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午前 ９時５９分 開会 

○中島委員長 おはようございます。 

 今日は、第１６回の議会活性化特別委員会を行

います。 

 会議が始まる前に、皆さんにお諮りしたいので

すが、この議員定数、また報酬につきまして、現

状維持、削減ということで今議論されております

けれども、いずれにしましても、次回の改選期に

当たりまして、立候補予定者に対する周知期間が

必要になってくるのではないかと思いまして、ま

ず先に、周知期間をどのぐらい設けるのか、これ

をまず皆さんと御議論したいと思いますのでよろ

しくお願いしたいと思います。 

 新人候補者のために、それなりの期間を置いて

周知させるのが議会の責任ではないかと思います

し、ぜひ皆さんの御意見をいただいて、どのぐら

いの期間が必要なのか。半年なのか、１年が必要

なのか。皆さんとまず最初にこれを決めていただ

いて、あと定数と報酬について議論を進めてまい

り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。 

 では、まず何か御意見ありましたら、どのよう

な期間を設けたらいいのか、御提案いただければ

と思いますけれども。 

 川村委員。 

○川村委員 今、委員長のほうから言われました

周知期間についてですが、どういう結果になるか

分かりませんけれども、やはり新しい方が出ると

いう条件の中では、最低限１年ぐらいは必要でな

いかなと思われますので、例えば、次の統一選が

再来年ですか、再来年の４月であれば、１年前で

あれば、もう来年の３月中、４月のあたりには、

ある程度方向を周知できるような形にしなければ

駄目ではないかなと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま、川村委員のほうから最低限１年は必

要ではないかというようなお話がありましたけれ

ども、そのほかに御意見ありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 今、周知期間が１年とかありました

けれども、周知期間というのは、できれば長いほ

うがいいのですけれども、議員定数とか報酬と

か、直前に決まっても立候補する人は何ら影響は

ないのではないかなと思います。１か月前に決

まっても、その条件でやると判断すると思いま

す。だから、そんなに急いで期間を決めて議論す

るよりも、じっくりこのテーマについて時間をか

けて議論すると。終わりを決めないでじっくり、

もう意見が出尽くしたというところまで議論し

て、それでやればいいのではないかなと思いま

す。 

 周知期間として、別にそんなに、税制の改正と

かと違いますので、定員が少し減ったとか、報酬

が上がったとか下がったとか、それに対して立候

補がどうのこうのというインパクトはあまり関係

ないような気がしますので、じっくり議論するこ

とのほうを望みます。 

○中島委員長 今、若山委員のほうから、終わり

を決めないで、じっくり議論したほうがいいので

はないかという、せっぱ詰まってきてからでも間

に合うのではないかと、１か月前でも間に合うの

ではないかというお話がありましたけれども、そ

のほかにありましたら。 

 澤出委員。 

○澤出委員 今、若山委員も川村委員もおっしゃ

いましたけれども、同じ趣旨なのですけれども、

多分、議員に立起しようという者というのは、１

年とか半年とかで考えているわけではないので、

恐らく３年とか、町の議会の動きとかを見なが

ら、自分が出て何かやってみたいなと思って希望

と理想を持って入ってくるものですから、大体１

年ぐらいの周知期間があれば十分であろうと思い

ますし、先ほど若山委員もおっしゃったとおり、

ある程度のスパンで考えている人の場合、本当に

１か月前とかというのはそれなりの臨戦態勢を整

えて入ってくるので、そんなに不具合はないかな

と。 

 ただ、理想としては、１年ぐらいあれば、いろ

いろな中身で検討もできますし、戦略も変わって

くるので、そのぐらいの期間が理想かなとは思い

ます。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 
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 ただいま、澤出委員と若山委員から話がありま

した。２人の方が、川村委員含めて１年ぐらいが

必要だろうというようなお話がありましたけれど

も、皆さんほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ないようですので、１年間と決め

てよろしいでしょうか。 

 来年の３月、４月から選挙までという形になる

と思いますけれども、大体１年間の猶予を置く

と、周知期間を置くということで決定してよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、そのように決定させていた

だきますので、よろしくお願いをいたします。 

 そして、その決定事項につきまして、３月の定

例会で一応報告をしたいと思いますけれども、こ

の件につきましてもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、来年の３月定例会に、この

事項につきましては報告させていただくというこ

とで決定いたしましたので、よろしくお願いをし

たいと思います。 

 それでは、定数と報酬の件ですが、まず報酬と

定数については、２回目に、皆さんから御検討を

いただいた書類を出していただきました。 

 皆さんのお手元に行っていると思いますけれど

も、１回目と同様に各会派の代表の方から１回目

と２回目の違い、また今回、３番目に議会の予算

についても提言させていただいておりますので、

それも含めて各会派の代表の方から趣旨について

説明していただければありがたいと思いますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、各会派の説明をいただきたいと思い

ますけれども、まず、赤松クラブの畑中委員か

ら、２回目の趣旨について説明をいただければと

思いますけれども。 

 畑中委員。 

○畑中委員 それでは、赤松クラブから１回目２

回目とこういう声がございましたけれども、基本

的には１回目とあまり変わるものではないのです

ね。 

 ただ、皆さんと全てに、例えば議員定数であろ

うと報酬であろうとあまり開きがあると、いつま

でも決まらないというふうなことも考えられます

ので、ある面では妥協するという用意は十分考え

ております。いつまでもこれでなければ駄目だと

いうことになれば、なかなか決めづらいと思いま

すので。 

 ただ、今、２回目の赤松クラブの答えというこ

とを言われましたので、まず、議員定数に対する

会派の検討を選択してくださいという部分につい

ては、資料にもあるとおり１なのですね。それか

ら定数については１８名と。 

 そしてまた、１８名に至った考え方なのですけ

れども、現行の１８名は、町の現人口の約２万８,

０００人に対して決して多いとは私は思っており

ません。さらに、類似団体の議員定数と比較して

も、適正と判断できるものであります。 

 議員定数の削減は、行政の監視、チェック、機

能の低下、町民への目配り、サービスが薄れるの

ではと考えられますので、一応現状維持というこ

とで考えております。 

 それから、議員報酬なのですけれども、①の現

状維持になっております。議員報酬については適

正な額という結論になります。額については、い

わゆる２３万円です。 

 議員報酬の結論に関する具体的な理由を記載し

てくださいという部分については、コロナ禍で先

の見えない昨今でございます。景気低迷で御苦労

されている町民の多い中、人口減少、町財政の一

層の厳しさを増す状況下で、単に報酬の引上げは

町民への理解をいただけないのではないかなと考

えます。また類似団体の議員報酬と比較しても、

当町の議員報酬は低いとは思わないので、現状維

持ではどうかなというふうに考えております。 

 それから、３番目の議会費の予算、つまり議員

報酬、期末手当等についてでございますけれど

も、まず（１）の議員数に関する……、これは現

状予算の範囲内でということで、１です。そして

その理由といたしましては、今後、人口減少が続

くと思います。そしてまた少子高齢化が一層進む

中の財政運営は、自主財源の減少する中では当然

経費全般、自らの経費を削減しなくてはならない

のではないかなと。したがいまして議会費の予算
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は、現状予算の範囲内でということで赤松クラブ

は考えております。 

 以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、青山会の川村議員、お願いいたします。 

 川村委員。 

○川村委員 青山会ですが、定数に関しては前回

と同様の意見で定数削減、定数についても１４名

となっております。 

 ある程度妥協するという範囲内では、若干１４

名の部分で増減は可能だと思います。 

 続いて、議員報酬についても、前回同様増額、

金額に関しても３１万円。これも前回根拠で大体

このぐらいが必要ではないかという中で、同様の

一環で今回も提出いたします。 

 追加になっている議会費の予算については、現

状の予算範囲内で、理由について別紙３というこ

とでつけさせていただいておりますが、報酬の部

分と定数の部分を併せたような話になってしまう

のですが、結局はここ数年、人件費自体が上がっ

ていると。最低労働賃金も毎年のように上がって

いくという中で、そういうものが民間レベルで

は、いろいろな材料費、製品、旅客運賃値上げに

反映されているというのが現状で、ここ最近では

公務員、町職員もそうですけれども、公務員の基

本給も実際もう上がっている現状で、それが現実

だと思います。 

 これからますます人件費等上がっていくと予想

される中で、子育て世代、次の世代の方々の環境

整備を考えた場合、やはり報酬を上げて定数を削

減するという、これがいいやり方かどうかはあれ

ですけれども、やっぱり町民に対しても一番理解

しやすい方法でないかなと思います。 

 近年、八雲町でも北斗市でも、定数削減で金額

を上げているようなスタイルを取っている自治体

もあるものですから、やはり現実的にこういった

方法が一番ベターではないかなと思います。 

 青山会は、以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、動進会の川上委員、お願いいたします。 

 川上委員。 

○川上委員 ここに書いてあるとおりなのですけ

れども、議員定数につきましては、道内の同規模

自治体の議員定数が１６名から２０名というふう

になっておりまして、近年、議員定数を削減する

自治体が増えてきていると。 

 先ほど川村委員もおっしゃっていましたとお

り、近年では、北斗市が２２名から２０名と２名

削減、八雲も１６名から１４名と２名削減してお

ります。 

 また、１週間ぐらい前の道新にも載っていまし

たけれども、名寄市という市があるのですけれど

も、人口的には七飯町と同規模の人口２万６,８０

０人ぐらいいるのですけれども、ここも定員を１

８名から１６名に下げているということで、当町

においても２名削減することが妥当だと考えます

ので、議員定数につきましては１８名から２名減

の１６名というふうに出しております。 

 議員報酬につきましては、今のところ七飯町に

つきましては議員の成り手不足というのは生じて

おりませんけれども、特に若い人が議員になりた

いと思ったときに、現行の２３万円であれば生活

が維持できるのかというふうなことを考える一つ

の目安になると思いますので、近年では、北斗市

が５万円上げて３５万円、八雲町がうちよりも上

がりまして２４万５,０００円という議員報酬に

なっておりまして、七飯町といたしましても、議

員報酬の増額ということで３０万円あれば生計を

立てていけるのではないかということで３０万円

としております。 

 議会費の結論に関する具体的な理由ですけれど

も、これは議員報酬の増額による議会費の増とい

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。 

 次は、駒ヶ岳の澤出委員、お願いします。 

 澤出委員。 

○澤出委員 会派駒ヶ岳は、前回と違うところだ

けちょっと言っていきます。 

 ２番の定数について、枠が１２名から１６名と

いう形だったのですけれども、１２名で一応ばっ

ちりとやって。 

 何でかというと、委員会とかの構成を見てもぎ

りぎりできる範囲が１２名ぐらいかなと。１２名
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以上減らすとちょっときついのかなという部分も

ありまして、ぎりぎり攻めたのが１２名ぐらいで

す。実際これはできるかどうかというのは難しい

ところかもしれませんが、可能性の中では、ここ

が最低人員かなというふうに思いました。 

 それから、議員報酬については、そういった形

なのですけれども、今回出てきた新しい論点で議

会費の予算に関してですけれども、ともすれば議

員報酬減額で、その減額の浮いた分をみんなにス

プレッドすると、人数減らした分を。考え方は成

り立つのですけれども、２番の議員報酬と関連し

ていうならば、同じ論旨なのですが、町民の方々

のコンセンサスというか、そこをよくよく精査し

た上で議員報酬というのは上がっていくべきもの

かなと。 

 ふだん、町歩いていたりとかしても、見方に

よっては議員報酬高いというふうに思っていらっ

しゃる方が多いものですから、実際今４００万円

に満たない３００万円ぐらい、今我々の報酬と同

じぐらいの賃金で生活なさっている町民の方々も

多いことですし、それを勘案した場合にどうやれ

ば、私も上げてほしいのは上げてほしいです、確

かに。ただ、それは理想としてそうあるのです

が、やっぱり町民から、議員たち一生懸命頑張っ

ているから、このぐらい上げてもらわないと困る

よねというぐらいの話が出てくるようになって、

それで議論できるものかなと、性質上、私思いま

すし、そうありたいと思っていますので、よくよ

く町民の意見を聞く機会とか、よくよくそういう

システムが出来上がって御理解いただいた上で折

衝させていただくことかなと思っていますので、

含めまして、議員報酬と議会費に関しては、これ

はやっぱり切り離して考えなければならないとこ

ろかなと。 

 減らしたから浮いた分をみんなに分けるではな

くて、実際今、議会事務局の中でもかなり激務で

夜遅くまで残ってやっていらっしゃるというのも

目の当たりにしているわけですし、そういった中

で、人員配置としての議会にちょっと加配しても

らって１人、２人増やすとか、そういう事務的な

労力を分散させるようなことに使っていただくだ

とか、こういう今ＩＣＴなんかやっていますけれ

ども、そういう費用に振り分けるとか、あとは毎

回議事録なんかやる場合にいろいろなところでお

金かかってきているのは現状ですので、そういう

ところで、例えば外注費をもうちょっと上乗せし

て手間を省くとか。この間も議会でも出ましたけ

れども、超過労働というのが大きな、議会でそう

いうことが起きているということは大変なことに

なりますから、そこをよく考えた中で負担を減ら

して、生き生きと仕事をしていただいて、我々も

それによって恩恵を得られると、スムーズな議会

運営ができるという方向に持っていける議会費の

現状維持で、浮いた分はそうしてやっていただく

ということが理想かなと私は思います。会派とし

てもそうであります。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 次に、公明会派の神﨑委員、お願いいたしま

す。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 議員定数につきましては、①の現状

維持ということになります。 

 結論に関する具体的な理由として、多様な住民

意見の反映や七飯町の人口、面積、町の形態、長

い町など考慮して議会の能率的な運営をしていく

ために現状維持と考えました。 

 それで、２番目の議員報酬についてということ

で現状維持の１番で、議員報酬は２３万円。 

 ３番目の具体的な理由を記載ということで、現

在の自治体の情勢、特にコロナ禍の影響を鑑みて

現状維持ということです。 

 本当は、若手の多様な人材の確保を今後近づけ

ていくためには生活給的な報酬、またそれには議

員削減ということになると思うのですけれども、

そこに行くまでに多くの課題解決をしていかなけ

ればならないと考えております。 

 やはり生活給の報酬となりますと、議会費の中

でということになるとかなりの大人数の削減をし

ていかなければならないということになるかなと

思います。そうなると、先ほど言いましたよう

に、民意が反映されにくいといった行政運営へと

つながることを懸念しております。 

 そうなると、削減した場合の体制のことも、澤
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出委員のようなお話もありましたけれども、体制

というか、住民に対する支援の制度化とかという

ような政策提言を住民の方から多くしていただく

とかの協議をきちっとしていくような体制づくり

をしていかなければならないし、監視体制の支援

も、応援をしていただくといったような制度的な

ものも今後考えていかなければならないのではな

いのかなというふうに思っております。 

 ですから、先ほどありましたような住民のそう

いった御意見というものをシンポジウム的な制度

化にきちっと持っていくという、物事を検討する

際にはそういう制度の中で町民とのお話合いを設

けるようなことをきちっとしていくとかといった

ことも考えていかなければならないのではないか

なということで現状ということになります。 

 終わります。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 それでは、絆会派の田村委員、お願いします。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは、絆のほうからお話させて

いただきますけれども。 

 まず、前回同様、定数削減という方向でありま

すけれども、前回同様、人口減、財政等々検討し

た中では２名減程度だろうというふうな考え方で

１６名ということで出しております。 

 ただし、削減定数については、議会の改選ごと

のずっとテーマだと私は思うのですよ。今回やっ

たから、あと５年、１０年いいのだということで

はなくて、改選ごとに、絶えず議員定数の適正規

模が一体七飯町の場合は幾ら必要なのだ。少なけ

ればいいということか、それから多ければいい、

そういう絶えず定数については、私ども自身が議

論していく問題だと思うのですよ。 

 今回どうするどうするという話も結構なのです

けれども、私方の会派としては、取りあえずとい

えばおかしいのですけれども、人口減、財政を考

えた中では、このぐらいというようなことを出し

ましたけれども、これで全て終わりということで

はなくて、やはり改選ごとに絶えず定数について

は、会派としては検討してついて回る永遠のテー

マでないかと。議会としてもそのようについてい

くテーマではないかというようなことで、状況状

況に応じて、やはりこれは議論して決めていく問

題だろうというふうに捉えております。 

 また、議員報酬についても、現状維持というこ

とを今回出しましたけれども、現状維持が全てで

は私どもの会派では考えておりません。 

 ただ、今の社会情勢を見れば、これだけコロナ

禍の中で経済活動が停滞して、非常に自殺の件数

も増えている中で、それはそれ、これはこれかも

わからないですけれども、これも先ほど言ったよ

うな定数と同様、改選ごとに、果たして今の報酬

がいいのかどうかということで、多ければ削減す

るし、少なければ増額するということの中で、絶

えず私どもが議論をしていく課題だろうと。それ

で、今回については現状維持が妥当ではないかと

いうふうな考え方できております。 

 それから３番目の議会費の予算でございますけ

れども、やはり予算そのものの考え方というの

は、必要なときは多く取ってきちっと対応する、

必要ないときには減額して適正な予算規模にする

のは当たり前の話なので、これについては、例え

ば報酬が上がったとすれば、それは予算の増額に

つながるし、減額したということであれば予算の

減額につながっていくという当たり前の話で、そ

れはその中で対応するということではなくて、当

然我々が議決するということは町民が議決すると

いう話ですから、中でやりくりという発想ではな

くて、きちっとこういう理由で多くする、こうい

う理由で少なくするというきちっと線を引いた中

で、透明性の高い予算というものを執行すべきだ

というふうに考えております。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、光輝会の平松委員ですか。 

 平松委員。 

○平松委員 光輝会は、１回目と同じです。 

 私たちは、皆さん方とちょっと違うのは前提条

件があるのですが、光輝会としては通年議会を前

提に考えておりますし、報酬の面では、議員とし

て町の発注事業に参加しないとか、そういうこと

を前提に考えています。 

 定数は１０名ということで、これは通年であれ

ば１０名の方が毎日というわけではないでしょう



－ 7 － 

けれども、常任委員会をなくして、何事も１０名

で決めるという通年議会を前提として１０人で間

に合うだろうと。 

 それから報酬に関しましては、３番の議会費の

予算から逆算した数字を、たまたまこういう数字

を出しているのですけれども、基本的には議会費

の予算内で収まる範囲と、今までより増えること

はないようにしたいと。 

 金額を見れば、ずば抜けて高いのですが、普通

に考えて、一般の労働者の方たちというのは、例

えば年金に加入したりだとかというのがあります

が、議員の場合は今、年金がありません。４年間

のうちに、例えば次の選挙で落選をしたときの多

少の用意をするだとかということも必要ですし、

基本的には、公務員の平均賃金といったものを考

えれば、ずば抜けて高いという数字ではないのか

なと。前提条件があるので、皆さん方と数字の出

し方が違うということです。 

 以上になります。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それでは、無会派の上野副委員長、お願いいた

します。 

 上野副委員長。 

○上野副委員長 前回と同じであります。そこに

書いてありますように、議員定数については増と

いう方向です。 

 議会の本来の果たす役割ということを考えます

と、これまでは２回、減員ということで削減して

きたわけですけれども、多様な人材があれば、町

の発展のために、より多くチェック機能も、そし

てまた発展のためのアイデアといいますか、そう

いう可能性も含めて取り組んでいけるのではない

かというふうに思いますので、削減ではなく、２

名増という方向を考えております。 

 それから議員報酬に関しては、そこに書いてあ

りませんけれども、基本的に今の町財政を考えま

すと、今、増というわけにはいかないだろうとい

うことでの現状維持であります。 

 それから、議会費に関しては、現状維持の範囲

です。これについても、本来ならば、若い世代の

参加ということも考えますと議会費、それから議

員報酬も上げるというのが本来のやり方ではない

かというふうに思っているのですけれども、町の

現状を考えますと、しばらくは現状維持にせざる

を得ないのではないかというような考えでの現状

維持です。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 以上、各会派から提出いただきました検討結果

について、各会派の代表の方から御説明をいただ

きました。 

 話を聞いていますと、前回１回目のものとそう

大きな変化はなかったのかなというような感じを

受けました。 

 また、集計的に見ましても、第１回目のときに

動進会が１８名の現状維持ということになってい

ましたけれども、２回目の検討結果では２名減の

１６名ということに変更されております。 

 あと、駒ヶ岳の２名から６名減と分かれていま

したけれども、今度は限定されて、はっきり６名

減の１２名でいいのではないかというようなこと

で、そこの変化がありました。 

 あと、絆も、前回は３名減ということで提出さ

れましたけれども、今回第２回目では２名の減と

いうことで、ここも変わっております。 

 一応１回目と２回目の変わったところは、この

辺のところだと感じておりますし、私の集計では

そのような形になっております。 

 今話を聞いていますと、皆さんの考え方は非常

に幅が広く出ていますけれども、何人かの方は妥

協するところもありますよと、考えもありますと

いうような意見もありましたけれども、削減につ

いては会派で決めたことでもありますし、それを

変えるということはなかなか厳しいところもある

のかなとは思いますけれども、ある程度の方向性

といいますか、その辺を詰めていかなければなら

ないと思いますし、このままでいくと議論はかみ

合っていかないのかなというようなことも心配し

ております。そういうことで、もう少し議論をい

ただきまして削減幅を少し縮めていただいて、皆

さんが納得できるような定数減に近づけていただ

ければありがたいなと。 

 妥協する会派も２会派ぐらいありましたけれど

も、そういうところの御理解もいただきながら、
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もう少し議論を詰めていただいて、削減幅を何と

か縮めていただいて議論できないかというような

ことで、そのことについて皆様方のいい御提言が

ありましたらぜひお伺いしたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

 平松委員。 

○平松委員 今の委員長の発言、ちょっとおかし

いのではないかなと思います。削減幅を縮めてい

ただきたいという条件を委員長が出すというの

は、そもそも、この委員会で皆さんたちが討論を

して決める話ですから、委員長がその方向性を出

すというのはちょっと違うのではないかなという

のがまず１点あります。 

 それと、私どもの会派だけが前提条件をつけて

数字を出しているわけです。それは、通年議会、

常任委員会をなくすると。うちの会派だけがこう

いう提案をしているのですが、単純に数字、金額

の話だけではなくて、この点で皆さん方がそんな

のは全然考えられないということであれば、次の

段階として、今、委員長が進めたい方向に行くの

かと思うのですけれども、取りあえず、前提条件

のことについて、皆さんの御意見を少しいただけ

ないかと思うのですけれども。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 私が申し上げましたのは、各会派の方からまた

意見を聞きまして、１回目、２回目の検討内容を

見まして、どちらかというと、私の受けた感じで

すけれども、皆さんが削減のほうに方向性が向い

ているのかなと。現状維持以上に削減をするべき

だという意見が多く感じられたものですから、削

減を前提としてどのくらいの幅がいいのかと。そ

れでは、七飯町において何人が適当な削減人数な

のかというところまで詰めていただければありが

たいなと思いまして、そういう発言をさせてもら

いました。 

 そのことについて、何かありましたら。 

 横田委員。 

○横田委員 平松委員と同じ関連なのですけれど

も、例えば今のここの定数でいくならば、１４名

とか１６名とかという数字が出ているのですけれ

ども、では、常任委員会というのは今までどおり

三つでやるものなのか、二つでやるものなのかと

いうこともきちんとしていかなければ、ただ数字

だけ羅列されてもちょっと困るのではないかと思

うのですよね。 

 それからもう１点は、ここで議員報酬の数字が

出ているのですけれども、マジック的に、例えば

期末手当が夏冬合わせて４.３か月ですか、出てい

るのですけれども、そういうものはそのままにし

てやっていくのかということですよね。もう少し

町民から、例えば本当に低いよね、高いよねと言

われるのはいいのですけれども、実際には４.３か

月の期末手当はどういうふうな扱いになってしま

うのかというのも、町民に公開性を与えるような

ものにしていかなければ、まずいのではないかと

思うのですよね。その辺どういうふうに考えてい

るのか聞きたいです。 

○中島委員長 報酬については、また後ほど議論

になると思いますけれども、今削減のほうに重点

を置いてやらせていただいておりますので、まず

削減をどうするかというようなことで決めていた

だいて、それから報酬のほうにも入っていきたい

なというのが私の考えなのですけれども。 

 また、常任委員会を廃止して一元化するという

ような話、また通年議会ですか、そういうような

話もちょっと光輝会のほうから出ていましたけれ

ども、常任委員会を一元化するとか通年制にする

というのは、議員定数と私は切り離していくべき

なのかなと。 

 というのは、この案件については、議会の改

革、大改革の一つだと思うのですよ。それに相当

の時間をかけてじっくりやる必要が僕はあるのか

なと。僕は定数と引き離していただいてやってい

ただければと。 

 議会の中の組織をいじるというか変えるという

のは、相当な時間と労力が必要になってくると思

いますし、このことについては改めたところで、

大きな議会改革の一つのテーマだと感じますの

で、その辺を何とか御理解いただいて、そのこと

については新たなところでやらせていただきたい

と思いますけれども、皆さんいかがでしょうか。 

 平松委員。 

○平松委員 委員長の個人の考えではなくてね…

…。 
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○中島委員長 だから、聞いているのです皆さん

に。 

○平松委員 個人の考えに賛同してもらいたいと

いう発言ですよ、今のは。 

 光輝会として言ったのは、私たちだけが前提条

件というのを立ててね、常任委員会をなくする。

だから、そのことについて、それはまだ早いとい

う話が皆さん方から出るのであれば分かるのです

けれども、委員長から出てね、それはのけて、こ

ちらの数字を決めたいという話に持っていくとい

うのはちょっと筋が違うと思うのですよ。 

 だから、常任委員会をなくしたり、通年議会だ

というのはうちの会派だけですから、これを除い

たほかで話をするのかどうかということをまず皆

さんに問うべきではないですか。 

○中島委員長 分かりました。 

 今、平松委員のほうから、常任委員会の廃止に

ついても皆さんの意見を聞きたいということです

ので、その意見について意見がありましたら、発

言をお願いしたいと思います。 

（「暫時休憩お願いします」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午前１０時３９分 休憩 

───────────── 

午前１０時４１分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を再開しま

す。 

 ただいま、光輝会の平松委員から常任委員会の廃

止、また通常の議会についての話がありましたけれ

ども、そのことについて皆様方の御意見をお聞きし

たいと思いますので、発言のほどよろしくお願いい

たします。 

 澤出委員。 

○澤出委員 私も１期目で、まだまだ分からない

ことがいっぱいある中で、入ってきて思ったの

が、今、常任委員会とかやっていますけれども、

これはいろいろな過去の経緯というかいろいろな

議会の積み上げの中で、分業したほうが効率的に

物事が決まっていくということでつくっていらっ

しゃると思うのですよ。 

 ただ、昨今、議員の数も減ってきた中で、民主

主義の理想というのは直接民主主義が一番いいわ

けですから、物事を決定する中で１８名あるいは

１７名かな、議長がいないから、そういった中で

１７名集まれないかというと、うちの議会は真面

目なので、皆さん必ず出てこられるわけですか

ら、委員会を設けなくても、確かに今、議員全体

会議みたいなものをやっていますけれども、これ

で決めていくこともできないことはないのかなと

いう部分あり。 

 ただ、平松委員がおっしゃったみたいに、通年

議会は悪くはないと思います。悪くはないと思い

ますが、通年議会をやると、例えばの話、上野委

員がおっしゃったような多様性という中で、やっ

ぱり門戸はかなり狭まるのかなと。仕事を辞めな

ければならないとか、場合によってはそういうこ

とも出てくるわけで、仕事を持ちながら民意を反

映させるような政治をやりたいと思っている人が

出てこられなくなるという可能性も出てきます。

だから退職者であるとか、自営なさっていて自分

で時間が自由になる人しかできなくなってしまう

という可能性も危惧される部分もありますので、

これはみんなで議論していく部分なのかなと感じ

ていました。 

 答えは出ていないのですけれども、そういった

不具合の面と常任委員会というものの必要性、つ

くらなければならないということかどうか分から

ない部分もあるのですけれども、人数を割ってし

まうとそういうことも出てくるのでしょうから、

含めて全体で議論する部分は出てくるのかなと思

いながら聞いておりました。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかにありませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 光輝会から出された提案というの

は、議会活性化の大きなテーマの一つで、議員定

数とか報酬とかと全く別に、通年議会でやったら

こういうメリットがありますよ、もっと町民とこ

ういうやりとりができますよ、こんな面倒なこと

がなくなりますよとかというようなテーマなので

すよね。 

 併せて、常任委員会をなくして、全部一斉にど

のテーマでもやるというのも、また一つの議会活

性化のテーマです。メリット、デメリット両方あ
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ります。だから、これはじっくり議論する必要が

あると思いますし、議論する価値のあるテーマだ

と思います。 

 だけれども、今回、議員定数ということで何人

がいいかという話をしているので、減らしても、

こうやってやればできますよという補足意見で

あって、それはそれでまた議論するのであれば、

議会のライブ配信と同じように、最初からいろい

ろ例だとかを出してやっていかなければいけない

ので、そんな簡単にできる内容ではないのかなと

いうふうに思います。 

 今、議員定数と報酬をテーマとして上げて議論

しているので、そのことについてじっくり議論す

る必要があると思いますし、僕は委員長に論点整

理をお願いしたいと思います。 

 各会派から出されている、例えば赤松クラブの

１８人現状というのは、ポイントを見ると人口だ

とか、類似団体との比較ですね。あと、ここで書

いているのは、議会のチェック機能の低下を恐れ

ているということですね。人数が減ったら議会の

チェック機能が落ちるのではないかということを

出しているわけです。果たして何人いたらチェッ

クできるのかとかというようなことをそれぞれの

会派が出しているポイントを絞って、１０人なら

チェック機能がないのか、１８人ならチェック機

能があるのかと。今現在、チェック機能は働いて

いるのかというところをじっくり一つ一つテーマ

出して、論点ですね。 

 現状維持も、削減も、増加も、それぞれ考えて

いるのは同じことなのですよね。町政をしっかり

見ていこうということなので、そこのところをそ

れぞれ整理した上で、数はそれぞれ１０人だった

り１６人だったりしますけれども、考えているこ

とはそれほど違わないので、そこの論点をしっか

り整理して、こういう考え方はどうだろうかとか

というところを詰めていく必要があるのではない

かなと思うのですけれども。ただ数字だけをやり

取りするわけではなくてね、果たして１０人だっ

たらチェック機能はなくなるのだろうかとかね、

今出しているテーマの中でですよ。そういうこと

をやっていく必要があるのではないかなと思いま

す。 

 議員報酬も同じだと思います。議員報酬につい

ては、これからやるということなのですけれど

も、月額で幾らもらっているかというのと、通年

で年収にすると幾らになるかというのはしっかり

分けて議論しないと、どこかの会派で月額幾らと

いうのが普通の報酬だというような、３０万７,０

００円があれだというのですけれども、この３０

万７,０００円で、我々は期末手当ですけれども、

賞与と呼ばれているものが果たして何か月出され

ているのか。通常、普通の会社でもあれですよ、

２か月とか３か月分しか出ないですよ。それを考

えたら、年収ベースにすると、そんなに見劣りす

る数字ではないわけです。 

 なおかつ、毎日、月曜日から金曜日まで、９時

から５時までやるとか５時半までやるとかという

仕事ではないわけですね。 

 そこを踏まえてどう考えるかということになる

ので、出された問題について、それぞれここはど

うなのだろうかともう少しじっくり議論する、詰

めていく。それで互いに擦り寄せていくというこ

とが必要ではないかと思いますので、委員長には

それぞれの論点整理をお願いしたいなというふう

に考えます。 

○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、いろいろと要望とい

うか意見ありましたけれども、今皆さんに私がお

伺いしているのは、光輝会から出ている提案につ

いての内容はどうなのかということを聞いており

ます。 

 今、若山委員のほうからは、常任委員会の廃

止、または通年議会については、定数と報酬とは

別のテーマであるというような話もありましたけ

れども、光輝会の提案について各委員の話を聞い

ておりますので、今少し、このことについて御意

見があったら聞かせていただきたいと思いますけ

れども。 

 畑中委員ありませんか、光輝会の提案につい

て。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今、委員長は、今回の報酬だとか議

員定数についてのテーマでもって活性化委員会を

何とかまとめようという考えでおられると思うの
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ですよね。 

 その中に、平松委員の会派の光輝会のほうから

通年議会だとか、あるいはそういったまた別な問

題を提起されるならば、だんだん議論するものが

増えてしまってまとめづらいのではないかなと。

もう一つは、今議論されているものは、大体次の

選挙のことを考えますと１年くらい前に結論を出

して、新しく出る方にもこういう内容であるとい

うことを知らしめるという考え方もあると思うの

ですよ。 

 そうするならば、できましたら私は、議員定数

と、それから報酬の二つですか、もう一つは議会

の経費も今回の一つのテーマになっているのです

けれども、この３本で何とか進めていただきたい

なと思うのです。 

 そして、光輝会から出された通年議会とか何と

かというのは、これから議会進む中で駄目だとい

うような物の考え方は決してしていません。た

だ、そこの議論に至るまでには、通年議会するの

であれば、どういったメリットがあるのだとかと

いうものを十分調査した中で、我々に逆に提示し

ていただきたいなと。この問題については、次の

段階でもいいのではないかなと私は考えておりま

す。反対というわけではないけれども、次の段階

でもいいのではないかなということで御理解いた

だきたいなと思っております。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかにありませんか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 多分、畑中委員とかぶってしまうの

ですけれども、光輝会で出された案の通年議会と

いうのは、今後の論点の中では出てくることだと

思います。 

 実際、近隣でたしか、福島町議会でしたか、

やっていますよね。ですから、一番いいモデルパ

ターンで、溝部議長の下、一丸になってやってい

らっしゃるところですから、一回見学に行かせて

もらったらすごいいいのかなと。実際やっていて

不具合とかメリットとかというのは見えてきます

から、実地でそういうことも踏まえた上で長いス

パンかかるでしょうけれども、また人口も福島町

と七飯町ではかなり違いますから、その辺のとこ

ろも踏まえながら、もうちょっとじっくり検討す

る論点なのかなと。 

 先ほど畑中委員おっしゃったように、今回、目

下のところ、今１８名ですけれども、次の再来年

の選挙の中で１８名というと無選挙になる可能性

も、無投票というか、ないでもないかなという部

分も見えていて、実際、八雲町でやったときも無

投票でしたよね、減らしてもね。そういった事態

にならないように、含めていろいろなところの動

きを見ながら、何名減らすかという論点がまず１

点。 

 それと、減らしたからといって議員の報酬を上

げていいのかどうかというところも、七飯町の独

自の話ですから、八雲町が増やしたからという話

ではないので、その辺も町の情勢とか、いろいろ

な民意とかを反映しながら、今回決めていく論点

の二つは、そこと、あとは、それに伴って連動し

て議会費が上がるかどうかとか、下がるかどうか

という話も出ていますので、それを連動させて考

えるべきかどうかという論点、この３点ぐらいだ

と思います。 

 今回のところでは、通年議会とかと広げてしま

うと論点がかなり幅広くなってしまうものですか

ら、そこは今出すべきではないのかなというふう

に私は考えていました。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ほかにありませんか。 

 中川委員、ありませんか。光輝会の提案につい

て。 

 中川委員。 

○中川委員 通年議会に関しては、検討する材料

としてはいいと思うのですけれども、今までもこ

の活性化委員会だとか、過去にですね、通年議会

そのものをテーマとして、たしか調査したことが

あったと思うのですけれども、それくらいの一つ

のテーマになるものだと思うのですよ。 

 だから、今回の議員定数の中で、通年議会にし

ましょうという気持ちは分かるのですけれども、

通年議会にすればこういうふうにできるのではな

いかという発想は分かるのですけれども、通年議

会というもの自体がそんなに簡単なものではない
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のかなというふうに感じますので、そこは切り離

してやっていったほうがいいいのかなと。 

 あとは、今、光輝会からこういうお話が出まし

たけれども、議員定数を削減するに当たっては、

当然やり方もその人数によっては削減しなければ

今の常任委員会だとか、いろいろな議会の在り方

は、そのままでいいかもしれないですけれども、

定数が減ることによって影響が出てくることも確

かに考えられますので、そういったものを、また

時間がかかるということになるかもしれませんけ

れども、そういったテーマを少しここで逆に出し

てもらって、それを各会派に持ち帰っていただい

たほうがいいのかなと思うのですけれども。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ほかにありませんか。 

 横田委員。 

○横田委員 私たちが言ったのは、うちの会派は

１０名にしたときに、これはどういう条件でやる

のですかといったら、例えば常任委員会を廃止し

て通年議会でやるというような条件でこういうふ

うにしますよという話なのですよ。 

 ほかのところで１４名とか１６名とかという数

字が出ているけれども、今の常任委員会で割り切

れない数字のようで、どうするかということが各

会派から出ていないから、どうするのですかとい

うことを聞いているのですよ、私は。 

 そういうことですよ。２名あれして１６名でや

りますよということになったら、今の３常任委員

会だったらどこか１人多くなるということで、そ

れでもいいというような形でやるのかどうかとい

うことを聞きたかったのですよ。 

 だから、条件があると思うのですよ。２名減ら

して、そうしたら常任委員会は、２常任委員会に

するのか３常任委員会で、どこが１人多くてもい

い、１人足りなくてもいいという条件なのですか

ということだと思いますよ。 

 光輝会は、その条件として、１０名でやるとい

うときは常任委員会制を廃止してということで、

そういうやり方でどうですかということを出して

いるから。ほかのところは、そういう条件が一切

出ていないから、出してほしいですと言ったので

すよ。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午前１０時５８分 休憩 

───────────── 

午前１１時１０分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いた

します。 

 ただいま、常任委員会の件、また通年議会につい

ての議論をたくさんいただきましたけれども、その

内容を聞いているところによりますと、議員定数と

報酬とは別のテーマであると、時間をかけてしっか

り別の機会でやるべきだというような話もありまし

たし、今回のテーマの対象にはならないのかなと。

ですから、今回、議員定数の議論で進めていただけ

れば委員会としてはありがたいのかなというような

気がします。 

 それとまた、定数についてですけれども、定数の

話を聞いていまして、削減する方向性は見えてきた

のかなというような感じを受けてきています。 

 現在その中で削減幅はありますけれども、それで

は七飯町議会において何人の議員が必要なのか。現

在それでは何人減をすれば適当なのか、そのような

議論にしていただければありがたいと思うのですけ

れども、もともと七飯町議会に何人必要で、今回い

ろいろテーマが上がっていますけれども、定数を減

らすという方向性、具体性は見えてきていますけれ

ども、それでは何人減らせばいいのかというような

ところまで、また七飯町議会で何人必要なのだとい

うところまで絞って議論していただければありがた

いと思うのですけれども、それについて意見ありま

したら。 

 池田委員。 

○池田委員 今、委員長の言われたことがあれな

のですけれども、先ほど同僚の平松委員、横田委

員が言われた会派のことです。 

 そのような形で、各会派削減だとか人数削減で

すけれども、そちらの会派のほうは削減した場合

はこういうふうになりますよとそこの答えまで出

しきているのですね。 

 僕らの会派は、ただ削減というだけで、委員会

だとかというものをどういうふうにもっていくか

というような討議を一回持ち帰って、削減するの

であれば、委員会をどうしてもっていくかとかと
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いうことをもう一回考えてもらって、また話し合

いしたらどうだろうかなと思いまして、今ここで

決めるというのも大変で、ただ削減というのでは

なくて、その後の委員会だとかというもの在り方

を各会派で検討したらどうなのかなと思って、

今、委員長のお話聞いていました。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ですから、七飯町議会のほうで……。 

 川上委員。 

○川上委員 今、通年議会という話はどうなった

のですか。今回のテーマに乗せないということな

のですか。 

 もし、光輝会が出している議員定数と議員報酬

については、多分前提条件で、通年議会を前提と

した場合の人数を出しているわけなのですよね。 

 ですから、各会派が横一線に並ぶためには、も

し通年議会を今回のテーマとして取り上げないと

するならば、光輝会からもう一度通年議会でない

場合には議員定数何名、あるいは議員報酬幾らと

いうのを出していただかなければ、各会派が一線

に並ばないと思うので、その辺ちょっと協議して

ください。 

○中島委員長 ただいま、川上委員のほうから光

輝会を指名されてお話がありましたけれども、そ

のことについて光輝会のほうから何か御意見あり

ましたら。（「通年議会はどうするのですか」と

発言する者あり） 

 だから、それはまず、今川上委員の意見を受け

て、光輝会の答弁をまずいただいてから。 

 平松委員。 

○平松委員 横田委員も言いましたけれども、 

我々の提案の前提条件というのがあるわけですよ

ね。だから、先ほど私が言いました前提条件をど

うするかということを皆さんにまず諮っていただ

きたい。皆さんは、まだ通年議会という前提では

早いというのであれば、それを除いた話をすると

いうことになりますからね、我々も。 

 今川上委員が言っていました、では、通年では

ない常任委員会をなくさないという前提条件を

取った場合にどうなるのかということは、それは

また次の段階として、皆さんからそういうふうに

考え直せと言われれば、我々は改めてまた出した

いと思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 先ほど、私のほうも副委員長とちょっと相談を

させていただきましたけれども、常任委員会の廃

止、また通年議会についての議論の中でたくさん

の意見いただきました。 

 その中で、定数と報酬のことについては別の

テーマであると、相当な時間をかけてやるべきで

あって、今この議会で取り上げるべきではないと

いうような議論が多々ありました。そういうこと

で、副委員長とも相談しまして、この議論につい

ては今回の委員会のテーマにしないほうがいいの

ではないかというような話もありました。 

 また、横田委員のほうから、ほかの会派のほう

からは、定数が１６名になったときに常任委員会

はどうするのだとか、１５名の場合はどうするの

だとか、我々はどうするのだとかという話があり

ましたけれども、これは、私と副委員長の話の中

では、定数が決まった中で、改めて常任委員会を

どうするかとか、常任委員会の人数をどうするか

とか、足りない分は掛け持ちでやるのかとかとい

う議論は、定数が決まった中で新しい議会の中で

議論すべきではないかというような話がありまし

た。 

 そのことについては、皆さんどう思われるで

しょうか。何か意見ありましたら。 

 澤出委員。 

○澤出委員 ちょっと理解しがたい部分もあるの

ですけれども，確かに通年議会ありきの話ではな

いとは思うのですけれども、通年議会をやらな

かったからといって、例えば１０名になって常任

委員会が開けないかといったら、規定上の問題だ

けであって、小さい議員数の議会とかで立派に常

任委員会をやっていらっしゃるところもあると思

うのですよね。３人なら３人の常任委員会とかと

いうのも、調べてないから分からないですけれど

も。できないこともないのかなと。 

 通年議会イコール少人数議会というわけではな

いと思うので、その辺のところをノットイコール

だということだと僕は思っているものですから、

今の光輝会の意見イコール、何だかんだ通年議会
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の議論をしなければならないということでもない

のかなという部分が一つあります。 

 多分、通年議会というものは、私も不勉強でよ

く分からないのですけれども、結構、議会の構造

をかなり変えるような中身になると思うので、短

兵急に事を進められる議論ではなく、今回、例え

ば採決するとか言っても、それで決まることでも

なく、やはり長い時間をかけて議論しなければ決

まらない。それと、イコールでやってしまうと定

数削減なんていう話は全くなくなってしまう、決

まらないということになってしまうので、なかな

か難しい話かなというイメージを受けたもので

す。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 局長。 

○広部議会事務局長 参考までに、福島町は定員

１０名ですけれども、通年議会やっております。

ただし、常任委員会は三つ設置しております。で

すから、かなりダブって三つ設置しているという

状態でございます。また、森町も通年議会ですけ

れども、常任委員会を三つ設置しております。 

 ですから、通年議会やるからといって常任委員

会はないよというような流れではございません

で、また、全国町村議会議長会で調査しておりま

す調査ものでは、常任委員会を設置している町村

は９８.９％、ほとんどが常任委員会を設置してい

るという状態でございます。議員定数が少なくて

も、常任委員会は二つ、または三つダブって設置

している場合が多いというのが現状です。 

 また、全国町村議会議長会の調べた中では、一

つの常任委員会では七、八人の委員がいるのが一

番ベストだという御意見がございます。これは、

人数が多ければなかなかまとまらない、また少な

ければ討論できる人数というのにはちょっと足り

ないとういう意見がございまして、七、八人とい

うのが一番いい討論ができる人数だというような

情報もございますので、その点も皆様、頭の片隅

にちょっと入れていただきながら議論を続けてお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま、局長のほうから森町と福島町議会に

ついての報告がありましたけれども、このことに

ついて何か。 

 畑中委員。 

○畑中委員 ただいま、局長のほうから通年議会

を行っている森町と福島町といったものを紹介し

ていただきましたけれども、その中で、通年議会

でも常任委員会はやっているのだということなの

ですが、ただ、今まで我々長年、古い考えなのか

もわかりませんけれども、常任委員会をやりなが

らずっと議会の活動をしてきた中で、例えばです

よ、通年議会にした場合にどういうメリットがあ

るのかどうか、こういったものを十分いろいろな

ところを視察なり何かしてやっていかないと、そ

れをいいものだというふうに簡単に鵜呑みにし

て、そこに移行するというのは、なかなか私は危

険性があるのではないかなと。 

 確かに、光輝会の方々は通年議会に当たって、

それなりのものを描いていると思うのですよ。で

もね、まだまだ我々七飯町の議員全体には、そう

いったものが浸透していないみたいですから、こ

れを今持ち上げて議論するとなると、定数どころ

か報酬もなかなか決めづらくなるなと思っていま

す。 

 もしできましたら、先ほど定数と常任委員会の

数といったものを逆にセットで考えながら進めた

らいかがなものかなと私は思うのですよ。つま

り、例えば１６人にした場合、常任委員会を幾つ

にするのだという考え方で、この議論を進めたら

いいのかなというふうにも思うのですけれども、

皆さんいかがなものでしょうか。 

 以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 平松委員。 

○平松委員 くどい話で恐縮なのですけれども、

私たちは前提条件を立てて定数１０名というのを

出しています。だから、前提条件を今回この委員

会で取りあえず、それを外そうという意見がまと

まれば、それはそれで進めていいと思います。 

 一番大きいのは、通年議会という前提でやって

います。通年でやるのであれば、常任委員会を分

ける必要ない。定員１０名で全員で情報を共有し
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てやるほうがいろいろなものが分かるし、決めや

すい格好かなと思っていました。 

 ほかの常任委員会で扱っているテーマは、例え

ば自分の所属している常任委員会では扱えないと

か、今こういう問題が解決されるというふうに私

どもは思った上で、常任委員会を廃止、通年議

会、定員１０名という提案ですから、だから私ど

もの提案に対して、通年議会を別のテーマとして

委員会から外してやっていこうというふうに皆さ

ん方が意見を決めれば、それに沿ってやっていき

ますので、委員長のほうでそういう取扱いをお願

いしたいと思います。 

○中島委員長 ただいま、光輝会の平松委員の方

から常任委員会、また通年議会については、この

委員会から別テーマとして議論してもいいかどう

か皆さんの御意見を聞きたいというような話があ

りましたけれども、皆さんどうでしょうか。 

 先ほど来、話の中では別テーマとして考えるべ

きだと。もっと時間をかけてじっくり別の機会

で、例えば改選後の新しい議会でやるべきだとか

という話が出ましたけれども、そのほかに何か御

意見ありましたら。 

 若山委員。 

○若山委員 同じ話の繰り返しになるのですけれ

ども、通年議会にしても、常任委員会をなくして

一つにしてしまうというのも、それはそれで検討

するテーマなので、じっくりやればいいと思いま

すよ。 

 ただ、ここでそれを前提に１０名にしていると

いう話なのだけれども、だから議員は１０名で十

分だよということですよね。こうやってやれば１

０名でもできますよと、８名は無駄ですよという

提案なわけですよ。駒ヶ岳は６人無駄ですよとい

う提案なわけですよ。 

 なおかつ、議員報酬を上げる理由として、通年

議会にして議会の議員はもっともっと頑張ってや

りますよという理由になるので、議員報酬上げる

理由として通年議会とかということも言っていけ

ればいいのではないかなという話なのですよね。 

 それはそれで十分分かるのですけれども、何人

にしても議会活動はできますよと、こうやってや

ればできますよということなので、前提条件がど

うのこうのというと、議員報酬を上げる前提とし

て議員を減らしましょうという人たちもいるし、

いろいろな前提でみんな議論しているわけです。

こうしてやればうまくいきますよというのは前提

条件になりますからね。 

 だから、光輝会は、我々は１０人でこうやって

やれば十分間に合っていきますよという提案だと

思うので、それはそれでいいのではないかと思う

し、別にそのテーマを今どうこうするかというこ

とはないと思いますけれど。１８人のままでも通

年議会はできるし、常任委員会をやめて一つにし

ましょうというのもできるわけですよ、みんなで

決めればね。先ほど言ったとおり、分けたほうが

議論が進むとか何とかというのは、また別なあれ

ですからね。 

 そういう意味で、本当に１０人でいいのかどう

か、２人削るだけでいいのか、１８人必要なのか

どうか、そういうような議論を各会派がどういう

理由で現状維持を望んでいるのかね。２人減らす

というのは、経費削減だけなのか、そういうとこ

ろをあれすればいいと思います。人数が幾らに

なっても、先ほど委員長が言ったとおり、常任委

員会をどうやるかというのは決めの問題ですから

ね。５人でやるのか、４人でやるのか別にしまし

ても、それはできると思いますので。 

 要は、何人必要なのだろうかというのをじっく

り各会派で出している理由を議論する必要がある

のではないかなというふうに思って、先ほど論点

整理というか、こういう理由から現状維持です

よ、こういう理由から減らす必要があるのではな

いかなというところの議論をもっとしたほうがい

いのではないかという話です。 

 だから、通年議会と常任委員会をやめるとか一

つにするというのは、またそれは別のときにじっ

くりやればいい話で、ある前提で議論していると

いうのは、各会派みな同じだと思いますよ。だか

ら、それはそれでいいのではないかと思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま、たくさんの議論を……。 

 副委員長。 

○上野副委員長 今、若山委員のほうから発言あ

りましたけれども、光輝会が提案して今回出して



－ 16 － 

きているのは、基本的に通年議会が前提で１０名

と言っているわけですよ。 

 それで、光輝会としては、その前提条件が認め

られるのであれば、それは今後の課題として今回

改めて、通年議会でない場合の定数について改め

て提起しますよという発言までしているのです

よ。ですから、その辺について確認して前に進め

たらいいのではないかといいうふうに思いますの

で、よろしくお願いします。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま、各委員の皆様方、そしてまた副委員

長のほうからもお話がありましたけれども、常任

委員会の廃止の件、また通年議会制については、

今回のこの委員会から切り離して別のテーマとし

てほかのところで議論すべきではないかというよ

うな話が出ましたけれども、皆さんそのような方

向で進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 では、そのように決定させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 取りあえず、今回のテーマは一応議員定数と報

酬ということで、議員定数について、これからま

た議論を進めていただけると思いますけれども、

先ほど来から申し上げておりますように、検討の

結果、議員の定数を削減するというような方向性

が見えてきていることは皆さん確認していただい

たと思います。 

 それでは、先ほどから何回も言いますけれど

も、何人減が適当なのか。七飯町議会として何人

の定数が適当なのか、その辺を含めて、先ほど多

く出している会派の方からも妥協するところは十

分妥協する準備はありますというようなお話もあ

りましたけれども、現実に沿った人口減、確かに

国勢調査なんかを見ましても人口が減ってきてい

るのは確かでございます。 

 また、財政の問題もありますし、そういうもの

を踏まえて、七飯町の今現在の議会、また改選後

の議会に何人が適当なのか、その辺を皆さんと意

見を出していければありがたいなと思うのですけ

れども。 

 川上委員。 

○川上委員 先ほど、光輝会の平松委員もおっ

しゃっていましたけれども、今回の委員会では通

年議会を取り外すというよりも、通年議会につい

てはテーマから外してやるということで、今、皆

さん了解したのですけれども、そうした場合に、

光輝会から新たな通年議会以外の場合についての

議員定数と議員報酬の検討結果というものを出し

ていただかなければ各会派一線に並びませんの

で、並んでからの議論をしていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 そのことにつきましても、先ほど絆会派のほう

からも説明がありましたけれども、こういう改正

といいますか、そういう面については改選ごとに

議論していくことが適切でないか、検討をする必

要があるのでないかというようなお話がありまし

たけれども、まず今回は今回で、当初発足したと

きの議題のテーマとして、定数と削減をどうする

かということだけで進めてまいりましたものです

から、今回できたら委員会としては、定数と報酬

についてどうするかということについて議論させ

ていただいて、新しい議会でといいますか改選後

の議会で、またそういうテーマを取り上げていた

だいて、その中でまた常任委員会の問題、通年議

会の問題という話合いをしていただければいいの

かなというような気がしないではありません。 

 そのような形で、常任委員会廃止の問題、通年

議会の問題につきましては、外すというのではな

くて、改めてほかのテーマの形で進めていきたい

というふうに思っておりますので、そこはひとつ

御理解いただいて、今回何とか、先ほど周知期間

の話も出ましたけれども、年度内に決めていただ

いて、次の新人が出る条件としてお知らせすると

いう仕事も我々としてはありますので、ぜひ議会

定数のほうに絞って議論させていただければ、委

員会としてはありがたいと思っていますけれど。 

（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 池田委員。 

○池田委員 今、同僚議員の川上委員の言われた

答えを委員長が全然言っていなくて、光輝会のほ

うの意見を取り下げるなら、そのように同じテー

ブルになった案をもらえないかという話をしたの

ですよね。それに対して、委員長ばーっと走って
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くるから、ちょっと違うのではないかなと思って

議事進行をかけさせてもらいました。 

○中島委員長 すみません。今、池田委員のほう

から議事進行がありましたけれども、大変申し訳

ございません。 

 川上委員のほうから話がありました光輝会の常

任委員会と通年議会の問題については、取り下げ

るのなら取り下げてもらって、そして下げた後の

数字を新たに出してもらっ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けれども、皆

さんそうしてもらったほうがよろしいでしょう

か。 

 また、光輝会として、そういうことが可能なの

かどうなのか、お話を聞きたいと思いますけれど

も。 

 澤出委員。 

○澤出委員 また混乱させてしまうかもしれない

ですけれども、議論を整理しなければならない部

分かなと思って、あくまでも定数削減ありきでも

ないですし、現状維持という会派もありますの

で、ただ合理性という中で考えなければならない

ことが一つあって、論点が分かれるのが、組織論

としての、例えば常任委員会を残した場合に何人

までだったら可能なのかと、物理的な面と理想論

とかと言っていましたけれども、六、七名とかと

いう話もありましたけれども、そこのシミュレー

トできている部分とできていない部分があると思

いますので、それを事務局には申し訳ないのです

けれども、例えばこのくらいの人数だったら、こ

ういう人員配置になって無理がないとかという共

通認識を持たなければ駄目かなという部分が一つ

あって、もう一つの論点が、人数を減らしたこと

によって、組織の話ではなくて、機能的な面で、

先ほど言った議会に対するチェック機能が低下し

てしまうとかといったところの論点でも出てくる

ので、まとめないと話がテレコになってしまっ

て、通年議会だと何だかとかとなったりして、そ

れは通年議会にしてもやり方のことなので、却下

するとか取り下げるとかという話でもないと思う

のですよね、本来的にね。 

 議論進める中でいろいろな方向性があるのだけ

れども、このくらいの人数だったら妥当ラインで

できますよとか、勝手に我々も会派で１８名とか

１２名とかと言っているのですけれども、根拠と

かというものがちょっと曖昧なところもあります

ので、１２名でもできるのではないかというぐら

いでやっているので、実際問題、物理的にできる

のかというところは組織論の話だし、あとは機能

的な面でいうと、これだけいればチェックできる

だなんていうのは数を取りまとめて決を採らない

と、それでできるのだというのはいつまでも水掛

け論になるので、二つの方向性の議論あると思う

のですよ。 

 その中に、組織でいえば通年議会というものも

入ってくるし、だから、なかなか難しい話で、そ

れを議論から外すということでもないのかなと。

だから、前提条件としてこれだけ人数がいないと

我が七飯町議会は成り立たないのだよという客観

的な資料がないと難しいのかなと思っていました

けれども。 

 会派は勝手に、例えば１０名とか、２名減らし

て１６名というのが多かったけれども、その辺の

ところの共通認識が持てているのかなというとこ

ろがありますので、できれば、人数がこれくらい

だったら、こういう常任委員会の人員構成になっ

て、これだとどうだとかといったところのせめて

組織論のところだけでも共通認識持つべきではな

いかなと僕は思っていました。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 先ほどから申し上げておりますように、機能だ

とかというものを含めて、それでは何人減が必要

なのかということで提言もさせていただいており

ますけれども、その意見がなかなか出てこない

で、ほかのほうに行ってしまうというような感じ

も受けないでもないのですけれども、先ほどお話

ししましたように、川上委員が申し上げているよ

うに、光輝会のほうに改めて通年議会を外した中

での新しい提言をしてもらうということについて

は、どうでしょうか。（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ただいまオーケーという話があり

ましたけれども、それでは、光輝会のほうから改

めて数字を出していただくということで決定して

よろしいでしょうか。（「ちょっと乱暴だと思い
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ます」と発言する者あり） 

○中島委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 七飯町の適正定数というのは計り知

れないいろいろな分野があるわけですから、そこ

に近づけるためにも、研究なり調査なりをきちっ

と。 

 先ほども言いましたように、皆さんと一緒にあ

る程度研究しながら、ましてや、すぐ近くの福島

町は、全国町村議会で議会改革１位という町村で

すから、そういうところにも視察、今コロナもい

ろいろ解放になってきましたので、そういう研究

をみんなで一緒に、ある程度の共通した認識を持

ちながら。 

 だったら七飯町はこの定数でいいですかとい

う、また、今出た通年議会というものも皆さんと

一緒にお勉強しながら、だったら七飯町どうする

かという最終的なそういうものが大事になってく

るかなと思うのですよね。 

 あまりにも数字的な問題で乱暴的な、こちらに

してみれば、決め方ではないかなとちょっと思っ

たのですけれど、そんな簡単なものではないです

からね、定数といっても議会だけで決められるも

のでもないですし。 

○中島委員長 乱暴と言われましたけれども、こ

ちらから数字は何人にするかとかという話は全く

していませんので、あくまでも皆さんからの意見

を聞いているだけであって、別に委員長のほうか

ら人数を何人にするのだというような限定は、私

はしているつもりはありません。また言ってもお

りませんし、その辺はちょっと踏まえていただき

たいなと思うのですけれども。 

 それと、また話がそれて、視察が必要ではない

かというような話が出ましたけれども、皆さんの

お考えはどうでしょうか。 

 絆の田村委員どうですか。 

 田村委員、視察について、今、必要ではないか

という話が出ましたけれども、そのことについ

て。 

○田村委員 視察は大事な一つの行事だと思いま

すけれども、今の段階は、私はこのままの議論の

中で決めていけばいいのではないのかなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま、視察は必要ないのではないかと。今

この議論の中で定数を決めていくべきではないか

というお話がありましたけれども、それについて

御意見ありませんか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 本来であれば、視察等をして、いろ

いろ見聞広げて、我々が判断すると一番いいので

すけれども、やはりコロナ禍の下では、視察を申

し入れても逆に相手方が大変御迷惑するのではな

いかなと思いますので、今、我々ができること

は、１７名の委員で、いろいろ議論して進めるの

がやはりベターだと思います。 

 そして先ほど、川上委員からも出ていましたけ

れども、光輝会の定数でも、あるいは報酬につい

てでも、一応前提条件というふうな申し方をし

て、例えば通年議会にしたなら１０名、あるいは

報酬は幾らか分かりませんけれども、そのように

したいということで前提条件をつけてきています

よね。 

 ところが、委員長、副委員長、あるいは、我々

にこういったものを、いわゆるアンケートです

か、意向調査ですか、こういうものを出すとき

に、そういう前提条件なるものをつけてもいいと

いうのを言っていないのだけれども、取りあえ

ず、光輝会の考え方と通年議会ということを考え

ますと、同じ条件の下で判断していないなという

ことがありますので、先ほどこの件については新

しい議会の中で考えてもいいテーマではないかと

いうことも話し合われましたので、改めて光輝会

のほうから議員定数、あるいは報酬についてお聞

き取りしていただきたいと。 

 したがいまして、それがきちっと出てこない

と、これ以上議論を進めてもなかなか進まないの

ではないかなと思いますので、本日の会議はこの

程度にとどめたほうがいいのではないかなと、私

はこれ以上進めてもなかなかできないのではない

かなと思うのですよ。私の考えですから。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 神﨑委員からの提案でありますけれども、２名

しか聞いておりませんけれども、視察は必要ない
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のではないかと。現状どおり今のままで進めてい

くべき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。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、そのような形で進めていた

だきまして、視察のほうはしないということで決

定をさせていただきます。 

 横田委員。 

○横田委員 今、畑中委員のほうから、意向のも

のを出してもらったけれども、これは光輝会だけ

前提条件が出ていると。でも、僕は反対だと思い

ますよ。皆さんから出たものだって、２名減らし

た数字の根拠は何だということを言われるではな

いですか。それも出さないでね、やるということ

自体がおかしくないですか。 

○中島委員長 いいですか。 

 今、横田委員のほうから話が出ましたけれど

も、根拠が出ていないと言いますけれども、具体

的理由を述べてくださいという中には、ある程度

のことが書かれているのかなと気がしますけれど

も、どうなのでしょうか。 

 横田委員。 

○横田委員 今、畑中委員は、意向調査をやった

けれども、前提条件を無いで出したのというふう

に言ったではないですか。 

○中島委員長 前提条件というのは、何。 

○横田委員 うちだけが出したからと言って、お

かしいのではないかと言われたのですけれども、

本来からいくのならば、２名でも３名でも現状維

持だって、それは根拠があるから、うちはこうい

うふうにしたのですよというのは出てくるはずで

すよ。中には出ているところもありますよ、確か

に。でも、畑中委員はそれがないよというふうに

言ったのですよ、今。そうでなかったら、ちょっ

とテープ起こしてもらいます。 

○中島委員長 平松委員。 

○平松委員 話がだんだん深みにはまってしまう

ような感じなのですけれども、一応２人でまだ調

整はしていないのですが、私が先ほど申した意見

に対して、川上委員のほうから意見が出ていまし

たね。 

 それは、通年議会という前提条件を取り除いた

ときの条件を光輝会から出していただいて、簡単

に言えば、みんな同じ土俵に上がって話をする、

それを出してもらうべきではないかというのが

あったので、それには、私個人としては答えてい

きたいなと思っています。ただ、会派で調整はで

きていないのですが。 

 それで、横田委員が前にも言ったのですけれ

ど、例えば１６名にしたときに、常任委員会をど

うするのだとか、その辺まできちんと考えた案を

提案すべきではないかということを先ほど言って

いました。だからもし、光輝会の新しい案につい

て、同じ土俵に上げて話をするのであれば、１５

名だ１２名だ、いろいろありますから、それにつ

いて具体的に三つの常任委員会に何人何人と分け

るだとか、もしくは常任委員会は二つにするだと

か、その辺の考え方も皆さんから伺った上で議論

したほうがいいかなと思いますので、畑中委員の

話の続きではないですけれども、それでもう一度

各会派の意見を次の会議のときに出して調整した

らいかがでしょうか。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午前１１時４９分 休憩 

───────────── 

午前１１時５２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、平松委員のほうからお話がありまし

たけれども、川上委員のお話もありましたけれど

も、それでは光輝会の資料を次の委員会までに出

していただきまして、提出していただいて、それ

を委員会でさらに集約するという形でよろしいで

しょうか。 

 そしてまた、含めて常任委員会の定数の構成の

ことも案がありましたら、含めて一緒に出してい

ただければありがたいと思いますけれども、その

ような案でよろしいでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 わざわざ、またそういうのを出させ

る必要があるのかどうかということですよ、３回

も同じようなものを出させて。みんな考えた上で

この数字を出しているのですよ。 
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 だから、あなたたちの会派で１０人でやるとい

うけれども、これでできるのかという議論をここ

でする必要があるだけではないですか。 

 また出しても構わないですよ。だけど会派で書

いて、みんな集まっているのだから、ここで議論

すればいいではないですか。現状維持でなければ

駄目だというところもあるわけですから。それ

を、また今度そういう議論が出てきたら、また集

計するわけですか。その都度というか。 

 だから、そもそも最初から、アンケートの中に

書けとだけしかないから、これに合わせて増やす

とか減らすとか、何人とかと書いているだけなの

ですよ。もっともっと幅広く、いろいろな集約で

きるような内容にしてくれれば、いろいろなこと

ができたのだと思うのですけれどもね。切りがな

いのではないかなと思うのですけれども。 

 だから、あえてそのようなことをしないで、こ

こで議論をすればいいのではないですか。それで

方向性というか出していけばいいのではないかと

思うのですけれども。もう一回集めるのですか。 

○中島委員長 今、若山委員からそういう話があ

りましたし、先ほどからお願いしているのは、川

上委員のほうから、光輝会に改めて出していただ

いたほうがいいのではないかというような提言が

あって、光輝会のほうでもそれを受けて、それで

は次回までに提出させていただくということで、

それが出た時点で、また改めて議論したらどうか

というような話があったものですから、今提言さ

せていただいたのですけれども。 

 また今、若山委員のほうから、そのようなこと

はしなくてもいいのではないかと。この委員会の

中で議論したほうがいいのではないかという話も

ありましたけれども、どうでしょうか。 

 私としては、もしこの委員会の中で光輝会のほ

うから、書類ではなくて、口頭で改めて通年議会

を外した場合は何人が必要ですと。何人が適当で

すというような考えをまとめていただいて提言し

ていただいても、それを基にして議論を進めてい

くというような形にもできないことはありません

けれども、最初のときから改めて書類を出してい

ただきたいという話があったものですから、それ

を前提として進めていただきましたけれども、皆

さんどうでしょうか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 委員長のこれから進めようとしてい

る考え方、川上委員だとか平松委員も発言してお

られましたけれども、そういう方向で進めていた

だきたいなと思っております。 

 そしてまた、ある程度、委員長の考え方にも

従っていただかないと、なかなか物がこれから決

まっていかないなということがあるのですね。で

すから、その辺はやはり皆、考えてほしいなと私

は思うのですけれど、よろしくお願いします。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今、副委員長ともちょっと話をしたのですけれ

ども、確かに改めて２回も検討、報告をいただい

ておりますので、各会派の方はまた同じような形

で出てくるのかなという可能性も十分に考えられ

ます。 

 ですから、副委員長とも相談したのですけれど

も、光輝会のほうから、大変申し訳ないのですけ

れども、次回の委員会のほうで口頭で皆さんに提

言をしていただいて、それをもってまた改めて議

論させていただくというような形で、それもまた

畑中委員の議論ではないかと思うのですけれど

も、そういうふうに進めたほうがいいのではない

かと思うのですけれども、そういうような形で進

めていってよろしいでしょうかね。 

 もう２回も検討の書類を出していただいていま

すので、光輝会以外の方の会派は、そんなに変

わったものが出てこないと思いますし、光輝会の

ほうからは口頭で、大変申し訳ないのですけれど

も……。（「光輝会だけから出してもらう……」

と発言する者あり） 

 今、川上委員のほうから、光輝会だけ出しても

らって、ほかの会派は現状維持でというかこれで

出してもらうと、光輝会のほうからだけ出しても

らうという話がありましたけれども、皆さんどう

でしょうか。（「それでいいよ」と発言する者あ

り）それでいいですか。（「いい」と発言する者

あり） 

 では、そのように決定させていただきますの

で、よろしいでしょうか。 

 坂本委員、それで結構ですか。（「いいです」
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と呼ぶ声あり）ありがとうございます。 

 それでは、大変申し訳ないですけれども、横田

委員と平松委員にお願いしますけれども……。

（発言する者あり）次回だと思いますので、御理

解ください。お願いします。 

 それでは、光輝会の方には大変申し訳ないです

けれども、次回までに光輝会だけ、お手数かけま

すけれども提出のほう、よろしくお願いをしたい

と思います。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５８分 休憩 

───────────── 

午前１１時５８分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 今、横田委員のほうから午後からもというような

話がありました。そしてまた事務局のほうからも、

午後からもやって常任委員会は何人が適当なのかと

かというところまで含めて議論したほうがいいので

はないかというようなお話がありましたものですか

ら、午後から１時半ぐらいでいいですかね。１時か

らだと時間的にちょっと、皆さん帰られると思うの

で、１時半から……。（発言する者あり） 

 時間どうですか、何時がよろしいですか、午後か

ら。（発言する者あり）１時からでいいですか。で

は、１時からということで、皆さんどうでしょう

か、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、１時からまた改めて進行さ

せていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 では、暫時休憩します。 

午前１１時５９分 休憩 

───────────── 

午後 １時０１分 再開 

○中島委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議

を行います。 

 先ほどお願いしました３項目についての各会派

の集計が出たと思いますので、各会派のほうから

発表をしていただきたいと思います。 

 順序が先ほどと変わりますけれども、まず、光

輝会のほうからの通年議会の件を除いた場合の会

派としての議員定数と議員報酬の額を聞かせてい

ただくのと、また、各会派での常任委員会の数を

考えての議員定数の方向性について、それと、常

任委員会の数の意見を報告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。 

 平松委員。 

○平松委員 今、委員長言われた内容で、再検討

いたしまして、議員定数は１２名。これは三つの

常任委員会を４名という想定をしていますが、別

に４名とかは今回のテーマになりませんので、そ

れは別としまして。 

 議員報酬は、一応３４万５,０００円という数字

を出しました。ただし、これも単純に、今までの

２３万円という数字を１８倍したものを１２で

割ったという数字ですので、これは検討の余地が

あるという数字ですので、よろしくお取り計らい

をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それでは、次に順番でいかせていただきますけ

れども、赤松クラブの畑中委員、お願いいたしま

す。 

 畑中委員。 

○畑中委員 会派で協議しましたのですけれど

も、まず定数についは１４名ということで、歩み

寄りたいと思います。 

 それから、議員報酬は３０万円といきましょ

う。 

○中島委員長 今、幾らと言いました。 

○畑中委員 ３０万円。 

○中島委員長 上がったの。 

○畑中委員 歩み寄らなければ駄目だからね。い

つまでも２３万円なら２３万円でもいいのだけれ

ども、それでは話にならないから。 

 それから常任委員会は、二つにしていただきた

いなと思います。数については別に根拠は特にあ

るわけではなくて、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○中島委員長 それでは、次に青山会の川村委

員、お願いします。 

 川村委員。 

○川村委員 青山会では、定数に関しては、この
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まま１４名ですね。 

 報酬についても３１万円、これも別紙のほうで

きちっと根拠はつけておりますので、変更なしで

いきたいと思います。 

 常任委員会のほうも、現状の形で三つですね。

具体的な人数はとなれば、先ほど事務局のほうか

らも、今現時点では６名ですけれども、７名であ

れば７名にして、当然三つ設けると人数が足りな

いわけですから、その分は議員１人が二つ持つよ

うな形です。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次には、動進会の川上委員、お願いします。 

 川上委員。 

○川上委員 議員定数につきましては、１６名で

そのままですね。 

 常任委員会は三つやっぱり必要だということ

で、同じ人数にはならないかもしれませんけれど

も、５、５、６とかで、三つの常任委員会が必要

だと考えております。これは、議会規則を変えれ

ばいいだけの話ではないかと考えております。 

 議員報酬につきましては３０万円と同じで、や

はり若い方が生計を立てるのに維持できるような

額が必要でないかということで３０万円のそのま

までございます。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 駒ヶ岳会派、お願いします。 

 澤出委員。 

○澤出委員 駒ヶ岳は、定数１２名。 

 議員報酬は、現状維持の２３万円。 

 常任委員会の数も三つで、４人定員にすればそ

れでいけるのではないかという判断です。 

 以上です。 

○中島委員長 公明、お願いします。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 常任委員会は、現状の三つの常任委

員会の活動ということで、それで、もし歩み寄る

というか、皆さんのほうがあれで、何としても１

８名でなければいけないとかとことではないの

で、今考えているのですけれども、もし１６名と

いうことで２名辺減になった場合は、常任委員会

は８人のうち４人がそちらのほうに行く。両方の

常任委員会から４名ずつ行って８名体制というよ

うな形を考えていけばいいのかねということで話

をしております。 

 以上です。 

○中島委員長 定数については、現状維持です

ね。 

○神﨑委員 一応今のところは現状維持ですけれ

ども、皆さんの御意見を聞いて、ここはまた本日

決めなければいけないということではないと思っ

ています。 

○中島委員長 報酬についても現状維持ですね。 

○神﨑委員 はい。 

○中島委員長 絆会派、お願いします。 

 田村委員。 

○田村委員 絆の考え方は、まず定数が１６名で

変わりません。 

 それから、議員報酬も２３万円で変わりませ

ん。 

 それから、常任委員の数でございますけれど

も、議員定数を１６名にした場合、常任委員の数

ですけれども、現在三つですけれども、編集の特

別委員会が今現在行われているということで、こ

れについて、特別委員会より常任委員会に移行し

たほうがいいのではないかという考え方で、常任

委員会の数を四つにして、定数を１６名にして、

４人ずつ配置しますけれども、それで足りないと

いうことであれば、４人が掛け持ちをすると５人

の部分が出てくるというようなことで、そういう

対策も可能だろうというようなことでございま

す。 

 特に常任委員会というのは、専門性を非常に必

要としますので、これについて現在、編集委員会

なんかについても常時専門的な知識を必要とする

ことから、特別委員会よりも常任委員会にして、

四つの常任委員会で調整というか行政をチェック

していくという形のほうがよろしいのではないか

ということで、こういう形になりました。 

 以上です。 

○中島委員長 無会派。 

 上野副委員長。 

○上野副委員長 無会派は、基本的に現状で考え
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ています。 

 常任委員会に関しては、今３なのですけれど

も、場合によっては４ということも考えられるの

で、その辺については柔軟に対応していきたいな

ということで考えております。 

 以上です。 

○中島委員長 報酬は。 

○上野副委員長 同じです。 

○中島委員長 現状ですか。 

○上野副委員長 はい。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 暫時休憩します。 

午後 １時３４分 休憩 

───────────── 

午後 １時３６分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 まず、光輝会からの報告ですけれども、議員定数

については１２名ということで、６名減という報告

がございました。 

 報酬については４１万４,０００円から３４万５,

０００円ということですけれども、これは皆さんの

意見によっては検討の余地はありますよというよう

な話でございました。 

 また常任委員会については、現状どおり三つの常

任委員会を守りたいというようなお話でございまし

た。 

 坂本委員から早退の届出がありましたので報告さ

せていただきます。 

 それで、常任委員会の数なのですけれども、これ

も分かれておりまして、４会派が現状どおり三つの

常任委員会で進めたほうがいいのではないかという

話、それと……。（「違う」と呼ぶ者あり） 

 ごめんなさい。無会派は、先ほど絆から言われた

ように、三つないし四つという話でありましたけれ

ども、絆のほうからは四つの常任委員会にしたほう

がいいのではないかと。今の広報の特別委員会を格

上げして常任委員会にし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し、また無会派のほう

からは、三つという話も言葉の中では出ておりまし

たけれども、場合によっては四つというような話も

ありました。 

 それと、残りが、二つにしたほうがいいのではな

いかと。二つの会派が一つということで……。 

（「委員長」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 川上委員。 

○川上委員 三つとか二つとか言わないで、どこ

の会派というふうにして、三つだとかと……。 

○中島委員長 名前挙げていいですか。 

○川上委員 名前を言ってください。会派の名前

を。 

○中島委員長 でも、発表で個人個人言ったので

言わなかったのですけれども、そうしたら、はっ

きり言わせていただきますけれども。 

 それでは、まず光輝会が常任委員会は三つ、そ

れから無会派が場合によっては四つということに

なっていますけれども三つでいいのですか。（発

言する者あり）無会派は四つとなっています。 

 それと、赤松クラブが二つと。それから青山会

が３常任委員会と。それから動進会が３常任委員

会、駒ヶ岳が３常任委員会、公明も３常任委員会

ですね。それから絆は４常任委員会という形に

なっております。 

 ４常任委員会を挙げているのが２会派と、あと

の１会派が二つということですね。あと残り５会

派ですか、は三つの常任委員会というような形が

出てきたわけですけれども、このことについて、

何か意見がありましたら発言していただければと

思うのですけれども。 

 澤出委員。 

○澤出委員 会派のものというのは、基本的に論

点ではないのではないかなと思います。 

 論点になっていなかったのではないかなと。そ

れは集計するのはいいのですけれども、話の議論

の後になって人数振り分けの部分で出てくるわけ

であって、今の論点は人数をどうするかという話

だったと思うので、だから集計はいいのですよ、

取るのはいいのですけれども、だから本来的に各

会派で出た人数をどうやって集約するかというこ

とですよねと思いまして聞いていましたけれど

も。 

○中島委員長 分かりました。ありがとうござい

ます。 

 常任委員会の数については、後でいいのではな
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いかというような話ですけれども。 

 取りあえず、今集計しましたけれども、議員定

数のほうにつきまして報告させていただきます

と、先ほど、光輝会のほうは１０名から、６名減

の１２名ということになりました。 

 それと、無会派のほうでは、定数を増やすから

現状維持に変更されておりましたね。 

 それから、赤松クラブが午前中の報告では現状

維持ということだったのですが、今回４名減の１

４名にするという話が出てまいりました。報酬に

ついては２３万円の現状維持でいいのではないか

という話だったのですけれども、今回アップして

３０万円が適正でないかというような話が出てき

ていました。 

 それから、青山会は現状どおり１４名と３１万

円ということです。 

 動進会のほうも定数は１６名で、２名減と。そ

れと報酬については、同じ３０万円。 

 そういう結果が出ているのですけれども、これ

もなかなか一つにまとめるにはどうしたらとなる

ところですけれども、皆様方の御意見をもう少し

聞かせていただきたいと思うのですけれども、何

か御発言ありましたらお願いしたいと思いますけ

れども。 

 まず、定数について変わったところもあります

ので、再度の議論が必要になってくるのかなと思

うのですけれども、今上がってきた定数の考え方

について、定数に絞って何か御意見があったら御

提案いただきたいと思うのですけれども。 

 ありませんか。ないとなかなか定数の数につい

ては決まっていかないということになりますけれ

ども、これは非常に難しい問題ですから、今回結

論を出そうと思っておりませんけれども、次回の

委員会までに先延ばししてよろしいでしょうか

ね。定数については。 

 それとも皆さんのほうから、前にも話しました

けれども、七飯町の議会は何人が必要なのだと、

何人減らせばいいのだというような七飯町の今の

議会の立場に立って考えていただいて今回の集計

になったと思うのですけれども、このことについ

て何か御意見ありましたら積極的に聞かせていた

だかないとなかなか議論も進んでまいりませんの

で、ひとつよろしくお願いしたいと思いますけれ

ども。 

 畑中委員。 

○畑中委員 定数のことなのですけれども、我々

赤松クラブというのは、初めは現状維持というこ

とで主張してきました。でも、全体的な会派の

方々の意向を聞いてみますと、それではなかなか

一本化はできないというような感じもあるし、そ

こで歩み寄りが大事かなと。例えば全く初めから

同じことを主張することもあるのですけれども、

それではなかなか決まらない。やっぱりどこかに

落ち着けなければないと思うのですね。 

 そして、今どっちかというと、どこの議会を見

ても、若干減ずるという流れできているなと思う

のです。確かに減ずることによって、先ほども何

回も主張しましたけれども、行政へのチェックと

かというものが幾らかでも薄れるかなと。それは

いろいろな議論がありますけれども、例えば１０

名でもチェックできるのだよ、あるいは１８名で

もチェックできるのだと。そうなれば、なかなか

決まらないし、私らは１８名を主張していました

けれども、涙をのんでといえば何ですけれども、

何とか歩み寄る意味で１４名を主張していきたい

なと。 

 もう一つは、これから長い年月だと思うのです

けれども、これは人口が減っていきますので、当

然やっぱりそういったことも早かれ遅かれ考えな

ければならないし、そのためにも準備したほうが

いいのかなということで、１４名で一応主張させ

ていただきます。 

○中島委員長 赤松クラブのほうから、現状維持

から変更されたということですけれども、そして

また、歩み寄りが必要でないかということで、他

の会派と歩調を合わせるという形、歩み寄りが大

事ということで、今回、現状維持から減らしたの

だというような意見がございました。 

 ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 委員長は今、今後の課題的な話をさ

れましたけれども、昼休み挟んで各会派は数字を

出し直したわけですよ。前の数字の会派もありま

すけれども。これを決めずして、次に進んでもど
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うもならない。 

 だから、私個人の意見ですけれども、一旦例え

ば１６名でも１５名でも数字を決めて、それでほ

かの話をしていったときに、例えば常任委員会の

検討項目、特別委員会とかを含めていったら、若

干やはり増やしたほうがいいのではないかとか、

まだ減らしてもいいのではないかとかという余裕

は残しておいてもいいのかなと思うのですけれど

も、でも、何かをどこかで決めないと、次のス

テップに行きませんから。 

 今、各会派から具体的な数字が出てきたのです

から、これの中でどうしようかという話を決める

べきだと私は思いますけれども、それについて、

皆さんの意見をもう一回、委員長のほうで聞いた

らいかがですか。 

○中島委員長 定数の削減数を決めてしまうとい

うことですね。（「そうですね」と発言する者あ

り） 

 今、平松委員からいろいろ出ましたけれども、

定数をある程度限定して決めるほうがいいのでは

ないかと。そのほうが議論が前に進むのではない

かというような話がありましたけれども、そのこ

とについて何かありませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 何というのですか、今話を聞いてい

て、１８名の現状から１６名にしたとかという話

がありますけれども、何で変えたのかというのが

分からないわけですよ。何で１８名なのかもよく

分からなかったのだけれども。 

 そういう中で、何か数字だけ合わせなければい

けないとかというのは、ちょっと議論としてどう

なのかなと思いまして。何で１８名でも大丈夫な

のか、１６名でなければ駄目なのか、１６名がい

いのかとかという議論をもうちょっとしないと、

深まらないような気がするのですね。 

 だから、進めるのであれば、増やすというとこ

ろはなくなってしまったのですね。現状維持とか

というのが少しあって、減らすのか増やすのか、

今のままでいいのかどうかね、そういう議論をし

て、減らすと決まったら、では何人減らすのかと

かというような形で順繰りしていく必要がいいの

ではないかなと思うのですけれども。 

 要は、何人だとかといきなりあれするのではな

くて、だから何人いなければ議員は間に合わない

よねとか、一つの、先ほどから出てきた常任委員

会の数を幾らにするかというのは、これは何人に

した場合こういうやり方もありますよ、こういう

やり方もありますよというのは幾らでもできると

思うので、それについてはこういうやり方もあり

ますよというだけでいいと思うのですけれども

ね。 

 だから、今数字変わったところも、なぜ変わっ

たのかが正直よく分からないので、歩み寄ったと

言われればそれかもしれないのですけれども、要

は、減らすのか、増やすのか、現状維持なのか、

そういう大枠のところで減らすとしたらどういう

理由からなのかとか、そこのところをしっかりし

ていかないと、数字が出ても、説明をこれから町

民にしていくのに非常に弱いのではないかなと思

うのですけれども、もう少し議論は必要という

か、していただければなというふうに個人的には

考えているのですけれども。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 いろいろ今、若山委員のほうから意見が出まし

たけれども、今回午後からのまとめでいいます

と、現状維持が減って、先ほど申しましたけれど

も削減するという方向性が、これは赤松クラブが

減にしたことによって、ますます削減の方向性が

具体的になってきたのかなというような感じがし

ます。 

 今、若山委員からありましたように、先ほども

言いましたけれども、それでは何人を減すればい

いのかと。そしてまた、平松委員のほうからも、

ある程度減数の数を限定して進めたほうがいいの

ではないかというような話も含めまして、またお

話を聞かせていただきたいと思うのですけれど

も。 

 確かに、先ほども言いましたように、定数を減

らすという方向性が具体的になってきたことは、

もう皆さんも御理解いただいたのかなと思います

し、何回も言いますけれども、今、分かれている

数の中で、幅がある中で、再度議論してほしいの

は、それでは何人減らすか、もう少し絞っていた

だけるような議論で、若山委員も言われるよう
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な、だから何人なのだというような意見も含め

て、数をお互いにやり取りしていただいて、先ほ

ども妥協するところは妥協しますよというような

お話もありましたから、議論の中で、うちは４名

減にしたけれども、話の聞いて、変えて２名減と

いう考えに妥協もできますよというような話が出

てくる可能性もなきにしもあらずなので、やはり

議論しないことにはなかなか数字を絞ることがで

きませんので、皆さんの活発な意見を聞かせてい

ただいて、その中からある程度の数字を絞ってい

きたいなと。 

 結論は出ないと思いますけれども、できれば、

その中で委員長なり副委員長とまたいろいろと相

談しながら、ある程度の数字をこちらで提出させ

いただいて、それでまた皆さんに諮って、どうで

しょうかというような形で前に進めていきたいな

というふうに気がするのですけれども。 

 そうしないことにはなかなか、今の皆さんの意

見を聞いても非常にまとめづらいといいますか、

厳しいところがありますので、もう少し何とかな

らないかという感じもするので。 

 澤出委員。 

○澤出委員 今の委員長の話もよく分かるのです

けれども、人数を決めるというのはなかなか確か

に決めづらいのですが、ここ満場一致を追って

いったらいつまでも並行線ですよね。だから、増

やすというのはないのかもしれないけれども、減

らすか、減らさないかというところだけでも決を

採ったらどうですか。現状維持するのか減らすの

か、そこから議論を始めないと一歩も進まない気

がするのですけれども。 

 数は分からないですよ。１２名、１０名という

のもあるし、１２名から１４名というところもあ

るし、１６名というところもあるし、それは結構

それぞれのイデオロギーというか、いろいろある

でしょうから。ただ、減らすか、維持かというの

はゼロ、１なので、そこだけを決めたほうがいい

のではないですか。 

 これは、決を採るしか方法はないと思うのです

けれども。そこから始めないと、何だかずっとぐ

るぐる回って、時間ばかり無駄にくってしまう気

がするのですけれども、いかがでしょう。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 言われたように満場一致で決めるということは

なかなか難しいと思いますけれども、先ほどから

何回も申し上げていますけれども、１回、２回の

検討結果、そして今回の午後から検討内容を見ま

しても、定数を削減するという方向性は具体的に

なっていると私は何回も申し上げました。この表

からいっても、そして皆さんの話を聞いても、こ

の表のまとめを見ても、定数を減らすのだという

方向性だけは見えてきているのかなというような

感じを私は受けていますし、私は皆さんもそのよ

うに思って理解しているという話をしましたけれ

ども、その方向性で、それでは今、澤出委員が

言ったように何人が必要なのだと、何人減らせば

いいのだというような議論にしてくださいという

ようなお願いをして、皆さんの御意見を聞きたい

ということで意見を求めているところなのです

ね。 

 澤出委員。 

○澤出委員 繰り返しなのですけれども、方向性

では駄目なのですよ、多分。ゼロ、１はまず決め

ておいて、減らすなら減らすで、そこはまず一段

落決めないと。後になってから、俺、増やすんだ

とか、俺、維持だとかと言われても困ってしまう

ので。減らすのであれば、減らすだけでも多数決

で決めるとかということをしないと進んでいかな

い部分だと思いますけれども。 

 そうでないと、みんなずっと維持は維持だし、

２０名は２０名だしとなってしまうので、ずっと

堂々巡りして３回も４回も５回も６回もやって、

３月に間に合わないだろうし、間に合わなくても

構わないのですけれども、何にも決まらない委員

会になってしまうので、そこはやっぱり決を採る

ところは採らないと、最低限。 

 あとは、人数をどうするかというのは、細かい

話合いでもいいですよ。擦り合わせしながらね。

１６名になるのか、１４名になるのか、１２名に

なるのか、その３種類しか数字は出ていないわけ

ですから。そういった感じにならざるを得ないと

僕は思うのですけれども。どこかでそこは最低限

の決は採っておかないと、話は進められないと思

いますよ。上野委員に至っては、増やしたいと
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言っているのだし、違いますか。 

○中島委員長 なくなったのです。 

○澤出委員 なくなったのですか。 

○中島委員長 増やすのはね。 

○澤出委員 そうですか。そうしたら、減らすで

いいのではないですか。でも維持もいますもの

ね。そこはだから白黒はっきりしておかないと、

話は進まな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。 

 今、澤出委員のほうから貴重なお話をいただき

ましてありがとうございます。 

 川村委員。 

○川村委員 私も、今の澤出委員の意見に賛成し

ます。 

 やっぱりある程度、詰めて詰めて、徐々に詰め

ていって、最終的に、人数を削減するのなら削減

ということを決めた上で、それを１６名にするの

か１４名にするのかというふうに徐々に徐々に詰

めていかないと、多分進んでいかないので。 

 そういった中では、取りあえず、委員長の意見

としては削減していく方向だとは言いつつも、ま

だ委員会の中でそれすらも決定していないので、

まず削減するならするという形だけ決めて、そこ

から何人にするのだというのを、何人がどうかと

いうのをまた詰めていけばいいと思うので、そう

いった形で削減するか現状維持かだけは決を採っ

て決めていいのかなとは思います。 

○中島委員長 分かりました。ありがとうござい

ます。 

 それで、２人の方から貴重な意見を出していた

だきました。ありがとうございます。 

 そういうことで、皆さん採決させていただいて

よろしいですか。一応現状維持か……。 

（「ちょっといいですか」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 私どもの公明会派は、定数を本日決

めるという……。 

○中島委員長 決めません。定数は決めません。 

○神﨑委員 とにかく、下げるということは減す

るという考えでいるみたいなので、その辺りも

はっきり話していないものですから、二、三分い

ただければ助かります。 

○中島委員長 二、三分ですか。 

 暫時休憩します。 

午後 １時５９分 休憩 

───────────── 

午後 ２時１０分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を開きま

す。 

 先ほど委員の皆さんから御意見ありました現状維

持か削減するのか、どちらかをやはり決定するべき

ではないかというような話がありまして、一応採決

で決めていき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 それでは、まずお聞きいたしま

す。（「委員長」と呼ぶ者あり） 

 川上委員。 

○川上委員 採決というより、各会派がマイナス

で出てきているのですから、各会派が。だから定

員を下げるということで皆さんに了解取ったらい

かがなのですか、採決しないで。 

○中島委員長 だから、それは結果で出てくるで

しょう。結果で出てくると思うから。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 すみません時間取らせまして。 

 公明会派で話合いをしまして、削減の方向でと

いうことで、いいですかということで確認を取り

ましたので、そのようになると思いますので。 

○中島委員長 削減ですね。分かりました。 

 それでは、公明の話は、皆さんお聞きしたとお

り、話の結果、一応現状維持から削減ということ

で決定いたしました。 

 それでは、採決を採ってよろしいでしょうか。

（発言する者あり）ちょっと待ってください。 

 すみません、採決する必要はありませんでし

た。表を見ますと、減のほうが圧倒的に多いとい

うことで、それでは定数を減するということで決

定いたしましたけれども、よろしいでしょうか。

（「まだ現状の会派があるのだから、決を採らな

ければ分からないのではないですか。上野委員の

ところは減でいいのですか」と発言する者あり） 

○上野副委員長 減ではない。 
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 減が多数で、無会派以外はみんな減という方向

が示されているので、意思が固まっているという

ことで、採決しなくても決まったことではないか

という委員長の判断ですけれども。 

○中島委員長 ということを副委員長から話があ

りましたけれども、その内容でよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 無会派以外は全部減をするという

ことですので、一応定数については削減するとい

う方向で進めさせていただきたいと思います。 

 それでは、減ということで決定をさせていただ

きましたけれども、数字的には同じ減でもちょっ

と幅があるということで、これには議論が必要な

のかなと思うのですけれども、今日の委員会でな

かなか数字をどうのこうのと、ある程度どこまで

歩み寄れるかというか、そういう数字を今日どこ

まで、七飯町議会として何名減がいいのか、皆さ

んの歩み寄りといいますか、それがどこまで皆さ

んに歩み寄っていただけるのか、その辺議論した

ほうがいいと思いますか、どうでしょうか。 

 それとも、次の委員会に送って、次の委員会で

議論するほうがいいのか、皆さんの意見を聞かせ

ていただきたいと思いますけれども。 

 澤出委員。 

○澤出委員 一応減ということで、出ている数字

が最大公約数的には１６名なのですけれども、そ

こまでは確定でいいのではないですか。１６名以

下というところまでは決まったという判断でいい

のではないですか。あとは、１２名まであるの

で、その枠の幅で決めるということで、これはま

たちょっと歩み寄りが必要なのかなという部分…

…。今日中になんか決まりませんよ、多分。 

○中島委員長 今、２名減というのは、会派では

動進会と絆ということで、公明が現状維持から減

に変わったのですね。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 うちのほうも２名程度の減というこ

とで、全体的に影響が少しでも和らぐようにとい

うことで、１６名にしてください。その話はしま

したので。 

○中島委員長 ということで、数的には１６名、

あと１４名、１２名というような形で数字が

ちょっとばらけておりますけれども、このことに

ついて歩み寄りの議論をできればやって、次回の

委員会に持っていきたいなと思うのですけれど

も、皆さんどうでしょうか。 

 先ほどから何回も言いますけれども、何人が適

当なのかというようなことで、先ほども話に出ま

したけれども、ちょっと歩み寄って、あまりにも

幅が広いものですから、少し意見交換をさせてい

ただいて、その中である程度の目安をつけて次の

議会に諮っていきたいなというふうに考えており

ますけれども、そういう意見がもしありましたら

聞かせていただきたいと思いますし、また別な方

向があれば、その方向でいきたいと思いますけれ

ども。 

 田村委員、何かありますか。 

 田村委員。 

○田村委員 私個人の意見ですけれども、まず、

第１回目の会派の検討のときにちょっとお話しさ

せていただいたのが、議会は多数による合議制の

機関であるということ、それから、議員定数削減

は議会運営や活動に影響や町民の意見が偏るおそ

れがないように配慮するというようなことで当初

１５名ということ。 

 今回１６名ということにいたしましたのは、常

任委員会だとか、そういったことも考慮しながら

やったのですけれども、特に朝、冒頭で説明する

ときにお話ししたのは、つまり議員定数の問題に

ついては改選ごとで、適正規模というのはついて

回る話だろうということで、私としては一気にが

ばっと下げるということではなくて１６名、そし

て次の段階の４年後には何人というようなことで

いったほうがいいのではないかと。激変緩和もあ

りますけれども。 

 ただ、逆に言えば、がばっと落として足りない

から増やすよというわけには議会としては絶対し

てはならない一つのルールだと思うのですよ。 

 そういう意味からすると、私は個人的でござい

ますけれども、２名減にして、そして広報の常任

委員会を設置して、専門性を片方では高めながら

４年間議論して、必要であれば、可能であれば、

さらに何名減にするというような形で私は進んで

いったほうがむしろ七飯町の議会本来の姿ではな
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いのだろうかというふうに考えますので、私は１

６名が適当だろうと。 

 ただ、これにとどまることではないということ

で、お話をさせていただきます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただいま絆の会派のほうからは、具体的に数字

が１６名ということの発言がありました。 

 そのほかにありませんか。 

 青山委員、ありませんか。 

 青山委員。 

○青山委員 ただいま田村委員のほうから１６

名、１５名から１名プラスでという思いと考え方

がありました。 

 その中で、私が一番肝心だなと思った部分は、

我々４年に１回選挙というものを通って、その間

４年という時間を過ぎた中で世の中もどんどん、

今回は特別、コロナ禍ということで七飯町の財政

も含め、激変している今状態であります。 

 そんな中でありますけれども、議会として、急

激に議員数を落とすのではなく、少しずつ落とす

という考え方に関しては、私もそうだなと思って

おります。 

 ですから、我々１４名ということで出させてい

ただいておりますけれども、皆様の御意見を伺い

ながら、その辺は少し歩み寄る気持ちもあります

ので、皆さんの闊達な御意見を伺いながら進めて

いきたいなと思っております。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それでは池田委員、ほかの会派からは新たな限

定された数字も出てきておりますけれども、もし

そういうことが分かれば、数字を挙げて説明いた

だきたいと思うのですけれども。 

 池田委員。 

○池田委員 青山会としては、青山会の会長の青

山委員が言われたような形で、会派の中で相談し

てきましたけれども、今、同僚議員の田村委員か

ら言われたように、急激に落とした場合に町民の

声が聞こえなくなるという部分も、今改めて話を

聞いて自分でも、ああ、そうだなという。それと

また、常任委員会が一つ増えるのであればまたそ

ういうことも、もう少し時間を取りながら減少の

ほうには向かったといえども、人数に関してはも

う少し時間をかけて、もう一回会派なり皆さんの

意見を聞きながら、ましてやコロナ禍であり、財

務のほうも確かに大変な町政ですけれども、その

中でいろいろなことまだまだ討議しなければなら

ないと思いますので、もうちょっと時間をかけな

がら、今日即決ではなくて、人数に関してもう

ちょっと会派の中でまた皆さんの話を聞いて結論

を出したいと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それでは、皆さんからいろいろと会派の意見は

聞いたのですけれども、個人的にもいろいろと、

最終的に具体的な数字も出てきましたので、それ

を含めて御意見をいただきたいと思うのですけれ

ども。 

 稲垣委員、御意見ありましたらお願いいたしま

す。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 会派では１６名という形で出してい

るのですけれども、私は１８名でもいいのかなと

いうところもちょっとありまして、というのも、

人口が急激に減ったとかいう部分ではないという

こと、ただ歩み寄りの中で１６名という形で、そ

こはいいのかなと私は１６名で思っています。 

 ただ、やっぱり人数に関しても、常任委員会も

含め、もう少し議論が必要かなというふうに思い

ますし、今日即決で何人ということではなく、も

う少し会派の中でも話し合っていきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 今まで数字が出てきましたけれども、駒ヶ岳は

あれですか、６名減ということになっていますけ

れども、御意見ありましたらお願いいたします。

現状維持のままでいいのかどうなのか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 田村委員おっしゃったとおりだと僕

も思いますよ。６名減と言っているのですけれど

も、最大限削ったらどこまでという実験的なもの

ですけれども、多分やってしまったらハレーショ

ンがかなりでかいのかなという部分があって。 



－ 30 － 

 先ほど田村委員がおっしゃったとおり、一回減

らした場合に人口でも増えなければ絶対に増やせ

ないので、いつまでも議員が足りない状態でやっ

ていかなければならないということになりかねな

いので、大まかなところをいうと、１６名ぐらい

が妥当かなと最初のラインは、私は出していたの

ですけれども、最大限１２名というところですか

ら、皆さんが１６名というのであれれば、それで

いいのかなと。 

 まだ多いよと、そういうお声がかかったりと

か、実際多いようであれば、その次のまた４年後

に決していくと。どこまで削れるかと。あとはう

まいことやって、町が人口増えてきて、どうして

も人数的に、意見聴取するのでも人数が足りない

となれば、それは皆さんの民意に基づいて増やす

ということもできなくもないでしょうし、だか

ら、目下のところ２名というところが妥当ライン

かなと、私個人としては思っています。会派とし

てはそういう数字を出しましたけれども、それは

もう最高削った人数ということで理解していただ

ければいいのかなと思っています。 

○中島委員長 ほかにもありましたらお願いした

いと思うのですけれども。 

 先ほどは会派から、今は個人的に聞いておりま

すけれども、川上委員はどうでしょうか。動進会

からは１６名でもという話がありましたけれど

も、川上委員個人としては同じ考えでよろしいで

しょうか。 

 川上委員。 

○川上委員 はい。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それではもう一回、若山委員にお聞きしたいの

ですけれども、今、澤出委員のほうから個人的に

は１６名でもいいのではないかと、譲れるという

話がありましたけれども、会派としては譲れない

というか、会派で決まったことは、それはそのと

おり全うするという考えでしょうか。それとも、

また今まで意見を聞いていてという考えはあるの

かどうなのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思

います。 

 若山委員。 

○若山委員 会派としては、当初出した１２名か

ら１６名というのは、２人しかいませんから、澤

出委員は２人減の１６名かな、僕は１２名。最低

限１２名でやっていけるだろうと。広域とか一部

事務組合だとかに出す議員の数だけあれば１２人

必要なので、それだけあればやっていけるだろう

ということで考えたので、僕個人としては１２名

です。 

 取りあえず２名減らすとかという話ではなく

て、何人必要なのだろうかと。適正人員は何人な

のだろうかと。答えはもちろんないし、減らした

からといって議会活性化になるわけでもないの

で、どういう理由で増やすのか減らすのか、２人

なのか６人なのかとかという形にして、ただ今の

あれで、町民の声を聞き取れなくなるのではない

かという意見もあったのですけれども、今自体も

そんなに聞いているとは思えないし、そういう意

味では、僕自身としては１２名が適正な人員では

ないかなということで、ここにいろいろ理由、そ

の他書いているものがありますけれども、１２名

でいいのではないかなと。 

 取りあえず２人減らすとか、そういうような発

想自体が、議論がちょっと中途半端なのではない

かなと思ってあれです。何人いなければ駄目なの

だと、１８人いなければ駄目なのだよというので

あれば、それはそれで、これだけいないとこうい

うのができなくなるのですよとか、そういうあれ

はするので、取りあえず２人減らすとか、そうい

う発想は、僕はあまり好ましくないように感じま

す。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 では、もう少し個人的にお聞きしたいと思うの

ですけれども、光輝会のほうのお話では、先ほど

６名減の１２名というお話を午後からのお話で聞

きましたけれども、これには変わりないというこ

とでよろしいですか。 

 平松委員と横田委員、いいですか。それとも、

今いろいろな話を聞いて、気持ちが変わって、お

互い譲り合うところができたら、そういう気持ち

ありますよということで、もし変更があればお話

ししていただきたいと思いますけれども。 

 横田委員。 
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○横田委員 うちは今、１０人から１２人に変え

たということもあるので、１２人でやっていきた

いというのがあります。 

 １６人という数字というのは、今の例えばうち

の人たちのこうやって誰が辞めるのかなとかと指

を折っていけば、納まる数字だなというふうな皆

さん計算されてないかなというふうに思う部分も

あるので、なかなか定数減にするというのは、そ

んな機会があるわけでないので、僕はやっぱり１

２人でいきたい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。 

 平松委員も同じ考えでよろしいですね。 

 平松委員 

○平松委員 数字に関しては同じですけれども、

前に、私が最初に議員になったときは２４名から

１８名に６名減らされたときの初当選だったので

すよね。そのときのことがどうだったのかと聞い

たら、けんけんがくがくあったけれども、結果的

には多数決で決めたというふうにお聞きしました

し、今一生懸命に委員長は調整なさっているのは

分かるのですけれども、最終的には、民主主義の

原則というのは多数の意見を通すということです

から、この定員に対して何人の方が賛成しますか

という決め方が、もう今日あってもいいのではな

いのかなと私は思っております。 

○中島委員長 報告します。 

 稲垣委員と澤出委員から、早退の届出がありま

したので報告させていただきます。 

 ただいま皆さんから意見を、会派ではなくて個

人的にもお話を聞きました。数字的にはある程度

出ておりますけれども、委員長としても大体把握

はできたつもりでおります。 

 今、平松委員のほうから結論という話が出まし

たけれども、今回はまだ結論を出さないで、次回

の委員会に委ねていきたいと思っておりますし、

また、次回の委員会ではこの数字をもう一度委員

長と副委員長とよく相談をして、大体数字も出て

いましたので、２人でじっくりと考えて、七飯町

議会として何人が適当なのか、また皆さんの意見

をどれだけ聴取できるのかということも考えなが

ら、次回の委員会である程度委員長提言とさせて

いただきたいと思いますけれども……。（発言す

る者あり）今話している最中です。 

 だから、次回の委員会で決めるのか、また今回

数字が出ましたから、これも今日の委員会で決定

するのか。今日はもう３人が早退していますの

で、そういうことも頭に入ったものですから、今

回の委員会ではなくて、次回の委員会で全員集

まったところである程度決定なり採決なりという

ような形に持っていったほうがいいのかなという

ことで、皆さんの数字も聞きましたので、委員長

と副委員長としてまた再度この数字について十分

に議論させていただいて、何人が適当だろうとい

うような案を出させていただいて、次回の委員会

でまたひとつ意見をいただくというような形にし

たいなと思っていました。 

 平松委員 

○平松委員 委員長、副委員長、事務局で相談し

て出す数字ではないです。 

 みんなの意見をまとめるのが委員長、副委員長

の仕事ですからね。だから、それをどう決めるか

ということに関しても皆さんの意見を聞いて決め

てください。委員長、副委員長が決めるのではな

くてね。 

 今１４人、これで決めていいのかどうか、例え

ば諮る。そういうことから順番にやっていかない

と。委員長の提案で決めるとかということではな

いと思います。 

○中島委員長 皆さんの数字を聞きましたので、

また個人的に、何回聞いてもやはり意見は変わっ

てこないと思うのですよ。意見の幅が出てきてい

るわけですよ。どこかで誰かが決めなかったら、

ある程度の数字を出さなかったら、それを分母に

してまた意見を進めていかなければなかなか意見

が出てこないと思うのですね。私はそこを言いた

かったものですから。 

 今意見を聞きましても、ある程度意見はばらば

らです。意見が分かれています。その中で、今ど

うしようといっても、また４人も３人もいない中

で決めてもちょっと問題があるのかなということ

なので、皆さん集まったところの次回の委員会

で、ある程度今出た数字をもう一度委員長として

検討して、それをまた皆さんに提案させていただ
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いて、その中で議論していただくという方向性の

ほうが僕はいいのかなという結論で、そういう話

をさせていただきました。 

 ほかにありませんか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 ただいま委員長がここの場で決める

より、３人も退席者がいるのだから、これは日を

改めてやったほうが後々しこりも残らないし、い

いのではないのかなと、私は委員長の考え方を支

持しますのでよろしくお願いします。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 川村委員。 

○川村委員 今日、決まったことというのが、い

つまでに決めるのかというのと、削減するよとい

うのは大体決まったと思います。 

 あと、決めるというのが、定数に関しては１６

名なのか１４名なのか１２名なのか、これのどれ

にするか。もしかしたら間とって１５名とか１３

名となるかもしれませんけれども、次回に決める

にしても、これを決めるに当たって、あと皆さん

に必要なものがあるものなのか、その辺をちょっ

と皆さんに聞いてみたらどうかなと。 

○中島委員長 必要なものというと、例えば。 

○川村委員 資料とか、何かそういうものが必要

なのか。また事前に、これを決めるに当たって、

そういうものを皆さんに聞いてみたらどうですか

というのを提案します。 

○中島委員長 今、川村委員からありましたけれ

ども、もう少し資料を整え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し。 

 長谷川委員。 

○長谷川委員 資料といいますか、今日改めて各

会派から報告したことですね。１回目、２回目の

一覧表に、３回目としてまず作っていただきたい

ということ。 

 それから、これまでに話が出てきましたけれど

も、参考資料として、福島町のお話、通年議会の

話、それがほかに森町、それからもう少しどこか

事務局に調べていただいて、先ほど全国九十数％

の話が出ましたから、そういった今日出た話で、

聞き取れなかった部分もありましたので、そう

いったことも含めてほしいなというふうに感じま

した。 

 以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 平松委員。 

○平松委員 どうするかは私たちが決める話です

から、早退した委員が３名も出たということは確

かに考慮すべき要因だと思いますので、資料とか

ではないと思いますよ。 

 どう決めるかですから、だから、なるべく早め

に、次回、何人がいいのかということを多数の意

見をもって決定するということで十分だと思いま

す。 

 これ以上、事務局に要らない仕事をやらせる必

要は、私はないと思います。 

○中島委員長 青山委員。 

○青山委員 今ほど、平松委員のほうからおっ

しゃられた言葉を川村委員が言った意味が違うの

ではないかなと私は思うのです。 

 というのは、資料というか、要するに、今１８

名から減、今出ている数字の中では１６名以下と

いうことは、もうほぼ皆さん了解しているという

状況ですよね。 

 ただ、この先、話を進めるに当たって、みんな

の気持ちの中に何か迷いというか、何というので

すか、それを考えるに当たって、これは欲しいの

だというものがあれば、会議そのものももう少し

スムーズにいくのではないかなという思いだと思

うのです。 

 したがって、今、長谷川委員がおっしゃったこ

とも確かに事務局に大変お手数をおかけしますけ

れども、含めて、それ以上に何かあれば意見とし

て今出してもらって、それでみんなで３人はいな

くなったけれども、いる委員の中で、それは要

る、それは要らないのではないかという話をした

中で進めていったほうが、この先進みやすくなる

のかなという思いで言ったと思うのです。それで

よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 以上です。 

○中島委員長 分かりました。 

 ほかに、資料の件でいろいろ話がありましたけ

れども。 

 横田委員。 
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○横田委員 話を蒸し返すみたいなのですけれど

も、私も、今回、減することは決まりましたよ

と。そして今、１２名、１４名、１６名という数

字が出てきているよね。来年の３月まではっきり

すればいいよねというのがあるのであれば、例え

ば先ほど長谷川委員が言ったように、森町だとか

福島町のところに行って、我々が研修して、後

で、例えば１２名に決めたらこういう問題があっ

たとかということがないようにするべきでないか

と思うのですよ。だから、そんなの必要ないよと

蹴飛ばされましたけれども、私はぜひそれはやっ

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 今、資料のほかに視察のことも含

まれていますか。という話が今、横田委員のほう

からありましたけれども、視察、さらにできたら

資料のほうもという話がありましたけれども、ほ

かに。 

 中川委員、どう思いますか。 

 中川委員 

○中川委員 私も今、横田委員言われたように、

先ほど川村委員もおっしゃいましたけれども、そ

ういった資料的なものもあるのであれば出してい

ただいて、あとは、逆に３月までということも決

まったということなので、その間で状況が変わっ

ていくようであれば、もし参考になるところが

あって近場で行けるのであれば、行くだとかとい

うのはいいのかなと思います。 

 あと今は、これは定数だけの話ですか。 

○中島委員長 そうです。 

○中川委員 報酬は違うということですね。 

 では、定数に関しては、そういったことで、皆

さんで意見を出し合って、今日の今日決めるとい

うことでなくて、次回までに各会派でまた意見を

調整して、次のときに出してもらうとかといった

ことにしたほうが、かえってスムーズにいくのか

なと。 

 今日の今日決めるというのであれば、いない方

もおられますのでなかなか決めづらいし、会派で

も今日決めるというような感覚がなかったもので

すから、ちょっと決めづらいなという部分があり

ますので、その辺は次回にしていただきたいな

と。 

○中島委員長 取りあえず資料は必要ということ

でいいですか。 

 局長。 

○広部議会事務局長 今資料とおっしゃいました

けれども、どのような資料かというのは聞いてい

ないですね。 

 先ほど、森町や福島町と言われたのですけれど

も、そこは先ほど通年議会をしていて常任委員会

がそれでもありますよというふうに説明したので

すけれども、その通年議会の部分は今回のテーマ

から外れましたので、それを考えたときに、どの

ような資料を具体的に用意したらいいのか、そこ

を教えていただければ作りやすいのですけれど

も、お願いします。 

○中島委員長 若山委員。 

○若山委員 ちょっとまたぶり返したらあれです

けれども、先ほど話したのは、確かに今、局長が

言ったとおり、通年議会とか人数を１０人でやる

とかという話なので、そういう資料を出しても、

定数に関して全然、全く参考にならないとは言わ

ないけれども、決断の上ではあまり有効なもので

はないと思いますので。 

 何というのですかね、いずれ決断しなければい

けないというか、決めなければいけないのであれ

ば、今日、決を採る可能性もあったわけですよ

ね。それでみんな数字を出してきているわけです

よね。急激に減らしたらどんな問題があるのかと

か、何で出ないのかなというかね。 

 先ほど資料をと言った方もいるけれども、どん

な資料とは何も言わないで資料とかということで

は、ちょっと困るのかなと思うのですね。 

 視察とかは、別に決めてからでもやればいいと

思いますよ。運用の仕方でどんな問題があるかと

かは必要だと思いますけれども、決めるのは別に

今日決めてもいいのではないかなと思いますけれ

ども、僕自身はですね。 

○中島委員長 資料の件ですか。 

○若山委員 資料は僕は要らないですよ、そんな

のは。人数を決めるのに何で資料が必要なのか、

何をためらっているのか、それも全く分からない

ですよ。現状維持から１６名にしたということ
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で、ちょっと不安があるとかということなのかも

しれないけれども、どんな資料があれば大丈夫な

のかも全く分からないですからね。それは要らな

いですよ。 

 要は、何人にすべきなのかという議論を。た

だ、決め方をいろいろ決めて、定数に対する議論

が全然進んでいないところがちょっと残念なのだ

けれども、これ以上進みそうがないので、決めて

しまってもいいのではないかなと思いますので、

僕は。 

 以上です。 

○中島委員長 横田委員。 

○横田委員 資料の中身がないというのですけれ

ども、僕が先ほど言ったのは、あくまでも、例え

ば１２名でやった場合に常任委員会の数が何ぼで

やっているのか。結局、三つやるといった場合に

は、先ほど言ったように７名が妥当な数字だよと

かという話が出ていたので、他町村ではどういう

ふうにやっているのかというのが聞きたかった。

１４名に対しても１６名に対しても、その中で、

例えば二つでやっているものか、三つでやってい

るものかというものがあったならば、例えばそれ

が一つの検討材料として、そうしたら１２名は厳

しいよねとかという話になると僕は思うのです

よ。だから、そういう資料を出していただきたい

と思います。 

○中島委員長 今、横田委員のほうからは、資料

請求の中で、ある程度具体的な考え方というか、

具体的なものを出してほしいというような話があ

りましたけれども。 

 削減することは決定しましたけれども、何人か

は決まっていませんけれども、その数の中で福島

町議会、森町議会はどのような形で進められてい

るのか、１６名なら１６名でどのような、福島で

通年議会をやっていますけれども、どういう形で

やっているのかという資料が欲しいということで

すね。 

 そういう資料は出せるのかなと思うのですけれ

ども、皆さんどうでしょうか。そういう資料は必

要だと思いますか。 

 局長。 

○広部議会事務局長 それでは、常任委員会の数

や人数の資料でよろしいですね。 

 それでしたら、一番最初に出した資料のときに

渡島管内と道内で人口２万人以上の町議会と、あ

と参考として函館と北斗の議員定数や議員報酬の

資料を出していましたので、それと同じ町村で常

任委員会の数と何人でやっているかの資料でよろ

しいでしょうか。 

○中島委員長 今、局長のほうから具体的内容の

話が出ましたけれども、そのような内容でよろし

いでしょうか。（発言する者あり） 

 ちょっと待ってください。そういう話は、今内

容のことを聞いているのですよ。もし取るのであ

れば、その内容でいいのかどうなのか。 

 資料を取るか取らないかは、これから皆さん方

に再度話をさせてもらいますけれども、今は資料

の内容について、先ほど内容も出ていませんとい

うことなので、今、内容について局長のほうから

話が出ましたけれども、その内容でいいのか悪い

のかをまず決めていただいて、取るか取らないか

を決定したいと思いますけれども。 

 横田委員。 

○横田委員 最初に、今、若山委員が必要ないよ

と言っているのだから、必要あるのかということ

でまず皆さんの意見を問うて、それで資料が必要

だよということになった場合には、これこれ欲し

いというような流れになると思うのですけれど

も、どうなのだろうかね、その辺は。 

 若山委員は、全部やり終わったからもう採決に

入りたいと言っているのだけれども、それがいい

のか悪いのかということをまず皆さんに問うても

らいたいなと思います。 

○中島委員長 暫時休憩します。 

午後 ２時４９分 休憩 

───────────── 

午後 ２時５２分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を行いま

す。 

 先ほど皆さんから議論いただきまして、こちら

で相談をさせていただきまして、二つの案件につ

いて皆さんの意見というか結論をいただきたいと

思いますけれども。 

 まず１点目は、議員定数について、３名今日は
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早退しておりませんけれども、そういう抜けてい

る中で今日決定したいという話もありましたけれ

ども、今日決定したいという方は挙手をお願いし

ます。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 今日決定したいという方は２名で

すので否決ということです。 

 残りの方は、次回の委員会でということでよろ

しいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それでは、次回の委員会で定数に

ついては決定させていただきたいと思います。 

 それと、資料請求についてですれども……。 

（「委員長、すみません」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 青山委員。 

○青山委員 すみません、お話の途中で大変申し

訳ないですけれども、次回の委員会でではなく

て、次回以降の委員会で決めていくということで

すよね。 

○中島委員長 あまり言葉尻取らないようにして

ください。 

○青山委員 いやいや、ですからそれは大事なの

です。とても大事なのです。すみません、そこの

ところをお願いします。 

○中島委員長 分かりました。気をつけます。 

 それで、資料の話がありましたけれども、ぜひ

資料を欲しいという方、また必要ないのではない

かという方がおりましたけれども、これについて

も採決をしたいと思いますけれども、資料が必要

だと思う方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○中島委員長 ７名。残り７名。上野副委員長

は、資料は必要ないのではないかということでご

ざいます。８対７ということで、資料は必要ない

ということに決着いたしましたので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 では、今の２件の案件については、議員定数に

ついては、次回以降の委員会で決めていただくと

いうことと、資料請求は必要ないという意見があ

りましたので、それに決定いたしました。（発言

する者あり）合わないですか、数字。（発言する

者あり） 

 そうしたら、もう一度確認のために。 

 必要と思う方。（「立って」と呼ぶ者あり）

立ってもらったほうが分かりやすいですか。 

 必要と思う方。 

（賛成者起立） 

○中島委員長 ７名。我々入れると同数です。

（発言する者あり）私を入れないで１３名ですか

ら、７名が要るということは、可決ということで

すよ。資料が要るということですね。そういうこ

となのですよ。 

 １３名ですから、そのうちの７名が資料は必要

だということになりましたので、資料をいただく

ということに決定しました。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ありがとうございます。お手数を

かけました。 

 暫時休憩します。 

午後 ２時５８分 休憩 

───────────── 

午後 ２時５８分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いた

します。 

 本日の委員会をこれで終了したいと思いますけれ

ども、皆さんの御意見を聞き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、次回の委員会なのですけれども、委員

長と副委員長と事務局で決め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、そのように決めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 できるだけ早く皆さん方に御通知申し上げたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、副町長のほうから情報提供があると

いうことですので、よろしくお願いいたします。 

 副町長。 

○宮田副町長 特別委員会終了後というような形

で、大変お疲れのところ時間を少々いただきたい

と思います。 

 新型コロナワクチンの関係について、お手元に
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資料がございますけれども、それの関係につきま

して情報提供させていただきたいと思っていま

す。 

 担当の子育て健康支援課長のほうから、詳細に

ついて御説明申し上げます。 

○中島委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、配付させ

ていただきました情報提供資料について御説明を

させていただきたいと思います。 

 内容につきましては、新型コロナウイルスワク

チン接種事故についてということでございます。 

 これにつきましては、七飯町内の医療機関にお

いて１０月１２日火曜日、おとといの話になりま

す。日本脳炎の予防接種を希望する１２歳未満の

町民に対しまして、新型コロナウイルスワクチン

を誤って接種してしまったということが分かりま

した。 

 町としましては、当該医療機関に対しまして誤

接種の事実を厳重に受け止め、これを注意すると

ともに再発防止に努めるよう強く求めることとし

ております。 

 なお、誤接種された町民の健康状態について

は、副反応における発熱はあったものの、現時点

では体調は良好であり、健康被害等は現時点では

確認されていないという報告を受けております。 

 以上、このような内容で接種についての誤接種

の報告がありましたので、委員の皆様に情報報告

をさせていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 この内容につきましては、北海道渡島保健所の

ほうを通じまして、七飯町でこのような事故が発

生したということについての公表をさせていただ

いて、渡島保健所のほうから各報道機関のほうに

情報周知はなされるのかなというふうに伺ってご

ざいます。 

 あと、内容につきましては、この報道を受けた

後に、同じような内容で町のホームページにも掲

載させていただく予定で考えてございます。 

 以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 この件に関しまして、何か質問ありますか。 

 横田委員。 

○横田委員 ちょっと聞きたいのですけれども、

間違って打った方というのは１人ですかというこ

とがまず１点と。 

 それから、これからインフルエンザの予防接種

というのが始まるのですけれども、コロナのほう

もまだ１００％打っているわけではないので、そ

の辺、誤接種がないようにするにはどういうふう

なことを考えているのか、ちょっと教えていただ

きたいと思います。 

○中島委員長 支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 まず、誤接種の被害

に遭った住民の方については１名ということでご

ざいます。 

 また、横田委員のおっしゃるとおり、これから

インフルエンザの予防接種も始まっていく中で、

そして今現在１回目、２回目の接種をやってござ

います。年明けには３回目の接種が本格化される

ということで、その辺のインフルエンザ以外のワ

クチン接種もお子さんにとっては、日本脳炎だと

かいろいろな接種がある中で、こういうことは二

度と起こってはならないということでございます

ので、町内の医師につきましては、再度オンライ

ン会議等で周知の強化をさせていただいて再発防

止に努めていくということで、今のところ会議を

予定しながら進めてまいりたいというふうに考え

てございます。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 参考までにお聞きしたいのですが、

今回のようなことが起きて、それで、例えば訴訟

を起こされたということになったときに、これは

町に責任があるのか、それとも打った医師のほう

に責任があるのか。今はどういうふうな判断をさ

れているのか教えてください。 

○中島委員長 副町長。 

○宮田副町長 今の段階は、健康的なものについ

て経過を見ているというような形です。実際問

題、何といいましょうか、被害に遭った御両親の

ほうについても、かなり理解のある方というよう

な形の中で今来てございます。 

 実際問題、公表はといいましょうか、北海道で
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公表するのはいいのだけれども、個人を特定され

るような形については差し控えてほしいというよ

うな強い要望がございまして、このような形の中

の報告とさせていただいています。 

 よって、今、万が一経過措置の中でやってい

て、例えば１週間後とか２週間後に副反応で強い

影響があった場合については、何とも申し上げら

れませんけれども、出てきた段階で、そういうの

が起こった段階で整理といいましょうか、検討し

てまいりたいなと思ってございます。 

 町のほうについて、どこまで責任があるのかど

うかについても、いろいろなケースを調査した上

で、そのときについては検討してまいりたいなと

思ってございます。 

 その上で、そうなった場合については、速やか

にまた議員の皆さんのほうにも御報告をさせてい

ただきたいなと思っていますので、しばらくその

辺につきましては、少し時間をいただきたいなと

思ってございます。 

 以上です。 

○中島委員長 平松委員。 

○平松委員 時間をいただくというのは、まま分

からない話ではないのですけれども、基本的に想

定していないことが起きたというようなことだと

思いますので、これはやっぱり顧問弁護士だとか

に相談をしておく、その結果を医療機関なんか

に、例えば医療機関側に第一義的な責任があるの

であれば、それは伝えておかないと最終的に町が

責任取ってくれるものだというような甘い認識を

医療側に提供するようなことであればまずいと思

いますので、それは早期にきちんと、どこが最終

責任を取るのかを確認しておく必要があるのでは

ないかなと思いましたので聞きました。早期に

やっていただきたいなと思います。 

○中島委員長 副町長。 

○宮田副町長 その分については、十分早急にス

ピード感を持って調査をして、こういうケースは

どうなのだというような確認をしてまいりたいと

思いますので、その点については御理解をお願い

したいと思っています。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 この文書の中で、真ん中のところに

「再発防止に努めるよう強く求めることとしてお

ります」とあるのですけれども、町の職員が起こ

した内容ではないので、再発防止策だとか、その

病院に対して文書か何かでこういうことが二度と

ないようなやり方、なぜ起こったのかも含めて、

こういうことが起こらないような対策というか、

そういうのはいつまで文書で出させるとか、何か

そういうふうになっているのですか。その辺のス

ケジュールというか、そういうことまできちんと

注意しているのかどうか。 

 再発防止に努めるというのは簡単なのだけれど

も、きちっとその病院が、こういうことで起こっ

て、こういうことをしないためにこういう動線を

作るとか、ダブルチェックするとか、そういうよ

うな文書できちんと出させるというようなことで

よろしいのですかね。 

○中島委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 今の再発防止に努め

るような働きかけという部分で、これについて

は、誤接種をした医療機関については、文書で

もって経過だとか、何が原因でこのような事件が

起きてしまったのか。これは始末書的なものを提

出していただいて、それを道のほうに報告するこ

とがマニュアル化されているものですから、こう

いう誤接種について、こういう流れで道や国のほ

うに報告していくという一連の流れに沿って提出

をさせていただくと。 

 それを受けまして、町としましても医療機関の

先生と事実関係のヒアリングを行いまして、今後

このようなことがないように、どういうところに

気をつけなければならないのかという課題を一応

こちらのほうでもお聞きして、その中で再発防止

に強化していただくという流れで捉えておりま

す。 

 これについて、ワクチン接種だけに限らず、ほ

かの接種についても同様のことが言われますの

で、それに沿った形で報告してまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○中島委員長 若山委員。 
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○若山委員 今のあれで、きちっと道に報告しな

ければいけないので文書を出させるということな

のですけれども、これはあれですか、何日以内と

かというマニュアルというか、今あるという話な

のですけれども、ルールはどういうふうになって

いるのですか。 

○中島委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 一応何日以内という

具体的な日にちの決めはないのですけれども、お

おむね１週間以内にその事実関係を確認させてい

ただいて速やかに報告するということで、これに

ついては、道の担当者とも入念にお互い確認を取

りながら、できれば迅速に報告をさせていただく

という処置を取らせていただきたいというふうに

思ってございます。 

 以上です。 

○中島委員長 若山委員。 

○若山委員 それと、オンライン会議でほかの医

師にもこういう事故があったというか、あるいは

そういうことがないようにということで伝えると

いう話なのですけれども、それはあれですか、第

一報でそういう話をして、実際そういう報告が

あったときには、こういう事例だったのでという

ことで、そういう内容については開示して、ほか

の医師にもきちっと同じような過ちがないように

ということでやる予定にしているかどうかです

ね。 

○中島委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 この内容につきまし

ては、七飯医師会の会長の代表の方にも、この件

についてはもう一報で相談させていただきまし

て、これについては、皆さん共通認識を持って、

みんなそれぞれがワクチン接種に携わっていて、

今回こういう事案がありましたけれども、皆さん

再度緊張感を持って取り組んでいかなければなら

ないということで、この一連の流れについては、

その会議の中で報告させていただこうということ

で考えております。 

 以上でございます。 

○中島委員長 よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは、２点、３点、確認したい

のですけれども、まず、日本脳炎の予防接種は任

意なのかどうか。町が指導して受けるようにとい

う形を取っているのか。そこを教えていただきた

いと思います。 

 それから、もう一つには、１人ということです

けれども、ほかに何人受けて、これから何人受け

ようとしているのか。そこら辺押さえているのか

どうか、事故が起きたからと上がるのではなく、

日本脳炎の予防接種に係る取組状況というのはど

ういうふうになっているのか。先ほど言ったよう

に任意なのか、町が積極的に指導して個別にとに

かく受けなさいという形を取っているのか、こう

いう接種があるから受けたい人は自由に受けてく

ださいという形を取っているのか。そこら辺をも

う少し詳しく。 

 そして、先ほど言ったように何人既に受けてい

るのか、あるいはこれから何人受けようとしてい

るのか。もし分かればそこら辺も教えていただき

たいと思います。 

○中島委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 日本脳炎の接種につ

いては、強制ではなく、任意と。希望者が接種を

するということの捉えで進めております。ただ、

趣旨といいますか接種の目的については、町のほ

うでも広報とホームページを通じて、できれば多

くの方に打っていただきたいという周知の中で希

望者の方が打っていただくと。今回その中の希望

者の１人が、このような形で誤接種に至ってし

まったということでございます。 

 また、今回１人ですけれども、日本脳炎の接種

済みの方、これから控えている方につきまして

は、今手元に資料がなくて、これについては私の

ほうでも調査していなかったものですから、これ

については、回答は控えさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○中島委員長 田村委員。 

○田村委員 それから、町内の医療機関全てでこ

の予防接種を取り扱うことができるという体制で

いるのかを教えていただきたい。 

○中島委員長 子育て健康支援課長。 
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○岩上子育て健康支援課長 日本脳炎の予防接種

につきましては、小児科がメインとしてこの接種

を実施していただいているということで、町内で

あれば３医療機関が積極的に接種を実施していた

だいているというところでございます。 

 以上です。 

○中島委員長 田村委員。 

○田村委員 そうすると、それ以外はしていない

ということでいいのですか、理解は。 

○中島委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 これにつきまして

は、契約行為によりまして実施する、しないとい

うことを決めさせていただいておりますので、こ

れをできる医療機関となれば小児科医ということ

で、この３医療機関に協力を求めた中での契約の

中で事業を進めさせていただいているということ

でございます。 

 以上です。 

○中島委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、町と契約をして予防

接種の業務をやっているというふうに理解できま

すけれども、その契約の中で、もしそういう事故

が起きた場合、どういったような対応をするとい

う条項はあるのでしょうか。 

○中島委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 大変申し訳ございま

せん。契約の中に医療ミスがあった場合にはとい

う文言については、私のほうで、今手元で確認す

ることができなかったものですから、これにつき

ましてはしっかり確認した上で、何かの機会で報

告させていただければというふうに思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ないようですので、これで情報提

供を終わります。 

 副町長、子育て健康支援課長、御苦労さまでし

た。 

 以上をもちまして、本日の会議は終わりたいと

思います。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時１５分 散会 
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