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議会活性化特別委員会（第９回） 

 
令和２年１０月１９日（月曜日）午後 １時３４分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○案件 

 １)議員研修について 

 ２)その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１６名） 

    委 員 長   中 島 勝 也     副委員長   上 野 武 彦 

    委  員   横 田 有 一     委  員   神 﨑 和 枝 

    委  員   平 松 俊 一     委  員   池 田 誠 悦 

    委  員   田 村 敏 郎     委  員   稲 垣 明 美 

    委  員   畑 中 静 一     委  員   長谷川 生 人 

    委  員   坂 本   繁     委  員   川 村 主 税 

    委  員   中 川 友 規     委  員   若 山 雅 行 

    委  員   川 上 弘 一     委  員   青 山 金 助 

  ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１名） 

    委  員   澤 出 明 宏 

   ───────────────────────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（０名） 
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午後 １時３４分 開会 

○中島委員長 皆さんこんにちは。お寒い中、お

集まりいただきましてありがとうございます。 

 今日は、第９回の議会活性化特別委員会を開催

いたします。 

 澤出委員から、欠席の報告がありましたので報

告いたします。 

 今日の議題につきましては、議員研修の視察に

ついて会議を行いたいと思います。 

 ８月２０日の委員会におきまして、研修視察に

ついて各会派の委員会別視察の在り方についての

お願いをいたしまして、その回答が集約されまし

た。皆様のお手元に配付してあると思いますけれ

ども、この表が皆さんから頂いたものを集約した

ものでございます。 

 これにつきましては、私、委員長のほうから随

時、報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、１番目の議会全員ということになってお

りますけれども、この件につきましては議員会に

属するものでございまして、議員会の会費の中で

実施されているということで、予算にはちょっと

該当しませんので、これはあくまでも議員会のほ

うで議論していただくということで議員会のほう

に議論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。 

 次に、常任委員会となっておりますけれども、

これはちょっと飛ばしまして、議会運営委員会に

ついてでございますけれども、この表を見て分か

るように通例に合わせるとか、現状どおりという

ことであまり問題がないのではないかということ

で、現状どおり、今までどおりでいいのではない

かというような考えを持っております。 

 ３番目の特別委員会についてでございますが、

これについても必要に応じて要望とか、陳情、そ

ういうものに重点を置いていくのが必要ではない

かということがこの表で見て分かるとおりでござ

います。必要に応じて実施するということで、こ

れもこれでいいのかなというような感じを持って

おります。 

 会派別についてですが、これはやはり今の会派

別ではなかなか今の視察というのは難しいしいの

ではないかと、現状ではなかなか実行することは

難しいというような結論に達しているのではない

かと考えております。 

 最後に問題にあります常任委員会の視察の件で

ございますけれども、これは毎年か隔年かという

ことが大きな問題になっておりまして、予算の問

題にも大きなものになっておりますけれども、こ

の表を集約しますと毎年実施するというのが青山

会の道外２回、１５万円と、道内が２回で１０万

円と、絆会派がやはり１３万円、それから無会派

で、これも毎回したほうがいいのではないかとい

うことですけれども、予算の限定はないというこ

とでございます。 

 それと、また次に隔年ごとには集計を見ますと

赤松クラブが隔年、予算については１８万から２

０万円がいいのではないかと。 

 それと動進会、これもやはり赤松クラブと同じ

形で隔年で１８万から２０万円という形が出てお

ります。 

 駒ヶ岳につきましては、現在の予算の範囲内、

現在、隔年で１０万円ずつの予算で実施されてお

りますけれども、現行どおりの形でやればいいで

はないかというような報告がされております。 

 公明ですけれども、道内になっていますけれど

も、道外２回ということで、予算が１５万円から

２０万円ということになっております。 

 必要に応じて実施するというのが一会派ありま

して、光輝会、予算については現状の１０万円、

ここに書いてありませんけれども、うしろの出さ

れた表を見ますと、予算については現状の１０万

円で必要に応じて実施しようではないかというよ

うな結果が出ております。 

 以上が、会派別の結果報告ということでありま

すけれども、内容的には多少の違いはありますけ

れども、隔年ごとにやったほうがいいのではない

かというような会派が４会派になります。それ

と、毎年実施したほうがいいのではないかという

ような会派が、無会派を入れて３会派と、それと

１会派が必要に応じて実施すべきというような結

果でございました。 

 総合的に言いますと、各会派の集約を見ます

と、内容的にも多少の違いはありますけれども、

隔年実施でいいのではないかという意見が多数で
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ありますので、この点につきましては現状どおり

の隔年で実施するというような形で進めてまいり

たいと思いますけれども、皆様いかがでしょう

か。よろしいでしょうか。 

 何か御意見ありましたら、お願いしますけれど

も、一応、会派の結果としては隔年のほうが多数

を占めているということで、隔年に実施すると。

今までどおり隔年で実施するという形で進めてい

きたいと思いますけれども、皆さんよろしいで

しょうか。 

 平松委員。 

○平松委員 １会派というのは、私の会派のこと

を言ったのでしょうけれども、駒ヶ岳さんも同じ

ように、別に隔年とも何もうたってないではない

ですか。必要に応じてという表現はないのですけ

れども、その辺、どうなのでしょうか。よく考え

るというようなことは書いてありますけれども。 

 だから、光輝会と駒ヶ岳って似たような話だと

思うので。 

○中島委員長 駒ヶ岳さんの場合は、別紙意見書

のとおりと書いてありますけれども、各会派別に

出させていただいております意見書を見ますと、

現行どおりと、今実施されているそのとおりでい

いのではないかというような意見が書かれており

ます。隔年で予算は１０万円という形で意見書と

して提出をされております。 

 若山委員。 

○若山委員 今、ちょっと質問されたので回答し

ますけれども、現在の予算では１回しか行けない

だろうなということですので、２回とか、回数と

いうのは入れていません。 

 駒ヶ岳が考えているのは、現行予算を増やすべ

きではないという、だからその範囲内であれば道

内２回行こうが、それはそれぞれの委員会で決め

てあれすればいいのかなというふうには考えてい

ますけれども、とりあえず現状、活性化の成果が

全然出てない中で予算だけ増やすというのが先行

するのは、ちょっとあまりかっこよくないという

ことで話し合っております。 

 ただ、視察の必要性だとか、場合によっては特

別委員会などで補正組んでも行くべきというか、

使うべきものはあるだろうと、それについては反

対するものではありません。 

 以上です。 

○中島委員長 平松委員、それでよろしいでしょ

うか。 

 平松委員。 

○平松委員 光輝会だけが必要に応じてという話

ではなくて、同じ部類に駒ヶ岳さんも入るのでは

ないのかなと思ったので発言させてもらったので

す。 

 隔年とか、毎年とかとこだわっていないのが光

輝会と駒ヶ岳になると思うのですけれども。 

○中島委員長 光輝会の考え方としては毎年とい

う形、それとも隔年のほうがいいという形。 

（｢あくまでも必要に応じて、だから隔年とか毎

年とか決めないで、必要に応じてということを主

張したいということです。｣と発言する者あり） 

 分かりました。一応、ちょっと隔年と毎年とい

うこととは別枠の必要に応じて実施するというこ

とは、必要に応じてですからないときも続くとい

う形も考えられる。なければやらないということ

ですよね、必要がなければ。分かりました。 

 今、そういう形で、駒ヶ岳さんも大体１０万円

について問題は、経費のことで問題はあるけれど

も、できれば１０万円の範囲でできれば毎年でも

いいということですか。 

 やはり、今、現状どおりの隔年で１年置きに１

０万円でやるというのが大体基本という形で考え

てよろしいですか。 

 若山委員。 

○若山委員 １０万円は１回行けばかかるだろう

という金額だと思っているので、だから１回しか

行けない。それは、今の予算の範囲内で考えるに

は隔年という形です。 

 あと、別に５万円でどこかこうやってやれば行

けますよとか、そういう提案がもしあるのであれ

ば、毎年５万円で行くということに対しては、予

算さえ増えなければ一応、賛成かなと思います。 

 ただ、この意見書を出す前にこういう形でとい

うか、もともとこういう形式でまとめるのであれ

ば、この形式に合わせるような回答をしてくれと

言ってもらえれば、それぞれ回答したのですけれ

ども、議論の中からいって今のままでいいのか、
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予算を増やすのか、毎年なのかという話だけだっ

たので、こういう文書になったということをつけ

加え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す。 

 予算については、また後ほど議題にさせていた

だきたいと思いますので、とりあえずまずは議員

視察を毎年するのか、隔年にするかということだ

け、とりあえず先に決めてしまいたいと思います

ので。 

 この内容からいきますと、先ほど私が申し上げ

ましたように、隔年のほうの意見が多数を占めて

いるという形で、隔年の方向で実施したいと、そ

のように考えておりますので皆さんどうぞよろし

くお願いしたいと思いますけれども、よろしいで

しょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それでは、予算と道内と道外がちょっと分かれ

ておりましたけれども、この報告書の内容を見ま

すとやはり道外のほうがちょっと多いのかなとい

うような気がしますので、この視察についてはあ

まり道内を考えず、あくまでも道外で実施すると

いう形で進めてよろしいでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 ここで道外とか道内とか決める必要

は全くないのではないかと思います。 

 去年の視察では道内もありましたし、関東とい

うか神奈川まで行った委員会もありますので、必

要に応じて、所管する内容に応じてどこに行くか

というのは、そのとき判断すればいいものなのか

なと。 

 ただ、予算は幾らまでですよというのがしばり

としてあるということで、道外、道内というのは

あまり意味がない決め方なのかなと思います。何

を視察に行くのかで決まるのかなと思いますの

で。 

 以上です。 

○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、視察の件につきまし

ては道外、道内に関わらず、視察の内容、または

予算内で行けるのであれば、道内でも道外でもか

まわないのではないかと、そのときは臨機応変に

扱っていただくという形のお話がありましたけれ

ども、そのような形で決定されてよろしいでしょ

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、道内、道外に問わず、必要に応じ

て、また視察内容に応じてその委員会で判断して

もらうという形にさせて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。 

 それでは、予算の件に入りたいと思いますけれ

ども、前の委員会では現状の１０万円で関東圏以

外の視察は非常に難しく、全国的に適した自治体

を視察するのは非常に難しいのではないかと、会

派の意見ではそういう形で増額をすべきではない

かという意見が出されているのかなという気がい

たします。 

 やはり１０万円から２０万円という幅がありま

すけれども、前回の委員会では関西方面、関東以

南、そちらのほうにも足を伸ばすのであれば、今

の１０万円ではやはり難しいのではないかという

ことで、やはり増額すべきではないかという声が

非常に多かったのですけれども、またこの会派の

意見書を見ても、もう少し予算を増額すべきでは

ないかというような感じが受け取れますけれど

も、増額という形で進めさせてよろしいでしょう

か。 

 川上委員。 

○川上委員 増額ということにもなるのですけれ

ども、例えばうちの会派ですと、１８万から２０

万円必要ではないかと。どうしても見たいところ

があれば四国とか、九州とか、そちらに足を伸ば

すのであれば、そのぐらいのお金はかかるので、

全額使えという意味でなくて、最大限これだけの

枠をとってあります、そういう意味で決めた１８

万円から２０万円の金額なので。だから、２０万

円と決めたら、それを全部使えというのではなく

て、最大限その枠以内でしていただきたいという

意味なので、よろしくお願いいたします。 

○中島委員長 今、枠を決めないで、そのときの

最大限を考えてやると、なかなか予算が今度、立

てづらくなると思うのです。 
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 今、やはり１０万円という限度があるように、

ある程度の金額、限度額を決めておかないとやは

り駄目ではないのかなと。 

 例えば、１５万円なら１５万円とか、２０万円

なら２０万円という数字を決めておかないと、な

かなか予算を立てるにも立てづらくなるのかな

と。決まった時点で、その範囲の中でやってもら

うと。２０万円と設定して、必ずしも２０万円満

額を使うのでなくて、１８万円で終わる場合もあ

るだろうし、１５万円だと。それは、そこの中で

それぞれ最大限活用してもらうということになる

と思いますけれども、やはりある程度の予算枠は

やはり決めなくていけないのかなというような気

がいたしますけれども。 

 川上委員。 

○川上委員 全くそのとおりです。 

 今、委員長が言ったとおりです。 

○中島委員長 それでよろしいでしょうか。 

（「私はいいですけれども」と発言する者あり）

皆さんはどうでしょうか。 

 ある程度、限度額を決めてやったほうがいいと

思いますけれども。 

 それでは、この表のとおり、非常に幅広く金額

が提示をされております。赤松クラブさんは１８

万円から２０万円、青山会は１５万円、大体これ

は二つ行くと２５万円くらいです。それと動進

会、同じく１８万円から２０万円、公明党さんが

１５万円から２０万円、絆さんが１３万円という

形になっておりますけれども、幾らぐらい、これ

はやはり前回の委員会で話が出ましたように、や

はり関西以南のほうに、あちらに行くとどうして

も皆さんも発言されておりまたけれども１０万円

ではまず無理だとは思うのです。そうすると、や

はり１５万円から十七、八万くらいかかるのかな

と。多く見ても、私もよく分かりませんけれど

も、多少のアップがないとそちらのほうに足を伸

ばして視察に行くことはできないのかなというよ

うな気がしますけれども、皆さんのほうから、本

当であれば適当な金額、このような金額が妥当で

はないかというような金額を提示いただいて、そ

れから議論を進めていきたいと思いますけれど

も、どなたか発言していただければと思います。 

 副委員長。 

○上野副委員長 実際に、内地で例えば一番遠い

ところで九州ということになりますけれども、事

務局のほうからそういった最大行った場合にどの

くらいの旅費が推定されるのかというのを一度出

していただいて、例えばそれが１８万円ぐらいあ

れば何とか行けますよとか、そういうようなおお

よそのあれでなくて、一定の予測の範囲を出して

いただきたいなと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 事務局のほうで大体、もし関西方

面、先ほど遠いところで九州となりますと、どの

くらいかかるかということは大体、見当つきます

か。前の行った経験から見て。 

 皆さんのほうから、ある程度の目安といいます

か、暫定金額でもいいのですけれども、どなたか

発言していただければありがたいと思います。 

 中川委員、ありませんか。どのくらいの金額が

妥当だと考えられますか。 

 もし、関西方面、以南のほうに行くのであれ

ば、どのくらいの金額が妥当なのか、もちろん目

安でありますけれども。 

○中川委員 大体、今、明確なものがないのであ

れですけれども、関西方面に行くのであれば１５

万円前後が大体なるのかなと。１０万円ではまず

難しいというところだと思います。 

○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大体１５万円ぐらいが

妥当ではないかというようなお話がありましたけ

れども、川村委員はどうですか。 

○川村委員 その行き先によっても、多分函館空

港から直接行ける地域もあれば、行けない地域も

あると思うのです。１回乗り継いでまた行かなけ

ればならないとか、いろいろな方法が多分、行く

先々であると思うので、幾らが上限かというのは

何とも言えないのですけれども、今、最大の金額

でいったら一番高いところで２０万円と出ていま

すけれども、逆にこの２０万円なら２０万円で設

定しておいて、あと目的が決まったら無理してそ

の２０万円を使い切るというわけではないですか

ら、大体２０万円あれば大体どこか行けるのでは

ないかなと思うので、だから目的と行き先が決ま
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れば、それに見合って、その分の中で消化すれば

いいので、一番高いところが２０万円で上がって

いるのなら、２０万円でいいのでないのかなと思

います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 もろもろの方法でやり方によって安くなる場合

もありますし、今、早割というのですか、そうい

うもので買えば安くなることもありますけれど

も、今の２０万円という話が出まして、２０万円

という形に設定していただいて、その中の範囲で

必ず満額使うということではなくて、その範囲の

中で臨機応変にやってもらうというような話が出

ましたけれども、ほかにございませんか。 

 長谷川委員、何かありましたら。 

○長谷川委員 委員長のおっしゃったとおり、

今、話ししたこと。それでよろしいかと思いま

す。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 現行どおりの１０万円という意見は

もう否定されてしまったのかもしれないのですけ

れども、あえてここで発言させていただきます。 

 私は１０万円の範囲内で工夫してやればいいと

思っておりますので、１０万円のままでいいとい

う意見です。 

 以上です。 

○中島委員長 今の１０万円、１５万円、２０万

円という意見が出ましたけれども、この三つぐら

いに限定されるのかなと思いますけれども、これ

はどういうふうにして決めますか。 

 副委員長。 

○上野副委員長 いろいろ意見が出ているのです

けれども、例えば九州に全国一ごみのリサイクル

が進んだ町があるとかというのも私、知っている

のですけれども、例えばそこに行こうとしたら、

当初設定した１５万円なら１５万円というもので

行けるのかどうかという問題が出てくると思うの

です。 

 ですから、多目に設定しておいて、全部使わな

いで、最低限努力して、削減の努力をして行くと

いうことを前提にして枠は多目につくっておいた

ほうがいいのではないかというふうに私は思いま

す。 

 そうでなければ、例えば１５万円という設定し

た場合、万一、いや実はそこに行きたいのだけれ

ども足りないなというときに、補正ということで

追加することが可能なのかどうかという問題も出

てくるのです。 

 そういったことを考えると、基本的に多目に設

定して、特に毎年ではないわけですから、その辺

についてはそういう考えでやっていったほうがい

いのではないかと私は思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、副委員長のほうから枠は多目にとっておい

て、必ずしも満額使うのではなくて、そのときに

よって臨機応変に使っていただくという形で、枠

は多目のほうにとっ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、このような

形で進めてよろしいでしょうか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 実は赤松クラブ、私のほうはいわゆ

る動進会と同じく提案させていただいたわけなの

ですけれども、皆さんいろいろな会派の意見を聞

いてみますと、少し考え方も若干変わってきたと

いう、実は先ほど副委員長が言われたように、例

えば九州だとか、四国のほうにどうしても調べた

い場所があるということになれば、やはり１５万

円ではちょっと、今のものの値段ではちょっと足

りないような気がする。そうするとやはり、２０

万円を用意しなければないなと、ところが町民か

らのことを思えば、一気にここで予算を上げるよ

り、若山委員も先ほど１０万円、１０万円とおっ

しゃっていましたけれども、隔年ですから片方は

遠くのほうに行ける視察、そしてまた片方は関東

以北のところで済ます。例えば、道内もそうなの

ですけれども、どうなのでしょうか大変、私こう

いうふうに書いていて、今、こういう発言をする

のは申し訳ないのだけれども、２０万円と１０万

円にしたいなという気持ちでいるのです。 

 近場は１０万円で何とか納めるような視察にし

たい。もう一つは、どうしても遠いところの視察

先を決定した場合には２０万円以内の予算で行き

たいと、そういう気持ちでおります。 
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 ですから、こういう書いてしまってから皆さん

にこういうお話をするのは大変申し訳ないなと

思っていますけれども、今の気持ちはそういう気

持ちです。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 まだ発言されていない委員もいらっしゃいます

けれども、大体の枠は２０万円に限定したほうが

いいのではないかというような話が出ましたの

で、このような形で最低限度額という形で進めさ

せて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、議員の視察につきましては、結果的

には隔年ごとに行うと、予算的には２０万円とい

う形で進めさせていただきます。 

 もう一つお願いしたいのは、来年、令和３年度

実施年ですけれども、これは普通どおりでいくと

１０万円になりますけれども、これはやはり新し

い予算で来年度行く形にしていいのか悪いのか、

その辺ちょっと確認だけしたいと思いますけれど

も。 

 やはり、私の判断としては申し訳ないけれど

も、今ここで決まった以上は新しい予算で来年度

も実施したほうがいいのかなという感じがします

けれども、皆さんどうでしょうか。 

 賛成ですか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 予算査定とか、いろいろあるので事

務局長ちょっとそのあたり間に合うのかどうなの

か、聞いたほうがよろしいと思います。 

○中島委員長 予算につきましては１１月までに

上げれば、これは決まりましたら、うちのほうか

ら議長のほうに答申させてもらいまして、議長の

ほうから行政のほうにお話ししてもらって、予算

は１１月までに上げれば大体間に合うという話を

聞いておりますけれども、今ここでやれば十分間

に合うのかなという気がしております。 

 局長。 

○関口議会事務局長 先ほど、副委員長の意見の

中に途中で補正すれば、一応、足りなければ途中

で補正すると言ったと思うのですけれども、途中

で補正するのであれば最初から行き先を先にここ

に行きたい、それに幾らかかるよということで、

それについての補正という形をしたほうが、途中

で１０万円で、追加で足りないからというよりは

町民感情的にもどうなのかなというところもあり

ますので、そういう手法としてはそういう手法も

あるのではないかなとは思うのですが。 

○中島委員長 今、局長のほうから手法として、

場所は先に設定してから補正で組んだほうがいい

のではないかという話がありましたけれども、皆

さんどうでしょうか。 

 私は補正ということについては、あまりしない

ほうがいいのかなと、例えば２０万円なら２０万

円で決めてもらって、その範囲の中でやってもら

うという形で、なるべくその枠から出ないような

形で。 

 補正というのは、なかなかやはり考えづらいの

かなというような気がしますし、また考えないほ

うがいいのかなという気がしますので、補正は

ちょっとこっち置いておいて、やはり限度額を決

めておいて、その枠の中で実施してもらうという

形のほうがやりやすいのではないかなというよう

な気がしますけれども、事務局どうでしょうか。

皆さんどうでしょうか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 一つは補正をして行くというのはあ

まり好ましくないなと思います。ある程度の枠の

予算を決めたら、それ以内で何とか工面するとい

うのが我々のやるべきことではないかなと思うの

です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、畑中委員のほうから、局長のほうから補正

も手法としてあるのではないかという話がありま

したけれども、今、委員のほうから補正というの

はあまりやらないほうがいいのではないかと。や

はり枠を決めて限度内でやってもらうという形に

したいという話もありましたものですから、ぜひ

その形で進めさせていただきたいと思いますけれ

ども、よろしいでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 すみません、ちょっと水を差すよう

な言い方になってしまうかもしれませんけれど

も、来年の予算の歳入というか、どのくらいなの
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かとか、そういうことも考えないで金額は少ない

けれども増やして予算折衝するとかというのはど

うなのかなというのは僕は思います。 

 それと、どこに行くかはそのときの常任委員会

で、もちろん来年あれですよね、またメンバー

チェンジありますよね。だから、そのときはどう

いうテーマを選ぶかによってどこがふさわしい自

治体なのかによって行く場所が変わってくると思

いますので、金額があるから東北でもいいんだけ

れども九州まで行くとかということはないと思い

ますけれども、だから今、１０万円から２０万円

にするという、我々勝手に上げる必要があるとか

何か言っていますけれども、来年度の予算の組立

てで、このぐらいの金額できないということはな

いと思うのですけれども、このような状況の中で

果たしてそういうことが可能なのかどうか、

ちょっと疑問があるのですけれども、その辺のと

ころはどうでしょうか。 

 金額が小さいということで大丈夫だということ

ですか。 

○中島委員長 私としては、来年度の予算枠につ

いては幾らだから無理だとか、無理でないかとい

う判断は私はできないのではないかと思うので

す。  

 あくまでも予算は予算として組んでいただくと

いうような形で進めていくより方法はないのでは

ないかと思います。来年度の予算がどうなるかと

いうことは、まだ分かりませんから。だから、そ

の枠の中で２０万円の枠を申請をして、枠の予算

を組んでもらうと、行政のほうへお願いをすると

いう形になるのではないかとは思うのです。 

 来年度の予算額は多いから、少ないから。少な

いから２０万円とれないのではないかとか、でき

ないのではないかとかというのは、話にはならな

いのかなという気がしますけれども。 

 あくまでも議会で決めていただいて、それを行

政のほうに答申するという形になると思いますの

で。 

 ある程度、限度額を決めたほうがいいのかな

と、先ほどから話が出ていますけれども、そのよ

うに進めさせていただいたほうがいいだろうなと

いうふうに思っております。 

 そういうことで、話がちょっと予算について話

がありましたけれども、多数の議員のほうから２

０万円、限定したほうがいいのではなかというよ

うな話がありましたので、これで決定させていた

だきたいというように思いますので、あくまでも

これは後で議長のほうに……。 

 問題は今、来年度は通常に行く年ですから、そ

のときにここの予算をどうするか。 

 川村委員。 

○川村委員 今の２０万円の決定も、やはり委員

会に諮ってもらって、それで決めたほうがいいか

と思います。 

○中島委員長 それはやったと思ったのだけれど

も。２０万円でいいです。 

 それでは再度、確認させてもらいます。 

 それでは、もう一度戻しまして、１０万円、１

５万円、２０万円という話がありまして、２０万

円というお話が圧倒的に多かったのですけれど

も、それに決定させてもらってよろしいでしょう

か。（「反対です」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午後 ２時１０分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２３分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 先ほど来、出ております視察の方法と予算につ

いて、これはちょっと皆さんに再度、確認をさせ

ていただきます。 

 採決という形で確認をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、視察の方法は隔年か毎年かという話

が出ましたけれども、毎年に賛成の方おりました

ら挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 それでは、隔年のほうがよろしい

という方は。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 結果は、ちょうど毎年が７人で、

隔年が８名ということで、隔年に実施するという

ことで決定させてもらいました。 

 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 ありがとうございます。 

 それでは、予算についてですけれども、これも

……。 

（「委員長」と呼ぶ声あり） 

○畑中委員 予算の決定の前に、どうしても今､

２０万円ということを２回で２０万円ということ

を大体、皆さん考えているのですけれども、その

２０万円になるためのひとつ裏付け、九州だと

か、四国に視察、２か所、あるいは３か所視察し

た場合に、どのぐらいの旅費でもってこうなるの

だという、そういったものを次の委員会までに何

とか事務局にお願いして作ってほしいなと。 

 そうでないと、それをそういった手順を踏まな

いで、初めから額を決めてしまうと何かしら

ちょっとおかしな感じが出てくるので、やはりこ

うこうこうだから、これぐらいかかるんですよと

いうようなものを示したいわけです。委員会とし

て。それで作ってほしいなと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

○中島委員長 先ほど委員会の議論の中で、大体

の予算額、枠を決めて、その範囲の中でやっても

らうという形の話が出ました。これは多数の意見

です。私は、それでもういいのかなと。 

 今、改めてそれを言われて、またどこどこ行く

ために幾らかかるとか、九州行くのに幾らかかる

とかという、そういう計画を立てて、予算を立て

るというのは、なかなか、やはり厳しいのかな

と。 

 ２０万円なら２０万円で決めて、１５万円は１

５万円で決めてもらった、その枠の中でどう動く

かということを議員が常任委員会で考えてもらえ

ばそれで十分に皆さんできるのではないかと私は

思いますけれども、今ここで次の委員会までに九

州まで行ったら幾らかかるとか、四国行ったら幾

らかかるとか、大阪行ったら幾らかかるって、そ

ういう予算を立てて、だから金額は幾らだとい

う、そういう立て方ではちょっと難しいのかなと

思います。 

 ただ、先ほど皆さんから意見がありましたよう

に、やはり予算枠というか、枠を作って、その中

で動いてもらうと、計画を立ててもらうという、

皆さんどうでしょうか。 

 長谷川委員。 

○長谷川委員 つまり実数として九州南部、北部

ここらでやはり値段が変わってくると思います

し、四国の中間地点ではおおよそ交通費、宿泊

料、食事代という、粗々でもいいのですけれど

も、やはりそこのところの根拠づけを調べたとこ

ろで、やはり町民感情も理解させてもらえるので

はないかと。だから１８万円だ、１８万円では四

国にも行けなかったので２０万円くらいの予算を

確保していかなければいけないのだという、それ

を調べてからでもいいのではないかなという考え

なのです。 

 以上です。 

○中島委員長 若山委員。 

○若山委員 自分たちは１５万円だ、２０万円だ

と意見書を出しておきながら、その根拠も何も

持ってなくて、事務局に今から、これから調べろ

なんていうのは何言ってるんだというのが率直な

感想です。 

 自分たちが２０万円と言っているなら、九州ま

で行ったこうこう、飛行機代で２０万円かかるの

だということを踏まえた上で意見書に出している

のではないですか。 

 今、出した後でその根拠がどうのこうのとかと

いうのは、全くおかしな感じがありますので、僕

はどこの金額に収まっても自分の意見の１０万円

は通らないようなのでかまわないですけれども、

自分の出した意見書にしっかり責任を持ってあれ

していただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○中島委員長 長谷川委員。 

○長谷川委員 なぜかというと、考え方というの

は変わっていいと思います。 

 今、この委員会がスタートして１時間くらいか

かりましたけれども、要するに毎年やるか、隔年

でやるかということも踏まえた上での考え方が変

わって私はいいのではないかと思いますけれど

も。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 畑中委員。 
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○畑中委員 今さら事務局に旅費の計算をしてい

ただいて、その裏付けをとるのは非常にこれは変

ではないかと、そういったような御指摘、御意見

がありましたけれども、全くそのとおりだと思い

ます。考え方によっては。 

 でも、やはりこれは町民に説得していく上で

は、この金額の妥当性というものをきちんと示し

たいというのが私の考えでもあるし、確かに若山

委員がそう言われるのは最もだと思うのですよ。 

 若干、これは前後しましたけれども、そういう

手順を踏みながら、やはりこの２０万円なら２０

万円、そうした額というものの必要性を決めてい

きたいなと思っています。 

 現在、確かに開会して時間がたっているから、

委員長にしてみれば御苦労さんなことだし、ここ

で決めたいというのはよく分かります。 

 しかしながら、もう１日、この辺が問題になっ

たりするということを私は考えますと、本当に慎

重さが足りなかったなという反省もしているし、

ぜひこの場で額を……。 

 一応、頭の中には２０万円なら２０万円って描

いていますけれども、その裏付けをいただいてか

ら、やはり町民に示せるものをつくってから、こ

ういう額を決めていきたいなと思っています。 

 以上です。 

○中島委員長 いろいろと今、議論が出ましたけ

れども、やはり私は先ほどから出ていますけれど

も、やはり予算も立てるわけですから、金額は早

く限定させなくてはいけないということです。１

５万円でも、２０万円でも、これから議論します

けれども、金額を決めて、その枠内で根拠づけを

する、長谷川委員が言われるような根拠づけは、

私はできるのではないかと思うのです。２０万円

ぎりぎり使わなかったらいいのです、１５万円で

も、２０万円の枠がありながら１８万円で終わっ

てもいいのです。そういう根拠づけというのは、

その枠の中で、常任委員会の中で根拠づけをつけ

てもらえば、私はそれで十分に町民の方は納得し

てくれるのではないかというような気がしますけ

れども。 

 ですから、私は今ここで議論も大分進んでいま

すけれども、金額的には枠をきちんと、予算の枠

を決めたほうがいいのではないかと。その中で、

常任委員会でいろいろと議論していただいて根拠

づけしてもらうというような形にしていければ、

私は問題ないのではないかなという気がしますけ

れども。 

 副委員長。 

○上野副委員長 今、畑中委員のほうから発言が

ありましたけれども、それに対して皆さんがどう

だという判断を委員長のほうから諮っていただい

て、それで時間がかかっても次回にそういう案を

出してもらって、それで採決しますよということ

にするのか、それとも畑中委員の提案は、ここで

はいいですよと、もう決めてしまいましょうとい

うことに賛成をするのか、この判断を今ひとつし

てもらって、その上でどっちにするかやったほう

がいいと思いますので。 

○中島委員長 川上委員。 

○川上委員 今の議論をする前に、副委員長さっ

き畑中委員と同じような質問というか、事務局に

お願いするというようなことを、要するに九州

行った場合、四国に行った場合の旅費がどのくら

いかかるかということを副委員長言っていました

けれども。 

 その先はどうなっていたのですか。やることに

なっているのですか。事務局にお願いしていまし

たよね。 

○上野副委員長 答えがなかったので、そのまま

になったのです。 

○中島委員長 それはあくまでも副委員長の考え

方を申し上げただけですよ。 

○川上委員 それは、事務局が後で資料として作

るというようなことでなくて。 

○上野副委員長 先ほどそれを確認してからやっ

たほうがいいかなということで、事務局に質問と

いう形でしたのですけれども、資料が調べた状況

ではあったのですけれども、答えが出なかったの

で、そのままになってしまったということなので

す。すみません。 

（発言する者あり） 

○中島委員長 いろいろと議論も出ましたけれど

も、一応、予算についていろいろ３案くらい出て

いるわけですけれども、私は先ほども言いました
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ように、やはり予算枠ですから枠を決めて、しっ

かりその中で根拠をつけて視察に行ってもらうと

いう形にしていただけると思いますし、予算額に

ついて、今、三通りの案が出ています。１０万円

から……。 

 横田委員。 

○横田委員 今、副委員長が言ったのは、今回や

るのか、それとも次回のときにやるのかを先に決

定してから、次にその３案についてどうするのか

という話ではないのですか。順番として。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午後 ２時３６分 休憩 

────────────── 

午後 ２時４６分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 先ほど来、畑中委員から意見がありましたけれ

ども、九州、四国方面、例えばその旅費を調査し

ながら予算を決めるのではないかというようなお

話がありましたけれども、畑中委員の意見につい

てどうするのかを決めていきたいと思いますけれ

ども、皆さん方で御意見がありましたら聞かせて

いただきたいのですけれども。 

 なければ、採決をもって決定してよろしいで

しょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それでは、先ほど畑中委員のほう

から、例えば九州、四国に行くのであれば、まず

旅費を事務局のほうに出していただいて、調査を

してから予算を組むべきではないかというような

お話がありましたけれども、このことについて賛

成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 ７名。 

 反対の方は。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 ８名でした。ということで、賛成

は否決されましたので、一応、畑中委員の意見は

取り下げという形になりましたので、御報告申し

上げます。 

 それでは、予算について先ほど来からお話しし

ましたように３案が出ておりますので、これにつ

いても採決で決めてい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。 

 それでは、１０万円という声がありましたけれ

ども、これに賛成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 ２名。 

 １５万円、賛成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 ゼロ。 

 ２０万円の方。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 １３名。 

 そういうことで、今、採決の結果ですけれど

も、予算につきましては一応２０万円を限度で考

えていくと。予算を組んでいただくという形で決

定をさせていただきました。 

 以上で、研修についての全ての決定がなされた

ところでございます。 

 一応、再度申し上げますけれども、隔年で行う

と、予算については２０万円を最高限度額とする

という形で決定をさせていただきました。 

 この後につきましては、副委員長と事務局踏ま

えて議長のほうに答申をしていきたいというよう

に思っておりますので、よろしくお願いをしたい

と思います。 

 よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ではお任せいただいて……。 

 川村委員。 

○川村委員 確認。一番最初に各会派から議員全

員とか、常任委員会、議会運営、特別委員会、会

派ごとと出ているのですけれども、これについて

も常任委員会でやるというのを諮ったほうがいい

のではないかなと思っています。確認までですけ

れども。 

 結局、これもたしか意見としては何か常任委員

会みたいな感じで終わっていたかなと思うのです

けれども、そこも確認のために皆さんに諮ったほ

うがいいのではないかなと思って。 

○中島委員長 委員会別にですか。 

（「ではなくて、常任委員会でやるということを

諮ったほうがよろしいのではないですか」と発言



－ 12 －

する者あり） 

○中島委員長 全てね。 

（「いやいや、全てじゃなくて、常任委員会で…

…」と発言する者あり） 

○中島委員長 今、決まったことをね。 

○川村委員 この中で、常任委員会でというのを

諮ったほうがいいのではないかなと。 

○中島委員長 各常任委員会でね。（発言する者

あり） 

 暫時休憩します。 

午後 ２時５２分 休憩 

────────────── 

午後 ２時５９分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 よろしいですか。 

 それでは、ちょっとこちらの手落ちでありまし

た。この委員会としての確認をさせていただきた

いと思います。 

 皆様にお配りしてあります議員の研修視察に関

する各会派の意見（抜粋）とありますけれども、

この件について常任委員会のほかに四つの委員

会、または会派でありますけれども、このことに

ついて私のほうから最初に説明させてもらいまし

たけれども、確認というか、しっかりした確認を

とっていなかったものですから、改めてこの委員

会として確認させ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。 

 まず、議員全員という形になっておりますけれ

ども、これは議員会のことだと思うのですけれど

も、議員会は予算も絡んでおりませんし、あくま

でも議員の積立金で視察をしていると、行動して

いるという形で、この委員会のほうに私はちょっ

となじまないのかなというような気がしますけれ

ども、これはこの全員の場合はここに出ていると

おり決定してよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、そのとおりさせていただき

ますので、決定させていただきます。 

 それでは、議会運営委員会、このことについて

も各会派から出ているとおりでございますけれど

も、通例に合わせるとか、必要に応じてすると、

今まで議運では平成１７年に一度、視察に行って

いるということで、最近は議運としては視察に

行っていないようですけれども、そういうことも

過去に１回ありました。 

 この内容を見ると、必要に応じて補正を組ん

で、それで問題が提起された場合に補正を組んで

実施すると、現状どおり進めたほうがいいのでは

ないかというような会派の意見がまとまって出て

おりますけれども、これはこのように進めて決定

されてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 異議なしということで、決定をさ

せていただきます。 

 特別委員会、これはこのとおりでございまし

て、これもやはり必要に応じて、またはいろいろ

災害とかいろいろあった場合に陳情とかの要請、

要望、そういう場合に補正を組んで、必要に応じ

て実施するという形になると思いますけれども、

そのようなまとめになっておりますけれども、そ

のような形に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 そのように決定させてもらいまし

たので、よろしくお願いいたします。 

 会派ですけれども、会派についてはほとんどの

会派では必要ないと、今の現状の形でいくのは難

しいのではないかということで、実施する必要は

ないというようなことが各会派から集計としてま

とまって出ておりますけれども、これはこのよう

に決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 異議なしの声がありましたので、

そのように決定をさせていただきます。 

 以上で、視察に関する内容につきましては…

…。最後に、常任委員会もそうですけれども、

今、いろいろ議論されまして、採決もやりながら

全て決定をさせていただきましたけれども、その

ように決定されてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 異議なしということですので、そ

のように決定させていただきました。 

 それでは、今回、付託されましたこの議員の研

修につきましては、このように決定をさせていた
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だきましたので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 研修についてはやはり、皆さんも御存じのよう

に非常に大事な議員活動の一つでございますし、

委員長のほうから一言申し上げておきたいと思い

ますけれども、現在の行政機関の変化にはやはり

目に余る発展を続けていると思います。 

 地方分権と言われる中で、この時代、今、議会

として行政に対する監視機能、また政策を提言し

ていくことは非常に重大なことだと感じておりま

す。 

 机上の議論だけではなく、類似している先進

地、またその自治体に出向き、勉強する機会をつ

くるということは議員各位の向上、発展にも大

変、必要ではないかと私は考えております。 

 そういうことで、これから来年度が実施される

この常任委員会視察につきましては、やはり中身

の濃い有意義のある視察をするように皆さんでぜ

ひ努力をしてやっていただきたいと思いますの

で、委員長からのお願いでございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、視察に関する会議につきま

しては、これで終わりたいと思います。 

 暫時休憩します。 

午後 ３時０４分 休憩 

────────────── 

午後 ３時０８分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 それでは、次の項目に入りますけれども、次回

からはインターネットの配信、または議会だよ

り、この件についてまた議論させていただくと思

いますけれども、今、皆様方にお配りした書類、

これは議会だよりの書類と、最後に１ページだ

け、インターネット、ユーチューブを利用したイ

ンターネットの配信のイメージという形の資料が

ありますけれども、今、資料としてはこれしか出

ておりません。 

 ほかに、皆様のほうから、もっとこういう資料

がほしいというものがあれば、ここで要望してい

ただいて、そして事務局のほうにお手数でもそろ

えていただいて、次回の会議の資料にしていただ

きたいなと思うのですけれども、このほかに皆様

のほうからこういう資料がほしいというものがあ

りましたら、御提案をいただきたいと思うのです

けれども。 

 横田委員。 

○横田委員 議会広報なのですけれども、北海道

でもいいし、全国でもいいのですけれども、各地

で出されている年間の枚数、ページ数、それと予

算額か決算額を、そういうのを出していただけれ

ば助かります。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、横田委員のほうから話がありましたけれど

も、各自治体、議会だよりのページ数、それと予

算どのくらいかかってやっているのか、それを出

してほしいと。それは全道、日本全部。 

 今、横田委員からありましたけれども、各地の

議会の広報の平均ページ数、それとどのくらいお

金をかけている予算、それが分かれば出してほし

いという話なのだけれども。 

 局長。 

○関口議会事務局長 ページ数と予算となると、

また照会をかけなければいけませんので、時間を

要します。 

 各町村にやるときは､できればまとめてやらな

いと１回ずつ、また照会をかけるとなると、なか

なか頼むほうもだんだん頼みづらくなるというの

が現状ですので、例えば北海道の同じ人口規模と

か、そういうものに限らせていただくとかという

ことでいいでしょうか。 

 ちょっと、数が多いとやはり時間と予算なの

で、結局、聞かないと教えて……。ページ数とか

はホームページとかで調べられると思うのです、

何ページとか。ただ、予算が絡むとなると、なか

なか直に聞かなければというところがありますの

で、その辺、ちょっとできるところ、先ほど言っ

たように類似団体とか、そういった部分でもいい

のかどうかという部分でちょっとお願いします。 

○中島委員長 今、局長のほうからありましたけ

れども、そういう内容でよろしいですか。 

 同じような規模といいますか、議会としては、

うちは人口的に大きいほうなのですけれども、そ

れと同じような規模のところから調べていただく
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という形でよろしいでしょうか。 

 そういう形でお願いいたします。 

 ほかにありませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 今もらった資料のユーチューブの接

続の関係なのですけれども、これは予算という

か、金額これだけ必要だというのが載っているの

ですけれども、この金額については間違いないと

いうか、いわゆる相見積とって、ここだとこうだ

とか、そういうような可能性はないのかどうか、

この金額で判断していいのかどうかということを

ちょっと確認したいのと、それと１点、この議会

だよりの簡素化というのは、ちょっと違和感が

あって、今でもすごい簡単な議会だよりなのに簡

素化というのはどういうことなのかと、僕は議題

上がったときからよく分からなかったのですけれ

ども、どのようなことを議論する予定なのでしょ

うか。 

 もっと簡単にするとページ数を。簡素化という

のは、ページ数を減らすとか、載せているものを

載せないとか、ホームページに載せたやつは紙媒

体から外すとか、そういうことなのかなと思って

いるのですけれども、それはどのようなイメージ

でテーマとして委員長、考えているのですか。 

 以上、２点。 

○中島委員長 今、若山委員のほうからユー

チューブの件につきましては、この表に出ている

ような、この金額で判断していいのかというよう

なことですけれども、これは後ほど、局長のほう

から御説明いただきたいと思いますし、また議会

だよりの件ですけれども、簡素化ということはど

ういうことなのだということでありますけれど

も、簡素化というのは簡素化なのですけれども、

私のはちょっと幅広く、皆さんには言い忘れまし

たけれども、議会だよりの改革でもいいのかな

と、こういうところはちょっと直してほしいと

か、こういうところはあったほうがいいじゃない

かとか、そういうような提案があっても私はいい

のかなという気がしておりますけれども、これは

私の考えで申し訳ないのですけれども。 

 若山委員。 

○若山委員 ということは、この素直なものです

から字面どおりとってしまうのですけれども、簡

素化ということよりも、改革ということであれ

ば、こういうふうにしたほうが見やすいよとか、

親しまれるよとか、そういうような提案というこ

とまで考えているということですか。それが決ま

るかどうかはあれなのですけれども。そういうこ

とも含めてという、幅広く議論したいということ

でよろしいですか。 

○中島委員長 私は議会だよりについては、これ

は私の考えで大変申し訳ないのですけれども、も

うちょっと幅広く改革、見直しといいますか、

あってもいいのかなという私なりの前から考えを

持っておりました。 

 というのは、これはちょっとうわさみたいなも

のですけれども、なかなかこういう議会だよりと

いうのはあまり読まれていませんよというのが、

ちょっと私の耳に入ってくるわけなのですけれど

も、どうしたら読まれるかというような、今のま

まではちょっといろいろ問題があって読まれない

のかなと、どういう問題があるのだろうというこ

ともやはり議論していただく、改革がそういう必

要なのかなというような私なりの考えを持ってい

ますけれども、もしそういう意見があれば、私は

ちょっと取り上げてみたいなというような気がし

ております。 

 若山委員、それで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。 

 平松委員。 

○平松委員 議会だよりの件に関しては、私が具

体的に述べたと思うので、ちょっと話したいと思

うのですけれども、例えば一般質問の要旨掲載を

しているのですが、全文ではないわけです。 

 ところが、特別委員会だとか、そういう報告は

全文、委員会報告書の全文の掲載になっていると

いうことで、例えば一般質問をもっと簡単にして

いるところもありますので、そういうことをやっ

た上でホームページを見ていただく。 

 今回はＱＲコードでそこが見えるように、特別

委員会の報告だとか、そういうのが見られるよう

になっていますので、詳しく見たい人はホーム

ページを見る、あとは大体、大ざっぱなところを
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簡略に書いて、紙面を凝縮する、そういう提案を

最初に私の場合はさせていただきましたので、参

考にしていただければと思います。 

○中島委員長 今、平松委員のほうから議会につ

きまして、要旨で掲載しているという話もありま

したし、また一般質問、もっとあれはを簡単とい

うか、簡素に、またホームページで見れるような

形にするのではないかというのと、やはり誌面を

凝縮するというか、内容を濃くするということで

すね。そういうような形にしたほうがいいのでは

ないかというような話ですけれども、ただ、いろ

いろ意見が出ておりますけれども、資料要求があ

りましたら、資料の請求のほうからありますの

で、ぜひ資料請求のほうをまずしていただきたい

なと思うのですけれども。 

 内容につきましては、委員会が始まってからそ

の中でいろいろと提案していきたいと思いますの

で、まずインターネット配信と議会だよりについ

ての資料請求、これではちょっと皆さん意見しづ

らいのかなとありますので、今、横田委員から資

料ありましたけれども、やはり資料請求をしてい

ただいて､委員会での議論を煮詰めていきたいな

と思っておりますけれども、資料請求ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 なしということで、このある中で

進めていってよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 異議なしという声が出ましたけれ

ども、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 それでは、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。 

 それでは、次回からインターネット配信と議会

だよりについて皆さんとまた議論を重ねていきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それでは、次の委員会の開催日ですけれども、

皆さんいつがよろしいでしょうか。 

 委員長、副委員長、事務局にお任せいただいて

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、よろしくお願いしたいと思います。 

 若山委員。 

○若山委員 議会活性化特別委員会の話なのかど

うか分からないのですけれども、提案というか、

何かあれなのですけれども、七飯町議会運営例規

というのがあると思うのですけれども、昭和５３

年制定、これが七飯町例規集のホームページに

載っていないのですけれども、載せていただきた

いなと思うのですけれども、どうでしょうかとい

うのをここで話していいのか、別な会議か何かで

言わなきゃいけないのかどうかということなので

すけれども。 

 というのは、議会で議長が例規第何条に基づい

て何々するという説明をするのですけれども、そ

の例規というのはどこにあるのだというような質

問をされたりしまして、ホームページに載せても

いいのものか、例規なので、これは内部の資料な

ので公開しないのが原則なのか、その辺がよく分

からないのですけれども、載せるべきなのかなと

思うのですけれども、どうでしょうか。 

○中島委員長 今の若山委員のほうから、例えば

運営例規がありますけれども、これはホームペー

ジに載ってないのですけれども、ホームページに

載せるべきではないかというのがありましたけれ

ども。 

 問題提起でいただいて、後ほどという形でお願

いしたいと思います。 

 それでは、次回の委員会ですけれども、正副委

員長、事務局にお任せするという形で決定をいた

だきました。 

 できるだけ早く決めて、できるだけ皆様のお手

元に御案内をしたいと思います。 

 本日の会議はこれで終了したいと思います。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時２１分 閉会 

 

 

 

 

 


