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第 1回 
議会改革基本問題調査特別委員会 

議 会 改 革 検 討 委 員 会 
合同委員会会議録要旨 

 

日  時  平成２３年１１月２日  午後７時 

場  所  湯梨浜町役場 議員控室 

出 席 者  ○議会改革基本問題調査特別委員会（「議員」と表記） 

        会見祐子 浜中武仁（副議長） 石井輝美 光井哲治  

吉村敏彦 増井久美 河田洋一 酒井幸雄 平岡将光 

      ○議会改革検討委員（「委員」と表記） 

        川田良雄 中島 守 松岡英樹 蔵本孝広 酒井松男 

   森田恵子 磯江智昭 松原厚子 下山 司 

      ○湯梨浜町議会 前田勝美（議長） 

      ○議会事務局  事務局長 副主幹 書記 

 

日  程  １．開  会 

      ２．あいさつ 

        （自己紹介） 

      ３．協議事項 

       （１）地方議会をとりまく最近の動き（改革）等について 

       （２）今後のスケジュール 

       （３）その他 

      ４．閉  会 

 

開会 １９時０７分 

 

議長  地方自治の役割が大きく変化する中にあって、議会の役割・責任を再度見直し、

住民の求める議会とするため、「議会改革基本問題調査特別委員会」を立ち上げ、議

会改革について検討しているところであります。その中で、議員定数・議員報酬等

については、委員会での審議の経過の中で住民の方の意見を聞いて協議するのが望

ましいとの結論に達しました。それで、一般住民の方で組織する「議会改革検討委

員会」を設置しました。各団体から７人、公募３人、１０人で構成しました。この

たびの会議は、議会改革特別委員会と議会改革検討委員会とで合同で協議するもの

であります。これまでの議会改革の経過については、後で特別委員会委員長のほう

から詳細な説明をいたしたいと思います。 

今後、町民に信頼される議会が必要とする議員数は何人が適当なのか、検討委員

のみなさんにはどうか忌憚のない意見を出していただきたい。有意義な会としたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 



2 

 

今後の日程については事務局で報告しますが、この委員会は年内でまとめていた

だくようお願いしたい。議会としては、３月議会で方向を出したいと思っています。

議員の任期は２５年４月２９日です。 

副議長 進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。それぞれ自己紹介をお

願いします。 

 

（自己紹介） 

 

議員  本日は地方議会をとりまく状況、湯梨浜町議会改革特別委員会の経過について、

議会綱領について説明させていただく。みなさんから意見をいただきたい。今後の

スケジュールについて、合同会議の意見を反映させ、議会改革特別委員会で議論を

進めていきたい。第２回を１１月末に予定。議員定数の問題に取り組んでいきたい。

１２月に第３回、意見を集約させていただきたい。３回の貴重な会議。忌憚のない

意見をいただきたい。２４年１月には中間報告、３月議会で提案したいと思うので

よろしくお願いします。 

副議長 配布資料の説明を事務局からお願いします。 

事務局 配布資料の説明。 

副議長 議会改革の検討状況について説明をお願いします。 

議員  資料４、前回の議会改革特別委員会の中間報告。議会改革は大変エネルギーのい

る問題。地方分権、二元代表制、住民と協働する議会、議会基本条例など。大きく

変わったこととして、本会議のない月には、執行部との情報共有のため月例報告会

を設置。執行部に質問し、その結果を住民に広く知らせていく。広報特別委員会で

は全員協議会、各常任委員会の様子をインターネットで動画配信。住民と協働する

議会にするために、住民報告会を開催するという論議も出ている。議会基本条例に

ついては、それにかわるものとして議会綱領を策定し、今後条例化を進めていきた

い。今後も議会運営にかかる改善、改革をすすめていく。 

この度の合同委員会では、議員定数、議員報酬について進めていきたい。定数の

見直しについて、自らのことになるので現職の議員だけの議論ではなかなか困難。

有識者による審議が必要とのことで、検討委員のみなさんの意見を聞きたい。 

   （議会綱領、議会構成、議会活動について、資料を基に説明） 

副議長 駆け足の説明でわかりにくいこともあったと思いますが。事務局より補足があれ

ばお願いします。 

事務局 資料２のＰ３、議員期末手当支給率について、現在はそれぞれ 140/100、155/100

に引き下げられている。 

議会基本条例については、現在検討中。議会綱領は県議会の綱領を参考に作成し

た。綱領を土台として、条例化を進めていきたい。 

    今までの流れとして、以前（平成２０年）の検討委員会で定数１８を１７とした。
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Ｈ２１の改選後、さらに改革を進めていくということで議会改革特別委員会を再び

設置。内規的な運営基準を作成し、スムーズな議会運営ができるようにした。Ｈ２

３年３月に前期の特別委員会として中間報告を提出し、一度終了した。前田議長の

もとでさらに改革が必要ということで、６月に引き続き組織した。今回の合同委員

会は定数、報酬について民間の方々の意見を伺おうというもの。よろしくお願いし

ます。 

副議長 議員から補足はないか。 

議員  今、議会の中で住民から信頼される議会にしないといけないという議論をしてい

る。一緒になって検討してもらえると一番いいということでこの会を作った。執行

部からのみの提案ではなく、議会側から住民の意思をくんだ対案を積極的に出さな

いといけないんじゃないか。年間７０～８０億円の町予算について、私たちは短時

間で結論を出さないといけない。できたらもっとしっかり詳細を見ていって、住民

のニーズに合致しているか、正しく使われているのか見極めて、責任を示していく

議会であったらと思っている。たとえば、教育民生常任委員会では、委員会の機能

を高めようということで、幼保一体を委員会で提案した。議会として考えを表明し、

行政に一体化を決断してもらった。今、頭が痛い大きな問題は、保育士の体制の問

題。財政の問題ともからみ、正規と非正規が４：６の割合。担任も臨職がしている

状態。議会としてあるべき姿、方向を示し、今後やっていただきたいと検討してい

る。地区公民館の問題もある。羽合と東郷の違いが合併で統一されたことによる問

題。今年度中に結論を出したい。町の大きな課題について、委員会で議論し、議会

としての考えを町に提案していく努力をしている。いろんな問題について、議会と

して提案できるようになれば、町民から信頼される議会になるのではと思っている。 

副議長 改革のこれまでの流れとして、一つの例にビデオ撮影がある。本会議はケーブル

テレビで放映されるが、今まで撮影されていない全員協議会、常任委員会について

は議会で撮影し、町のホームページでインターネット配信している。生中継ではな

く、録画したものを閲覧するという形。北栄町などでは本会議をインターネット中

継しているが、委員会を流しているのは県内では湯梨浜町ぐらい。 

    簡単な説明ですが、委員さんから質問は。議会に対して聞いてみたいことなど、

気楽に話していただけたら。 

委員  前回１名減で１７名になったということだが、そのときになぜ一気に１６人、１

５人という数字にならなかったのか、なにか問題があるのか、それをまず聞きたい。

公民館の問題について、答申書が出ているが議会では見られましたか。疑問を持た

ないか。改善されるのか。 

議員  答申がおかしいのではという話になり、議会で検討し、今年度中に考えを出した

い。 

委員  区長会で、町からの案として提案するのではなく、答申として出してきた。これ

で決定だと思ってしまう。議会としての動きはどうか。 
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議員  執行部から９月に答申について提案され、現在議論中である。 

議員  地区公民館は羽合にしかなかった。自治公民館と地区公民館の違い、合併時の調

整事項となっていた。（地区公民館の問題について流れを説明） 

議員  この件については、議決案件ではないが、行政の決定に対して議会としておかし

いのではないかということで、変更を求められる形が議会にある。今はその過程で

あることを理解していただきたい。 

議長  当初、長瀬地区から要望として出ていたが、陳情という形で提出された。今後議

会でも対応していく。 

委員  執行部、議会がどういう流れで動いているのか全然わからない。地区のこと、身

近なことについては分かるようにしてほしい。議員定数について、なぜ前回１名減

だったのか。一気に減らすのはできなかったのか。 

議員  前回の検討委員会で定数を１８から１７にした。その会では、２名減、当時１名

病欠で長期欠員だったので１名減、定数が減れば若い人、女性が出にくくなるので

定数削減に反対、という意見が出た。多数決で１７名と決めた。 

委員  今、大きな動きを説明してもらったが、今後のスケジュールについてはさっき話

があった。何をいつ話し合うかを決めないと、同じ話の繰り返しになる。 

副議長 大きな問題については１年かけて話し合っても結論はなかなか出ない。この会は

３回程度を考えているが、議員定数、報酬についてを主にしていく。 

委員  定数は条例で決まっている。条例によって、地方議会で改革していくというとら

え方もある。そういうものについて資料をいただきたい。どういうことから報酬が

定められているか。単なる他町との比較ではない資料があれば。少なくなればいい

という話ではない。町長に対して何％の報酬か。中部審議会を通して出てきている。

そういうことを議員は分かっているが、委員さんにも把握していただきたい。 

委員  検討委員と特別委員会の初めての合同会議ということで、スケジュールは年内で

３回という話があった。定数と報酬に限って意見を言うだけでいいのか。ここにお

る皆さんいろんな意見をもっており、３回で中間報告までまとめるのはできないと

思う。私たちは意見を言って終わり、あとは特別委員会で決めるということか。そ

のへんの流れを教えてほしい。 

議員  あと１年半で任期が切れる。そのときにどういう形で次の人にバトンタッチする

のか。町民から厳しい意見を聞くために設けた会。たとえば、議会がなにをやって

いるかわからないから、議員報酬は日当制でいいという考えもある。開かれた議会

にするため、どのように改革していけばいいのか。定数、報酬については財政の問

題も絡んでくるが、どのようにするのがよいか、意見を伺いたい。 

委員  定数は上限が決まっている、下限は決まってない。定数削減というより何人いれ

ば議会としてやっていけるか。最低で何人いればできるのか。定数と報酬は別の問

題として考えないといけない。どこまで下げてやっていけるのか。前回の資料がほ

しい。特別委員会で話された資料もほしい。 
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委員  定数、報酬について尺度がない。何人いれば多くて、少ないのか。報酬はいくら

が高いのか、安いのか。議会が何をやっているのか、住民に見えてこないとどのく

らいの人数がいいかわからない。今１７人となっている根拠も見えない。基本条例

のようなものがあって、議員が何をやっているか見えてくれば、住民の考え方も変

わってくる。資料を見ると議会の傍聴も少ない、住民が無関心ということ。議員か

らの提案も少ない。そういうことをなおざりにして定数などを考えていくのは難し

い。基本条例などがあれば追い風となる。この会で定数などを決めたら、委員のお

墨付きということになる。きちんとした根拠をもって決めていかないといけない。

結論を出すには３回では少ない。選挙のこともあるので大変かもしれないが、継続

してやっていくべき。 

委員  議会は住民の代表。どこで住民の思いを受け止めているのか見えてこない。たと

えば質問をするとき、住民は自分の思いについてどう思っているのか、聞き取りの

動きをしてほしい。お願いしてくる人の意見を聞くだけではなく、幅広く聞いてほ

しい。動きが見える議員ばかりになると、報酬を上げても町民が納得できる可能性

がある。 

副議長 初回なのでみなさん一言ずつお願いします。 

委員  定数は難しい問題。何人おればいいのか不明。いろいろ意見があり、前回は報酬

を下げて人を増やすという案もあった。合併時は多かったが、徐々に減ってきた。

それぞれ活動されているが、さらに住民に対して見える活動をしていけば議会のた

めにもなる。定数は他県、他町のバランスだけの問題ではなく、対人口でどのくら

いかという資料もほしい。委員会で総意というのは難しいが、最終的には検討委員

会の結論を特別委員会に提案できる形にしたい。その後、議会でそれが妥当かどう

か議論するのは別の話。次回はもっと資料をいただきたい。 

委員  予備知識もなく出席し、大変な会議であると思う。委員の立場もよくわからない

し、資料もよく理解できない。何を話し合い、どんな結論出せばいいのか把握でき

ない。この委員会の目的もわからない。この進め方では３回で結論が出るわけがな

い。もう少しわかりやすくまとめていただきたい。 

委員  もっと気楽に話ができる会だとおもったが違う。何が議題かはっきりしない。資

料も足りない。議員さんが定数、報酬についてどう思っているのか、まず聞きたい。

今の議会の状況など資料となるものをいただきたい。 

委員  この内容は荷が重い。なかなか決まらない問題。ある町では町民アンケートを行

ったと聞く。このメンバーで決めるのは難しい。次回は項目を決めて、資料を配布

して進めてもらいたい。 

委員  聞いていて、この会で何を検討して、どう進めていくのかわかりにくい。私の理

解した範囲では、定数、報酬についてどうするかということ。この資料だけではわ

からない。議員の話にもあったが、７０，８０億の町財政の中で、どこに予算をつ

けて、何に力を入れていけばいいのか考えていくのが議会の仕事。そのような中で
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定数、報酬がどれだけ必要か変わってくる。実際に執行部の思惑とか、予算をちゃ

んと使っているのかを監視するのが議員。しっかりやっていただきたい。最終的に

は定数などについて議会で決める、この場では意見を言うだけということですね。 

委員  定数と報酬に絞っての会ということか。 

副議長 議会改革というのは非常に幅が広い。定数、報酬について意見を聞かせてもらい、

最終的には議会改革特別委員会、議会全員協議会で決める。議員の間でも意見がわ

かれている。町民の意見を聞きながら合意形成を図りたい。 

委員  せっかく議員さんがおられるのだから、もっと正直に言ってもらいたい。私たち

の質問に答えるばっかりではなく、もっと気楽に意見交換を。 

委員  議会の動きが見えない。顔も知らない町民も多い。町民が見ていて、このくらい

報酬あげないと合わないと思われるくらい動いてほしい。こんなに頑張っていると

言えるように、お互いに意見交換をしていきたい。 

委員  行政ではパブリックコメント、住民を巻き込んだ会議などで住民の意見を吸い上

げている。議会も今回のような会をもち、意見を聞こうとしている。個人的には最

終的に基本条例つくるべきだと思う。それに先立って決めてしまっては、後で困る

のではないか。文書にするのは簡単だが、それを実行するのは難しい。実現できる

ようにすることが重要。そのために有意義な意見交換ができるようによろしくお願

いします。たとえば北栄町は基本条例があるからどうこうというより、行政を含め

て前に進むという意志が強い。定数、報酬に限らず改革を進めていってほしい。議

員側に定数減、報酬減でもいいという意思があるのかも伺ってみたい。 

副議長 議員側からなにかありますか。 

議員  住民と意見交換ができる形を作りたい。チーム議会として一つにならんといけん。

一人ひとりバラバラでは執行部に対案も出せない。17 人の意見をまとめあげるのは

非常に難しい。そういう形にするために勉強しないといけない。今の実態として議

員以外にも職業をもっており、会議を欠席する人もいる。 

前回の選挙は無投票だったが、定数に足らないのではないかという内情だった。

そんなに魅力のない議会なのかという思いがある。住民認知も低い。それを解消す

るためには、まず議会、議員自身が変わらないといけない。当局に対案が出せるよ

うにしないといけない。一人ひとりで批判しても、執行部がそれぞれ対応して終わ

り。そうじゃなく議会として、対町長でどうすればよいか。住民に対して責任がも

てる議会にするため、議員同士の議論をして、議会としての結論を出さないといけ

ない。そのためには、どんどん議会に人材が集まるようにしないといけない。予算

の中で、議会費を増やすのは現状では無理。報酬を上げて定数を減らし、少ない人

数でも専門的にできる人が増えるといい。住民と話し合う機会をつくり、住民のニ

ーズをくみながら政策を作っていける形ができるのではないか。議会に求める姿な

ど、どんどん意見を出していただきたい。 

委員  今おっしゃったようなことは住民基本条例に書いてある。議員だけでできないと
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きはNPO、ボランティア等を使って協働もできる。 

副議長 初めての合同会議で、会の進行、資料に不手際があり申し訳ない。今日のところ

はこのあたりで終了する。次回開催日までに資料を事前配布するので読んでいただ

きたい。次回開催日が決まったら、また連絡します。本日はお疲れ様でした。 

 

閉会 ２０時５５分 


