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午前 ９時５６分 開会 

○中島委員長 おはようございます。 

 ただいまから第１８回七飯町議会活性化特別委

員会、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、副町長と住民課長が出席しておりま

すので、先に臨時特別交付金についての情報をい

ただきます。 

 副町長。 

○宮田副町長 みなさん、おはようございます。

委員会の貴重なお時間をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

 情報提供として２件、今回ございます。 

 １件は、子育て世帯への臨時特別給付金の関係

でございます。 

 もう１件は、職員の道路交通法等の違反の件で

ございます。 

 まず、先に住民課長より臨時特別交付金の関係

について御説明させていただきますので、よろし

くお願い申し上げたいと思います。 

○中島委員長 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、令和３年度子育て世

帯への臨時特別給付金（現金１０万円一括給付）

について御説明させていただきます。 

 概要といたしまして、既に令和３年１２月９

日、１２月定例会において、子供１人当たり５万

円の子育て世帯への臨時特別給付金事業事業費補

正予算について議決をいただいているところです

が、このたび、令和３年１２月１５日付、内閣府

より、年内の先行分の５万円の給付と合わせて、

１０万円の現金を一括で給付することも自治体の

判断により可能である旨の通知があり、これを踏

まえ、七飯町では当初予定していた５万円にさら

に５万円を加え、１０万円の現金を一括給付し、

その追加分の事業費について、迅速な対応を要す

ることから、補正予算を専決処分としてお願いし

たいところでございます。 

 １の七飯町の追加分の見込額といたしまして、

給付金の支給見込額２億２,９００万円。これは、

児童数４,５８０人分となっております。事業費の

見込み額といたしまして、６４万１,０００円、総

額で２億２,９６４万１,０００円となっておりま

す。 

 次に、２の支給予定日は、令和３年１２月２８

日以降、順次支給となっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○中島委員長 質問はございませんか。 

 上野副委員長。 

○上野副委員長 ２８日から支給ということです

が、終了は、どのぐらいの期間で終わらせようか

なと思っておられるのかと、それから、支給の方

法といいますか、対象者への支給をどのような形

で支給されるのか、その辺について伺いたい。 

○中島委員長 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、お答えいたします。 

 この対象期間は、来年の３月３１日までとなっ

ております。 

 支給方法といたしまして、先行分に関しまして

は、口座等のデータをこちらで把握しております

ので、振込により対象者の方に対して、口座に振

り込む形となっております。 

 なお、来年以降の申請に基づくものに関して

は、申請をもって口座に振り込む予定でおりま

す。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかに。 

 澤出委員。 

○澤出委員 関連してなのですけれども、いいの

でしょうか。 

 非課税世帯の１０万円というのは、国のほうで

審議されてなっていると思うのですけれども、あ

れについてのプッシュ型というのが、色々取りざ

たされておりますけれども、七飯町の対応とし

て、今、分かっている範囲で結構ですので、教え

ていただければなと思うのですけれども。 

○中島委員長 住民課長。 

○清野住民課長 所得制限に係る対応ということ

でよろしいでしょうか。 

○澤出委員 そうではなくて、住民税非課税世帯

の１０万円というのは、たしか新聞なんかでも出

ていたはずなのですけれども、それについて、

ちょっと関連して教えていただければなと思いま

して。 

○中島委員長 副町長。 
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○宮田副町長 それでは、私のほうからお答えし

てまいりたいなと思います。 

 私も、少しその辺詳しくないのですが、年が明

けてから１０万円の非課税世帯のほうには、一括

して口座のほうに振り込むような形になってござ

います。 

 ただ、ある程度、所得だとか制限といいましょ

うか、所得の精査が必要。完全に、はっきり町民

税が非課税世帯だと分かっているところはいいの

ですが、たしか私の記憶の中では、その月にかな

り収入が落ち込んだ世帯についても、支給される

という話でお聞きしていたので、その精査が必要

だということで、年明けからそういう作業が出て

くると思います。そういうことで御理解をお願い

したいなと思っています。 

 以上です。 

○中島委員長 ほかに質問はありませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 この支給については、当初から２８

日以降に、この間、補正で通ったので、２８日以

降に執行するということで、想定していたものを

５万円から１０万円に直すということであれなの

ですか。 

 それとも、１０万円になるので、一旦作業を止

めて、通常よりちょっと遅れるけれども、そうい

うふうにするとか、その辺のやり取りをどうした

のかというのと、あと、政府のほうではクーポン

が原則とかなんとか、そういうような言い方をし

ていて、道内の昨日のニュースを見ても、ほとん

どが１０万円一括か、５万円、５万円の全部現金

という話なのですけれども。七飯町としては、

クーポンと現金とその議論というか、その辺はど

のぐらいやったのかというのと、もう一つ、最後

には、これも専決で、内容的にはもう専決で、と

にかく早くやってもいいと思うのですけれども、

議会を開けないという状況でもないので、いつ、

その議決にあれするのか、なんで開かないなのか

なという、そこのところの考え方を教えてくださ

い。別に、この内容に反対するものではないので

すけれども。 

○中島委員長 副町長。 

○宮田副町長 御質問のところが、支給関係のや

り取りの部分と、いつ当初５万円がいつ頃払う予

定だったのか、それが、２８日になったのかとい

うような御質問かと思いますけれども。 

 当初、５万円の場合は２４日以降というような

形の振込を、それで準備をしてございました。そ

の後、議員の皆様御存じのとおり、国会のほう

の、岸田首相のほうの言葉を受けて、それが１２

月の今週の月曜日というような形です。その段階

では、詳細の部分が分からなくて、翌日の１４日

のほうで、ある程度ペナルティーなしの現金給付

を認めるよというような発言がございました。正

式なものについては、昨日、実際問題は現金と

クーポンの組み合わせと、５万円・５万円別に払

うという組み合わせと、１０万円を一括して組み

合わせしていいよというような３通りの部分につ

いて、示されたというような形です。 

 七飯町といたしましては、５万円・５万円で振

り込んだ場合につきましては、後の５万円を振り

込むのに、また同じような事務手続が必要なの

と、事務経費も、また単純にいくと倍になるよう

な形のものが想定されます。それよりまず先に、

対象者の方に１０万円を現金でとにかく一括して

お支払いするべきだろうというような形を、まず

先行して検討させていただいたというようなこと

になります。 

 ちょっと懸念されたのが、先に５万円を振り込

むことについては、もう準備は進めてきていたの

でよかったのですが、後の５万円を振り込んで、

また同じような作業で、例えば、金融機関に聞き

ますと、データをもう１回打ち込みし直すという

ような、振込の関係で、そういう作業にかなり手

間が喰うと、件数が多いものですから、手間が喰

うと。その作業を金融機関と詰めていたところ、

やはり、それについては、年内支給は難しい面が

相当ありますよと、ちょうど今、年の瀬というよ

うな年末になってくるものですから、そういう作

業が膨大になるということがございます。 

 それによって、それを年内にできるだけ一括し

て１０万円を支給する方法として、専決の月日を

明日専決にさせていただいて、事務を滞りなく進

めていきたいというような形のもので進めていき

たいと。当然、今もう、現在５万円の支給は、保



－ 4 － 

護者のといいましょうか、方々に通知も、もう既

に発送済みです。それを今度、変更するというよ

うな形の中の通知も必要だというような形になっ

てございますので、それは、週明け早々にでも、

通知が変更するというような形のものを出して

いって、混乱をできるだけなくして、一括して１

０万円を支払いたいという考え方で、今回、明日

を専決処分の日にして、スムーズに進めていきた

いということで、御理解をお願いしたいなと思っ

てございます。 

 思いは、とにかく年内に１０万円支給をしてい

きたいという、それを先行して考えて、逆算した

日程ということで御理解をお願いしたいなと思っ

てございます。 

 それと、もう１点。クーポンの関係について

は、どういう形で検討したのかという話でござい

ます。 

 第１点で、クーポンに関しては、確かに事務経

費がかかるという部分も、手間も相当かかりま

す。ただ、一番七飯町として考えて、これはいく

らなんでも無理だろうと考えたのは、七飯町とし

てのクーポン発行になります。 

 七飯町を限定したようなクーポンということに

なりまして、子育てのかかるものというような形

で、品物についても限定されるという形のもので

国のほうから流れてございました。では、子供の

関係についての品物と、では、七飯町のお店でど

こで買えるかとなると、相当限定されるというよ

うな形で、では、七飯町に対して経済効果がどれ

くらいあるのかというと、相当疑問なところがあ

ります。それは、よその小さな自治体、どこでも

そうだと思いますが、そういう意見がございま

す。七飯町も同じような形のもので考えてござい

ます。これだったら、現金支給が一番望ましいと

いうような形の中で検討させていただいて、そう

いう方向に定めさせていただいたということでご

ざいます。 

 一応、御質問は答えているかと思いますけれど

も、もし、答弁漏れがありましたら、また言って

いただければなと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 若山委員。 

○若山委員 そうすると、私も現金で、できるだ

け早く準備でき次第やるほうがいいなと思ってい

ますので、政府が何と言おうと、あれだと思って

いますので、現金でやるのは何ら問題はないと思

うのですけれども。 

 そうすると、既に５万円を給付するという通知

を対象家庭に発送済みだということで、だけれど

も、２８日に準備できたところから１０万円を振

り込むということで、それに対する訂正通知だと

か、何かこうですよということをやるという流れ

だなということと、昨日のＮＨＫのニュースで、

七飯町はまだ検討中とかなんとか、そういうよう

な回答で、ほかのところは１０万円を既に年内に

やるとか、５万円・５万円でやるとかと、道内の

ＮＨＫのニュースであったのですけれども。 

 そうすると、今回この議会に一応報告した上

で、明日専決の手続をするということで、段取り

を一応取ったというようなことでいいのでしょう

か。 

 それと、これは、国からのお金はまだこれから

だと思うので、全額国の、クーポンにしようが何

にしようが、全額国の支援、国からの交付金でや

るような形になると思うのですけれども。今現在

は、そうすると、短期借入れか何かで資金調達し

た上で対応するというような、そういう組立なの

でしょうか、この２億円の追加分については。 

○中島委員長 副町長。 

○宮田副町長 御質問にあった部分については、

もう通知を保護者のほうに出しています。それぞ

れ、もう、各家庭のほうに届いていると。それ

を、今度、５万円から１０万円というような形の

中で変更するというような形で、そこには、いつ

振り込みしますよというような形も。 

 そこで、今までの児童手当の部分と違って、特

別に出しますから、口座番号を変えて、違うとこ

ろに振り込みしたいとか、そういう部分について

も出てくると思うのです。そういう了承も得た中

の作業も出てくるというような形になります。 

 だから、通知を出して、従来通り児童手当の振

込先でよろしいかというような形の文章を出して

いるような形になります。それを日付変更なしで

１０万円でいいですかというような、２８日でい
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いですかというような形のものを、通知を来週

早々にも出していきたいという、それを速やか

に、その対象世帯のほうに周知をしていきたいと

いう形で進めているということでございます。 

 それとあと、財源の関係。金額が２億幾らとい

うような形のもので、国から補助は年度内に入る

形については間違いないと思います。その間、で

は、そこの差額の金額をどうやりくりしていくの

かという話、財源の手だての話かと思いますけれ

ども、それは、今現在の中で、それは財政当局と

も詰めまして、今、一般会計で持っている部分で

やりくり可能だという形でございますので、一時

立替えるのですが、一般会計で、今、持っている

現金のやりくりで調整をして進めていくという形

を取ってございますので、その点の財政的なもの

については、御安心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 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、この臨時特別

交付金について、専決処分を行うことでよろしい

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、議題２ですけれども、職員の重大な道路

交通法等違反について、お願いいたします。 

 副町長。 

○宮田副町長 それでは、お手元に資料があるか

と思いますけれども、職員の重大な道路交通法等

の違反についてということでございます。読み上

げながら、御説明させていただきたいと思いま

す。 

 まず、１としまして、違反の内容でございます

が、酒気帯び運転でございます。これは、道路交

通法の関係でございます。 

 もう一つは、無車検車運転ということになりま

す。これは、道路運送車両法の関係でございま

す。この２点があったということでございます。 

 ２番目として、非違行為の日時でございます

が、令和３年１２月１２日、日曜日、午前４時３

０分頃というようなことです。 

 ３番目として、職員の所属等でございますが、

税務課職員の２０代男性ということでございま

す。 

 内容でございますけれども、令和３年１２月１

１日、土曜日でございますが、午後９時３０分頃

から友人６人、この中には、ほかの職員は含まれ

てございません。その友人６人と函館市本町付近

の飲食店で会食してございます。翌日の１２日、

日曜日、午前４時過ぎに会食が終了いたしまし

て、友人１人を送る途中、午前４時３０分頃、警

察に整備不良違反、これはナンバー等が切れてい

るということで止められてございます。警察官の

車検切れの確認と飲酒運転の検査を受けたとこ

ろ、車検期限切れが判明いたしました。さらに、

酒気帯び運転に該当する数値が検出されたもので

ございます。 

 本人いわくでございますが、乗用車のため、緑

茶等のソフトドリンクで参加していたが、飲酒の

自覚がなく、また、車検切れについては知らずに

運転していたとのことではございました。なお、

本人は、気の緩みや自覚のなさから招いたことで

あり、深く反省しているところでございます。 

 しかしながら、実際としては、酒気帯び運転と

いうことと、無車検車の運転というような重大な

過失がございます。 

 今後の対応につきましてでございますが、警察

の懲罰等の処分を確認の上、年内に七飯町職員の

懲戒審査委員会を開催いたしまして、厳正に懲戒

処分を決定する考えでございます。 

 いずれにいたしましても、私生活の行動とはい

え、町民の模範となるべき職員が交通モラルに反

し、特にあってはならない酒気帯び運転並びに無

車検車運転という事態に対しまして、深くお詫び

を申し上げる次第でございます。 

 また、職員に対して、全体に対しましては、昨

日、職員のイントラのほうの全職員に対しまし

て、注意喚起を行うとともに、町民との信頼関係

に向けて、自覚を持って努めるよう周知徹底をし

ているところでございます。 

 情報提供は、以上でございます。 

○中島委員長 このことについて、質問、意見は

ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 なしということですので、それで

は、これで情報提供を終了いたします。 

 副町長、住民課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩します。 

午前１０時１６分 休憩 

────────────── 

午前１０時１８分 再開 

○中島委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 本日の会議は、議員定数、報酬についてであり

ます。 

 前回も、この件について意見、議論をいたしま

したが、一致点を見出すことができませんでし

た。委員長から一つの例として、シミュレーショ

ンを提言させていただきましたが、委員の皆様か

ら調整する時間が必要ということで、今回であり

ましたが、委員から定数減、報酬の増等を含めた

シミュレーションが必要であるということで、事

務局のほうにシミュレーションを作っていただき

ました。資料については、配付済みでありまし

て、検討もしていただいたと思いますけれども、

事務局から説明をいただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、事務局から説明をお願いい

たします。 

 局長。 

○広部議会事務局長 前回の委員会で要求ありま

した提出資料について説明いたします。 

 議員定数を削減した場合、議員報酬は幾らまで

が現在の議会費の予算内で収まるかを表にしてお

ります。 

 議会費は、議員報酬と期末手当、また、研修視

察を１０万円から２０万円に増額した分と、議会

だよりのページ削減で印刷製本費が減額となった

分をトータル的に計算して比較しております。 

 また、常任委員会は、現在と同じ数と仮定し、

委員長報酬の人数は４人として計算し、研修視察

は２年に１回となりますので、任期４年間で算出

し、それを４で割って、単年度の金額を出してお

ります。 

 それでは、１枚目の提出資料、①についてです

が、こちらは、議員定数を２人減の１６人とした

場合は、議員報酬は一律２万円アップの場合は予

算内に収まりますが、一律３万円アップした場合

は予算オーバーとなる結果となりました。 

 余白がありましたので、参考までに最近報酬を

増額した八雲町と北海道で一番人口が多い町であ

ります音更町、また、七飯町と姉妹都市で人口が

同じ規模であります三木町の議員報酬と議員定数

を記載しております。 

 次に、資料の２枚目を御覧ください。こちら

は、議員定数を３人減の１５人とした場合の試算

表になります。 

 議員報酬は、一律４万円アップの場合は予算内

に収まりますが、一律５万円アップした場合は予

算オーバーとなる結果となりました。 

 次に、資料の３枚目を御覧ください。こちら

は、議員定数を４人減の１４人とした場合の試算

表になります。 

 議員報酬は、一律６万円アップの場合は予算内

に収まりますが、一律７万円アップした場合は予

算オーバーとなる結果となりました。 

 これらの結果から、現在の議会費の予算内に収

めるためには、議員定数を２人減の１６人とした

場合の議員報酬は、２万円アップの２５万円が限

界となります。 

 議員定数を３人減の１５人とした場合の議員報

酬は、４万円アップの２７万円が限界となりま

す。 

 議員定数を４人減の１４人とした場合の議員報

酬は、６万円アップの２９万円が限界となりま

す。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○中島委員長 ありがとうござしました。 

 ただいま事務局のほうから説明をいただきまし

たが、委員には、さきに配付してありましたの

で、調整をしていただいたものと思いますが、こ

のシミュレーションの中で、七飯町議会としてど

のシミュレーションが合致するのか。また、町民

に御理解いただけるシミュレーションはどれか、

皆様方の忌憚のない意見を、また、提言をしてい

ただければと思いますので、よろしくお願いをい
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たします。 

 ただいまのシミュレーションのほう、何例か事

務局のほうで説明いただきましたけれども、この

シミュレーションの中で七飯町議会に適当だな

と、また、合うものがありましたら提言させてい

ただいて、議論させていただきたいと思いますけ

れども、よろしくお願いをいたします。 

 川上委員。 

○川上委員 とりあえず、各会派から、もう一度

どういう結果が出たか聞き取りしていただきたい

と思います。 

○中島委員長 分かりました、ありがとうござい

ます。 

 今、各会派から再度、このシミュレーションを

含めて、意見を聞きたいということですけれど

も、皆さん、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それでは、まず、青山会からお願

いいたします。 

○川村委員 青山会としては、まず、定数に関し

ては一貫して、今までの、３回ほど提出した資料

で、今回、事務局から頂きました参考に、定数に

関してはまた１４名で、報酬に関しては、当初３

０万円、この道南地域の部分、また、若い方々の

出やすい環境づくりという中では、３０万円とい

うことで、従来、提示していたのですけれども、

この間、事務局に頂いた資料を見た中で、ある程

度妥協した部分の中では、一律５万円アップの２

８万円、そういった中で、今、青山会のほうでは

答えを出しました。八雲町、また音更町、三木町

などのそういった人数、また、月額報酬を見なが

ら１４名、また、報酬に関しては２８万円が妥当

かなということで、青山会としてはある程度、前

回より少し変えた形で、今回、発表させていただ

きます。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、赤松クラブ、お願いいたします。 

○畑中委員 赤松クラブでは、やはり、定数ある

いは報酬については、いろいろ話し合ったのです

が、なかなかぴたっと一致するような答えが出せ

なくて、実は、この２人の会派ですから、議長

と。定数については１４人、そしてまた、報酬に

ついては２８万円。それから、もう一つ、定数１

５人の報酬２７万円と、こう意見が二つに分かれ

てしまって、なかなか妥協点を見出せないまま今

日の日に至ったわけでございます。 

 ただ、この２人の意見がぴたっと合わなくて

も、この報酬、定数については、私たちのこの特

別委員会では、随分、時間を費やしてきた関係

で、周りの方々の考え方を聞きながら、妥協する

用意は十分あるのではないかなというふうに考え

ておりますので、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す。 

 次に、光輝会、お願いいたします。 

○平松委員 青山会と同じく、定員は４名減の１

４名、報酬はプラス５万円、２８万円ということ

で決まっております。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、動進会、お願いいたします。 

○川上委員 まず、２人減の２６万円であれば、

報酬のほうまで手がつけられないのではないかと

いうことから始まりまして、やはり、議員報酬、

定数減に伴って、少し上げていかなければいけな

いのではないかということで、２人で協議したの

ですけれども、うちのほうも、二つの意見に分か

れてしまいまして、実は、森町が今、議員定数１

６人なのです。八雲町が２人減らして、１４人な

のです。うちの場合、今、１８人ですから、４人

減らすと、八雲町と同じ議員定数だと。３人減ら

すと、森町よりも低い１５人の議員定数というこ

とで、結構もんだのですけれども。うちも、定数

は１５人と１４人に分かれまして、１４人であれ

ば２８万円、１５人であれば２７万円ということ

で、皆さんと協議した中で、どちらかであれば、

歩み寄りもあり得るということで決まりましたの

で、お願いいたします。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 公明会派、お願いいたします。 

○神﨑委員 なかなかうちのほうも、２人なので

すけれども、当初は１８人から始まってというこ

とで、皆さん、削減で、できれば少しずつ報酬を

上げて、若い人にもという流れになってきたの

で、一応、当初１６人としていたのですけれど
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も。そうすると、報酬がなかなか、１６人では上

げづらいということもあったので、いろいろ、ま

たはっきりした、そういう決まらなかったという

か、調整が難しいねというところで終わっていま

して、段階的に、皆さんが１４人とか、いかに４

人減というのはかなり、やはり町民にとってもい

いことではないので、そこら辺はまだ議論が詰

まっていないという状況ですので、皆さん方がま

た、ほかの会派のそういう考え方もお聞きしなが

ら、もう少しかかるかなという決断は、そういう

ところでございます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 次に、駒ヶ岳、お願いします。 

○澤出委員 駒ヶ岳の場合は、考え方が根本的に

違っている部分があるので、難しいところなので

すけれども、議員定数に関しては、一番少ない１

２人という形で提示していまして、あとは、要

は、精査の段階だと思いますので、どの数が一番

合っているのかというのは、やはり、いろいろ話

し合いの中でないと、出てこないかなと、まだ、

もみきれていないかなという部分があるので、た

だ、話し合いというか、流れで合理性があれば、

それに合わせるということはできるとは思いま

す。 

 あと、議員報酬のほうですけれども、これもま

たちょっと考え方が、議会費の割数という考え方

が全くうちはしていないので、方向性としては、

もし報酬を上げるのであれば、主張するのが、例

えば、町民皆さんの平均所得というか、そちらの

ほうに平仄を合わせるとか、そういった形であれ

ばいい部分で、基本思想は、やはり、例えば、新

しい人が議会に出てくる機会をつくるためにも、

若い方がサラリーマンからいきなり脱サラして専

業の議員になった場合に、どのぐらいの生活費が

かかるか。生活を維持するというのは基本ですか

ら、家庭を守れなければ議会の話ではないので。

ですから、含めて子育てをしていたりとか、シン

グルマザーであったりとか、いろいろなシチュ

エーションがありますので、そういった場合にど

のぐらいが妥当かという形で、この議会の議員報

酬というものが決まっていくのかなという部分が

あります。 

 同時に、町民の皆さんの合意というか、理解が

得られる範囲の予算づけであろうかなと思います

ので、ちょっと議会費の割数という考え方は納得

いかないのですが、指標としては、それもあるで

しょうという点では、今後の流れの中で、一応、

現状維持という主張ですけれども、話の中では、

割り切れる部分であれば、合理性の下に合意でき

る部分があるかなと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それでは、絆会派、お願いいたします。 

 田村委員。 

○田村委員 絆は、当初１６人の、報酬は据え置

きというような考え方でおりまして、その後、い

ろいろ詰めた結果、定数については１４名、それ

から、報酬については一律５万円アップというよ

うな形がいいだろうというように決まりました。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それでは、あと、無会派の上野副委員長、お願

いします。 

○上野副委員長 私のところは、前から定数につ

いては減らさないで、報酬についても現状維持と

いうことに関しては、変わらない主張ですので、

御理解願います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただ今各会派のほうから意見など提言していた

だきました。お話を聞く中では…。失礼しまし

た。 

 無会派の池田委員、意見がありましたら。 

○池田委員 無会派の池田です。 

 １４名でよろしいではないかなと、そして、や

はり若い議員のこと、これから出てくる人のこと

を思えば、所得のこともありますので、５万円

アップでと、自分は思っております。 

○中島委員長 ありがとうございます。大変失礼

しました。 

 ただいま各会派、また、無会派のほうから御意

見をいただきました。 

 話を聞くところ、圧倒的に１４名にして、５万

円増という意見が多数でありましたけれども、公

明会派のほうからは、まだ皆さん、各会派の考え
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方を聞いてからというようなお話もございました

し、また、駒ヶ岳のほうからは、自分のところの

考えもありますけれども、各会派の流れに合わせ

ることもできますと、してもいいですよというよ

うなお話もありました。 

 あと、動進会のほうでは、一応１４人、５万円

というようなお話がありましたけれども、中に

は、２人、１５人の報酬を２７万円という話も

あったそうですけれども、１４人、それで５万円

というような形で御説明いただきました。 

 あと、無会派のほうですけれども、一つのほう

の無会派のほうは、一応、１４人、５万円という

ことで、ほかの会派の方と同一意見ということで

ございましたけれども、上野副委員長の無会派に

ついては、報酬についても、また議員定数につい

ても現状維持というようなお話でありました。 

 この考えでいきますと、１４名にして、５万円

増というのが圧倒的な数なのですけれども、皆さ

ん、これどうでしょうか、今、二つに大体意見

が、現状維持と１４名と５万円という意見が主な

のですけれども、このことについて、どのような

形で決めて、進めていけばいいのか。これ、議論

をしても、なかなかやはり決まらないところがあ

るのかなと思いますので、できれば、採決といい

ますか、そういう形でもっていければと思うので

すけれども、どうでしょうか。 

 川上委員。 

○川上委員 この議員定数と報酬と大変重要な   

のですね。 

 ですから、できれば、採決なんてやらないで、

町民の理解を得るためにも、全会一致の方向で決

めていかなければ、町民の理解もなかなか、採決

で決まりましたという方向だけでは、納得させる

力がないと思うので、歩み寄りができる会派もあ

るので、暫時休憩していただいて、皆さんで協議

したいと思うのですけれども、いかがでしょう

か。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 確かに今、川上委員のほうからもお話ありまし

たけれども、本当は採決というよりかは、やは

り、町民に受け入れられるために全会一致という

方法が一番ベストであるということは、もう確か

でございます。 

 また、あと、会派によっては合わせるところも

ありますし、まだほかの会派の意見を聞いてから

ということもありましたので、ここで暫時休憩し

まして、その辺のところを詰めまして、また各会

派でお話ししていただければと思うのですけれど

も、よろしいでしょうか。 

 暫時休憩します。 

午前１０時３８分 休憩 

────────────── 

午前１１時１６分 再開 

○中島委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開をいたします。 

 休憩中に各会派で調整をなさったと思いますけ

れども、その意見についてお伺いしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 まず、ちょっと議論がありました公明会派のほ

うから、先ほどの話では、他の会派の考え方を聞

いてから決断したいというようなお話がありまし

たけれども、調整の結果はどうなったのか御発言

をお願いしたいと思います。 

○神﨑委員 いろいろ議論を重ねました。やは

り、今後、来年度になると町長も替わるし、やは

り議会のチェックというのはきちんとやっていか

なければならないとか、やはり、いろいろな各層

のところから、議員が本当は選出してくるのに、

１回に４人減というのはちょっとやはり心配だな

ということがありましたけれども、皆さんが１４

人で、それぞれが１４人で責任を持って、議会を

やっていくのだという思いに立つ、そういう話も

されましたので、それで、検討の結果、１４名で

ということで、１４名の一律５万円増ということ

で決まりましたので、一応報告します。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 それでは、次に、赤松クラブ、先ほど１４人と

１５人という話が出ましたけれども、どちらのほ

うに決定されたのか、お話を聞きたいと思いま

す。 

 畑中委員。 

○畑中委員 先ほどのお話では、１４の１５人と

いう感じ。そして、報酬については２７・２８万

円というような会派の中では、まだ結論を得てい
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ないのだというような発言をしましたけれども、

今、時間をいただいて話す中で、やはり、この話

については、随分時間もかけたし、そろそろ歩み

寄るという考え方、それは、やはり大勢がどうで

あるかということが大事だなと思うし、ある面で

は、涙をのみながら、１４人のプラス５万円の２

８万円ですか、そのように会派としての答えを出

しました。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 動進会のほうも、先ほど１４人もいれば１５人

もいるというようなお話がありましたけれども、

決定した内容についてお願いします。 

○川上委員 調整の結果、定員１４人の報酬２８

万円で決まりました。 

○中島委員長 もう一度お願いします。１４名

の。 

○川上委員 １４名の２８万円、５万円アップで

すね。 

○中島委員長 それでは、駒ヶ岳のほうも、先ほ

どもちょっと、各会派に合わせていただけるとい

うようなお話もありましたけれども、会合の結

果、ちょっとお話ししていただけますか。 

○澤出委員 駒ヶ岳としましては、真っ二つに割

れてしまっているので、基本的に定員に関して

は、私としては１４人とかでもいいのかなと思っ

ていますが、やはり、現状維持という意見があり

ます。 

 それとあと、報酬に関しても、積み上げ方式で

やっていく分にはいいのだけれども、２８万円と

いう根拠がいまいち分からない部分があるので、

ちゃんとした議論をして、そこのところ、２８万

円が納得がいけばいいのだけれども、原則、今の

ままいいのではないかという意見と、２８万円の

理由が分かればいいやという、私なんかはあるの

で、だから、その辺のところ、定数に関しても、

報酬に関しても、意見が真っ二つに割れた形に

なっていますので意見が、そういった形でありま

す。 

○中島委員長 最後のところがよく聞こえなかっ

たのだけれども、では、１４名の５万円アップで

も可能ということで、よろしいのでしょうか。 

○澤出委員 その根拠が明らかになればというこ

とですね。だから、１２人というのが、うちの主

張なので。ただ、その１４人という根拠はどこか

ら算出したものかというのが明確になるのであれ

ば、それ当然、町民にもそういう根拠があるから

ということが打ち出されなければ、ただ単に、数

の合わせになってしまうので、それは好ましくな

いねという話で。なぜ１２人がだめなのかという

ことと、１４人にする根拠というのが、いまいち

分からない部分があるものですから、そういった

形で真っ二つに割れている。 

 同じく、報酬に関しても、現状維持でいいだろ

うという意見と、積み上げ方式で生活を考えた場

合に、新規で出てきた人のことを考えると、２８

万円というのもありかなと部分がある部分と、

真っ二つに割れてしまったので、こればっかり

は、主張がなかなか、イデオロギーの対立もあり

ますので、なかなか難しいところかなと思います

けれども、そういった形になって、物別れになっ

ています。 

 以上です。 

○中島委員長 それでは、駒ヶ岳のほうは、二つ

の案に分かれているということで、結論的には、

やはり１２名と現状維持という形でいいわけです

か。結論は。 

○澤出委員 合意に至っていないので、会派真っ

二つという形になっています、で、よろしいです

か。 

○中島委員長 そういう駒ヶ岳の意見が出ました

ので、それでも、今、お話を聞きますと、要する

に、三つの意見に分かれたという形になると思う

のです。意見ありますか。 

 澤出委員、どうぞ。 

○澤出委員 うちの会派のことではなくてです

か。うちの会派は、だから要は、定数に関して

も、報酬に関しても、具体的な合理的根拠があれ

ば、納得する部分はありますけれども、今のとこ

ろ出尽くしていないのかなと。割数ではだめだと

いう考え方なので、そこの話ですね。 

○中島委員長 駒ヶ岳のほうでは、今、意見が二

つに分かれているということでございますけれど

も、ただ、合理的な根拠が、この１４名また５万
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円ですか、それにするための根拠、理由づけと言

いますか、そういうものがはっきりすればいいの

だけれども、という話なのですけれども。どなた

か、そのことについて御説明していただける方、

いらっしゃいませんか。 

 なければ、なかなかやはり、１４名の５万円

アップという合意にはならないと思いますけれど

も、そういう考えでいきますと、今までの皆さん

の意見を集約しますと、３通りに分かれるのかな

というような感じを受けています。１４人で５万

円増と、あと、今の駒ヶ岳の意見の分と、あと、

同じ無会派でも上野委員の無会派の意見と３通り

の意見に分かれたのかなというふうに思いますけ

れども。 

 これをどのように集約したらいいのか、その件

について御意見がありましたら、意見を聞かせて

いただきたいなと思いますし、先ほど、私も採決

という発言をさせていただきましたけれども、そ

れに対しまして、動進会のほうから全会一致とい

うような発言もありましたし、これでいくと、な

かなか全会一致というのは厳しいのかなと、難し

くなってきたのかなという感じも受けますし。 

 そうなりますと、全会一致ということができな

いのであれば、考え方としては、現状維持、現在

のこの形で進めるのか、それともやはり、せっか

くここまで長い間、議論を進めてきた議会活性化

委員会の議員定数、報酬の委員会ですから、やは

り、今まで積み上げてきた思いを踏まえて、賛成

多数という形のほうにもっていくのか、その辺の

御意見がありましたら、聞かせていただきたいと

思いますけれども。 

 青山委員、何かありましたら、発言をお願いい

たします。 

○青山委員 公明会派、それと動進会のほうか

ら、１４名の一律５万円アップということで、先

ほど、休憩中の協議の中でそういう決定をされた

ということであります。 

 それと、今、駒ヶ岳で言いますと、やはり、こ

れから、今、１８名の議員の中で、この特別委員

会は１７名で、委員長含めてやっていますけれど

も、総意に至るまでの、我々、青山会の中では当

初から１４名という、それと報酬に関しては３１

万円ということで、提出をさせていただきまし

た。それは、現在の２８万円に至るのには、この

事務局から頂いたシミュレーションを参考にさせ

ていただいて、そこは歩み寄りということで、２

８万円ということで提出させていただいた経緯が

あるのですけれども。 

 駒ヶ岳に対する我々の考え方で言うと、定数に

関しても、その報酬に関しても、これでいいとい

う定義は何もないのです。ただ、七飯町という中

で、この近隣の町村でいって、削減で動いている

というのは事実、皆さん、御存じのとおりだと思

うのです。 

 ただ、この七飯町の規模から言って、どうなの

かということの根拠ですとか、我々の考え方で言

うと、本来、その１８名の根拠からの話になって

しまうのですけれども、やはり、今ここで北海

道、あと日本全体で見ても、その人口減というの

は、もう目に見えて進行しているわけです。そこ

の推計も当然出ているのですけれども、我々の会

派の中で、そこの部分で言いますと、５年先、１

０年先、シミュレーションで数字として出ていま

すね。だから、今現状いる議員の皆さん、５年

先、１０年先、このまま続けられる方もいれば、

そうではなく勇退される方も出るでしょう。 

 そんな中で、次、またその次の先の議員に対し

て、七飯町議会として、今ここで身を切ると言っ

たらいいのか、やはり、厳しい、議会として身を

切ったなという町民に対するアピールのインパク

トの強いことにつながるものだと、うちの会派で

は思って、１６人とか１５人とかという数も出ま

したけれども、最終、１４人に決めました。その

辺の考え方を文章化して、あと報酬に関しても文

章化をして、駒ヶ岳の言うその根拠をきっちりつ

くっていければいいのかなと思います。だから、

はなから、定数は七飯町にふさわしい定数という

のはないと思うのです。 

 したがって、今いる議員の皆さんで、そこは全

会一致にはならないでしょうけれども、今いる議

員の皆さんの総意で、何とかそういう形で進めて

もらえればと思っているところです。 

 長くなりましたけれども、以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 
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 ほかにございませんか。 

 横田委員。 

○横田委員 先ほど、川上委員から全会一致とい

うふうに話が出たのですけれども、駒ヶ岳は、

我々の説明をきちんとすると、お話は聞けますよ

と言っているのですが、共産党の上野委員のとこ

ろは、それは無理だよと言っているのだから、こ

れは全会一致というのはどうするのかというのを

もう１回問うてほしいなと思いますし、それか

ら、駒ヶ岳の部分は、先ほど青山委員が言ったよ

うに、皆さんといろいろ討議した結果、妥協の産

物ではないけれども、この辺までだったら、皆さ

ん何とかなるよねという、そういうことだと思う

のですよ。それで、１４人という数字がいいので

はないですかということで、皆さんの折り合いが

ついたよというのが１４という数字だと思うので

すよね、上野委員のところ以外は。 

 だから、あとは、それに対して、前に話したよ

うに、今までの議会費の中の実際の議員の活動費

から全部関わるお金の中で収まる金額といった

ら、５万円がいいのではないのかというふうなこ

とだと思うのです。 

 だから、そういうふうになっているのだから、

そこのところを、これは全体になっているのです

から、委員長、副委員長が、もし駒ヶ岳に説得す

るというのであれば、私は説得してほしいなと思

うし、我々は、きちんとそこまで討議してきた

と、私は理解しています。あとは、その全員一致

でないとだめなのかというところだけ、どうする

のかというところをはっきりしないと、これはい

つまでたっても、結論は出ませんよ。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ほかに意見ありましたら、お願いいたします。 

 青山委員。 

○青山委員 ただいま、横田委員がおっしゃれた

とおり、先ほど、川上委員のほうから全会一致と

いうような言葉が出ましたので、まず、委員長、

そこを諮っていただければと思います。川上委員

のほうから、全会一致というお話が出ましたの

で、そこをまず諮っていただければと思います。 

○中島委員長 先ほどもちょっと私もお話をさせ

ていただきましたけれども、動進会のほうから、

私の採決発言に対して、動進会の川上委員のほう

から、全会一致でやるべきだというようなお話が

ありましたけれども、先ほど来から申し上げてい

ますように、今、意見の不一致があるということ

で、やはり、なかなか全会一致にもっていくのは

なかなか厳しい状況にあることはもう皆さん、お

分かりであると思いますけれども。 

 ただ、この全会一致という発言をどう取り扱っ

ていくのか。このことについて、先ほど、私もち

らっと申しましたけれども、また、横田委員から

もお話しありましたけれども、全会一致というこ

とでいかないのであれば、これはやはり、現状維

持に戻す方法も考えなければいけないと。現状維

持というのは、現在の現状維持に戻さなければな

らないという考え方も出てくると思いますし、私

としては、やはりこの長い間、皆さんから意見を

いただいたり、委員会を開いて、この報酬また定

数について、いろいろな意見を交わして参りまし

た。そこで、またやはり全会一致ができなかった

から、また元にという考えでもっていくのは、私

としては、ちょっと不本意なところもありますけ

れども、この全会一致をどのような形で扱ってい

くのか、このことについて、皆様方の意見があり

ましたら、お聞かせいただきたいと思いますけれ

ども。 

 まず、１人、畑中委員から。 

○畑中委員 今、各会派から報酬あるいは定数に

ついて、いろいろな御意見が出たわけです。そし

て、ある程度、大勢として、例えば、１４人の報

酬は２８万円というような大多数というか、そう

いう感じに、私には受け取れるのです。 

 しかしながら、先ほど、川上委員あたりは、こ

れは全会一致と、これは確かに理想的です。私

も、全会一致というのは、もしできればあってほ

しいなと願うわけですけれども。ただ、その中で

は、例えば、名前を挙げて悪いのですけれども、

例えば、上野委員の考え方にしてみれば、現状維

持というように伺っているし、そしてまた、妥協

は許さないというふうにも、今までのお話の中で

受けています。 

 それから、一方、駒ヶ岳の場合は、考え方が割
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れていると。そして、もう一つ、この１４人の２

８万円に至った、どうしてそのようなあれが出る

ということについて、裏付けというのでしょう

か、そういったものがきちんと出せるような状態

であれば、例えば、１週間いろいろ考えて出した

としても、御本人がそれを理解して受けるかどう

かが問題ですし、今まで議論を重ねる中では、か

なり難しいのではないかなと。 

 それからもう一つ、定数にしろ、あるいは報酬

にしろ、何か数学の計算ではないけれども、正解

というものがないのですよね。どれが正解だ、１

４人が正解だ、１５人が正解、こういったものが

ないのです。だから、そういう点も非常に、この

１４人の２８万円に対する納得させるには、かな

り難しさはあると。 

 私はちなみに、この１４人については、昔は、

私が出たときは２６人で出ていたのです。ところ

が、今の約三十何年前ですけれども、その頃の七

飯町と今の七飯町を比較した場合に、私が思うに

は、出た頃は、七飯町が発展途上でございまし

た。そういたしますと、非常に各地域から出る議

員というのは大勢あったほうがいいなと。という

ことは、各地にたくさん議員がいることによっ

て、各地のいろいろなものが見えるのです。それ

を、町に訴えることもあるし、ところが、だんだ

ん三十何年も経つと、七飯町も非常にこの社会が

成熟して、ある程度、例えば、公共のインフラで

も何でも、もう大体全てそろっているなと。 

 ただ、その中では、これからどんどん建替えだ

とか、あるいは、そういったほうにだんだん向く

ので、議員の数としては、前ほどは必要がないと

いうことが言える。 

 そしてまた、周辺の町等を見ますと、やはり、

社会の流れというのでしょうか、どんどん、どん

どん議員の数を減らす方向にあります。それは、

先ほど言ったように、やはり、どこの町でも、だ

んだん町がもう出来上がってきたということを、

私は自分なりに理解しているわけです。 

 それから、一方、報酬の２８万円については、

一気に５万円かというふうなのですけれども、私

たちは、今これ、真剣に考えているのは、自分た

ちだけのためでなく、次世代、この七飯町を背負

う議員が、これからそういったものに決めた段階

で、すばらしい議員が出てくることを期待しなが

ら、その報酬等もある程度生活ができるぐらい

の、できるかどうかは分かりませんけれども、例

えば、女性の議員もどんどん出て来てくださるよ

うに願っているわけなのです。 

 その２８万円については、そういった意味で、

それともう一つは、ここ何年間もたつのですけれ

ども、昔から比べると、諸物価もかなり上がって

います。そういった点で、当然やはり、報酬等も

値上げして考える必要があるのだなと。そうでな

いと、なかなか思い切って若い人が議員になりた

いということで立候補しなくなるのではないかな

という意味も込めて、私は、この２８万円につい

て賛成していきたいなと。 

 ただし、この２８万円が正解だと、そうではな

くて、定数もそうなのですけれども、絶対この七

飯町にこれだという正解はないと思います。お互

いに話し合った中で、これは決めるものだなとい

うふうに思っています。 

 以上でございます。 

○中島委員長 分かりました。ありがとうござい

ます。 

 川上委員。 

○川上委員 冒頭、私が申し上げたのは、大変な

重要な問題であるので、町民の理解を得るために

も、全会一致で決めたほうがいいと思いますとい

うような発言だったと思うのです。 

 本当は、全会一致でいければ一番いいのですけ

れども、そのためには、１４人の２８万円に対し

て全員の賛成が必要なので、ちょっと委員長、副

委員長でその１４人の２８万円以外の人に、歩み

寄りというか、大半の考えの中で一緒にいけない

かどうか聞いてみて、どうしてもいけないのであ

れば、これは全員一致での採決になりませんの

で、採決を取っても私は構わないと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 暫時休憩します。 

午前１１時４２分 休憩 

────────────── 

午前１１時５３分 再開 
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○中島委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 議論がまだ白熱しているということで、昼にな

りましたので、一応１時まで暫時休憩します。 

○平松委員 私は、おかしいと思います。何回も

こうやって中断をして、新しい話は出てこないと

いうのが、もうはっきりしているわけです。 

 例えば、その根拠を示してほしいという駒ヶ岳

の話。これは、根拠を示せるものは何もないと思

います。私は以前に、１４人の数字に、うちの会

派は１０人を最初言ったのですけれども、１４人

にするときのよりどころとしては、全国の町村会

の議長会で作っている表があります。この表で人

口で計算すると、１４人になるということを言い

ました。 

 それから、報酬に関しては、七飯町の財政を考

えて決めることですから、これは、ほかと比べて

どうのこうのという数字ではないと思うのです。

それでもう、今まで来ているのですから、調整す

るというのも、もう現状維持とはっきり言ってい

る人もいるし、根拠を示してほしいと言ってい

る、それに対しての根拠というのも出てこない。 

 それであれば、早く結論を多数で決めるべきだ

と私は思います。延長しても同じだと思います。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ほかに意見ありませんか。 

 暫時休憩と宣言しましたけれども、そのまま継

続してよろしいでしょうか。暫時休憩してよろし

いでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、１時まで暫時休憩します。 

午前１１時５４分 休憩 

────────────── 

午後 １時００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。 

 横田委員と坂本委員から早退の届出がありまし

たので、報告いたします。 

 先ほど、お昼休みに駒ヶ岳会派と上野委員の無

会派と私とで、お話を聞く機会を設けまして、一

応、お話を聞きました。 

 ですけれども、やはり、最終的な意見として

は、やはり今までどおりの発言と変わらないと。

共産党も、あくまでも現状維持と、これはもう幾

ら言っても、意見は変わりませんと。 

 ただ、駒ヶ岳会派の場合も、２人の意見がなか

なかやはり合致することがなくて、２人の意見を

まとめることができなかったのですけれども、お

話を聞きましたけれども。今までどおり、やはり

会派としては、６名減の１２名、報酬について

は、今の２３万円の現状維持という形、これはぜ

ひ変えることはできないというようなお話があり

ました。 

 こうなりましたら、今、３通りの案が出ている

わけでございます。１４名の５万円増が一つ。そ

して、今、お話ししましたように、６名減の１２

名と報酬の現状維持の２３万円の案と。それと、

今現在の現状維持ということで、３通りの案が出

ているわけでありますけれども。これ、今、また

この話を蒸し返したほうがいいのですけれども、

皆さんの意見を聞いても、またやはり同じような

議論になっていくのかなと、なかなか進展が見ら

れないと。また、今までやはり議論も相当出尽く

して、いろいろな意見が出ております。根拠とい

うお話もありましたけれども、そのことについて

も十分にいろいろな形で案が、１４名にする案、

また報酬の５万円増の案、考え方、また、１２

名、そして現状維持という案、そしてまた、現在

の現状維持の案、いろいろとある意見が出て、皆

さん、それぞれ御理解されているところもあると

思いますけれども、これ以上の議論は、なかなか

やはり厳しいのかなと。また、進展する可能性も

ないのかなというような気がいたしますので、や

はり、先ほど、川上委員のほうからも全会一致と

いうことは取り下げてもいいというような、そう

いうお話もありましたし、ここはどうでしょう

か、賛成多数。 

 青山委員。 

○青山委員 委員長のお話し中にすみません。 

今、これから先の、今まで議論を踏まえた中で、

今これからどのようにということだと思います。 

 私は、先ほど、川上委員のほうから出たとお

り、言葉の取消ではないですけれども、現状を踏

まえると、全員一致というのはとてもないよとい
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うことであれば、ただいま委員長がおっしゃった

とおり、この状況のまま話し合いを進めても並行

線だということでありますので、基本的には、内

容がとても重要な、議員としては大変重たい内容

ですけれども、ここは皆さんの意見を伺って、採

決ではないですけれども、基本的にはそういう形

でもっていく以外ないのかなと思いますので、そ

こら辺を、委員長諮っていただければよろしいか

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。 

 今、青山委員のほうから、いろいろお話があっ

て、やはり、このままいっても、議論はなかなか

噛み合わないのではないかということで、やは

り、最終的には採決でする方法しかないのではな

いかとありましたけれども、皆さん、いかがで

しょうか。 

（発言あり） 

○中島委員長 青山委員。 

○青山委員 ただいま神﨑委員のほうから、欠員

があるということで、光輝会の平松委員のほうか

ら、一応確認をもらえれば、平松委員のほうから

出された定数１４人の５万円アップの２８万円と

いうことは了解をしているということであります

ので。 

 坂本委員に関しても、絆会派のほうでも、同じ

提案をしていますので、そこは賛成のほうの数に

入れてはいかかですか。 

 以上です。 

○中島委員長 というようなお話がありましたけ

れども、皆さん、よろしいでしょうか。 

 上野副委員長。 

○上野副委員長 議員の欠席した中で、意向があ

るからということで採決するということ、無理な

面があると思います。採決をしようとすれば、や

はり、全員出席の下にするということにしたほう

がいいと思いますので、今後のためにも、やはり

おかしなことはやらないほうがいいと思います。 

○中島委員長 平松委員。 

○平松委員 この委員会が成立するための必要最

小人数は何名でしょうか。 

○中島委員長 局長、分かりますか。 

○広部議会事務局長 半数でございます。 

○中島委員長 平松委員。 

○平松委員 それであれば、この特別委員会で決

定するのに、今の状況で何も差し支えがないと思

います。 

○中島委員長 今、局長のほうから話がありまし

たけれども、委員会が成り立つ人数というのは半

数ということになっておりますので、また、平松

委員のほうから、そうであるのであれば、採決し

ても問題はないのではないかというような話があ

りましたけれども、どうでしょうか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今、２名ほどの欠席がある中で、採

決を遅らせたらと、全員そろっての採決をしたら

というのは、本当に理想的なのです。 

 そして、もう一つは、先ほど青山委員からもお

話しあったように、会派の方々が、欠席された方

の考え方、十分聞いておりますし、ここで採決し

ても問題ないと。 

 ただし、いない数を、それを数に加えるという

のは、私は、やはりよくないなと思うし、今、こ

のいた中での採決の結果にしていただきたいと思

います。 

 それから、もう一つ。例えば、これを１週間延

ばしても、同じだと思います。全く考えは変わり

ないと思います。 

 ですから、本当はこういう強行はしたくないの

ですけれども、やはり、おのおのみんな暮れでも

あるし、時間が非常に大切なのです。 

 ですから、これは採決をしたほうがいいと、私

は思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 確かに、事務局から話がありましたように、こ

の委員会が成立するのは半数以上ということで、

委員会そのものは成立をしているということでご

ざいます。 

 また、今、畑中委員のほうから欠席者、これに

ついては、やはり委員会も成立しているので、い

ないからといって、それを賛成票に付け加えるの

はいかがなものかというような話がありましたけ

れども、それはそれで、また、道理が通っている

のかなというような感じもしますし、委員会が成
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立しているのであれば、成立するこの人数で採決

をしても問題はないのかなと思いますけれども、

皆さん、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 異議なしということですので、一

応、採決に入らせていただきますけれども、今、

これはやはり起立採決でやったほうがよろしいで

しょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 一応、先ほどお話ししましたよう

に、三つの案が出ておりますので、一つ一つやっ

ていきたいと思っております。 

 一つ目は、先ほど言いましたように、１４名、

それと５万円増の案が１件です。 

 二つ目は、定数を６名減の１２名と、報酬は現

状維持と。 

 三つ目の案が、現在の報酬、定数について、現

在のまま現状維持という３通りの案が出ておりま

すので、一つずつ起立採決で決めさせてもらって

いいでしょうか。 

（「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。 

 それでは、まず最初に、定数１４名、報酬５万

円の増の案に賛成の方の御起立をお願いいたしま

す。 

（賛成者起立） 

○中島委員長 賛成多数であります。 

 二つ目の議員定数が１２名、報酬現状維持の方

の賛成者の方の御起立をお願いいたします。 

（賛成者起立） 

○中島委員長 １名ということであります。 

 それと、現在の報酬、定数とも現状維持に賛成

の方の御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○中島委員長 １名ということでございます。 

 採決の結果、定数１４名、報酬５万円アップの

案に決定をいたしました。 

 ありがとうございました。 

 暫時休憩します。 

午後 １時１１分 休憩 

────────────── 

午後 １時１２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。 

 今、決定をさせていただきました案件につきま

しては、３月の定例会に報告するということでよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 それと、それの後には、やはり条

例改正も必要になってくると思いますので、３月

議会までに進めたいと思っております。 

 それと、報酬については報酬審議会があります

ので、議会のほうから町長のほうに答申するとい

う形で進めてまいりますので、御理解のほどよろ

しくお願いをしたいと思います。 

 定数も決まりました、それとあと常任委員会の

ことなのですけれども、これは前回の委員会でも

定数に絡めて、常任委員会の話もいろいろ議題と

なって出ておりました。今、三つ委員会がありま

すけれども、今度は１４名ということで、常任委

員会の形も変わってくるのかなというふうに考え

ております。 

 前回の委員会で、局長のほうからちょっとお話

がありましたけれども、町村議長会の事務局長の

ほうから話を聞きますと、７名から８名、このぐ

らいの人数が一番やはり委員会としての議論の集

約度といいますか、やはり非常に煮詰まった議論

ができるのではないかというような町村議長会か

らのほうからも報告をというか、いただいている

中で、皆さんに御提案したと思いますけれども。 

 この委員会の定数についても、この委員会で決

める方向で進めてよろしいでしょうか。それと

も、それは改選後の議会で決めていく形にするの

か、二通りあると思いますけれども、皆さんの意

見をお聞かせ願いたいと思いますけれども。今委

員会で決めるのか、それとも。 

 局長、どうぞ。 

○広部議会事務局長 すみません、今、委員長、

改選後とおっしゃっていたのですけれども、改選

後というのは、やはり今の議員で次の改選からど

うしますかというように決めていくのが一番いい

と思いますので、この特別委員会で決めるか、も

しくは、議会運営委員会に託すという方法もござ
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いますし、それとも、この委員会でそれも全部決

めようという方法もございます。 

 ただ、改選後というのはないということで、よ

ろしくお願いいたします。 

○中島委員長 ということで、今、局長のほうか

らありましたけれども、では、この委員会で常任

委員会の数も決めていくという形で進めてよろし

いでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、そのように進めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 川村委員。 

○川村委員 今の話の中で、今行っている広報広

聴特別委員会なのですけれども、これを常任委員

会に入れるのか、その辺の話も含めてやってみて

はどうかなと思うのですけれども、いかがです

か。その常任委員会をどうするかの中に、その広

報広聴特別委員会のあれを常任委員会とするのか

も含めて、ちょっと検討してもらえればなと思う

のですけれども。 

○中島委員長 ということは、今の常任委員会

に、今、数は三つありますけれども、今の常任委

員会に、この広報広聴特別委員会も常任委員会に

格上げというか、格上げして、そして常任委員会

にしようという、今で言えば、四つにするという

ことでいいですか。 

 川村委員。 

○川村委員 今、特別委員会としてやっているの

ですけれども、今、これから定例議会を行うごと

に、常時、広報広聴委員会をやっていますので、

実質やっているのは、常任委員会的な部分で、中

には、まだこれ、広報広聴委員会は広報広聴委員

会で議題として、まだ上がっていませんけれど

も、実際の議会だよりとか、そういったものも議

員の中で作成するなどといった、いろいろなあれ

が出てくるものですから、そうなると、常任委員

会とした部分で上げてもいいのかなというのもあ

りますので、その辺も含めて、それが、広報広聴

委員会合わせて三つになるのか、四つになるの

か、ちょっと今は分かりませんけれども、それも

含めて、検討してもらえればなと思います。

ちょっと皆さんに諮ってもらえれば。 

○中島委員長 というような、今。 

 若山委員。 

○若山委員 ここで今、何かいろいろ話すより

も、まず、委員長のところで１４名にしたことに

よって、どこに影響してくるのかということで、

議運の人数は、そのままでいいのかどうかとか、

どのように会派何とかをやるのかとか、どこに影

響するのかを全部リストアップしてもらって、そ

れについて、こういうところにこういう影響が

あって、この条例も改正しなければいけない、こ

の規則も見直さなければいけないとか、そういう

ものを全部リストアップしてもらって、そのとき

に、今のままでいいのかどうかとか。１４人なの

で議運を７人というのは、ぎりぎりそのままでも

構わないのかもしれないですけれども。 

 だから、どこに影響するのかを全部出してか

ら、あれしてもらえればなと。もちろん、常任委

員会の数をどうするかというのは、当然検討しな

ければいけないと思うのですけれども。何に影響

するのかを全部出してもらいたいなというふうに

思うのですけれども。 

○中島委員長 議運については、全然問題はない

ですから。あれは、会派から出ていますから問題

ないと思いますけれども。 

 ただ、やはり、これから、議論になっておりま

すけれども、常任委員会の数をどうするか。た

だ、そのほかにプラスして、今、広報広聴特別委

員会というのがありますけれども、これもやは

り、議会だより、インターネット放送をやってい

る以上は、ずっとやはり続くわけですから。これ

は、やはり川村委員の話では、常任委員会に格上

げして、ずっとやっていただくというような形に

したほうがいいのではないかというような案が出

ているわけで、どこまでどう振り分けるとかとい

う、そういう議論には今はまだならないのかと思

うのですけれども。 

 平松委員。 

○平松委員 若山委員がおっしゃいました検討す

るということが、まず、これから先のテーマにな

りますね。 

 ですから、事務局側で直すとすれば、こういう

ところに引っかかりますというのを、まず出して
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いただきたい。 

 私の会派としては、常任委員会は二つでもいい

という考えを持っています。１４人ですから、７

人、７人。こういうふうなことも含めて、たたき

台というのは、どこを直すのが引っかかりますよ

というのを出していただいた上で、会派でよく検

討するのか。もしくは、またこの席でやるのか。

次の段階かと思います。影響する部分だけのリス

トが欲しいということで、進めていただければと

思います。 

○中島委員長 局長。 

○広部議会事務局長 皆さん、先に影響する部分

を出してからというのですけれども、私の考えは

逆で、常任委員会が例えば二つになりました。そ

れによって、それでは、条例を変えていきましょ

うという感じが正解だと思うのです。ですから、

変えなければならないものを先に出してというの

は、ちょっと違うのではないかなと思うのです。 

 ただ、常任委員会の数を、先ほど言っていた広

報広聴委員会を常任委員会とするかどうかという

のは、議論が必要だと思いますけれども。あと、

常任委員会を、今ある三つを二つにするのであれ

ば、二つにするよというのが決まったら、では、

所管をどういうふうに分けましょうかというの

は、その後の議論になってくるのかなと思いま

す。 

○中島委員長 平松委員。 

○平松委員 会派で少しもんで、それから、また

提案したいなと思います。 

○中島委員長 それは、次回までに先送りしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今、話しましたように、やはり、まず委員会の

組織を決定してから、それから、どのようなとこ

ろで条例改正をしなければならないかというとこ

ろは、後から出てくる問題になりますので、それ

は、後ほど各会派で相談しながら、またやってい

きたいと思いますので、今回は、それにしたいと

思いますけれども。 

 川村委員。 

○川村委員 ちょっと確認したいのですけれど

も、今、定数と報酬を３月までに進めて、それに

伴う条例改正をやらなければならないのですけれ

ども、今のその常任委員会の部分を、それも一緒

に３月にやらなければならないものなのか、

ちょっとその確認を事務局のほうに。 

○中島委員長 局長。 

○広部議会事務局長 議員定数の部分は、町民に

早く知らせなければならないので、３月に議員定

数の条例改正は行いたいと思います。 

 あと、議員報酬については、町長のほうに、う

ちのほうから申入れを行って、町長のほうで報酬

審議会を開くと思いますので、それの答えとかが

ありましてから、議員報酬の条例改正は、３月で

は無理だと思いますので、なるべく早い段階で行

いたいと思います。 

 あと、常任委員会の数とかは、次の改選のとき

から変わるというふうになりますので、次の改選

に間に合うように、あと約１年以内くらいに条例

改正を行えばいいと思います。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 そういうことで。 

 川村委員。 

○川村委員 そうであれば、３月までのその常任

委員会の数を二つにするとかという、急ぐのでな

いのであれば、要は、来年度中にやればいいとい

うことですよね。では、それに合わせて、少し時

間をかけるのであれば、かけてもいいのかなと。

そういう認識でいいですね。 

○中島委員長 今、局長のほうと、また川村委員

からお話しありましたけれども、常任委員会の

数、そのことについては、そう急がなくてもいい

のではないかと。あと１年ありますから、その間

に決めていくことでいいのではないかというお話

がありましたけれども、そのような決め方でよろ

しいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 では、そのように、今回は、それ

では、常任委員会の数と、それと広報広聴特別委

員会の格上げについては、次回の委員会に先延ば

しするということで決定をさせていただきます。 

 暫時休憩します。 

午後 １時２４分 休憩 

────────────── 

午後 １時２７分 再開 
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○中島委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 一応、きょうの議論はこの程度に収めたいと思

います。 

 それで、次回の委員会なのですけれども、こち

らのほうで委員長、副委員長、事務局で決めてよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 その前にちょっとお願いがあるの

ですけれども、それまでに、常任委員会の数と、

広報広聴特別委員会の扱いをどうするか、これを

各会派のほうで議論して、まとめてきていただけ

ればいいかと思いますので、その点について、ひ

とつ次回までによろしくお願いいたします。 

 次回は、年明けになりますけれども、こちらの

ほうで日程を決めて、できるだけ早く皆様にお知

らせしたいと思いますので、御理解をいただきた

いと思いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

 平松委員。 

○平松委員 議長のほうから、各議員にタブレッ

ト端末があたる可能性を前に一度、お聞きをして

います。 

 それで、我々の任期中に、もしその話が具体化

するのであれば、そのことについてと、それか

ら、例えばタブレット端末に入っている資料をス

クリーンに映し出してやるとか、そういうことが

可能かどうなのかということも、もしテーマに付

け加える時間があるのでしたら、加えていただき

たいなというふうに思っています。 

○中島委員長 分かりました。 

 今、平松委員からもありましたけれども、一

応、この特別委員会で当初五つの提案がありまし

て、そのうち一つは議長の２年制については、議

会運営委員会のほうに移行しましたけれども、あ

る程度煮詰めてこられたのかなと思っていますけ

れども。これから残された期間が１年ほどありま

すし、先ほど、タブレットの問題とか、いろいろ

ありましたけれども、前にちょっとこの話が出ま

したけれども、余った時間と言ったらおかしいで

すけれども、残りある時間の中で、この委員会で

当初決めた五つの案件以外に何かあるかというこ

とは、次の委員会で再度、皆さんに確認したいと

思っています。タブレットの話も確かに１回出ま

したし、また、一般質問の時間の短縮の問題も議

論してほしいというような話も、私の耳にも入っ

ておりますし、そのことを踏まえて、そのことに

ついては、次回の委員会で再度確認させていただ

いて、そのようなことを進めるのかどうか、皆さ

んと議論してまいりたいなと思っておりますの

で、ひとつ御理解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。 

 そういうことで、今回はこの程度にて終了した

いなと思いますけれども、何回も言いますけれど

も、次回までに常任委員会の数、また、広報広聴

特別委員会の格上げについての内容について、各

会派で議論をしてまとめてきていただければいい

かなと思いますので、よろしくお願いをしたいと

思います。 

 では、以上で、今日の委員会をこれで終了いた

します。 

 御苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

午後 １時２７分 散会 
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