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午後１時２７分 開会 

○中島委員長 第１５回の議会活性化特別委員

会を開催いたします。 

 稲垣委員から今日の委員会を欠席するとの報

告がございましたのでお知らせいたします。 

 今日の協議事項ですが、議員定数と議員報酬

についてでございますけれども、この件につき

ましては皆さんには前もって配付済みだと思い

ますけども、各会派の検討結果の集約と事務局

から提出されました資料、これは皆さんもう拝

見されてよく見ていると思いますが、この件に

つきまして各会派からの代表者から改めて説明

していただきたいと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。 

 皆さん今日はお持ちですよね、各会派の。あ

りますね。このことについて各会派の代表の方

から自分たちのまとめた結果のことについて簡

単にご説明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。 

 それでは最初に、赤松クラブの畑中委員よろ

しくお願いいたします。 

○畑中委員 赤松クラブの畑中です。 

 只今議員定数についてはここにも書いてある

ように私どもの会派では現状維持ということで

話し合いました。そして、定数については現状

の１８名ということで考えております。そし

て、その具体的な理由といたしまして全国の類

似団体と比較して当町の１８人は妥当な人数と

考えられます。定数判断の基準とするものは自

治体の人口であり当町の場合、約２万８千人に

１８人は決して多いとは思わないわけです。議

員定数を減らすことは町民サービス町民への目

配りが低下します。行政の監視能力も低下し地

方自治として好ましくないというふうに思いま

す。それから、一つ報酬についてでございます

けど、報酬は話し合った結果、現状維持という

ことで考えております。議員の報酬は現状維持

ですから議員としては２３万と。委員長の場合

２４万、副議長の場合２６万、議長の場合３３

万。現状維持ということなのです。そして、ま

た議員報酬の結果に関する具体的な理由とし

て、近年議員のなり手がないので選挙にならな

い地方自治体も少なくないわけでございます。

そのために若い人材が選挙に出やすい環境を作

り、報酬を引き上げようとする考えの人もいる

ようですが七飯町の場合、町議選挙にならない

局面はほとんど今までなかったわけでございま

す。議員定数と報酬は連動しているかなという

ふうに私ども考えております。その大きな基準

となるのは全国の類似団体の定数であり、金額

であると考えております。また、議員報酬につ

いては報酬委員会の判断を仰ぐべきと考えてお

ります。以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、次に青山会の川村委員お願いいた

します。 

○川村委員 青山会です。 

 まず、一番の議員定数についてですが、こち

らは②番の定数削減。（２）の何名という部分

に関しては１４名。（３）の具体的な理由とい

うことでちょっと長いのですけど別紙１、ペー

ジを１枚めくっていただいて、１枚半くらいに

なるのですけど、要点だけ説明させていただけ

ればなと思います。一応問題点は何かと言うこ

とで考えた場合、真ん中の１、２、３、４、５

と議員に関して魅力がない。報酬が低いため生

活面を考慮すると公務員、民間で働いたほうが

まだ良い。３点目、選挙で選ばれるため、落ち

た場合無職になる。４番目、元々仕事を持って

おり議員になるため。５、報酬では足りないた

め生活のために行っているっていう点で以上５

点くらいが問題となっているのかなと。その下

の方読み上げさせていただきたいのですけど

も。下から５行目くらいです。では、定数を何

人にするのかと考えた場合に人口に対して議員

の定数の参考基準があると思われるが、あくま

でも各自治体に委ねているため、近隣市町村と

の兼ね合い、前例が無いなどは理由にすべきで

はない。あくまでもこれからの時代を七飯町議

会はこの形で進み、他町村議会の問題解消に向

けたパイオニアになるような考えを行うべきで

ある。 

 以上のこととなっていますが、青山会として

は１８から１４名に削減したいということで一
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点目についてはこのようなまとめになっており

ます。 

 続きまして２番の議員報酬についてですが、

（１）については②の増額。（２）のいくらか

という部分は３１万円。具体的な理由について

は別紙２となりまして、また、２枚目のほうに

なるのですけども、こちらも多少割愛して説明

させていただきますけれども。こちらも先ほど

のように問題点として５点、真ん中のほうです

ね。１、２、３、４、５。議員に関して同じよ

うな回答になると思いますが。そういった中で

報酬のほう、いくらが妥当なのだとなったとき

に下から５行目のとこ、報酬額についていくら

にするのか考えた場合に、厚生労働省で令和２

年賃金構造基本統計調査というのがありまし

て、今回令和３年３月に公表されている数値が

すべての業種、一般労働者の男女合わせた平均

で３０万７，７００円と結果を公表しました。

これは全ての一般正職員、季節労働者、有期雇

用者、パートとかそういうもの全ての部分と業

種を含めた中での数字になっております。その

中で今回定数１４名にした場合に削減して基本

的に予算内で議会費の予算内で１４名にした場

合、大体３０万７，７００円の近い数字になる

ということで今回うちのほうではこういった形

で出させているのですけど、一番重要なことで

すね、めくっていただいて２番目の下から１、

２、３ってなっているのですけど、やっぱり議

員の質の向上を目指すという部分と次世代に繋

がる人材の確保っていう中ではやはり今の一般

家庭、道南の平均収入１５，６万ですかね。実

際子どもいる家庭になると当然そんな金額で養

えるわけでもなく、大学まで行かせるというの

はまず不可能ですから、基本的には共稼ぎで

やっているご家庭がほとんどだと思うのです

よ。そういった中でいくと、大体３０万くらい

のあたりが妥当な数字ではないかなということ

で今回青山会としては提案させていただいてお

ります。以上です。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 次、動進会の中川委員お願いします。 

○中川委員 まず、議員定数については現状維

持ということで１８名。理由については赤松ク

ラブさんとほぼ同じ考えなのですけど、類似団

体のところが１８から２０であるということ

と、町内の規模でいくと１８っていう現状がベ

ターかなというところ。 

 あと、議員報酬については、こちらは増額の

２番です。報酬の額っていうことなのですけ

ど、３０万前後がいいのかなというので、それ

を基に、理事者のほうから報酬審議会のほうに

諮問していったほうがいいなと。この３０万前

後というのは議員のなり手不足というものがこ

の金額で実際にやっていける金額なのかどう

かっていう今現状が全国的にも報酬が低いとい

う声が出ていますので、そういう意味で３０万

前後という表現になっております。以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それでは、次に駒ケ岳の澤出委員お願いいた

します。 

○澤出委員 駒ケ岳のほうでは議員定数１につ

いては定数削減。２の人数については１６名か

らちょっと幅があるのですが最大１２名。つま

り２名削減から６名削減。３番目、理由ですけ

ども、七飯町の人口推移について国の統計調査

によれば、将来的にも減少傾向にあること。２

番目として町財政が現状でも悪化傾向であっ

て、コロナによる余波の先読みが困難な特殊状

況であること。３番目、昨今の立候補者数に鑑

みて、無投票とならないためにも削減は必要で

あること。また、現状の業務内容から判断すれ

ば議会の充実や開かれた議会という命題達成へ

の必要定員数を一般的な民間企業の基準で評価

すれば、１８名は過分配置と考えざるを得ない

こと。５番目として委員会運営については、規

定上過不足のない人員配置。それぞれ１、２名

減にした人数でも、努力によっては遂行可能で

あると考えること。最後に定数削減イコール改

革ではないのはわかりますが、現行制度上、定

数を定める方式は存在しないわけでもあるし、

資料のように町の人口、財政規模を主な要素と

して判断するよりも、今のわが町の民意を組ん

で独自に考えるべき性質の事柄であると考える

ことからこのような結論になっています。 
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 ２番、議員報酬について。議員報酬について

は現状維持。金額について２３万。他の議長及

びその他の方々も皆現状のまま。 

 ３番目結論に至る具体的理由ですけど、同じ

く町財政厳しい折から町民目線からとらえて判

断した場合には一般的な評価として今の報酬は

高額なものであるとの認識が強く、報酬アップ

は町民から納得されないと考えること。また、

一方で議員本人も町内で生活するものであっ

て、その目線でとらえれば、議員報酬のみで生

活となるとこれ以上の報酬減は、扶養家族がい

る場合、あるいは副業や年金でもない限りかな

り厳しいという現実があります。とはいえ、町

職員の給料や町の平均的給与所得者との平仄を

考えた場合、このあたりが限度であると考える

こと。それから、報酬額の算定方式には、原価

方式や累乗方式ということが提示されて資料に

ありますけど、芽室町とか栗山町のように積極

的な町民との対話を通して町民が納得する議会

活動を実践することによって町民から感謝さ

れ、報酬アップの機運が自明のように醸成され

る。こういう事実がこれらの町では認められ、

原価方式のように行政のトップであって、常勤

の特別職公務員である町長の報酬を基準として

算定する方式の如何や、その他の算定方式の是

非はさておいて、非常勤の特別職である議員の

報酬は本当の意味で議会が活性化しているとわ

が町の町民目線で評価、納得を得られる状況が

できてから論ずるべきであると考えること。 

 最後に付言として、議員報酬だけでなく費用

弁償、期末手当についても検討が必要であるこ

と。特に期末手当は民間のボーナスとの対比に

おいて、年度ごとに考えていかなければならな

い性質のものであると考えます。 

 総括として定数問題、報酬、いずれも議会活

動の現状と町民から得られている評価のバラン

スの上に検討を考慮されるべきことであって、

有権者である町民から歓迎され、尊敬される議

会となるように議員自らが日々の努力を怠らな

ければ自ずと議員の待遇も抵抗感なく改善され

ることになるであろうし、そういった議会活動

に触発されて素晴らしい意見を掲げて立候補す

る議員候補が増えればその必要に応じて定数増

加に向けた機運が出てくるものと考えます。当

たり前のことですが、町議会が議会制民主主義

のもとにある以上、議会の決定が民意を反映し

たものになっているか否かをよくよく精査して

決めていかなければならない性質のものと考え

ております。以上です。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 次は、公明の神﨑委員お願いいたします。 

○神﨑委員 まず１番目は現状維持の定数とい

うことでおのずと１８名ということになりま

す。要点がちょっと少なかったのですが、他町

村との関係を考えました。また、議会の能率的

な運営に対する定数の考え方、また、多様な住

民意見の反映をするためのある程度の定数は必

要であろう。また、人口、面積、町の形態、長

い町など考慮して現状でという定数を考えまし

た。 

 議員報酬につきましては現状維持ということ

で２３万円という答えになります。要点として

他町村との関係を考え、客観的な方法での算出

になっていくかなと思います。２番目として議

会活動の状況はどうなのか。色々日数も出して

いただきましたのでその辺りも考えました。１

番は、また、町の財政状況から考えるとどうな

のか。多くするということに対しては。また、

住民所得水準の考え方、考慮というか。また、

類似団体との比較均衡。また、この先何年間は

コロナの影響、残念ながら見通しが出ていない

ということもあるので、今しばらくは現状の報

酬でという考えでこのように現状維持というこ

とであります。以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、絆の田村委員お願いします。 

○田村委員 絆でございますけど、まず議員定

数２番目の定数削減、定数については１５名と

いう考え方で。理由といたしましてここに記載

の通りでございますけど、２０３０年に２万５

千人を下回り２０４０年には２万２，９２５人

になると推計されておりますけれども、基本的

に議員定数削減は必要というふうに考えており

ます。しかしながら本来、議会は多人数により
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合議制の機関であることから、議員定数の削減

策は議会運営や活動に影響や町民の意見が偏る

恐れがないように配慮していくことが必要だと

いう観点からこのように決めたわけでございま

す。 

 それから、裏のページの議員報酬でございま

すけど、現状維持で２３万円。その理由といた

しまして七飯町の場合、クーポンの事業なんか

今回補正して３回目になる。それから、日本経

済だとか道の経済、こういったような混沌とし

た経済状況の中で議員報酬のアップということ

については、なかなか絆としては町民の理解を

得ることは難しいだろうということで今回は現

状維持というような考え方でございます。以上

です。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 次に、光輝会の平松委員お願いします。 

○平松委員 議員定数の削減を前提に定数は１

０名ほどという数字を出しました。この１０名

で行っていく前提として、３番目の理由なので

すが、今常任委員会制度というのを当町とって

おりますけど、私たちの会派では通年議会をし

てこの１０名が極端に言うと毎日議会に詰める

と。それでいろんなことをこの１０名で行って

いくと。行政の活性化を推し進めることを目指

すために１０名いれば十分できるじゃないかと

数字を出しました。報酬関係でありますけれ

ど、基本的に議会費この予算の中での配分とい

うことで、４１万円という数字は書いています

けど、これは町の議会費の中から事務経費を除

いた金額を１０名で割るという基本的な考えで

す。ですから、議長、副議長だとかそういった

割り振りを具体的に考えていませんので、この

数字はあまり参考にならない数字かなと思いま

す。ただ、議会費これを１０名で割るというこ

との理由の一つに、４年間の議員活動とはい

え、準公務員的な扱いをすべきだという観点か

らいけば大体公務員の平均年収くらいには今の

まんまの議会費であれば近いものになるじゃな

いかということでそういう見方をすれば妥当な

金額かなと考えました。以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 最後でありますけど、無会派の上野副委員長

お願いいたします。 

○上野副委員長 まず議員定数の件ですが、こ

れは２名増というふうに考えました。これは基

本的に議会運営を活発に行うため、また、民意

を十分に反映させるためにはそれなりの議員数

が必要であるということだと考えております。

特に今回は議会の活性化の方向で考えますと削

減ではなく、増やして活発な議会活動を行うと

いうことが必要ではないかというふうに思いま

すので、削減ではなく、むしろ増やして議会活

動を活発なものにしていくということが求めら

れるのではないかということでの意見になりま

す。その中でも特に近隣の町と比べますと、議

員一人あたりの人口ということでいきますと、

近隣の町に比べるとかなり多い人口が一人あた

りの議員に対する１，５９１人ということで、

多いということもありますのでぜひこれは、今

回は増という方向で進めていただきたいなと思

います。 

 それから議員報酬に関しましては、基本的に

これはなかなか近隣の町と比べましてどうだこ

うだというようなことで言えば、やはり今２３

万っていうのは人口の比率から言っても、２３

万というのはそれなりの位置にあって、増や

す、減らすということを考えた場合には当面財

政難の中ではもう少し我慢してもいいのではな

いのかと思いまして、２３万ということであげ

ました。以上です。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 次に、皆さんお手元にあると思いますけど、

事務局のほうから資料いただきました町長給与

に対する議員報酬との比率この資料について事

務局のほうから説明をいただきたいと思いま

す。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 それでは、お手元に配付

しております町長給与に対する議員報酬の比率

の表をご覧ください。 

 こちらは前回の委員会で資料要求があった部

分でございます。原価方式と申しまして議員の

活動量と町長の活動量及び給与額を基にする方
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式でございます。一番上の表は現在の議員報酬

の額、町長給与の額を記載しておりまして町長

給与に対する比率を載せてございます。その下

には全国標準の比率も記載してございます。 

 平成３０年４月１日から令和元年３月３１日

の活動日数を拾いまして次の表ができておりま

す。町長の同じ時期の活動日数と比べて割合を

出しております。その下は令和元年５月１日か

ら令和２年４月３０日の活動日数を同じように

計算しております。ここで令和元年４月が抜け

ておりますが、ここは議員選挙がございました

のでほとんど議員の皆さん活動ができない期間

でございましたので、そこの１か月は除いてご

ざいます。そういたしまして２年間平均の活動

日数を一番下の表に記載してございます。原価

方式で試算した場合、議長は４４万１千円。現

在との差額は１１万１千円。副議長は３０万３

千円。現在との差額は４万３千円。委員長は２

９万４千円。現在との差額は５万４千円。議員

は２８万５千円。現在との差額は５万５千円と

いう表ができたところでございます。事務局か

らは以上です。 

○中島委員長 ありがとうございました。ただ

いま事務局のほうからいただいた資料につきま

して説明がありましたけど、この件について何

かご質問ありましたら事務局の方から答弁いた

だきたいと思います。 

 若山委員。 

○若山委員 この中でちょっとわからなかった

のが２段目と３段目の資料の中に入っている日

常活動日数月４日というこの意味がよくわから

なかったのと、全国標準の比率って一番上に上

がっているこの比率の考え方というか、式の意

味がよくわからなかったので、まずその考え方

だけ教えていただければと思います。 

○中島委員長 局長。 

○広部議会事務局長 まずこの４日、日常活動

日数の月４日の部分でございますけど、前回の

委員会の中で八雲町の資料を添付してございま

した。その八雲町の中で議員皆さん普段、議会

に来て活動する以外に月４日くらい平均で、各

個人で議員活動をしているだろうという日数で

ございます。八雲町方式と同じような方式で計

算して日数を出してほしいという資料要求でご

ざいましたので、同じように皆さん議会に来る

以外に月４日程度活動しているだろうという前

提でここの日数を入れてございます。また、全

国標準の比率でございますが、これは全国の町

村議会議長会のほうで示している割合でござい

まして、全国の議長や議員さんたちの報酬を比

べたところ、大体町長の給与に対して議長であ

れば４０％から５４％が妥当であろう、副議長

であると３３％から３７％、議員であれば３０

％から３１％が妥当な線であろうということが

示されています。それを皆様にお示しする意味

でここに記載してございます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 他にございませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 ということはこの日常活動日数月

４日というのは議会だとか委員会に出てないけ

ど、それがお休みの日だけれども、自宅にいて

もなんか町に関する仕事を、資料を読んだり、

人の話を聞いたりだとかそういうことをしてい

るだろうという仮定のそういう数字ということ

ですか。よしんばこれがなければ全く割合がが

ばっと変わっちゃうので。月４日議員活動をし

ているというのはどの程度やっているだろう

な。やっている人は毎日やっているって人もい

るかもしれないけれども。これはどの程度妥当

だという判断なのでしょうか。この間、話した

ときに皆で４日くらいはってこと出たのでしょ

うか。ちょっとそこ記憶ないのですけど。この

数字の出し方というか、もうちょっと説明をい

ただければと思うのですけど。 

○中島委員長 局長。 

○広部議会事務局長 前回の委員会では皆さん

月４日くらい活動しているよねって話は出てな

かったかと思いますが、あくまでも八雲の方式

でこの４日が入っている。どの程度こう皆さん

が実際動かれているのかはちょっと把握できま

せんけれども、平均してこのくらいは動いてい

るじゃないかという数字でございます。それが

合っているか、合っていないかっていうと把握
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できませんけども。一応八雲方式で計算してみ

ましょうということで、それに当てはめて出し

た数字でございます。以上です。 

○中島委員長 他に。若山委員。 

○若山委員 ちょっと意見になっちゃうかもし

れないですけど、例えばこの日常活動日数が０

と仮定すればここに出ている２８万５千円に

なった数字がこの上の約半分ですよね。日数の

あれからいきますと。そういうことになっちゃ

うということになるわけですね。これでシミュ

レーションで計算すれば、単純なあれですけど

まあ当たり前ですけど。 

○中島委員長 局長。 

○広部議会事務局長 そのような考えでいきま

すと、例えば議員の欄を見ますと実際の日数は

半分に、そのような考えで言われますと半分に

なるかと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 よろしいですか。他にありませ

んか。どなたか。 

 では、ないようですので町長給与に対する議

員報酬の比率の資料についてはこれで終わりた

いと思います。 

 それでは、先ほど各会派の検討結果、また、

理由この報告をいただきましたけれど、集約し

てみますと上の表に載っておりますけど、議員

定数については、１８名の現状維持が３会派。

それから４名減が１会派。１５名で３名減が１

会派。１０名で８名減が１会派。２から６名減

が１会派。逆に２名増が１会派ということで非

常に開きがあるということでございます。ま

た、報酬につきましても集計してみますと現状

維持が５会派あります。それから３１万円、８

万円増が１会派。１会派だけ３０万前後という

のもありましたけどそれが１会派。それから１

８万増の４１万円っていうのが１会派と。これ

は、現状維持が５会派ということである程度ま

とまっておりますけど、それにしても開きがあ

りますので、なかなかやはりこの数字をもって

議論するというのは非常に難しいじゃないかと

いうことで副委員長とも相談したのですけど。

大変申し訳ないのですけど、正副委員長で判断

したことで大変申し訳ないのですけど、この結

果考え方非常に開きがありますので、これを

もってどうするということも議論すると、なか

なか無理があるのかなというような気がしない

でもありません。もう少し集約してみたいなと

考えております。そういう必要があるのではな

いかと思っておりますが、そこで皆さんにお諮

りしたいのですけれども、この結果と今日今皆

さんから聞きました会派の報告を聞いた中で、

再度考え直していただくというか、会派で集

まって議論していただいて各会派の再集約をし

ていただきたいなと今日の議論を聞いて。また

改めて再集約していただきたいと思いますけど

皆さんいかがでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 若山委員。 

○若山委員 いずれそういうことになるだろう

と思うのですけど、まず事務局が作ってくれた

数字ありますよね。これに対する議論というか

意見というかそういうのは取らないのですか。

せっかく作っていただいてあっそうかで終わり

ですか。 

○中島委員長 これはあくまで参考というか質

疑で十分なのかと思いますけど。このことにつ

いて…。 

○若山委員 そうであればしょうがないですけ

ど、せっかく作っていただいた資料についてこ

の数字の妥当性だとかこうじゃないかとか、い

やもっとこうじゃないかとかないのかなと思っ

ただけですけど。というのは、議員報酬上げた

りする場合に、この式が根拠になって説明、納

得性を持たせるための方式なのですよね、基本

的に。こういうことなのでこれだけのあれがと

いうようなことなので。その式が説明に耐える

ものなのか、あるいはこれじゃちょっと無理な

のかとか。そこのところを作ってもらってあれ

なのですけど。もう少し皆さんで議論して、日

常活動４日というのは少ないよ、もっとやって

いるよと。文字起こし打ったら結構時間かかる

よとか、そういうのを言う人がいるのかもしれ

ないのでどうなのかなと思っただけです。た

だ、出してみたら２８万でしたで終わりだと、
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ちょっと寂しいのかなと思って委員長の考えを

聞いているのですけど。 

○中島委員長 皆さん今、若山委員から議員報

酬の比率についての話がありましたけど、もう

少し質疑だけじゃなくて方向性だとか新しい案

だとかそういう提案をしてみたいというような

お話がありましたけど皆さんいかがでしょう

か。たしかに日常活動日数なんかは個人で相当

違うと思うのですよね。一生懸命やる人は一生

懸命やると思いますし、やらない人はいないと

思いますけど。これは平均４日と出ていますけ

ど、個人差が相当あるのかなというような気が

しますけど。皆さんそういう点を含めてさらに

議論を必要ということで進めることでよろしい

でしょうか次になりますけど。それとも今質疑

ありましたけどこれはあくまでも参考という形

で終わらせていいのかどうなのか、その辺皆さ

んのご意見を聞きたいと思うのですけど。 

 私は、これは参考で八雲の表出てきています

けど、あれを参考にして出させていただいたと

思いますけど、あくまでも参考資料としていた

だいてこれを見ながら議員報酬の件、また再度

検討していただいて決めていただければなと。

進行していくのかなと思うのですけど、皆さん

いかがでしょうか。そういう考えでよろしいで

しょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 じゃあそのようにさせていただ

きますのでよろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 それでは今再確認いたしますけど、各会派持

ち帰って再集約するというようなことでよろし

いでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ではそのようにいたしますので

よろしくお願いしたいと思います。 

 また、皆様のお手元にまた前回と同じような

表がいっていると思いますけど、今日各会派の

代表者の方の説明、またこの色々な表を参考に

しながらさらに集約していただいて、現実味の

あると言いますか、さらに集約して提出いただ

きたいと思いますけどよろしくお願いをしたい

と思います。 

 川村委員。 

○川村委員 ２回目の調査いいのですけれど

も、これ２回目やるってことは次回この結果集

めてそれの中でもう協議していくという流れで

いいのか。ちょっとその辺の確認ですね。また

これで合わない部分あれば、また３回目やる

よって話になってしまうのか。ちょっとその辺

を確認させてください。 

○中島委員長 まず２回目の提出いただいてそ

れを集約させていただきましてそれについて改

めて検討したいと思います。第３回必要なのか

必要でないのか。２回目の表で議論するのかっ

てことはその時検討させていただきたいと思い

ます。先まだわからないことについてここで答

弁難しいのかなと思っています。 

 川村委員。 

○川村委員 なるべくなら、もしかすると２回

目も１回目と同じような結果になるかもしれま

せん。そうなると３回目やるのかって話にもな

りますし、逆にそこでもう決めなきゃならない

話になるかと思うのですよね。だからその辺、

ちょっと委員長もただこれを繰り返し繰り返し

やるわけにはいかないと思うので、どっかで

やっぱり決めなきゃならないと思うので、その

辺なるべく長くならないような形で進めていた

だければと思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。できる

だけ３回目にならないように今日また皆様方の

会派の方々から色々と報告も聞いていますし、

内容も聞いておりますから、ぜひそれ頭の隅に

置いてもう一度じっくり考えていただければ、

ある程度の集約は可能かなと思うのですけどそ

の辺一つご理解いただいて、なるべく２回であ

る程度議論ができるような形、数字が出ればな

と考えておりますので、ぜひ一つ今日あった各

会派の代表者の意見を参考にして考えて作って

いただければと思いますけど。その辺よろしく

お願いしたいと思います。 

 若山委員。 

○若山委員 文書で出して発表だけして終わり

だとなかなか深まらないので、違う点について
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考え方を議論する必要があるのではないかなと

僕自身は思います。これは非常に重要なテーマ

だと思うので、もう少し時間かけて、許す限り

議論して進める必要があるのではないかと思い

ます。次回もう一度この内容で出すというの

は、それはそれで委員長の指揮でよろしいのか

もしれないのですけど。 

 僕が考えるのは、議員はフルタイムじゃない

ので限られた日数しか具体的に働いているとい

うところがないので、議会だよりだって年４回

しか出てないような内容ですので。そこのとこ

ろをどう評価するかどう評価してもらうかとい

うポイントが定数にしても報酬にしてもあるの

だと思うのですけど。それで、先ほど事務局が

出した数字で実際には日数は少ないけども、こ

ういうことなのだよという理屈付けの資料とし

てどう活用するかとかがあると思うのですけ

ど。逆に、議員報酬のあれでいけば、毎月は２

３万だけれども、期末手当とかって相当な額が

支給されますよね。それを考えると年収とする

といくらになるのかと。それが他の職業の人と

年何日働いてそれだけもらうのというのがどう

なのかどうかとか。いやいや議員として毎日ど

うしたらいいか悩んで大変な仕事なのですよと

いうことかもしれませんし。そこのところを

もっと色々議論する時間が次回で終わりとかそ

ういうようなことじゃなくて、もっと議論色々

して何々会さんはこう考えているけどこれはど

うなのですかとか。そういうもう少し議論を深

まるというか考え方をディスカッションする時

間が必要なんじゃないかなと思うのですけれど

もどうなのでしょうか。 

○中島委員長 議論についてはやることに差し

支えないと思いますけど。ですから、各会派の

場で今回一度全部出していただきましたけどこ

れにも理由色々書いてありますけど、それこそ

千差万別でなかなかこれまとめるのも一つ大変

かと思いますけど。この辺についてある程度議

論は必要かと思いますけど。次回の集計を見ま

してまた内容も見ましてその辺考えていきたい

と思います。 

 横田委員。 

○横田委員 これ同じ内容で同じなんも枠がな

くて、これ２回やるっていうのはちょっとどう

なのかってあると思います。例えば、今回の中

で例えば今までだったら１億が一つの議会費の

数字に事務局も入れてそういう数字になってい

るのですけど、それより今増えるようなところ

も出てきているのですけど、やっぱり今この時

期に議会費を増やすっていうことは馴染まない

話だと思うのですけども、その辺のことも次回

の検討の中に例えば、あくまでも１億が一つの

枠だよというふうにするのかしないのかってい

うやつも問うた方がいいのではないかと。ただ

枠もなんもはめないで話していると１回目も２

回目も大した変わらなくなると私は思うのです

けど。ですから、今の議会費をそれ以上にしな

いというような枠の中でやるとか、やらないと

かっていうこと、そんなの全然関係ないよとい

うのか、それも一緒に検討するということも入

れていったほうがいいのではないかなと私は思

います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。議会費

というのは今約１億くらいかかっていますけ

ど、この議員報酬が決まれば大体年間の議会費

の総額が出てくると思うのですよ。だからまず

は今回のテーマである議員報酬、これをやはり

しっかり議論してこれを決めていかないことに

は、議会費の１億の予算がありきじゃなくてま

ず報酬をどうするのか。いくらにするのかこれ

をまず決めていかないと分母ですからこれは。

これを決めてかないと総額も出てこないと思う

ので。まず、今回の委員会のテーマであります

議員報酬これについてしっかり決めていきたい

なと思っておりますけど。そうなってくると必

然的に年間の予算の枠も出てくるのではないの

かな。オーバーするのか、オーバーしないのか

というのも出てくると思いますけど。 

 川村委員。 

○川村委員 今、横田委員が話したっていうの

は、目安としてやっぱりその議会費、今当然コ

ロナ禍の中で予算厳しいとどの議員も頭の中で

理解していると思うのですよね。そういった中
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で今の議会費を超えるってことは多分今ここに

いる議員は思ってないと思うのですよ。だから

あくまでも予算の目安としては今の議会費の中

におさめるべきだなという中で、その中で例え

ば、報酬をいくらにすればこのくらいでさらに

もっと１億であれば１億よりもっと下に抑えら

れるかそういった部分も頭に入れながら次回の

この取りまとめの中に考えてみたらどうです

かって話だと思うのですけど。今、横田委員が

言っているのは。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 では、暫時休憩します。 

午後２時１６分 休憩 

───────────── 

午後２時１９分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き再開します。 

 今ちょっと事務局のほうで調べていただきま

したけど、現在の議員報酬、今年間で５，１７

０万くらい。手当が２１０万くらいということ

になっております。２，１３１万円くらいです

ね。それで今、横田委員からもお話ありました

けど、この報酬の議会費の上限ありますけど

も、これをなるべく上げないようにするには今

議論やっています議員定数、これが現状維持で

逆に報酬が上がるとオーバーする可能性が出て

きますし、定数を減にして減った分を報酬上げ

ると、加算するということになれば今の年収の

１億くらいで守れるのかなというような２通り

ありますけど、まず皆さんから出していただい

て現状維持にするのか減にするのか、それもや

はり一番大事なところじゃないかと。減にする

事によって、報酬のアップはある程度可能かな

と。現状維持で報酬だけ上げてくと年間の予算

はオーバーするというような形になっていくの

かと思っております。ですから、まずやはり今

日色々出してもらいましたけど、あんまりにも

開きがあってバラバラな関係ですから、ぜひ一

つもう一度２回目に出していただいてある程度

集約してその中でもう一回２回目で中身の濃い

議論をさせていただいて、ある程度集約して。

そして、どうしてもという場合はもう何かの形

で決めていくそういう形になっていくのかな、

流れになるのかなと思いますけど。 

 若山委員。 

○若山委員 すみません、何度もあれですけれ

ども、要はあれですか、総予算は手を付けない

という考え方がもうあるわけですか。この議論

の前提に。僕は、それはないと思っていたので

すけど。 

 例えば、２３万じゃ生活できないというか

もっと働いている実感があるから３０万にしよ

うと。今の定数全員で。そしたら予算増えます

けど、それはそれできちっとどう説明していく

か次のテーマになるだけの話で、そこをしない

でもう総予算はこれで議員の報酬を増やすなら

定数を減らすしかないとかってそういう前提で

の議論なのですか。そういうのを関係なく、定

数はどうしたらいいのか、どうあるべきかとい

うのと、報酬はどうあるべきなのかを議論して

いて総体的に予算を前年よりも多くなるとか少

なくなるとか。そういう結果的にそうなるのか

なと思っていたのですけど。もうすでに総報酬

枠というかなんかそういうのは何％とかなんと

かでもう決まっている前提で話しなければいけ

ないのですか。そこのところちょっと確認させ

てください。 

○中島委員長 今、委員のほうから年収大体言

えば予算は１億前後だということで、今、財政

の厳しい中でこれ以上アップすると大変なとき

になってくるだろうと。できたら年予算の中で

まとめればいいのかなと。まとめていきたいと

いうような話があったものだから今こういう話

させていただいているのですけど。それは、だ

から次の議論で報酬上げて議会費をもっと上げ

てもいいのかどうなのかそれは次の委員会の時

の議論になると思うのですけど。今、現在１億

前後で抑えたいという話があったものですか

ら。 

 横田委員。 

○横田委員 僕が抑えたいと言ったのではなく

て、やっぱりそれは一つの枠で今回の次の第２

回目の時に総枠としては、その金額を超えるの

か超えないのかというやつも一緒に入れたほう

がいいじゃないですかってことを言ったのです
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よ。だから超えないようにしてくださいよとは

僕言ってないですよ。ただ、新しい２回目の今

度の考え方の中にそれを入れてくださいねとい

うことをお願いできないかいと言ったのです

よ。 

○中島委員長 わかりました。ありがとうござ

います。 

 ですから今、今回集計いただきましたけど

も、また再度お願いしましたけども、その議員

報酬の集約を、２回目を見て、どのくらいの金

額になるのかそこで議論してそこで２回目で決

めていただければ決めたいと思っておりますけ

ど、その金額によって年予算の上限も変わって

くるのかなというような気がしますけど。です

から、もう一度やはり今日の意見聞いた中で

しっかり頭に入れて、もう一度やはり考えを再

検討していただいて、再集約していただきたい

とそういうように今お願いしているところです

けど。だから今、年予算についてだとかはそう

いうことについてはまずこっちに置いといてい

ただいて、まずやはり定数と報酬について、

しっかり議論して、決めていってから色々なも

のは出てくるのかなと私思っておりますけれ

ど。まずこの分母をやはり決めてしまわないと

金額が出てきませんからね。まず議員報酬を

しっかり議論していただいて決めてもらうと。

そうすることによって色々な条件が出てくるん

でないかと。さっき言ったように八雲じゃない

ですけど、議員定数を減らして報酬を上げる

と。現状維持でまた上げるのか。色んな方法あ

ると思いますけど、それで皆さんから出してい

ただいて集約して、もう一度皆さんと議論して

それに近い数字を皆さんと検討していきたいそ

ういうふうに思っております。 

 川上委員。 

○川上委員 ２回目については、縛りがなくて

議員報酬についても、定数についても各会派の

考え方でいいという考え方でいいのですか。な

んか縛るものがあるのですか。 

○中島委員長 この表なのですけど、前回と同

じ形で出させてもらいましたけど、色々議論し

た中でこれと同じならあれかなと。もう一度内

容考えて作っていただいて、定例会始まります

からその時にまた皆さんにお配りして、こうい

う内容で一つ書いていただくと。正副委員長ま

た事務局と相談して作ってみたいと思いますの

でその辺一つご理解いただきたいと思いますけ

ど。よろしいですか。 

 畑中委員どうぞ。 

○畑中委員 委員長非常にご苦労されていると

思うのですけど、この議員定数と報酬について

は非常に連動して関わり出てくるわけなのです

けど、先ほど横田委員が発言されていました、

内容についてやっぱりこの第２回目の皆さんに

アンケートを取るのに、もう一つ設問というの

でしょうか、それを書いてほしいなというのは

いわゆる今の議会費ですね。議員にかかってい

る経費が今より増やしたらいいのか、あるいは

現状維持でいいのか。それとも今のあれを減ら

したほうがいいのかその設問をできればしてほ

しいなと。そこある程度考え方が違ってくると

報酬上げるのであれば議員定数減らすしかない

なと考え方に至ると思うのですよ。例えば議員

報酬上げて現状維持の定数ってことはあり得な

いし、その辺もしやっぱり最終的に判断して考

え方をまとめていくにはどうしても議会費の全

体的な費用ですね議員にかかる経費が大事に

なってくるのかなと思うので、もしできました

らお手数でしょうけどその設問を若干手直しし

て増やしてほしいなと思っています。以上で

す。 

○中島委員長 ありがとうございます。今、畑

中委員から意見いただきましたけど、それを参

考にしながら作ってみ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。 

 そういうことで皆さんよろしいでしょうか。

それでは、次回までと言う話をしましたけど、

今回７日から定例会が始まりますし、２４日ま

で定例会があるということですから９月の末く

らいまでに、９月３０日までに提出いただくと

いうことでよろしいでしょうか。皆さんよろし

いですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、９月３０日まで事務局の
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ほうに提出していただきたいと思います。アン

ケート用紙については今畑中委員からもありま

したようにちょっと加えまして、新しく作っ

て、また、皆さんに配付しますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

それでは、今日の会議はこの辺で終わりたい

と思います。どうも大変ご苦労様でした。 

午後２時２９分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 


