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第２回 議会改革検討委員会会議録要旨 

 

日  時  平成２３年１１月２１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 

      ○議会改革検討委員（「委員」と表記） 

        川田良雄（代表）松岡英樹 蔵本孝広 酒井松男 

森田恵子 佐藤一史 磯江智昭 松原厚子 下山 司 

      ○議会事務局  事務局長 副主幹 書記 

 

日  程  １．開  会 

      ２．あいさつ 

      ３．協議事項 

        （１）議員定数等について 

        （２）その他 

      ４．閉  会 

 

開会 １９時００分 

 

議員 （あいさつ。）１１月１７日に特別委員会を開催し、議員がいると話しにくいのでは

ないかという発言があり、今回から検討委員さんのみの会とすることとなった。案

内は合同委員会ということで出したが、検討委員のみで議論してもらい、川田委員

にまとめ、進行をお願いしたい。ご了解願います。 

代表 議員二人は退席、待機してもらうので、聞きたいことがあれば呼ぶということにす

る。（会見委員長、浜中副委員長退席） 

   定数等について事務局から説明を。 

事務局（事前配布資料の説明） 

代表 先回、資料について指摘があり、事務局にこのような資料を出してもらった。議員

定数、報酬が適当かどうかについて意見をいただきたい。その他のことは議会で検

討される。議員には待機してもらっているが、議員は自らの定数、報酬については

言いにくいこともある。ご理解願いたい。 

委員 定数・報酬について検討することについて、どのような発端なのか。前回資料の中

間報告の中に町民の声がうんぬんというのがあったが、それが発端なのか。議員側

から出た話とは考えにくい。 

代表 前回議長の冒頭あいさつにあったように、特別委員会だけでは結論を出すのが難し

いので、住民の意見を聞くということで検討委員会を設け、２点に絞って検討する
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ということ。 

委員 なぜ今検討するのか。 

代表 合併時からあった話である。 

事務局 いろんな改革に取り組みたいという趣旨で特別委員会をつくった。運営基準を設

けたり、議会基本条例は未制定だが、綱領を定めたりしている。定数、報酬について

も議論が十分ではないという意見がある。前回選挙が無投票だったことも関係し、定

数・報酬について再度審議が必要ということで特別委員会を作った。そこで議論する

中で自分たちだけの議論では不十分だという意見があり、民間の方の意見を聞こうと

いうことになった。 

代表 特別委員会で検討するための資料として我々の意見を聞きたいということ。 

委員 平成２０年３月に同じような特別委員会があり、１８人から１７人に定数が減った。

それを受けて今回もう一度検討するということですね。 

委員 前回の合同委員会で議員さん方は意見を聞かせてくださいと言っていたが、これか

ら我々の意見がどのように取り入れられて、どこの場で決定されるのか知りたい。 

事務局 検討委員会は３回を予定している。川田委員に意見を集約してもらう。それを特

別委員会で審議する。定数、報酬は条例で定めるものなので、本会議に条例改正を

提案する。 

委員 中部の報酬審議会は平成１８年以降開かれていないようだが、現在も効力はあるも

のか。報酬については報酬審議会で論議すればいいとも思うが、開催されていない

のはどういうことなのか。それと、審議会そのものは法的に決められたものではな

く、そこまで重要視しなくてもいいと思う。湯梨浜町独自に決められる。 

事務局 各町から推薦された審議員が集まって審議する会。報酬について諮問もなく、答

申もない。 

委員 審議会そのものが基準となる法令上の規定はないということでしょう。 

事務局 ありません。あくまでも参考としての答申。それをもとに各町で決める。廃止に

なったわけではなく、必要性に応じて開催される。 

委員 町長に対して２７％とあるが、それが２８になろうが、３０になろうが、湯梨浜の

勝手にできるということ。 

委員 財政が許せばという話でしょう。 

委員 逆に言えば２５％でもいいということ。それぞれ条例で決める。あくまでも参考で

ある。 

代表 以前は中部で足並みをそろえてやろうという流れがあった。今まで参考としてそれ

が残っているというだけ。湯梨浜だけ高くしすぎても、安くしすぎてもいけないと

いうこと。 

委員 審議会の数字も根拠はない。当時の報酬の平均。定数・報酬とは何かと考えると、

報酬は仕事に対する対価、定数は議会活動ができる数。よその町村と横並びにする

のは意味がない。それぞれ違いがある。横並びにするのは住民の批判を避けるため
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ではないか。財政状況等も一つの要素だが、原則はきちんと仕事をしてそれに見合

った報酬をもらうということ。地方分権の時代を迎え、町長と議会がきちんとしな

いと、あらゆる分野で地方格差が生まれる。そこで、従来通りの横並びでいいのか

という問題。必要な仕事をしてもらうための適切な人数はどれくらいか。今までの

ように議員の仕事は片手間ではできないようになる。そういう意味で議会基本条例

を作ってほしいということ。 

代表 合併で新しくできた町。議会基本条例作りたいが、なかなか難しい。 

事務局 当たり前のことが書かれているのが基本条例。何を盛り込んでいくかが課題。当

町で策定に当たりネックになっているものは、ひとつは議会報告会。議会としての

方向性を住民に対して報告する会。今現在やっていないことで、どのような体制を

作っていくのか検討しないといけない。もうひとつは町長の反問権。反問権とは、

議員の質問に対して、その質問内容を質す権利のこと。これも現在やっていないの

で、どのようにしていくのか。ひとつひとつ本町にとって何が必要なのか議論を進

めていく必要がある。 

委員 綱領は抽象的である。綱領に書いてあることは、綱領がなくても議会に元々与えら

れている権能。条例はより具体的。議員側にとってもかなりきつくなる。それを抜

きにして定数、報酬だけ抜き出して話をするのは難しい。 

代表 当たり前のことが当たり前でない形が今まで来ているのが残念なところである。 

委員 仕事に対しての報酬というが、議員の仕事の評価はできない。TCC、議会広報を見

るくらいしか一般町民にはわからない。誰がどういうふうにチェックするのか。そ

れが見えないと定数・報酬について考えにくい。議員自身は今の仕事に対して、１

７人が適当と考えているのか。減らしてもやっていけるのか。どう考えているのか

を知りたい。 

代表 我々は、特別委員会からどのように考えるか意見を聞かせてほしいと依頼されて参

加している。普段の議員活動、行政の動きなどを見られて、どのように思うか。 

委員 継続的に議員も検討していただかないといけない。定数、報酬だけ取り上げて提言

するなど恐れ多い。 

委員 例えば、単純に財政から考えて１名減。報酬についても３％減。こういう提案は簡

単にできる。ただその根拠はない。 

代表 あんまり難しく考えず、議会がどうなっていったらいいのか、皆さんの意見をどん

どん出してください。 

委員 議員に緊張感を持って仕事をしてもらうという意味だと思う。任期の間、町民から

見られているからしっかり全うしてもらう、モチベーションをもっていただくとい

う意識づけでいいのかなと思う。 

委員 極端な話、合議制だと３名いればいい話になる。議会制でいくのか、委員会制でい

くかによって人数は変わる。一度定数を減らすと、二度と増やすことはできない。

議会基本条例制定は避けて通れない自然な流れ。今減らしてしまって、そのときに
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なってできるかどうか。ただ単に減らせばいいということではない。検討するなと

いう話ではない。 

代表 そういう意見も含めて特別委員会に提起する。 

委員 例えば１名減、３％減との提案を出したら、議会でどういう動きをされるのか。１

人減らした場合、その時はどういうふうにしようかというのが議会で話ができてい

るのかどうか。そういったことも考えて動いてもらわないと。 

委員 基本条例ができれば、議員も勉強しないといけない。片手間でやる議員ではだめ。

専属となると報酬カットは厳しくなる。 

代表 個人的な思いですが、年を取ると発言しにくい面があるが、出る人がいないから出

る。若い人はこの報酬では生活できないから出てこない。だんだん衰退してしまう。

若い人に出てもらい、いろんな意見を出してもらうのが大事。定数減らすのは簡単

だが、増やすのは無理。報酬はいつでも増減できる。今の段階として、人口１００

０人に１人というのはいいと思う。 

委員 議員の動きが見えてこないから評価できない。定数・報酬これだけでいいかどうか

わからない。自分の地元だけで活動する人、町内あちこち出かけて行って一生懸命

動いている人、それぞれ個々の考えがある。それを見せてもらわないと、１０００

人に１人が多いのか少ないのかわからない。 

代表 TCC、インターネット、広報誌などを見てもらうのはいいこと。昔に比べて今はよ

くなった。 

委員 確かに媒体はふえたが、形式的なもの。それ以外に実際やっていることが全く見え

てこない。議会だよりも一般質問がメインでその他はあまり載っていない。全体的

に見ればまだ見えてない。議員は自分の地区のことは把握しているかもしれないが、

湯梨浜町全体となるとそれぞれで動いて情報収集するしかない。 

委員 本来、若い人が出てやってもらえばいいが、前回選挙でも出る人がいなかった。昔

に比べて議会の存在感が薄れているのではないか。町の政策や財政を考えることが

議会の務め。議員も勉強してもらわないといけない。存在感を濃くするためにはど

うすればいいのか。若い人にどんどん出てもらってやりがいのある議員活動をして

いかないといけない。 

代表 若い人が出やすい条件を作るための定数・報酬を考えることが大切。 

委員 出ない理由は、出ても負けるのがわかっているから。 

委員 出ても負ける。それは旧態依然の選挙だから。定数・報酬だけが原因なのではない。

定数に足りなかったのは議員の責任ではない。なぜ定数を検討する必要があるのか。

議員活動がきちんとできていればやりたい人出てくる。 

委員 傍聴者も少ない。議会に対する関心が薄いということ。 

代表 この会は３回の予定。最終的には検討委員の意見をまとめて特別委員会に提出する。 

委員 本論に入る前にこんなに時間がかかっている。３回で終わるわけがない。会に出席

している以上責任がある。適当にはできない。我々の意見はどの程度取り上げられ
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るのか。 

代表 意見が取り上げられるかどうかは特別委員会で決める。 

委員 答申に我々の意見が載る。それを議会がどう扱うかは別の話。我々の責任が問われ

るわけではない。 

委員 意見を出して、最終的な結論は議会で出される。 

事務局 会議録要旨はホームページで公開予定。答申も同様に公開する。住民にもわかっ

ていただけると思う。 

委員 議員の考えを聞いてみたい。それを検討の参考にしたい。検討委員の意見が議員の

考えとかけ離れたものになってもいいのか。 

事務局 議会としての方向を出しているわけではなく、議員個々で考えを持っている。考

えを聞いてもらっても、それは議会の総意ではなく、あくまでも議員個人の考えで

ある。 

委員 数字は別として、平成２０年の集約にあるような意見だということですね。 

委員 議員の動きが見えない。議会での発言、質問をするということは、勉強したり、住

民の意見を聞いたりして、何らかの意見を基にした発言が多いと思う。頑張ってい

る人もいれば、何をやっているのかと思う人もいる。どういうことをしたらよりよ

い湯梨浜町になるのかという観点で活動されている人が議員をされていると思う。

いろんなところに行って勉強したり、住民の意見を聞いたりしたりするにはこの報

酬じゃ低いと思う。逆に住民の意見を反映してくれない人に対しては、こんなにも

らっているのかと思う。議員にもっと勉強してもらいたい。どうすれば湯梨浜町が

よくなるのかという観点で活動してもらいたい。一生懸命やってくれるなら１人く

らい人数減らして報酬を上げてもいいと思う。 

委員 経常収支比率の推移はどうか。悪くなっているのならそれについても考えないとい

けない。人数減らして悪影響が出るようなら今のままでいかないといけない。議員

は今の議会をどう思っているのか、町はどう考えているのかわからない。 

代表 経常収支比率について、議員は予算の段階で知っている。事務局の話にもあったが、

平成２７年度以降、国からの交付税がだんだん減ってくる。 

委員 交付税が減ってくる中で少ない人数でできるのか。景気がいいならどんどん給料出

しても良いが、これから比率が悪くなるなら議会も引き締めていかないといけない。 

代表 合併当時からその話はあった。それで職員数を減らしたり、議員報酬も減らしたり

した。費用弁償もなくした。 

委員 若い人が出ないといけないというが、現状では出られない。議員報酬だけではやっ

ていけない。副業を持ちながらやるしかない。 

委員 合併したときから１０年後に減るのはわかっていたこと。それを見越して政策をさ

れるべき。議員報酬カットで貢献するのではなく、施策で貢献しないといけない。

定数カットしたら若い人は余計に出ない。 

代表 皆さんの意見を出してもらって、最終的には方向性をもって特別委員会に提言する。
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外の意見を議会の意見に盛り込む形。 

委員 皆さんの意見をまとめて、結果このくらいが妥当であるという話にもっていかない

といけない。それは分かるが、将来のことを考えると本当にカットがいいのかどう

か。それが難しい。 

委員 議員が将来をどう考えているのか、意見を聞いてみたい。議員が一番わかっている

はず。今の任期、次の任期だけでなく、もっと将来的な考えを聞きたい。 

委員 さっき話があったように、議員はそれぞれの意見がある。何度も言うようだが、な

ぜ定数と報酬の改定についてのみ取り出してやられるのか。議員にとって一番触れ

られたくないであろう部分をなぜ今触ろうとするのか。それがわかればおのずと方

向性は出てくる。 

委員 各議員で考えはバラバラ。当選して４年間は責任もってやられるが、次は分からな

い。将来について意見を聞きたいといってもなかなか言わないだろう。側面から見

て、今の議会のあり方はどうか、定数・報酬はどうか、我々の意見でまとめればい

い。 

委員 ４年間で改革が終わりかとなるとそれでは意味がない。湯梨浜のために継続してや

ってもらわないといけない。そういう意識でやってもらわないと困る。 

 

（休 憩） 

 

委員 議員１人当たりの人口が約１０００人とあるが、地区ごとではどうか。 

 （現在の地区別議員数：羽合６、東郷６、泊５） 

   定数減らしたら議員がいない地区も出てくるのでは。 

代表 それは関係ない。全町で考えないと。 

委員 昔はそういう考えもあったが、合併後は全体からふさわしい人を選ぶ。 

代表 選挙に出る人がいない。年寄りばかりになってしまった。 

委員 ５０代が５人いる。 

委員 ５０代の議員が頑張れば議会基本条例はすぐできる。 

委員 町民が興味を持つような議会にしないと。今のように傍聴もない、活動が見えてこ

ない議会ではいけない。見えないと定数・報酬の検討もできない。 

委員 町内のボランティアなどは協力できないのか。行政はパブリックコメントなどをや

っている。報酬を出して使うのではなく、開かれた議会にして、みんなで話し合っ

てやっていくと、活動なども見えてくる。 

委員 ボランティアまでいかなくても、情報収集のシステムはできる。たとえば区長会な

どを利用したり、それぞれの議題にあわせて出席者を考えて会を開くとか。そうい

う考えがあるのかどうかも含めて議員に聞きたい。以前、区長会で出た意見を議会

におろしてほしいという話があった。議会でも動いて制度化すればいい。 

委員 一番いいのが議会報告会。従来あるものではなく、自分の地元でないところに出向
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いて開く。最初はうまくいかないだろう。うまくやらないと人は集まらない。みん

な無関心ですから。 

代表 次回開催日はどうするか。 

委員 このスケジュールで意見を集約し、我々の意見を一本化できるのか。 

委員 一本化できなければ意見の併記もできる。ただ、ある程度の方向付けは必要。 

委員 意見集約が難しいと思う。まったく反対の意見になる可能性もある。それを３回で

できるか。 

委員 結論を出すための根拠がない。何度やっても同じ議論になる。 

代表 会で発言できる人となかなかできない人がいる。今日出た意見をそれぞれ踏まえ、

自分の考えを書いてきてもらい、次回はそれを見ながら話し合うというのはどうか。

名前は無記名で。 

委員 書いてきてもいいが、そのまとめは川田委員がやられるのか。 

代表 みなさんでやる。 

委員 前回のように箇条書きでまとめるのはどうか。 

代表 議会について基本的なことについてが大事だというのも書いて、それに加えて定

数・報酬についてはどうかということを書いてほしい。 

委員 今日出た意見をとりあえずまとめてもらい、次回ですり合わせるのはどうか。 

委員 次回は具体的な数字も出していかないといけない。 

委員 数字を出しても根拠はなく、説明できない。それでも出さないといけないというな

ら出すが、なかなか難しい。今は現状維持にして、また次回きちんと話し合うか。

あとは議員の特別委員会での議論を踏まえながら次回再度開くかどうか。それとも

今回数字を提案するのか。 

代表 我々検討委員は、議題に出された問題だけを検討して報告すればいいと思う。議会

の協議を聞いて、というのは関係ない。 

委員 そういうことも知りたいという提案として出してもらいたい。定数・報酬について

は現状のままで、来年度再度開くという提案もできる。 

代表 それは議会が考えること。 

委員 個人的には、定数・報酬をどうするか、具体的な数字は出せない。 

委員 各々考えがあるでしょうから、それを書いてきてもらう。 

事務局 一般的に、議員定数は偶数のほうがよい。議長は採決に加わらないので、採決す

るときに奇数となり、やりやすい。１常任委員会について、定数６は、委員会を運

営する上で支障の出ない範囲の人数と思われる。今後様々な取り組みをしていくう

えで、議員定数が少なくなると支障が出るかどうかは不明。今現在の活動では支障

はない。 

代表 次回開催は、１２月６日の午後３時からとします。よろしくお願いします。本日は

ごくろうさまでした。 

閉会 ２１時０２分 


