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(開会 午前 ９時５８分)

○堺委員長 おはようございます。定時まで２分ほどありますけども、全員集まっていた

だきましたんで、今から始めたいと思います。

おはようございます。

ただ今から、議会改革に関する調査特別委員会を開会致します。

直ちに会議を開きます。

本日は、第７回目の会議であります。正副委員長において、会議の進め方について検討

してまいりました。その中において、議員定数と議員報酬については、最重要テーマであ

りますので、各委員からの考え方を再度いただきながら、一歩を踏み込みまして結論を出

せるよう議題とさせていただきました。

第６回特別委員会でまとめた中間報告書を議会だよりの１月号の臨時号に載せ、広く町

民からの意見募集に努めたところでございますが、結果として、現在までいただいたご意

見はゼロでありました。

このため、次の展開として、本来であればその中間報告書と今回皆様で議論していただ

いた内容をもって各地域に入りまして、住民懇談会を開催することが望ましいところであ

りますが、現在の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえますと、現時点で多くの方々を

集めて地域懇談会を開催することはリスクがあり、難しいと判断したところであります。

このため、これに代わる町内の各代表者との懇談会を開催できないか検討してきたところ

であり、本日はこの部分も合わせて協議したく、議題とさせていただいたところでありま

す。

始めに、会議の進め方についてお諮り致します。資料でございますが、事前に議員各位

に議員定数と議員報酬について、再度考え方の精査をさせていただき、それを書面にまと

めさしていただきました。本日はその内容を基に議論を行い、結論が見出せるよう努めて

いきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

また、合わせて町内の各界代表者との懇談会開催についても、実施要綱案を添付させて

いただいておりますので、協議をお願いしたいと思います。

以上、今お話した内容で会議を進めてまいりたいと考えております。これにご異議あり

ませんか。

(「異議なし」という声あり)

○堺委員長 ご異議なしと認め、そのように進めます。

提出されている資料に沿って進めてまいります。始めに、議員定数についてを議題と致

します。各委員から提出されている資料について、説明を求めます。自らの考えと、その

理由についてをお願い致します。始めに、疋田委員、お願いします。

○疋田委員 自分では、あくまでも、今現在のこの１２名でいいだろうなと思ってます。

先般、町内会の役員のおばさん方にちらっと会って話も聞いたんですけれども、自分の考

え方通したらどうなんだっていう話だったもんですから、こういう書き方さしていただき

ました。ですから、あくまでも自分は今の現状のままでもう１期だけやっていただければ、

非常にありがたいかなあと思っております。

そして、人口が万が一その間に５千人以下になった場合、これに関しては、その時に改

めて減員なり、給料のバックアップでも上げるようにしたらいいだろうなと思っておりま

すけれども、今のところは自分ではこれだけです。

それで、下の方も、議員報酬についてもやるんですか。

○堺委員長 議員報酬は後でまた入りますんで、その時にまた説明さしていただきます。
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○疋田委員 わかりました。じゃあ、そういうことです。

○堺委員長 わかりました。

次に、飯田委員お願いします。

○飯田委員 私は、現状維持というふうに回答致しました。これはですね、将来的にいず

れ、多分大きな改革がまたしなきゃならないんじゃないかなということがあって、それを

決定するまでは、とりあえず現在の人数でよろしいんじゃないかなと思っております。

○堺委員長 次に、宮本委員。

○宮本委員 議員定数についてですが、前回自分の意見としては、定数減でしたけど、今

まで何回かの調査委員会を通じて皆さんの意見を聞いて、しばらくの間は人口数的にも現

状のままでいいんでないかと思っております。

○堺委員長 続きまして福原委員、お願いします。

○福原委員 議員定数の関係、先日、議長、副議長が町内会連合会で、現在までの報告を

なさったはずですけど、その感触をまずお聞きしてから私は述べたいと思います。

○堺委員長 今の福原委員の。

○伊藤議長 いいですよ。

今、福原委員から言われたの、いつの会議の件。今回は資料出しましたけど、何かあれ

ばお答えに行きたいって言ったんですけども、来てないんですよ。それで、２月の１０日

に総会があるので、できればその時に何かあれば私いますんで、いろいろお話し合いした

いったら、２月の１０日の総会も書面決議になっちゃって、動いてないんですよ。大変申

し訳ないですけど、今のとこ動きないので、そんなことでございます。

○福原委員 わかりました。いや、どういうふうにね、町内会がスタートだったもんです

からね、連合町内会がスタートだったもんですから、議長は、それに対応して改革しなけ

ればならないなあということだったもんですから。それで、まずその人達の意見をどうい

うふうなものかなあと拝聴してからと思ってました。

それで、私は今回でこの議員定数の関係３回ですよ、１回目アンケート、前回口頭で確

認致しました。今日３回目です。それで、基本的には一番最初に書いた、やはり松前町の

人口規模からいったら、やはり定数は現状のままというふうな考え方だったんですけど、

やはり町内会の意向であり、人口減少であり、それと経費削減であり、いろいろこう、そ

れと今回特に気持ちとしては大きかったのは、選挙が無投票だったということです。立候

補する人が定数を超えなかったということです。これが、やはり一番大きかったんです。

それで、私も熟知して考えて、やはり今のような状況で議員の議会での質疑、一般質問

等々、日常普段こう考えてみたら、やはり厳しいかなあというふうなことで、議員は定数

は１０人というふうなことで、私は今回は提案さしていただきました。

○堺委員長 続きまして、近江委員。

○近江委員 やっぱり私もですね、将来的に松前の人口が４千人ぐらいにまでなるんでな

いかということでもって、やはりそうなった場合ね、定員、議員の定数ってのは１０人ぐ

らいがね、やっぱり妥当でないのかなというふうに考えております。

先ほど福原委員が言いましたように、やっぱり選挙の無投票、これがね、結構ダメージ

にあるもんですから、やはり議員の定数改正が一番町民の関心事項ではないのかなという

ふうに考えてます。以上です。

○堺委員長 次に、工藤委員。

○工藤委員 私は現状維持と考えました。町民の中には、はっきり言える人も大勢いらっ

しゃいますし、そういう人方が代表になって町内会やなんかも動かしております。ところ
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が、外に向かってものを言えない人方が結構いるんですよね。

一度定数削減してしまうと、元へ戻すっちゅうか、増員するっちゅうのはできないこと

だと思います。

それから、今二つ委員会ありますけども、やっぱり二つに分かれて、数字だけでいいで

すか。

○堺委員長 続きまして、西川委員お願いします。

○西川委員 まず、基幹産業であるですね、漁業から始め、この一次産業がまだ２．１％

の状態でですね、しかも松前町の場合は高齢化率が全道で４番目ということもあります。

それに加えてこのコロナ禍でもって人口減少、高齢化はますます激しくなって、加速的に

我々の予想以上に進むものと考えられておりますので、私は早めに、町民から言われる前

に、早めに定数を削減した方がいいんじゃないかなあというふうに思っております。

○堺委員長 次に、梶谷委員、お願いします。

○梶谷委員 毎度同じことを言うんですけどね、やっぱり議会というのは、町民の声をね、

できるだけ多く反映させて、そしてまちづくりをしていくためのものだという、基本的な

考え方からすればね、この用紙に書いているとおり、行政区域も３村１町合併、そして端

から端まで５０ないし６０キロのこの町の行政区域の状態からすれば、やはり今の１２名

という数字は、私は妥当でないのかなと。

ただ問題はね、この町民の声を本当にこの議員が、１２名が地域の声を反映させている

かっていうことになると、まだまだ課題があるような気がしますけどもね。まあ、あえて

定数っていう話でいうならば、基本的にはそうあるべきでないかなと思ってます。

特に今の定数の定め方は、昔は人口規模、財政規模によって法で定めていましたけれど

も、それが変わって、地域の実情に応じて自分達で決めなさいっていうことになってます

からね、そういう観点からすれば、今言ったことを大事にしながら数は決めていかなけれ

ばいけないのかなと。

ただね、あくまでもこの世の中がどう変わるかわかりませんから、この先正になくなる

町の一つになってるとすればね、そういう状況を考えて定数を定めるとすればね、もっと

もっと議論はしないといけないんでねえの、簡単な問題でないと思います、そう思います。

現状では、書いたとおりでございます。

○堺委員長 次に、斉藤委員、お願いします。

○斉藤委員 私は、やっぱり前回の選挙が無投票だったということを含めて、私の付き合

う人方は、圧倒的に１０人にしなさいというような意見が多いです。これは、町内会長さ

ん方がどうこうという話もありますけども、私を支持してくれた人方は１０人に減らすべ

きであると、こういうふうに多くの人が私に話しています。

それと、私方の任期が令和５年までですよね。この間に５千人を下回るということは、

私はないと思うんですよ。ですから、現状のままで、１２名のままでということになれば、

無投票であったということが、一つの足かせになるんでないかなという気がしますので、

１０名というふうにしました。以上です。

○堺委員長 続きまして、沼山副委員長。

○沼山副委員長 私の場合、現状維持としましたが、何を基準として定数を決めるかを、

やはり明確にする必要があるのではないかなというふうに思っております。

昨年の１１月に議員報酬と定数は別の論理であるというふうな研修も受けまして、こう

いった考えもちょっと出てきました。定数と人口を決めることも、また一つの、考え方の

一つなのかなと思っております。またそれは次の選挙、またその次の選挙の方にもきちん
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と、約束事を決めたことがですね、実行されるようなことを決めれればいいのかなという

ふうに思います。以上です。

○堺委員長 私も発言させていただきます。

私は、うちの方のいろんな会議に出ることが数多くありまして、その中で逐一人口減と

報酬の方はするんです。その中において、やっぱりどうだろうねって、人口も減って来て

るから、それに見合ったね、見合った定数にしたらいいんでないの。最初は、まあ２名減

で考えていたんですけども、一気に２名というよりも、今副委員長が言ったように、６千

きらなかったら、１１名でどうだって、具体的にそういう意見が出てきてあったんですよ。

それで、今回もここに載せましたけど、そういう考えから、私は６千を切らなかったら１

１名、切ったら１０名という感じで今回載せていただきました。

議長。

○伊藤議長 この資料に載ってないんですけど、当初私も２減で４万アップのような話を

ずっとしてきました。今のお話ずっと聞いてみても、やや半々で現状維持という人もいる

わけですよね。ただ、町の空気としてはですね、減らせっていうのが、やっぱり多いのか

なあって気もします。

たまたま、簡単に自分の主張変えるようで悪いんだけども、じゃあ、折衷案として１減

で行って見たらどうなんだべと。令和５年の選挙は１１として、その次はいよいよ腹くく

って、しっかり先に進むべきかもしれないということで、１減案でもみんなで協議すべき

かなという思いでおります。

１減にして、報酬どのぐらい上げればどうなるとかっていうやつもつくってみましたけ

ど、折衷案ったら叱られるけどね、そういう考え方も、もうちょっと時間あるので、検討

したらどうかなということで、あえて１減の計算をしてみたということでございます。

私の考え方としては、本当２減にしたいんですけど、いろいろあるんでしょうから、１

減という選択肢もあるかもしんないという話をさせていただきます。今後また検討しても

らえれば。以上でございます。

○堺委員長 一通り皆様からの説明が終わりましたけども、現状、定数減、現状維持の二

つありまして、現状維持の方が若干多いような状況になります。これに対して皆さん方の、

委員からですね、この後の、ただ今現状維持の方が多いっていうことなんですけども、ど

のようにして進めて行ったらいいか、発言をいただきたいと思います。

福原委員。

○福原委員 数字としてこういうふうに出たんですけどもね、これからが本番ですよね、

今議長も言われたように。だから、意見交換っていう時間が、今まであったようでなかっ

たんですよ。人口減する、それと経済も疲弊してきてる、そして今度は無投票だっただと

か。それと鹿部町が選挙戦なる前に、１人定数に満たないで選挙戦が行われただとか、い

ろいろといろんな流れが来てる。

それと、うちらの町っていうのは、７０歳以上が３分の２かな、今、それぐらいでない

ですかね、そんなにいなかった、６０％ぐらい、６５歳以上。どっちにしててもうちらの

町もそういう世代交代に入ってきたんだと。ちょっとごめんね、そういう議論をしてほし

いなあということなんです、みんなでね。

それと、議論していただきたい。いい兆候が見れてるんですよ、何が見られてるかとい

うと、今日も近江委員がマスの関係でみんなにハガキを出して、自主的に勉強会をするよ

うな場面をつくってきたと。これが何回も繰り返された。それと、沼山委員長がね、３日

の日、勉強会するだとか。こういうことが今までなかったんですよ。
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それと今日特別委員会、昨日保護司のちょっと会議あった時に、こういうふうなこと言

ってました。ああ、今日特別委員会で議員定数のことやるんだねと、そういう具体的な広

報が出てきたんです。ああ、いいねということなんです。ですから、何をやるのかってい

う具体的なものを臨時議会であれ、特別委員会であり、常任委員会であり、定例議会であ

り、そういう主なことを伝えてくれれば来るようになるなと。

もう一つは、今日傍聴してきていただいてますけど、そういうふうな人達に帰りにコメ

ント書いていってもらうだとか。定例議会でも書いていってもらうだとか、気持ちのある

方は、どうだったか、良かっただとか、そういう評価をしてもらえばいいんですよ。そう

すっと、わざわざ地元を出て行くっていうことをしなくても。

ですから、言いたいのは、近江さんのように、今回もう一つは勉強会をやる。こういう

動きが久しぶりに出てきたということを、やはりアピールしたらいいと思う。そういうこ

とを、そんな意味でも議会が変わろうとしている雰囲気が出てきたよということなんです。

ですから、定数問題について、今のようなことをいろいろと少し議論して、次に報酬の方

に入って行ってくれれば、積み重ねでね。みんながよしっ、したらそれで行こうやってい

うことになるんでないでしょうかね。

○堺委員長 その他、ご意見がございまいしたら。

梶谷委員。

○梶谷委員 先ほども言ったことに関連しますけどね、まずなり手が少ないから減らすっ

ていう考え方は、いかがなものかということ一つとね。これ減らして、減らして、そした

ら今この次の選挙にね、例えば１０にした、１０にした場合に、１１になるのか、１２に

なるのか、あるいはひょっとしたら９人になるのか。これは、これもやってみないとわか

んない。そういうことを考えたらね、なり手が少ないってことの原因は何かっていうこと

はいろいろあると思うけども、まず私は間口を狭めちゃいけないっていう考え方さ、ね。

出て行きたいけども、選挙にはなかなか勝てないし、まあ、やってみなきゃわかんないこ

となんだけども、決断しかねると。それが更にね、今言ったような形で間口が狭くなった

とすれば、余計ハードルが高くなるわけだ。ますますなり手が不足なるんでないかなって

いう心配も私、正直言ってしてますよ、心配してます。

だから、基本的に間口は狭めちゃいけないなっていうこともね、一つ大事にしていかな

ければいけないこと。結果的に選挙やったけれども、１２人の定数でやったけども１２人

しかいなかったと、例えばね、いなかったとしても実際に例があるよね、定数に満たない、

１０でやったけど８人しかいなかった。それが行政にどう影響するかと言うと、正直言っ

ていって影響ないですよね。影響ないって表現はストレートでね、申し訳ないんですけど

も、やれないってことないんですよ。だから、その辺考えればね、やっぱり基本的にはね、

間口は狭めちゃいけないなっていうこともあるんです。それ付け加えたいと思います。

○堺委員長 その他、私はこういう考え方、先ほども述べていただきましたけども、更に

何か付け加えることがありましたら。

沼山委員。

○沼山副委員長 私、さっき現状維持とは書いたんだけども、何が何でも現状維持ってい

うことではなくって、定数と報酬に関しては、町民とともに考えていくっていうのが大原

則であるというふうな研修会でもありました。そういった意味では、我々議会側とすれば、

根拠をやっぱり示しながら、住民との意見を交換するっていうことが望ましいのかなって

いうふうに思います。一つは、前回無投票であったということと、それからいろんな町民

から、議員の数多いんでないかという声に対するもの。そして、議会側として、じゃあ、
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どこでその基準を決めていくのかと。これ、やっぱり私個人的な考えだけど、人口ととも

に議員の定数を一つの物差しとして、やっぱり決めていくのもまた町民にとってはわかり

やすいのかなっていうふうな思いを致します。

ですから、さっき言ったように根拠付けとして、前回無投票であること。それと町民か

ら議員数多いんでないかということ。それから、私どもの立場から、じゃあ人口でどの区

割りを、区分をきちっとしていくっていうことを示して行った方が、町民としてもわかり

やすいのかなっていう気しますけども。以上です。

○堺委員長 梶谷委員。

○梶谷委員 あのね、自分なりの意見は言わせてもらってますけどね、減数を主張される

方々の町民の声を聞けば、前の選挙では実際に無投票で終わったから定数減らしたらいか

べっていうような意見もあったように聞いてますけども、その他にね、町民が議員の定数

を減らせっていう理由は何かありますか。

私聞いてる範囲ではね、財政厳しい、人口が減ってるんだ、だから減らせっていう人は、

これ基本的には、これ何て言うか、スタンダードなんだよ、標準なんだよね。ただ、もっ

ときつく言わせてもらうとね、私はこれ、非常に私は議員として厳しく受け止めなければ

いけない言葉だなと思うのはね、いてもいなくてもいい議員なら減らせっていう、そうい

う意見もあるんですよ。だから、いてもいなくてもいいっていう話、なに話だと、私は反

論したくなりますよね。みんなそれぞれ希望もって、あるいは自分の主張持って議会に出

てきている、議会活動してるんだから、いてもいなくてもいい議員っていう表現はいかが

なものかっていう、私は反論してるんだけども。

だから、そういう見方をされる議会だとすれば、これは議会に問題あるなって。町民は

極めて単純に言ってるかもしらんけどね、大きな傷を、プライドを傷つけられることにな

るわけさ。そういうこともね、やっぱりせっかくね、こういう席なんだから、議会改革な

んだからね、やっぱりみんなの意見どんどん出してさ、もっともっと激しくね、現状維持

はこういう考え方なんだよと、減らすのはこういう考え方なんだよってものをね、極めて

いっていいんじゃないの。そういうことが、私今の議会に足りないと思うんだよ。お互い

の討議ってのかな、議員間の討議っていうのね。ただ相手の話聞きっぱなし、自分は言い

っぱなしじゃなくってさ、あんたそう考えるけども、本当にそうなのっていう話だって、

あってもいいんじゃないかい。委員長、どういうふうにお考えになってるか知りませんけ

ども。

○堺委員長 その他、ありませんか。

西川委員。

○西川委員 議論は大いに尽くすべきだと、本当に思います。ただ、先ほど梶谷委員も言

ったようにですね、やはり町の実情に合わせてということで、以前みたいに人口どうのこ

うのっていうことでなくなってきているのが実情です。

それともう一つ、地方議員ははたして必要なのかっていう議論まで出てきてる中でです

ね、やはり我々は、自分は特にそうなんですけど、襟を正して行かなきゃならないなあと

いうふうに思ってます。本当にそういった意味でですね、しかも高齢化率が全道でも高い

この松前町にあってですね、やはり自分からはじめですね、やはり７５過ぎたらね、判断

力も落ちてきます。そういった意味でね、私は前回の選挙無投票であったんですけど、や

はり皆さん選挙運動したでしょ。やっぱり行く先々で何人かにね、よく言われたんですよ、

ああ、あの人も来て行った、この人も来て行った、この人も来て行ったと。あれ、誰さ入

れたらいいんだべって、こういった言い方までするね。



- 8 -

だから私はね、この高齢化がね、どんどん進んでるこの松前町でね、余所の町と同じよ

うなことはっていうより、本当にもう率先して。私はね、もう先を見てですね、やはり思

い切って減らすべきだなというふうに、本当につくづく思っております。

○堺委員長 福原委員。

○福原委員 先ほど、うちら１２人のうち、７０歳以上が８３％でした。８３％。７０歳

以上、１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０。それぐらいの後期高齢者に入ってま

す。

それで、私は今この道南の議会議員から、市長であり、町長になっていく人達が多くな

ってきてました。それで、そういうエネルギーのある人達がほしいなということが根本な

んです、はっきり言って。それで、１２人がそういうことでは駄目だということでないん

です、私は、根本的には。やはり、多くの意見を議会で主張してもらうためには、１２人

でも１５人でも１６人でもいいっていうの本来は持ってんです。しかし、人材が、松前町

はエネルギー持った人材が少ないから、その人達が出て来れるような環境づくりをどう整

えるかっていうことで、頭を悩ましたんだ。

それで、今回、今先ほど言った、令和５年に今満期になって選挙ありますけどもね。し

たらどうかっていうことなんですよ。それで、今度報酬と兼ね合いが出てくるでしょうけ

ど、ですから、その人達が出てきても、今度は自由に、ある程度ルールがありますけれど

もね、質疑でも一般質問でもそういうことが運営、議会運営の中でしてくれるような環境

づくり。そして、一人一人持ってる個性を大事にしてくれる議会運営をすれば変わるかな

と思う。そうすと、１２人だとか１０人だとか１１人、そんな定数の問題でないんです、

私は。ですから、それだけの主張と行動力のある議会議員をつくらなければならない、育

てなければならないんですよ。そんなことのステップとして、ステップとして今回の議員

定数があるんです。それは、１２人でもいいですし、１１人でも１０人でもいいんですよ、

私、してくれる。

ただ、世の中の流れがそういうふうになってる。ただ、前の前の議員は、６千人を切っ

たら１名減らしましょうや、５千人切ったらまた１名減らしましょうやっていう、そうい

う覚え書きのようなことをしてましたよね。ですから、それを尊重すれば、６千人切るま

で切らなくてもいいんですよ。しかし、それはもう無効だっていうんであればいいですよ、

そうすっとそういう議論は成り立たないんですから。ただ議員を育てる、そういう環境を

つくるというふうに私は思いますけどね。

ですから、皆さんのもっと意見を出してもらって、議論を白熱させたらいいと思います

よ。そういうことです。

○堺委員長 なかなか厳しいご意見でした。他ありませんか。

工藤委員。

○工藤委員 同じことの繰り返しなんですけども、一回定数削減してしまうと元へは戻せ

ない。それから、いろんな委員会をやってもある程度の人数がいないと、偏った意見で流

れてしまう。それから、町民の少数意見っちゅうか、声を大にしてしゃべれない人方の代

表がいなくなってしまう、それを危惧しております。

○堺委員長 私も一言言いたいなあと思ってんですけど、よろしいですか。

私のとこへ、結構事務所にいると来るんですよね、世間話するために来るんだろうか、

議会のそういう事情を聞きに来るのかわかんないんですけども。その中にいて、やっぱり

梶谷委員が言ったようにいてもいなくてもいい議員がいると、それであったら議員いらな

いんでねえかっていう意見出してくれたんだけど、だけど、それではものがちゃんと決ま
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るものも決まらないし、議員っていうのは、皆さん方の今言ったような意見を吸い取って

議会に持って行く立場だから、やっぱり議員はいらないってことはないですよって。だか

らみんな、それぞれの形で一生懸命やってます。

ただ、議員定数を減らすと自分にかかる、１人にかかる負担が大きくなりますけども、

だけど、それぐらいのやっぱり努力は必要かなと思ってました。だから、やっぱり人口に

見合った数の定員でいいのかなっていう感じで、私は前回２名減にしたんですけど、やは

り６千台であったら１減かなっていう感じで、今回もこれに出させていただきました。

必ずしも２名減ということでなくてでもですね、１名減の方向性で行っても構わないの

かなってな感じで今考えていますけども、どうでしょうかね、皆さん方、先ほど聞いて２

名、現状維持っていう形での意見が多かったんですけども。

斉藤委員。

○斉藤委員 今回定数の確定はっていうことには、なかなか行かないと思うんですよ。こ

れ、前に委員長名で中間報告も出して、モニター、議会モニター募集してモニターの人の

意見も聞いてみましょうとか、もう少し町の意見を聞いてみましょうだとか、こういうこ

とも約束しているわけですよね。ですから、今１０から１１、１２という三つの案が出ま

したけども、これはこれとしておいてですね、モニター制度が発足したら、またモニター

にも聞いてみる。このコロナが収まって、町内に下がっていけるようだったら下がって話

を聞いてみるってことも必要だと思いますのでね。次の報酬のこともありますので、定数

のことについては、もう少し時間かけて議論していったらいいんでしょうか。

ただ、私が言うのは、我々の任期は令和５年までですと。その先のことまで決めてはい

けませんよということを申し上げておきたいと思います。

○堺委員長 皆さんから、いろいろなご意見をいただきましたけども、定数に関しては、

なかなか決められないとこありました。

福原委員。

○福原委員 今、斉藤委員が言われたことで、次の選挙のことについては関わるべきでな

いというようなニュアンスにとったんですけれども、それでやはり議会改革っていうこと

の大きい大義名分からいったら、その時に担ってる議員が責任を持って、それを行動とし

て形として残さなければならないんでないかなと。日々議会っていうのは、町民のため、

まちづくりのため闘っておりますんでね。そうすっと、そのことが大問題だということで

あれば、将来の松前町にとって大問題だということで、課題だということであれば、やは

り私自身はね、積極的に関わった方がいいんでないかなっていう気持ちで。

それで、今日はね、もう一つ大きい、これとどうしても議員定数と報酬っていうの連動

してますんでね。それと先ほど工藤さんが言われた常任委員会が成り立たないだとかと、

そういう議論は成り立ちません。常任委員会一つにすればいいだけですから、木古内町の

ように。木古内町一つですよね、常任委員会、そういう町もありますからね、何も一つで

あろうと二つであろうと三つであろうと。成立するように組織替えをすればいいだけです

から。と、私は思ってますよ。ですから、一つ一つ、みんなが共通理解をとるまで、僕は

斉藤委員が言ったようにもう少し時間かけて、大事なことですからやられたらいいと。結

論はそういうことにしてくれればいいなと思ってましたよ。

○堺委員長 今、この人数、定数をですね、決めたいっていう根拠の中には、町民、また

は各団体の代表者方とこれからいろいろ協議もしていかなきゃならないもんですから、あ

る程度具体的な数字というんですか、その辺を決めておいて、そちらの方々と意見交換し

たいなという意図がありましたもんですから、定数どうしたらいいだろうかなっていう感
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じで皆さんに問いかけていたわけです。

ただし、今日それを決定するっていうことはちょっと無理かなと思うんですよね。です

ので、今後、この後も定数に関しては、いろいろと議論重ねていきながら決定していきた

いと思いますので、よろしいでしょうか。

福原委員、いいですか。

○福原委員 僕は委員長ね、ちょっと気になるのは、この間、議長と委員長がこういう体

制で松前町の知識のある、そして見識のある人達と懇談会したいということ言ってました

んでね。いわゆるきちっとした形のものを、できあがった段階でしていただければいいか

なと。そして、その人方からアドバイスをもらって、そして修正すればいいだけですから。

そういうふうに思ってたもんですからね、それが近々やるっていうようなニュアンスだっ

たもんですからね。それを先延ばしして、皆さん言われるように十分に討議してね、そし

て形を整えればいいと思うんですよ。

○堺委員長 梶谷委員。

○梶谷委員 何回も立って恐縮なんですけどね。やっぱり町民が減らせって言う、定数を

ね、減らしなさいっていう意見の中に、さっき言ったようにいてもいなくてもいい議員な

ら減らせっていう言い方、非常にプライドを傷つけられました。それから更にね、極端に

言うとね、議会不要論まで出てんですよ。それはどういうことなの、考えてみないといけ

ないでしょう、我々の議会活動が理解されてないんですよ。あるいはまた、その人方は、

真剣にこの議会を眺めているとね、本当に議員何やってるんだっていうような人もいるん

ですよ。

だから私は、基本的にはこういう地域の状況からいって、町民の声をどんどんどんどん

行政に反映させる姿が、町民にはっきりわかるような議会でなければね、いつまで経って

もね、この改選を迎えた時に必ず出てくるのは、減数論ですよ、いてもいなくてもいいん

だら減らせって、また減らせって。そういう声はね、まともに、これは全てじゃないよ、

もちろん。これは声の中の一つだということで理解してくださいよ、そんなのがね、町民

の全体の声だったとしたら大変な話なんだからね。

だから、特に私は自分自身気をつけてることは、できるだけ議案に対しては疑問を持ち

ながら解明をしていくと。いわゆる町長の追従の機関であっちゃいけないと、やっぱり監

視、チェック、そういう機能は議会はきちっと果たしていかなければいけないっていう気

持ちでね。皆さんもそうだと思いますけども、それにしてはやっぱり町民から見たらね、

議会の在り方に対する疑問が出てるってことは、我々が、自分達がこういう議会で活動し

てるんですよっていうものをね、知っていただくような活動をしてないってことでしょう。

ですから、この議会改革の特別委員会つくってんでしょう。

私は定数ありき、報酬ありきじゃないと思う。そういう声をね、どうやったらこの議会

活動を町民の間に理解してもらえるかっていう活動が、我々にはなかったんでねえの、反

省しなければいけないんじゃないの。そういう議論もしなければいけねえでしょう、改革、

議会改革委員会であったら。

そうじゃなくってね、今までの私流れに対して、あえて注文つけるような形になってし

まいましたけれども、本当に議会改革だったら、活性化だとかね、町民の声を聞くとか、

議会の報告をするとかっていう話がどんどんどんどん進んでいくと、今言ったようないで

もいなくてもいい議員なら減らせとか、あってもなくてもいい議会なら問題あるとかね。

もっと言うとね、議会にいっても、私の個人的なことを言うとね、やっぱり自分の声を

町政に反映させて、少しでも町を良くしていきたいっていう気持ちで出て来たんですよ、
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正直言ってね。だけど、今の人方に言わせると、今の議会だら俺一人ぐらい行ったって、

町変わるわけじゃない、出れば異議なしで済んでしまうと、議論も大したない。そして、

考えれば選挙の壁を乗り越えなければいけない。もっともっと言えば、報酬だって自分達

の生活にきちっと保っていけるような中身でもない。昔はそれなりにね、議員の立場って

のは、例えば共済制度、いわゆる議員年金だとかね、そういうものはあったけども、そう

いういろんな議員に対する条件ってのはどんどんどんどん削除されて、今報酬一本でこう

いう形で、しかも一生懸命やってるんだけども、町民から見ればいてもいなくてもいいと

かさ、挙げ句の果てには議会なんてあってもなくても同じでねえかみたいな話まで出ると

すればね、これは議会の責任は大きいと私は思うんですよ。だから、報酬ありき、定数あ

りきの議論は特別委員会設置されるたんびにやってる。それだけ、正解のない永久の課題

なんですよ。

だから、そういうことを考えたらね、議会改革特別委員会の議論ってのはね、私はもっ

ともっと中身変わった形で、しかもね、議員同士の意見交換ってのしないとね、あなたど

う考えますか、現状維持です、変えます、そういう形でやっててね、議会改革できないと

私思いますよ。ちょっと言い過ぎかもしれませんけどね、あえて言わせてもらいます。

○堺委員長 議会改革の中身の中にはいろんな課題がありますけども、それを一つ一つク

リアしていかないと先に進めないもんですから、まず、今現在目の前にあります議員定数

と報酬問題などを、やっぱりクリアしながら梶谷委員が言ったような、そういう課題もや

っぱり進めていかなければと私も思っておりました。

とりあえず、とにかく今目の前にありますこの議員定数と報酬問題を先に片付けたい。

この次、出馬される方々にも、やっぱりそういうチャンスを与えるためにも、そういう意

見を集約していきたいなって感じたもんですから、今回こういう定数と削減を先にってい

うふうな形で定義さしていただいております。

何人っていうふうなご意見もありませんので、これは、この次の特別委員会に先延ばし

ってわけではないんですけど、その前に代表者からのご意見も聞かなければならないもん

ですから、そういう形で進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

梶谷委員。

○梶谷委員 今のような繰り返しだとね、またぞろ定数、報酬の話になるんですよ。です

から、さっきの場面でも私言わせてもらったけども、定数を変えないで、あるいは変えて

もいいんです、変えても変えなくてもいいんですけども、それでまたやってみてね、それ

で定数オーバーして、競争、選挙になりましたっていう形ができるか。またぞろ定数に満

たなくって、あるいは定数で終わって無投票で終わるか、これやってみないとわかんない

からさ。こういう問題は、今言うようにね、ちょっとくどくなってごめんね。定数に満た

なくっても、それが町の行政を左右するってことにはならないんでしょう、法的に、なら

ないでしょう。局長、どうだね、これ定数にならなかったら、もう一回選挙しなければい

けないとか、そういうことでもないでしょう。それは数にもよるけどもね、数にもよるけ

ども。

だから、そういうことを考えたらね、間口を減らさないでそのままやって、また町民が

手を挙げる人がなかった、無競争だったっつったら、本当に何だろうなって。こういう状

況ってのは何だろうなって。本当に報酬なのか、議会活動の中身なのか、議員やったって

何も大した魅力もないし。私は魅力あるんですよ、やっぱり自分達の町をこうしたいって

いう気持ちがあるから。そのためには、自分の持ってる考え方なり、町民の声を聞きなが

ら町の、町政にね、反映させていくっていう大事な仕事があると思うから、私はやりがい
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あってやってます、問題あれば、問題にも意見も申し述べるしさ。そういう形の議会でな

ければね、やっぱり町民が、俺行って、議会に行って何としても町のために頑張るんだっ

ていう人は、私は出てこないと。報酬じゃないですよ、報酬じゃないです。やっぱり議員

としての魅力、あるいは議会人としてのやりがいってものがね、なければ人は出てこない、

そう思います、もっと議論すべきですよ。

だから、今のようなものをまた次、定数がどうだとかっていうことじゃなくって、早い

とこ決めてしまえばいいっしょ。もう大体これだけ言ってもね、特別町民の声がこういう

ものがあるから、それに対しては俺はこう考えるんだっていう話も出てくる気配がないん

だから、決めちゃえばいいでしょう、現状維持か変更か。変更だったら何人かって、ね。

そういう決断をしないとね、ずるずるずるずる同じことの繰り返しだよ、これ。何回、７

回ですか、今回、７回でしょ、それまで方向見えないでしょう、せっかくの特別委員会が。

もう少しその辺はね、ぴしっぴしっと決めて行かないとね、ずるずる何もできない議会で

終わっちゃいますよ、議会ってか、委員会ってかね、終わっちゃいます。

○堺委員長 これから、町民、住民の代表者との意見交換もしなければ、ただここで我々

だけが定数を決めても、それはまた住民から何かかにか言われるような状況もありますん

で、とにかく代表者からの意見も、やっぱり我々としては真摯に聞きたいと思いますんで、

そっちの方向へ今進めて行きたいで、その方々の意見を聞きながら、人数を決定したいな

あと思っておりますんで、ご理解ください。

暫時休憩したいと思いますけども。

○梶谷委員 委員長、もう一回言わして。あのね、今のね、町民の声を聞く、各分野の代

表の声を聞くって大事なことですよ。大事なことだから、それは私は否定はしませんけど

ね、そういうことの繰り返ししてれば同じことだって、時間がどんどんどんどん経ってき

てしまうってことを言ってんのさ。やるんだったら早くやるべって。

○堺委員長 いや、そんなことないと思います。ある程度意見を聞かないことにはね、議

会人だけで決めたんでは、やっぱりそれこそ住民から何言われるかわかりません。

○斉藤委員 梶谷さんは梶谷さんの意見だから。

○堺委員長 まず暫時休憩したいと思います。

(休憩 午前１０時５１分)

(再開 午前１１時０７分)

○堺委員長 再開致します。

皆さん方のご意見をいろいろ聞かせていただきましたけど、人数の決定にはなかなか至

らないと思いますんで、町民の代表者方と話する時は、現状から２名減の１０人という形

で話をしていきます。その中でのご意見をしていきたいと思います。

そのようにさせていただいてよろしいでしょうか。

(「異議なし」という声あり)

○堺委員長 ありがとうございます。

次に、議員報酬についてを議題と致します。また各委員から提出されている資料につい

て、説明を求めます。自らの考えとその理由についてをお願い致します。

始めに疋田委員、お願い致します。

○疋田委員 自分は、議員のまだ１年生ってことでもございましたので、あまりお金のこ

とに関しては一切どうのこうのというつもりはございませんから、高いとか低いとかって
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いうお話は、御法度としていただければなと思っておりますので、今の現状のままで結構

でございます。

○堺委員長 次に、飯田委員。

○飯田委員 アンケートをいただいて、それを回答する時に、実は、近々の２年後とか６

年後とかっていう感覚でちょっと回答してしまったのですが、２５歳以上になるととりあ

えず議員になる資格があるのですけども、現状を見ると、やはり先ほど福原委員も言った

とおり、なり手がやはり高齢化してる部分も否めないなあと思うんですね。

それで、やはり実際は町民の２５歳以上全員に立候補する資格があるというところで、

やはり魅力的なものを考えると、この報酬っていうのは１割２割、あるいは４万５万上げ

るっていう感覚っていうのは、また４年後、あるいは８年後に同じような問題を抱えるん

でないかなと思うんですね。

ですから、ここはちょっと非現実的ではあるかもしれませんけど、大胆な改革をしてい

ったらいいんではないかと、そのように思っております。ですので、この回答したのは近

々の、例えば、２年後に一時的にどうするかっていうことだと思っていただければと思い

ますが、私は市議会並みに思い切ってどんとやって、町のことを、まあ議会の方から大騒

ぎさせるっていうのは、ちょっととても気が引けるんですけども、将来的な、２０年後、

３０年後のことを考えるんであれば、今回思い切って大改革するのも一つの方法ではない

かなと、そのように思っております。

○堺委員長 次に、宮本委員、お願いします。

○宮本委員 私、ここに書いてありますけど、男性議員、女性議員、特に女性議員が既婚

者の場合とかって書いてありますけども、私は、女性議員をまずは増やしたいと思ってる

んですね。

それで、やはりある程度女性議員であっても男性議員であっても、これからを考えたら、

人口減少であるっていうことを考えた場合、副業っていうことを考えると、若い人方の場

合、自分でね、自営してる人はまだいいかもしれませんけども、例えば会社勤めとか、そ

ういう方がなりたいと思ってもなれない現状もあると思うんです。だから、そういうこと

も含めて、ある程度ここにも書いてありますように、家族が生活できるような、そして、

議員というのは特別地方公務員って言いますから、ある程度縛られるって言うか、拘束さ

れてるような形での仕事だと思いますので、その辺も鑑みながら生活できる基本が大事だ

と思ってますので、税金抜きで生活できる範囲内でっていうふうには考えております。

○堺委員長 次に、福原委員。

○福原委員 僕は単純明快で、お仕事をお持ちになって議員をしている方々、私のように

年金を受給している方、そういうふうなこととちょっとこう、若い人達のことを考えて少

し上げたらいいんでないかなということなんです。それは、今１８万のものが２０万にす

る、あとは議長は勘弁してもらうよと、副議長は１万円上げるよとか、委員長は２１万だ

よとか、そういう程度の額。

それで、僕も政務調査費は考えてました。１万でも２万でも政務調査費をもらった方が

いいんでないかなと。しかし、ちょっといろいろ問題、課題が多く世の中で動いてますん

でね、それでみんながこれを広聴した時に、どういうもんでしょうかっていうことを聞い

て、政務調査費っていうのはつけられたらいいかな、そして、断念したらいいんでないか

なという。僕は答え出せなかったです、政務調査費については。そんなことで。

○堺委員長 次、近江委員、お願いします。

○近江委員 私一番先に考えたのはね、今、私どもを見ると、年金もらってる方、それか
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ら事業してる方が多いんですよ。そして、本当に議員やりたいってことであればね、若い

うちからやりたいって人がいるんであればね、今の議員報酬ではとても生活が成り立たな

い。ですから、生活がきちっと成り立つようなね、議員報酬にすべきだと。そういう環境

をつくることがね、若い人が議員に出てもらって、そして議会を活発にしてほしいなとい

うことで、２０万以上ということにしました。

○堺委員長 次に、工藤委員。

○工藤委員 私は現状維持に丸を付けました。これは、町民の方から、議会の方でいくら

いくらって決めるんじゃなくて、町民の方からこのぐらいっちゅう数字が出たり、そうい

う町民の声で決まるんであれば増額もありかなとは思いますが、とりあえず現状維持と思

っております。

○堺委員長 西川委員、お願いします。

○西川委員 私は、前回の会議までは、やはり皆さんと同じで若い人に来てほしい、もら

うには、やはり増額がいいんじゃないかと思っていましたが、現実的にですね、松前町の

数字はつかんでおりませんけれどもね、全雇用者のうち３２％、これは２０１９年、去年、

一昨年、コロナ前に数字で全雇用者の３２％が２００万以下の、よく言われるワーキング

プアってやつですね、そういう現実があります。それが更に今回のコロナ禍でもってです

ね、本当に将来不安、あるいはまた生活苦が取り沙汰されているわけでございますが、更

に増えて、多分統計とったら２００万以下の所得の人が３５％近く上がるんじゃないかっ

ていうふうな話もあります。

そういった意味で、松前町の場合は私は調べてもみないのでわかりませんけども、そう

いったのを考えた時に、今報酬の増額はちょっとどうかなと思って、私は現状維持に変更

致しました。そういう意味で、ちょっと格好悪いんですけれども、そういうふうなことで

ございます。

それとですね、公職選挙法の改正もありまして、選挙運動等に対しては随分経費も削減

されるようなことで、意欲のある若い人が立候補しやすいような状態も国の方の配慮でな

されておりますので、ますますこういう傾向は松前だけでなくて、どこも悩むことは一緒

なので、多分もっともっと地方議会に対する手当や、これから手厚くされるものではない

かなというふうな感じももっておりますので、もう少し報酬の部分については、現状維持

で行った方がいいんじゃないかなというふうに思っております。

○堺委員長 次に、梶谷委員、お願い致します。

○梶谷委員 定数の問題に絡んで、これもやっぱりなかなか難しい課題だなと、私思いま

す。数年前、全国組織でね、この議員の報酬どうあるべきかっていう取り組みして、調査

報告出てますよね。あれらを読んでも、なかなかこれが正解ですよ、こういう算式でやれ

ばいいんですよっていうものが示されないままに来てますよ。それだけ難しい。

だから、今松前で報酬をどうするっていう議論が、自分達が今議員として活動するため

に必要な金額がいくらかっていう観点が一つと。それと、なり手不足だっていう状況から

若い人が出てこれるような報酬にするためには、どれぐらいなのかっていう二つの観点か

ら私は考えなければいけないんでないのかなと。

ただ、後者の場合は、こういう例があります。やはり報酬をアップすることによって、

新しいなり手が出てくるだろうということでアップした自治体がありました。しかし、次

の選挙にはその自治体は、今まで出ようとした、意志を持ってた議員が立候補を取りやめ

ました。理由は何でしょうか、報酬を上げた、それを目当てに立候補するというような見

方をされちゃあ心外だと。だから、立候補は取り止める、こういうケースだってあんです
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よ。

だから、今皆さんがそれぞれの立場で、考え方でね、報酬の問題もご回答されています

けれども、本当に新しいなり手のために報酬をアップするなら、どれぐらいが松前では正

解なのかっていう議論してないでしょう、してないでしょう。これは、簡単に決められる

問題でないでしょう。

だから、そういうことを考えますとね、私はこの報酬は、自分の議会活動に対してどう

なのかという観点と、それから、新しい人が出てくるためには報酬がどうあるべきかって

いう二つの観点からいくとね、後者の方はなかなか算定難しいから、まあ現状で、報酬は

据え置きながら、今後の推移を見る、あるいはそこまで行くための議論を皆さんで交わす

という形がいいんでないのかなと。だから、現時点は現状維持と、そういう判断をさせて

いただきました。

○堺委員長 次に、斉藤委員、お願いします。

○斉藤委員 これ、報酬については、ますます議員が専業化されるというのかな、時間に

縛られるっていうのが多くなってきている。特に議長なんかそうでしょうけどもね、だか

ら議長の報酬は高いっていうのはわかるんですけど、これから出て来る人という、若い人

方っていうのかな、今さっき福原委員が言ったようにね、６５歳以上が８０％以上が現実

の議会ですよ。ほとんど年金、それぞれ年金額は違いますよ、左うちわで生活できる人も

いるし、足りない人も年金はいるんですよ。

ですから、若い人の立候補を促すのであれば、やっぱり生活できる金額、実質２０万ぐ

らいが一番いいのではないかなという気がします。そして、町民の声を聞かなきゃならな

いっていう話がありましたけど、これ報酬審議会にかからなきゃ上げれないんですよ、こ

れ。ですから、報酬審議会っていうのは、各界代表の人が出て審議会に入るんでしょうか

らね、その辺の人方の判断もあろうかと思いますし、議会の強い意志というものも必要か

というふうに思っています。

それから、公選法の改正があって、この次から１５万円の供託が必要になりますよね。

こういったことも判断しながら、やっぱり自分の手元には、税金だ何か引かれた後で２０

万ぐらい入らなければ、なかなか若い人が出て来れないかなあという気がしますので、実

質２０万程度を報酬を上げていくと。ただし、これは、さっきの定数の問題とも絡みます。

無投票であった、定数は変えません、報酬は上げますと、こういう理論が果たして通って

いくのかどうか、この辺も心配しながら、私は実質２０万というふうに申し上げておきま

す。

○堺委員長 次に、沼山副委員長。

○沼山副委員長 やはり、議員活動だけで生活できる最低のラインは必要だなと思ってい

ます。いくら理想を掲げても、やはり自分の生活が成り立たなければ何もできませんので、

その辺のところは、しっかりと活動できるだけの報酬は必要だと思っております。

一つの考え方として、５３年モデルというのありましてですね、これは、議員は首長の

月額の３０％ないし３１％とあります。ただ、そこまでということまでいかないにしても、

こうしたことをベースにして、原価方式取り入れて、年間で４０日であるのか、あるいは

３５日であるのか。こうしたことを考慮しながらですね、こうした報酬審議会にかけるに

しても、そうした根拠を持ちながらですね、進めてはどうかなというふうな思いでおりま

す。以上です。

○堺委員長 それでは、私からも一言言わしていただきます。

報酬については、端的に言いますと、手取りで２０万でないと生活できないかなあと思
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っております。それは、自分の仕事の手を止めながら、勤めてる方でもそうですけども、

当然休んだ場合には会社からの報酬も少なくなると思うんですよ。であれば、安心して議

員活動にも専念できるような報酬は必要かなと。それによって、今まであまりそういう議

員活動に、議員に興味を持たない方でもですね、それなら私もやっていけるんじゃないだ

ろうかと。やっぱり、定数にも触れますけども、そういう気持ちがあれば出る人も、立候

補する人もまた出てくると思うんで、私は最低は、手取りで２０万、あとは順次その形で

各委員長なりの方々の金額も決めていただければと。それは審議会の方でおそらく決める

と思いますけども、実質手取りで２０万とれれば、いただければ、私は議員活動にも支障

なくやっていけるのではないかと思います。

議長、意見ありましたら。

○伊藤議長 さっき梶谷委員さんから根拠とする資料って言うか、そういったことについ

てお話ありました。私、以前に十勝標準っていう資料も出させてもらって。それから、沼

山委員さんから５３年モデルって話出たけど、全国的な傾向見ると、町長の仕事に対して

うちがどのくらい働けるんですかねっていう、そういう試算のとりあえずの目安がありま

す。それに基づいてやると、沼山委員言ったとおり、相当上がるんですね。それはなかな

か大変だなっていうことですけど、とりあえず全国レベルでは、こういう考え方の基に考

えたらどうなのかということで進んできてるんで、ここ数年。それで、以前私２減でどの

くらいとかって数字出したことありますけども、これから報酬については皆さんといろい

ろ議論する必要があると思いますけども、要は、基本的に定数現状のままで４万も上げる

のかということは、なかなか大変だとか。そういうことを詰めなきゃならないと思うんで

すよね。

今これから各界の代表者と意見交換会しますけど、その時に数字を出して、私はこう考

えてるって皆さんの意見を出して、それ安いとか、それ上げ過ぎたとかいろんな声を聞い

て、それからまたみんなで議論すればいいかなと思ってます。

前から言ってるとおり、町民の皆さんとやりとりしたいんだけど、できないもんですか

らね。とりあえず、何回も言ってますけども、各界の代表の人達と、私どもはお金につい

てこう考えてるけども、ご意見を伺いたいということを聞きながら、それで再度議論した

方がいいんでないかと。とりあえず標準とする計算式って言うか、何だろう、そのレベル

のものは既に出てるので、それに合わせるってことではないけども、それを尊重にすれば

いいのではないかと、そういうふうに思っております。

○堺委員長 一通り、皆さんから説明をいただきました。なかなか金額をいくらっていう

ふうに決定する状況でもございませんけども、皆さん方の今の意見を聞きながら、今後町

の代表者の方々と会合する時に、こういう話が出てましたっていうことは述べるだけの今

日は話ができたかなと、そう思います。

そういうふうにさしていただきますんで、それでよろしいでしょうか。

(「異議なし」という声あり)

○堺委員長 それであれば、今日の議題は、とりあえずこれで。もう一つありましたね。

今後、町の代表者方との会合を開くんですけども、その人方の名簿も挙がっております

んで、この方々でよろしいかなということで聞いていきたいと思います。

次に、町内各代表者との懇談会についてを議題と致します。中間報告書と今回皆様で議

論していただいた内容については、町民から広くご意見を伺う必要があると考えておりま

す。しかしながら、コロナ禍の中、多くの人を対象として開催が難しいということであれ

ば、まずは町内の各界代表者と十数人規模の懇談会の開催を考えているところであります。



- 17 -

正副委員長案として、お手元の資料２として配布した実施要綱案でございますが、時期は

３月定例会終了後、なるべく早く、早い時期に、場所は町民総合センターで、時間は午後

から２時間程度で、出席者は別紙の名簿どおりで、懇談会内容は、中間報告書と今回議論

しました議員定数と議員報酬の各委員の考え方についてを予定しております。皆様からご

意見を賜ります。どうでしょうか、こんな形で進めて行きたいと思いますけども。

福原委員。

○福原委員 町内の、松前の郵便局長さんですとかね、産業団体の方も、僕がやった方法

はそうなんですよ。産業団体の菅原さんであれば菅原さんだとか三協さん、そういうふう

にして、ビジネスやってる人の意見強かったもんですから、それで再度作り直したってい

う経緯があったんです。

それとあともう一つ、町内会連合会がこういうふうに代表が出てますけど、一般町民が、

今回モニターやりますんでね、その中の人をね、何人か、もし３月前にね、いっぱい申し

込みがあったら、その人方を入れるだとか、町民の本当の、下の町民の人達でね、意見を

持ってるような人入れたらいいと思う。意見出すか出さないか別としてね、そういう人達

からまたいろんな意味で口コミで伝わっていくんでね。まあ、ちょっと考えてみてくださ

い、考えるだけ、結論は僕は今いいです。十分に事務局がね、委員長、副委員長、議長で

ね、決めればいいんでないかなと。

○堺委員長 ご意見伺って、こちらの方で考えて、後で案を出したいと思います。

その他何か。飯田委員。

○飯田委員 この内容についてなんですけども、６番の懇談内容なんですが、議員定数、

議員報酬、多分この話に終始してしまうような気がするんですが、議員改革をするうえで

他にも項目があるので、７番として、例えばその他、各団体からの議員の定数と報酬以外

に何か議会に対しての要望等があったら、それも承る項目を一つ設けていただければと思

います。

逆に、このその他がもし出て来ないっていうことに関して、もし７番のその他がないっ

ていうことになると、この各界の代表者の方々は、定数と報酬にしか興味がないのかって

いうような、逆に判断にもつくので、７番のその他はぜひ加えていただければなと思いま

す。

○堺委員長 中間報告の内容も協議すると思いますんで。

その他ありませんか。

(「なし」という声あり)

○堺委員長 ないようであれば、今日の協議事項は終了致しました。

本日の議会改革特別委員会をこれをもって終了したいと思いますが。

すみません、あまりにも早く進めようとして申し訳ない。

その他、次回の委員会の進め方について、皆様から何かご意見、ご提案がありましたら

伺いたいと思います。

それでは、特になければ正副委員長において、ご一任いただきたいと思いますが、ご異

議ありませんか。

(「異議なし」という声あり)

○堺委員長 ご異議なしと認め、そのようにしたいと思います。

以上をもちまして、今日の特別委員会を終了させていただきます。

今日はどうもありがとうございます。

(閉会 午前１１時３２分)


