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午前 ９時５８分 開会 

○中島委員長 おはようございます。 

 ただいまから第１７回議会活性化特別委員会の

本日の会議を始めます。 

 委員会開催前に、理事者より情報提供があると

いうことで、副町長と子育て健康支援課長が出席

しておりますので、先に情報提供をいただきま

す。 

 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 おはようございま

す。 

 貴重な会議冒頭部分でのお時間を頂戴いたしま

して、誠にありがとうございます。 

 議員の皆様方にコロナワクチン３回目接種事業

の情報提供をさせていただきたいというふうに

思ってございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 情報提供の内容としましては、補正予算専決処

分についてでございます。お手元の配布資料を御

覧いただきまして、その内容に沿って御説明をさ

せていただきたいと思います。 

 ワクチン接種事業３回目のスケジュールでござ

いますけれども、これについては、国の通知によ

りますと、１１月中には対象者の接種券の作成を

行い、１２月上旬から優先接種対象者となる医療

従事者からの接種を開始できるよう、３回目接種

事業の体制確保について、現在、国から示されて

いるところでございます。 

 このことによりまして、今年３月からワクチン

接種事業を開始したときの手順に加えまして、さ

らに２回目接種以降、おおむね８か月、これにつ

いては、昨日の時点で６か月も可能であるという

報道が流れておりましたけれども、恐らくこの流

れに沿っていくような形になるのではないかとい

うふうに考えております。 

 これらの期間を経過した順番に接種券を作成し

なければならないことなど、接種対象者と接種時

期を抽出してのシステム改修が急務となりますこ

とから、補正予算の専決処分を１１月１７日付で

行わせていただき、関連業者との委託契約を速や

かに行うなど、円滑なる事業実施を目指してまい

りますので、このたびの専決処分の対応について

御理解と御協力をお願いいたします。 

 なお、１７日付と昨日の時点では考慮しており

ましたけれども、情報が今のところ、６か月に前

倒しという状況もございますので、これについて

は、時期のタイミングを見計らった専決をしてま

いりたいというふうに考えてございます。 

 なお、今回の専決処分における補正予算は、３

月末までの事業費として計上させていただき、４

月以降の事業費については、令和４年度の当初予

算にて新たに計上させていただく予定で考えてお

ります。 

 また、専決による令和３年度の補正予算額につ

きましては、おおむね５,８００万円程度予想して

おります。ただ、先ほども申し上げましたとお

り、６か月と前倒しになることによって、若干の

金額変動が可能性とございますので、御了承いた

だければと思います。 

 歳入につきましては、全額国庫補助金で対応さ

れるということでございます。詳細は、次回の全

員協議会のときに、御説明できればいいなという

ふうに考えております。 

 大まかなスケジュールでございます。 

 １１月下旬には、医療従事者への接種券を順次

発送してまいります。１２月上旬には、医療従事

者からの接種を開始。１月中旬からは、高齢者施

設入所者、そして従事者、６５歳以上の高齢者な

ど、これまでの実施順序で接種を行ってまいりま

す。 

 なお、注釈としましては、３回目の接種対象者

は２回目接種を完了している方とし、２回目接種

後、おおむね８か月、これは６か月可能というこ

とで示されております。この期間経過で接種が可

能となることを申し添えたいと思います。 

 また、これまで１２歳以上の接種ということ

だったのですけれども、３回目については１８歳

以上になるという見込みで捉えておりますので、

この辺の金額の修正につきましても、今後発生し

てくるのかなというふうに考えております。 

 補正予算、専決処分についての情報提供につい

ては、以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○中島委員長 ただいま情報提供いただきました
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けれども、このことについて何か御質問はありま

せんか。 

 川村委員。 

○川村委員 今、説明の中でおおむね８か月（６

か月可能）となっているのですけれども、これ

は、国のほうで、もう６か月でやってくださいと

いう話になっているのか、それとも、自治体のほ

うに任せて、６か月だよというふうに決めるもの

なのか、その辺をまず１点。 

 あと、今、七飯町内で２回目接種が終わってい

る方は、どのくらいいるものなのか。優先順位に

関して、まだ２回目を終わられていない方はいる

ものなのか。当然、今、１２歳の部分で、まだ、

３月にならないと１２歳を迎えられないお子さん

もいるでしょうし、その辺の３回目と２回目が、

きちんとワクチンも確保できて、その辺が間違え

がないようにできるものなのか。その２点、お願

いいたします。 

○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 まず、１点目の８か

月と６か月の区分でございますけれども、これに

ついては、国からは具体的な通知はまだ示されて

いなくて、マスコミだとか新聞報道等の情報を基

に、おおむね８か月と受け止めさせていただいて

おります。 

 これについては、報道によりますと、地域の感

染状況等も踏まえて、６か月の期間の接種も可能

であるよと、それは自治体の判断に任せますとい

う部分がうたわれておりましたけれども、基本的

には、８か月を経過したということが基準になろ

うかなと思っています。ただ、２か月前倒しも可

能であるよということで、これは自治体の考えに

任せるということでございます。 

 また、２点目の２回目接種を終わっている方に

ついてでございますけれども、町民全体の人口で

ございますけれども、２万８,０６２人に対して、

１回目の接種を終えられている方が２万２,１４９

人、２回目が２万１,５２４人、１回目のパーセン

テージが７８.９％、そして、２回目が７６.７％

でございます。 

 また、対象者となります１２歳以上の人口は２

万５,５４４人。そのうち、受けられている方は同

数でございまして、割合的には１回目が８６.７

％、２回目が８４.３％と、おおむね８割越えとい

うことの状況でございます。 

 また、１回目と２回目の人数に６００人程度ま

だ差があるのですけれども、これについては１１

月末までに終える見込みで捉えております。１１

月末までには、この数字がおおむね同数になって

くるのかなというふうには思ってございますけれ

ども、１回目を打って、副反応があまりにもひど

すぎて、２回目はちょっと打てないという方も中

にはいらっしゃいましたので、必ずしも同数にな

るとは限らないのかなというふうに予測しており

ます。 

 以上でございます。 

○中島委員長 ほかにございませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 何点か確認させてください。 

 まず、国からもう既に通知が来ているのかどう

か。その内容について、どこまであれなのか。

我々も、何日か前に、ニュースか何かでこういう

情報が流れてきて、当然やるのだろうなというこ

とを漠然と考えただけなのですけれども。国から

正式な通知が来ているのかどうか、どのような内

容なのかどうかということと、５,８００万円のこ

の内訳、何にこれだけかかるものなのか。１回

目、２回目を打ったときのやり方と同じように、

通知作成だとか、発送料だとか、送付料だとか、

そういう医者への委託料だとか、そういうあれな

のか、その辺のところを教えていただきたいの

と、今、先行してやるようなことで、ちょっと勇

み足的に後で修正が入るとか、そういうようなリ

スクはないのかどうか、そこまでしっかりしたス

キーム、骨格で国からの通知が来ているのかどう

か、そこのところを教えてもらいたいのと、これ

ほど大事な問題なのに、専決処分というのはどう

なのかなと、もう少しいろいろ議論した上で、や

ることには別に反対するわけではありませんし、

国から全部予算が来て、それをいかに早くスピー

ディにやるかというのが、課題になるかと思いま

すので、あれなのですけれども、専決処分でやる

ことに対する、もっと議会を開いて議論をしたほ

うがいいのではないかということについて、どの
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ように考えているのかを教えてください。 

 以上です。 

○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 まず、１点目の国か

らの具体的な通知が来ているかどうかということ

ですけれども、先ほど申し上げましたとおり、報

道がちょっと先行しているものですから、そこか

ら情報を私たちもつかんで、その旨の準備を今、

進めているところでございますけれども、国から

は、正式な文書というよりは、担当者からの事務

連絡程度の、恐らくこういうふうになってくると

思いますので、こういう準備をしていてください

だとか、そういう内容が今のところ基本になって

ございます。 

 それを受けまして、何が必要なのか、どれだけ

の経費をつかんでおけばいいのか、そういうこと

を今、内部のほうで調整しているような状況でご

ざいます。 

 また、２点目の５,８００万円の内訳でございま

すけれども、これについては、今後また変動する

可能性はございますけれども、おおむね人件費、

そして接種券の作成委託料、そしてコールセン

ターの委託業務、そして先生方に接種を依頼する

ための経費、委託料ですね、これらが総体として

おおむね５,８００万円程度になるのではないかと

いう見込みで計上をさせていただいております。 

 また、３点目の修正リスクの部分でございます

けれども、１回目、２回目のワクチンのときも、

いろいろ国からの情報が交錯して、それに対応せ

ざるを得ない状況であったのでございますけれど

も、これについては、年齢区分だとか、そういう

ことが今、１２歳から今度は１８歳以上だとか、

そういうふうに変わってきておりますので、今

後、そのような変更点があるかと思いますので、

国からの情報を注視しながら進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 また、専決処分に対する考え方でございますけ

れども、これは国のほうでも１１月末までには１

回目、２回目を終了しなさいということで、今ま

で進めてまいりましたけれども、今度は、１２月

から切り替えて、３回目に移行しなさいというこ

とで、１１月中には接種券をあらかた準備して、

１２月の上旬にはもう接種が開始できるような体

制づくりということが求められてくることになり

ましたので、これについては、なかなか臨時会だ

とか、定例会という機会を活用して、本来であれ

ば計上するべきところなのでございますけれど

も、逆算して、その期間のスケジュール間を得る

ためには、この専決処分がやむを得ない選択だっ

たのかなというふうに考えておりますので、御理

解をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○中島委員長 若山委員。 

○若山委員 言っている内容は、理解できるとは

思うのですけれども、要は、１回目、２回目と同

じように、今回も同じ業者と委託契約をするとい

うことでいいのかどうか、それとも、入札のよう

な形で何かするのかどうか、そこのところと、同

じ業者とやるのであれば、事前の打ち合わせと

か、そういうことで進むものなのかなという気は

しないでもないですけれども。 

○中島委員長 ちょっとよろしいですか。 

 細かいことは、全員協議会でまた説明があっ

て、その次まで質問がばんばん受けられると思う

のですけれども、今日は簡素に、簡潔に質問して

いただきたいと思うのですけれども。 

○若山委員 だって、１７日からもう始めるので

しょう、明日から始めますよということなので

しょう。 

○中島委員長 それにしても、２４日の日に、先

ほど説明がありましたように全員協議会で詳しい

説明をするということになっておりますので、止

めるわけではないのですけれども、簡潔に質問し

ていただきたいと。 

○若山委員 でしたら、質問内容は同じ業者に同

じ内容を委託するものなのか、違うのは何なのか

というところなのですけれども。それなりに手間

がかかるものなのかどうかなというところを

ちょっと確認だけさせてください。 

○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 まず、１回目、２回

目と同一業者にということで、私どもとしまして

は、１回目と２回目のやはり実績も踏まえまし

て、できれば、円滑にこの継続して行うために
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は、同一業者と契約するというのが一番効果的な

のかなと。あと、当初、準備段階から持ち合わせ

ている需用費的なもの、事務費だとか、そういう

ものを持ち合わせている中で、作業のほうを進め

ていただけるということで、金額的にも新たに選

考するよりも継続して行ったほうが事務作業とし

ては、住民の方との混乱も少なく、１回目、２回

目が無事、おおむね円滑に行われたのかなという

ふうに考えておりますので、同一業者で選考し

て、やらせていただきたいというふうに考えては

おります。これについては、まだ内部のほうで調

整段階でございますので、これについては、正式

に決まり次第、また皆様に情報提供させていただ

き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 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 なしということですので、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、ご苦労さまでし

た。 

 暫時休憩します。 

午前１０時１３分 休憩 

────────────── 

午前１０時１３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。 

 まず、議員定数についての議論に入りたいと思

いますが、前回の委員会で議員定数を削減するこ

とには決定をさせていただきました。 

 では、この七飯町議会において、何人削減する

のが適当なのか、その議論に入りたいと思います

けれども、定数削減については、前回の委員会で

協議し、協議後の聞き取りの結果、２名減が３会

派の８名、４名減が２会派の５名、６名減が２会

派の４名となっています。２名減が８名と多数を

占めておりますが、いろいろとあると思います

が、近隣市町の実績や、また人口減少の動態、ま

た財政状況等の適当性を考慮しまして、削減しな

ければならないと思いますが、どのようにすれば

少しでも各委員の、この会派の合意ができるの

か、議論、調整をしていただきたいと思います

が、お互いの主張を少しでも譲り合って、一つの

結論を導き出していただければと考えておりま

す。 

 また、前回の委員会から大分期間がありました

けれども、各会派でこの件につきまして、また議

論されたと思いますけれども、変更がある場合も

含めて、発言をお願いしたいと思いますが、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

 川上委員。 

○川上委員 前回の会派の検討結果でございます

けれども、うちは動進会の会派でございますけれ

ども、議員定数１６名に対して、議員報酬が３０

万円という提案をさせていただきましたけれど

も、これであれば、今までの議会費の枠を超える

ということが分かりまして、できれば議会費の枠

内で調整していきたいということで、会派といた

しまして、これも重要な案件でございますので、

もう少し定数について会派内で詰めていきたいと

いうことなので、うちの会派としてはもう少しお

時間をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 今、動進会のほうからは、一応、

前回の協議では２名減の１６名ということで結論

というか、報告をいただいておりますけれども、

また新たに年間議会費の枠の中で収めたいという

ことで、報酬も絡んでくるということで、もう少

し検討したいという話なのですけれども、皆さ

ん、そのほかに御意見いただけませんか。 

 平松委員。 

○平松委員 議員の定数と、その議員の報酬とい

うのは、これはあくまでもセットで考えるべきだ

と、まず私たちの会派は、光輝会は考えておりま

す。 

 それで、同僚議員がおっしゃったことと結果的

には同じになりますが、予算枠は超えないという

前提が私どもの会派の基本姿勢でありますので、

定員をまず、多数の意見をもって決めるのか、そ

の定数のときに、その議会費の中で、どの程度の

割り振りをするのかという具体的なこともある程

度ちゃんとお話ができる環境が必要かなと思うの

ですが。この間の流れであれば、どちらかという

と、定数に重きを置いていたような気がするので
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すが。委員長として、これからどういう順番で決

めていかれるのか、そこの説明をお願いしたいと

思います。 

 報酬を絡めてということであると、もう少し各

会派の具体的な数値が必要なのか、それとも、事

務局のほうである程度たたき台みたいなものをつ

くるのか。その辺の方針をお聞かせ願いたいと思

います。 

○中島委員長 まず、私の考えとしましては、ま

ず定数削減、これの人数をまず決めていただきた

いと思います。何人にするのか。一応、削減する

ということは決定しましたけれども、それでは、

何人が適当なのかということで、何人減するのか

ということで、まず、七飯町の議員定数をしっか

りと決めていただきたい。 

 それで、人数が決まった時点で、その人数の枠

の中で、常任委員会は今、三つありますけれど

も、決まった人数の中でその常任委員会をどう対

応していくのか。今の現状維持でいくのか、それ

とも、人数を減らした分を委員会も減らして、二

つの常任委員会にするのか、四つの常任委員会に

するのかという、まず、そういう順番でいきたい

と。最後に、議会費の年間報酬を含めて、報酬の

議論に入っていきたいというような、順序立てて

進めたいと思っておりますけれども、皆さん、い

かがでしょうか。 

 まず、委員会の定数を決めてしまう。そして、

その定数の中で、決まった人数で、では、常任委

員会はどう対応できるのか。幾つにすればいいの

かというようなことを決めて、最後に、議会費を

含めた中での報酬について進めていきたいと、こ

の三つを３段階に分けて進めていきたいなと、順

序でいきたいなと思っておりますけれども、皆様

の考えを、ぜひお聞かせ願いたいと思いますけれ

ども。 

 まず、やはり人数を決めてしまわないと、先に

進めないという考えもありますので、やはり議員

定数の人数をしっかりと把握してしまいたいとい

う考えを持っておりますけれども、皆さんの御意

見を、いい方法があれば、さらなる要望があれば

お聞かせ願いたいということですけれども。 

 若山委員。 

○若山委員 議論に入る前にというか、郵送で資

料が送られてきておりまして、それについて何か

ポイントとか、考え方とか、そういう説明が事務

局のほうからあるかどうか、見てくださいとい

う、それだけで終わりなのか、そこのところを確

認して、ここはこうですよ、こういうところがこ

うですよという、もし説明があればお聞き、最初

にできるのかなと思っていたのです、それを踏ま

えて、では、人数はどうするのかなという議論が

入るのかなと思っていたのですけれども、その辺

はどうなのでしょう。 

○中島委員長 これはまず、議員定数を決めて、

先ほど話しましたように、次の段階の常任委員会

の議論に入ったときに、事務局からこの資料につ

いて御説明いただく予定でおりました。そういう

流れでいこうかと考えておりました。 

 最初、まず人数を決めて、人数が決まった時点

で、例を挙げますと、例えば２名減の１６名に

なったと。１６名に対して、常任委員会はどうす

ればいいのかということで、まず、入る前にこの

資料の説明をお願いする予定でおりました、流れ

としましては。 

 若山委員。 

○若山委員 人数を考える上で、減員した結果の

人数で、どういうふうに委員会を運営するかと

か、どうするかというのは、セットで議論すべき

なのかなと思うのですけれども。僕は、何人に決

まっても、やり方はあると思うので、それは後で

議論しても構わないと思うのだけれども。２人減

らしても、こういう形でできますよ、５人減らし

ても、こういう形でできますよということで、

セットで議論して、なぜ、何人減らすのかとか、

そういうところをもっと議論して、予算から導き

出すのか、あるいは、人口から導き出すのか、あ

るいは、他市町村からの比較の中で、その人数を

出すのか。もちろん、答えがあるものではないの

で、１０人が正解、２０人が正解というものがあ

るわけではないので、どういうふうに考えてこう

していこうというふうにするのか、そこのところ

を各人数を出しているところに議論して、なぜな

のかというところをじっくり議論すればいいのか

なと思うので。まず、先にこのほかの、資料の特
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徴というか考え方、ポイントを説明してもらっ

て、では、何人だったらできないのかなとか、そ

ういうところも踏まえて議論にするので、先に説

明をしてもらったほうがいいのかなと思うのです

けれども。どうでしょうか。 

○中島委員長 議員定数を削減することは、もう

これは決定しましたから、削減することだけは、

前回の委員会で決定しました。 

 ただ、あと、いかに何人減らすのかと。先ほ

ど、会派の話をしましたけれども、２名減なの

か、４名減なのか、それとも６名減するのか。も

うそこの議論に入ってきているわけです。 

 だから、まず、議員定数ありきで、しっかり何

人にするのだということを、まず、最初に決めて

いただければ、次の段階に、常任委員会のその人

数に合わせて、常任委員会をどうするかというよ

うな議論にも入っていけるのかなというような考

えを持っておりましたので、私、発言をさせてい

ただきましたけれども、それ以上に何かいい御提

案がありましたら、また、各委員の皆様方からお

聞かせ願えればありがたいと思いますけれども。 

 ほかにありませんか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 委員長は、議員定数と、あるいは報

酬、そういったものを別々に考えようではないか

と、何となくそういうほうが分かりやすいような

気もするのだけれども、例えば、もう一つは、議

員会費の総枠がございますよね。その枠内ですよ

ということも、ある程度、前には皆さんで話し

合って決めたことなのです。 

 そうしますと、例えば、今、議員定数だけを２

名にしますよと言っていて、今度はそれが決まっ

たと。これは動かさないよと言いながら、では、

報酬はということになって、例えば、現行のまま

でいこうよと、そうなれば、やはり何か皆さん賛

同しづらいのではないかという感じもするので

す。 

 それから、もう一つは、今、七飯町は別とし

て、非常にこの町村議会の場合、選挙があまりな

くなってきたと、周辺町村を見れば。そのため

に、なぜなくなったのかというと、やはり、それ

なりに議会の仕事に魅力を感じないというのか、

やりがいがないというのか、そういう部分が多い

のではないかなと思います。 

 そうするならば、そしてまたもう一つは、私も

高齢者ですけれども、高齢化が、地方の議会はだ

んだん高齢化が進んでいると、そういう一面もご

ざいます。それに対して、町民は、やはり若い人

をどんどん入れて、新しい感覚の中、このまちづ

くりをしてもらいたいという願いもあるのです。 

 だから、私は、若いのが全ていいとは思わない

のですけれども、それにしても、町民感情とはそ

のようになっています。 

 それともう一つは、今、諸物価が上がっていま

すから、議員の皆さんにとっては、少しでも上げ

てほしいなという思いはあるのです。 

 ただ、町民からすると、上げてほしいというの

が、町民も、現在この２年間続く新型コロナウイ

ルス感染症の中で、非常に経済が疲弊して苦しい

状況の中で暮らしている方もいるのです。 

 そうしますと、この大きな報酬の値上げについ

ては、なかなか難しいのかなと思うのです。 

 私は、いちいち町民の方に伺って、どうでしょ

う、これぐらいにしたらいいでしょうかというふ

うにしてやれば、確かに安いほうがいいですよと

なるはずだから、私は、それはあまりベターな考

えではないなと思います。 

 それから、やはり、私、先ほども言いましたけ

れども、若い新しい人に出ていただいてやっても

らうには、それなりの生活ができる、経済的なも

のがなければだめだなと思います。 

 そうしますと、どうしても、議員定数だけを先

に考えてやってしますと、どちらかというと、バ

ランスが悪くなるのです。議員定数は、前、減ら

さなかったと。それは、今現在の人方が、やはり

減らさなかったということは、楽に選挙ができる

なという方法もあるのだけれども、では、それよ

りさらに下げて、やはり総体的な経費が低く抑え

られるように、そうして、その中で、抑えた分を

報酬に回すという考え方で、やはり最終的には

セットで行くべきだなと。 

 そして、もう一つ言いたいのは、その議会費の

枠内、これを遵守しながらやっていったらいいの

ではないかなと、私はそう思います。 
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 以上です。 

○中島委員長 ほかにございませんか。 

 川村委員。 

○川村委員 今、青山会のほうとしても、今、同

僚委員の畑中委員が言ったように、全く同じ意見

なのです。もともと、定数１４名、報酬に関して

３１万円という、この挙げている数字も、やは

り、総体的には議会経費の中に収まるように。ま

た、根本的な部分というのが、やはり、当然、

今、人口現象の中で若い方、そういった方が出や

すい環境づくりというのが、やはり、今、我々議

員の急務ではないかなと思っております。やはり

魅力ある議員活動を含めて、やはりやってみたい

なというような、若い方が、やはり出られる環境

づくりというのは、今、絶対必要なのですよ。 

 そういった中では、やはり、今までの部分の中

では、当然、誰も出てきませんよ、こんなもので

は。 

 では、そうなると、どこまで魅力あるような形

にしていくのかとなったら、当然、報酬も上げな

ければならないでしょうし、ただ、議員の報酬を

上げるとなると、当然、経費がかかります。そん

なことは当たり前です。 

 では、その分、どうするのかといったら、やは

り、議員の人数を削るしかないという話が、当

然、出てくるのです。 

 その中では、ただ、それが１４名なのか、１６

名なのか、１５名なのかというような、やはり、

調整をしていかなければならない部分だと思うの

ですけれども、漠然とただ人数だけ決めてという

のは、やはり難しいのかなと。総体的なもの、１

４名だったら大体このぐらいのお金がかかるよ

ね、当然、人数が減るのですから、議員１人の活

動が増えていくのは当然なのです。 

 だから、そういった部分も含めながら、では、

やはりこの人数が適正だよねというのを出してい

かなければならないのかなと思うのです。 

 今、この場でなかなかすぐ１４名だ、１６名だ

というのは、決めづらいのであれば、もう少し調

整する時間を我々に与えていただいて、また後

日、その点について進めるという部分でどうかな

という、今、提案も含めて発言させていただきま

した。 

○中島委員長 ほかにございませんか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 今、川村委員からもお話がありまし

たけれども、人数に関して言わせてもらうと、先

ほど、うちの同じ会派の若山委員からもお話があ

りましたけれども、委員会の構成というのがあっ

て、スムーズにいく人数というのは、おのずと合

理的にはじき出されてくると思うのです。うちの

場合は、１２名の定数でいいのではないかという

話なのですけれども、ただ、現状、委員会を維持

しながらやった場合、このぐらいの人数とかと、

それは定式的に出てくるはずなので、それを事務

局からの説明をまず受けたいなという部分が一つ

あります。 

 報酬については、駒ヶ岳会派の基本とするとこ

ろは、住民対話重視なので、そこを１丁目１番地

でやっていますので、話をどうやってつなげてい

くのかというと、要は、報酬に関しては、やはり

住民意見が重要であるかなと。それだけ、議員が

頑張っているぞと。この報酬では、かわいそうで

あるとか、そういった話の中で上げていくような

ものなのかなと思いながら。 

 ですから、対話がなければ、やはりどのぐらい

が合理的なその報酬であるかというのも判断がつ

きませんし、含めて、例えば、町民の平均給与が

このぐらいであるとか、そういったところもござ

いますし、また、議員の場合、厚生年金とか、普

通の会社と違って、つかないわけです。自分で国

民年金をかけるしかないわけですから、それしか

仕事がなければ。その辺の平仄というか、一般の

町民の方々と同じぐらいの所得で活動するという

ラインから、あとは、住民対話で、我々のために

頑張っていただいているなと、そういうふうに見

ていただけるようなすばらしい活動ができれば、

おのずと、そういう報酬についても上げていくと

いう形になるのかなと。 

 話の流れでちょっと説明が難しかったのですけ

れども、人数と報酬というのは、議会費の中で

割って決めるとかではないと駒ヶ岳会派では考え

ているので、ですから、例えば、議員定数につき

ましては、今ある常任委員会の割数とかから定式
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的に導き出せるものであると思いますし、１０名

なのか、１４名なのか、１６名なのか、その辺の

ところの説明を受けてから決定するべきかなとい

うふうに思っています。 

 同時に、議員報酬は、議会費の割数ではないの

で、その辺のところも含めて考え方としては、そ

ういうふうに思っておりますので、一応、ここで

申し述べさせていただきます。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかにございませんか。 

 例えば、いろいろ議論が出ましたけれども、や

はりもう少し調整時間が欲しいということもあり

ましたし、また、やはり定数、常任委員会の数、

また報酬、この三つを絡めて同時に議論したほう

がいいのではないかというような意見もございま

した。 

 私は、いろいろと前回から考えてきたのですけ

れども、一応、削減することには決定をいたしま

した。そしてまた、私は、皆さんの協議事項の聞

き取りの中で、やはり２名減の数が一番多かった

ということで、私なりに試算をさせていただいた

のです。そのことについて、ちょっとお話をさせ

てもらってよろしいでしょうか。 

 私は、２名減という形で、一番人数が多かった

ものですから、これはちょっと頭に置いて試算と

いうか、勝手にさせてもらったのですけれども、

大体２名減になりますと、大体７８０万円ぐらい

が経費削減になります。それと、その中で、先ほ

どから話が出ていますように、やはり今の議員の

報酬では低くて、なかなかやはり新しい人が出て

こられないだろうと。それと含めて、今の報酬の

中身は、平成１２年の４月に改訂されて、この２

１年間全く報酬は改定されていないのです。２１

年間も議員の報酬が改定されず、上がってきてい

ないというのは、これもやはり、これで物価が上

がってきて、ちょっと異常なことだなというよう

なことも考えました。この報酬については、私の

考えとしては、やはり上げるべきだろうなという

ような、私の考えを持っています。 

 その中で、やはりこの２名減の報酬、約７８０

万円ぐらいありますかね。それと、皆さんも御存

じのように、議会だよりが簡素化されました。今

まで議会だよりは、大体１４０万円ぐらい、年間

にかかっていました。それが、簡素化されたこと

によって、大体９０万円ぐらい削減できるので

す。大体１００万円ぐらい削減できるのです。 

 そういうことも含めまして、９００万円ぐらい

の削減ができると。それと、先ほどから話に出て

いますように、議会費の年間予算、その枠内で、

この議会だよりの削減された分、２名減の議員の

報酬が削減された分、これを合わせて、これを議

会費の予算の枠内で議員の皆様に報酬をアップし

て、議会の若い議員方も出やすくするようにする

というような形を私は、私なりに考えてみまし

た。先ほども言いましたけれども、やはり２１年

間も、この七飯町の議会の報酬が手つかずに、そ

のままになってきて、１回も１円も上がっていな

いと。これは、やはりちょっと異常なことだなと

いうようなことも、私も考えまして、議会だより

の予算減分と、２名減の報酬の減分、合わせたこ

の分を議員報酬のほうに上乗せできないだろう

か。そうすれば、今までどおり、議会費の予算の

枠内で収まることができるというような考えを

持って、一応、私は考えてきましたけれども。 

 最後に、だから私は、まず、議員定数を決めて

いただいて、そして、決まった時点でその人数で

常任委員会をどうするかも決めていただいて、そ

して、今、話したような報酬体系に持っていけれ

ば、一番いいのかなと。 

 そしてまた、皆さん、この資料も後で、事務局

から説明していただこうと思ったのですけれど

も、うちは常任委員会が、今、３会派に分かれて

いましたけれども、例えば、これは私の案ですか

ら、考え方ですけれども、例えば、１６名になっ

て、３会派、３常任委員会だと５名ずつの常任委

員会になります。５名ずつの常任委員会で、そこ

から、委員長を１人出すと４名なのです。４名で

はたして中身の濃い議論ができるのかなと、そう

いうことも一応考えました。 

 そして、この資料を見ますと、松前からずうっ

と福島、知内、木古内、鹿部、森、八雲、長万

部、ここを見ると、大体１６名から１５名ぐらい

の議員定数です。その中で、全てが二つの常任委

員会で、１常任委員会７名から８名の常任委員会
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でやっています。そこから委員長を出しても、あ

と６名なり７名の議員がいますから、相当やはり

中身の濃い有意義な議論もできるのかなと。 

 そういうことも鑑みまして、これはあくまでも

私の考えですけれども、私は、２常任委員会で

もっていって、そして、報酬も先ほど言ったよう

に上げていくというような形にしようかなとい

う、いろいろ前回の委員会から、この資料を見な

がら考えてきたことなのですけれども。 

 私の考えは、そういうことなのですけれども、

それにまた何かありましたら御意見いただければ

と思うのですけれども。それは違いますよという

のであれば、違いますでいいのですけれども。 

 畑中委員。 

○畑中委員 ただいま委員長の考え方をお聞きし

ましたのですけれども、これは、それなりに非常

に一つの参考にはなるなという思いです。 

 ただ、今回、発言された中の一人一人が、全て

この人数等について考えていることが違うので

す。 

 ですから、確かに、この問題について、結構長

時間にわたって議論をされてきましたけれども、

今日、これをごり押しして、人数だけでも決めよ

うという考えであれば、なかなか、やはり妥協し

づらいなと。 

 私は、やはり人数対報酬、あるいは議会費の総

予算、あるいは委員会の数、こういったものを

セットといいますか、関連づけて、やはり考えて

いかなければならないなという思いですので、先

ほども同僚委員の川村委員あたりから、もう少し

考える時間を与えてほしいなというようなお話も

あったので、今日は、ひとまずこの辺で、先に進

めてほしくないなと。できれば、もう少しおのお

のの会派でじっくり話し合って、それなりに皆さ

んで妥協できるような案を持ってきたいなと思う

のですけれども、いかがでしょうか。 

○中島委員長 はい、ありがとうございます。 

 言葉を返すようですけれども、私、決してごり

押しはしているつもりはありません。 

 ただ、意見が出なかったものですから、私の先

ほどの意見というか、考えたことをちょっと私の

ほうから話させていただいたことですし、また、

やはり先ほど議員定数も、今、意見が三つに分か

れています。現状、２名減とか４名減、６名減、

三つに分かれていますけれども、私はその中で、

やはり２名減が一番多いという中で、先ほどもお

話ししましたけれども、やはりお互いの主張はあ

ると思います。でも、やはり、お互いに、これ幾

分かでも譲り合っていただかないと、まとまるも

のも、私はまとまらないと思うのです。お互いの

主張をやはりし合っても、これはしょうがないこ

とだと思いますし、そこは、やはり近隣町村の実

績だとか、そういうものも踏まえて、少し頭も隅

に入れて、ちょっと譲り合っていただければ。そ

して、一つの、一つでも二つでも、少しでも縮め

ていただければ、委員会としてありがたいなと、

そう思って発言させていただきました。決して、

ごり押しをしているようなつもりは全くありませ

んので、それをひとつ御理解いただきたいと思い

ます。 

 若山委員。 

○若山委員 委員長が決してごり押ししていない

とは思いますけれども、ある議論を誘導するよう

な発言はやめていただきたいなと思います。委員

長の意見は、委員長の意見として述べたいのであ

れば、副委員長と交代して、手を挙げて発言すれ

ばいいのだと思います。 

 あたかも、何かもう、２人が多いのではないか

とかという、そういう先入観を持たせるような発

言をされるのは、議会の運営としては非常によろ

しくないのかなと思います。どのように議論をす

るかを提案するなら構わないのですけれども、あ

たかも、結論を誘導するような言い方を今されて

いるので、それはちょっとよろしくないのかなと

思います。最終的にそうなるのかもしれません。 

 畑中委員が言ったように、今日はどうのこうの

という話ですけれども、前回も言いましたけれど

も、全く議論ができていないのです。なぜ２人減

らすのか、なぜ４人減らすのか、何人いれば議会

は回るのか、回らないのか。その辺の議論を全然

していないわけです。若い人をもっと入れるよう

にしましょうと。減らしたら、若い人が増えるの

かどうか。その辺の議論も、どんどんすべきだと

思います。定員と報酬は、全く別問題として考え
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るべきだと思います。あたかも、１億円の議会費

が、固定というとか、そういうもののように言わ

れていますけれども、これについては、あまり考

え方としてよろしくないと思います。 

 議会だよりの予算が減るという話をされていま

した。１１月号から新しくページが減ってきまし

た。だけれども、これについては、町民から意見

を求めています。このままでよくなったのか、

もっと詳しく内容を教えてほしいという話になる

のか。それは、これからもっと議論をする話で、

予算がそのまま全部すっぽり落ちたかどうかは、

これは分からない話だと思います。 

 人数を減らして予算が余りましたと、それをみ

んなで分けるような、報酬を上げましょうとか、

そこから財源を出しましょうとか、そういうこと

ではないと思います。議員活動をしていく中で、

これだけの報酬は必要だと、政務活動費というの

ですか、調査何とかという、その項目を新たに設

ける事も可能です。本を買ったり、移動したりす

る費用を２万円とか３万円とか、領収書と交換に

何かするとか。そういうものはあると思います。 

 確かに、議員として活動するには、六法を買っ

たり、新しいものを買ったり、いろいろな勉強を

しなければいけないので、結構費用はかかりま

す。そういうのは、また、幾らあればいいのかと

いうは、じっくり議論をした上で、もうほかの仕

事をしなくてもやれるだけの報酬を出さなければ

いけないのかとか、そこをじっくり議論をすれば

いいと思います。 

 何回も時間をかけてやっていますけれども、理

由について、全然議論が進んでいないのです。何

人いたら議会は回るのだろうか。役場の窓口と違

うので、人が減るとサービスが減るというわけで

はないと思うのです。それのぎりぎりのところが

何人なのかとか。あるいは、もっと増やすべきな

のかとか、そういう議論を全然していないので、

あれだと思います。 

 先ほどから、魅力ある若い人に議員になっても

らいたい、これは思います。若い女性、子供を

持っている女性が、議会に出てきてもらうのは大

変いいことだと思いますし、そういうふうにした

いと思います。 

 ただ、それに対する我々の働きかけとか活動と

か、そういうのが全然できていないのではないか

なと思うわけです。ほかの自治体では、そういう

人たちに意見を求めたりして、そういう議会に対

する関心を持ってもらうという政策もいろいろ

やっています。それは、決して報酬を上げれば、

みんな参加するというものではないというふうに

思います。 

 だから、私が言いたいのは、今日、何人にする

かは決める必要はないかもしれません。だけれど

も、なぜ２人減らすのかと、１６人でなぜできる

のかと。そこのところをじっくり提案した方たち

に、議論すべきだと思います。 

 ちなみに、この駒ヶ岳会派は、１２名いれば、

議会運営できるのではないかというふうに考え

て、それ以上減らすと回らなくなるのかもしれな

いので。だから、ここまで減らすことができるで

はないかと。あと、考え方として、一気に減らす

のは大変なので、少しずつ減らすという考え方も

あろうかと思います。そこのところをもう少し議

論というか、意見を聞きたいなというふうに思っ

て、何回も委員長に話しているのですけれども、

そこのところよろしく進行をお願いしたいなと思

います。 

○中島委員長 今、若山委員のほうからありまし

たけれども、受け取り方ですけれども、私は決し

て誘導したつもりは全くありません。最初に断り

ましたように、やはり、私の委員長としての一例

を申し上げただけであって、それを必ずしも実行

しなさいとか、実現しなさいとか、そういうこと

を一言も言っておりませんし、誘導したつもりは

全くございませんので、それを御理解いただきた

いと思いますし。 

 それと、若山委員は、先ほどから全然議論をし

ていない、議論をしていないと言いますけれど

も、やはり、いろいろ今までずうっと議論はして

いると思うのです。それを、全然議論をしていな

いとなると、各委員の皆様はどういうような反応

を示すのか、それは分かりませんけれども、１６

回もやってきているわけですから、その中で、全

く議論がなかったというのは、それはちょっとあ

まりにも委員会を侮辱ではないですけれども、甘
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く見ているのかなという気は、私は委員長として

はします。議論は、やはりやってきたと思いま

す。全然していない、全然していないという議論

は、私は委員の皆さんから、若山委員から発言さ

れること自体、ちょっと不遇だなと思っておりま

すけれども。 

 そのほかに何かありませんか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 先ほど、同僚委員の若山委員からも

話があったのですけれども、人数削減についての

合理性というか、どういう論理で、例えば４名削

減であるとかというのは、出てきていないという

は確かなので、ただ、うちの会派は６名減らすと

か、うちの会派は２名減らすという感じでしか、

実際問題出ていないと思うのです。その議論はし

ていないと思います。 

 例えば、先ほど私、申し上げましたとおり、今

現状の常任委員会の数で割ると、こちらは割数で

いけると思うので、どの辺のところだと、例えば

被ることなく、被るということは、例えば視察な

んかもありますから、その分は経費がかかるわけ

です、被った人については。 

 だから、そういうことを含めて、私のほうとし

ては、事務方のほうで、その辺のところで何か考

えていらっしゃることはないのかなと。これぐら

いというガイドラインというか、この削減幅だっ

たら、こういう常任委員会の運営の仕方があるか

らとかということが、もし説明できるのであれば

求めたいと思うのですけれども。 

 これは事務方に求めてもいいのでしょうか。こ

れぐらいだったら、こういうのという副案という

か。あくまでも誘導ではないですよ、モデルプラ

ンとして、こういう形だと、例えば１６名だとこ

ういう感じだし、１４名だとこうだし、１２名だ

とこうだとかと、理想像があると思うのです。結

果、常任委員会を潰してまでやるという、合併す

るとかというのはハレーションがいろいろ起きる

と思うので。 

 ですから、現状維持の中で、どのぐらいの人数

まで削減できるかというのが、合理性の中に入っ

てくると思いますから。それが定式になると思う

ので、まず、お示しいただければなと思っている

のですけれども、いかがでしょうか。 

○中島委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 それでは、お手元に事前に

配付していた常任委員会の資料を御覧になりなが

ら、お話ししたいと思います。 

 前回、皆さんのほうから常任委員会の数を考え

ながら定数を考えたいという意見がありまして

作った資料でございます。 

 七飯町は、定員が１８名ですので、６名ずつ三

つの常任委員会をつくっておりますが、１８名よ

り少なくなりますと、やはり三つの常任委員会を

つくる場合は、どこかにダブらなければならない

という現状が見えております。黄色で色づけして

いるところは、常任委員会がダブっている町村で

ございまして、福島町ですと、議員定数１０名、

常任委員会は、広報広聴特別委員会は考えないと

して、二つ、６名ずつですので、２人の議員がど

ちらかにダブって６名ずつで行っております。 

 知内町と長万部町は、皆さんが二つの常任委員

会に入っていて、結局、みんなでやっているとい

う状態でございます。 

 例えば、うち２名減らして、１６名でやった場

合、三つの常任委員会をつくるといいますと、５

名、先ほど委員長が言ったように１人が委員長で

欠けると、４名で議論をするということになりま

す。 

 全国町村議会議長会のほうの、いろいろな調査

ものなどで、一つの常任委員会には、やはり七、

八名いるのが一番議論が進むと言われておりま

す。あまり少ないと偏った議論にもなってしまい

ますので、七、八名いるのが、一番いい状態だと

いうふうにもうたわれております。 

 そう考えますと、まず、うちは削減ということ

が決まっておりますので、何名削減するかは分か

りませんけれども、例えば１６名になっても、１

４名になっても、三つの常任委員会ですと、誰か

がダブらなければなりません。 

 また、ダブるということは、先ほど澤出委員が

おっしゃったように、視察もダブってしまうし、

毎回の委員会もその方だけ重い仕事を背負わなけ

ればならないということにもなります。 

 そう考えますと、事務局としては、議員定数が
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減る場合は、常任委員会は、二つくらいにして行

うのが一番議論が進んでいいのではないかなと考

えているところではございますけれども、そこは

皆さんのダブっていても、三つつくったほうがい

いという考えもあるかと思いますので、そこは、

皆さんのお考え次第だと思いますけれども。一般

的には、先ほど言いましたように、一つの常任委

員会は七、八名が一番いいという考えが示されて

いるところでございます。 

 常任委員会のほうの人数としての事務局の考え

は、以上でございます。 

○中島委員長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 私は、人数と報酬はセットで考える

べきかなと思っておりまして、全体の中から人数

が何人の場合は幾らの報酬が妥当なのかというと

ころを、ちょっとシミュレーションした形でもう

１回議論をしてはいかがかなというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ほかにございませんか。 

 暫時休憩します。 

午前１０時５６分 休憩 

────────────── 

午前１１時０９分 再開 

○中島委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 先ほど来、赤松クラブまたは動進会、または青

山会、駒ヶ岳もそうですけれども、各委員の皆様

からもう少し調整する時間が欲しいというような

お話がありました。 

 そこで、また今、委員長と副委員長と、また事

務局と相談しました結果、やはりその方向で行っ

たほうがいいのではないかという結論になりまし

たので、一応、本日の会議はこれで終了したいと

思います。 

 よって、次の委員会なのですけれども、定例会

後がいいのか、定例会前がいいのか、皆さん、御

判断をいただきたいと思うのですけれども。 

 定例会後でもよろしいでしょうか。 

 川村委員。 

○川村委員 できれば、これから一般質問の準備

とか、議員の皆さんも忙しくなると思いますの

で、定例会後がいいと思います。 

○中島委員長 定例会後ですか。 

 定例会後という話がありましたけれども。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、異議なしということで、次

回の委員会は。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 何度かそういう定数に関する会議を

設けました中で、やはりどういうふうにしてこの

私たちのコメントも１８名から１６名にというこ

とで、その内容を知りたいという、どうしてそう

いうふうになったのかとか、皆さんそれぞれが決

まった中で、説明をしてほしいというお話も出て

いました。 

 私どもは、やはり議員の責務、町民の幸せを願

うということですけれども、意見として多様な住

民意見の反映や七飯町の人口や面積、町の形態、

そういう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、現状維持ということで、最初

は１８名ということで。そこから、今、皆さんか

らいろいろな削減とか、そういう話がどんどん削

減する方向になりまして、いろいろ皆さんからの

御意見をいただいた中で、やはり、この社会の変

化とか、デジタル化もそうですけれども、そうい

う中で、若い人も出てきていただきたい。そうな

ると、門戸を広げるために少しでも報酬を上げて

いくというような考えがどんどん出てきましたの

で、それで私どもも、１６名という形を取らせて

いただきましたけれども、財政的なものや、やは

りコロナ禍の今、皆さんもおっしゃっているとお

り、皆さんが大変な中、報酬は上げないでそのま

まというような意見でありましたが、それでもな

おかつ、議員定数を下げていくような数字が出て

きましたので、そこで、委員長は先ほど１６名で

いろいろシミュレーション、考えていただいたと

いうことで、私どもは、もしそれよりももっと削

減するということで、１５名でシミュレーション

した場合、いろいろな現行の報酬とか、期末手当

とか、また、せんだって研修視察の増額もしまし
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たので、そういう方向性で計算しますと、１５名

になると４年間で大体１,０００万円以上の削減に

なるというシミュレーションした場合というか、

そういうのも今回、私どもの会派で検討していま

すので、そういうものも皆さんで、委員長の資料

とか、そういうものも提出していただいて、その

中でまた検討をしていただくような方向性でもっ

ていったほうが、ただどうだろう、こうだろうと

いう、いつも基本から始まってという、そういう

ものが町民の幸せ、民意をどういうふうに反映し

ていくか、そういうものを常に前に行ったり、後

ろに行ったりというような検討の仕方をしていま

すので、ある程度資料があると、それにも基づい

てきちんと段階を踏んで、検討ができるのかなと

思いますので、その辺りでこの検討期間を勉強し

ていきたいと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

○中島委員長 貴重な御提案をしていただきまし

て、ありがとうございます。 

 ぜひ、皆さんも、神﨑委員のほうからお話があ

りましたけれども、頭の隅に入れて、皆さんそれ

ぞれ調整をしていただきたいなというふうに思い

ますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 副委員長。 

○上野副委員長 今、これまで皆さんで議論して

きまして、定数の削減と、それから報酬の引き上

げというのが大勢というような状態に議会の中で

はなっております。 

 ただ、私は無会派として、こういう動きに対し

ては、一点、発言一度はさせていただきたいなと

思っておりましたので、この機会に発言をさせて

いただきます。 

 報酬の増といいますか、引き上げについては、

今の経済環境の下で、さらに今年は灯油だとか、

ガソリンの価格が高騰していると、そういう経済

状況で、町民のそういう生活環境が非常に悪化し

て、苦しい状況が生まれているのは実態なので

す。 

 そういう中で、議員が報酬を引き上げるという

のは、先ほどいろいろ議論もありましたけれど

も、なかなか町民の理解を得るのは、それなりの

対応をしなければ難しいのかなという感じはして

おりました。 

 それともう一つは、今回の委員会で定数削減、

これは何名になるかというのは分かりません。た

だ、現在の七飯町の１８名という、この議員定数

は法定の決められた定数から２６名から削減して

きまして、１８名になっていると。この１８名と

いうのは、５,０００人以上１万人未満のそういう

自治体の定数なのです。それが、さらに削減し

て、例えば１６名になった場合、どのような自治

体の、これまで考えられてきた国のそういう定数

というのは５,０００人以下なのです。５,０００

人以下の自治体の議員定数が１６名ということに

なりますよね。 

 そうしますと、私が考えてみたのですけれど

も、これは今の人口の５分の１の自治体のそうい

う定数になると。これでいきますと、町民に付託

された町民の願い、声、それを議会に反映させる

という立場からすると、非常に厳しい数字ではな

いかと思うのです。議会の中の運営は、何らかの

形で、削減してもできることはできる。 

 ですけれども、それも先ほど出ましたように、

委員会にしても、今、３常任委員会、そのほかに

広報広聴の委員会と四つぐらいの委員会を設置し

なければならないような状況の中で、さらに削減

ということになると、本当に議会の中でも、相当

の覚悟をした運営をしなければならなくなるとい

うようなこともありまして、本当にこれは、その

ままで本当にいいのかということは、無会派とし

て、私としては、非常に危惧しております。反対

もする気持ちではあるのですけれども、皆さん、

全体の意向が削減と報酬の引き上げということが

流れになっております。 

 ですけれども、どこかで私のそういった見解を

伝えておきたいなというふうに思っておりました

ので、以上です。よろしくお願いいたします。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 先ほど申し上げましたように、次の委員会を定

例会後にやるということで決定いたしました。 

 先ほど出ていますように、次回までに必ずしっ

かりとした調整をしてきて、次の委員会に臨んで

きていただきたいと、委員長としてぜひお願いを

したいと思います。 
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 本日は、これで終わります。 

 どうも御苦労さまでした。 

午前１１時１９分 閉会 
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