議会活性化特別委員会（第６回）
令和２年４月９日（木曜日）午前

１０時０６分開会
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午前１０時０６分
○中島委員長

開会

順番でやらせていただきます。

おはようございます。

まず、赤松クラブの畑中委員のほうから発言

ただいまから議会活性化委員会第６回目の開
議を始めます。

をお願い申し上げます。
○畑中委員

長谷川委員より、本日の開議を欠席する届け
出がありましたので御報告を申し上げます。

私のほうは、確かに会派は議長と

２人なものですから、議長自体もこの特別委員
会に出席できない関係で、この件については、

今コロナ対策で大変なところですが、お集ま

あなた自身の考えで、ぜひ特別委員会に臨んで

りいただきまして本当にありがとうございま

ほしいというようなお話もありましたので、私

す。皆さん、熱はありませんか。また、咳だと

の考えとして申し述べさせていただきますけれ

か体調のほうはどうでしょうか。その中で手洗

ども。

いをしていただきましたでしょうか。ぜひひと

議会改革度調査２０１４年、早稲田大学マニ

つ皆様方、自分のことは最善の努力をして対策

フェスト研究所、こういった資料を読んでみま

をとっていただきたいと思いますので、これか

すと、やはり現に１年交代のところも、あるい

らもひとつよろしくお願いを申し上げます。

は２年交代のところもあるようでございます。

それでは、委員会を始めます。

でも、私は基本的には、首長もそうなのです

昨日、２会派と１委員より、特別委員会延期

けれども、一応４年交代でございます。そうし

の申し出がありました。正副委員長で委員の意

た関係で、議会だけがころころという表現は当

向を確認したところ、開催した方がよいという

たらないかもわからないのですけれども、１年

意見が多かったことから、正副委員長で協議し

あるいは２年交代で交代するということについ

た結果、開催することを決定いたしました。

ては、やっぱり議会というのは、議会のトップ

以上、報告を申し上げます。

の人は、ある程度の議会の方向づけというもの

それでは、本日の協議事項に入ってまいりた

もしなければならないので、１年交代であれ

いと思います。

ば、Ａさんがやった方向と、また１年後にやっ

１番目は、きょうは正副議長の２年交代制に
ついてでございます。

たＢさんの方向が違うというようなことになれ
ば、余り好ましいことではないのではないかな

２月３日の特別委員会で、委員長のほうから

と。あるいはまた、その次にＣさんが出てきて

各会派のほうに宿題を差し上げました。各会派

交代するようでは、やっぱり議会が歩む方向性

で、議長２年制交代についての賛否について、

というのか、そういったものがある程度定まっ

各会派でまとめてきてくださいということで、

ていくように、私は従来の、自治法でもうたっ

皆様方にお願いをしてあります。

ているような４年制というのがいいなと思って

きょうは、各会派のほうから、正副議長２年

おります。

交代についての賛否について、各会派の報告を
お願いしたいと思いますので、よろしくお願い

以上でございます。
○中島委員長

を申し上げます。

ありがとうございます。

それでは次に、青山会のほうからお願いいた

２月３日、もう２カ月以上過ぎていますか

します。

ら、皆さんそれぞれまとめてこられたと思いま

○川村委員

すので、よろしくお願いをしたいと思います。

２年制に賛成です。

それでは、私のほうから会派の名前を挙げま
して、発言を許可しますので、報告をしていた

理由として、３点一応挙げさせていただきま
す。

だきたいと思いますので、よろしくお願いいた
します。

青山会として、まず、正副議長の

まず１点目として、より多くの議員に議長を
経験する機会、能力があれば公平にチャンスを

それでは、コピーがありますけれども、その

与えるということができ、さらには今後、議員
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活動、議会運営に十分生かすことができる。こ

で、現行のままのほうがよろしいかという意見

れがまず１点目。

になりました。

２点目として、今の時代、都道府県議会、市

以上です。

でも２年制または１年制で行っている議会もあ

○中島委員長

り、あえて今の時代に町村議会だけ４年制に固

ありがとうございます。

次は、駒ヶ岳会派、澤出委員。

執する必要もないと思われる。今日の議会改革

○澤出委員

の流れをとめる、または逆行する要因になって

副議長の任期の見直し、４年から２年へという

しまう。今のが２点目。

ことについて賛成したいと思います。

３点目として、健全的に町外部に対しても対

我々駒ヶ岳会派としましては、正

理由は、以下の４点になります。

等な関係で議会運営を維持していく上で、２年

法律で２年制について明確に禁じられていな

制が逆に今の時代には必要である。緊張感を持

いこと。また、他の町村での実施例があるこ

ち、２年間を節目として、適任者であればまた

と。

２年間行えばいいだけの話である。

二つ目としまして、２年ごとの選挙で緊張感

青山会としては、以上３点挙げさせていただ

のある議会運営が期待できること。

きます。

三つ目としまして、再選を禁じるものではな

以上です。
○中島委員長

く、適者であれば再任すればよいということ。
ありがとうございます。

４点目としまして、あわせて選挙方法、立候

次は、動進会、中川委員どうぞ。
○中川委員

補制であるとか、所信表明等の検討も十分意義

うちの会派では、まず、議長の任

期については、現行の４年ということで、これ

があることであり、一度ゆっくり議論したいと
思う。

は地方自治法で、議長の任期は議員の任期によ
るという前提のもとで、そして、何でそのほう

この４点について、結論としまして、賛成の
意見でございます。

がいいかという理由についても、今、川村委員

以上です。

が言ったことと逆になってしまうかもしれませ

○中島委員長

んけれども、議長職というものは、要は経験を

ありがとうございます。

公明党会派、神﨑委員。

させる場ではない。１８人の議員の中で、適格

○神﨑委員

だという方がなるべき職であって、交代でスキ

ではないかという、地方自治法上は、４年任期

ルを上げる職ではない。

ということが基本になっていますので、まず、

そしてまた、外部に対してもですけれども、
先ほど畑中委員からもありましたけれども、表

法定どおりで、４年でよろしいの

そういうふうにしたほうがいいのではないかと
いう意見でございます。

現はよくないかもしれませんけれども、ころこ

それで、その理由としましては、平成１９

ろといいますか、簡単に毎度かわっていきます

年、地方分権になってから、やはり行政の仕事

と、いろいろな外に対する、議長会だとか、外

も膨大になっていますし、そういう中で議会の

部団体に対する議長職というものが弱くなる。

役割が大きくなっているということで、議場で

要は、どうせ２年で交代する議長だというふう

の中で討論を多くなって、御意見も活発になっ

に見られてしまうということもありますので、

ていますので、そういうところで、議事運営に

やはり町として、議会として、町村議長会だと

習熟されて、慣れや、上手にさばくことが求め

か北海道だとか、さまざまな出先機関に行った

られていることでございます。

ときに、議長が毎度かわるという目で見られる

あと、やはり執行部との関係でございます

よりは、ここの議会はちゃんと議長がいて、

が、実質的に対等というか、同格程度以上の識

やってきているというような印象づけのほう

見とか対応、そういうものも求められるという

が、外部に対しては非常に効果的だなと思うの

ことで、まず、１年、２年ではなかなかそうい
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う部分での采配というか、そういうものがなか

るのであれば４年できますから、何か問題があ

なか難しくなってくるのではないかという思い

れば２年でかえる、そういう仕組みが必要だと

もありますので、任期は４年ということで、公

いうことで、２年制の案に賛成をいたします。

明党では考えております。

○中島委員長

○中島委員長

ありがとうございます。

最後に、無会派でありますけれども、副委員

次に、絆会派、田村委員。
○田村委員

ありがとうございます。

長の上野委員。

絆では、まず、２年の交代制とい

うのは賛成の立場であります。

○上野副委員長

私は２年制がよいというふう

に考えております。

絆の中で話し合いをした中では、まず、４年

理由としましては、議長になって、一般の議

制は、一般的にどういうメリットがあるのだろ

員から突然議長になって、その職に十分対応で

うかというようなことを話し合いました。

きるか、その資質があるかどうかと、そういっ

まず、その中では、議事運営で対応できる権

たことは確認されていないわけです。それで４

限と識見が必要だからなのだということと。そ

年間やってしまうということではなくて、やは

れから、議事運営に習熟が必要なのだ。短期交

り２年の範囲で、新しく選挙を行いまして、評

代は、議長職の形骸化につながるのだと。正常

価をするということが必要ではないかというふ

な議会運営の確保ができないのだと。代表制と

うに思います。

指導性を弱める、だから４年制をやるのだと。

特に、一般の議員から議長職になりますと、

それから、対執行機関関係で、地位の低下、権

それこそ公平・公正という、今言われましたよ

威の失墜を来すから４年制が必要なのだと。

うな、そういう立場がきちっと求められるわけ

こういう６点挙げて、大体これらの６点に基

ですけれども、なかなかそれが実施できるかど

づいて、４年制が必要なのだというような話で

うかというのは、やってもらってみないとわか

ありますけれども、絆会派では、４年だからで

らないというようなこともありますので、２年

きて２年だからできない、これらは問題ではな

の公約を出していただいて、その公約がどれだ

い。そういう結論に立ちました。

け実施されているか、また、議長職としてどの

それから、古くからの習慣、制度、考え方な

ような評価がされるかという、２年ごとの評価

どから脱却すべきではないか。そして、短期交

があってしかるべきではないかということで、

代による、多くの議員に、資質のある議員に経

基本的に２年制に賛成というふうに考えており

験を積ませる。こういったような観点からすれ

ます。

ば、２年制の交代は大いに推進すべきではない

○中島委員長

かと、そういう結論に達したところです。

ただいま各会派の代表の方から、正副議長の

以上です。
○中島委員長

２年制交代制についての意見を報告いただきま
ありがとうございます。

した。

次は、光輝会、平松委員。
○平松委員

ありがとうございます。

皆さんお聞きになりましたように、圧倒的に

光輝会は、２年制というのは

賛成の方が多いというような印象を受けまし

ちょっと語弊があるのですけれども、２年目で

た。そのことにつきまして、委員会としまして

見直しをするという観点で、今回の話の交代制

も多数の意見を尊重していきたいと思っており

ということに賛成をいたします。

ますし、正副議長交代制については、この委員

その理由は、２年やって、その成果が公平・

会で決定させていただきたいなと思っておりま

公正がきちんと守られているか、そういう評価

すけれども、これについて御異議がありました

を下す場が必要だと思います。１回議長になっ

ら、発言を許しますので、どうぞ。

たらそのまま４年行くということではなくて、
２年間の活動の評価をし、その上で、信任され

中川委員。
○中川委員
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委員長、今、採決はとっていない

けれども、意見が多いからそっちでいきたいと

す。ただ、２年とか１年で交代しているところ

いう話でまとめていましたけれども、そもそも

も確かにありますので、そういうところという

決をとる案件ではないですよね。地方自治法第

のは、あくまでも申し合わせで、全議員が一致

１０３条の第２で、議長及び副議長の任期は、

して、それで行きましょうと。

議員の任期によるとなっています。

実際に行っているのは、任期が２年になって

その中で、ほかの市町村で実際に２年交代制

いるのではなくて、２年たったら辞職していた

という言葉ではなくて、２年交代でやっている

だいているのです、そういうところは、それで

ところは確かにあります。やっているところと

やっているのですけれども。

いうのは、あくまでも申し合わせで、自治法で

だから、今、多数決みたいなことで決める案

はこうなっています。法律ではこうなっていま

件ではない、委員会として、多数決で決めてい

すけれども、全議員が了承のもと、申し合わせ

くことではないですよねということを言ってい

で、２年たったら交代ではなくて、議長、副議

るのです。

長には辞職をしていただいているのです。辞職

どうしても２年制が反対と、今の考えでは反

をしていただいて、再度議長選挙をやっている

対ですけれども、２年制が絶対だめかといった

わけです。

ら、それは、もしかしたらメリット部分も出る

なので、全議員が申し合わせとして、オー

かもしれませんので。何だかんだ多数決で決め

ケーしない限り、１人でも反対する方がいた

るというよりも、委員会としてもっといろいろ

ら、自治法ではこうなっています。法律ではこ

な情報をもう少し集めていくものなのかという

うなっているのにということになります。

ものも含めて、委員長はどう考えているかなと

なので、採決のような、人数が多いからやり

思います。多数決で決めていくのはちょっと違

ますという委員会の進め方ではちょっと違うの

うと思うのですけれども。

かなと思いますけれども。

○中島委員長

○中島委員長

ただいま中川委員のほうから、

委員会として多数決でするのは、委員会として

地方自治法では４年制ということをうたってい

は違うのではないかというような話もありまし

るので、できないのではないかというような話

た。そのことについては、皆さんから、反対と

もありました。

いうか、そうではないという意見も聞きたいと

よその議会は、申し合わせ事項という形で

ただいま中川委員のほうから、

思います。

やっているところもありますというのと。ま

また、情報については、もっともっと情報を

た、やるのであれば、２年で辞職をする方法も

集めてやったほうがいいのではないかという話

あるのではないかと。再度見直しするという考

もありましたけれども、情報については、いろ

え方、そういうこともあるのではないかという

いろ資料、畑中委員からも資料をいただいてお

話がありました。

りますし、いろいろ出ております。皆さんはそ

中川委員の御意見に対しまして、ほかの委員

れを目を通して参考にされていると思うので

の考え方がありましたら、ぜひお聞かせ願いた

す。そのことを踏まえて、さっき会派のほうか

いと思います。

ら報告があったと思うのです。それについて賛

中川委員。

成、反対というのがはっきりと分かれた報告を

○中川委員

私が言っているのは、委員長に、

いただきました。

今の委員会の進め方がちょっと違うのではない

その中で、数は数えておりませんけれども、

ですかということなのです。要はほかの議員さ

３分の２以上は賛成の方が多かったというよう

んたちの意見は、２年制がいい方と４年でいい

な形の中で、これ以上どのような形で議論して

のではないかという意見ですから。

いくのかと。各委員の皆さん方が、２年制交代

そうではなくて、自治法で今決まっていま

をやるべきだということで、各会派の方が協議
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をして、そして委員会で報告してもらって、皆

あるでしょう。ただ、多数で決めるという民主

さんがやるべきだと、実施すべきだというよう

主義の原則をここで否定する何ものもないとい

な結果を私のほうにいただいております。

うふうに思います。

資料もたくさん皆様方のお手元に配っており
ます。各自治体の状況だとか流れも、今、自治

○中島委員長

ただいま平松委員のほうから

は、２年制の…。

体はどれぐらいのパーセントで１年制、２年制

川上委員。

交代がされているのかという流れについても、

○川上委員

皆さん方に資料は行っていると思います。皆さ

するかというのは、採決案件ではないのです。

んしっかり目を通していらっしゃると思うので

地方自治法の１０３条の２で、議長、副議長の

すけれども。

任期は議員の任期によるということで、４年と

あとどうのような議論をこの委員会の中で進

そもそも４年制にするか２年制に

ということで決まっているのです。

めていくのか、多数決で決めなければ、どうい

ただ、北海道で多分２年制で交代する市町村

う方法で決めていかれるのか、その辺、中川委

はないと思います。七飯町がやろうとしている

員のほうから提案がありましたら提言していた

２年制をやっている市町村はないのです。

だきたいと思います。
○中川委員

申し合わせで決めていることなので、みんな

委員長のほうから、これ以上のも

のはないということだったので、議論する資料

の話し合いで２年というのが成立している議会
もございます。

も出ているし、それを踏まえて今回のそれぞれ

ただ、その話し合いの中で、２年間議長を

の意見だということだったので、多数決で決め

やったら、２年目に辞職して、また新しい議長

たいということだったのですけれども。

を選びますという、そういう申し合わせの上で

それ以外の方法というか、そもそも、先ほど

やっていることなのです。だから、議長が悪け

も言いましたけれども、議論することがこれ以

ればいつでも議長の辞職勧告を出せるわけです

上ないというのであれば、全員一致で申し合わ

から、任期の４年というのは基本の基本なので

せ事項ができないのであれば、それは、２年交

す。自治法上。だから、採決で多いから少ない

代制というのはできないということで終わるし

からで決定する案件ではないと思いますので、

かないと思いますけれども。

委員長の考えを教えてください。

以上です。
○中島委員長

○中島委員長
そのことにつきましては、後で

また最後に……。

持ちだと思いますけれども、書いてありますけ
れども、この文章を読んでも、解釈の仕方によ

平松委員。
○平松委員

自治法では、皆さんも資料をお

りますけれども、４年制がいいとか、２年制が
多数決で決められないという理屈

がわからないのですけれども、１８名の議員、

悪いとかいいとかということは一切書いており
ません。

町民から選ばれて、その中で選挙をして議長を

ただ、法律としての内容は書いてありますけ

選びました。私たちの会派の考え方では、２年

れども、ここの文章の解釈だけで４年制はいい

間の評価をし、七飯町を代表する議長としてふ

です、２年制はだめですということは判断でき

さわしいかどうか、見直しをする期間として２

ません。

年間というのはふさわしいのではないかという

だから今、全国の市区町村で大体６５％以上

考え方でおりますので。それは多い少ないで、

が１年制、２年制の制度をとっているというこ

やはり民主主義の原則として、決めていけるも

とは、法の解釈の仕方が違うということなので

のだというふうに考えます。

すね。これを参考にしていないということなの

自治法の解釈を、どうするかという手法の問

です。それがもしこういうことで、絶対に２年

題に関しては、各自治体でいろいろなやり方が

制はできません。４年制以外はできませんであ
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れば、今、全国市町村で動いている６５％以上

とか２年制が云々と言ってきたのかわからな

の議会が２年制をとっていることはどういうこ

い。前回、２年制については皆さんに問うとい

となのだろうということも考えなくてはいけな

うことを言って、会派に持ち帰ってくださいと

いのです。なぜやっているのだろうと。できな

いうことで、皆さん了解した上で、きょうの話

いものをなぜやっているのだろうという考えも

があると思うのです。それをまた最初から蒸し

上がってくるわけですけれども、その辺はどう

返してということはどういうことなのかよくわ

なるのですか。

からないし。

○川上委員

さっきから言っていますけれど

もう１点は、申し送りという方法もあるし、

も、４年制というのは地方自治法で決まってい

それ以外の方法もやっているところありますよ

るのです。議長、副議長の任期は。

ね。（「あります」と呼ぶ者あり）そういうの

ただし、本当はだめなのですよ、２年制でや

もあるのだから、その辺は、反対に、まず２年

るということは。だけれども、議員全員で申し

制についてどういうふうにしていくのかという

合わせでやっているところが２年制をとってい

ところをきちっとして、次に、申し合わせとい

るということなのです。議員で話し合って２年

う方法をとるのか、それともきちっと規定か何

にしましょう。そのかわり議長は２年で辞職出

かで入れていくか、そういうふうにしていくと

してください。また新たに議長選挙をやりま

いうのが筋の話ではないかと思う。

しょうという議員全体での申し合わせができて

何でこの前、持ち帰ってくださいと言ったと

いるから、本当はだめなことなのだけれども

き、前のときにきょうの話が出てくるのだった

やっているのです。

ら話わかるけれども、この段階になってその話

だからうちの議会でも話し合いで、全員が納

が出てくるということについては、私は理解で

得して、２年で辞職してくださいというような

きないので、そこのところは私としては不満で

ことができるのであれば可能かもしれませんけ

あります。

れども、今の分かれている段階ではちょっと難

以上です。

しい。かなり難しいと思うので、採決して決め

○中島委員長

るというのは、法律に決まっていることに対し
て逆行する考えだと思うのです。

もし２年制が決まることによっては、申し合
わせ事項もありますし、またはほかの方法とい

以上です。
○中島委員長

ありがとうございます。

いますか、基本条例、どこかの条例に記載する
今、川上委員からそういう話が

と。よその議会の資料を見ると、議会基本条例

ありましたけれども、ほかに意見ございません

の中につけ加えている議会もございます。申し

か。発言していただきたいと思いますけれど

合わせ事項という議会もございますから、それ

も。

は後の検討になりますけれども、とりあえず、

中川委員から出た、多数決で決めるのは

今話があったように、２月３日の委員会では、

ちょっとおかしいのではないかというようなこ

２年制についての賛否を皆さん方に、会派でま

と。地方自治法では４年制に決まっているので

とめてくださいということで、意見を聞きまし

はないかと。申し合わせでやるべきではないか

た。反対の方もありましたし、賛成の方が多

というようなお話がありましたけれども、その

かったと。その中で集約していかなければなら

ことについて、皆さん方の意見をぜひ聞かせて

ないのです。民主主義ではないですけれども、

いただきたいと思いますけれども。

議論が詰まったところで、やはり多数決で決め

こちらから指名してよろしいですか。皆さん

ていくのが本当ではないかという気がいたしま

それぞれの意見を持っていると思いますから。

すけれども、ほかに意見がありましたら、よろ

横田委員、ありませんか。
○横田委員

しくお願いしたいと思います。

今、川上委員が、何で申し合わせ
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池田委員、ありますか。

○池田委員

やはり委員長が言われたように、

○中島委員長

決めるとかではなく、会派に持

さきのほうでいろいろな討議がなされて、今回

ち帰って賛否をまとめてきてくださいと。その

この場所が決めることで、そして、自治法で４

中で議論は進めていくわけですから、議事進行

年とうたっているのであれば、その間のところ

していくわけですから、それがなかったら議事

に、議長の適切かどうかというものを申し送り

進行できないのです。賛成なのか反対なのか

で決めてやってもいいだろう。

を、まず皆さんの意見を聞いて、それについて

だけれども、やはり２年で議員たちが適正か

意見を述べてもらって、そして多ければ多い方

どうかというのを判断しても、それは自治法違

の形で進めていくという形になると思うので

反でも何でもなく、どこかの条項に入れれば。

す。議会に限っては、そういうものだと思うの

当選して議長になったら、なぜ４年にこだわ

です。

るのか私はわかりません。２年制でうたわなく

○神﨑委員

ても、２年で一応区切りをつけて、そして、や

ども、委員長の姿勢が対等に、公平にさばいて

はり議員たちが信頼できる議長であれば、また

いているような、そういう形には見えないので

再任を求めないと私たちはそう思っていますか

すよね。すごい影響力が出ていますので、その

ら４年やれるのであれば４年やって結構ですけ

辺は気をつけて議事の進行を進めていただきた

れども、２年で一応区切りをつけましょうと。

いなと思うのですけれども、そんなに性急に、

道議会でも市議会でも、自治法違反しているの

前回、皆さんからどういった改革をしましょう

ではなくて、議員の襟を正すといいますか、そ

かといって出てきた中の一つであって、また

の人が本当に、ある程度チャンスがあるという

今、会派ではお話し合いをして、皆さん御意見

か、勉強の機会があれば、たくさん議員経験を

を出していますけれども、そういう中身もみん

踏んでいる議員も多いですから、それで交代し

なで精査を今度はしていかなければいけないの

ながら議事運営の調整をとっていってもいいの

ではないかなと思うのです。ただ、性急に、反

かなと思っています。

対か賛成か、それだけで決めるというのは、い

やはり自治法の４年というのは法律で決まっ

ちょっと申しわけないのですけれ

ささか乱暴過ぎるのではないかなというふうに

ているのであれば、この議会の中で２年という

私は思います。

ものを、全員一致ではなくても、数の原理で

○中島委員長

ありがとうございます。

やっても、例えばこれからずっとやっていく中

会派のほうでは、賛成か反対かの議論はされ

で、すぐれた議長であれば４年やってもいいだ

たと思いますけれども、その中でもいろいろな

ろうし、その後また８年やっても、それは差し

ことを議論されたと思うのですけれども、幅広

支えないと思いますので、なぜそんなに４年制

く。ただ賛成、反対だけではなくて、どうすれ

にこだわるのか私としてはわかりません。です

ばいいかということも含めて、相当中身の濃い

から私は２年制でやれたら、一応中間の区切り

議論はされたと思うのです。それをやったこと

としてやるのは私は結構だと思っています。

について報告してもらったわけですから、そう

以上です。
○中島委員長

いうことも重々私たちも受け付けております。
ありがとうございます。

澤出委員。

たくさん意見をいただいておりますけれど

○澤出委員

今縷々お聞きした中で、私も知識

も、やはり大事な問題ですので、各委員の皆さ

不足のところもありまして、何とかも言えない

んからぜひ意見を聞きたいと思っておりますの

のですけれども、法律論的に考えると、全員一

で、よろしくお願い申し上げます。

致の申し合わせという規定もあるわけもないで

神﨑委員、何かございませんか。

すし、本当であれば、議会規則というか運営組

○神﨑委員

前回そういうお話でしたか、きょ

う決めるというような、性急するような。

織のところにそういう規定をつくって載せるの
が正当で、そうなる段になると今度は多数決と
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いう形で決をとります。そういった形が一番理

なぜかというと、４年なのですから、それを

想なのでしょうから、ここで性急に決めること

例えば全国的に言いますと６５％云々とありま

でもないかとは思います。

すけれども、北海道の場合は、町村の場合はほ

ただ、先ほどから申し合わせ、申し合わせと

とんどないのです。だから、それをやってその

おっしゃっていますけれども、それ自体も法律

町、そしてまた、そこに住む住民が幸せになら

的な根拠は何もないという。慣例でそういうふ

なければうそなのです。２年交代することに

うにやっているということですから、多分そう

よって。

いう形だと思いますので。できればもうちょっ

私はそうは思わない。資質のある適格な人

と精査かけてから決をとられて、決をとれるか

を、やはり長くなってやっていただかなければ

どうかすらも論点になりますから、もうちょっ

安定した七飯町の道筋というのはつけられない

とその辺の法律論のところもよくよく精査して

なと。例えば、今まで七飯町の議長の歴史を見

から進めたほうがいいのかなと思います。

ますと、私は過去の佐藤議長あるいは松田議

以上です。
○中島委員長

長、あるいは坂田議長、こうした人方のやって
ありがとうございます。

きたことを見ていますけれども、やはり長く

稲垣委員。
○稲垣委員

なっていたほうが町のため、町民のためになる
きょうまた改めていろいろな意見

なという私は実感しています。

があるなというところもわかった上で、この場

ですから、ここで安易に採決するというので

で、人数が多いから少ないからということで、

はなく、もう一度じっくり考えていただきたい

きょう今、決をとって、これを決定事項にする

なと、このように思っています。

というのは、やっぱりちょっとおかしいかなと

○中島委員長

いうふうに思うので、もうちょっと、きょうの
会議を経た上で、もう一度会派に持ち帰って、

ありがとうございます。

畑中委員のほうからそういう話がありました
けれども、ほかに。

今すぐ、きょうここで決めるべき話ではないと

坂本委員。

思いますので、もう一度、自治法の部分を含め

○坂本委員

まして、私ももう１回勉強して、会派のほうで

れども、自治法では４年間ということをうたっ

打ち合わせさせていただければないというふう

ているのですけれども、ただこれを見た中で

に思います。

は、法的にそれがまずい、いいということは書

○中島委員長

今、稲垣委員のほうからは、多

今いろいろ議論されておりますけ

いておりません。

数決はまだ早いのではないかと。もう一度会派

それと、今、全国的に見た場合には、５割以

に持ち帰って議論したいという話が出ていまし

上が２年もしくは１年ということで、正副議長

た。

の任期を定めてやっております。

ほかに、畑中委員、お願いします。
○畑中委員

先ほど同僚議員の中から、このことについて

今ここで採決する云々というふう

は、採決というか、そういうものでやるべきで

なお話になっていますけれども、そもそも正副

はないということもお話されましたけれども、

議長の任期については、自治法で４年とうたっ

やはりいろいろな中でもって、他の市町村にお

ているのですから、それに反して今進めようと

いても申し合わせというものでやっているか、

しているものについて、ただ安易に多数決で、

その辺の確認は私はまだきちっととっておりま

今それを決着しようというのは、やっぱり大き

せんけれども、やはりこれから七飯町もいろい

な問題でないかなと。この先、そうした決定を

ろな面で活性化していかなければならないし、

することによって、非常に後悔する場合がある

そういう面で、他の市町村の実例を見た場合に

のではないかなと私は思うのです。もうちょっ

は、いい方向に進んでいるので、毎年、正副議

と慎重さがほしいなと。

長の２年任期というのは進んできておりますの
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で、私は自治法でどうのこうのという、それは

てもらうと、皆さん議員の任期は４年だと言っ

法的にきちっとした、懲罰があるわけでもない

ていますけれども、明文上は４年と書いている

し、やはりそれぞれの市町村でもって、そうい

わけではない。議員の任期によるという形に

う方向でやるということであれば、私は２年制

なっているということと。通年議会とか、法律

をとるべきだと思っております。

ではできないような内容をいろいろ工夫して、

○中島委員長

皆さん活性化しようとしているわけです。だか

ありがとうございます。

川村委員、今までいろいろ出ていましたけれ

ら、今回の特別委員会の内容と同じように、２

ども、そのことについて。

年にしたら活性化するのか、４年でも活性化で

○川村委員

一応青山会としての意見は、先ほ

きるのかという、そういう議論があって、やり

ど最初に述べさせてもらった、まさにそのとお

方はどうするのかなというのは、これはまた知

りなのです。

恵の出しどころでございますので、法律違反を

根本的に、きょうの委員会の部分というの

するわけにはいかないので、では、どういう形

は、前回、各会派に持ち帰って、要は早い話が

でやろうかという、そういう議論をして、いろ

２年制なのか４年制なのかという話なのだと思

いろな会派の意見を見ましたけれども、２年で

うのです。各会派で、２年制がいい、４年制が

必ず交代すると言っているわけではないわけで

いいという部分でもんで持ってきていると思う

す。この２年制と決定した場合でも、どういう

のです。それに対してどうするかというだけの

ふうにするかはこれから、その内容については

話ではないのかなと思うのです。

未知数なところはありますけれども、よかった

逆に２年制にした場合、これをどういうふう

また重任というか、やればいいだけの話で、全

に運用するとか、それは次の段階の話なので

くかえなければいけない。おまえはやめろと

す。例えば今の自治法の４年間の部分も出てき

言っているわけでも何でもないわけですから。

ていますけれども、実際は都道府県議会もそう

そういう意味では、２年制が果たして活性化す

ですし、市でも、先ほども言いましたけれど

るのかという議論をどんどんして、今の皆さん

も、２年でやっているところもあるし、１年で

の意見の中では、２年制のほうが緊張感だとか

やっているところも既にあるのです。確かに北

公平感だと、成果だとか、そういう意味で活性

海道では、町村議会でやっているところは今は

化するのではないかなという、今まで考えてい

ないです。ただ、全国の部分では、もうやって

た意見と全く同じなので、そういうところをも

いるところはあるのです。確かに申し送りで

う少し。４年でなければいけないという人は、

やっているところもあるかもしれないのですけ

法律上はそうなっているだけなので、活性化す

れども、各自治体で条例なり基本条例なりに載

るためにどうしましょうかというところで議論

せてやっている地域もあるわけですから。

していけばいいと思います。

ただ、きょうの委員会自体というのは、前回

採決については、別にきょうしなくても構わ

の流れの中で、きょうの委員会はこうやるので

ないですけれども、申し合わせにするのかどう

す。それを次の段階に持っていかなければなら

かわからないけれども、４年制がいいのか、今

ないと思うのですけれども、先ほど横田委員が

のままがいいのか、２年で１回見直ししましょ

言った意見と私も、どっちかというと同意見だ

うということでやるのかというのは、全員一致

と思います。

で決めるなんていうのはあり得ないですから、

○中島委員長

若山委員からまだ意見いただい

いずれの場合でも。全員一致しなければ何も議

ておりませんので、意見がありましたらお願い

会で決められないというか、申し合わせという

いたします。

か、条例ではなくても、議員での申し合わせ内

○若山委員

会派は駒ヶ岳なので、澤出委員の

容について、何も決められないということはな

内容と全く同じなのですけれども、一言言わせ

いですので、最終的には、委員長の判断で採決
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せざるを得ないのだろうと思います。

一致でまとまることはまずないだろうと思って

ただ、議論が足りないというのであればもう

いますので、そこはもう少し議論させていただ

少し、４年制がこういう形でいい、２年制がこ

きまして、最終的な判断をさせていただきたい

うだという議論をやればいいのではないという

と思いますので、これから１１時５分まで休憩

ふうに思います。

いたします。

ただ、今のところ４年制のほうがいいという

午前１０時５７分 休憩

ところの議論については、余り説得性はないな

─────────────

と、対外的に、ころころ変わるという言い方が

午前１１時１２分 再開

ありましたけれども、確かにそれはよくないで

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

しょう。１年交代でみんなに議長を経験させる

す。

という自治体もありました。これは全く活性化

今、休憩をとりまして、皆さん方会派の中で意

とは相反する運営の仕方ではないかと思いま

見交換をされたと思いますけれども、そのことに

す。

ついて新たな意見がありましたら、お伺いしたい

そういう意味で、駒ヶ岳としては、逆に立候

と思いますので、発言を許します。

補制だとか、所信表明とか、そういうことを

畑中委員。

もっと活性化の材料として議論したいところだ

○畑中委員

と思いますけれども、今回はそこまでまだ話が

をしよう、あるいは、この改革というのは、活

行っておりませんので、この辺でやめておきま

性化をしなければならないのだという題目とい

すけれども。

うのはよく理解できるのです。

以上です。
○中島委員長
○青山委員

今の議論の中で感じるのは、採決

ただ、もう一つは、確かに我々は４年制とい
青山委員。

う中でやってきたものですから、逆に言うと２

私の場合、意見というよりも意見

年制をやっている、先ほどの話では６０何％

の集約というか、すり合わせというか、そんな

やっているというお話もあったけれども、そう

形で休憩の時間をとったほうがよろしいかと思

いうところの実態というのか、もうちょっと判

うのですが、１０分か１５分とっていただい

断する資料があってほしいと思うのですけれど

て、各会派で少しお話をして、今後のこの会議

も、ここで急いで採決することについては、私

の流れ的なものも話し合われてから、再度再開

は反対いたします。

してはどうかと思いますが、いかがでしょう
か。
○中島委員長

できれば、２年制で行っているところの資料
があったらほしいというふうに私は申し添えて

ありがとうございます。

おきます。

今、青山委員のほうから、暫時休憩をとっ

○中島委員長

て、また会派のほうで相談していただきたいと

横田委員。

ほかにございませんか。

いう話もありましたけれども、確かに今、報告

○横田委員

以来、異議という形で皆さんからたくさんの意

たメリット、デメリットというどういう資料が

見をいただきました。それぞれ理解できること

欲しいのか、そういうものを何も言わないで、

もありますし、ちょっとなというところもあり

ただ欲しいという話だったら変な話、進まない

ますけれども、最後に若山委員も言いましたけ

のではないですか。進めるには、どういう資料

れども、こういう問題というのは全会一致、全

を出してくれという話が出てくるのならわかる

員一致というのはなかなか難しい。最後には、

けれども、そういう話も何も出ないで、ただ資

賛成多数にすべきではないですけれども、多数

料を出せ、資料を出せと、何の資料かわからな

決で決めていくような形になるのかなと。

ければどうしようもないのではないですか。

委員長として考えても、まず、全会一致、全
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以上です。

畑中委員から出た、４年制でやっ

○中島委員長

畑中委員のほうから資料請求が

２０１５年の資料を要求したり、富山県でした

ありましたけれども、そのような内容の資料に

か、新聞の資料を要求して、その趣旨もよくわ

ついては、もう既に出ているし、畑中委員がと

かりませんでした。その資料のために１回、こ

りました早稲田大学の先生からとっております

ういう議論をするのが飛んだわけです。会派で

から、それも書いてありますし、それをじっく

議論してどうのこうのというときに、資料請求

り読んでいただければ内容的にはわかるのかな

があったわけです。だから、本当に必要な資料

と。どういうところがやっていて、やっていな

なら賛成しますけれども、この間出された資料

いのかもわかると思います。資料的には、十分

で、畑中委員は何を立証しようとしたのか、そ

に出ているのではないかという感じを受けてお

れについてよくわからないというか、こういう

ります。

資料がありますというだけなので、僕らも読み

今、横田委員から話がありましたように、そ

ましたけれども、そういう内容であれば、特に

れ以外に、どういう内容で、どういうところの

資料としては要らないのではないかと思うので

資料が欲しいのか、細かく言っていただいて資

すけれども、もうちょっと詳しく、こういう資

料請求していただければ、こちらもありがたい

料ということであれば、何を立証しようとして

と思うのですけれども、その辺はどうでしょう

いるのかというところを言ってもらわないと賛

か。

成するわけにはいかないのかなと思います。

畑中委員。
○畑中委員

ただ、資料要求は、みんなの権利なので、も
確かに資料の要求について説明し

し本当にそれがないと次の議論に入れないとい

なかったのは悪いのだけれども、２年制にした

うのであれば、認めてもしようがないのかなと

場合に、どういう点が町の活性化になるのか、

いう感じはします。中途半端ですけれども、以

４年制ではそれができないのか、あるいは、町

上です。

の活性化というと、町民のためになるのかどう

○中島委員長

か、その辺を何か検証するような資料があれば

池田委員。

ありがとうございます。

なというふうに私は思っているのですけれど

○池田委員

も。

と、出尽くして、なおかつ２年制をやっている

ただ、今急いでここで採決するという部分に

畑中委員の言われた資料がちょっ

市町村、そういうところが、初めはやったけれ

ついては私は反対です。

ども減っていっていますという話であれば、

○中島委員長

ちょっと考えますかという考え。だんだんふえ

ほかにございませんか。

若山委員。
○若山委員

てきているのです、その自治体が。ということ
今、畑中委員から資料の要求が

は、効力があると私は解釈しています。

あって、もしいい資料があるのであれば、事務

それと、必ず任期が１期４年と自治法でう

局のほうで工夫していただければ、検討しても

たっていますけれども、ただ、２年制をとった

いいのかなと思います。

ときに、２年で交代と私たち会派でも言ってい

だけれども、２年制にするか今のままにする

ないのです。再任は認めます。たくさんの議員

かで、どう変わるかというのは、これは我々が

たちの中で、本当にこの議長であれば、またお

判断することであって、ほかの議会がどうやっ

願いしますと。先ほど言われたように、長く

ているかというのは、運用の仕方がいろいろあ

やった過去の議長たちも、やはり４年で選挙を

ると思います。ルールをどういうふうに決めて

終えまして、また来たらまた議長という。有望

いるかとか。それは、今後また考えればいいだ

な議長であれば、やっぱり議員からお願いしま

けの話で、特に今その資料がないと判断できな

すという話になると思うのです。

いというものではないような気がするというこ

ただ、それを４年にするか、七飯のこの議会

とと、前回、早稲田大学マニフェスト研究会の

の中で、２年でけじめを入れましょうか、切れ
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目を入れましょうかというだけなので、法の何

いのかさっぱりわからないという話をしていま

も犯しているわけではもなく、また、申し送り

したけれども、私たちもわかりません。どうい

事項が、全員でなければならないという法律も

うものが欲しいのか、それをしっかりと精査を

ないと思うのです。だからその都度、２年ぐら

して出していただいて、出せるものなら出せる

いで、どうですか、議長をもう１回やってもら

し、どこを探してもありませんというものは出

えませんかとか、僕にも１回やらせてください

せないということになるかもしれませんけれど

とかと、そういうことがあっても、今の民主主

も、欲しい資料については、一応請求だけして

義の中では当たり前のことだと思うのです。な

おいてください。私どもなり事務局のほうに早

ぜそんなに４年制でなければならないという言

急に、次回の委員会もありますので、早急に精

葉が出てくるのか。時代はそういう早回りして

査をして出していただきたいということでお願

いますから、過去にとらわれるのも確かに大事

いしておきます。よろしいですね。

かもしれませんけれども、今はそういう時代で

今、畑中委員から資料請求がありましたけれ

はなくて、やはり新しい流れといいますか、新

ども、どういう資料かわかりませんけれども、

しい考え方を取り入れなければ、活性化という

委員会として資料請求を、内容わからないです

ものも進まないし、活性化委員会でそういうこ

けれども認めてよろしいでしょうか。

とをもんでいるのですから、２年という区切り

川村委員。

でやっていきましょうというのが新たな活性化

○川村委員

だと思うのですけれども、やっていることが活

出ているのは、前回からもう１カ月以上たって

性化であって、活性化ではないのだ、これはと

いるのです。会派で意見をきょう持ってきてい

言われるのが私はちょっと腑に落ちないので。

るというのは、２年に賛成なのだ、こういうこ

私は２年目に切れ目を入れるという部分で賛成

とで４年の現状維持でいいのだというのは、会

です。

派の中でもんできて、この場で発言していると

○中島委員長

ありがとうございます。

きょうの会派での皆さんの意見が

思うのです。それに対して、またさらに資料を

畑中委員に申し上げますけれども、畑中委

出すということがちょっと意味がわからないの

員、資料請求がありましたけれども、若山委

です。正直なところ。既に会派で事前に資料を

員、池田委員からも話がありましたように、本

調べて勉強して、きょうこの場で発言している

当にどのような資料が欲しいのか、今出ている

のだと思うのです。それでなおかつまた資料と

以外のどういう内容の資料が欲しいのか、き

いうのが、私としては理解できないというのが

ちっと精査をして私なり事務局長のほうに資料

本音です。

要求していただければ、対応できるものは対応

○中島委員長

したいと思いますので、きちっと精査して提出

見がありましたけれども、資料請求について

していただきたいと思いますけれども、よろし

は、委員会としてどうしましょうか。

いですか。

池田委員。

畑中委員。
○畑中委員

今、川村委員からこのような意

○池田委員

資料を出してくださいということ

精査して資料の要求をしたなら受

で言っていますけれども、内容がわからない

け付けてくれるのですか。ただ、今この場です

と、またその資料を見て、また検討してくださ

ぐというわけにはなかなかいかないものですか

い、またあれしてくださいと。長々といきま

ら。

す。今回の会議もこういう事態でやっていま

○中島委員長

内容にもよります。出せるもの

す。その中で、今、資料請求するのであれば、

なのか、集めることができるものなのか、内容

こういうものが欲しいというものが提示される

にもよります。どういうものが欲しいのか、若

のであれば、わかりましたと私も納得しますけ

山委員が言われたように、どういうものが欲し

れども、ただ、これから考えて出しますから、
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委員長の言われた資料請求、いいですかと言わ

○川上委員

れても、私は要りませんと言います。

員に対して、資料請求があるのであれば、精査

以上です。

して委員長なり事務局のほうに出してくれとい

○中島委員長
○神﨑委員

先ほど委員長のほうから、畑中委

神﨑委員。

う発言があったので、出せるか出せないかわか

やはり２年制ということになる

らないという一言もつけ加えられていましたけ

と、今まで経験のないことですし、いろいろな

れども、畑中委員のほうから資料請求を出して

運営の仕方とか、そんなこともありますので、

いただいて、委員長のほうと事務局のほうで協

先ほどやってから自分たちで決めればいいとい

議していただければなと思います。

うようなことではないと思う。これは重大なこ

○中島委員長

とですから。まして、法律的にもそう言われて

私もちょっと行き過ぎた発言があったかもしれ

いるということは、私たち以上にいろいろ研究

ませんけれども、委員の方から資料請求につい

された人の中で決められた法律ということもあ

て、今すぐ出していただけるなら、いいか悪い

りますので、やはり慎重に、２年制の運営がど

か判断できるけれども、今のままでは判断でき

のような形になっているのかということも、私

ないというような意見があったものですから、

たちは参考として頭に置かなければ進んでいけ

今いろいろ畑中委員に聞いたわけですけれど

ないと思うのです。七飯町だけでどんどんでき

も、今すぐ出せれば、皆さんに諮って、この資

ることもでもないですし、対ほかの町村もあり

料が欲しいですかということはできますけれど

ますし、いろいろなルールがありますので、そ

も、今出ていない段階で、皆さんも言いました

ういうことで、恐らく参考にして、もしかした

けれども、判断しづらいのかなと。ないのであ

ら４年制でなくて、それを見て２年のほうがい

れば反対せざるを得ないのではないかという言

いかもしれないということになるかもしれませ

い方なのです。

先ほどその件につきましては、

んし、いろいろな部分に影響が大きくかかわる

そういう形で今進んでいるところなのですけ

重大なことですので、それで恐らく参考にした

れども、きちっとしたものがないと委員会とし

い部分というか、そういうものであるのではな

ても判断はなかなかできない状況になっている

いかと思いますので、そのあたり簡単に決めな

ということです。資料請求については、話はあ

いで、もうちょっと皆さんでそこら辺も考えて

りましたけれども、委員会で認めるか認めない

もらって、やってほしいなと思います。

かということなのですけれども、今、判断でき

以上です。

ないとなれば、今の委員会では請求できないの

○中島委員長

今、神﨑委員のほうから、畑中

かなと思いますけれども、田村委員、何か意見

委員の資料請求に対しての内容について、こう

ありますか。

いう資料は出したほうがいいのではないかとい

○田村委員

う話がありましたけれども、畑中委員は、今、

それぞれ会派の考え方を出したわけです。そう

神﨑委員からそのような発言がありましたけれ

すると、それに基づいて一定程度方向性という

ども、畑中委員が現在すぐ資料が欲しいという

のは私は出すべきだと思うのです。

ものはそういうものなのですか。

簡単に決められないとか、時期が早いのでは

畑中委員。
○畑中委員

まず、会派で話し合って、きょう

ないかとか、資料が必要だとかいう話に。簡単
ただいま神﨑委員が言われたとお

に決められないのであれば、いつ、きょう話し

りでございます。こういったものについて欲し

た会派の内容も変わってくるのかどうかという

いということで。今、文章で書いたものは持っ

話ですよね。会派の決定したものを、この特別

ていませんので、若干時間をいただいて出した

委員会の中で報告をするということは、もうそ

いと思います。

の会派の意思がそっちのほうに決まっていると

○中島委員長

川上委員。

いうことで、変更はないと思うのです。
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それを資料請求をしてどうの。私は正直言っ

もいいのかなという思いに少しでもなれれば、

て、資料請求をこの場でするということは、単

効果は絶対あると思いますので、余り偏見な御

なる先延ばしのような気がしてならないので

意見でいくと、そっちで決めるほうが簡単です

す。（「その発言ちょっと…」と呼ぶ者あり）

から、これは至って重要ですので、委員長、そ

既にいろいろな資料請求は今までやってきてい

ういう部分でお願いしたいと思います。

るわけなのです。したがって、そういう中で足

○中島委員長

ありがとうございます。

りないものを請求するというのはわからないわ

きょうたくさんの議論をいただきました。ま

けではないですけれども、会派の意見集約をし

た、お話も聞きましたけれども、確かに内容に

た段階で、そういう報告も何もなく話しておい

ついては、今のところは水かけ論というか、な

て、議論の中で、資料請求、簡単には決められ

かなか前が見えていませんけれども、確かに、

ないと。議長及び副議長の任期は議員の任期に

委員長としての考えとしては、２月３日の委員

よる。これは４年だから変えられないのだとか

会の中で、会派でしっかりと勉強してきて、そ

と。わかりますよ。だけれども、私は私なりの

して賛否を出してくださいと。

解釈もあるし、会派は会派なりの解釈はあるの

その中で、ただ反対か賛成かの意見だけで終

だから、それなりの意見を出したのだから、出

わったのではないと思うのです。委員長として

した以上はそれに従って一歩踏み出すべきだと

は、皆さんそれぞれ会派の考え方、２年制の考

私は思うのです。

え方、方向性の考え方、神﨑委員からも話が出

委員長も言ったけれども、この次という話で

ていましたけれども、どういう心配があるだろ

あれば、いつ、もう１回きょうと同じような話

うか、メリットがあるだろうか、デメリットが

をするのか、私はそうはならないと思うので

あるのだろうか、そういうものは皆さん、会派

す。この次は、今回の結果を踏まえてどうしよ

の中で精査されたと思うのです。そしてきょう

う、こうしようという、私は進むべきではない

の発言が、会派のまとめということで報告して

かと思うのです。

くれたと思うのです。それが全体だと僕は思う

そういう意味からすれば、今回この場で一定

のです。それが全てだと思っています。その中

程度方向性をしっかり決めていくということが

でいろいろ議論させていただきましたので、あ

大事だと思います。

る程度議論は出尽くしたかなと思うのですけれ

以上です。
○中島委員長

ども、そして、きょうの資料につきましては、
神﨑委員、反論があるような…

…。
○神﨑委員

どういう資料が欲しいというあれが見えてきま
せんので、各委員の方も判断ができないという

自己の御意見ですからよろしいの

ことで、資料については、今ここでは請求でき

ですが、余りにも自分自身の思い込みで、それ

ないという形で、委員長として申し上げたいと

を、発言している人方に押しつけるような発言

思います。

はちょっと気持ち的によくないのですけれど

長々とたくさんの議論をいただきましたけれ

も、やはり少しでも、採決にしても、歩み寄れ

ども、委員長として考えて、今回は採決は延ば

る、２年制であったら、こういうような運用の

します。

仕方でやっていくというようなことも少しわか

それで、次回までに時間があると思いますの

ると。幾ら会派で勉強するといっても限られて

で、個人的にでもいいですから、会派でもいい

いますので、そういう意味でこの委員会がある

ですから、しっかり検討していただきたいと思

わけですから、そこの中でみんなと一緒に、２

います。そして、次回また話し合って、次回は

年制はこういうものだ、ああいうものだという

採決に持っていきたいなという考えを持ってお

ようなことも。それだったら、任期４年と言っ

りますので、ぜひ御協力のほどお願い申し上げ

ていたほうも、それだったら少しは、２年制で

たいと思います。
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これで、一応議論のほうは終了したいと思い

だ採決して可決していっているものなのか。

ます。

というのは、前回出ました早稲田大学マニ

若山委員。
○若山委員

フェスト研究所の資料でいきますと、結局、議
きょうは２年制のあれで話しまし

長任期は４年が望ましいという提言がなされて

たけれども、今後、ほかにも検討するテーマは

いるという結果も出ていますので、私たちはそ

たくさんあるわけです。ほかの議論については

ういう考えになったのですけれども、そうでは

どうなのですか、考えてこなくていいのです

ない意見もあるのであれば、２年交代、もしく

か。

は４年ではない期間でやるほうがいいというと

○中島委員長

今考えていますので、もう

ころをもう少し、いいという資料が必要だと思

ちょっとお待ちいただけませんか。とりあえず

うので、やっているところのやり方だとか、そ

今、このことについてしっかり詰めてまいりた

ういう状況がわかる資料。やっているところは

いと思っていますので、もう少し時間いただき

わかると思うので、そこに問い合わせれば資料

たいと思います。次回までに視察の件も残って

はとれると思うので、特段資料としても難しく

いますし、そのほかに五つほどありますので、

ないと思うので、その資料をいただきたいな

その件については、計画を立てて順序よくやっ

と。

ていきたいと思っておりますので、もう少し時
間いただきたいと思います。

それを踏まえた中で、最終的には採決になる
かもしれませんけれども、議長の交代制につい

とりあえずこのことについてしっかりと議論

ては、何も急いでやるものでもないと思います

させていただきたいと思っております。やらな

ので、しっかりみんなで、極力なるべくみんな

いわけではないですから、必ず順番を追ってき

が、そうしたら２年でもいいのだという方向で

ちっとやっていきたいと思っております。

やれる環境をつくっていただきたいなと。

中川委員。
○中川委員

うちの会派では、絶対反対だということでも
次回、採決ということだったので

ないですので、もうちょっとそういう方向性の

すけれども、私も資料要求させてもらいたく

委員会の進めをしていただきたいなというの

て、きょう、各会派のまとまった意見が出たと

と、それと、急いでやるべきではないのかなと

いうことで、私はきょう採決すると思っていな

いうのもありますので、我々の任期もあと３年

かったので、委員長のほうで、そっちの意見が

ありますので、次のときには、やるのであれ

多いみたいな感じだったから、採決するのかな

ば、当然反映させていくということだと思いま

と思ったので、要は議員の任期というのは４年

すので、それまでに間に合うようにしっかり話

と決まっていて、それに基づいているというの

を詰めていけばいいと思いますので。

があったので、自治法でうたっているものを、

あと、若山委員からもありましたけれども、

強行的にやるべきではないという意味で、採決

ほかのこともありますので、特にこれを急いで

すべきでないと、できれば全員での申し合わせ

やるという委員会運営ではなくて、逆にほかの

をちゃんとしていくべきだという進め方を話し

ものも、進めていけるものは進めていったほう

ただけで、何も２年制が絶対反対というわけで

がいいと思うので、そういうことでお願いいた

はないです。

します。

皆さん、２年制のほうがいいという声も大き
いとなるのであれば、次回、採決と言っていま

○中島委員長

委員長のほうから発言させても

らいます。

すけれども、次回までに、議会として２年制の

ただいま中川委員のほうから、急いでやるも

運用方法と、そのものがわかる資料、やってい

のではないという、緊急性がないという話です

る町の資料が実際に欲しいです。ちゃんと条例

けれども、この委員会は昨年９月の定例会で設

でうたってやっているものなのか、それともた

置されました。そのときに皆様方から、この委
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員会で４年間かけて何をやりますかということ

までに各個人、また会派でもいいですから、ぜ

で、五つの項目を挙げていただきました。決定

ひもう一度検討していただいて、次回また議論

させていただきました。最後には、五つの中か

させていただきたいと思います。

ら緊急性のあるものから順番を挙げてください

次回の委員会では、最後には、私は採決まで

ということで挙げさせてもらいました。その１

持っていこうと思っておりますので、皆様方の

番がこれなのです。緊急性がないとは言えない

御協力よろしくお願いしたいと思いますけれど

のです。皆さんが一致して、先にこれをやりま

も、よろしいでしょうか。

しょうということになっているのです。五つの

（「はい」と呼ぶ者あり）

順番を決めたはずです。確かに、皆さんの前

○中島委員長

で。そういうものがある中で、今になって、急

ますので、よろしくお願いいたします。

いでやることはない、ほかのものをやったほう

そのように決定させていただき

次の委員会の日程ですが、いつごろがよろし

がいいという意見にはならないのかという気が

いでしょうか。

しますけれども、皆さんどうでしょうか。

（「委員長、副委員長に一任」と呼ぶ者あり）

○中川委員

○中島委員長

そういう意味ではないです。優先

今、委員長、副委員長に任せる

順位の問題話をしているのではなくて、優先順

という話がありましたけれども、それでよろし

位でこれをやっていきましょうというには、こ

いでしょうか。

れをすぐ決めましょうというよりも、これは時

（「はい」と呼ぶ者あり）

間がかかるというので、先に取り組んでいっ

○中島委員長

では、そうさせていただきます

て、時間をかけてやらないと、例えば次の改

ので、よろしくお願いしたいと思います。

選、１年前から取り組んだって、調査もできな

それでは、本日の会議はこれで終わります。

いままにとなってしまうことがないように、早

どうも御苦労さまでした。

くから調査をした上で、しっかり議論した上で

午前１１時４９分

やっていくという前提でのお話だったと思うの
ですけれども。
○中島委員長

わかりました。

暫時休憩します。
午前１１時４４分 休憩
─────────────
午前１１時４８分 再開
○中島委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま
す。
２年制をやっている議会の運用方法の資料が
欲しいということなのですけれども、皆さんど
うでしょうか。資料請求してよろしいでしょう
か。
（「必要」と呼ぶ者あり）
○中島委員長

必要ということがありましたの

で、こちらを資料請求します。一生懸命事務局
に頑張ってもらって、出すようにいたしますの
で、よろしくお願いいたしたいと思います。
きょうも大変な議論をたくさんいただきまし
た。先ほどもお話いたしましたけれども、次回
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閉会
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