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◎開議宣告 

○議長（松岡光義君） 定刻でございます。ただいまの出席議員は18名であります。定足数に

達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前９時００分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（松岡光義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において２番 山田武君、

３番 赤尾俊春君を指名します。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第40号 平成23年度海津市一般会計補正予算（第２号）から議案第45号 市町

の境界変更に伴う財産処分に関する協議についてまで 

○議長（松岡光義君） 日程第２、議案第40号から日程第７、議案第45号までの６議案を一括

議題とします。 

  さきに各常任委員会に審査が付託してありますので、ただいまから各委員長から審査結果

の報告を求めます。 

  最初に、総務委員長 森昇君。 

〔総務委員長 森昇君 登壇〕 

○総務委員長（森  昇君） それでは、総務委員会の報告をしたいと思います。 

  海津市議会議長 松岡光義様、総務委員会委員長 森昇。 

  委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第102条

の規定により報告をいたします。 

  議案番号、件名、結果と、順に申し上げます。 

  議案第40号 平成23年度海津市一般会計補正予算（第２号）のうち本委員会の所管に属す

る事項、可決すべきもの。議案第43号 海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

の一部を改正する条例について、可決すべきもの。議案第44号 市町の境界変更について、

可決すべきもの。議案第45号 市町の境界変更に伴う財産処分に関する協議について、可決

すべきもの。 

  御報告いたしました４案件は、すべて全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しま

したことを、あわせて御報告いたします。 

  審査の経過については、付託された案件に対し各委員から質疑がありました。議案第43号

については、市長が別に定める額は基準があるのかどうかということでございます。そして、
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使用料として新しく広告媒体を考えているのは具体的にどこかという質疑がございまして、

基準については海津市広告掲載要綱の基準はあるということと、具体的な場所については１

階の業務に支障がないような柱や壁面のスペースを考えているという回答でございました。 

  議案第45号については、海津市と養老町では固定資産の評価についての違いはあるのかと

いう質疑に対しまして、評価の平米単価に違いがあるが、隣接市町の調整はなかなか難しい

というような回答でございました。以上でございます。 

○議長（松岡光義君） 続きまして、文教福祉委員長 飯田洋君。 

〔文教福祉委員長 飯田洋君 登壇〕 

○文教福祉委員長（飯田 洋君） 文教福祉委員会に付託されました案件について、審査の経

過と結果について御報告申し上げます。 

  今期定例会で本委員会に付託されました案件は、６月13日に委員会を開催し、慎重に審査

いたしました結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第102条の規定により報告いた

します。 

  議案番号、件名、結果の順に申し上げます。 

  議案第40号 平成23年度海津市一般会計補正予算（第２号）のうち本委員会の所管に属す

る事項、可決すべきもの。議案第42号 平成23年度海津市介護保険特別会計補正予算（第１

号）、可決すべきもの。 

  以上、ただいま御報告いたしました２案件は、すべて全会一致で原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。なお、審査の過程において特筆すべき質疑等はありませんでし

た。以上、報告を申し上げて、委員長報告といたします。 

○議長（松岡光義君） 続きまして、産業建設委員長 永田武秀君。 

〔産業建設委員長 永田武秀君 登壇〕 

○産業建設委員長（永田武秀君） それでは、産業建設委員会の審査報告をいたします。 

  海津市議会議長、松岡光義様。 

  委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された案件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第102条

の規定により報告します。 

  議案番号、件名、結果の順で説明をさせていただきます。 

  議案第40号 平成23年度海津市一般会計補正予算（第２号）のうち本委員会の所管に属す

る事項、可決すべきもの。議案第41号 平成23年度海津市月見の里南濃運営特別会計補正予

算（第１号）、可決すべきもの。 

  審査の経過を申し上げます。 

  ただいま御報告いたしました２案件は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定し
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ましたことをあわせて御報告いたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松岡光義君） 各委員長の報告が終わりました。 

  それでは、各委員長の報告に対する質疑を行います。 

  初めに、総務委員会付託案件の質疑を許可します。 

  ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑はないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

  続きまして、文教福祉委員会付託案件の質疑を許可します。 

  ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑はないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

  続きまして、産業建設委員会付託案件の質疑を許可します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑はないものと認めます。質疑を終結します。 

  これより順次討論を行います。 

  議案第40号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論ないものと認めます。 

  次に、議案第41号について、討論はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論はないものと認めます。 

  次に、議案第42号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論はないものと認めます。 

  次に、議案第43号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論はないものと認めます。 

  次に、議案第44号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論はないものと認めます。 

  次に、議案第45号について、討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 
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○議長（松岡光義君） 討論はないものと認めます。 

  これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。議案第40号から議案第45号までの６議案につきまして一括採決することに

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議案第40号から議案第45号までの６議

案につきましては、一括採決します。 

  議案第40号から議案第45号までの６議案について、委員長報告のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議案第40号 平成23年度海津市一般会

計補正予算（第２号）、議案第41号 平成23年度海津市月見の里南濃運営特別会計補正予算

（第１号）、議案第42号 平成23年度海津市介護保険特別会計補正予算（第１号）、議案第

43号 海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の一部を改正する条例について、

議案第44号 市町の境界変更について、議案第45号 市町の境界変更に伴う財産処分に関す

る協議について、以上６議案は原案のとおり可決しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第46号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてから議

案第48号 工事請負契約の締結についてまで 

○議長（松岡光義君） 続きまして、日程第８、議案第46号から日程第10、議案第48号までの

３議案を一括議題とします。 

  市長より提案の理由説明を求めます。 

  市長 松永清彦君。 

〔市長 松永清彦君 登壇〕 

○市長（松永清彦君） ただいま上程いただきました諸議案につきまして、提案理由を順次御

説明申し上げます。 

  最初に、議案第46号の海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつきまして

は、平成25年７月15日までの任期となっております南濃町駒野211番地の平野英生氏から、

このほど辞職願が提出され、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条の規定により、

教育委員会と市長の私が同意をいたしましたので、本年７月15日をもって辞職されます。そ

の補欠委員に南濃町松山660番地14の福井路子氏を、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第５条の規定により残任期間の２年を任期として任命したいので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものであります。 
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  次に、議案第47号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつきましては、

本年７月15日に任期満了となります海津町福江894番地の伊藤洋子氏の後任に、新たに海津

市西小島47番地の横井信雄氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  次に、議案第48号 工事請負契約の締結についてにつきましては、城南中学校屋内運動場

整備工事について、去る６月８日に５社参加による事後審査型制限付き一般競争入札を行い、

契約金額は３億5,595万円で、大垣市西崎町２丁目46番地、岐建・伊藤工務店の建設工事共

同企業体との間で契約を締結するものであります。 

  以上、議案につきまして提案理由を申し上げましたが、何とぞよろしく御審議いただきま

して、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（松岡光義君） 市長より提案理由の説明が終わりました。 

  これから順次、質疑、討論、採決を行います。 

  それでは、日程第８、議案第46号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めること

についての質疑を許可します。 

  質疑ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第46号を採決します。 

  お諮りします。議案第46号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て、これに同意することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議案第46号 海津市教育委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定しました。 

  続きまして、日程第９、議案第47号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについての質疑を許可します。 
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  ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

  お諮りします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

  これから議案第47号を採決します。 

  お諮りします。議案第47号 海津市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て、これに同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議案第47号 海津市教育委員会委員の

任命につき同意を求めることについては、同意することに決定しました。 

  続きまして、日程第10、議案第48号 工事請負契約の締結について、質疑を許可します。 

  質疑ありませんか。 

  星野勇生君。 

○15番（星野勇生君） 質問と要望をお願いしたいと思います。 

  入札執行の一覧表の中で、工事期限が平成24年２月10日になっております。本契約日とい

うのは、仮契約を済まされて議決をいただいた後になると想定の中で、非常に短い期間でこ

の金額をお願いするわけですので、要望としては業者の工程表、これを提出していただくよ

うにお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○議長（松岡光義君） 財政課長 服部尚美君。 

○総務部財政課長（服部尚美君） ただいまの工程表につきましては、業者のほうに提出する

よう依頼をいたします。以上でございます。 

○議長（松岡光義君） そのほかございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

  お諮りします。本案件は、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省略したい

と思います。これに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

  これから議案第48号を採決します。 

  お諮りします。議案第48号 工事請負契約の締結について、原案のとおり可決することに

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議案第48号 工事請負契約の締結につ

いては、原案のとおり可決することに決定しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎海津市農業委員会委員の推薦について 

○議長（松岡光義君） 続きまして、日程第11、海津市農業委員会委員の推薦についてを議題

とします。 

  お諮りします。議会推薦の農業委員は４人とし、議長において指名したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議長より指名します。 

  初めに、海津町神桐82番地、堀田則雄氏を推薦したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議会推薦することに決定しました。 

  続きまして、平田町三郷975番地、森利樹氏を推薦したいと思います。御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議会推薦することに決定しました。 

  続きまして、永田武秀君を推薦したいと思います。 

  ここで、地方自治法第117条の規定により、16番 永田武秀君の退席を求めます。 

〔16番 永田武秀君 退席〕 

○議長（松岡光義君） お諮りします。永田武秀君を推薦することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議会推薦をすることに決定しました。 
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  永田武秀君入場してください。 

〔16番 永田武秀君 入場〕 

○議長（松岡光義君） 続きまして、山田武君を推薦したいと思います。 

  ここで、地方自治法第117条の規定により、２番 山田武君の退席を求めます。 

〔２番 山田武君 退席〕 

○議長（松岡光義君） お諮りします。山田武君を推薦することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、議会推薦をすることに決定しました。 

  山田武君入場してください。 

〔２番 山田武君 入場〕 

○議長（松岡光義君） 以上のとおり、農業委員会委員には、ただいまの４人の方を推薦する

ことに決定しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎請願第１号 委員会審査報告について 

○議長（松岡光義君） 続きまして、日程第12、請願第１号 委員会審査報告についてを議題

とします。 

  平成23年第１回定例会で文教福祉委員会に審査を付託し、継続審査となっておりました請

願第１号について、委員長より審査結果の報告を求めます。 

  文教福祉委員長 飯田洋君。 

〔文教福祉委員長 飯田洋君 登壇〕 

○文教福祉委員長（飯田 洋君） 請願審査報告を申し上げます。 

  海津市議会議長 松岡光義様、文教福祉委員会委員長 飯田洋。 

  請願審査報告書。 

  本委員会に平成23年第１回定例会に付託され、継続審査になっておりました請願は、下記

のとおり決定しましたから、会議規則第134条第１項の規定により報告いたします。 

  受理番号、請願第１号。 

  以下一部省略いたしまして、審査結果、不採択とすべきもの。 

  経過について申し上げます。本請願は、本年第１回定例会において本委員会に付託され、

審査の結果、継続審査を要するものと決定し、期間を審査終了までとして、継続審査申し出

を行い、今日に至っております。６月13日の委員会に議題とし、審査をいたしました。６月

10日に法案の現状について問い合わせた結果は、やはり未提出であります。なるべく早期に

提出する予定との回答でありました。 

  隣接の10市町の状況は、大垣市、垂井町は不採択、他の８町では請願は提出されていない
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現状であります。状況は第１回定例会のときと変わっていないままであります。法案につい

ても、このたびの東日本大震災の影響が懸念される状況であります。不確定要素が多い現状

で、このまま審査期間を引き延ばしていくのはよくないと判断し、本委員会としましては、

現状から不採択すべきものと決定をいたしました。 

  以上申し上げまして、委員長報告といたします。 

○議長（松岡光義君） 委員長の報告が終わりました。 

  それでは、委員長の報告に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑ないものと認めます。よって、質疑を終結します。 

  ただいまから討論を行います。 

  反対討論ありませんか。 

  堀田みつ子議員。 

〔８番 堀田みつ子君 登壇〕 

○８番（堀田みつ子君） それでは、議長の許可を得ましたので、保育制度改革に関する意見

書提出を求める請願を不採択とした文教福祉委員会の決定に反対の立場で討論を行いたいと

思います。 

  民主党政権は、子ども・子育て新システムの法制化を閣議決定し、現在のところ、３月11

日の東日本大震災の影響で法案の提出がおくれているようですが、なるべく早期に提出する

予定とのことであります。 

  請願にありますように、子ども・子育て新システムは、市場原理に基づいた保育のサービ

ス産業化を図るため、介護保険制度をモデルにした保育制度になっております。もうけ第一

主義の営利企業の参入を促進させようとしており、国や自治体の役割を変え、補助金など財

政の仕組みを変えるという内容になっています。先ほどは、震災の影響で法案提出がおくれ

ているようであると述べましたが、それだけではなく、幼稚園関係者の反発があるなど、関

係者の意見調整に手間取っていると文教福祉委員会で課長から報告がありました。 

  １つ紹介させていただきますが、自民党の保育関係議員連盟ではありますけれども、この

保育関係議員連盟が反対の決議を上げているようであります。その内容は、児童福祉法24条

に基づく公的保育制度を後退させ、保育を産業化する子ども・子育て新システムには断固と

して反対すると。待機児童問題は、幼保一体化によって解決されない。国と地方自治体が、

財源の確保も含めて責任を持って解決する。児童福祉法の最低基準が緩和されれば、保育環

境が悪化することは明らかであり、職員待遇も著しく低下するおそれがある。良質な保育が

提供されるために最低基準の維持向上を図る、民間保育所運営費の一般財源化などは行わな



－８０－ 

い、こういったことが平成23年２月24日に決議されているということです。さらに、この５

月31日にも、自民党本部で保育関係議員連盟が開催され、再度、子ども・子育て新システム

への反対の意思決定を確認されているようであります。 

  子ども・子育てシステムは、国と自治体が責任を持つ福祉から保育を外し、保護者の自己

責任で事業者と契約する託児サービスに変質させるものです。また、自治体には財源確保な

どに大きな影響が出てきます。子ども・子育て新システムに問題があるからこそ、関係者の

意見調整に手間取っているのであり、委員会の意見には不確定な要素が多いことから、不採

択というふうになっておりますけれども、以前にＴＰＰに反対の意見書を出したときにも、

あのＴＰＰも不確定な要素が本当にありました。今でも不確定です。ですから、法案が提出

される前に、きちんと意見を述べることも必要であると考えます。 

  そこで、この請願を採択し、海津市議会としての意見書を提出されることを求めて討論と

いたします。ありがとうございました。 

○議長（松岡光義君） そのほかありませんか。 

  賛成討論ありませんか。 

  浅井議員。 

〔４番 浅井まゆみ君 登壇〕 

○４番（浅井まゆみ君） 請願第１号 保育制度改革に関する意見書提出を求める請願の不採

択に賛成する者として、賛成の討論を行います。 

  本請願につきまして、市にとって重要な案件であり、当常任委員会において慎重審議され

ました。現在、国のほうでは法案が未提出であり、不確定要素が多く、今後の動向も流動的

であることにより、継続審査のまま９月の役員改選を迎えてしまうことになり、厳しい判断

となりますが、今回の請願を不採択にするのがよいと確信するものでございます。よって、

請願第１号 保育制度改革に関する意見書提出を求める請願の不採択に賛成するものでござ

います。以上、賛成討論とします。 

○議長（松岡光義君） そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

  ただいまから請願第１号を起立によって採決いたします。 

  本件に対する委員長報告は不採択であります。本件については、これを委員長報告のとお

り不採択と決するに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（松岡光義君） ありがとうございました。総数17人、起立16人で、賛成多数です。よ

って、請願第１号 保育制度改革に関する意見書提出を求める請願は、委員長報告のとおり
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不採択に決しました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎派遣第２号 議員派遣について 

○議長（松岡光義君） 続きまして、日程第13、派遣第２号 議員派遣についてを議題としま

す。 

  本案を議会事務局長に朗読させます。 

  議会事務局長。 

○議会事務局長（大橋茂一君） それでは、議員派遣について御説明させていただきます。 

  お手元のほうにあります派遣第２号 議員派遣についてをごらんいただきたいと思います。 

  議員派遣一覧表をごらんいただきたいと思います。目的、場所、期間、議員の順に説明さ

せていただきます。 

  目的、議員視察研修のため。議会基本条例、子育て支援事業、観光交流センター。場所は、

三重県伊賀市、奈良県橿原市。期間は平成23年７月４日から５日。議員は全議員でございま

す。以上でございます。 

○議長（松岡光義君） 本案について、議員派遣一覧表のとおり議員を派遣することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議なしと認めます。よって、派遣第２号 議員派遣については、原

案のとおり議員を派遣することに決定しました。 

  ここでしばらく休憩をいたします。 

（午前 ９時３２分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時４３分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎発議第２号 議員定数調査検討特別委員会の設置について 

○議長（松岡光義君） 続きまして、日程第14、発議第２号 議員定数調査検討特別委員会の

設置についてを議題とします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  12番 水谷武博君。 

〔12番 水谷武博君 登壇〕 

○12番（水谷武博君） それでは、議長よりお許しをいただきましたので、議員提案として申

し上げたいと思います。 



－８２－ 

  発議第２号。平成23年６月９日。海津市議会議長 松岡光義様。提出者 海津市議会議員

 水谷武博。賛成者 海津市議会議員 服部寿、賛成者 海津市議会議員 赤尾俊春、賛成

者 海津市議会議員 浅井まゆみ。 

  議員定数調査検討特別委員会の設置について。 

  標記のことについて別紙のとおり決議するものとする。 

  理由 海津市議会の議員定数について調査、検討をするため、特別委員会を設置する。 

  議員定数調査検討特別委員会の設置について。 

  １、海津市議会委員会条例第５条の規定により、海津市議会に議員定数調査検討特別委員

会（以下「特別委員会」という。）を置く。 

  ２、特別委員会は、今日の諸般の現況を鑑み、議員の定数について調査研究を行い、本市

の議会議員の定数について検討することを目的とする。 

  ３、特別委員会の委員の定数は、10人とする。 

  ４、特別委員会は、別に議決する日まで継続存置することとし、議会の閉会中も調査研究

等審査を行う。 

  以上でございます。なお、標記の提出者、賛同者は、ちなみに海津市議会の会派政和会並

びに市議会公明党との共同提案でありますことも、あわせて申し上げておきます。以上でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（松岡光義君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を許可します。質疑ありませんか。 

  六鹿議員。 

○５番（六鹿正規君） 今、提案をされ、また提案の理由を述べられました。二、三お尋ねし

たいことがございます。 

  なぜ特別委員会の定数が10人と定められたのか。そして、また10人とするのであれば、せ

っかく会派ができておるので、会派の割合は考えてはおらないのか。まずその２点をお尋ね

します。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） お答えをいたします。 

  なぜ10人かということでございますが、やはり議員定数につきましては、それぞれ議員の

身分に関することでございます。大ざっぱにいえば、大体半数、今定数が18でございます。

半数ぐらいの方がやはり議論すべきと、こう思っております。それで、半数近くといいます

と、９人か10人かと私は思っております。 

  それで、どちらを選ぶかということで、10人を選びました。その中で、もし委員会でござ

いますので、採決があれば、委員長を除き、９人でございます。そうすると、最悪でも５・
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４になるのか、あるいはどうなるかわかりませんけれども、そんなことで偶数のほうがよか

ろうということで、政和会では10人を提案いたしました。 

  それで、会派ができておりますということで、会派の割り振りはということでございます

が、私ども考えておりますのは、当然会派の人数の案分によって、大体公平さに委員会の構

成メンバーを決めるべきと思っております。それでいきますと、政和会５人、民主党が３人

おられますけれども、その中からお二人、そして至誠海津がお二人がございますのでお一人、

そして公明党が１人、これが今、会派届が出ておるところでございます。無所属の方、議長

を除けば３人おみえでございます。無会派の方の中からも１人、自分の身分に関することも

ございます、無会派の中からも代表で１人出ていただいて、合計10人で検討委員会をつくっ

て議論をされたらいかがと思っております。以上です。 

○議長（松岡光義君） そのほかございませんか。 

  六鹿議員。 

○５番（六鹿正規君） 今、議員の身分に関するというふうにおっしゃいました。まさしくそ

のとおりではないかと思います。そうであるならば、10人に限定する必要はないのではない

かと、私はそのように思います。お互い自分の身分であれば、やはり議員全員が特別委員会

に入って、十二分なる議論をするのが必要、また肝要かと、このように思います。 

  議長を除いて17人ではいけないのか、お尋ねします。 

○議長（松岡光義君） 意見ですね、わかりました。 

  そのほかございますか。 

  六鹿議員。 

○５番（六鹿正規君） 今、お尋ねをしますというふうに質問という形で最後に言わさせても

らったんですけれども、いけませんか、それは。言い直しましょうか。 

〔「提出が10人でと言っとるんやもん」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） すみません、もう一回だけ、水谷議員、説明をお願いします。申しわ

けございません。今の復唱でいい。 

○12番（水谷武博君） これは質疑でございますので、私たちの提案に対して、僕は10人と言

っていることについての理由を聞くだけで、あとはこれ、議長、討論もございますね。 

○議長（松岡光義君） はい、討論あります。 

○12番（水谷武博君） 討論の中で私は17人でやるべきということで、後で反対ですと、こう

言っていただければ結構でございます。討論と質疑は違うと思います。私は10人と提案して

いるので、なぜ10人で、おまえは理由はと聞かれたら、私はそれで……ということだと思っ

ております。ということで、10人を決めたのは、このような理由でございます。 

○議長（松岡光義君） 六鹿議員。 



－８４－ 

○５番（六鹿正規君） 今は私の質問の仕方が悪いというふうに言われましたけれども、再度、

10人と言われましたが、これもじゃ、すみません。討論に入る前に、十二分なる説明を私は

聞きたいなと思ったものですから、ちょっと方向が変わってしまったかもしれませんけれど

も、賛成、反対の討論をする前に、さらなる十二分な説明をお聞きしたいと思うので、お答

えがいただけなかったらそれでも結構ですけれども、今言い直しますけれども、提案理由の

中でもございましたように、議員の身分のことに関してというふうであるから、10人じゃな

くして、全員ではできないのかなというお答えがいただけなかったら、討論のほうでもやり

ますけれども、討論に入る前に十二分な質疑をしたいと思った思いがございましたから、発

言をさせていただきました。答弁がいただけなかったら、それはそれで結構でございます。

わかりました。 

○議長（松岡光義君） そしたら、討論のほうでお願いいたしたいと思います。 

  そのほかございませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 堀田議員。 

○８番（堀田みつ子君） それでは、お願いします。 

  まず、なぜ今、議員の定数に的を絞って特別委員会にするのかというのの理由は述べられ

ませんでした。そこのところをお聞かせ願いたい。 

  それと、議員定数の検討となると、減というのが今までのこうした議員定数についての調

査、検討の中身であったと思います、今までにあったような。それを考えると、本当に議員

の定数が減るということは、民意を狭めていくことにはならないか。その点についてどう考

えておられるのかお聞かせ願いたい。それとともに、今、10人と言われましたけれども、17

人にしなかった理由をお聞かせ願いたいと思います。 

  それとともに、今回、議員派遣として、伊賀市のほうに参ります。それは議会の基本条例

というのを勉強に行く、研修に行くというふうに言っております。もうその資料が出ており

ますので、それをぱらぱらとめくってみますと、議員定数という部分がございます。こうし

た議員定数という一言もある中で、こうした議会の基本条例を研修に行く前に、実際に特別

委員会を設置する理由というのはどこにあるのかというのをとりあえずお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 順次、それではお答えをいたします。 

  まず、なぜ今の時期にということでございました。今なぜということは、私、全員協議会

でもお話をしております。議事録も持っております。１月21日の全員協議会の中でも、私は

特別委員会をつくって、そして有識者の方の参考人の意見も必要あり、だから報償費を予算
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として計上すべきということまで申し上げておりました。そのときに、議長あてにも、ここ

に写しを持っておりますけれども、13万5,000円の予算要求を執行部にお願いしますという

こともお願いしましたが、残念かな、そのときの全員協議会、あるいは会派代表者の会議の

中では取り扱っていただかなかったというのが、これスタートでございます。 

  だから、私はもう１月からこの運動は、政和会としては活動はしております。だから、今、

急に出てきたわけでございませんので、よろしくお願いをいたしたいと思います。あえて言

うなら、もう一つ詳しく言うなら、第５回の代表者会議の中でも議論をしております。要点

筆記がございます。第７回、５月20日にもありました。そして、そのときの代表者会議につ

いては、最後はこうなっております。至誠海津は時期尚早、民主党は持ち帰って話したいと

いうこともあるし、そのまま２増減のこともございました。増減のことは、一切私ども政和

会ではまだ申し上げておりません。議長よりの最後の結論で、議長より定数についてはこれ

で打ち切りにしたい旨発言された。代表者会議はこの定数のことについてはもう行いません。

あとは会派の自由行動とするという確認もあります。ということで、私どもは今、最後の会

派としては自由行動ということも確認をとってございます。だから、初めから私が言ってい

ました６月の定例会に、ぜひ議員定数のことについて定例会で委員会を設置していただきた

いと。これはもう政和会の全員の要望でございます。今回、公明党の浅井議員も賛同してい

ただき、連署で提出したわけでございます。 

  次に、今なぜかという時期は、もうこれは１月から始まっておりますので、今になったと

いうことでございます。 

  減、いわゆる定数のことについては、一度もまだ政和会の中でも増減、今でいいのか、減

らすか、ふやすかということは、一切議論はしておりません。まさに委員会を設置してから

議論することだと思います。 

  なぜ全員の17人でだめかと、なぜ10人にしたのかと、こういうことでございました。とい

うことは、17人でやることも決して悪いとは思いませんが、17人おりますと、なかなか意見

がまとまるということも大変難しかろう、そして会派もできておる、会派の代表者がそれな

りの会派をまとめて、それなりの意見を聞いて、その中で発言をしていただけるものだと私

は思っております。政和会は、おかげさまでそのような組織になっております。議論が決

まるまでは議論をやりますということで、決めてその中で方向性を決めてまいっておりま

す。 

  次に、今度、先ほどありました伊賀市へ議会基本条例を学びに研修に行くということも、

堀田議員からありました。まさにいいことだと思います。その基本条例の中にも、当然議員

定数のこともあると思います。しかし、それはある一部でございまして、特別委員会定数の

ことについて、これはこれでこちらで、議員定数についてはこの委員会で設置してやってい
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ったらだめということはないと、僕は思います。ということで、あわせて基本条例のその中

の条例特別委員会がまたできるのかわかりません、議会に。どうやられるのかわかりません

けれども、それはお互いに並行して協議したり、あわせたりすれば十分できることだと私は

思っております。以上でございます。 

○議長（松岡光義君） 堀田議員。 

○８番（堀田みつ子君） 今、なぜ議員の定数に的を絞ってというのは、今説明されたのは、

ただ経過を説明されただけだと思います。理由ではない。理由をお聞かせ願いたい。 

  今発言の回数がありますので、理由を述べられていないんですから、もう一回よろしくお

願いしますね、議長。これに尽きるんですけれども、よろしくお願いします。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 標題にも書いてございます。この中に、２番目に書いてございます

「今日の諸般の現況を鑑み議員の定数について調査研究」この中には幅広く意味が入ってお

ります。今、議員定数、いわゆる市の財政のこともございます。何も減らせという意味じゃ

ないございませんよ。それも現実にございます。そういうことも考えなきゃいかん。そして、

私どもも政和会として意見聴取を市民の方もやっております。ある青年団体とやりましたと

きにも、やはりもう少し議員定数のこともしっかり考えろよと。若い人も出れるようなこと

も考えてくれよと、こういうお話もございました。ということで、財政的にも考え、今世論

的にも考え、やはりこの場で今議論をすべきと私は思って、私ども政和会は思って提案をい

たしました。 

○議長（松岡光義君） そのほかございませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 堀田議員。 

○８番（堀田みつ子君） それこそ理由というところで、17人にしなかった理由というのは、

理由になっていないというふうに思うんですけれども、17人でやっても悪くはないと思って

いるんだったら、ぜひともそれは当然、それこそ会派として、私は会派は出しておりません。

会派じゃない人は議員として発言なり、いろんな同じような政策じゃないからこそ会派をつ

くっていないだけで、同じ人を３人、そこをただ１人というふうなことを、今先ほど人数の

話で言われましたけれども、そういうことを含めて、じゃそういう人の意見は、ここでは考

えられないということでしょうか。 

  悪いと思わないというふうだったら、17人だっていいじゃありませんか。それこそ実際に

本当に民主主義というのは、少数意見をどれだけ大事にするかというものが一番大事なとこ

ろだと思います。議員の定数を減らしていく、この場合、私は言ってしまいますけれども、

定数を減らしていくということは、その少数意見を少し、だんだんと削っていくことになり
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ませんか。そこのところの判断も聞かせていただきたいということと、先ほどこの目的につ

いても、いま一歩よくわからないような。一部分であるというふうに、この議会の基本条例

のことを言われましたけれども、本当に議会が市民の方から、それこそなるほどよくやって

いるというふうに言っていただけるためにも、この議会の基本条例というのが大事なんじゃ

ありませんか。そこのところをちょっとお聞かせ願いたい。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 質問が多様でございましてあれでございますけれども、まず17人で、

なぜかということでございますが、私どもの考えはあくまで10人で、半数の10人で議論した

らどうかと、こういうことを提案して上げているわけでございまして、どうぞ討論で17人で

やるということも、反対なら反対と言っていただければ、私は結構だと思います。これは政

和会として、公明党ももちろんでございますが、半分の10人で議論して決めていったらどう

かと、こういうことでございます。決して17人がいいとか、悪いとかということもございま

せん。ということで、10人でやったらどうかと、こういうことでございます。 

  それから、何でしたっけ。 

〔「基本条例を考えとるときに何でやる」と呼ぶ者あり〕 

○12番（水谷武博君） 基本条例さっき言ったよ。 

  要は、今でいう財政も考え、今ここで、例えば要は市の財政も考え、それが多くなるのか、

減らすことになるのか。例えばですよ、今これが定数に今回は限っております。「等」とも

書いてございません。前は政務調査費とか等のいろいろなことも考えまして、「等」という

ことは一時言っておりましたけれども、今度は定数に限っております。もう今の時代、こう

いう財政的にも考え、政務調査費をどうのこうのかという時代でないと、政和会の者はみん

な思いまして、議員定数に絞ったわけでございます。ということで、財政的にもいろんなと

ころで出たので、市民の意見も、私は多くの人が意見を、どっちかということもあるし、何

で早く、もう一応折り返し点が今度９月でまいります。だから、そろそろ議員定数を考えて

も、自分たちでやってもよかろうという自治会長さんたちもおみえでございました。現実に

おみえでございました。ということで、我々はその意味で提案したのでございまして、よろ

しくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（松岡光義君） そのほかございませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） ３回。 

○８番（堀田みつ子君） 答えてなかったじゃないですか。 

○議長（松岡光義君） ３回目ですから、もうちょっと待ってください。 

  ごめんなさい。今３回目です。 
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○８番（堀田みつ子君） それでは、これで最後というふうなことでございますが、それこそ

今言われた中に、本当にこれから基本条例を考えたりだとか、そういうことの余り全体を見

ての話というのが見えてこないと思います。それとともに、何で議員定数、それこそ財政の

ことを考えるというふうでしたら、それこそ議員の報酬じゃどうするのかということも、当

然考えてもいいはずです。でも、何でここで議員の定数だけに絞るのか。財政考えて、議員

の定数考えたら、減らすことしかないじゃないですか。そういうふうなことを考えてしまっ

ては、本当に問題が出てくると。この後、本当に少数意見というものがどうなっていくんや

と私は不安に思うわけですので、そこのところはどのように考えてみえますか。せっかく基

本条例の中には、いろんなことも含めてのことも載っているんですよ。それをこの１点に絞

ってしまった理由というのが、やはりわかりません。お願いします。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 何度繰り返しても同じ意見の対立かもわかりません。わかりませんが、

しかしその中に定数を、私は今、ふやせとか、減らせとかということを一言も言っておりま

せん。委員会を設置して、その中で考えるべき、そして報酬等のこともございます。どうぞ

私も、六鹿議員も、市長に対して給与のことも言っておられる。それなら、一緒にそのとき

に諮問機関がある、その中に特別職給与ございますね、そのときに議員のものも、私も一緒

に特別職のやつも議論してもらえばいいんです。これも大事なことだと思う。私は、これは

今政和会ではまとめていませんけれども、私個人としては、そういうときに給与が高いのか、

安いのか、ということは人数は特別報酬審議会では関係ありませんけれども、そうやってや

っていただければ、僕は結構だと、これは個人の考えです。 

  ということで、場もございますので、それは財政も鑑みとかいう言葉で、それはわかって

いただきたいなと、こう思います。ただ、増減は一言も言っておりません。やってから、皆

さんがどのようにお決めになるのかということでございまして、ただ御存じのように、特別

委員会でどのようになろうが、最後は皆さんの本会議場で委員長報告があって、それに対し

て最終決定するのが本会議場だと思っておりますので、と思います。 

○議長（松岡光義君） そのほかございませんか。 

  星野議員。 

○15番（星野勇生君） 提案をしておきたいと思いますが、お許しいただきたいと思います。

これを見る限り、この後の検討委員会設置要綱、これに当てはまるところもあるので、一括

上程されて、この説明を聞かれたらいかがでしょうか。12時回ったんだし、そういったもの

を上程して休憩に入られることを望みます。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 今、次の議題をやっていいんですか。 

○議長（松岡光義君） 結構です。 

○15番（星野勇生君） 私は提案しとるんです。 

○12番（水谷武博君） 議長、いいんですか。 

○議長（松岡光義君） 答えてください。 

○12番（水谷武博君） 私は、これを読ませていただきました。私は反対をいたします。 

〔「一括上程どうですかと提案したんやから、議長が 

それを諮ってくれやええんや〕と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 12時過ぎましたので、休憩をいたします。１時まで休憩をいたします。 

（午後０時１２分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時１６分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 休憩前に星野議員からのご質問がありました３号議案のこと、一括し

てという意見でございますが、今１号議案ずつやっておりまして、一応２号議案は２号議案

として別々にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  そのほかございませんか。 

  永田議員。 

○16番（永田武秀君） すみません。いろいろなことをお尋ねします。 

  まず、この中で、これあえて「等」をつけないということを言われましたので、具体的に

議員定数、議員の定数という定義ですね。それはなぜお尋ねするかというと、要するにここ

に出てくる調査研究の範囲がおのずと見えてくると思いますので、さりとて数のことはどう

やこうやというようなこともおっしゃっていましたし、財政云々を言っておられましたけれ

ども、要するにこの目的は、議員の定数について調査研究をということになっておりますの

で、議員の定数とは一体どこまでの定義、それと要するに調査研究の範囲、どうお考えかと

いうようなことも、お考えをお示しいただきたいと思います。 

  むしろ私は、こういったものについては、趣旨としてはもう一つの案で出しておりますけ

れども、当然やっぱり時代の趨勢として考えなきゃいけない部分というのはあろうかなとい

うふうに思っておりますけれども、しかしこういった定数だけに限定せず、やっぱり幅広く

議員の定数というものは議会におけるあり方だとか、あるいはどういうふうに市民の声を吸

収してどうしていくかとか、いろんな財政云々の話も出ましたので、当然議員報酬やら報酬
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だけじゃなくして、それに伴ういろんな、職員の数だとかいろいろ私は出てくると思うんで

す。だから、そういったようなことを考えればもう少しやっぱり、趣旨は何もだめだと言う

つもりはありませんけれども、もう少し間口を広めた議会の検討会を私はむしろ持つべきで

はないかなという思いから、次の議案は一緒に審議をしていただけないという意味から、比

較ということになりますけれども、私はそういったようなことを考えるべきではないかなと。

その点について、まずどういうふうにお考えになるか、それから先ほどの定義。 

  それから、もう一つは、堀田議員も言っておられましたように、我々７月に議員研修に行

くに当たって、議会の基本条例等も勉強に行くわけです。勉強に行ってそのままというわけ

にはいきませんので、これについてもやっぱりそういった範囲の中で、議員定数も含めた幅

広く議会のあり方を考えるべき委員会等をつくるのがいいんじゃないかなという、私は考え

を持っておりますので、そのあたりについては提案者の考え方、それからそういうものにつ

いては今後どのように議会の中でお考えになるか。幾つも幾つも委員会をつくるよりは、関

連してきますので、当然そういったものはまとめてやっぱり議論をしていったほうが、より

いい結果が出るのではないかなという思いがいたしておりますので、そのあたりのことにつ

いてお答えをいただきたいと、こういうふうに思っております。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） まずもって、今度は定数だけ、前は「等」が入っていたのに、どうし

て等がないんだと、こういう質問だったと思いますが、先ほども申し上げました。ここ２年

ぐらい前までは、個人的には政務調査費等も今も支給している議会もございます、市議会も

ございます。そういうことで、定数を決めるなら政務調査費もあわせて考えたらどうかなと。

今は私どもは政務調査費はいただいておりませんけれども、どうだろうなという考えの中で

等とつけました、などを。今回は、今もうこの時代の背景の中で、調査費を逆に各市議会、

地方議会も減らしている、あるいはもうなくしているという方向性が現実にあります。とい

うことで、そんなときに私ども政務調査費のことについては議論すべきではない、するとき

ではないと、こういうことで定数だけに限りました。 

  それで、定数がということでございますけれども、永田議員御存じのように、法定数とい

うのがございます。これは法律で決まっておるわけで、自治法で決まっておるわけでござい

まして、海津市は御案内のとおり定数は26人でございます。人口、今３万８千どれだけだと

思いますけれども、法定数は26のところを条例で今18に、現在の条例で18になっております、

ということでございます。定数についてということでございますので、定数はそのようにな

っておりますということで答えになったんでしょうか、あれですが。 

  あと、調査研究というのはどこまで調査研究とすることは、あくまでこれはそういうこと

で、今、地方統一選挙、４月にございました。実質、これはふやしたとか減らしたとか、移
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動されているところも、今度実施されているところもございます。やっぱりそれは４年間の

間にいろいろ人口も減ってきたり、あるいはいろんなことがあって、それが現況というのが

変わってきて判断されたということを実施されている市町村といいましょうか、市町も岐阜

県内にはございます。市でもございます。ということが私の知っている範囲でございます。 

  以上、答弁になったかわかりませんが、また質問いただければと思います。 

○議長（松岡光義君） ありがとうございます。 

○16番（永田武秀君） 議長、質問回数が限られておるので、後ろの部分について、例えば議

員のあり方やとか、いわゆる基本条例やとか、そういうものをあわせてどうするんやという

質問をしておりましたので、答えてもらってください。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 先ほど、堀田議員の質問にもお答えしました。基本条例はこれから視

察して、皆さんで考えようと、こういうことでございます。私もそれは結構なことだと思い

ます。だけど、いつできるのかということがまだ、いまだかつていつ設置になるのかもわか

りません。私は、あえて申し上げているのは、もう今度の９月に議員の選挙が半ばになりま

す。折り返し点に来ます。だから、私は新しい新人の方にも、ぜひ門戸開放という意味でも、

やはり定数というのはきちっと、せめて１年前には定数は何人ですよと、私はお知らせして

いく、条例で決めていく、これはやっぱり新人が出やすくなるということも相なろうかと思

いますけれども、それは我々議員が早くやる、逆にいったら務めだと思っております。以上

です。 

○議長（松岡光義君） 永田議員。 

○16番（永田武秀君） これ質問の回数に制限があるので、できるだけ私ははっきりお答えい

ただきたい。議員定数とはということを私ははっきりお尋ねしておりますので、その定義を

具体的に言っていただきたい。法定定数を調査研究する必要はない、条例集見れば載ってお

るわけやから。だから、これをどういうふうに、何を調査するんやという、定数というのは

何を調査するか。それから、当然それは調査の範囲がおのずとそれで見えてくるわけですよ。

この定義の仕方によってはっきりしていただきたいと思うので、やっぱり定数とは、じゃそ

れは何をどういうふうに調査して、何をどうするんやということが何も見えていないわけで

す。法定定数、要するに26、海津市の条例では18って、こんなもん調べんでも条例集にも載

っておりますし、地方自治法にも載っておるわけで、それ以外のことでそれを定数とは何を

調査研究するのかということをまずお尋ねをいたしたいと思います。 

  それから、今申し上げたのは、いつ議会の基本条例ができる云々やない。それをどういう

ふうに議会の中で位置づけながら、考えていく組織もあわせてそういうものを考えていかな

いかん時期じゃないかと言っておるんです。そんないつの時期にできるんやとか、そういう
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問題を申し上げているんじゃなくて、私はそういう手順を申し上げる。その中で、堀田議員

もおっしゃるように、やっぱり議員定数も考え、そしてまたそういうことを幅広く考える委

員会の設置を私はしたほうがいいんではないかという提案をしておるんですね。これはこの

後出しますけれども、それに対して水谷議員はそうでないということがどういうことかの見

解をはっきりお答えいただきたいと、こういうことなんです。質問ですから。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） お答えします。 

  どんなことを調査研究するのかということでございますが、私先ほども申し上げました。

１月11日に政和会として要望書も出しております。民間の有識者、専門アドバイザー等参考

人を意見聴取のために、必要な報償等を市執行部と協議の上、当初予算で計上してもらいた

いと要望しております。これは永田議員でも、全員の議員のときに議長受付けて、全協でお

配りしてあるはずです。まさにこれは私どもの意見だけじゃなくて、特別委員会をつくった

ら、市内の民間人の有識者、あるいは連合自治会とか女性層とか青年層の各種団体とかいろ

いろあろうかと思います。そういう方のせめて代表者ぐらいを集めて、何人かにお集まりい

ただいて、意見を聞きながら、要は生の声を聞きながら、定数というのは適切。だから、最

後に言うなら、まさに言葉でございますけれども、適切妥当なというしか、私は今は言いよ

うがありませんけれども、いろいろ判断して、適切妥当な海津市議会の、今人口も減ってい

る、例えばの話、そういうことも、現況も鑑みて、適切な定員を決めたらどうでしょうかと、

こう申し上げて、そのために設置委員会をつくってくれということございます。 

〔「後のこと答えてないがね」と呼ぶ者あり〕 

○12番（水谷武博君） 何を。 

○16番（永田武秀君） 後のいろんな議会のあり方どうやこうやという具体性の考え方を聞か

せてくれと質問しとるがね。そしてこれは、僕は議員定数ということは何やということを具

体的にお聞きしとるので、さっき定員という言い方を言われたけれども、一体要するに議会

の頭数を決めるということですか。 

○議長（松岡光義君） ちょっと待ってください。 

○12番（水谷武博君） 私提案したのは、特別委員会の設置を要望しておるんです。これ次の

皆さんが出されるのは活性化委員会で、いろいろ羅列してあります。私が提案しているのは、

質問は提案したことに対しての答弁しかできませんので、逆に言ったら。私は設置をお願い

しておるわけです。 

○議長（松岡光義君） 永田議員。 

○16番（永田武秀君） これいいですか。設置をといって、２に何と書いてあるんですか。特

別委員会は、今日の諸般の現況を鑑み議員の定数について調査研究を行い、本市の議会議員
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の定数について検討することを目的とするやがね。設置の目的についてお尋ねしとるんやが

ね。だから、その内容について、定数とはまずどこまでの範囲のことを議論し、調査するの

かということもお聞きしとるし、設置をって、それを目的としたいわゆる委員会の設置だか

ら、その目的は何ですか、どの範囲ですかということを具体的にお尋ねしておるんやで。 

  それから、その結果についてどうするか、それからあと今申し上げたようないろんな諸問

題については、ここでは一応検討できないけれども、要するにそれについてはどういうふう

に今後、同じ議員として、僕らは僕らとして考えていきたいと思うけれども、どうお考えに

なるかということをお尋ねしておるんです。これははっきり答えていただきたい。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） あえて申し上げます。法定数は26人ですから、想定しているというの

は１から26までの範囲なら、別に法律上違反でもございませんので、どこまでを研究してお

るのか、それは研究するのは何人が適切妥当との意味です。１人から26人までがいわゆる範

囲でございます。それで、いろいろ先ほども言いましたように、今日の諸般の現況を鑑み、

これは目的を書いてございます。それは当然その中で、意見も、民間人の市民の声も聞くと

いうのはこの中に当然入っております。だから、委員会をつくって、先ほど僕も言ったよう

に、民間人も市内の有識者の参考人として、十何人か何人かわかりませんけれども、来てい

ただきまして、何回か意見を聞いて、その意見も参考にして適切妥当な人数を特別委員会で

決めていただいて、本会議に上程させていただくというのが目的でございます。きちっとし

た調査目的は持っておりますということです。 

○議長（松岡光義君） そのほかございませんか。 

  星野議員。 

○15番（星野勇生君） それぞれ御意見や答弁をいただいておりますが、まず議長、この書式

に海津市議会が定めた規則に載ったものでない。それは第14条に、海津市議会の規則として

議員提案ができる旨が書いてあります。委員会条例の第５条は、特別委員会を置くことがで

きるという定めです。したがって、まず議長、この判断をまずもっていただかないと、瑕疵

のある文章であるならば、これは審議する価値もない。したがって、この判断をまずもって

いただきたいと思います。 

○議長（松岡光義君） 今の方式は、決議するものという意味で行っておりますので、よろし

くお願いしたいなと思っております。 

  星野議員。 

○15番（星野勇生君） これ質疑に当たってしまうと大変問題ですが、海津市議会、ここは海

津市議会なんですよ。規則は海津市の法律なんです。地方自治法の定め、112条に基づいて

海津市議会が定めておるんです。その中に決議するという分で、こういった上程ができると
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いうことは、どこに書いてあるんですか。お示しください。私の持っている会議規則には、

14条しかありませんが、いかがでしょうか。 

○議長（松岡光義君） ここでしばらく休憩します。 

（午後１時３３分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） それでは、休憩を解き、会議を開きます。 

（午後１時４５分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 今、星野議員の質問ですが、14条書いていないがどうやということで

すが、会議規則第14条の規定に従って受理したものでありますから、その辺を御理解してい

ただきまして、よろしくお認め願いたいと思います。14条に従って、規定に基づいて受理し

たものでありますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  星野議員。 

○15番（星野勇生君） 最初から言ったように、地方自治法では、議員は発議、予算の関係に

ついてはだめですよっていいながら、法律で定めておると。けれども、細部については細か

く書いていないので、海津市の議会の会議規則として定めておるわな。それじゃ、常任委員

会はといえば、議会運営とかいろんな委員会をつくりながら、特別委員会を置くことができ

ると定めておるだけ。そう書いてあるだけやね。今、議長がおっしゃったのは、これは合法

であると、判断ですか、どちらですか。 

○議長（松岡光義君） 違法ではなし、合法といいましょうか、14条でその範囲にあるよと。

ただ、14条は書いていないよと。けれども、それに従って受理したものであるよと、こうい

う意味でございますので。 

  星野議員。 

○15番（星野勇生君） 条文を読むと、そんなこと書いとらんよ。地方自治法は12分の１の賛

成者をもって、しかし海津市議会は２人以上の連署をもってと書いてある。先ほどの話でい

くと、ここでどういうふうに間違っても、判断しにくい文章ですが、法律用語としてはあり

得る言葉でもあるのだけれども、なぜ14条が前提で議員提案できなかったのかなと。それを

なぜ議長が受理をしてしまったのか。それを今ただしておって、それを結論出ないと、審査、

審議するところまで行ってへんのやね。入り口で今とまっておると私は思っている。だから、

合法ですか、合法でありませんか、どっちかなんですよ、法律というのは。 

○議長（松岡光義君） 私は、これは合法やと思っております。 

○15番（星野勇生君） 局長、このことについては、記録を絶対訂正しないように。今後の議

案審議のときに、どうしても影響が出やすい言葉です。合法だとおっしゃるので、これが合
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法なら、今後もそのように私自身も進めさせていただきます。よろしくお願いして、本題に

入ります。議長、よろしいか。 

○議長（松岡光義君） はい。 

○15番（星野勇生君） 今回、特別委員会として設置を希望されました。特別委員会は地方自

治法110条で定めております。その解説文の中に一般的な設置条例、これは通例でいうと、

常設という言葉を使いますが、そういった条例が制定できますよという規定があります。こ

れは解釈の違いかもわかりませんけれども、一般論で書いてあります。この後出てくるやつ

というか、提案されているものを読むと、この常設型かなと。特別委員会は議会内部の委員

会ですので、これはいいのか、悪いのか、ちょっと今判断に苦しんでおりますが、議員定数

について検討することはやぶさかではありません。 

  しかし、その手法について、先ほど一括上程したらどうですかと言ったのは、議長が諮問

をすることによって、そういった活動ができる、これが常設型の設置なんですよ。水谷議員

は、このことについてどういったお考えであえて特別委員会にしなきゃならなかったのか、

これを聞きたいんですが、余り歴史を振り返ってみるとぐあいが悪いので、やらないほうが

いいかもわからんけれども、当時を振り返ってみてください。 

  先ほどもあったように、議員定数と検討懇談会として議会内部の検討会議をスタートさせ

ましたね。その折に、特別委員会という、多分意見もあったんやけれども、まとめとしては

内部の検討委員会でいいのではないか。最終的には定数が決まれば、定数条例の改正案を出

すんじゃないかと、そういって、当時おっしゃった記録が残っているんです。それをなぜあ

えて今、特別委員会にしなきゃならんのか。この理由を私はお尋ねしたいと。なぜ今、特別

委員会で設置をするのか。いかがでしょうか。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 特別委員会にあえてといいましょうか、その前は議員定数等検討委員

会、たしか星野議員が委員長をやってみえたと思いますけれども、あれは議長の諮問機関だ

ったのかあれですが、あえて申し上げましたのは、特別委員会を設けてというのは、いわゆ

る格付といいましょうか、その中で特別委員会を正式に設けて、それも参考人の意見聴取も

して、そういうこともおやりになって、自分たちだけでやるんじゃなく、第三者の参考人の

意見も聞きながらやることのほうが大事じゃないかなと思って、あえて特別委員会というふ

うにいたしました。理由についてはこれだということはございませんけれども、一応特別委

員会ということで設置して、常任委員会じゃない、特別委員会として格のある結論を出す、

出そうと、こういうことで特別委員会を設置をお願いいたしました。 

○議長（松岡光義君） 星野議員。 

○15番（星野勇生君） お気持ちはわかりますが、特別委員会でなければ、参考人の出席を求
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めてやることが不可能だということはないんです。任意でも、皆さんが合意をして、来てい

ただける人があれば、そういった人にお尋ねすることもできるし、そういった予算のお願い

も、位置づけがはっきりすればお願いもできるだろうと。そんなことを思っておりますが、

当時、１月に出されたときの全協での資料は的を射たものであると私は言いました。この日、

御記憶かもわかりませんけれども、残念なことに私は欠席なんですね。直接は言っていませ

んが、その前に、予算の要求をするなら数字をきっちりあらわして提案したほうがいいよと

いう意見を述べております。こういったことについて、手法についてとやかくは申しており

ません。 

  今回、賛成者であります服部議員にお尋ねしてよろしゅうございますか。 

〔「はい、結構です」と呼ぶ者あり〕 

○15番（星野勇生君） 記憶の新しいところで、下水道特別委員会を設置するときに、議長は

諮問、付託をされますかということで、私は特別委員会110条ですので、特にしませんと申

してまいりました。その後、何の異論もなく特別委員会が設置されたんです。この特別委員

会の条文を読んでいくと、今回議会の内部の検討をするのに、特別委員会が適切であるかど

うかというのは非常に疑問に思っていたんです。 

  服部議員、大変恐縮ですが、当時を思い出して、なぜそういうお聞きをされたのか。今回、

政和会の中で賛成議員の一人としてこれに署名をされた、そういったことを過去に振り返っ

て疑問を持つことはなかったかどうか。これをお答えいただけたらありがたいと思います。 

○議長（松岡光義君） 服部議員。 

○11番（服部 寿君） 私も賛成者として署名をいたしておりますが、今、星野議員から質問

がございました、過去の下水道特別委員会の折に質問を当時の星野議長にしたことと、今回

出させていただいたことの、あえてあそこで質問したことと今回のことで、私自身矛盾は感

じておりませんので、指摘があった点で浮かぶことはございません。 

○議長（松岡光義君） 星野議員。 

○15番（星野勇生君） 合法的に物事が進んでいくことを願って聞いているわけですが、本文

には書いていませんが、こんなことを書いてあるのでお聞きください。 

  特別委員会は、前条の常任委員会、今、我が市には３つの委員会がある、この常任委員会

とは異なり、議会の議決により付議された特定の事件を審査するために条例で設置すること

ができるものと書いてあります。こう書いてあるんやね。これで服部議員は賛成者として疑

問を持たなかった。じゃ、当時何の疑問を持って聞いたのかな。特別委員会じゃなくて、こ

の後の内容を見ると、常設型の委員会で議長の諮問機関として議長が委員会にこういったこ

とを調査検討せよとか、先ほどいろいろありましたが、そういった個別に諮問をされること

によって、議会の委員会が活動できるというふうに私は認識をいたしております。これは私



－９７－ 

の認識ですので、それを押しつける気はありませんが、そういったことは水谷議員としては、

一般的な設置条例等がルール上あることは御存じであったかどうか。これ３回目ですので、

この先余り聞くことができませんが、今回の一番大事なところ、この特別委員会とはと、こ

のことについて提出者である水谷議員の見解をお尋ねしていきたいと。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） そのことも、先ほど下水道特別委員会のときの服部議員の質問、私も

質問の要旨というか、議長が答えておられることも知っております。これを出す前に。とい

うことは、もう私は、今回特別委員会ということを提案しているのは、知って提案をしてお

ります。 

○議長（松岡光義君） はい。 

○15番（星野勇生君） 議長、まだお答えになった、一般的な常設の設置はどうやという話は

御存じでしたかと聞いています。 

○議長（松岡光義君） 一般的な常設の…… 

○15番（星野勇生君） 議長、ちょっと許してください。 

○議長（松岡光義君） はい。 

○15番（星野勇生君） この後出てくるのは、一般的なというか常設、いわゆる議会の中で設

置をすれば絶えず行動できる。ここ２日ほど前に、中日新聞に岐阜県議会の内容について記

事になっておりました。その中に、２年ぶりに再開しますと書いてあるんやね。私疑問に思

ったんですよ。あそこ統一地方選挙で、議員がかわりながら特別委員会やったら議員の任期

中しか存在しないのが、再開できるというのは何だろうと。事務局でお調べをいただきまし

た。そしたら、常設型の委員会で、議長が諮問をして絶えず行動する。だから、議員の任期

中以外でも継続して設置の、今回この町は要綱で出ていますが、設置条例が制定されれば、

特別委員会をあえてつくる必要はなくなる。議会内部の委員会として設置ができるルールを

知りました。それは水谷議員は御存じであったかどうか。そういったことはお考えにならな

かったかどうか。それを聞いておるわけです。 

○議長（松岡光義君） これが最後です。 

  水谷議員。 

○12番（水谷武博君） まさにこれは特別委員会の設置というのは、目的を持って設置するわ

けでございまして、目的が終了すれば委員会はなくなるということでございます。したがっ

て、定数に限って、これもきょう申し上げておりませんけれども、個人的には約１年ぐらい

かかって定数を決めて、本会議といいましょうか、皆さんにお出しし、答えを出すべきとい

うのでございましたので、あえて特別委員会ということで目的を持った、一つの目的で特別

委員会ということでいたしました。 



－９８－ 

  ただ、今先ほど、どちらを考えた中で特別委員会を選びましたということで、答弁になっ

たかあれですけれども、そんなように思っております。ただ、私も岐阜県議会の活性化の問

題、中日新聞で拝見をさせていただきました。２年ぶりに再開とか書いてございました。あ

れはいうように、その中にはいろいろ、先ほど私も申し上げました政務調査費の話、不明朗

なところもあったり、いろんなこともあったということがあって、いろんなことがあって岐

阜県は再開されたんじゃなかろうかなという気もいたします。趣旨は全部はわかりませんけ

れども、そんなことも書いてございました。これとはまさに、この定数の特別委員会とは私

は全く違うものだと思っております。 

○15番（星野勇生君） 議長、お答えになっとらんよ。議長、私そんなこと聞いていない。常

設の委員会ができることを知っておったか、知らなかったか。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 常設の委員会は、条例を変えればできるということは、それは考えな

かったと。やれる方法はあると思います。 

○議長（松岡光義君） そのほかございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） なければ、次に進みます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） はい。 

○８番（堀田みつ子君） 中身の問題じゃなくして、３つの質問であって、星野議員が言われ

たことについてちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○議長（松岡光義君） もう３回目でございますので…… 

○８番（堀田みつ子君） その問題とは全然別の問題でちょっとお聞きしたいんですけれども。 

〔「条例の解釈をもうちょっと聞きたいと言っている 

んだ。議長に聞いとるんやろ」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） そしたら…… 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 堀田議員。 

○８番（堀田みつ子君） 先ほど議長はこれは合法というふうに言われましたけれども、それ

は議長の判断というふうなところなのか、本当に条例としての中身としての判断なのか、そ

れはどういうふうでしょうか。 

  そこで、総務のほうなり副市長なり、条例に対してこれは合法か合法じゃないのかという

のをお聞きしたいんですけれども。 

〔「それはあかん。執行部関係ない」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（松岡光義君） ちょっと今の……。はい。議会事務局に答えさせます。 

○議会事務局長（大橋茂一君） 先ほど議長が申されましたように、合法ということでござい

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（松岡光義君） はい。 

○８番（堀田みつ子君） すみません。とりあえず会議規則14条の規定をあれして受け取った

と言われましたけれども、じゃそれがどこに書いてあるのとか、どこにそれがわかるように

きちんとなっているのかというのが、いま一歩よくわからないものですから。 

○議長（松岡光義君） 議長が会議規則の14条に限定して、基づいて受理したんで、これは14

条と合法的に認めたということでございますので、御理解いただきたいと思います。 

  そのほかございませんか。 

  なければ次に、お諮りします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） はい。 

○14番（渡辺光明君） 再三の質問になるかもわかりませんけれども…… 

○議長（松岡光義君） いいですか。ちょっと待ってください。これに関してですか。今の質

問に関してですか。 

○14番（渡辺光明君） 今の質問じゃなくて、特別委員会設置についてまだ十分理解できない

ところがありますので、それに対して。 

○議長（松岡光義君） わかりました。ごめんなさい、渡辺議員。 

○14番（渡辺光明君） 先ほど、星野議員のほうからもちょっと触れられましたが、何で特別

委員会じゃなきゃだめなのかというような点について、ちょっとお尋ねをいたします。 

  平成20年６月12日の議員定数等検討委員会、これの委員会報告書の中で、これはいろいろ

報告されておるんですけれども、この委員会の最終的には皆さんの意見も聴取といいますか、

そういう部分も含めて、最終的にこの定数削減について決定を見たというようなことで、こ

れはうまくいったわけなんですけれども、今回、この方法では何か不足する部分があって、

違う特別委員会というものじゃないとクリアできないよという部分があって、特別委員会と

いうことを提案されてきておるものなのか。もしかこの部分について、先回の議員定数等検

討委員会の中で、ここの部分が不足だったから今回はそれ以上の検討委員会をつくりたいん

だと、そういうようなことで特別委員会にされたのか。 

  先ほど堀田議員のほうから言われたように、ここのこの委員会の中では、少数の意見も吸

い上げることができた状況にあるわけなんですね。今回の場合は、代表者、代表者、代表者

の中で特別委員会の委員を設置するということで、先ほど説明がありましたが、そこの部分

についても、最後の締めくくりの部分というのは皆さんの意見を聞くということにはならな
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いと、そういうふうに思うんですけれども、そこら辺の部分、あえて今回特別委員会という

ものを設置された究極の選択をされたその部分をもう一度説明していただきたい。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） 先ほども星野議員の質問にもお答えしました。ただ、残念かな、反問

権がございませんので、大変こういうときに執行部の皆さんの気持ちがわかります。本当に

なぜ特別委員会ではだめなのかということもわかりませんが、反問はいたしません。しませ

んが、先ほども申し上げました、私どもは特別委員会がこれはいいと思って提案したわけで

ございまして、そして次のステップとして、先ほども申し上げました執行部にお願いして報

酬も民間の方の参考人をお呼びして、手当も出して、きちっとそういう御意見も聞いたほう

がよかろうということで、特別委員会にしたというのが私のあれでございます。 

  そして、もう一つは、格式ある格の上な特別委員会としてやったらどうかと、こういうこ

とでございました。 

○議長（松岡光義君） 渡辺議員。 

○14番（渡辺光明君） この前の委員会の方法について、何ら問題はなかったんだけれども、

たまたま今回、特別委員会でいきましょうよというような意見がまとまって、そういう形を

とられたということのように聞こえるんですけれども、当初、20年のときには、議会の会派

の代表者会議とかというような、そういうようなものはありませんでしたし、当初のことを

思えば、なお一層議会というものはいろんな意見を言うところもふえてきておるというよう

な状況にあるにもかかわらず、何で、私はいまだにわからんのですけれども、水谷議員が言

われれば、それはそれでそういう思いで出されたんだから、これはしようがないにしても、

なお充実している中で、それじゃ今の常任委員会、もしくは議会運営委員会、さらに会派代

表者会議、そういう中では協議することができない、協議する場所ではない、協議できない。

できる場所はいっぱいあると思うんですよね。そうじゃない限りは、わざわざ特別委員会と

いうようなものは設置するべきものなのか、どうなのかということを非常に疑問に思います

が、その点について、水谷議員さんから話を。 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） これも反問権になるといけませんので、私なりに提案しておきます。 

  先ほども申し上げました。代表者会議でも２回もお願いして、こうなって今日になってい

ます。これだけはおわかりください。代表者会議で私どもが一生懸命これを提案して、皆さ

んにのってください、協議してくださいといって、最後はこの結果、だから私どもの一議員

としての権利がある、いわゆる発議で出したと。こういうことでございまして、決して政和

会とか皆さんに勝手に今日まで急に出てきた話ではありませんので、私は、質問の答えにな

らないかもわかりませんけれども、まさにこれが終われば、次の提案される活性化委員会も
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あるけれども、その中でも意見があると思いますけれども、やっぱりもう会派ができて、あ

のときの活性化委員会のことと今とはまた違うんだと私は思っています。議会運営というの

は、議会の中のいわゆる運営は、会派の代表者会議の中でいろいろ協議したり、そしてその

ためにもっと議会運営委員会が本来はあるんですから、そこの中で御協議していただければ、

日ごろの議会運営というのは円満にいくんじゃなかろうかなと、こう私は思います。 

  余分なことも言いましたが、答弁とさせていただきます。 

○議長（松岡光義君） そのほかございませんか。 

  渡辺議員。 

○14番（渡辺光明君） 最後になりますけれども、冒頭に説明の中に、水谷武博議員からの説

明の中で１点だけ修正をしていただくというか、確認をしたい部分がございます。代表者会

議の中で、意見は賛否分かれたわけなんですけれども、その指揮をとる議長さんが、最終的

にこの問題についてどうしましょうかと、いろいろ悩まれたと思います。そこの中で、最終

的に議長が決断して、この代表者会議の中ではこの件については議論しませんよと、これで

終わりにしましょうという最終的な決断というものが大変重いものだと、私はそう思ってお

ります。 

  そこで、最終的に議長がそういう判断をされたというような水谷議員からの発言もござい

ました。その後につけ加えられた言葉、ここから先は会派の中で、会派の判断でやってくだ

さいよと議長が言われたと、その場で。それは公式な場所ではそういう発言はされていない

と、私はそういうふうに聞き及んでおりますが、あたかも議長がその席でそういう言葉まで

発言したというような言い方で説明がありましたが、そこら辺の部分について確認をしたい。

議長にも確認をしたいということと、もしかそれが言われていないということであれば訂正

をしていただきたい。 

〔「先にどっちからいきますか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 水谷議員。 

○12番（水谷武博君） ここに要点筆記も持って、会派の代表者会議の要点筆記、事務局長が

とっております。ちょうだいをいたしております。ここにも書いてございます。これは事務

局長が書いたことで、私が書いた作文じゃありません。 

  お読みします。議長より定数については、これで打ち切りにしたい旨発言された。代表者

会議は行わない。あとは会派の自由行動とするとした。こう書いてございます。ということ

は、当然そのときに、議長がじゃもうこれ以上という言葉を言われましたので、じゃ私も申

し上げました。これは会派の後はそれぞれの自由行動で、自主判断、自主行動でよろしいで

すかと、こういうことも私は当時議長にお尋ねした結果、それで結構ですと、こういうお答

えだったと思っております。これが、書いてあることが合っていると思います。 
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〔「議長、いかがでしょうか」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 私は、そのときは言った、言わないはちょっと覚えていないですが、

書いてあることが私は正しいと思っております。ただ、言うたことは、ここで打ち切ります

と、もうそれは招集しませんと、こういうことは言いました。もうこれ会派は招集しません

と、このことに関しては。それは言いました。あとの言葉、私はちょっと今覚えがございま

せん。 

〔「もう１回だけちょっと」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） はい、わかりました。 

○14番（渡辺光明君） 多分、事務局長もそこに参加されておられて、事務局長が要点筆記を

された。だから、事務局長が要点筆記をされたことの、そこの会議の中で話し合われたこと

を要点筆記されたと思う。ここには、要点筆記の中に局長の主観という…… 

〔「代表者会議の話はここでは関係ない」と呼ぶ者あり〕 

○14番（渡辺光明君） 主観というものは入っていなかったのか、どうなのかということにつ

いて、私はそれだけ確認をしたい。 

○議長（松岡光義君） 事務局長。 

○議会事務局長（大橋茂一君） 先ほど水谷議員さんがお話しされたとおりでございます。以

上です。 

○議長（松岡光義君） そのほかございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） なければお諮りします。本案件は会議規則第37条第３項の規定により、

委員会付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 異議がありますので、起立によって採決をします。 

  ただいま議題となっております発議第２号の委員会付託を省略することに賛成の方は起立

願います。 

〔「何、何て」と呼ぶ者あり〕 

〔「聞いとれ、まともに」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） はい。 

〔「議長、早く進行しなさいよ」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 御異議がありますので、起立によって採決をします。 

  ただいま議題となっております議案…… 

〔「違う」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（松岡光義君） 37条３項の規定による異議があるということですか、星野議員。 

○15番（星野勇生君） はい。 

○議長（松岡光義君） どうぞ。 

○15番（星野勇生君） 異議があるというのは、委員会付託を省略することに異議が異議があ

るだけです。なぜ私にその分をお尋ねするんですか。逆ですよ、これは。委員会付託を省略

することに異議があるということは、省略は反対ですよということじゃ。 

○議長（松岡光義君） わかりました。 

  今、反対とする意見が出ましたが…… 

○15番（星野勇生君） 反対やない、異議があるんや。 

○議長（松岡光義君） 異議がありますので、起立によって採決します。 

  ただいま議題となっております発議第２号は、委員会付託を省略することに賛成の方は起

立願います。省略することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（松岡光義君） ありがとうございました。 

○15番（星野勇生君） 議長。 

○議長（松岡光義君） 17人中９人で…… 

○15番（星野勇生君） ちょっと待って、大体これは委員会に付託する案件であるかどうかと

いうのも諮っていないがな、あなた。でしょう。それを急に委員会付託を省略するというの

は、どこに委員会があるんですか、これ。特別委員会を設置しようと言っとるのに、委員会

付託の話なんてふってわいたんや。だから、反対だと言ったんです。根底から、当初言った

ように特別委員会ってどういうのやと申し上げたがね。じゃないのか。ただ単に賛成、反対

をとるだけではいかんて。 

○議長（松岡光義君） 起立９人で賛成多数です。よって、発議第２号は決定しました。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 星野議員。 

○15番（星野勇生君） 今回の議案で内容が乏しい、したがって反対する、その前提で討論を

行いたいと思います。 

  その大きな原因は、議長は合法ということで結論づくめでありますが、会議規則にああい

った手法について述べておりません。日本は、日本国憲法のもとで動いています。海津市は

海津市の会議規則、委員会条例、設置条例、いろいろあって、その中で文章をたどりながら

議員が活動を起こしています。これが一つの原因です。 

  ２つ目は、特別委員会とは、いわゆる執行部側から提案されたものについて、皆さんが
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個々に検討をする余地がある、しかし常任委員会や議会運営委員会に付託する案件ではない

ものについては、特別に特別委員会の設置が認められております。今回は、議会内の議員定

数に限っております。先ほど来質問にもありましたように、議員定数と検討懇談会、議会内

部の組織として十分活動をしてまいりましたし、その結論が出ております。最終的には当時

の発言の中にあったように、議員定数条例の改正まで出していただきました。そういった手

続を議会が踏まずに、今回どういったことをやるのか。余りにも傲慢ではないか。 

  以上、反対討論といたします。以上です。 

○議長（松岡光義君） そのほか賛成討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認め、討論を終わります。 

  これから発議第２号を起立により採決いたします。発議第２号 議員定数調査検討特別委

員会の設置については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（松岡光義君） ありがとうございました。総数17人、起立９人、起立多数です。よっ

て、発議第２号 議員定数調査検討特別委員会の設置については原案のとおり可決されまし

た。 

  ここでしばらく休憩いたします。 

（午後２時２５分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後４時３９分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 間もなく午後５時になりますが、議事進行上、本日の会議時間は本日

の議事日程が終了するまで延長しますので、よろしくお願いいたします。 

  お諮りいたします。ただいま設置されました議員定数調査検討特別委員会の委員の選任に

ついては、委員会条例第７条第１項の規定により議長において指名いたします。 

  指名する議員定数調査検討特別委員会委員を議会事務局長から発表させます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松岡光義君） 渡辺議員。 

○14番（渡辺光明君） 先ほど事務局からの御案内で、とりあえず時間延長ということで、ど

うしても時間延長が必要なので、その件についてだけお諮りをしますので、議場へ集合して

くださいと、そういうようなことで集合されたと思うんですけれども、それ以上のことに踏

み込むというのは、これは違うんじゃないですか。 
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○議長（松岡光義君） しばらく休憩します。 

（午後４時４１分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後４時５４分） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松岡光義君） 指名する議員定数調査検討特別委員会委員を議会事務局長から発表さ

せます。 

  議会事務局長。 

○議会事務局長（大橋茂一君） それでは、発表させていただきます。 

  １番 伊藤秋弘議員、３番 赤尾俊春議員、４番 浅井まゆみ議員、５番 六鹿正規議員、

６番 藤田敏彦議員、８番 堀田みつ子議員、11番 服部寿議員、12番 水谷武博議員、13

番 飯田洋議員、17番 西脇幸雄議員、以上の10名でございます。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎発議第３号 海津市議会活性化検討委員会設置要綱について 

○議長（松岡光義君） 続きまして、日程第15、発議第３号 海津市議会活性化検討委員会設

置要綱についてを議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  飯田議員。 

〔13番 飯田洋君 登壇〕 

○13番（飯田 洋君） それでは、発議第３号の提案理由を説明させていただきます。 

  まことに申しわけありません。要綱にミスプリントがございますので、申しわけありませ

んが、字句の削除をお願いしたいと思います。海津市議会活性化検討委員会設置要綱、１、

設置及び目的、その次の字句でございますが、「議会審議の活性化や議員定数を含め」の

「議員定数を含め」この７文字の字句の削除をお願いしたいと思います。 

  それでは、発議第３号の説明をさせていただきます。 

  海津市議会議長 松岡光義様、提出者 海津市議会議員 飯田洋。賛成者 海津市議会議

員 永田武秀、賛成者 海津市議会議員 藤田敏彦。 

  海津市議会活性化検討委員会設置要綱。 

  上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 

  理由 二元代表制における議会の議員の担うべき役割、市議会と市民との関係を明確に示

すとともに、後退することのない、継続的な議会活性化の推進を図るため、当市議会に海津

市議会活性化検討委員会を設置するものとする。 
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  また、市民に開かれた市議会の実現に向けて、議会活動に関して有する情報を積極的に公

表し、透明性を高めるとともに、説明責任を十分に果たすことができるよう、その方策を調

査、検討し、実践していくことを目指しています。 

  具体的な内容の一部ですが、議会基本条例の制定も視野に入れ、議論の場を設けたいと思

います。 

  ２、インターネットの利用の拡大を図っていきたいと思います。議会ホームページを活用

し、議会、議員の活動情報を発信していきたいと思っております。 

  ３、また、ケーブルテレビの利用増大を目指したいと思っております。 

  ４として、この委員会の設置期間は、常設の委員会とすることとしております。 

  それでは、海津市議会活性化検討委員会設置要綱。 

  １、設置及び目的。議会審議の活性化や議会活動の透明性向上の方策等を調査し検討する

ため、議長の諮問機関として議会活性化検討委員会（以下、「委員会」という。）を設置す

る。 

  ２、構成。委員会の委員は９人とし、各会派より選出される委員の数は次のとおりとする。 

  （１）政和会 ４人、（２）民主党市民クラブ ２人、（３）至誠海津 １人、（４）海

津市議会公明党 １人、（５）無所属 １人。 

  ３、委員会の運営。 

  （１）委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。 

  （２）委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。 

  （３）委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務

を行う。 

  （４）委員以外の議員は、オブザーバーとして会議に出席し、委員長の許可を得て発言す

ることができる。 

  （５）委員会の会議において必要があると認めるときは、委員長は委員以外の者の出席を

求め、意見を聞くことができる。 

  （６）委員会の所管事項を専門的に調査するため、委員会に検討テーマごとに担当委員及

び副担当委員を置くことができる。 

  （７）担当委員及び副担当委員は、委員長が委員の中から指名する。 

  （８）委員会の会議は公開とする。ただし、委員長の判断により非公開とすることができ

る。 

  （９）委員長は、会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した記録を策定し

なければならない。 

  （10）会議の経過及び結果について外部に発表する必要があるときは、すべて委員長が行
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う。 

 ４、設置期間。委員会の設置期間は、この要綱の施行の日から調査、検討が終了するまでの

間とする。 

  ５、その他。この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長

が会議に諮って定める。 

  附則。この要綱は、公布の日から施行する。 

  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（松岡光義君） 提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑を許可します。質疑ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○議長（松岡光義君） 討論なしと認めます。 

  これから、発議第３号を起立により採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（松岡光義君） ありがとうございました。総数17人、起立16人、起立多数です。よっ

て、発議第３号 海津市議会活性化委員会検討委員会設置要綱については、原案のとおり可

決されました。 

  ここで教育長の発言を許可します。 

  教育長 平野英生君。 

〔教育長 平野英生君 登壇〕 

○教育長（平野英生君） 私自身の辞職にかかわるあいさつの場を与えていただきまして、あ

りがとうございました。まずもって、私自身の一身上の都合のかかわりで、任期半ばで辞職

しますことを本当におわび申し上げますとともに、このことを認めていただきまして、本当

にありがとうございました。 

  思い返しますと、平成17年３月28日の３町統合による合併以来、ほぼ６年４カ月にわたる

長きにわたりまして、海津市のスタートにかかわるような教育行政に携わらせていただきま

して、本当にありがとうございました。これもひとえに議会の先生方の御支援、御協力のお

かげと思っております。ありがとうございました。 

  ６年間いろいろ思い返しますと、いろんなことで嫌なこととかいろいろなことがたくさん

ありましたが、私自身、できる限り楽しかったことやうれしかったこと、そういったことを
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心に残すように努めてまいりました。そういった中で、海津市としまして、ここに市の教育

の方針とか、そういった重点を掲げたものが、市ができて以来ずっとパンフレットをつくっ

ておりますが、その中に、地域が誇る園・学校づくりということを掲げております。言いか

えますと、海津市が誇るような園とか学校をつくろうということを合い言葉にして、学校も

進んでまいりました。そういった中で幸いにしまして、幼稚園でいいますと、幼稚園の中で

県の幼稚園の初任者が海津市の幼稚園で勉強してこいということで、そういう会もありまし

たし、小学校も県で優秀校、それから中学校も優秀校ということで表彰ももらいました。そ

ういった中で努力を重ねてきてくれましたし、そのほかキャリア教育もスタートしてもらい

まして、そういった中でみんなの努力によりまして、県の表彰、あるいは文部大臣賞をもら

いました。そんなような形で、海津市が誇れるような部分もある部分あったのではないかと

私は自負しております。 

  そういったこともありましたし、もう一つは、議会を通したり、それから市長さんを含め

て、側面から非常に支援をしていただきました。いろんな意味で学校の環境、その中で図書

館司書なんかも各小・中学校すべてに入れてもらいました。そういったこと含めて、昨年は

今尾小学校が図書館教育の最優秀校というようなことで表彰をもらいましたが、そうやって、

みんなそれぞれ努力してもらいました。本当に先生方の努力と周りからの努力、いわゆる海

津市が誇るような学校園に近づきつつあると思いますし、また学校からいいますと、学校が

誇れるような海津市と申しますか、地域の人々と申しますか、そういった方面も出てきたと

思います。そういった意味で、そういったことを大事にしながら、これからも歩んでもらえ

るといいなということを願っております。少子化の中、これから支えてくれるのは子どもた

ちですので、子どもたちのためにぜひとも頑張っていきたいと思いますし、私自身もこの後、

個人に戻りながら、一市民として子どものために少しでもやれることをやっていきたいと思

っていますので、努力したいと思います。本当に長い間ありがとうございました。 

（拍手） 

○議長（松岡光義君） 大変お世話になり御苦労さまでございました。 

  次に、消防長より、９日の一般質問での発言の一部訂正をしたいとの申し出がありました

ので許可します。 

  消防長 吉田一幸君。 

○消防長（吉田一幸君） 議長のお許しをいただきましたので、発言の訂正をさせていただき

ます。 

  去る６月９日、一般質問の折、堀田議員から避難所収容人員の算出方法について再質問が

ございまして、私が消防法に規定する収容人員の算定方法により算出したものと記憶してい

るとお答えいたしましたが、消防法に規定する算出では、床面積を0.5平方メートルで除す
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ることになってしまい、記憶間違いでございました。正確には、床面積をおよそシングルベ

ッドの広さの２平米、２平方メートルで除した数字でございます。おわびして訂正をお願い

申し上げます。申しわけございませんでした。 

○議長（松岡光義君） ありがとうございました。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の宣告 

○議長（松岡光義君） 以上をもちまして、今定例会に提出されました議案はすべて議了いた

しました。 

  これをもちまして、平成23年海津市議会第２回定例会を閉会します。大変御苦労さまでご

ざいました。 

（午後５時０７分） 
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