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第21回久慈市議会定例会会議録（第１日） 

 

議事日程第１号 

平成26年12月４日（木曜日）午前10時00分開議 

 第１ 会期の決定 

     議会運営委員長の報告 

 第２ 会議録署名議員の指名 

 第３ 議案第１号から議案第29号まで 

     提案理由の説明・総括質疑 

     委員会付託（議案第１号から議案第７号ま

で及び議案第29号を除く） 

 第４ 議案第29号（質疑・採決） 

 第５ 請願１件 

     請願の紹介 

     委員会付託 

 第６ 発議案第27号 

     提案理由の説明 

     発議案第27号（質疑・討論・採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 会期の決定 

       議会運営委員長の報告 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 議案第１号 平成26年度久慈市一般会計

補正予算（第５号） 

  議案第２号 平成26年度久慈市国民健康保険特別

会計補正予算（第２号） 

  議案第３号 平成26年度久慈市介護サービス事業

特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４号 平成26年度久慈市魚市場事業特別会

計補正予算（第２号） 

  議案第５号 平成26年度久慈市漁業集落排水事業

特別会計補正予算（第３号） 

  議案第６号 平成26年度久慈市公共下水道事業特

別会計補正予算（第３号） 

  議案第７号 平成26年度久慈市水道事業会計補正

予算（第３号） 

  議案第８号 情報公開条例及び個人情報保護条例

の一部を改正する条例 

  議案第９号 一般職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例 

  議案第10号 地域防災センター条例の一部を

改正する条例 

  議案第11号 久慈市長の在任期間に関する条

例 

  議案第12号 国民健康保険条例の一部を改正

する条例 

  議案第13号 放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例 

  議案第14号 包括的支援事業の実施に関する

基準を定める条例 

  議案第15号 奨学金貸付基金条例の一部を改

正する条例 

  議案第16号 久慈市庁舎車庫棟改築主体工事

の請負変更契約の締結に関し議決を求める

ことについて 

  議案第17号 久慈湊漁港海岸災害復旧（23災

第633号防潮堤）その１工事の請負変更契

約の締結に関し議決を求めることについて 

  議案第18号 小袖漁港海岸災害復旧（23災第

665号防潮堤）工事の請負変更契約の締結に

関し議決を求めることについて 

  議案第19号 新たに生じた土地の確認に関し

議決を求めることについて 

  議案第20号 町の区域の変更に関し議決を求

めることについて 

  議案第21号 久慈市と岩手県との間の平成23

年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に

必要となった廃棄物の処理に関する事務の

委託を廃止する協議に関し議決を求めるこ

とについて 

  議案第22号 市道路線の認定に関し議決を求

めることについて 

  議案第23号 市道路線の認定に関し議決を求

めることについて 

  議案第24号 市道路線の認定に関し議決を求

めることについて 

  議案第25号 市道路線の認定に関し議決を求
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めることについて 

  議案第26号 市道路線の認定に関し議決を求

めることについて 

  議案第27号 負担付きの寄付を受けることに関し

議決を求めることについて 

  議案第28号 財産の貸付けに関し議決を求めるこ

とについて 

  議案第29号 人権擁護委員候補者の推薦に関し意

見を求めることについて 

 日程第４ 議案第29号 人権擁護委員候補者の推薦

に関し意見を求めることについて 

 日程第５ 請願受理第15号 米価安定対策等に関す

る請願 

 日程第６ 発議案第27号 議員定数に関する調査特

別委員会の設置について 

──────────────────── 

出席議員（24名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 下川原 光 昭君 

３ 番 藤 島 文 男君 ４ 番 上 山 昭 彦君 

５ 番 泉 川 博 明君 ６ 番 木ノ下 祐 治君 

７ 番 畑 中 勇 吉君 ８ 番 砂 川 利 男君 

９ 番 山 口 健 一君 10 番 桑 田 鉄 男君 

11 番 澤 里 富 雄君 12 番 中 平 浩 志君 

13 番 小 栁 正 人君 14 番 堀 崎 松 男君 

15 番 小 倉 建 一君 16 番 小野寺 勝 也君 

17 番 城 内 仲 悦君 18 番 下 舘 祥 二君 

19 番 中 塚 佳 男君 20 番 八重櫻 友 夫君 

21 番 髙屋敷 英 則君 22 番 宮 澤 憲 司君 

23 番 大 沢 俊 光君 24 番 濱 欠 明 宏君 

欠席議員（なし） 

──────────────────── 

事務局職員出席者 

事務局長 大 森 正 則 事務局次長 嵯 峨 一 郎
庶務グループ 
総 括 主 査 髙 畑 伸 一 

議事グループ 
総 括 主 査 田 髙  慎

議事グループ 
主 任 長 内 紳 悟   

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 遠藤 譲一君 副 市 長 中居 正剛君

総 務 部 長 勝田 恒男君 総合政策部長 一田 昭彦君

総合政策部付部長 奈良  透君 市民生活部長 澤口 道夫君
健康福祉部長 
(兼)福祉事務所長 和野 一彦君 農林水産部長 米澤 喜三君

産業振興部長 澤里 充男君
建 設 部 長 
(兼)水道事業所長 中森  誠君

山形総合支所長 中新井田欣也君 会 計 管 理 者 鹿糠沢光夫君

教 育 委 員 長 鹿糠 敏文君 教 育 長 加藤 春男君

教 育 次 長 小倉 隆喜君 選挙管理委員長 大沢 寿一君

監 査 委 員 石渡 高雄君 農業委員会会長 宇部  繁君
総務部総務課長
(併)選管事務局長 久慈 清悦君 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 泉澤 民義君

教 育 委 員 会
総務学事課長 夏井 正悟君 監査委員事務局長 田端 正治君

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前10時00分   開会・開議 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから第21回久慈市

議会定例会を開会いたします。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

     諸般の報告 

○議長（八重櫻友夫君）  諸般の報告をいたします。 

 市長から議案等の提出があり、お手元に配付してあ

ります。 

 次に、議員発議案１件をお手元に配付してあります。 

 次に、請願１件を受理いたしましたので、お手元に

配付してあります。 

 次に、監査委員から現金出納検査結果の報告３件が

提出され、お手元に配付してあります。 

 次に、教育委員会委員長から平成25年度教育委員会

事務点検評価報告書が提出され、お手元に配付してあ

ります。 

 次に、９月定例会以後の当職の出席した会議等、主

な事項について概要を配付してあります。 

 なお、地方自治法第100条第13項並びに久慈市議会

会議規則第128条第１項ただし書き及び同条第２項の

規定により、当職において決定し、議員派遣した内容

については、配付のとおりとなっておりますので、ご

了承願います。 

 次に、平成26年度委員会所管事項調査報告書が、議

会運営委員会から提出されており、その写しを配付し

てあります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 会期の決定   

○議長（八重櫻友夫君）  これより、本日の議事日程

に入ります。 

 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 会期日程案に関し、委員長の報告を求めます。小栁

議会運営委員長。 

     〔議会運営委員長 小栁正人君登壇〕 
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○議会運営委員長（小栁正人君）  第21回久慈市議会

定例会の運営につきまして、去る12月２日に議会運営

委員会を開催し協議をいたしましたので、その結果を

ご報告申し上げます。 

 今定例会で審議いたします案件は、市長付議事件29

件、請願１件及び議員発議案が１件であります。一般

質問につきましては、５会派及び２人の計７人の議員

から通告されております。 

 このことから、お手元に配付しております日程案の

とおり、本日と12月９日、10日及び17日に本会議を、

12月12日に委員会をそれぞれ開き、12月５日、８日、

11日、15日及び16日を議案調査のための休会とし、今

定例会の会期は本日から12月17日までの14日間とすべ

きものと決しました。 

 各位のご協力をお願い申し上げ、ご報告といたしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  お諮りいたします。本定例

会の会期は、ただいまの委員長報告のとおり、本日か

ら12月17日までの14日間と決することにご異議ありま

せんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、会期は14日間と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 会議録署名議員の指名   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第２、会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員に、中塚佳男君、髙屋敷英則君、宮

澤憲司君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 議案第１号から議案第29号まで   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第３、議案第１号から

議案第29号までを一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。遠藤市長。 

     〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  提案をいたしました議案第29

号「人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めるこ

とについて」は、人事案件でありますので、私からご

説明を申し上げ、議員各位のご理解とご賛同を賜りた

く存じます。 

 本案は、現在、人権擁護委員としてご活躍をいただ

いております嵯峨正夫氏の任期が来年３月31日をもっ

て満了となりますことから、再び推薦しようとするも

のであります。 

 嵯峨正夫氏の経歴につきましては、議案に付してお

ります経歴書のとおりでありますが、嵯峨氏は、長年、

郵便局職員として勤務されており、局長としても高い

指導力とすぐれた識見を発揮されてきたところであり

ます。 

 また、公正で実直な人柄から、地域の厚い信望を得

ているところであり、人権擁護委員として適任である

と考え、推薦しようとするものであります。 

 以上、提案いたしました人事案件につきまして、満

場のご同意を賜りますようお願い申し上げまして、提

案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居副市長。 

     〔副市長中居正剛君登壇〕 

○副市長（中居正剛君）  私からは、人事案件を除く

議案28件の提案理由についてご説明申し上げます。 

 まず、議案第１号「平成26年度久慈市一般会計補正

予算（第５号）」でありますが、今回の補正は、県の

例に準じた給与改定や実績見込み等に伴う給与費の調

整、国県支出金等の内定による事業費の調整などに要

する経費を計上したものであります。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条歳入歳出予算の補正は、既定の予算枠に歳入

歳出それぞれ８億5,460万円を追加し、補正後の予算

総額を277億7,817万8,000円にしようとするものであ

ります。款及び項の補正額は、２ページから４ページ

の第１表歳入歳出予算補正のとおりであります。 

 次に、第２条債務負担行為の補正でありますが、５

ページの第２表のとおり、総合計画策定事業ほか計４

件を追加しようとするものであります。 

 次に、第３条地方債の補正でありますが、６ページ

の第３表のとおり、公営住宅建設事業について、その

限度額を変更しようとするものであります。 

 次に、議案第２号「平成26年度久慈市国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）」でありますが、今回の

補正は、１ページのとおり、直営診療施設勘定におい

て、既定の予算額から歳入歳出それぞれ421万1,000円

を減額し、補正後の予算総額を２億6,742万1,000円に

しようとするものであります。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、３

ページのとおり、諸収入を減額し、歳出につきまして
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は、４ページのとおり、総務費を減額、医業費を増額

しようとするものであります。 

 次に、議案第３号「平成26年度久慈市介護サービス

事業特別会計補正予算（第１号）」でありますが、今

回の補正は、１ページのとおり、既定の予算総額に歳

入歳出それぞれ50万9,000円を追加し、補正後の予算

総額を8,479万5,000円にしようとするものであります。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、２

ページのとおり、サービス収入を増額し、歳出につき

ましては、３ページのとおり、総務費を増額しようと

するものであります。 

 次に、議案第４号「平成26年度久慈市魚市場事業特

別会計補正予算（第２号）」でありますが、今回の補

正は、１ページのとおり、既定の予算額から歳入歳出

それぞれ28万2,000円を減額し、補正後の予算総額を

2,857万9,000円にしようとするものであります。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、２

ページのとおり、諸収入を減額し、歳出につきまして

は、３ページのとおり、総務費を減額しようとするも

のであります。 

 次に、議案第５号「平成26年度久慈市漁業集落排水

事業特別会計補正予算（第３号）」でありますが、今

回の補正は、１ページのとおり、既定の予算額から歳

入歳出それぞれ4万7,000円を減額し、補正後の予算総

額を４億334万円にしようとするものであります。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、２

ページのとおり、諸収入を減額し、歳出につきまして

は、３ページのとおり、漁業集落排水事業費を減額し

ようとするものであります。 

 次に、議案第６号「平成26年度久慈市公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）」でありますが、１

ページのとおり、第１条歳入歳出予算の補正は、既定

の予算額に歳入歳出それぞれ182万6,000円を追加し、

補正後の予算総額を12億7,765万2,000円にしようとす

るものであります。 

 補正の内容でありますが、歳入につきましては、２

ページ、第１表のとおり、使用料及び手数料を増額、

諸収入を減額し、歳出につきましては、３ページのと

おり、下水道管理費及び下水道事業費を増額しようと

するものであります。 

 次に、議案第７号「平成26年度久慈市水道事業会計

補正予算（第３号）」でありますが、１ページをお開

き願います。 

 第２条収益的収入及び支出の補正は、支出の上水道

事業費用を500万円、簡易水道事業費用を400万円、営

農飲雑用水給水受託事業費用を100万円、いずれも修

繕費を増額しようとするものであります。 

 次に、議案第８号「情報公開条例及び個人情報保護

条例の一部を改正する条例」でありますが、独立行政

法人通則法の一部改正に伴い、所要の整理をしようと

するものであります。 

 次に、議案第９号「一般職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例」でありますが、この条例

は、県の例に準じて、給与月額、期末手当及び勤勉手

当の支給割合を改定しようとするものであります。 

 次に、議案第10号「地域防災センター条例の一部を

改正する条例」でありますが、災害時における地域の

災害対応活動の拠点とするとともに、平常時には地域

住民の防災に関する知識及び技術の普及、健康の増進

並びに生活文化の振興を図るため、新たに完成した八

日町地区の秋葉館、湊町地区の湊地区防災センター、

元木沢地区の元木沢地区防災センター、夏井駅前・大

湊地区のふっこう館を設置するものであります。 

 次に、議案第11号「久慈市長の在任期間に関する条

例」でありますが、地方公共団体において、幅広い事

務に関する権限が集中する長の地位に同一の者が長期

にわたりつくことにより生じるおそれのある弊害を防

止するため、市長の在任期間を定め、もって清新で活

力に満ちた市政の運営を確保しようとするものであり

ます。 

 次に、議案第12号「国民健康保険条例の一部を改正

する条例」でありますが、この条例は、健康保険法施

行令の改正に伴い、出産育児一時金の支給額について

所要の整備をしようとするものであります。 

 次に、議案第13号「放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例」でありますが、

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子供

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律の施行による児童福祉法の改正に伴

い、同法第34条の８の２第１項の規定に基づき、放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

めようとするものであります。 

 次に、議案第14号「包括的支援事業の実施に関する
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基準を定める条例」でありますが、この条例は、地方

分権改革に係る第３次一括法の施行による介護保険法

の改正に伴い、これまで、地域包括支援センターの職

員に関する基準及び当該職員の員数の基準について厚

生労働省令に定められていたものを、包括支援セン

ターの設置者である市が条例を定めようとするもので

あります。 

 次に、議案第15号「奨学金貸付基金条例の一部を改

正する条例」についてでありますが、大学在学者等に

対する奨学金貸付月額の上限を５万円に引き上げ、あ

わせて償還にかかる期間を延長しようとするものであ

ります。 

 次に、議案第16号「久慈市庁舎車庫棟改築主体工事

の請負変更契約の締結に関し議決を求めることについ

て」でありますが、本案は、平成26年５月26日に議会

の議決を経て、株式会社小山組と契約を締結した、久

慈市庁舎車庫棟改築主体工事について、原契約の請負

金額３億996万円から2,157万840円を増額し、３億

3,153万840円で請負変更契約を締結しようとするもの

であります。 

 変更工事の内容でありますが、当初見込むことがで

きなかった車椅子対応のエレベーターを追加しようと

するものであります。 

 次に、議案第17号「久慈湊漁港海岸災害復旧（23災

第633号防潮堤）その１工事の請負変更契約の締結に

関し議決を求めることについて」でありますが、本案

は、平成25年７月29日に議会の議決を経て、山口建設

株式会社と契約を締結した久慈湊漁港海岸災害復旧

（23災第633号防潮堤）その１工事について、原契約

の請負金額４億1,265万円から2,874万960円を増額し、

４億4,139万960円で請負変更契約を締結しようとする

ものであります。 

 変更工事の内容でありますが、防潮堤上部の天端多

被覆工を増工しようとするものであります。 

 次に、議案第18号「小袖漁港海岸災害復旧（23災第

665号防潮堤）工事の請負変更契約の締結に関し議決

を求めることについて」でありますが、本案は平成26

年３月４日に議会の議決を経て、宮城建設株式会社と

契約を締結した小袖漁港海岸災害復旧（23災第665号

防潮堤）工事について、原契約の請負金額３億240万

円から4,505万3,280円を増額し、３億4,745万3,280円

で請負変更契約を締結しようとするものであります。 

 変更工事の内容でありますが、防潮堤の高さに合わ

せて、県道野田長内線のかさ上げ工事を増工しようと

するものであります。 

 次に、議案第19号「新たに生じた土地の確認に関し

議決を求めることについて」でありますが、本案は、

小袖漁港区域内の公有水面埋立工事が竣工したことに

伴い、埋立地54.67平方メートルを新たに生じた土地

として確認するため、地方自治法第９条の５第１項の

規定により、議会の議決を求めようとするものであり

ます。 

 次に、議案第20号「町の区域の変更に関し議決を求

めることについて」でありますが、本案は、前の議案

第19号に関連するもので、小袖漁港区域内の公有水面

の埋め立てにより新たに生じた土地を、久慈市宇部町

第24地割に編入するために、地方自治法第260条第１

項の規定により議決を求めようとするものであります。 

 次に、議案第21号「久慈市と岩手県との間の平成23

年東北地方太平洋沖地震及び津波により特に必要とな

った廃棄物の処理に関する事務の委託を廃止する協議

に関し議決を求めることについて」でありますが、本

案は、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により

発生した災害廃棄物の処理が完了したことから、地方

自治法第252条の14第２項の規定により、委託してい

た事務を廃止することについて岩手県と協議するため、

同条第３項において準用する同法第252条の２の２第

３項の規定により、議会の議決を求めようとするもの

であります。 

 次に、議案第23号から議案第26号までの「市道路線

の認定に関し議決を求めることについて」申し上げま

す。 

 まず、議案第22号についてでありますが、ご提案申

し上げております田中鳥谷川は、道路の起点及び終点

を市道に接続する道路であり、住民の利用度が高く公

共性が高いと認められることから、私道に認定しよう

とするものであります。 

 次に、議案第23号から議案第26号までについてであ

りますが、ご提案申し上げております小袖２号線、小

袖３号線、小袖４号線及び横沼６号線の各路線は、小

袖地区及び横沼地区漁業集落環境整備事業により整備

した集落道を市道に認定しようとするものであります。 

 次に、議案第27号「負担付きの寄附を受けることに

関して議決を求めることについて」でありますが、本
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案は、三陸鉄道株式会社が久慈市内に所有している久

慈駅駅舎やレール等の鉄道事業用資産について、三陸

鉄道株式会社への無償貸し付けを条件とする寄附の申

し込みがあったので、これを受けようとするものであ

ります。 

 次に、議案第28号「財産の貸付けに関し議決を求め

ることについて」でありますが、本案は、議案第27号

で提案いたしております鉄道事業の用に供する資産に

ついて、三陸鉄道株式会社に対し、無償貸し付けをし

ようとするものであります。 

 以上で提案理由の説明とさせていただきます。よろ

しくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  これより、提出議案に対す

る総括質疑に入ります。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、議案の委員会付託についてお諮りいたします。

議案第８号から議案第28号までの21件は、お手元に配

付の議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託い

たします。 

 次に、付託省略議案についてお諮りいたします。議

案第１号から議案第７号までの補正予算及び議案第29

号は、委員会の付託を省略し、議案第１号から議案第

７号までの補正予算７件については、12月17日の本会

議で審議することとし、議案第29号については、本日

審議することにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議案第29号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第４、議案第29号「人

権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めることにつ

いて」を議題といたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 それでは、採決いたします。 

 議案第29号「人権擁護委員候補者の推薦に関し意見

を求めることについて」は、異議がない意見とするこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立全員であります。よっ

て、議案第29号は異議がない意見とすることに決定い

たしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 請願受理第15号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第５、請願受理第15号

を議題といたします。 

 請願について、紹介議員の説明を求めます。９番山

口健一君。 

    〔９番山口健一君登壇〕 

○９番（山口健一君）  請願受理第15号「米価安定対

策等に関する請願」について、提出者を代表し趣旨説

明を行います。 

 ＪＡいわてグループでは、米政策等の見直しに対応

し生産数量の目標に即した生産や水田フル活用による

水田活用米穀の取り組みを推進する等、米の需給調整

に積極的に取り組んできました。 

 しかしながら、26年産米の価格下落と米の直接支払

交付金の減額は、農地の集積を進めてきた大規模な担

い手ほど、こうむる影響は大きく、こうした深刻な状

況は、本県農業、稲作農家の経営に甚大な影響を及ぼ

すだけではなく、新たな農業・農村政策の取り組みに

も影響を及ぼすものと考えられます。 

 こうした状況においても、政府は需給調整のための

出口対策は行わず、収入減少影響緩和対策（ナラシ対

策）及びナラシ移行のための円滑化対策、これは平成

26年産限りのみで対応する方針を示しておりますが、

ナラシ対策には課題があり、来年以降も稲作を継続し

ていくためには緊急対策を実施するとともに、安全な

セーフティーネット対策を構築していく必要がありま

す。かかる中、将来にわたって安定的な稲作経営を展

望できるよう下記事項について国に意見書を提出する

よう、請願するものでございます。 

 以下、１点目として、特例措置を含めたナラシ対策

の適正な運用について３点。２点目として、異常気象

への十分な対応。３点目として、26年産米の適正販売

に向けた環境整備。４点目として飼料用の生産拡大に

向けた環境整備と長期的・継続的な支援確保について

２点。５点目として、27年産米の適切な生産数量目標
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の設定。６点目として、将来展望の描ける総合的な水

田農業の政策の確立について４点。以上、請願するも

のでございます。 

 議員各位のご賛同をお願い申し上げ、請願の趣旨説

明といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ただいま議題となっており

ます請願は、お手元に配付してあります請願文書表に

記載のとおり、所管の委員会に付託いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第６ 発議案第27号   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第６、発議案第27号を

議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。７番畑中勇吉君。 

〔７番畑中勇吉君登壇〕 

○７番（畑中勇吉君）  発議案第27号「議員定数に関

する調査特別委員会の設置について」、私のほうから

説明をいたします。 

 平成24年12月に議会改革推進特別委員会を設置いた

しまして、議員定数の専門部会では26年３月まで、延

べ16回の調査研究会議を開いて報告がなされました。 

 かいつまんで申し上げますと、久慈市議会における

議員定数については18名から24名が適切であると、こ

ういう結論であったというふうに思っております。 

 この調査研究報告に基づきまして、26年４月以降に、

議員各位が、市民意見などを取り入れて意見集約がな

されるものと思っておりました。その意見集約の方法

といたしますれば、役員会や小委員会などで行われる

べきものではなくて、この案件の重要性に鑑みて、社

会一般の協議案件の取り扱いからして、常識からして、

構成員である議員全員による総会協議案件として取り

扱わなければならないと、こういうふうなものである

と思います。 

 その全員で協議する場が、新年度８カ月たっても一

度も開催をされていないと、これが理由の１点目であ

ります。 

 ２点目は、去る７月29、30日、２日間にわたりまし

て、広聴広報の活動の一環として、延べ８会場におい

て議会報告会と意見交換会が開かれたわけであります。

この中で、合計88件の市民からの意見・要望がありま

した。そこで、86件のいろんな生活や種々の要望につ

きましては改善・解決に向けてものの振り分けがされ

て、既に解決したものもありますし、取り組みに向け

て、ほぼ終了をいたしております。 

 ただ、議会改革のこの議員定数にかかわる案件、市

民からいただきました２件については、それから４カ

月たっておるわけでありますけれども、一つも、議員

間でのその扱いについて具体的な取り組みがなされて

いないというこういう状況であります。そういうこと

から、この理由の２点目であります。 

 それから、３点目は、この議員定数にかかわる意見、

侍浜会場でも出されましたけれども、発言者の名前等

も報告されておりますが、この方々は、大変、地方自

治なり議会のことに精通をして知識がある方でありま

して、来年の夏の選挙等を考えた場合に、ことしの７

月末、８月にかかるこういう時期には、当然、議会議

員の皆さんが話を煮詰めて、ある程度の結論が得られ

るだろうというふうな、そういう思いでのこの質問だ

ったというふうに私は推察をいたしております。とこ

ろが、そこへの回答がなかなかにして出てこなかった

と、こういうことであります。 

 議員定数に関する取り組みの遅れ、こういうものは

市民の意見や要望で、これを遅らせてほしいとか、あ

るいは市当局との意見調整が必要だとか、あるいは法

的な制約なり、それを取り組めないというふうな何か

の制約があっての原因ではなくて、私たち議員の取り

組み、その努力が不足したと、このことに起因するも

のだと私は考えております。 

 そういうことから、今までのこの遅れを議員の責任

において、しっかりと取り組んで、しかるべき、でき

るだけ早い時期に結論を出し、市民の意見もいただい

ておりますから、市民にもわかりやすい報告をしなけ

ればならない、私どもには義務があるというふうに思

います。それが３点目であります。 

 ４点目は、やはり、こうした議員定数の問題等に関

しては運営をわかりやすく、市民に理解をいただける

ような開かれた中での問題の審議がなされなければな

らないというふうに思います。 

 例えば、特別委員会設置について、さきの報告では

少数の反対があったとか、全会一致でないので特別委

員会を設置できなかったという報告をいただいたよう

に私は思っておりますが、私が考えるところにおいて、

少数意見で特別委員会を設置できないというような議

会の会議規則、こういうものを翻って考えてみても、

なかなかに思い出せない、ひらめかないと、こういう
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状況でありますし、また、少数意見、反対意見があっ

たから特別委員会が設置できなくて、この定数問題が

前に進まないと、こういうふうなことを市民に説明し

て、私は市民から理解が得られるんだろうかと大変危

惧するものであります。 

 この４点について、大きな提案理由を説明をさせて

いただいております。私ども５名でこの提案をさせて

いただくわけでありますが、大変この議会改革の定数

の問題が遅れておりますことを申しわけないという気

持ちと、これ以上、この問題をずるずる話し合いもな

く、引き延ばしにできないという思いでの提案であり

ますことを申し添えさせていただきます。 

 特別委員会が設置されて、この問題が速やかに方向

づけがなされますように、議員各位のご賛同を賜りま

すようにお願いを申し上げまして、提案説明とさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を許します。24番濱欠

明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  ただいま提案理由説明を、４

点に絞って説明をいただきました。 

 私、聞いてまして、何を感じたかというと、先般、

じぇじぇじぇ条例がマニフェスト大賞成果賞をいただ

いたというふうなことで、非常に大きく、久慈市議会

条例、じぇじぇじぇ条例が広く日本全国にアピールさ

れたと、久慈市議会の取り組みがアピールされたとい

うふうなことで、高く私も評価をしております。 

 その中で、基本条例の中に23条がありまして、23条

というのは議員定数の条例改正に当たっては、人口、

面積、財政力、社会状況及び課題や将来の予測と展望

を十分に考慮するとともに、市民の意見を参考として

検討するというのがある。それらをどこでやるかとい

うと、いわゆる議会改革推進会議でもって、これらを

検証していくんだというふうな、議会に推進会議があ

る。この中に、私どもは、いわゆる条例の中の定数、

あるいは報酬についてもそうなんですけれども、それ

らを委任、委託しているという部分があります。 

 そういった意味では、今の説明を聞いていて、推進

会議は何もしてないというふうに私は聞こえてならな

かった。私は、この議会改革推進会議で基本条例を定

めて、それらを常に検証するということで推進会議が

スタートする。その中に定数・報酬も入っている。そ

れらが、今の説明によると全く作動してないというこ

とが、議員全体の問題として、何もしてないというふ

うな言い方をされたということで、私は提案について、

非常に危惧を、いわゆる推進会議が作動してないとい

う言い方に聞こえてならなかった。 

 そこで、堀崎さんも提案者の一人でありますし、会

派の代表ですので、この推進会議のメンバーでもある

というようなことで、推進会議で特別委員会の設置あ

るいは条例の定数等について、これまでどの程度議論

されてきたのかということについて、堀崎さんから伺

いたいし、あるいは特別委員会の設置は議会運営委員

会がその所管事項でありますので、小栁さんもそのメ

ンバー、今、議運の委員長でもあるので、議会運営委

員会でこの特別委員会の設置がどのような形で議論さ

れていたのかということについても、お触れをいただ

き、そして、その結果どうしても会派で出さなければ

ならなかったということについて、改めてご説明いた

だきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  ただいま、委員会のメンバー

として、どういう仕事をしてきたのかという話があり

ましたが、私ども改革推進会議では、私もメンバーの

一人ですので、再三再四、この件について検討を加え

てまいりましたけども、いかんせん、なかなかまとめ

切れなかった、お互いの気持ちをまとめ切れなかった

という気持ちがございます。 

 私は私なりに持論はありますけども、やはり議会と

いうものは議員全員の意見を尊重しなければならない

という面があることから、この件について提案者の一

人として出したところでございます。できれば、議員

全員で意見統一をして議決して、それには従わざるを

得ないというのは、これはルールですので、そのとお

り進めていきたいなと思いながら提案をいたしました。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  私も推進会議の一員でござい

ますが、やはり、推進会議でこの定数のことを議論す

る中で、果たして、先ほど条例云々でうたわれている

ということはありましたけど、やはり、ある意味にお

いて、一部の議員団だけで決めるようなものであろう

かという、そこに私自身は疑問を持ちました。やはり、

議員定数に関しては議員全員で議論して、それなりの

市民に対する説明ができるものを見出すべきではない
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かと、そのように考えております。そういうことで、

改革推進会議におきまして、種々いろんな意見が出た

わけではありますが、はっきり申しまして統一した見

解には至らなかったということで今日まできたという

ことを、非常にそこの点は反省をいたしております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  いわゆるこの議会改革推進会

議で23条にうたっている部分が付託されているわけで

ありますが、今回の提案において議会改革推進会議で

は、この定数に関しては方向性を見出せないという結

論に至ったというふうな理解をするわけであります。

だとすれば、この23条との議会改革推進会議との整合

性、議員定数に係る整合性、今、議員全員がどうのこ

うのって言ってるわけですが、議会改革推進会議でも

いろいろな議論があるという途上にあって、まさに議

会改革推進会議を冒とくするような、私は提案の仕方

だなというふうに思っておりますが、改めてこれにつ

いて畑中さんからご意見をいただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  議会改革推進会議で、この定

数の問題を結論づけるという取り決めは何もなかった

というふうに思います。逆に、私は、議員全員で総会

事項としてこの方向づけをすることが悪いといいます

か、それが合理性がないとか、社会通念から照らして

おかしいという理由づけがどこにあるのかということ

を感じます。 

 私は、議会改革推進会議では、これはもう総会事項

であるならば、週に一度集まる場所、そしてどういう

ふうな形で協議すればいいかということを整理して会

議を開けばよかったとこういうふうなことを感じます。

それを、その前にどうするかこうするかと、全会一致

でなければ開かれないとかというふうなことになりま

すと、開かないことで、もう自動的に現状維持の定数

が決定することになるというふうな、審議上のつじつ

まが合わないような議会のあり方になる、議会といい

ますか、会議のあり方になるとこういうふうになるわ

けであります。そっちのほうがおかしいんであって、

みんなで集まって、意見を出し合って決めるというの

が本筋ではないかというふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  何回聞いても、どうもこの議

会改革推進会議が機能してないと、この定数に関して

は機能してないというふうな意見だというふうに思っ

ております。 

 私とすれば、やはりじぇじぇじぇ条例ができて、３

月議会の最終日にそれがスタートするわけですが、６

月・９月議会報告あるいはかだって会議等もやりなが

ら、今このじぇじぇじぇ条例を市民に広く知ってもら

う機会を含めながら、あるいは定数。報酬についても、

市民の意見も聞く機会もあった。 

 しかし、この議会改革推進会議が、そういった意味

でも私は機能していると思っておりますので、そうい

った意味では、議会が委ねている議会改革推進会議を

冒とくするような発言に聞こえますので、ぜひいきな

りこういった形で議会に混乱を抱かせるようなやり方

は慎んでもらいたいなと思っております。 

 いずれ、定数問題あるいは報酬問題、これは非常に

市民からも関心の高いことでありますし、いずれにし

ても市民の意見を十二分に聞きながら定数・報酬につ

いて議論していく、これらについて、これまでも推進

会議がきちっとその辺を議論してきている途上だとい

うふうに思っておりますので、私とすれば拙速な発議

ではなかったのかなということを申しながら、何か言

うことがあればお聞かせ願いたい。誰でも結構です、

発案者の中から。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  大きくは２点お聞かせいた

だきたいんです。 

 一つは、ことしの２月に久慈市議会議会改革推進特

別委員会定数報酬等研究部会、これが髙屋敷部会長で

したか、１年間にわたって、都合17回の研究会をもっ

て最終報告が出されています。この中では、実は平成

22年６月に定数を26から24名に減員した、それも検証

してるんですよ。その際の有力な根拠と思われていた

人口減、財政難、社会経済情勢について、だから減ら

すんだというのが、調査した結果、いずれもその根拠

がなかったという結論が出されています。 

 それからもう一つは、同じ報告書の中で「適正な定

数の研究に当たっては、選挙のたびに定数を削減（微

調整）するのは好ましくなく、少なくとも10年後、20

年後を見据えた適正な定数を示すことが望ましいと思

われます」ということを言って、いわゆる議会の常任

委員会の機能の発揮、現在３常任委員会なわけですが、
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それ以前では４常任委員会だった。で、畑中議員も言

われたけども、定数を18から24の幅が好ましいという

結論が出ています。その背景は何か。これは、結局一

つの常任委員会で6.25人以下では常任委員会としての

議論がなかなか活性化しないと、最低でも6.25人以上

必要だということが一つ。 

 もう一つは、この18から24の数字の背景には、今、

常任委員会に議員はそれぞれ一つの所属ですよね。こ

れの根拠は複数所属を前提にして18から24と言ってる

んですよ。今の３常任委員会を４常任委員会に戻して、

そして各議員が複数委員会所属という前提で18から24

というのを出してるんです。 

 そこでお伺いしたいのは、この報告書が出たのはこ

としの２月なんですが、これは１年間かけて17回議論

して、これを上回るような調査研究結果が、これから

わずか３カ月間で引き出せると思ってるんですか。そ

の理由をちょっと聞きたいし、それとも、この問題と

は関係なしに新たな視点、発想でやろうとしているの

か、それがわからない。それが第１点。 

 第２点は、今議論されてましたが、この報告を受け

て４月の議員全員協議会で特別委員会設置云々も出ま

したよ。その際に全協での体制とすれば、この報告書

を受けて議会改革推進会議で検討してくれということ

は全協としての全体の共通認識じゃなかったんですか。

それを受けて髙屋敷議員、かつての部会長から、２回

でしたか、説明を受けて勉強会やって、全体として了

承したということですよね。 

 そこで、その後、畑中議員も言われたように４月の

議会報告会で、侍浜や街なかの会場で定数どうするん

だということも言われて、今、改革推進会議で検討中

だという答弁を議会報告会の場ではしてますよね。 

 それを受けて、私もこの改革推進会議のメンバーの

１人だし、広聴広報の委員長として改革推進会議に対

して、来年１月下旬に再度、議会報告会をやりますと、

やる予定になってると。ついては、この問題について

も改革推進会議で検討して報告できるような議論をお

願いしたいということで改革推進会議に提起をして、

そこで改革推進会議として何回か、この問題を議論し

てるんですよね。その議論の場には小栁議員もいるし、

堀崎議員もメンバーとして参加してるんですよ。 

 先ほどの全く議論されていないというのは、そうい

う経過からすれば事実誤認。ですから、これはやっぱ

り精査をして提出されるのであれば、一旦引っ込めて、

正確な形で提起をされるのが普通ではないでしょうか。 

 ３点目に、議会改革推進会議の議論が焦点になって

ますので、議長にお願いしたい。議会改革推進会議で

の定数問題での現在の議論の到達点、スケジュール表

で文書でなってますよね。それを紹介していただきた

い。 

 堀崎議員に、前段の分は２点、お聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  今、特に定数の関係で出てき

ておりますけども、私も私なりの持論はございます。

減らしていいのか、ふやしていいのか、あるいは現状

でいっていいのかと持論はございますけれども、それ

については、やはり議員全員が賛同できるか、あるい

は議決して進めていきたいと。特にも、７月の選挙を

控えておるわけでございますので、その部分について

は、やはり定数をしっかり決めて、皆さんで議論しな

がら決めていただきたいという思いもございます。 

 私自身としては、やはり将来を見据え、先ほども10

年あるいは６年とかございましたけども、私は何年で

もいいから、とにかく10年先、あるいはその辺を見込

んだ定数を考えながら、現状を踏まえて定数を定めて

いければなという思いもございます。ですから、やる

ことであれば議員全員で意思統一をした中での議論を

していただきたいという思いで提案しております。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  提案者としてのあれですか。

ですから、私は私なりの持論はございますけれども、

それを言うことは、特別委員会での議論になると思い

ますので、その辺はご勘弁を願いたいと思います。 

    〔発言する者あり〕 

○14番（堀崎松男君）  提案者の一人としてですね。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ちょっと待ってください。

小野寺議員にお伺いしますが、特別委員会に三つの部

会がありまして、定数報酬等研究部会、その中での１

人の癩癩。もう一回、お願いします。16番小野寺勝也

君。 

○16番（小野寺勝也君）  ３回ですよね。 

    〔発言する者あり〕 

○16番（小野寺勝也君）  この１年間かけて、17回研
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究を重ねて、その結果がこの報告書ですね。で、これ

からあなた方が提案をして特別委員会を設置してやろ

うとしているのは、これとの関連があるのかないのか。

そして、ないとすれば、これを上回る調査検討を、わ

ずか３カ月間でできる見通しがあるのかどうかという

のが１点目ですよ。 

 それから２点目では全く議論されていないと提案者

が言ったんだけども、経過からいえば、４月の議員全

員協議会でこれを報告を受けて了承して、そして２回

の勉強会もやって、そして改革推進会議で検討してく

れということになって、それで改革推進会議で検討の

さなかなんですよ、今。そして、先ほど言ったように

一定の議論を、定数問題でも推進会議で議論して、た

しか改革推進会議で定数問題の集約、素案をつくって、

そして議員全員協議会に諮っていくという到達点にな

ってると思うんですよ。そのメンバーに小栁議員もな

っている堀崎議員もなっているという中で全く議論さ

れていないというのは、これは提案は撤回する以外に

はないのではないかと思うんですが、その点もあわせ

て。 

 提案の問題については畑中議員に。それ以外は堀崎

議員。 

○議長（八重櫻友夫君）  小野寺議員は今、堀崎議員

のほうに質問しておりますが、そういうことでいいで

すね。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  先ほども申しましたように、

やはり議員全員の意思統一には、最終的には従わざる

を得ないかなと思いますけども。やはり、控えた中で、

私たちは市民に負託された議員でございます。ですか

ら、それをどのように捉えていくかという面もござい

ます。いずれにせよ、その辺を踏まえながら、提案者

の１人として、やはり議員全員でいかざるを得ないの

ではないかなという意思を持って提案しておるところ

でございます。 

    〔「質問に答えてない」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  22番宮澤憲司君。 

○22番（宮澤憲司君）  今の問題については、会派で

一応取りまとめたというふうなことになっております。

ですけども、今の小野寺さん、それから濱欠さん、そ

して３人の答弁では、なかなか皆さんには理解してい

ただけないような感じで私は受けています。 

 ですから、もう一回会派に持ち帰って、この点につ

いて考えてみたいと思いますので、暫時休憩をしてい

ただきたいとこのように思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  暫時休憩いたします。再開

は追って連絡します。 

    午前11時03分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午前11時31分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 再開に当たって、ただいまの発議案について整理さ

せていただきます。 

 ただいまの発議案27号は議員定数に関する調査特別

委員会の設置をしたいという発議案でございます。 

 いずれ、議員の皆さん方は十分ご承知だとは思いま

すが、この内容は特別委員会を設置したい、しないか

どうかという議論のことでございますので、内容につ

きましても、確かに閉会中の審議とか、それから議長

を除く23人とかいろいろ内容はございますので、この

内容についてをご審議いただくのが、私は正しいので

はないのかなという思いであります。 

 ただ、先ほどの提案説明がございましたので、それ

について、今、皆さん方から質問が出ていることでご

ざいますので、いずれ、会派提出された４人、５人の

方は質問があれば答えていただくようになりますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、先ほどの答弁をお願いします。14番堀崎松男

君。 

○14番（堀崎松男君）  私、先ほどから言ってますよ

うに、この件については、やはり議員全員が自分なり

の意識があると思います。そういう点を、皆さんの意

見を聞きながら、そして特別委員会のほうで話し合い

ながら、結論を見出していきたいという思いを持って

おりますので、この発議案については撤回しない、ご

審議をお願いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  小野寺議員のほうから、この

問題については全然審議していないことはないと、そ

れは事実誤認だというふうなお話だったというふうに

思いますけれども。この推進会議の中で、本来これは

全体でやらなければならない、特別委員会の設置につ
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いて意見が出されたということも私は聞いております。

ただ、それがはっきりしないで来たということであり

ますし、審議をしているということの話がありました

が、定数18から24の報告書が出されておるわけですけ

ども、その部分について具体的に、少人数の中で減ら

すか減らさないかという審議は私はなされていないと

いうふうに思っております。その入り口論議で、どう

するかと、扱いをどうするかという議論、それに終始

した会議だったというふうに聞いておりますので、事

実誤認ではなくて、全く中に入ってないと、実際やっ

てないというふうに私は認識しております。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  先ほど小野寺議員さんから

定数報酬等研究部会の報告書の件について、これから

議員定数に関する調査特別委員会をつくって、それを

超えるような内容のものが本当にできるのかというよ

うな質問がありましたので、その点に関しては、当時、

定数報酬等研究部会の部会長をさせていただきました

ので、その点に関しては、私の個人的な意見になろう

かと思いますけれども、ご説明を申し上げたいと思い

ます。 

 １年かけて、確かに報告書をつくりました。大変な

量の報告書にもなったわけでございますが、決して、

あの内容で私自身は満足しているものではございませ

ん。しかも、定数に関していえば、４年前のことを平

成15年との対比の中で、こういう欠点があったんだと

いう指摘をさせていただきました。 

 あれから４年間たっております。消費税も上がりま

した。それから、いろいろな社会経済情勢、これは非

常に流動的な面があります。ガソリンが高くなったと

か安くなったとかそういう面もありまして、十分にそ

ういう事態を捉え切れてない、そういうような報告書

の、ある意味でのちょっと不十分な部分もあったもの

だなと。定数の問題を議論するときに、でき上がった

一つの形があるわけでございます。それはそれなりに、

かなりのものだというふうには思っておりますけれど

も、それをたたき台にして、それに足らないところを

補うという部分で内容を充実させれば、３カ月、これ

が決して短いというものではないと、それを超えるも

のは私は可能だというふうに思っております。 

 それから、私もこの発議の提案者として名前を連ね

ているわけでございます。この発議を出すに当たって

の会派での協議でございますけれども、これは会派の

中でも具体的に定数をどうするんだというときには賛

成もあり、反対もあります。しかし、それを抜きにし

て、この定数の問題を、今、議論を避けて通るわけに

はいかないんじゃないかと。したがって、私たちはそ

この１点で、５人の会派全員がこの議論をまずやろう、

結果は問わないと。議論をやらずして市民に対して説

明責任ができるかと。 

 改革推進会議のいろいろな流れ、９月の時点だった

と思うんですが、特別委員会を設置するかどうかとい

うようなことで、改革推進会議の中でも議論したよう

でございます。結果、設置はならなかった。このまま

議論をしないで、７月の末に予定されている一般選挙、

これを実施したら、議会に対する市民の皆さん方の不

信っていうものは一体どうなるんだろうというような

ことを考えたときに、私は結果はともかく、一生懸命

この定数の問題について議論をしてるんだよというこ

とを、特別委員会を設置して、透明な形で市民の皆さ

ん方にお示しをする。それが結果、どういう結果にな

ったとしても、議会はよく議論してくれたなというよ

うなことで、市民の皆さんからそれなりに評価をいた

だけるんじゃないか、こういう形も一つの議会改革の

一環としては、前向きにみんなが取り組んでいかなき

ゃいけないことだというふうに思っております。 

 それから、先ほど来の議論を聞いていて、一つ感じ

てるんですが、議員発議っていうことなんですが、議

員発議っていうのは議会と議員個人に与えられている

最大の権利、権限なんです。発議を最優先して物事は

進んでいかなければならない。でなければ、議会が自

分を自己否定するような、そういうような結果だって

あり得るんだ。そういうような道を、私どもは議員と

して歩むべきではないなと。やはり、万機公論に決す

べしという、そういう原点に立ち戻って特別委員会を

設置をして、とにかくいろんな意見があるだろう、そ

ういう意見は特別委員会の中で皆さんから発言をし、

議論をし、お互いに議員間討議をしながら目に見える

透明な形で、このプロセスを市民の皆さんに示してい

かなければならないんではないかなというふうに思っ

ております。 

 ちょっと、質問された以外のことも申し上げました

けれども、そういうことで先ほど会派でも話をしてま

いりました。私たちは、この定数問題をみんなで議論
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する、議論するかしないか、それで否決をされれば、

議論をするべきだ、したいという人たちは少数だった。

議論をしなくてもいいんだと、結果として、そのまま

一般選挙を迎えるというような結果が生じた場合には、

しなくてもいいんだという人のほうが議会の中に多か

った。減らすか増やすかじゃない。議論そのものを放

棄するという、そういうような結果になってはいけな

いんではないかなと、そう思い、この発議に関しては、

仮に否決されようとも、これを取り下げるというよう

な判断はしなかったということでございます。 

 議長の発議に対する取り扱いを整理していただいて、

その件に対する採決をお願いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  ただいまの議員の発議案の

提案権は最優先だと、全く同感ですよ。問題は、発議

案であれ、質問であれ、事実に基づいて、正確を期し

て出す、質問する、これは議会人として留意しなけれ

ばならない当然のことだと思うんです。 

 ところが、今、髙屋敷議員も言われました。このま

ま議論をしないで選挙を迎えていいのかと言われまし

た。事実は違うんですよ。堀崎議員も小栁議員も参加

してる議会改革推進会議で、議員定数のあり方、課題

としていたこと、解決方法、取り組み内容。議員定数

のあり方では、「今後、議員定数のあり方について結

論を導きたい」、これが課題でしたよ。解決方法、

「結論を導くための議論を深める」、これが解決方法。

現在の取り組みの内容の到達点は、「推進会議として

の結論を導いた上で、議員全員協議会で決定する」と。

そういう、現在の到達点はこれなんですよ。議会改革

推進会議での到達点なんですよ。議論をしていない。

議論をしてるんですよ。 

 ですから、これは、もし、それが議論をしていない

ということで、これがインターネットで有権者、市民

に流れますから、これは事実と違うんではないですか

と。出すのであれば、きちんと事実に基づいてお出し

になったらいかがですかということが１点です。 

 それから、畑中議員、あなたはこう言ってるんです

よ。「全く議論されていない」、こうも言ってるんで

すよ。「全く議論もされていない」、これも先ほど言

ったように事実ではない。 

 ですから、お出しになるのは私結構だと思いますよ。

それは賛成、反対あっても結構なんですよ、それは。

出す以上は、正確を期して、事実に基づいて、これま

での議論の経過を踏まえて、お出しになるのが筋では

ないですか。議員としての良心が試されるんじゃない

ですか。いかがですか。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  私の発言に関する部分につ

いて、逆に私も一つご質問申し上げます。 

 ９月に特別委員会を設置をするんだ、したいんだと

いうような議論が改革推進会議の中でありましたか。

現実は、結局設置をしないというような形でなったわ

けですね。私どもはあの結果を受けて、今回の判断、

決断をしたということでございます。そういう設置を

するというような、しないというようなそういうよう

な、議論が事実ありましたか、ありませんでしたか。 

○議長（八重櫻友夫君）  その事実については、その

会派に代表者の方も会議には参加しておりますので、

そこは会派内で確認をしていただきたいと思います。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  事実誤認だというふうなこと

なんですが、入り口論議で、実際に推進会議の中で減

らすか現状維持か、具体的に話し合ったという経過が

ないというふうに私は認識しております。ありました

か。 

○議長（八重櫻友夫君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  重ねてのご質問であります

ので、私もメンバーの一人ですから答弁をさせていた

だきます。もし間違いがあれば、他の委員からも指摘

していただければいいと思います。 

 今の特別委員会の設置云々については、その問題に

ついて、座長である議長の進行のもとに各会派で持ち

帰って意見集約をしてほしいと。それを受けて、推進

会議で持ち寄って検討した結果、設けるべきだという

意見もあったとは思いますが、全体とすれば、設置ま

では及ばないというのがそのときの集約だったという

ふうに思います。 

 私が言いたいのは、その後、深めてきての経過、結

果が先ほど紹介したとおりだということはつけ加えて

おきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  再度申し上げますが、冒頭

に申し上げましたとおり、ただいまの発議案は議員定

数に関する調査特別委員会を設置という議題でござい
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ます。その点だけはご理解をいただきたいと思います。

内容についても、次の内容について考えておきました

ので、その内容についてのご意見等をいただければと

思います。15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  提案者に質問いたすわけです

が、議会改革推進会議の私も委員であります。その中

での流れは、先ほど小野寺議員が言ったとおりの流れ

で来て、近々、議員全員協議会等も開かなきゃならな

いというような話で進んでるわけですが、その中にあ

って先ほどは少数意見でということはありましたが、

それについても先ほどの会派から持ち寄った中では少

数意見だったというような話にもならないと思ってる

んです。 

 それを、きょうの提案者は少数意見に押されてそう

なってしまったような、全国に流してしまったわけで

す。その辺が、この推進会議をどう見てるか、どう思

ってるかということでありますが、座長は議長なわけ

ですから、議長は何もやってなかったのではないかと

いう話になっていくと。そうなると、議長不信任まで

いく話になるし、あるいは事実誤認で懲戒の話が出て

くるような、これは話題だと思うんです。その辺を具

体的に、少数意見で押し切ったというような、具体的

にどういうふうなことでそうなったかを説明いただき

たいのと、この議会改革推進会議をどのように今後す

ればいいのか、考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  さきに行われた全協の中で報

告がいただいたわけでありますが、特別委員会設置に

ついては、議長のほうからも要請をしたという話が私

は聞いております。ですが、全会一致でないから設置

できないというふうな報告だったというふうに私は伺

っております、その報告の中で。 

 ですから、全会一致でなければといえば、少数でも

設置できないというそういうふうなことにもなるわけ

でありまして、私はそういうふうなものの決め方、会

議規則というのは議会で会議規則等について、そうい

う適用をしたというふうな、これまでもないし、余り

そういう前例も聞いたことがないし、そういうことが

市民に話をして理解できるものだろうかと、していた

だけるものだろうかというふうなことを率直に感じた

わけでありまして、先ほど申し上げた次第でございま

す。 

    〔発言する者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  ２点目の議会改革について

の小倉議員から質問がありました。その件についても

お願いいたします。７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  ９月に、先ほど髙屋敷議員か

らも出されましたように、全体での特別委員会を設置

してほしいという要望が出されたというふうに聞いて

おります。ですから、私どもは、皆さんはどう思うか

わかりませんが、逆にお聞きしたいんですが、こうい

う議員定数をどうするかという問題を小委員会や役員

会、一部の役員会で、社会通念上から言って、やる案

件かどうかというのを考えていただきたいと思います。 

 それから、前の議会の定数の問題で思い起こしてほ

しいんですが、各会派でも意見がそれぞれ違って、可

否同数で、そして委員長決裁をしたというふうな結果

もあるとおり、もう拮抗して、議員の意見がそういう

流れで今まで来ておるわけであります。それを何人か

の議員で決めるというふうなことは、もう最初からま

とめるということ自体、私からすれば、すごく組織運

営上不自然だと、こういうふうなことを感じてならな

いわけであります。 

 まとまらないっていうことは、もう必然的に現状維

持だし、話し合いもできないと。こういうふうなこと

なわけでありまして、全体の集まりの話し合いも、そ

うすればできない。それを否定するようなことにほか

ならないわけです、現実は。そういうことはやっぱり

うまくないと、こういうふうなことであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  畑中議員に申し上げますが、

いずれ畑中議員のそれは考えだと思いますので、その

ように受け取らせていただきます。15番小倉議員。 

○15番（小倉建一君）  先ほどの少数意見というのも、

予測でしゃべってる話ですし、その会議の内容等もし

っかり伝わってなかったのか、我々が推進会議でのス

ケジュールをつくってるにもかかわらず、ルールを無

視した発言をしてるなという気持ちで聞いております。 

 将来は、特別委員会あるいは全員協議会でみんなで

決めていこうというのは、推進会議の委員のみんなの

考えなんです。それは、人数がどうなるかどうかとい

うのは、当然、将来決まっていくわけでしょうが、そ

の中の前の話としてルールを無視するような、推進会

議を否定するような議員発議は、これは慎んでもらわ

ないと、議長不信任にもなっていく方向に進んでいる
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なという感じがしますが、再度畑中議員から聞きたい

と思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  私は全協の中での報告を聞い

て、そういうふうに言っているわけであります。全会

一致にならなかったから特別委員会を開かないという

報告があったからであります。そういう報告をいただ

いたから、そのことで今のような話をしているわけで

あります。 

○議長（八重櫻友夫君）  他にありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  質疑を打ち切ります。 

 次に討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（八重櫻友夫君）  討論なしと認めます。それ

では、採決いたします。 

 発議案第27号「議員定数に関する調査特別委員会の

設置について」は、原案のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（八重櫻友夫君）  起立多数であります。よっ

て、発議案第27号は原案のとおり可決されました。 

 この際、委員会条例第９条第１項の規定により、た

だいま設置された議員定数に関する調査特別委員会の

委員長及び副委員互選のため、当職から議員定数に関

する調査特別委員会を招集します。 

 正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。 

    午前11時53分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後０時44分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 議員定数に関する調査特別委員会委員長から、正副

委員長が選任された旨、報告がありました。委員長に

髙屋敷英則君、副委員長に下川原光昭君、以上であり

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で、本日の日程は終了

いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

    午後０時45分   散会   
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