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議会活性化特別委員会（第１０回） 
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○欠席委員（１名） 

   委  員   池 田 誠 悦    

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

○委員外議員（０名） 

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

○出席説明員（１名） 

   副 町 長   宮 田   東 

 

 

 

 

 



－ 2 －

午前１０時０２分 開会 

○中島委員長 皆さんおはようございます。 

 今日の委員会におきましては、報告いたします

けども、都合により事務局長がお休みになります

ので妹尾係長が対応しますので一つよろしくお願

いをしたいと思います。 

 また、池田委員から欠席、副委員長であります

上野さんは遅参という事で報告がありましたので

お知らせいたします。 

 協議事項に入る前に福祉課より情報提供があり

ますので、福祉課長よろしくお願いいたします。 

 福祉課長。 

○村山福祉課長 議会活性化特別委員会の貴重な

お時間をいただき誠にありがとうございます。福

祉課からの情報提供でございますが、今日お配り

した災害救助費（災害見舞金）の予備費の充用に

ついて、ということで情報提供させていただきま

す。 

 先般１１月２日、桜町において住宅火災があ

り、１世帯２名が罹災したというところでござい

ます。お配りした資料の１ページ目の編みかけの

部分が当初予算から６月１日までの部分でござい

ますが、当初３３万円の予算を計上させていただ

き、６月１日に東大沼の住宅火災で３９万必要に

なり、６万円を予備費充用して、６月１日に支出

しております。１１月２日現在、火事あった時で

すね、予算がゼロでございまして、今回３６万円

見舞金として支出しなければならないというとこ

ろでございます。そして、その不足分について、

また予備費のほうから充用させていただき、本

日、罹災家族の方に見舞金を届けるという算段で

おります。情報提供は以上でございます。 

○中島委員長 ただいまの課長のほうから情報提

供がありましたけども、このことにつきまして、

何かご質問ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 なしということございますのでこ

れで情報提供を終わります。課長ご苦労様でし

た。 

 それでは、ただいまから議会活性化特別委員会

第１０回の本日の会議を始めます。 

 各委員のお手元に配付しております資料は、前

の活性化特別委員会で議論されました議場のシス

テム変更の際に、町長をお呼びして予算措置を申

し出た時の経過報告でございます。目を通してい

ただきたいと思いますけれども、このような経過

がありましたものですから、ここでお諮りしたい

と思いますけれども、今回の研修視察も予算が含

まれております事案ですので副町長をこの委員会

をお呼びして、研修視察の経緯を報告し、ご意見

をいただきたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

（「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ございます

ので副町長をお呼びしたいと思いますので、暫時

休憩いたします。 

午前１０時０５分 休憩 

────────────── 

午前１０時０６分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き会議を開催いた

します。 

 本日は、副町長にはご多忙のところご出席いた

だきまして、ありがとうございます。議会活性化

特別委員会の議題でありました、議員研修視察に

つきまして議論を重ねてまいりました。結論とし

て、各常任委員会の視察は例年通り隔年での実施

で決定いたしましたが、各委員から行政視察の重

要性に鑑み、現在の予算では視察の範囲が限定さ

れてしまうとの意見が多数を占め、視察の内容次

第では、範囲を広げる必要があるのではないかと

いう意見が多数ありました。 

 検討の結果、２０万円以内との意見、また、財

政の厳しい中、今までどおり１０万円という意見

がありました。議論の結果として、最終的に採決

の結果、多数の賛成をいただき、限度額を２０万

円以内とすることに決定をいたしました。副町長

には、議員各位の意をご理解をいただきまして、

理事者側のご意見をお聞かせいただきたいと思い

ますけどもよろしくお願いいたします。 

 副町長。 

○宮田副町長 改めて、皆さんおはようございま

す。 

 今委員長の方から、概略をお聞きしました。事

前にある程度の話は内々にはお聞きしております
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ので、町としての考え方を少しまとめてまいりま

したので、それについて発言させていただきたい

なと思ってございます。 

 まず、町といたしまして、経過から少しお話し

させていただければなと思ってございます。今、

１０万円隔年というような形になる中で、実施さ

せていただいてございますが、それは平成１７年

度から行われているものでございます。その背景

といたしましては、ご存じの方もおられると思い

ますけれども、鹿部町との合併が破綻した関係が

ございまして、それに伴う行財政改革の一環とし

て、そのような形の中で１０万円と隔年というよ

うな形にさせていただいてございます。 

 その後実際問題として、もう１５年これまで経

過しているようなことで、人件費だとか、宿泊費

だとか、交通費などがアップされてございます。

現実問題としましては、町といたしましても、１

０万円では研修先が限定されまして、目的に沿わ

ないといいましょうか、所期の目的がなかなか達

することが難しい状況であるということについて

は、理解している所でございます。 

 考え方でございますけれども、委員の皆様に申

し上げますけれども、研修時期にもよりますが、

研修先がある程度予定されてから、補正予算だと

かという対応は可能ではないかなというふうにし

て私どもでは思うところではございます。また、

委員長のお話では２０万円を上限とするだけで、

２０万円をそのまま使うわけではないと。また、

隔年だというお話でございます。そういうことの

前提はありますけれども、１０万円から２０万円

と、いきなり倍の金額というような形になりま

す。町の方としてのお願いになりますけれど、今

一度少し上げ幅のことにつきまして、段階的に引

き上げていただけないか。できれば、再考をお願

いでできないかというようなことでございます。

ただ、申し上げておくのは、委員会の総意である

ということであるのであれば、新年度に向けての

予算化に私どもも努めてまいりたいなと思ってご

ざいますので、その点をお含みいただいて、もう

一度少し再考をお願いできればというのが町の考

え方でございます。 

 以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 ただいま、副町長のほうからいろいろとご意見

ありましたけれども、何かご意見ありましたらお

伺いしたいと思いますけれども、よろしくお願い

いたします。 

 ただ今、倍の金額はちょっと難しいのではない

かと。また、上げ幅を段階的に上げていったらど

うかと。また、ぜひ再考願いたいという委員会の

ほうに申し入れがありましたけれども、皆さんの

方でのご意見ありましたら発言をしていただきた

いと思いますけど。 

 若山委員。 

○若山委員 １０万から２０万のアップが倍増と

いうことで段階的にというのはお話がありまし

て、金額的にはそれ程の総額ではないのかなと

思っていたのですけれども、来年度の予算の作成

に当たってですね、何か全てシーリングかけて減

額するとか、そういうような指示を出した上なの

で、いきなり倍、その視察費だけがね、出張費だ

けが倍増されるのはちょっとどうかなという、そ

ういうことなのでしょうか。来年度の予算作成に

当たって、ちょっと歳入歳出が厳しいとか、何か

そういうようなことを踏まえてのものなのでしょ

うか。単純に、そのいきなり倍にするというのは

どうなのかということなのでしょうかね、考え方

としまして。 

○中島委員長 副町長。 

○宮田副町長 来年度予算については、もう２週

間くらい前でしょうか、職員向けにつきまして予

算の執行方針というような形の中で、予算に向け

ての考え方については示してございます。その中

で一律事務的な経費については、ある程度シーリ

ングをかけて、５％なり、１０％下げてくるよう

な形のもの。普通というとちょっと誤解を招くの

ですが、事業的な事業につきましては、ある程度

見直しもかけて、必要あるものは当然やっていき

ますけれど。ある程度、今のコロナの中にあっ

て、これを実行するに当たっては、あまりふさわ

しくないというものについては、思い切った形の

中で削減していただきたい、やめていただきたい

というような形の中で、少しメリハリという表現

が良いのか、悪いのか、というのはありますけれ



－ 4 －

ども、その辺しっかり考えて、中で予算計上して

くれたような形に中で進めてございます。もちろ

ん、それに伴って、何か事業化を起こす場合につ

いては、新たな財源を見つけるようにというよう

な形のものは指示してございます。 

 その背景については、議員の皆様もご存知かと

思いますけれども、来年につきましては税収もか

なり落ちるだろうという想定のものが一つです。

もう一つは、交付税についても、下がってくるだ

ろうというのが一つです。それは収入の面からす

ると、かなり制限が加わるっていうようなことも

ございまして、その点を踏まえていくのであれ

ば、予算を組むのはかなり厳しいだろうなという

形のものの認識でございます。その中で今の研修

費の部分を１０万から２０万というような部分に

つきましては、さすがにどうなのかなというよう

な部分が当然議論になる案件になってくるだろう

なということで考えてございます、そのような背

景といいましょうか、そのような考え方をしてい

るということでございます。ちょっと、あまり

はっきり申し上げることもないのでしょうけど

も。 

 ただ、誤解されれば困るのですが、１０万円と

いうのは私どもも１０万円ではなかなか厳しいだ

ろうな。どこに行くにしても、１０万円というの

はかなり厳しいだろうなというようなことが一つ

と、この点についてもう一つ申し上げさせていた

だけるのであれば、三木町について、やはり１

５，６万かかると思うのですけれども、その辺り

がある程度、研修の目的とすれば、その範囲が限

度かなというような形のものを少しイメージ的に

は思ってございます。三木町というのは、１番距

離の遠いところで、その範囲に収まるのであれ

ば、よろしいかなという感じはちょっと内々には

思っているという次第でございます。 

 以上です。 

○中島委員長 若山委員。 

○若山委員 その件については分かりました。あ

と、先程ちょっと話があった当初予算に組まない

で補正というようなお話もあったのですけれど

も。我々も所管とって、テーマ決まってから、

じゃあどこが、どこの自治体がふさわしいかとい

う形で決めるような流れ。僕もまだ１回しかやっ

ていませんけれども。なるので、実際道内がいい

のかもしれないし、東北がいいのかもしれない、

九州がいいのかもしれない、分からないのですけ

れども。 

 技術的な問題として、当初予算に組むのと補正

で何かするのっていうのは、事務方というか、そ

の職員の負担とか、そういうのはどうなのです

か。どちらでも結果的には同じ、そんなに変わら

ないということで考えてよろしいのですか。 

○中島委員長 副町長。 

○宮田副町長 先ほども申し上げました研修時期

によって大幅に違うという形です。今現段階の中

でどこどこと決まっているのであれば当初予算の

ほうがよろしいかと思います。今現段階で決まっ

てないのであれば、補正というようなこともあり

ます。 

 事務方とするのであれば、当初で先ほど委員長

がおっしゃっておりましたけれど、２０万を限度

とするだけで、２０万を使うわけではないよとい

う考え方だっていうようなことでお聞きしており

ますので、それであれば、２０万は２０万で当初

で設けているのはありかと。そのときには、事務

屋からするのであれば、予算があるので、その中

の範囲の中で委員さんのほうと相談して、視察先

を決定するっていうような方法については、余裕

があると言いましょうか、そういう部分では、よ

ろしいのかなと思っています。 

 実際問題、補正となると、少し時間的余裕がな

いので、バタバタ感の中で積算をして、このくら

いの交通費がかかります、宿泊はこれだけかかり

ますと。基準は基準がありますけれども、そうい

う積算をしていかないとダメなので。時間のない

中での積算という部分については、色々制限があ

ろうかと思いますので、本来であるのであれば、

当初予算にみた方が事務屋からするとよろしいの

ではないかなという感じはいたしてございます。 

 以上です。 

○中島委員長 次、どなたかありませんか。 

神﨑委員。 

○神﨑委員 副町長には１０万では当初の目的が

達成は難しいのかなという、そういうふうなこと
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を考えていただいていることに、本当に感謝申し

上げます。 

 先ほど、三木町との話が出ました。昨年、２０

周年の提携をされてからということであったかな

と思うのですけど、今現在、議員の中でも古い議

員は行かれていると思うのですけど。まだその２

０年経って、今後どのような形でおそらくもっと

もっと交流をしようというようなお話しになられ

ているのかなと思いますけど。そういった中でや

はりこの金額的に、視察の時に、例えば三木町に

行って視察して、またどこかにという形のそうい

う考えでいくと、どのくらいの金額がかかるかな

ということも。大体普段されているのでそういう

金額も出るかなと思いますけども、その辺の考え

方、今後の三木町との交流の仕方。民間の方々

は、結構子供たちも昨年ですか、一昨年サッカー

の団体の方が行かれているようですけれども。そ

ういう中で今後の交流を深めていくっていうか、

ともに町が発展していくという流れの中でどのよ

うな考え方を持っているのか、その辺ちょっとお

伺いしたいと思います 

○中島委員長 副町長。 

○宮田副町長 三木町の交流の関係につきまして

は、今現在色々な団体のほうから三木町と交流し

たいという形で民間団体ですけど。１人確か３万

円の補助という形の中で、そのほか自己負担とい

う形の中で、その時の状況によって団体の補助の

金額も変わるっていう場合もございますけれども

一応基本的にはそのような形のものを取らせてい

ただいています。 

 実際、どのくらいかかるのかというのは、議員

さんの場合は旅費規定というような形がございま

す。民間の場合については、団体割引だとか、直

接行ったっていう実費負担相当の金額はそれぞれ

違うという形です。旅費規定の中から行きます

と、だいたい向こうのほうに２泊くらいするよう

な格好になるのでしょうか、１６万円前後くらい

かかるのかなって感じでは少し思ってございま

す。先ほどの１５万円くらいでは済まないおそれ

もあります。そのほかにまた別に違う研修先とな

ると、それに対して、また上積みしなければだめ

だというようなことがあろうかと思います。 

 三木町との関係について、ずっと姉妹都市とし

てやってございますので、これからも友好都市と

いいましょうか、いろんな経済面から人事的なも

のからっていうような形のものでずっとお付き合

いしていくような格好になろうかなと思ってござ

いますので、議員さんのほうにおかれても、なか

なか行けないところなので、もし、そういう形の

中で委員会として視察というのであれば、それに

対してはぜひ行っていただきたいなっていう考え

方になろうかなと思ってございます。 

 そうなるとちょっと２０万円という金額になっ

てくるのかもわかりませんけれど、それはそれで

理由としては、成り立つのかなって感じはしてい

ます。ちょっと言い方難しいのですけれども、一

体いくらで最終限度額を決めるかっていう部分に

つきましては、ある程度委員会の総意の中でその

辺も含めて、再度、再考していただければと、考

えていただければなと思ってございます。 

 町としては、１０万円では無理だなという考え

方はしてございますので、その辺をお含みいただ

きたいなと。申し上げたのは段階的にということ

も考えてございますのでその辺もお含みいただい

て議論していただきたいなと思ってございますの

でよろしくお願いしたいなと思ってございます。 

 以上です。 

○中島委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 ありがとうございます。 

 私はあの古い議員でございますので、１７年前

は、全道と全国ということで毎年のごとく視察を

させて、先進地に行った覚えがありまして。行革

という中で議員削減したり、様々な見直しをかけ

て一緒にやった時代というか、その名残で１０回

以上かな視察を、やっぱり１０万以内っていうこ

とで。常にあの委員会でどこどこ行きたいという

ことになりましても、そこはやっぱり関東以南だ

から難しいよと事務局にいつも、色々検索してい

ただいてもなかなか叶わなかったという状況でご

ざいます。 

 あと、決算でも、議員側からももう少し少ない

経費で最高の効果をということで議員側もそうい

うような形で、常日頃話していますので、本当に

恐縮なのですけれども、やっぱり今後七そういっ
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た先進地を視察させていただいて、勉強させてい

ただいて、町の発展のためにという思いの視察で

すので、段階的にとおっしゃってくださっていま

すので、そういうのもありかなと思いますけど

も、お含みしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○中島委員長 副町長。 

○宮田副町長 私どもの部分については、予算編

成上の先ほど申し上げましたけれども、かなり厳

しい予算の中で立てていかないと駄目だと。議員

の皆さんのほうにそれについて、ご提案させてい

ただくような形なのかというのが。 

 かなり厳しい予算に当たって、１０万から２０

万という部分についてのアップについては、なか

なかちょっと、かなり厳しいかなというのが実情

です。そこで、お話させていただくのは段階的に

と。毎年って話なのか、２年に１回になるのか分

かりませんけれど、その都度見直しをしながら、

目的にあったようなところについては、やぶさか

ではないのだろうなと感じます。 

 段階的に限度を決めて、どうしても回って行っ

て目的に、ここでなければだめだと。例えば、１

５万円では済まないよと言うのであれば、新たに

全体の中でやり繰りの方法もあるだろうし、足り

なければ補正という方法もあろう中と思います。

ある程度の部分については、くどいのですけれど

も、倍というのではなくて、ある程度限度を設け

ていただいて、あとはその目的に従って、再度、

補正だとかそういう手法もあるものですから、そ

のあたりはその辺で考えていっていただいて、考

慮していただければなという考え方をしておりま

すので、その点ご理解いただきたいなと思いま

す。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかにありませんか。 

 横田委員。 

○横田委員 今、神﨑委員と副町長との話の中

で、我々はあくまでも議員研修ということで行く

よという話であったのですけれども、三木町の交

流が云々という話が出てきているのですけれど、

僕これちょっと話が違うのではないかと思うので

すよね。そこのところだけきちんと分けて話をし

てもらわないといけないと思うし。実際に来年と

いうのは本当視察行けるかどうかわからないよう

な状況でもあるだろうし、だからといって、頭か

ら２０万円欲しいですよということも言っている

わけではないだろうし。 

 町の財政がこういう財政の中で、我々も協力し

ましょうよという話で進めるような、そういう

ニュアンスであったらわかるけれども、三木町に

行くといったら１７万だから認めますよというよ

うなニュアンスの話というのは、ちょっと訳が違

うと思うので、そこのところを、委員長交通整理

していただきたいと思いますので、よろしく。 

○中島委員長 今の横田委員からそのような話あ

りましたけども、副町長それについて何かありま

すか。 

 副町長。 

○宮田副町長 実際問題、必ず三木町に行ってく

れという話をしているわけではなくて、三木町の

部分については大体このくらいの費用がかかって

いきますと。どこでも、という話ではないのです

けれども、ある程度の旅費の部分での、研修の部

分の範囲としては、三木町近辺くらいのもので考

えていただきたいなというような一つの考え方を

しているということです。 

 一つの研修の部分について行くのであれば、三

木町という部分については、すでに姉妹都市とい

う形の中で交流しているので、その部分について

は、理由としては理解がしやすいのではないかと

いうようなことで、その辺を押さえていただきた

いなと思いますので、よろしくお願い致します。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかに。 

 横田委員。 

○横田委員 町側も素直に、三木町の例とか出す

のでなくて、本当に倍額になるのがきついのであ

れば、きついということを言っていただく中で、

また、今のコロナ禍の問題があって、その中で予

算だってこういうふうになるのだよというのがあ

るのだったら、そういう例を出して言うというの

は、ちょっと僕理解ができないよなと思うのです

よ。 

 副町長の言おうとしたことはわかりますけれ
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ど、ちょっと例が良くなかったのではないのかな

というふうに僕は思うので、そこのところを、

我々としても２０万と決まったから、２０万欲し

いですよという何物も言っているわけでもないだ

ろうし、今の情勢を考えるならば、当然それって

今までどおりになるかもしれないし、プラスアル

ファになるかもしれないし、あくまでも２０万欲

しいとなるかもしれない。 

 でも、それというのは本当に我々が議会活動を

きちんとやっていくという中で必要なのだという

のであれば、これ認めていただくというのは大事

だと思うのですよ。その点、再度副町長のご意見

を聞かせてください。 

○中島委員長 副町長。 

○宮田副町長 まず、今の横田委員のおっしゃら

れた部分について、私も十分に理解できます。例

として三木町が良かったのかというような話でご

ざいますけれども、それについては、三木町の部

分についてはこのくらいかかるよという部分と、

三木町の部分についてはどう考えるのだという話

があったので発言させていただきましたけれど

も。 

 それを全くこうだからこうというのではなく

て、それを外していただいて、所期の目的にあっ

た形で、必ず三木町に行ってくださいよという話

をしているわけじゃないので。それは、議員の研

修の中で目的持っていかれるので、それについて

三木町は全く関係ない部分もありますので、それ

については、私どもについては、とやかく申し上

げるつもりは毛頭ございません。 

 委員会の総意の中で、議論していただければな

と思いますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかに。 

 畑中委員。 

○畑中委員 私は、古い議員ですから今までの視

察のことについても色々と研修させていただきま

したけれども。先ほど副町長の考え方について、

ある程度理解しています。と言いますのは、まず

議会の特別委員会で研修視察の件について一方的

にと言えば悪いのですけれども、議会の中で研修

については、例えば１０年先、１５年先の物価だ

とか、諸費用について当然上がっていると。そう

いう部分については、今までと同様の視察をする

のであれば、経費を挙げてもらわなければ困ると

いうのは議員全体では持っていたわけです。その

ことについては、十分副町長も理解していただい

ていることについて、ありがたく思っているわけ

です。 

 ただ、もう一方でコロナの時代ですし、そう

いった面で来年度の税収等も減る中で、今まで４

年間で２０万円でやっていた視察研修を一挙に４

０万になるのですか、２０万、２０万ですから。 

 例えば、２０万使わないにしても、普通一般的

に予算化する場合には当初予算で組むものですか

ら、２０万という予算を隔年で組まなければなら

ないと。そういうことになれば、今までに財政に

与える影響というのは大きいですけれど、私も実

はこれからこの年ですから、長くやるというよう

なことは考えていませんので。そうしますと、今

の私の気持ちの中には、これからやっていく議員

の人方の足かせになるような金額を要求しても、

例えば、私ははっきり申しますと、一気に上げる

ことはちょっと実は考えてなかったのですよ。 

 例えば、隔年で２０万あるいは１０万というよ

うなことを考えていました。はっきり言って、総

体で３０万円くらいに考えていたのですよ。です

けど、やはり全体的な空気ですか、そういったも

のを聞いてみますと、やっぱり２０万、２０万の

ほうが良いやというような声が大きかったのです

ね。そんなことで、私もやはり皆さんに全体的な

議員さん方に同調せざるを得ないというのかな、

そういう気持ちでおりました。 

 それで今改めて副町長とお話しする中で、役場

のほうの会計事情というのですか、財政事情のこ

とも鑑みますと、一気に２０万、２０万というの

は、やっぱり再考する必要があるなという思いで

おりますし、できますれば、視察というのは、ど

うしても今まで１０万、１０万ですと、ある一定

の日本の中では東京以南には行けないとか…。 

（「質問じゃないんですか。意見を言っているん

ですか」と発言する者あり） 

○畑中委員 いやいや、意見ちょっと待って。例
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えば、東京以南に行くということになれば、やっ

ぱり１０万では足りないのですよね。そうします

と、我々議員の視察先について、例えば九州だと

か、あるいは本州の端っこのほうに行かなければ

ならないということになりますと、当然今までの

１０万では行けないと。そうしますと、仮に２０

万なら２０万というものが金額とすれば出てくる

わけです。 

 一方、隔年ですから、２年に１度ですから、一

方のほうを２０万にしても、一方のほうを何とか

１０万にすれば、今までどおりの視察範囲のとこ

ろに行って、視察研修ができるのではないかとい

う思いでいたものですから、その辺について、副

町長の考え方を伺いたいなと思ってございます。 

○中島委員長 副町長簡潔にお願いします。 

 副町長。 

○宮田副町長 確認ですけれども、私どもで聞い

ているのは隔年で２０万。議員の任期であれば、

２０万で１回目、２回目も２０万、合計４０万。

任期４年のうちに４０万という話で、という理解

でよろしいですよね。それが全体の委員会の総意

の中で今質問を受けているということでよろしい

のですよね。 

 それにつきまして、できる限り町としまして

は、１０万から２０万隔年でやると倍になるの

で、それを何とか段階的に上げるような形の中で

お願いできないかと。１０万から２０万少し今の

情勢の中であれば少し厳しいかなというようなお

話をさせていただいたというようなことです。そ

れを委員会の中でもう一度の皆さんのほうでお話

し合いをしていただけないかというのは私どもの

町側としてのお願いでございます。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 なしということですので、副町長

の意見聴取これで終わらせていただきます。 

 副町長ご苦労様でした。 

 今、副町長との意見を聞き、また質疑をさせて

もらいましたけれども、色々皆さんもありました

けど。全体的に考えると、あくまでも限度額２０

万円以内ということで委員会では決定しておりま

すので、これはやはり我々は委員会としての尊重

をしていきたいなとは思っておりますけれども。

行政としてはできれば段階的に、又は再考してい

ただけないかというのがありましたけれども、こ

れは委員会の皆さんの決意で、決定事項でござい

ますので、あくまでも委員長としてはやはり２０

万円で申請していくべきかなと考えておりますけ

れども、皆さんそれにご異議ございませんか。 

（「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、あ

くまでも行政のほうには２０万円でお願いします

ということでこれからも交渉していきたいと思い

ますので、一つよろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 以上でこの件につきましては終わりたいと思い

ます。 

 暫時休憩します。 

午前１０時３８分 休憩 

────────────── 

午前１０時３９分 再開 

○中島委員長 それでは、休憩前に続きまして、

会議を行います。 

 それでは、今日の議員研修についての協議に

入ってまいります。 

 正副委員長におきまして、今後の進め方に協議

した結果、この視察は令和３年度から研修を実施

するためにも、１２月定例議会、これに中間報告

を行ったほうが、ただいま副町長と議論がありま

したけれども、よりスムーズに予算化ができると

考えております。 

 そこでお諮りしたいと思いますけれども、１２

月定例会における中間報告について報告すること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 なしということで決定されまし

た。 

 それでは、中間報告の内容についてでございま

すが、昨年９月にこの特別委員会が設置されまし

てから、現在までの流れ、経過、その報告という

ことになりますけれども、特に記載したい事項等

がありましたら、意見をいただきたいと思いま

す。 
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 委員会としては、流れと言いますと、昨年の９

月にこの委員会が設置されまして、その時にはま

ず調査の５項目が決定されました。この経過につ

いてと、２つ目は二年制。正副議長の二年制につ

いての色々議論されましたけれども、このことに

ついて、今まで５回ぐらいの特別委員会で議論が

されましたけれども、そのことがいろいろ問題あ

りまして、会派代表者会議のほうに移行しました

という、そんな流れ。これも一つ載せたほうがい

いのではないかと考えております。 

 それと、残されたあと３つの調査事項残ってい

ますけれども、これの取組についても載せたほう

がいいのではないかというような考えを持ってお

りますけれども、そのほかにぜひこのことについ

て記したほうが良いというものがありましたらぜ

ひ発言をしていただきたいと思いますけれど。 

 ありませんか。 では、あくまでも正副委員長

と事務局で取りまとめ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 そのように取りまとめさせていた

だきますのでよろしくお願いをいたします。 

 その他ですが、次の日程につきましては、この

報告書が出来次第、また、正副と事務局で決めま

して、皆さんに日程を連絡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 

 以上で、今日の会議は全てで終わりますけれど

も…。 

 若山委員。 

○若山委員 今日は議会だよりとかそっちの話は

しないのですか。オンライン公開とかそっちのほ

うの話は前回貰った資料に関してのその辺のやり

とりはしないのですか今日は。 

○中島委員長 今日は前から事務局長から言われ

まして、今日は議会のほうで日程が詰まっている

ということで、ぜひこの件だけで今回は終わらせ

てほしいというような指示があったものですか

ら、今日はこれで終わりたいと思っております。 

 ただ、次回からはインターネット配信、議会だ

よりについての議論、報告書並びに配信について

の議論を重ねていきたいと思っております。 

 若山委員。 

○若山委員 議論どんどん進めないと、何も決

まっていかないので。せっかくこの間、資料貰っ

ているし、議論したほうがいいのではないです

か。 

 今回もし２０万の件だけ副町長とやり取りする

だけであれば、そういうことをちゃんと案内の中

に書いてほしいですね、それしかやらないという

か、それだけだと。 

○中島委員長 お気持ちは分かるのですけど、議

会のほうの都合もあるということも私も言われま

したものですから、今日は是非そのことだけで進

めて終わっていただきたいと、事務局からのお願

いもあったものですから。一応それを受けまし

て、この項目だけで終わりたいというふうに考え

ておりました。 

 若山委員。 

○若山委員 今日で議会だよりについて全部決ま

るわけではないので、どういう方向で議論をする

とか、そんなのやっていかないと全然決まらない

のではないですか。 

 議会だより、オンラインで公開するというかイ

ンターネット配信とか。良いのか悪いのか、どん

な資料が必要なのかとか、どんな議論をしようか

とか、そういうのをやっていかないと全然決まっ

ていかないというか、いつまで経っても何もでき

ないのではないですか。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午前１０時４４分 休憩 

────────────── 

午前１０時４９分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き会議を行いま

す。 

 今若山委員のほうから協議事項がちょっと遅れ

ているのではないかと。もっとスピードアップし

て進めたほうがいいのではないかとありましたけ

れど、今日の日程につきましては事務局のほうか

らも議会の日程上どうしても都合つかないので、

できればこの項目だけでぜひ終わらせていただき

たいという要望もあったものですから、そのよう

に進めさせていただきました。ぜひ一つご理解の

ほどお願い申し上げたいと思います。 

 それで、次回以降、中間報告のまとめの報告

と、インターネット配信について、また、議会だ
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よりについての議論を進めたいと思いますけれど

も、私としては今お話したように何かこう現物と

いいますか、実際に放映されているものを、皆さ

んに実物を見てもらって、やりたいとと思ってい

ますけども、何かそれに他にご要望がありました

ら、発言をしていただきたいと思いますけれど。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 よろしいですか。それでは、次回

インターネット配信についての実物を、現実を見

てもらいますのでぜひその点はご理解いただきま

して、またこちらでも事務局と相談して、なんと

か配信の自治体を見られるように努力させていた

だきますので一つよろしくご理解のほどお願いを

したいと思っております。 

 それでは、今日の会議をこれで終わりたいと思

います。 

 ご苦労様でした。 

午前１０時５０分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


