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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。 

 令和２年８月２０日、議会活性化特別委員会第

８回目の会議を行いたいと思います。 

 まず、最初は御承知のとおり、連続４回、この

委員会で議論されました正副議長２年交代制につ

きましては、各代表、会派代表者会議に附されま

した。 

 また、議長から、御承知のように提出議案があ

りました件につきましては、各会派はもうお済み

のことと思いますけれども、まだ提出されていな

い会派があると聞いておりますので、至急、出す

ようお願いを申し上げたいと思いますので、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が、今日は第

５回目の２月３日の委員会で議論されました行政

視察について引き続き進めてまいりたいと思って

おります。 

 ２月３日の委員会では、事務局から資料の説明

をいただき、その後、各委員からこの行政視察に

対します是否論、また慎重論について発議をいた

だきました。そういう中で、令和２年、今年にな

りますけれども、この視察は据え置きまして、今

期の最終年であります令和４年から実施するとの

合意に至ったものと考えております。 

 残されているのは、これに対する予算額と実施

方法、どのような形で実施するのか、この２点が

残されているものと思っております。 

 そして前回の委員会で皆様方から資料請求がご

ざいました。それは、全道の町村の実施状況、ま

た予算額についての資料を求められておりますの

で、皆様のお手元に配付しております、このこと

につきまして事務局のほうから説明をいただきた

いと思いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

 お願いします。 

○関口議会事務局長 おはようございます。 

 それでは、前回、資料要求のありました全道の

町村の実施状況について資料が整いましたので説

明させていただきます。着席して説明させていた

だきます。 

 それでは、Ａ３の資料を御覧ください。議員の

研修視察に関する調査結果といたしまして、調査

依頼数１４３町村依頼しまして、回答が１３５町

村からいただきました。 

 問１、貴議会において、公費、費用弁償による

議員の研修視察を実施していますかという質問に

対しまして、実施しているという町村が１２６町

村、割合としまして９３.３％、実施していない

という町村が９町村でございまして６.７％にな

ります。 

 次のグラフにつきましては、図式したものでご

ざいます。その中でも、視察に対する意見なども

記載されておりましたので、読み上げさせていた

だきます。 

 当町は、平成１８年の政務活動費導入に合わせ

て、当初、予算計上を廃止した経緯がある。ただ

し、各常任委員会においてテーマを決め、必要に

応じて補正対応により先進地等の自治体視察を実

施しています。 

 直近５年間では、平成２８年度に常任委員会合

同で千葉県、静岡県、平成３０年度に経済福祉常

任委員会で、道内檜山地区の視察研修をしていま

す。 

 二つ目としまして、研修のための視察ではな

く、調査のための視察である。先進事例を学ぶと

いう点では、研修的要素もあるが、視察を行う場

合の目的、成果を明確にした上での実施となるこ

とから、単に勉強のための視察は行っていない。 

 任期中の視察を約束しているものではなく、各

委員会における政策課題の調査の進捗に応じて、

必要があれば先進事例調査等を企画、実施するも

のである。 

 次に、問い２。任期中に研修視察を行う単位と

して、単位を記載してください。こちらは、複数

回答可能としております。ただし、議員派遣、ま

たは委員派遣として、費用弁償を支出するものに

限ります。 

 この問いに対しまして、１、議員全員で行って

いるものについては６８町村の割合で２８.６

％、２、常任委員会で行っているものについては

９０町村の３７.８％、３、議会運営委員会で実

施しているものは３８町村で１６.０％、４、特

別委員会で実施している町村は３０町村で１２.
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６％、５、会派で実施しているところは２町村で

０.８％、６、その他としまして１０町村で４.２

％になっております。 

 次の図式についてはグラフ等を表示をしており

ます。 

 その他の場合の主な内容といたしまして、一つ

目、議員全員を２班に分け、隔年で研修視察（道

外）を実施している。二つ目、任期中１回（１年

目か２年目）各自で選択した市町村職員中央研究

所または全国市町村国際文化研究所の研修に参

加、三つ目としまして正副議長、総務文教常任委

員長、産業厚生常任委員長の４名、四つ目としま

して議員の一部（募集により年３名以内）市町村

アカデミー等の研修会出席、五つ目としまして議

員個別に研修を受講してもらう。６点目としまし

て、必要に応じて予算要求をして実施となってお

ります。 

 ２ページ目に行きまして、問３になります。実

施している研修視察の頻度について記載してくだ

さいという問いに対しまして、議員全員が毎年３

３町村、４年で１回、１４町村、４年で２回、１

１町村、その他で１２町村、回答数は７０町村で

ございます。 

 ２の常任委員会は、毎年で３７町村、４年で１

回が５町村、４年で２回が２５町村、その他で２

３町村、回答数は９０町村でございます。 

 ３の議会運営委員会、毎年で７町村、４年で１

回で３町村、４年で２回が８町村、その他で２０

町村、回答数は３８町村です。 

 ４の特別委員会、毎年行っているところで１０

町村、４年で１回で２町村、４年で２回が１町

村、その他で１７町村。回答数は３０町村です。 

 ５の会派で４年で１回が２町村、回答数２町村

です。 

 ６のその他の場合、毎年が１町村、４年で１回

が５町村、４年で２回が１町村、その他で３町

村、合わせて１０町村でございます。 

 下の表は、図式したものでございます。 

 上記の未回答箇所もあるため、数値が一致しな

い箇所もありますので、御理解をお願いいたしま

す。 

 主な補足意見としまして、議員全員の場合、括

弧内は回答数になっております。こちらについて

は、記載のとおりでございます。この次、常任委

員会の場合で、補足意見としまして２ページ左側

の後段から、右側にかけて記載しております。 

 左側の二つ目の四角としまして、議会運営委員

会の場合の意見です。その次は特別委員会の意見

として、最後がその他の場合の意見等を記載して

おりますので、御確認ください。 

 次のページ、３ページに行きまして問４。直近

で実施し、または実施予定であった視察１回当た

りの議員１人分の予算額を記載してくださいとい

うことで、道内の場合と道外の場合と道内外区分

がない場合という形で記載してございます。 

 こちらの、その他の補足事項といたしまして、

一つ目、当初予算計上のタイミングに間に合えば

計上するが、基本的には各委員会の政策課題の調

査進捗により、実施時期を適宜に判断することか

ら必要に応じて補正予算対応としている。 

 ２、議会活性化計画により、研修視察は前年度

の予算要求前に視察計画を立てている。新年度に

委員間協議により、年間調査計画を立て、視察研

修のスケジュールや研修の細部を協議している。 

 右側に行きまして、続きでございます。三つ目

としまして、費用弁償のほか、車両（バス）の借

上料を別途計上。 

 四つ目としまして、道内研修についての移動は

公用車を使用して、運転業務のみを委託するた

め、委託料を別途計上。 

 五つ目としまして、政務活動費を導入してお

り、その際に道外の視察研修はしないこととた

め、視察を実施する場合は全道議員研修に合わせ

て実施。 

 六つ目としまして、今年度は新型コロナウイル

スの関係で中止。 

 道内は公用車（ワゴン、バス）などを利用する

ため、日当、宿泊料のみの計上、東京以南４泊５

日以内１５万６,０００円打ち切り旅費、東京以

北３泊４日、９万２,０００円打ち切り旅費。 

 次、平成３０年度から政務活動費を導入してお

り、その際に道外の視察研修はしないこととした

ため、視察を実施する場合は全道議員研修に合わ

せている。 
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 当初予算での計上はしない。研修視察が必要に

なった場合、補正対応。視察先を決定してから予

算要求を行う。今年度は、新型コロナウイルスの

影響により、視察中止。道外研修は、議員（議員

会）負担により隔年実施。規定の旅費のみ支給。

不足分（食事代など）は、議員会会計から支出す

るなどの意見が記載されております。 

 問５といたしまして、記、議会において、研修

視察の見直しを検討されていますかということ

で、１、検討しているが１０町村、２、検討して

いないが１２３町村でございます。 

 ４ページから８ページにつきましては、２ペー

ジの問い３の実施している研修視察の頻度につい

て、細部にわたって記載しておりますので、御覧

ください。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局のほうから全道における町村の

視察状況、いろいろと説明をしていただきました

けれども、皆さんにちょっとお諮りしたいと思い

ますけれども、ただいまの説明をいただきまし

た。 

 この件、内容につきましては、やはり各自治体

の規模、または財政状況、政務調査費等々、こう

いうものもありますので、うちの七飯町とは違っ

てくるのではないかと考えますけれども、この資

料につきましては、あくまでも参考ということ

で、質疑のほうはどうでしょうか、する必要があ

りますでしょうか。見ていただければ分かります

ので、予算につきましては話しましたように各自

治体の規模、また財政状況、また、政務調査費を

出したところもありますから、町村でも。そうい

う形で行っているところも結構ありますので、

ちょっと参考程度に納めていただいて、この資料

を見ていただきたいと思います。 

 ただ、七飯町として、今日の議題は七飯町とし

て令和４年度から、今度は本当やる場合は今年の

２年度からやる予定だったのですけれども、今回

コロナもありますし、性急なことでもありました

ものですから、今年度はやらないと。来年、令和

３年度は普通どおりの常任委員会の視察もござい

ます。 

 今期最後の、４年度から新たに実施しましょう

というようなことで、大体の合意は得ておりまし

て、そして前回の委員会の最後にこの全道町村の

視察の状況、予算額、こういうものについての要

求があったものですから、今、取り上げていただ

きまして、御説明をいただいたということでござ

います。 

 ですので、この資料につきましての質疑は据え

置きたいと思いますので、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 ありがとうございます。 

 それでは、七飯町におけます行政視察について

の予算額と実施方法、この２点についてに絞って

皆さんと御意見を交わしたいと思いますので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、まず１点目として実施方法、これを

どうするのかということで、今、参考資料もあり

ましたけれども、七飯町として実施方法をどうす

るのか。常任委員会を継続してやるのか、それと

も会派ごと、非常に会派は少なくなったのですけ

れども、会派ごとにやるのか。会派ごとにやる場

合は、三つの会派が合同で行く形なのか、それと

も単独の会派で行くようにするのか、いろいろと

やり方はあると思いますけれども、その辺、皆様

から御意見がありましたらお話ししていただきた

いと思いますけれども、よろしくお願いいたしま

す。 

 実施方法については、今、例を挙げてお話しし

またけれども、それ以外でもあれば、また新しい

案としてお話ししていただければ助かりますけれ

ども、やはりやるとしても常任委員会か、うちの

場合は特別委員会でいくとか、議運で行くとか、

全員で行くとかというのはなかなか厳しいかと思

いますけれども、議員会では１回、毎年７月に

行っておりますから、それはそれでいいのですけ

れども、こういう視察の感じで行くとなると、や

はり常任委員会の継続で行くのか、今までと同じ

ように隔年のところは毎年やるという形に、常任

委員会の形でするのか、それとも会派別、非常に

少ない。北斗市は会派別でやられておりまして、

ここは聞いたところによると、各会派集まって、
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合同で同じテーマを持って勉強に行くというよう

な方法をとっているようでございます。そういう

方法も一つの案かなと思いますけれども、七飯町

の場合はどのような形で進めたらいいのか、皆さ

んの御意見をぜひ発言をしていただきたいと思い

ますけれども、よろしくお願いいたします。 

 畑中委員。 

○畑中委員 議員の研修視察については、例えば

全員で行くものとして札幌の議長会の研修ありま

すよね。これについては、全員でかまわないので

はないかなと思うし、ただ、ほかのこの資料をい

ただきましたけれども、やはり研修視察について

は、その所管のテーマを決めて今までどおりやっ

たほうが、より分かりやすいし、そしてたまたま

会派ごとにというのですけれども、二つの会派、

あるいは三つの会派をまとめて歩くのも一つの方

法だけど、会派といえども人数も異なるし、その

場合、例えば事務局の対応だとか、そういったも

のもなかなか難しいかなと思うのです。 

 常任委員会の場合だったらある程度、所管の

テーマなりを絞り込んで、そこの研修というの

か、調査研究に行くものですから、やっぱりこれ

は今までどおり続けたほうがいいのかなと。 

 それからもう一つ、回数については常任委員会

の場合、４年に２回、隔年でやっています。以前

は毎年やっていました、実は。１５万と７万だっ

たかな、毎年やっていた頃。でも、なぜ隔年にし

たのかというと、やはり町行政もいろいろと財政

的に厳しいものがあって、あるときにやはり議会

のほうに何とか議会のほうで節約できる部分はな

いですかと言われたものですから、今まで毎年

やっていたものを半分にすることによってかなり

浮くということが決算上なりましたので、これに

ついては町民の方々も非常に納得されているので

はないかなと。 

 それからもう一つは、毎年やった場合、どちら

かというと町民からすると、また視察かというよ

うな声を聞きます。その視察を、これはあくまで

も今まで行った議員が悪いと思うのですけれど

も、あまりいいほうにとってないのですよね、町

民の人は。どちらかというと娯楽のために毎年

やっている視察が行くのではないかという捉えか

たをされていたのがあるということですよね。 

 そういったものをなくするために今現在では、

非常にテーマを決めて、所管内のテーマを決め

て、そして予算的にも吟味されて行っているもの

ですから、私は今の視察の回数から､予算から、

全てがそんなに手を加えなくてもいいのかなと思

います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま畑中委員のほうから話がありましたけ

れども、後半の部分については、今までの前回の

委員会でも、その前の委員会でも議論もされてお

済みになっていることなのです。 

 今回は、先ほどお話ししましたように、どのよ

うな形で実施するのか、予算どうするのか、実施

方法をどうするのかということの検討であって、

回数の件については、また財政が厳しいとか、町

民からの理解が得られないとかという話は議論し

て終わっておりますので、それを今日はしていた

だかないほうがいいのかなと。 

 あくまでも先ほどお話ししましたように、この

資料にも出ていますように、前回、資料をいただ

いたのも、どういう方法で予算額を幾らにするの

か、実施方法をどうするのかという形でこの資料

を皆さんからいただいてつくってもらった資料で

ございますので､今日のテーマはあくまでも令和

４年から。今期最後の年から実施するという形で

合意をいただいておりますので、その中で、最後

に皆さんからこの資料をぜひいただきたいと、調

査の実施状況、全道の。予算がどうなっているの

かということを知りたいということで、資料請求

で今回、ここで上がってきて、今、事務局の説明

をいただきました。 

 あくまでも、どういう形でするのか、常任委員

会でやるのか、それとも先ほど言われましたよう

に会派ごとにやるのか、それとも議員全員でやる

のかというような形、いろいろな形がありますけ

れども、私は常任委員会か会派、これに絞って議

論していただければなというふうに思っておりま

す。 

 確かに今、意見がありましたように行く場合と

なりますと、やはりしっかりとしたテーマを決め
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て、何を勉強するのかと、しっかりとしたテーマ

を見付けて、ただ、だらだら行くのではなく、

しっかりとテーマを決めて行くということは、こ

れはもちろんのことでございまして、これは言う

までもないと思います。 

 やはり、しっかりとテーマを決めて、そして中

身の濃い勉強会にして、視察にしたいと、そうい

うような考えをもってどういう形にするのかとい

うことを皆さんから御意見をいただければと思い

ます。 

 ほかにありませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 今、畑中委員から意見が出て、委員

長からもう方向性は決まったのだという言い方を

されたのですけれども、意向だとか何とかの集約

はしたのですけれども、こういう形でやるという

のは既に決まったものなのでしょうか。４年から

予算を増やしてやるという、この活性化委員会の

方向性というか、決だとか、その意向の集約だと

か何とかきちんとやったのかなと。 

 やるかやらないも含めて今日、その議論。やる

と決まればどういう方法でやるかという議論にな

るのかなと思っていたのですけれども、ちょっと

事務局のほうにそういう、いつ、どういうふうに

決まったのかを確認してもらいたいのですけれど

も。 

 僕自身としては、まだ議員研修について、毎年

やるというような方向性については決定してない

という認識なのですけれども、どうでしょうか、

ちょっと。 

○中島委員長 ありがとうございます。  

 前回の２月３日の委員会で、各委員の皆さん方

から慎重論、また是否論について各委員のほうか

らたくさんの御意見をいただきました。個人別

に。 

 その中で、議論されまして、そのときに最後に

やはり視察については、令和２年度、今年は無理

だけれども、今期の私たち議員の任期の最期の令

和４年、これは実施しましょうという形で終わっ

ているのです。 

 そして、そのときに終わってから、そして皆さ

んのほうから、それでは道内の町村の実施方法、

予算額はどうなっているのだと、そういう資料が

ぜひほしいという要求があって、この資料が上

がってきたと。そのような流れで来ていると私は

確信しております。 

 若山委員。 

○若山委員 決定があったという記録でよろしい

のでしょうか。 

 今日は、それも含めて、やるかやらないかも含

めて議論して、やると決まったら、ではどうする

かとか、そういう話なのかなという、僕だけです

か、みんなどうなのでしょうか。 

 畑中委員のような意見もあったりして、方向性

というか、こっちのほうが多いなというのはあっ

たかもしれないけれども、決まっていなかったよ

うな気がするのですけれども、どの項目について

もやる、やらないというのは、まだ決まってな

かったような気がするのですけれども、採決とか

あれだとかというのは、諮ったのでしょうか。 

 手続の問題をちょっと確認しているのですけれ

ども。 

○関口議会事務局長 今ちょっと会議録を確認し

ていたところだったのですけれども、委員長のほ

うから、読み上げさせていただきます。 

 たくさんの議論をいただきましたけれども、資

料の件について、皆さんの話では全部の資料がそ

ろってから再度議論したほうがいいのではないか

という話がありましたので、事務局から資料の内

容というか、どれくらいの時間がかかるか、それ

とどういうものが新たにほしいのか、再検討した

いと思いますので、事務局のほうからもう一度

言っていただきますという形になっております。 

 一応、こういった口述になっております。 

○中島委員長 若山委員。 

○若山委員 皆さんがそういう認識で捉えている

のであれば、それで議論を進めるということで、

それに合わせた議論をするのでかまわないですけ

れども、やるということ意思決定というか、今

回、活性化で五つの案がいろいろ出ていたりし

て、議員の任期にしても、最終的な結論という

か、決というか、何対何でやることになりました

とか、そういう方向性は出てなかったような気が

する。 
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 確かにそういうことをしようという意見があっ

たりして、多いのかなという印象は持っていたけ

れども、してなかったのですけれども。 

○中島委員長 多数決そのものは取っておりませ

ん。賛否を取っておりません。 

 各委員からの慎重論、またいろいろな話を各委

員からの情報をいただきまして、各個人もいただ

きましたけれども、ぜひ各個人の考え方を聞かせ

てくださいということで聞かせていただきまし

て、その中で非常に賛成者がほとんど多かった

と、発言された方の中では多かったということ

で、そして私のほうでは資料請求もあって、そし

て私の最後に、自分のノートに書いてあるのは先

ほどから何回も言いますけれども、視察を毎年度

実施することに大体合意されたと。 

 ただし、令和２年度、今年は据え置いて、今期

の最終年であります令和４年から実施するという

ことで私はノートに書いてあります。そして、予

算について、実施方法については今後の検討課題

とするということで、自分のノートには書いて

あって、私はそういう意向で来ているという形

で、考えで今日の委員会を開催したということで

ございます。 

 ですから、そういう話の中で前回、それでは予

算だとか、実施方法をどうするのだというような

議論になりまして、そしてどなたかから、それで

はそれに対する全道の今、説明いただいたこうい

う資料をぜひ出してくださいと、ぜひいただきた

いと。資料請求で前回の委員会は終了しているわ

けです。 

 そして、この上がった時点で、七飯町の場合は

予算額はどうするのか、そして実施方法をどうす

るのかというのは、今日の委員会で決めていこう

という形になっていると思います。 

 ほかにありませんか。 

 暫時休憩します。 

午前１０時３０分 休憩 

────────────── 

午前１１時１０分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 ただいま、皆様方に議事録の写しを配付させて

いただきまして、皆様各自それぞれ目を通してい

ただきたいと思います。 

 事務局のほうから説明をしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 事務局お願いします。 

○関口議会事務局長 まず、今日提出しました資

料につきましては、２月３日の議事録の３ページ

のところで、神﨑委員の一番最後から４ページに

かけまして、すみません大変事務局に御苦労かけ

ますが、たしか前回、全道市町村のというものが

ありまして、この３日には間に合わなかった資料

です。もう少し時間をくださいということで終え

てきたところでございます。 

 その部分も踏まえて、１５ページの委員長の部

分で、結論から言いますと最後の部分、事務局の

ほうから話があります資料についての３点のほど

まだ未提出ということですので、この３点の資料

がそろい次第、また再度行政視察について議論を

重ねていくと思いますので、今日はこの辺で、こ

の件については終わりにしたいと思いますけれど

もという形で委員長が諮っております。 

 それで、１６ページの左側の後段、一番最後の

行です。そういうことで行政視察につきまして

は、全資料がそろって実施したいと思いますとい

う形で、一応とりあえず残っているのが今お話し

がありましたように全道町村議会の実施状況、１

人当たりの予算、または会派、または常任委員会

でやるものなのか、そういう実施状況、この３点

について資料を再度要求しましたので、これをそ

ろい次第、再度この議論につきまして、委員会の

中で議論をさせていただきたいと思いますので、

今日はこのことについてはこれで終わりたいと思

いますという形で議員研修については、この日は

終了しております。 

 あと、すみません、先ほど若山委員が言った部

分で、若山委員の発言、決まったかどうかという

部分につきましては１２ページの部分で、後段で

すね、若山委員、委員長の言った発言に対して反

対の意見をしたいと思いますけれども、という形

で若山委員の意見が出ております。ですので、そ

の前に、何回も飛んですみません、委員長の中

段、大体意見が出てまいりました、皆さんもきっ
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と思いますけれども過半数以上の方が早くやるべ

きではないかと、毎年やるべきではないかという

ような内容が多かったと思いますので、一応とい

うところで若山委員が反対の意見を言ったという

ことでなっておりますので、決は取っていないと

判断しております。 

 ですので、結論からいきますと、事務局のほう

では１６ページの最後の委員長が言った部分で、

今日のこの資料がそろった段階で再度また議論し

ていくというふうに捉えております。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま事務局のほうから資料、議事録の説明

がかいつまんで説明されたと思いますけれども、

皆様目を通していただいておりますけれども、こ

のことについて何か発言がありましたらお願いし

たいと思います。 

 副委員長。 

○上野副委員長 若山委員のほうから認識につい

て正されておりましたけれども、委員長がこれま

で議事を進めてきた中で、いろいろ皆さんの考え

にちぐはぐなというか、一致しない部分もありま

すので、改めて今回、その最後の１６ページにも

ありますように資料を再度要求しましたので、こ

れをそろい次第、再度また議論につきまして委員

会の中で議論させていただきたいと思いますとい

う形になっていまして、結論的なまとまりの状態

ではないということだと思いますので、改めて議

会のこの行政視察について、例えば常任委員会は

どうする、それから議運はどうする、議会広報に

ついてはどうするとか、特別委員会はどうすると

か、また全議員での研修はどうあるべきかとか、

そういうテーマごとに今後の方向を話し合って決

めていったらいいのではないかと思いますので、

そういう形で私は提案したいと思いますけれど

も。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、このような再確認というか、そういうお話

をしたほうがいいのではないかというような話も

ありましたけれども、ほかにはございませんか。 

 池田委員、ありませんか。 

○池田委員 今の副委員長のような形で、もう一

度これを見ながら、もう一度検討して、そして今

度は採決なり、そういうふうにきちんとしていっ

たらどうかなと思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま池田委員のほうから、再確認をして、

最後に採決し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けれども、それ以外にありま

せんか。 

 川村委員、ありませんか。 

○川村委員 今、池田委員が言ったように、前回

の時点で各個人ごとの委員の意見は出ていたので

はないかなと思うのです。また、改めて聞くとい

うのもあれですけれども、再確認する意味ではや

る、やらない、またやるにしてもどういうふうに

やるのか、その辺を聞いてやっぱりやるのかやら

ないのかというのを採決取ってやるべきだと思い

ます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま川村委員のほうから、前回の委員会で

各委員からいろいろ賛否につきましては意見を聞

いておりますから、それも聞いておりますけれど

も、同じような発言があると思いますけれども、

再度聞いたほうがいいのではないかと。その中で

また採決という形にしたほうがいいのではないか

というような意見がありましたけれども、ほか

に。 

 川上委員。 

○川上委員 さっきよーいどんで始めたとき、委

員長も議論出尽くしているというよう言い方をし

ていたと思うのです。議事録を見たらそうではな

いと、まずそこの訂正１箇所を入れていただきた

い。それでなければ議事録締まらない感じになっ

てしまいます。 

 それで、今、資料が出てきたので、これをもと

に全道各地の状況が分かってきたので、再度、こ

の資料について七飯町はどうするかというのを検

討していけばいいと思っています。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 川上委員のほうからは、議事録についてのこと

が出されまして、そこは修正するところは修正し

たほうがいいのではないかという話と、それと今
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の今日出た資料につきまして、再度検討して締め

たほうがいいのではないかというようなお話があ

りました。 

 ほかにございませんか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 先ほど副委員長のほうから、細部に

わたってどのようにするか、常任委員会でどうす

るとか、特別委員会もどうするとかという、そう

いう一つ一つ皆さんから御意見聞きながらやられ

てはどうかなという、私もそういう考えでいま

す。 

 以上です。 

○中島委員長 今、神﨑委員のほうからは、視察

内容の方法をこれどうしたらいいのかと、どうす

るべきなのかというようなことだと思うのですけ

れども、それを検討したほうがいいのではないか

というようなことですね。 

 ありがとうございます。 

 横田委員。 

○横田委員 今、問題点というのは、例えば来年

度の視察を今まで１０万だったけれども、１０万

だったら関東しか行けないよという意味で、行く

のだったら関西のほうまで行けるような体制にし

たらどうだというような、多分そこが来年度の視

察の問題点だと思うのです。 

 最終年のやつの視察についてはどういう形で、

委員長が言ったように会派ごとでやるのか、常任

委員会でやるのか、それとも全員でやるのかとい

うのも、その辺を決めて行くということ。 

 それから、選挙終わった後の我々の出てない、

次の年度のときに毎年やるのかどうかという、そ

ういうふうな問題点としてはそういうようなこと

でないかと思いますし、それからさっき副委員長

が言った議員研修については、今のところ道の研

修が札幌でやっていますよね。そしてほかに渡

島、檜山のやつがいつもかなでーるでやって、あ

そこでやっているというのがあるのだから、それ

で十分だと思うし、議運のほうにつきましては前

は必要ないのではないかということだから、その

ときはそれについては随意でやるとか、今、実際

には広報も事務のほうで今見てるのでどうするか

という、そういう問題点を一つ一つやっていった

ほうがいいのではない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。 

 問題点としては、まず来年度１０万円でやって

いますけれども、これで１０万円で関西に行くと

なるとどうするのかと、そういう問題も議論する

必要があるのではないかと。最終年の実施方法に

ついては再度検討する必要があるのかなというよ

うな話と、問題点。 

 先ほど何回も出ていましたけれども、再確認だ

と思うのですけれども、常任委員会でやるのか、

議運でやるのか、特別委員会でやるのか、議員会

については、これは特別枠でやられているので、

また会派でやるのか、その一つ一つを取り上げな

がら、これは駄目、これはいいというような形で

決めていいのかなというような発言がありまし

た。 

 坂本委員、何かありますか。 

○坂本委員 今、事務局のほうから、前回の議事

録出てきたのですけれども、これを見たら私もあ

まり言ってなかったと思ったら、結構言っている

のですけれども、来年は当たり前の研修ですけれ

ども、再来年は一応、私がやろうということで話

もしておりまして、まだ今日の事務局から出され

た資料を見ますと、回答が１３５町村から返って

きておりまして、約９割が研修実施しております

ので、当然、七飯町もやる方向で進めてもらいた

いと思います。 

 中身についてはいろいろありますけれども、常

任委員会でやっているのが９割でありますけれど

も、その辺についても検討をしながらやっていっ

てもらいたいと思います。 

 特に、来年、再来年度はぜひやるように進めて

もらいたいと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま坂本委員からは議事録のこともありま

すけれども、４年ごとに実施するというのを発言

させていただいていると。あと、今回上がった資

料についても、やはり来年度、また再来年度も実

施したほうがいいのではないかというよな話があ

りました。 
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 ほかにございませんか。中川委員、ありません

か。 

○中川委員 前回の、私もさっき議事録を見てあ

まりしゃべっていなかったと思っていたら、しゃ

べっていたみたいですけれども、前回と同様、ま

ず視察については個人的にはやれるのであれば

やったほうがいいと、毎年ですね。 

 ただ、平成１７年の兼ね合いとか、いろいろな

意見が前回の議事録で出ていたというのもありま

すので、その辺はみんなで精査した中で、可能で

あればやったほうがいいという意見です。 

 来年の今までの通常の視察についてですけれど

も、そこについては先ほど横田委員がおっしゃっ

たように今まで１０万円の予算でやっていたもの

ですけれども、実際、今年においてはコロナの関

係で旅行代金とか、ホテル代金って結構下がって

いるようですけれども、ここ数年を見れば飛行機

代から、ホテル代からかなり上昇してきていたの

です。なので、その１０万円ではなかなか行ける

ところが限られてきているというのもありますの

で、そちらのほうは来年の視察は決まっています

ので、可能であれば来年から相場の金額を調べて

１５万なら１５万という形で日本全国視察必要な

場所があれば、そこにちゃんと視察に行けるよう

な妥当な金額を設定していただきたいなと。 

 あとは細かい今日、資料が上がってきているの

で、今日、全部結論出してしまうというのであれ

ば、ちょっとできれば今日上がってきた資料をも

とに今これから会派会議とかさせていただいて、

昼から委員会開いていただくとか、もしくは今

日、急いでやらなくても大丈夫なのであれば、先

ほど副委員長が言ったようなテーマを各会派でも

んできてもらって、しっかり次回は結論を出して

いただくという形にしたほうがスムーズなのかな

というふうに思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 稲垣委員、ありますか。 

○稲垣委員 今日来た調査結果がやはり、各市町

村の出ていますので、回数や金額なんかも参考に

できる部分はいっぱいあると思いますので、それ

を踏まえて今日でなくても、七飯町はどういうふ

うにやっていくかということをやっていけばいい

のではないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 中川委員のほうからは、視察については個人的

には毎年実施したほうがいいと、方法については

再度精査する必要があるのではないかというの

と、来年度、通常の常任委員会がありますけれど

も、この１０万円では行けるところが決まってし

まうのではないかと、関西のほうは無理かなとい

う話が出ました。 

 それから、来年度から相場の予算といいます

か、関西のほうまで視察できるような相場、全体

の予算を検討しながらする必要があるのではない

かというようなこと。 

 それと会派にもう一度持ち帰って、再検討とい

いますか、先ほど副委員長からありました常任委

員会でやるのか、会派でやるのか、全員、議員会

でやるのか、議運でやるのかといろいろな項目が

ありますけれども、その一つ一つについて精査す

る必要があるのではないかと、これはいい、これ

は駄目、無理だという話も出てくると思いますけ

れども、そういう精査が必要ではないのかなとい

うような中川委員のほうから提案がございまし

た。 

 また、稲垣委員のほうからは、今回の資料をや

はり参考にして、七飯町としてはどうしたら一番

いいのかということを考えるべきではないかとい

うような御意見をいただきました。 

 それでは、田村委員ありませんか。 

○田村委員 それぞれ各同僚議員が言ったような

方法で、ちょっと一呼吸置いて再度、実施する方

向でどれが一番いいのか、そこら辺を今後、議論

していったほうがいいのではないかと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ただいま田村委員のほうからは、

今まで同僚議員が発言されたそのとおりではない

かと、ひとつここで頭を冷やすわけではないけれ

ども、一呼吸置いて、どれが一番いいのかと、ど

の方法が一番いいのかというようなことを再検

討、議論したほうがいいのではないかというよう

な御意見をいただきました。 
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 長谷川委員、ないですか。 

○長谷川委員 皆さんの話をしていることは物す

ごくベストだと思います。 

 今日のところは今、私の前に田村委員もお話し

しましたけれども、それぞれ資料を持ち帰って会

派でよく議論していただいて、次回はまとめてい

くという内容にして進めてはどうかなと思ってい

ます。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 長谷川委員のほうからは、今までたくさんの議

論が出ましたけれども、全てがベストではないか

と。その中で、結論的にはもう一度、先ほど出ま

したけれども、会派に持ち帰って議論していただ

いて、そしてまとめていただいて、次回までに提

出していただいて、再度議論しようではないかと

いうような御意見をいただきました。 

 若山委員、お願いします。 

○若山委員 僕の確認からちょっと時間がかかっ

てあれですけれども、要は研修視察の増加するこ

とに、予算がかかるということに賛成するか、反

対するかということを最初に決めていただいて、

ではどういう方法でやるかということでやっても

らえばよかったと思うので、ここでそれを方向性

を決めていただければなというふうに思います。 

 やらないなら、やらないでいいし、やるなら、

やるということで議論するという形で。会派に持

ち帰ってという御意見もありますけれども、全員

そろっているわけですから、ここで各自が意見を

言っていただければ済むのかなと思います。 

 このテーマは本当に研修視察の増加、増やした

いというそういう意見をテーマとして取り上げて

きた話なので、それをするのかしないのか、それ

は今日、ここで採決がいいのか、方向性だけで決

まりましたということでいいのか分からないです

けれども、そこは今日決めていただきたいなとい

うふうに思います。 

 あと、どのように常任委員会で行くのか、全員

で行くのか、そういう内容についてはまた、もし

時間がなければ次回でもかまわないのですけれど

も、そういうことで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。 

 若山委員のほうからは方向性をしっかり決めた

ほうがいいのではないかと。やるのか、やらない

のかということをここではっきりさせたほうがい

いのではないかと。 

 また、会派という話がありましたけれども、会

派よりかは、せっかくなら全員でやっているの

で、ここで個人的に発言した内容のほうがいいの

ではないかというような発言がありました。会派

では必要ないのではないかという話です。 

 それと、今日の委員会で今後の進め方としてや

るのかやらないのか、採決をするのかしないの

か、これもひとつ決めてほしいというような話も

ありました。 

 ほかに発言していないのは澤出委員、どうです

か。 

○澤出委員 頭の中で整理できなくなってしまっ

たのですけれども、確認なのですが、今、話題に

なっているというのは、例えば民生文教では箱根

に前回行かせていただいて、いろいろやらせてい

ただいて、研修というか調査させていただいたの

ですけれども、うちの場合だと、この常任委員会

の視察旅行を毎年やるかというテーマなのかなと

いうふうに私は感じていたのですけれども、それ

でよろしかったのかなという疑問が一つ残ってい

ます。 

 あと、議員全員とか問４などで結論が出ている

のですけれども、これは市町村議会研修というの

が札幌でありましたよね、ああいったたぐいのも

のかなと思っていて、それはちょっとやる、やら

ないとかという話ではないと思っていたのですけ

れども、その辺、私の頭の中でボタン掛け違って

いるのかなと思っているのですけれども。 

 常任委員会の視察に関しては、今のところ、例

えばテーマ、本当に目的が明確であって、必要性

を感じた案件が出てきて、予算との兼ね合いで今

のところ２年に１回やっているという形だと思い

ますので、今の現状の中では予算繰りの厳しい

中、私の考えとしては２年に１回でいいのかなと

いう部分は考えています。 

 そういった形で本当に必要性のある視察だと思

いますので、できれば本当は今、予算繰りの関係
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ではそうだと思うのですが、その都度都度、次の

年、本来では２年に１回だけれども、どうしても

ここを見たいとかとあった場合には、補正とかも

含めて必要な視察をするというのはありだと思う

のですけれども、制度として毎年やるかというと

ころに関しては、あえて制度として毎年やらな

きゃならないという、やる制度をつくる必要は今

のところ予算も厳しい中から私個人としては反対

です。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 澤出委員のほうからは、常任委員会、これは毎

年するかどうなのか、本論的にはどうなのかとい

うことを検討したほうがいいのではないかと。 

 それと、議員会、これは札幌に毎年行っていま

すけれども、これはまた別な問題ではないのかな

と。それと年に１回でいいのではないかと、でも

必要なときもあるので、そのときは随時行ったほ

うがいいのではないかというような意見をいただ

きました。 

 平松委員、どうでしょうか。 

○平松委員 前の時点で話していますけれども、

回数を増やすということについては私は賛成はし

たいと思います。金額、それからやり方について

はもう一度きちんと、具体的に精査すべきだとい

うふうに思います。 

○中島委員長 平松委員のほうからは回数的には

毎年やったほうがいいのではないかということ

で、賛成ということでございます。 

 予算というか、今後、やることについて予算実

施方法、これをどうするかと再確認が必要ではな

いかというような形で発言をいただきました。 

 最後に副議長。 

○青山委員 私はやはり確かに前回、活性化の中

で報告書、この委員会で皆さん読んだと思うので

すが、その時代、確かに三位一体等々いろいろあ

りました中で議会で決定したというのも事実であ

ります。 

 しかしながら、年数も大分たっておりますし、

現状、特に今年はコロナということもあります。

七飯町においてはどうなのと、こういう取組でい

いのかどうか、そういったことを現状を踏まえる

と、やっぱり他市町村の状況、勉強、調査するべ

きだという思いがありまして、基本的には回数は

増やすべきだと思いますし、やるにしても詳細、

具体的なことをみんなで検討しながら進めていけ

ればなという思いでおります。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 ただいま青山委員のほうからは、前々回の報告

書、特別委員会の、これは賛否両論いろいろたく

さんありましたけれども、現状はやはり変わって

きているということで、現状は変化してきている

のではないかと、だから、そういう中で市町村の

調査は必要だということで視察は増やすべきでは

ないかというような結論の言葉をいただきまし

た。 

 各委員の方からそれぞれ今後の方針だとか、や

り方、実施方法いろいろと意見ございました。 

 ただ、前回も委員会で賛否については各委員の

ほうから発言もいただいております。細かいこと

はしないと思いますけれども、ただいまいただき

ました実施方法だとか、どういう形で進めていく

のかとか、再検討の必要があるのではないかと、

いろいろありましたけれども、そのことについて

ちょっとまとめてみたいと思いますので５分ほど

暫時休憩させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時４１分 休憩 

────────────── 

午前１１時５１分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 ただいま各全ての委員の皆様から貴重な御意見

をたくさん賜りましてありがとうございました。 

 ただいま暫時休憩いただきまして、副委員長と

いろいろと今後の方針について今、短い時間です

けれども相談させていただきました。 

 また、副議長のほうからもアドバイスもありま

したけれども、考え方は同じでした。 

 それで、今、副委員長と相談された内容につい

てでございますけれども、先ほどちょっと話があ

りましたけれども、各委員の賛否について意見を
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聞くという話もありましたけれども、これは前回

の委員会できちんと皆さんからいただいて、書類

等で残っておりますので、議事録として残ってお

りますので、それは必要ないと思っております。 

 ただ、今後必要なのは、一番多かったのは会派

に持ち帰って再検討したいというようなお話が一

番多くございました。 

 その中で、会派に持ち帰るためにはどうしたら

いいのかということで、まず内容的には常任委員

会とか、特別委員会、また議員会、会派、議運、

それぞれありますけれども、今後の在り方につい

て意見を出していただく、まとめてきていただき

たいと、方向性を出していただきたいと。一つ一

つですね。 

 これは、例えば議員会は予算がとおって決まっ

ているから、これはいいですよとか、いろいろあ

ると思いますから、そこはきちんとけじめをつけ

て方向性を出していただければありがたいのかな

というような気がいたします。 

 もう一つは来年の実施、先ほど予算の問題もあ

りました。これは資料が出ておりますから、来年

の実施のやり方と、再来年、令和４年、今期最後

の年の実施内容について、このことについてもで

きたらまとめていただいて、次回の委員会まで

に、各会派ごとに提出いただければなと、これを

だいたい全てになってくるのかなということで副

委員長との話で決まりました。皆さんの意見を聞

きながら、また副委員長と相談で決まった事項で

ございますので、ぜひひとつ次回までに今、申し

上げたことについて各会派でぜひ内容のある意見

をまとめてきていただければなと思いますので、

ひとつよろしくお願いをしたいと思います。 

 よろしいですか。 

 若山委員。 

○若山委員 何度もすみません。要は、議員研修

については増やすということで、もうこの委員会

の意志表示は決まったということでよろしいので

すか。どのような方法でやるかを今度提案する

と、次回、我々は反対なので今のままでいいとか

という意見は駄目だということなのですね。も

う、やりますよということが、今のあれで委員長

のその発言で確認されたという認識でよろしいの

ですか。 

 だから、次回は今日、僕が言ったような話は出

ないということでよろしいわけですか。 

○中島委員長 だから、先ほどの会派持ち帰って

いただくのはどうするかということも含まれてい

るわけです。 

 だから、常任委員会でやるのか、それも駄目で

すよとか、それとも特別委員会でやる、それも駄

目ですとか、反対の方はいろいろ反対があると思

いますから、そういうのを含めて検討していただ

ければいいのかなと思います。会ごとにまとめて

いただければいいのかなと思います。反対ならば

反対でいいです。やるのであれば、こういう方法

がベターですというような形をつくってきて、在

り方、方向性を持ってきてくれればいいと思いま

す。 

 反対なら反対の意見を述べていただければいい

です。どの会でやるについても私は反対ですとい

うのなら、そういう意見を出していただければい

いのかなと思います。 

 若山委員。 

○若山委員 何度もすみません。ですから、今日

のところは、議員研修について増加するというこ

とを、この中で意思決定されたと、組織決定され

たということなのか、それともそこも含めてま

だ、もう１回、最初からまた議論するのだよとい

うことなのですか。 

○中島委員長 今日については結論出ておりませ

ん。 

 だから、今言ったように、会派で持ち帰って、

各会ごとに個別にこれはどうだ、これはどうだと

いうことを皆さんで検討してきてくださいと。そ

の中で議論すれば、反対なのか、実施するのか、

実施しないのかというのも結論は黙ってても出て

きますから、それを今、若山委員が質問されたこ

とは全部含まれていると思います。 

 そういうことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ぜひ、ひとつ次回までに今、申し

上げたことを会派ごとにすばらしい意見をまとめ

てきていただきたいと思います。 

 今日の会議はこれで終わりたいと思いますけれ
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ども、次回のことなのですけれども、次回につい

て、事務局長。 

 各会派のどのくらい時間があればいいですか。

日にちあれば……。（発言する者あり） 

 ９月定例会終わってからでもいいのではないか

という話がありましたけれども、ほかにありませ

んか。（発言する者あり） 

 今、定例会の前までに会派でまとめたものを提

出してもらうという案が出ましたけれども、どう

でしょうか。 

 中川委員。 

○中川委員 ９月定例会が終わって、終わった後

にやるのが委員長と副委員長と事務局で……。 

○中島委員長 それはいいのですけれども、この

書類の提出時期です。 

○中川委員 書類の提出時期も９月定例会中に…

…。一般質問もあるし、定例会もあるしとなる

と、できれば９月定例会の最終日までに出して   

とか、そういうふうに……。 

○中島委員長 という話も出ましたし、定例会前

と定例会中に出してもらうと、ですね。最終日ま

でに出してもらうという意見が二通りありますけ

れども、そのほかにありませんか。 

 田村委員、どうぞ。 

○田村委員 ９月定例会とかいつまで予定してい

るのですか。 

○中島委員長 事務局長。 

○関口議会事務局長 ９月定例会は、９月８日か

ら開会なのですけれども、まだ議案とか、一般質

問が出そろってないので、それは議運の中で決め

ていくのですが、例年ですと２５ぐらいまでか

かって、今回は決算特別委員会もありますので、

９月の２５の週までには終わる予定かなという、

今現段階の状況です。 

○中島委員長 定例会の日程につきましては、ま

だ議運開いておりませんので、まず日程は決まっ

ていませんけれども、ただ開始だけは９月８日は

決定しております。 

 あとの特別委員会、決算委員会もございますの

で、その内容を見ながらこれから議運のほうで検

討されるものと思っておりますので、今、局長の

ほうから話があったように、連休明け、連休前で

終わる……。連休後に終わる……。大体、予定で

は２５日までらしいです。 

 田村委員。 

○田村委員 そこら辺であれば、これだけでない

から、議員の研修だけでないから、まだまだあり

ますよね、項目。そういうことを全体的に委員長

考えた場合、この部分だけの取り扱いでいくと、

へたすれば１０月に入りますよ、それでもかまわ

ないという、かまわないわけではないだろうけれ

ども、やはりいろいろな項目の議論だとか、そう

いうものを考えた中で例えば来週中に出してちょ

うだいとか、実際、議論はできないかも分からな

いけれども、そういうふうに少しでも早目早目の

対応をしていかないと、このままでいけばもう１

０月に入ってしまいますよ。それでもかまわない

というのであれば、かまわないのだけれども、日

程的には１か月投げられるという、そういう流れ

ですよね、今。 

○中島委員長 確かにあと残っているのはイン

ターネットの配信の問題、タブレットの問題もあ

るし、ペーパーレスの問題、これも一つありま

す。  

 それと議会だよりの簡素化についてあります。

最後に、議員定数の問題と、今この３点が残った

わけですけれども、今日、本当は時間があればこ

れについての、本当は行政視察にある程度、結論

が出れば、この３点についての資料要求のことに

ついて皆さんと御相談したかったのですけれど

も、ちょっと時間がありませんので、次回に持ち

越したいと思いますけれども、確かに今、田村委

員からも話がありましたように、９月は大体１か

月近く定例会、決算委員会もございますので、早

急に進めていきたいと思いますので、できました

ら資料は早目に出してもらって、９月定例会の中

日ぐらいまでにまとめて出していただいて、まと

まり次第、定例会後に、決算委員会の休みの日に

委員会を開いてもいいし、決算委員会終わった後

にすぐ開ける形にしたほうがいいのかなと。終

わってから出したら、また時間がかかってしまう

ので、やはり定例会の中間ぐらいまでに、２０日

ぐらいまでに出してもらうというような形にした

ほうがいいのかなというような気がしますけれど
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も、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○関口議会事務局長 各会派からペーパーで出し

てもらうという形でよろしいですか。その内容に

ついては、各会派に任せるということでよろしい

のですか。 

○中島委員長 今言った内容で書いてもらう…

…。 

○関口議会事務局長 で、やらせてもらうという

ことでよろしいですか。確認でした。 

○中島委員長 そういうことで、９月……。 

 澤出委員。 

○澤出委員 質問なのですけれども、先ほど毎年

やることについての賛成、反対で会派があるので

すけれども、反対した会派は別に述べることない

んですよね。書くこともないですし、反対なんだ

から。 

 そういう場合って、反対の理由だけ書けばいい

ということですか。 

○中島委員長 それは、それでまとめてくださ

い。お願いします。 

○中島委員長 ９月１８日まで事務局のほうに提

出してください。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 そのように決まりましたので、ぜ

ひひとつ期日をしっかりと守って提出していただ

きたいと思います。 

 確認しますけれども、一番最初に申し上げた議

長からの提案、要望、依頼書の内容について、レ

ポート出すように言われましたけれども、まだ出

してない会派があるそうです。ぜひ、早急に出し

ていただかないと、これについての全員協議会が

開けませんので、ぜひひとつ出していない会派

は、大体出そろっているようですけれども、出て

ない会派がまだあるということでございますの

で。 

 代表者会議は開けませんので、訂正します。ご

めんなさい。来週は、会派代表者会議開けません

ので、出していない会派の方は至急出していただ

きたいと思います。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 次回の日程については、こちらのほうで委員長

と副委員長と事務局のほうで決めさせて皆さんに

御案内したいと思いますので、よろしいでしょう

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 そのようにさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 本日の会議はこれで終わります。 

 御苦労さまでした。 

午後０時５分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


