからこの１８名だよ

れているときもあるのかどうなのか。そういう

と。この１９万何がしで、あなたが二十何万で

のもちょっと欲しいというようなことでした。

そういうのがあれば助かるのですというのも、

それから議会だよりについてはネット配信の

これ自体も資料的にはないでしょう。

関係ですけども他の自治体では議会でどのよう

各町村で個別決めているので別に具体的に基

な形でやっているのか。そういう資料もぜひ欲

準というのはないのですか。枠が大枠が決まっ

しいというようなことでございました。

てて。いわばこういう場所で決めるということ

それと神﨑委員のほうからは、議員研修会に

ですね。うちに関しては。

ついて全道の議会での実施状況、市町村ごとに
やっているとこあったらそういう資料が欲しい

では、了解しました。
○中島委員長

というのと。

ありがとうございます。

ほかにはないようですけど、事務局のほうと

あと横田委員のほうからも一人あたりの予算

お聞きしたいのですけれども。今たくさんの資

ですか、研修あたりの予算について。そしてま

料要求ありましたけども順次できるものできな

た会派または常任委員会でやってる市町村がど

いもの、事務局のほうから。

ういう形でやっているのか。やっているところ

暫時休憩します。

がそういう会派でやっているところ、また常任

午前１０時４５分

委員会でやってるようなそういう資料があった

──────────────

ら各自で資料があったら、ぜひ提出してほしい
というのが一つと。

午前１１時００分
○中島委員長

それから畑中委員のほうでは先ほど川上委員

再開

休憩前に引き続いて、会議を行

います。

からもありましたように、なぜ隔年になったか
というような話もありましたし、財政状況のこ

休憩

ただ今、皆様方からたくさんの資料要求をい
ただきました。

とでどういう事情だったかちょっとよく全く

今、お話ありましたようにできるだけ時間の

ちょっと感じ取れなかったのですけれども、川

かかるもの、かからないものたくさんあると思

上委員と同じような内容のものかなというよう

いますけれども、その辺は事務局のほうにぜひ

－ 10 －

頑張っていただいて、皆さんの納得できるよう

先にやはり１回、研修会の検討、２年制の問

な資料をぜひ提出いただいて議論を進めていき

題等これを優先的にやっていくと。最初にやっ

たいなとそういうふうに思っておりますのでよ

ていくということでございます。

ろしくお願いをしたいと思います。

まずはこの資料についてできるだけ早く出し

一応、きょうは資料要求これだけで結局この

てもらって、次回までに出してもらって、二つ

委員会を閉会したと思いますけれども御異議ご

を優先的にやっていくという形で進めたいと思

ざいませんか。

いますので。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中島委員長
○平松委員

○川上委員

平松委員。

わかりました。

○中島委員長

インターネットの配信にこだわっ

御理解いただきたいと思いま

す。お願いいたします。

ているわけなのですけれども、議場で２,００

次回の委員会なのですけれども、二十日の週

０万かけて機材を直しているというこの理由は

ですね。来週二十日の週、民文とそれから広域

インターネット配信するためには、こういうマ

下水道の研修会があるのですよ。それでまず無

イクの壊れた状態ではできないとかという理由

理。それで２７日の週なのですけども、大学の

で今までの議会改革の中で話しているのかな。

広域連合の視察が入ってまして、今月はちょっ

だから、それが整っているのですから、その辺

と時間的に無理かなと。できないですね。

のことは皆さんちゃんと自覚を持ってカメラも

だからできませんので、２月に入ってから決

ちゃんと自動で動くし、もう既に録画はできて

めようと思いますので委員長と副委員長まず事

るわけですよ。あと配信するだけの話なのです

務局に日程についてはお任せいただいて、でき

からね。そこら辺のことは、しっかり２,００

るだけ皆に早くお知らせをしたいと思いますの

０万かけたということを忘れないでいただきた

で御理解をいただければと思いますけども。

いなと思います。
○中島委員長
○稲垣委員

それでよろしいでしょうか。

はい。

（「はい」と呼ぶ者あり）

さっきも言ったのですけれども、

この中で議論するための資料要求ではないかな

○中島委員長

それではきょうの第４回の委員

会はこれで……。

と私は思うので。それを皆さん当然わかってい

中川委員。

ることだと私は思っています。

○中川委員

○中島委員長

なものですけども、先ほど平松委員さんからま

ありがとうございます。

すみません、最後にその他みたい

確かにそれは議論が入ってから再度また平松

るでこの委員さん全員自覚がないみたいなこと

委員からそういう意見も言っていただければと

言われたので、そういうことはないので皆さん

思いますから、ぜひ議論に入った時点でぜひま

予算も通して議場の整備もしていると皆自覚を

た発言していただきたいと思いますけれども。

持ってやってますので、だからこそ稲垣委員さ

川上委員。
○川上委員

んが言ったように恥ずかしい議会を全世界に出
ちょっとあの話先に戻るのですけ

さないようにしっかりこの委員会で議論して

どね。これ今、資料要求、全部一遍に五つもら

やってると思いますので、平松委員さんにもそ

いますよね、やりますよね、出してもらいます

れを理解していただきたいと思います。皆さん

ね。次回の委員会のときには、五つ全部やる一

が自覚ないと言われたので、まずは委員長から

遍にやるというか。優先順位みたいなのはきょ

も自覚はありますということを言っていただき

う決めないのですかね。

たいなと。

○中島委員長

○中島委員長

さっき話した。決まったと思う

そのとおりでございまして。代

のですけれども。さっきそれ話しましたけれど

表していただきまして、ありがとうございま

も。

す。

－ 11 －

以上できょうの会議終わります。
午前１１時０５分

閉会

－ 12 －

－ 13 －

