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議会改革特別委員会会議録 
 

平成２９年４月２５日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時０３分閉議（実時間１１５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議会改革に関する諸問題の調査 

  ・議員定数について 

  ・議会基本条例について 

２．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  幸 村 香代子 君 

副委員長  大 倉 裕 一 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○記録担当書記     増 田 智 郁 君 

            土 田 英 雄 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（幸村香代子君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり） 

 定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから議会改革特別委員会を開会いたし

ます。 

 本日は、特定事件であります議会改革に関す

る諸問題の調査を議題とし、調査を進めます。 

 本日は、前回に引き続き、議員定数について、

また議会基本条例について、この２つをですね、

中心に審議を進めていきたいと思います。 

                              

◎議会改革に関する諸問題の調査（議員定数に

ついて） 

○委員長（幸村香代子君） それでは、まず議

員定数についてですが、本件につきましては、

前回、市民の皆さんから御意見をですね、一旦、

各会派に持ち帰りいただいて、会派で方向性の

意見をまとめていただくということにしており

ました。したがいまして、本日は、各会派での

意見についてですね、お伺いをしたいというふ

うに思っています。 

 で、今回、また新たにですね、資料をお渡し

してるんですが、締め切り以降にですね、届い

た分がありましたので、その２団体あったんで

すが、それの回答をですね、改めて追加をして

おります。で、本日再配付をさせていただいて

おりますので、これが最終というところで、御

確認をお願いいたします。 

 では、会派のですね、持ち帰りの御意見をお

願いしたいと思います。 

 で、私のところのですね、順番でありますの

で、自由民主党の絆、礎、和会派さんのところ

からお願いをいたします。 

 これは３会派まとめていいですか。（｢よか

です」と呼ぶ者あり）どなたが報告をされます

でしょうか。どなたがされますか。 

○委員（成松由紀夫君） 我が３会派、自民党

３会派で議員団会議をしまして、で、このアン

ケートですね、市民アンケートの結果について

それぞれ精査していただいて、会議を進めまし

たけれども、ここに書いてあるとおりですね。

まず読ませていただきますが。 

 今回、本委員会において、我が自民党会派か
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らの提案による、議会改革の議論を進める上で

の市民アンケートを実施していただいたことに

心より感謝申し上げます。 

 自民党会派として、今回のアンケート結果に

ついては、まず、議会及び議員に対する御意見、

要望等については、本来、議員とは、そういう

本質的な点について指摘、御意見をいただいた

と考えております。その中でも、地域からの要

望に対する議員としての動き、また、これまで

行ってきた議員活動の見直しなど、これらの意

見に対しては、一つ一つできるところから真摯

に受けとめ、今後、市民の代表として議員活動

を展開していくことで、これら市民からの要望、

御指摘に応えていくべきだと考えております。 

 また、議員定数については、地域協議会から

は、現状維持を求める意見と削減を求める意見

が約半数ずつあったかというふうに思っており

ます。やはりそのそれぞれの理由としては、主

に旧町村の住民の皆様からの切実な御意見かと

思いますが、削減することによって、地域の声

がさらに届きにくくなり、地域間格差や市民間

での不平等性を危惧された上での意見であった

と考えております。議員定数については、議会

で議会運営方法を決定するのとは異なり、市民

生活へ直接影響してくる最重要問題であると再

認識したところでもあります。 

 そこで、今回のアンケート結果を受け、会派

としては、当初から議員定数については削減あ

りきではなく、現状維持も含めて検討している

中において、拙速に１度削減してしまうと、今

後、増員することは極めて困難であると考えて

おります。 

 定数削減の検討については、今回の貴重な結

果も含め、議会、市民の声をもとに、アンケー

トにも意見としてございました第三者委員会を

設置して、最終的な御意見を求め、慎重に方向

性を決定することを望むものであります。 

 以上、これが会派の意見を取りまとめた結果

でございます。 

 以上です。 

○委員長（幸村香代子君） とりあえず、全て

の会派さんの御意見をお伺いしたいと思います。 

 それでは、公明党会派さん、お願いします。 

○委員（橋本隆一君） ３点のアンケートの内

容でございましたので、一応３点に分けて感想

等を述べたいと思います。 

 １点目、八代市議会に対する感想、意見、要

望についてのこちらの感想です。 

 議会の役割あり方についての苦言、また励ま

しや期待及び政策提案等を伺い、議会に対して、

その役割を十分に果たすことを期待することの

大きさを感じました。 

 本市の直面する課題や将来の展望について、

住民の声を十分に伺いながら、現実的な視点に

立ち、議会が政策議論の場でなければならない

ということを強く感じました。 

 ２点目の八代市議会議員に対する感想、意見、

要望等についての感想等でございます。 

 全体を通して、議員としての初心を忘れず、

常に市民の目線で市民に寄り添った政策を掲げ、

実行してもらいたいとの期待を強く感じました。

期待に沿うべく、襟を正して取り組んでまいり

たい。 

 議会活動や議員としての活動がよく見えてこ

ないとの指摘が多かったように思われます。日

ごろの議員活動の充実を図るとともに、議会広

報紙等の充実を図ることも検討してはと思いま

した。 

 議員としての質の向上を図ることを期待する

声が多かったように思われます。専門的な知識

の習得や経験を積み重ねてまいりたいと思いま

す。自己研さんの大切さと議会全体での研修等

の充実を図る必要があると思われました。 

 地元校区からの要望を施策に反映することも

議員の役割であるとの意見が多くありました。

というように思います。確かに地元の要望等を
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施策に反映することも大事な役割であると認識

しております。あわせて市の全体間に立った施

策や専門的な観点からの施策の提言や取り組み

も議員の役割と責任であると思います。両者は

相反するものではなく、双方のバランスをうま

くとりながら、施策の実現に取り組むことが大

事であると思われます。 

 市民相談や校区要望等の相談は真摯に受けと

め、誠実にお応えしてまいりたいと思います。 

 ３点目の八代市議会議員定数に対する感想、

意見、要望についての感想です。 

 八代市地域協議会からの意見では、定数削減

に前向きな意見と現状維持でよいとの意見があ

り、現状維持の理由として、校区要望等が施策

に生かされなくなる、また、山間地域の意見、

要望等が届かなくなるかもしれないという危惧

を述べておられます。 

 八代市地域づくり会議からの意見では、回答

されている方のほとんどが、削減の必要性があ

るとの意見のようでありました。 

 全体的な印象としては、定数削減を望む声が

多いように思われます。 

 今後の市政発展の一翼を担う議会のあるべき

体制について、これらの意見を真摯に受けとめ、

山間地域の要望や振興、また各種業界等の発展、

経済の振興を図るためには、全国平均に横並び

という視点ではなく、そのことも参考にして、

議会常任委員会の円滑な運営や本市の特性や環

境、また地域性等を考慮しながら定数を検討し

ていくことが必要であると思われます。これら

のことを考慮して、本会派としては、当初の見

解どおり、削減の方向で進めていき、削減数に

ついては、本市の状況に応じた定数を検討して

いくこととしたいとなりました。 

 以上です。 

○委員長（幸村香代子君） では、改革クラブ、

お願いします。 

○委員（堀 徹男君） 私どものところで持ち

帰った検討結果を読ませていただきます。地域

協議会、また地域づくり会議からいただいたア

ンケートを総括的にまとめたものを読まさせて

いただきます。 

 まず１番なんですが、議会、議員に対してさ

まざまな感想、意見、要望が提出されておりま

した。議員個人の学習と、それから研修といっ

た自己研さんの必要性や、議会という機関がで

すね、果たさねばならない役割、質の向上を常

に意識して取り組む必要がある。 

 ２番目にですね、議員についてということで

すが、市全体の視点に立って活動を望む意見と、

地域代表としての役割を意識してほしいとの意

見があったということです。本来は前者の役割

であり、執行部の監視機能や条例などの提案、

政策提言などの機能を住民の視点に立って行っ

ていく必要があると考える。しかし、地域の実

情を把握し、その声を反映させる役割が求めら

れていることも事実である。 

 それから、最後に議員定数については、削減

の意見が半数を超えていたと、超えると思われ

ます。これまで会派としては、類似自治体の議

員数を一定の目安として、議員数は削減し、あ

わせて地域の意見を聞く取り組みを議会全体で

行うことが必要であると意見を述べてきました。

改めてそのことを会派として確認をしてきたと

ころです。 

 以上です。 

○委員長（幸村香代子君） それでは、政友会、

お願いします。 

○委員（堀口 晃君） お手元にある資料につ

いては、１月の２０日に提出させていただいた

分と全く同じというようなことになります。 

 それについてはですね、この地域協議会、ま

ちづくりの部分の地域づくり会議の部分の全て、

見させていただいた中において、１月２０日に

私たちが提案した部分とほぼ変わらないという

状況の中で、今回、特段この部分についての分
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は確認をさせていただきましたけども、削減の

方向でお願いをしたいということと、もう一つ

多かったのは、今回こういった形で自民党のほ

うからですね、地域協議会、地域づくり会議の

アンケートをとったほうがいいんじゃないかと

いう、本当にすばらしい意見を提案していただ

いて、こういうふうな形で皆さんから意見が聴

取ができたということ、本当によかったかなと

いうふうに思います。私たちも今、議会活動を

やっている状況の中において、やはり同じよう

なことが今回のこのアンケートの中から見えて

くるなというようなことを感じたところです。 

 削減は削減として、この中に書いてある部分

の中においては、確かにいろんな形で、削減を

するならば困るというふうなところが、地域の

声が届きにくいというようなところもございま

すが、それと議員削減とあわせてですね、その

八代市全体を考える議員の仕組みづくり、こう

いったものを一緒に考えていかないと、議員削

減というふうな部分で、削減したら市民の声が

届かないということにはならないようにしなけ

ればならないということだろうと思います。 

 あとは、市政協力員、地域の皆さんの代表と

して市政協力員がいらっしゃるので、その辺と

の連絡調整という部分も密にやっていく必要が

あるんだろうと思います。ですから、いろんな

ところから校区要望が出た部分については、八

代市議会全体でその案件について取り組むよう

な、こういう仕組みづくりが必要ではないかと

いうふうにつけ加えさせていただきたいという

ふうに思います。 

 ですから、私どもの中においては、１月２０

日に提案させていただいた削減の方向で検討し

ていただきたいということと、削減数について

は、４名削減の２８名ということで、もう結構

時間がたっておりますので、ある程度決めてい

ただきたいなというようなことが私たちの政友

会の要望であります。 

 以上です。 

○委員長（幸村香代子君） それでは、無所属

未来お願いします。 

○委員（山本幸廣君） 未来としては、再度持

ち帰りの中で、５名で慎重な中で、真摯の中で

受けとめながら会議を進めて、そしてまた結果

として、お手元の資料を配付しておりますけど

も、そのような状況であります。 

 ただ、１つだけですね、議員の定数について

は、まず１番目でありますけども、意見が出さ

れるのは当然であるわけであります。市民の方

々というのはですね、我々は二元代表制の中で

ですね、いかに市民の社会福祉の向上なり、そ

ういうのをですね、しっかり日ごろから考えて

おくべきだと思うんです。だからこそ、今回に

ついては、八代の議会を改革しようということ

で、改革特別委員会というのを設置したわけで

すね。 

 そういう中で、地域の要望というのは、特に

二元代表制については、議会としては、議長は

市長の役割、副議長は助役の役割、副市長の役

割、そしてまた各常任委員会、議運の委員長に

ついては、やはり三役特別職という状況の中で

考えております。そういう中で、各常任委員会

の委員長にしますと、執行部の部長級という立

場の中で、二元代表制のそのあるべき姿という

のは、市民の方々からですね、二元代表制をし

っかり、こういう議会というのをつくっていた

だいたということで、日ごろからそれはやはり、

執行部と議会というのは車の両輪のようにです

ね、理解をしながら、そしてまた市民にはそれ

を、正しい声をですね、反映するというのが私

は議会だと思うんです。 

 地域要望についてもですね、これは一番大事

なんです。旧町村といいますと、旧町村には議

員は全員おるんですよ。旧市については、昭和、

宮地あたりがいない。もう一区ありますけども

ですね。そういう状況の中でありますので、そ
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ういうのを含めながらですね、議論をいたしま

した。 

 そういう中で、地域要望についての校区要望、

これについては優先順位をしながらですね、優

先順位をつけながら、執行部としては対応して

いるんですけども、その声、その優先順位がど

こに行ったのかわからない。そしてまた、議会

にその報告も、議会としてもなかなか知り得な

いということで、その優先順位、もしそういう

のをですね、議会には執行部として答え、そう

いう方向性をしていただき、そしてまた議会と

して把握しておかなきゃいけないと、そのよう

に思います。 

 ４番目でありますけど、議員定数については、

もともと私たちのところは、ちょうど前回の議

会特別委員会で削減の中で来ました。その後、

削減については継続的に考えてほしいというこ

とで、定数２というのを削減したわけですね。 

 そういうことで、未来としては、いろんな解

消を含める中でもですね、課題はたくさんある

わけでありますので、まずは常任委員会、そし

てまた管内視察等を今以上に充実させながらで

すね、地域の実情を把握し、市民の声に反映で

きるような議会としてですね、進めるべきだと

いうことになったわけであります。 

 削減については、議員削減、定数削減はうち

のほうからもですね、もともとずっと３カ月前

に提案をしておりました。そういう中で議員定

数については２６と、再度私たちは協議いたし

ました。４減をですね、私は１０減と言ってお

ったんですけども、それは個人的な見解もあっ

たかもしれませんけども、成松委員が、わーっ

と言われておったんですけども、そのときはま

だ一緒だったもんですからですね。２６という

形の中でうちのほうは決まりました。 

 そしてまた、広報関係等を含めて、市政の議

員は市政報告会は必ずすべきだということをで

すね、私は、この未来としてはですね、そのよ

うな考え方でまとめたということでありますの

で、皆さん方の御理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（幸村香代子君） では、最後に連合

市民クラブ、お願いします。 

○委員（大倉裕一君） 連合市民クラブです。 

 まず、八代市地域協議会、八代市地域づくり

会議のメンバーの皆さん、アンケートへの御協

力に感謝を申し上げたいというふうに思います。 

 項目ごとにまとめてはおりません。全体的な

感想ということでまとめさせていただいており

ます。 

 まず、議員自身が八代市、――地域の代表と

いうのはもちろんですけれども、八代市全体の

議員であることの再認識が必要ではないかとい

うこと。そしてさらに、市民に身近な議会や議

員でなっていくことをですね、目指す必要があ

るねというような意見が出たところです。それ

に加えて、議員の活動や議会の活動が見える、

見える化というところが市民アンケートからう

かがえるという意見、まとめになりました。 

 また、議員定数につきましては、アンケート

状況から、大半が議員削減の声であったとうか

がえるというまとめになったところです。 

 うちの会派といたしましても、２９年１月２

０日付で提案をさせていただいておりますが、

削減という方向で提案をさせていただいており

ます。この方向性がさらに裏づけできたものと

いうふうに再認識ができたというまとめになり

ました。 

 また、中でも旧町村エリア内に市議会議員の

必要性を訴える記入も見受けられましたけれど

も、選挙については法律に基づくことから、選

挙区を設置しての選挙は難しい。そのために、

この町民の声が議会や市政に届きにくくなると

いう懸念についてはですね、市議会議員、議会

にとっては重要な課題であり、その課題の対応
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策として、議会という組織でその地域の声、市

民の声を拾い上げていく取り組みが必要だとい

う意見が出され、そのように会派としてまとめ

たところです。 

 以上です。 

○委員長（幸村香代子君） 今ですね、全体の

会派のところから報告をいただきましたが、御

発言をされていない議員さんのところで、何か

御発言があれば。よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（幸村香代子君） それでは、各会派

のですね、持ち帰りの部分の御意見などについ

て御質問または御意見等があればお願いをいた

します。 

○委員（堀口 晃君） 前回の会議の中におい

て、このアンケートによる総括という部分が、

１つ問題があったんだろうと思います。それと

もう一つは、今回のこの部分の議会定数につい

ての方向性を決めてきてくれというところがあ

ったように思います。 

 その中において、ちょっとわかりづらいんで、

ちょっと教えていただきたいんですが、自民党

さんの礎、絆、和さんの中において、方向性に

ついては、削減の方向なのか、もしくは、いや、

いや、現状維持だよという方向性なのか、その

辺の方向性がまだ。この文面から見ると、第三

者委員会をつくって最終的な意見をまとめて、

慎重に方向性を決定するということだけんが、

これについては、前回の会議の内容については、

方向性を決めてきてくれというようなお話だっ

たので、その辺のところ、ちょっとわかりづら

いんで、ちょっと明確に教えていただきたいな

と思うんですが、いかがですか。 

○委員（成松由紀夫君） 今、言われたとおり

で、また私が答えたとおりなんですが、現状維

持も含めて、そして第三者委員会、市民の方々

からも上がってたとおりですね、第三者委員会

で一旦、最終的なものが、また御意見をいただ

いた上で、現状維持も含めて削減まで全て、こ

れは一貫性を持ってやるということですから、

今、堀口議員が現状維持なのか、削減なのか、

はっきりしろと言われても、そこは現状維持も

あるし、削減もあると。だから、削減を否定す

るものではないことではあります。 

○委員（堀口 晃君） 今のその御意見という

のはもう何回もこの特別委員会の中で聞かせて

いただいて、それぞれ議論してる、議論してる

というふうなところで、もう３カ月、４カ月ぐ

らい前からずっと聞いてるところです。そして

この間、その前の段階の中において、このアン

ケート、市民アンケートという部分でとらせて

いただいた中において、これを踏まえた上で、

じゃあ、議会の議員としてどういうふうな方向

性を持っていくかというのを決めてきましょう

ねというのが私の認識だったんですね。 

 そこで、今、自民党さんが、そこは現状維持

も含めて、決まらないんですよというふうなと

ころで私は認識してよかですかね。決まってな

いということで。 

○委員（成松由紀夫君） 決まってないという

とり方になれば、決まってないんでしょうけど、

削減の御意見もある、このアンケートを含めて

ですね。 

 で、以前話した部分で、党との協議というの

も１つ上げておったと思うんですが、昨日も党

との意見交換会がありまして、そういう中でも、

どうしてもやっぱり旧町村支部の方々からは、

この定数削減についてはもっとしっかり慎重に、

慎重にしっかりやってほしいという意見が多か

った部分も含めて、そういう、削減の方向に行

くという議員も中にはいらっしゃいますが、ど

うしても八代市全体を考えたときには、旧市、

旧町村、そういったところの意見の集約、それ

と研究と、等々を考えると、いずれどちらの方

向にでも対応するべく進めていかなければなら

ないという状況であります。 
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 その意見が多かったですよね、旧町村支部は。 

○委員（中村和美君） 補足みたいなもんであ

りますが、今まで合併して１２年、地域審議会

で各校区代表が５人か、６人かが、でやってき

たわけです。それで、公平公正なる議会運営と

いうか、行政運営とか、やってきたんじゃない

かなというふうに思っとったわけですが、この、

これを見て、地域協議会というのを見たときに、

まだまだ泉、坂本、東陽、――二見もかもしれ

ませんが、そういうところで、やっぱり地域が

捨てられるという心配の声がやっぱりあったん

だなというふうに思いました。 

 私個人では、私は本当、山本議員と一緒でで

すね、――そんなに多く減らすつもりじゃない

ですが、減らしてもいいなというふうに思っと

ったわけですが、これを見たときに、まだまだ

努力が足らぬとじゃないかなと。本当にこの山

村の人たちの気持ちをやはり救うためには、も

うちょっと我々も頑張らなくちゃいけないし、

地域審議会もこういう偏見というか、自分のと

ころはまだ八代市の合併して潤いがないんだと

いう意見が出てるちゅうことを考えると、すぐ

さま、じゃあ、何人減っていうのはどうかなと

いうのが１つ、成松代表が言われたのに補足す

るようなことで、削減は確かにしなくちゃいけ

ないけど、極端に何名というのは、ちょっと今

のところは、うちの会派としても言えぬな。こ

の現状を見て、そういう結論に和としては至っ

ているというのも１つのあれであるし、３会派

も恐らくそういう意見ではないかというふうに

思います。 

○委員（橋本幸一君） このアンケートをとら

れた後ですね、いろんな人、東陽以外の人もで

すが、言われたんですね。４年に１回選挙はあ

るけど、一番、泉の山奥まで、五家荘まで行く

議員が何人おるかいて。口では全体を拾わんと

いかんと、八代市全体の議員と言うばってん、

実際そこまで来る議員が何人おるかいと。それ

も言われたし、やっぱりそれが現実なんですね、

地域の声というのは。 

 それとこの前、ケーブルテレビの中でも、う

ちはないけん、ケーブルテレビ事業をやめろと

いう議員もおって、そがんですかって。そうい

う議員が、中心部が多くなれば、周辺部はどが

んなっとかいって。だけん、定数はちっとは考

えてくれんかいと。そういう声があったんです

ね。 

 だから、やっぱりそこは、議会というのは議

決機関ではあるけど、定数といったら、住民と

ともにこれは考えていかなければならないと。

そうすれば、やっぱり第三者委員会の設置とい

うのも、これは必要じゃなかっかいという、そ

ういう声は私、真摯に、電話で言うてきなった

ですよね。だから、そこはやっぱり十分考えて

いかんといかん。 

○委員（山本幸廣君） 私も、旧町村というの

が、自民党３会派の中で言葉が出てきておるん

ですけども、旧町村の住民の皆さんからの切実

な御意見等を思うがという中でですね、今、橋

本委員が言われたのも、そういう意見があると

思います。 

 しかし、その反面ですね、ためにならん議員

ならおらんてよかったいって、そういう意見も

出て、私はこの前いろんな方々とちょっと話を

した中で、５０人ぐらい会ったんですけどです

ね。何、それは、ためになる議員ならよかばっ

てん、ためにならん議員なら、おっても何もた

めにならんとだいけんが。それは地域審議会も

含めてですね、そういう組織団体というのが、

今、要望しとるけんで、要らんとたいという声

もですね、あるということは現実でした、この

前。びっくりしました。 

 それは、そういうのを含めてですね、自民党

さんが今回、持ち帰りの中で、自民党の１つの

提案をですね、このアンケートというのを実施

して、その結果としては、やはり比重というの
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は、やっぱり削減というのが比重が重いという

ことはですね、このアンケート結果で出てきた

と思うんです。ほとんどの会派の方々がこのア

ンケート。 

 先日もうちの会派でずっと会議をしたんです

が、もうとにかく今回、自民党さんが提案され

た、それを持ち帰りいただいて、それは全体で

また持ち帰ろうということに議員が足を並べた

わけでありますので、その結果について、今、

御報告がありました。 

 その方向性というのはもう、大体、ほかの会

派というのは方向性がわかって、示しとるわけ

でありますので、自民党さんのほうでですね、

この考え方というのを今、お聞きしましたので、

これはやはりもう平行線をたどると思うんです

よね。結果として、今、自民党さんはこれを提

案されましたからですね。それならば、やはり

これはもう皆さんと一緒にですね、結論を出す

というのをですね、方向づけをしていかなけれ

ばですね、いつまでたっても方向づけが出てこ

ないんですね。それについては、これからのひ

とつ時間の中でですね、いろんな意見、議論を

しながらですね、その方向性を見出していくよ

うにしていただきたいと、委員長、お願いして

おきます。 

○委員（成松由紀夫君） 今、山本議員が言わ

れる御意見もわかるんですが、きのう、たまた

ま自民党の総会がありましてですね、その中で

いろんな意見交換ができたんですよ、タイミン

グ的に。そういった中でですね、いろんな御意

見が出てきて、定数削減についてということが

テーマ、１つのテーマでお話しもしましたけれ

ども、御意見の中に、何ばそぎゃん議会は急ぎ

よっとかいと。そがん急がんばん理由の何かあ

っとかいということで、前回も減らかした、２

減らかすのに、うちのまちは、――千丁の方だ

ったですけれども、これについては減らさんで

くれというとを大分要望しとったって。でも２

減った。でも、その部分も何年かかけたろうと。 

 定数削減というとは、そもそもいつできたか

いっていう話から、１２月議会でですね、出て

きた中で、で、削減、削減という声の大合唱は

あるんですが、我々はどうしても、地域民主主

義のやっぱり１つの条件がこの議員の定数とい

うのがあると思うとですよね。 

 執行部は削減で効率性を優先させていくよう

なところはわかるんですけども、議会について

はやっぱり、そもそも議会改革をやってます、

議員削減から始めますというような安易なこと

ではいかんだろうということをですね、１人の

方ではありませんでした。 

 もう大方の意見がそうで、そして、今度出馬

を考えている市民の方とも話をしましたけれど

も、優秀なというか、市民の方々から、門戸を

開いた議会であるべきということをおっしゃら

れる割には、定数削減、定数削減で、新人がな

かなか出にくいような、そういうようなふうに

受け取られますよと。で、いや、それはね、委

員会の中では、いや、人数、定数は関係ないと

いうような御意見も、出馬を考えておられる方

からはそういう意見もあるというような話だっ

たけれどもという話をしたところが、いや、そ

れは一般論で考えて、これから選挙に出ようと、

そして現職の先生方がみんなやはり選挙という

ものを経験されて、何も経験したことない我々

が、今から後援会つくって、いろんな人の支持

があって、いろいろな１からつくり上げていく

ときに、定数削減というのは、ある意味それは、

普通に考えると、高圧的にしか映りませんよと。

入り口が狭き門になるというのは、これは事実

でしょうと。 

 だから、そういうところがやっぱり、自民党

の会派の議員さんたちには踏ん張ってもらわん

といかんとじゃないかなということはですね、

やっぱし、これはもう普通に考えて、新人の今

から出ようという者にすれば、３２より２６て
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いうことになれば、明らかに狭き門になるとい

うことを、削減、削減で話を進められるといか

がなものですか。そこはやっぱりきちっと考え

て、時間かけてほしいし、その削減、削減と急

がす理由がわからんとですけど、何か急ぎよら

すというイメージが拭えないというような、そ

ういう意見がありまして、その中で削減、削減

の部分で、その進められるようであれば、自民

党としては、しっかり議論するようにやっぱり

やっていただきたいという強い要望が御意見と

して多かったので、やはりそこも考えていただ

きたいな。 

 その中で言うと、やはり市民の中から、１人

だけじゃなくて、幾つか出てましたね、第三者

委員会。やはり第三者委員会なども設置してで

すね、やっぱり慎重に市民の意見を聞かないと。 

 私たちはこのアンケートの意見については、

約半分半分かなというふうな認識でいるので、

現状維持も定数削減も。だから、それはそれぞ

れ会派が違う中で、皆さん方が、いや、削減が

多いように思われるというような部分でのとり

方の会派の皆さんも、それはそれでいいんです

が、しかし、半数近くの現状維持で意見を吸い

上げてください、聞いてください、議員の数を

減らさないでくださいという声があるのも事実

ですので、やはりそこを、かなりの少数派とい

う話じゃないですから、そこも真摯に受けとめ

る、真摯に受けとめるという部分であれば、約

半数近くの現状維持という声もしっかり丁寧に

聞き取ってほしいなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 今、成松委員が言われ

たのに反論じゃありません。意見は意見として

ですね、お互いに議論する１つのやっぱり改革

特別委員会ですので。 

 公明党さんが先ほど来、御報告がありました

ですね、今回について。私も公明党さんのこれ

はほとんど感銘をいたしました、よくまとめて

おられるなということでですね。これは本当、

私は素直なですね、気持ちとして、議員として、

そしてまた市政をですね、市政と市民の声を聞

かれた、また市民の声をまとめた中でですね、

公明党さんがまとめてきたこれについては、冒

頭、ここに来てからすぐ見たんですが、すばら

しいまとめ方をしておられるということであり

ます。 

 同時に、その中でですね、私たちは、この前

もこの類似団体の調査結果表というのをもらい

ましたですね。この中でずっと見てみますと、

酒田市も含めてありますけども、出雲、川崎、

川崎市にいきますと、２万５０００人に議員さ

んは１人なんですよ。 

 こういうのをやはり参考として、そういう事

実としてですね、こういう１つの精査の中でま

とめてあるんですけども、八代市が大体４００

０、約４０６１人にですね、３２を掛けた中で

ありますので、そういうことをずっと見ていき

ますと、川崎が２万、熊本市が１万５０００人

に１人ですよ、議員がですね。 

 ほとんど削減をされてきておられるし、また、

市民の一人一人に対しての議員の定数というの

はですね、国が定めた定数と我々が現在、市が

ですね、定めていくという中でですね、この改

革の中で、委員会の中で定数削減というのをで

すね、これはもう公に市民の声を、皆さん議員

はほとんど日ごろからですね、やっぱし市政の

報告をしたり、後援会を含めてですね、議論を

なされてきて、アンケートというのは、これは

組織団体に対してのですね、自民党さんの、こ

れは提案でありましたから、それについて、や

っぱり結果としてこういう結果が出たわけなん

ですね。それはもう賛成も反対も、そしてまた

現状維持もあるのは事実でしょう。 

 だけんど、我々はどうやって、これ、今、八

代の議会というのをですね、改革をしていく中

で、議員定数というのを議論しとるのかという
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ことをですね、もう何カ月もその議論をしてま

いりました。私たちも、私もやっぱり旧市から

おるわけでありますけども、やはり定数につい

てはですね、ある程度、人口の減少の中で、市

民の方々の声というのは物すごかったです。 

 これはある自民党の方々からもこの前、ちょ

うどＮＰＯ法人の体協のあの質疑討論を可決し

たときのですね、後から、ちょうどお会いした

方、もう削減せんばんというとにぬしどま何し

とっとやということをお聞きしたんです、その

方は。強く言われました。手引っ張ってですね。

それは自民党のやはり方でありまして、わあー、

やっぱり自民党はそぎゃん考えとっとなという

ことでですね、大変その方にはよく議会をよく

知っておられて、今回、特別委員会もしよっと

が、早う、だけん結論を出さんとしゃがな、新

人な出られんとだいがって。いつまっでんせっ

ぱ押し詰まっていかんけん、なるだけなら早目

に定数を決めて、そしてまた新人が出るには、

それにある程度の情報をやはり共有するように、

やはり間口をですね、広くしてやるのは、早く

解決するのが一番大事よということを言われま

した。今、思い出しましたので。すばらしい、

そういう人でした、その方は。 

○委員（橋本幸一君） 今、選挙間近になって、

この約８カ月ですよね。で、その中で定数の問

題が急に出てきたという。いろんな各自治体の

流れ見てみればですね、これはやっぱり選挙が

終わって、それから４年あるわけですが、やっ

ぱり前半の中でですね、ある程度そういう問題

提起して、議論して、結果として出すというの

が私は普通て思うんですね。後出しという感じ、

今回はあるわけですが。 

 で、この前このアンケートをとられた団体の

書かれた人もですね、今度じゃなかっだろうも

んて、そういう感覚でおんなっとですよね。次

の次の選挙だろうという。いや、今度っていう、

今、流れになっととですよと。そらなかろうと

いう。やっぱり市民への周知というのを、そこ

はどうとっていくかという段階の中で、もう大

体、私は遅いと思うんですね。 

 で、先ほど類似団体はだけど、結局あの資料

はちゃんとアンケートの中には添付されておる

中で、やはり市民の声としては半々だったとい

う。私は意外だったんですね。多分、類似団体

に同じて削減の方向ということが大多数と思っ

たところが、相反して、やっぱり削減はまだと

いう声があったということ、これをやっぱり私

は真摯にしていかないと、一旦減らせば、もと

に戻すということは不可能ですから、やっぱり

減らすときは本当にやっぱり真剣に時間をかけ

て、みんなが合意するように、住民の皆さんに

もちゃんと周知されるような時間をかけて、私

は削減をすべきと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、やっぱりで

すね、今、橋本さんが言われた意見は物すごく

多かったですね。だから、説明されたときに、

もう次の選挙から議員定数削減に取り組むんで

すよというような周知があったのかなかったの

かというのはやはり、アンケートを書かれた人、

書かれてない人、いろいろありますが、次の次

の選挙という感が否めんとですよね、書かれた

方は。もうこれがまず１つ。 

 それと、後出しと今、橋本さんが言われた部

分の、やっぱり新人の方々はですね、立候補を

決意するまでには、それは身内の方であったり、

仲間であったり、近くの人であったりというと

ころで、この時間というとがやっぱり重要な要

素なんですよね。で、その重要な要素の中で、

定数削減の話というのが、最低でも１年ちょっ

とはかかる、１年は必要なはずなんですが、１

年も切った中で出てきて、それが次になる。 

 先ほど山本議員が言われた部分について反論

ではないんですが、早う決めろと。早う決めた

ほうがと。新人も出やすい、間口が云々という

ことですが、これはですね、どう考えても、今
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度出馬を決めた方、何名かの方と私は話しまし

たが、いや、もう腹が決まっている部分で、も

う定数が幾つになったっちゃ、玉砕覚悟でとい

う方もいらっしゃいます。 

 でも、それはごく少数で、大多数の意見はで

すね、定数が狭まれば狭まるだけ、やはり出馬

を断念する結果にしかならないという話になる

と、やはりこの人材発掘も含めて考えていけば

ですね、やっぱりどうしても急ぐ必要はないん

じゃないかなというのがやっぱり一番の話だし、

やはり立候補を決意する時間を与えずに、後出

しでこう、もう幾つだということを決めてしま

うのは、非常にやっぱり拙速であるという感は、

もうこれは、誰が聞いても、普通に常識的にで

すよ、やっぱり否めないんですよね。 

 だから、それはきのうも、しっかりそれは議

会改革の委員の皆さんということでですね、党

の幹部の方々だけではなくて、しっかり対応し

ていただくようにというようなことで申しつけ

られておりますので、なぜ急がれるのかという

のと、この次の選挙に議員定数削減があり得ま

すという話は説明されたのかどうか。正副委員

長、どうなんですかね、そのアンケートとられ

るときの。 

○委員長（幸村香代子君） お答えしますけれ

ども、この次のというふうにですね、明確には

お話はしていません。 

○委員（成松由紀夫君） してない。 

○委員長（幸村香代子君） はい。 

○委員（堀口 晃君） 今回この議会改革とい

う部分を設置した中においては、いろんな部分

で議員の皆さんに御提案、議会改革をしていこ

うと。その中においては、基本条例があったり

とか、いろんな、倫理条例だったりとか、いろ

んな部分を議員から出していただいて、その中

で議員定数というのが一番最初に、一番多かっ

たという部分が、議員定数について考えていき

ましょうというのが多かったからこそやってい

るわけであって、この選挙の前に、新しく新人

が出るけん、その人たちの配慮をするというこ

とであるならば、ふやすという選択肢もあるわ

けだけんが、議員定数についてという、門戸を

狭めるとか広くするとかじゃなくて、そして類

団のことを全部調べた上に、なおかつ地域協議

会、まちづくり会議、こういったところの市民

の声を聞いた中において、それぞれの会派が、

いや、これは削減するべきだろうというふうに

判断したから、今回このテーブルに持ってきて

いるわけですから。 

 だけん、この新人の皆さんが、門戸が狭くな

るけんが、それについてはおかしいんじゃない

か、拙速じゃないかという話ではなくて、もと

もと最初に議会改革をやっていきましょうとい

う、ここから始まって、その中に議会の議員の

定数を検討していきましょうというところがあ

ったけん、じゃあ、皆さんで検討していきまし

ょう、そして１月の２０日にそれぞれ出しなさ

いねということがあったがゆえに、皆さんは、

じゃあ、議員の定数はやっぱり削減だろうと。

その中でいろいろありましたけんが、じゃあ、

ほかの類団はどうなのか、そして地域の皆さん

はどうなのか、いろんなことを相対して我々は

判断していきましょうというのが今回の議員の

定数に関する問題だったんだろうと思うんです

ね。 

 ですから、その後も、それは新しく出る。そ

れは、私が出たときも、それは３６人とかとい

う部分が三十七、八人、４０人ぐらいいらっし

ゃいました。そのときは３４人。旧八代市だっ

たですけどね。やっぱり新人で出る部分の中に

おいては、それなりの議会で決まったことをす

れば、もう決まったように動けばいい話だけん

が、それを門戸を狭めるとか広くするとか。じ

ゃあ、広くすることによって、議員定数をふや

すという方法もあるわけだけんが、その辺の方

向性をちゃんと示していただければ、それなり
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の議論ができるんだろうと思うんです。 

 で、減らすも言わない、減らすも言わない、

ふやすも言わないという状況の中において、減

らす、減らす、減らすという状況が来てる状況

の中においてですよ、どんな議論ができるかと

いう話。 

 ですから、私が言いたいのはですね、ここに

おいて、もうある程度ここまで来たならですね、

もう方向性だけはこの委員会の中ではやっぱり

示す必要があるんじゃないかというふうに私は

考えております。 

 で、もう一つは、減らすことによっての弊害

という部分をやっぱり一緒に考えていかないと

いけない。ですから、先ほどちょっと誰か発言

がありましたけども、議員がいない校区は見捨

てられるというふうな状況が、誰かの発言があ

りましたけども、それについては非常に。じゃ

あ、今の誰もいない校区は見捨てられとっとか

いというふうな、逆に受けとめられる状況があ

るので、その辺のところについてはですね、発

言をちょっと慎重にしていただきたいなと。 

 それは、昭和校区であったりとか、宮地校区

であったりとか、龍峯校区であったりとか、そ

ういったところは今現在に議員さんたちがいら

しゃらないわけですから、そこはみんなで、や

っぱり市民みんなでそこの問題点についてはカ

バーしていく必要があるんだろうというふうな

ところもあわせてですね、議員削減という部分、

私はもう議員削減と言ってるもんだけんが、そ

こについてはその辺も含めて、議員削減という

部分、それと後に出てくる議会基本条例、これ

もあわせてですね、私はセットで議論するべき

だろうというふうに思っておるところです。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） 誤解していただきた

くないのは、ふやすも言わない、減らすも言わ

ないじゃないんですね。だから、現状維持がス

タート地点で、減らすことも当然考えています。

だから、会派の中では減らす意見もある。しか

し、現状維持で何とか踏ん張ってくれというよ

うな意見もある。だから、そこの範囲に幅を、

意見に幅を持たせてるだけで、減らすも言わな

い、減らすもない、ふやすもないなんていうこ

とはございませんので、そこは誤解のないよう

にお願いしたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 公明党さんの話ばっか

りすることになるんですけれども、議員の定数

に対する感想というのは私も同じなんですね。

これをですね、しっかり皆さん方はですね、読

まれて、見ていただければですね、今のアンケ

ートの結果というのはですね、この言葉にしか

ないと思うんですね。 

 市民の方々からの意見というのは、もう私も

大変、皆さん方も市政報告会しながらずっとさ

れてから、やはり削減する、削減しないという

ことで意見はありますよ。１００人のうちに何

十人かあるわけですけども。削減をしてほしい、

削減をしなさいと、どろころしたらですね、そ

ういう市民の方々の声というのは物すごく多い

ということだけはしっかり言うておきますので。 

 今、私も、山本議員、ぬしゃ危なかげなばい

と、今度はえらい集中攻撃がおおとるとげなな

いという市民の方々のもだえもありまして、よ

かなあ、やりがいのあってなということでです

ね、しっかり市民の声を反映して、選挙態勢を

とらないかんということで、ふえようが、減ら

そうがというのは、もうもともとが減らそうと

いうことで、私も自民党におったときには、や

はり減らそうということで。 

 大体その中でですね、早うできたけん、遅う

できたじゃないです。今、堀口委員が言われた

ような、結果としては我々議会が決めるわけで

すけんでから、それについてはやっぱりいろん

な調査の結果というのをですね、やっぱりそれ

をもとにしてから、我々は議員定数削減という

のをですね、目指してきたですから、もうこれ
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についてはいろいろと議論があると思います。 

 これは委員長、副委員長ですね、あると思い

ます。ある中でですね、やはり自民党さんが毎

回毎回持ち帰るというのは、私も賛成をこの前

しましたよ、成松議員ですね。それはしっかり

やってきてくださいと。会派全体の会議でもよ

かし、いろんなところでもですね。それはやっ

ぱしある程度理解してほしいと思うんですよ。

我々のやっぱり考え方というのをですね。それ

だけやっぱし持ち帰りをしていただいたわけで

すから。 

 結果としてやっぱりこういう、２５日に出さ

れた。きのうあったかな。きょうか。（｢きょ

うです」と呼ぶ者あり）きょうですよね。そう

いう状況で、今、議論をしておるわけですけん

でから、その議論の中で、じゃあ、方向性をど

うするかということもある程度、自民党さんの

ほうもですよ。今までもう即答できんとか何と

かやったら、それははっきり言って、平行線を

たどっていくわけですけんでから。我々はやっ

ぱり、５会派というのはですね、定数削減とい

うのをですね、しっかり文章で明記したわけで

しょう。これも理解してほしいと思うんですよ。

絶対理解してください。議員定数ですたい。 

○委員（橋本幸一君） 削減じゃなくて、うち

は定数。結局、最初のスタート、――。 

○委員（山本幸廣君） ちょっと待ってくださ

い。橋本議員って。きょう定数は、我々未来か

らずっと定数を、もともとは、はっきり言って

から、我々はアンケートの中でまとめたとは、

この前発言した定数というのは、うちのほうも、

未来も出したんですね。出しておりますから、

ずっと。以前から出しておるんですよ。 

 で、それは全部自民党さんが持ち帰りしてい

ただいて、議論をしていただいて、結果的には

アンケートを提案していただきました。で、そ

の結果として、今、議員定数削減というのをで

すね、ほとんど定数削減ですよ。文章見てくだ

さいよ。定数問題じゃないです。削減をして、

定数問題の中で削減をしてほしいという意見が

多いじゃないですか。そういうのをですね、―

―。 

 ほとんどばい、定数を削減してほしいという

の。 

 ということで、委員長、よろしければですね、

いろんな意見は、議論はいいですけども、何回

も言いますけども、進行してください。結果と

して。 

○委員（橋本幸一君） 私が言ったのは、最初

のスタートは、定数について、削減ありきじゃ

なくて、スタートは定数についてどう考えるか

からのスタートだったという、それを申しただ

けであって。 

 それとですね、今、うちの会派から、結局、

第三者委員会を設置して、そこを考えていただ

くという、そこはどうなんですか。 

○委員（山本幸廣君） 今、橋本委員からです

ね、御提案がありましたが、私は反対です。も

うそれこそ先ほどの言葉とですね、それをした

らまた時間がおくれるじゃなかですか。第三者

委員会というのは。何か言っとるそこで何かあ

るような感じがするんですよ。何でそういう提

案するんですか。（｢書いてある」と呼ぶ者あ

り）書いてあるて、書いてあるけんたい。 

○委員（橋本幸一君） これは市民の声であっ

て、自民党会派からの提案じゃないんです。

（｢アンケート結果」と呼ぶ者あり）このアン

ケートの中にあって、それを踏まえて、どうで

すかという、そこですから、自民党の案じゃな

い。 

○委員（山本幸廣君） 何かまとめてこられた、

アンケート結果の中でまとめてこられたわけで

すよ。まとめて、（聴取不能）第三者委員会、

まとめて。（｢そういうことじゃなか」｢それを

言うなら」と呼ぶ者あり） 

○委員（橋本幸一君） 先ほど私は申し上げと
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っですが、（｢削減せろという人の話はどぎゃ

んなっとか」と呼ぶ者あり）ちょっと黙ってくれ。 

 議員の定数というのは、これは、市民の皆さ

んとともにこれはしていかなければならないと。

議会の議決と私はもうちょっと違うと思うんで

すね、定数というのは。市民の声をいかに反映

しながら、じゃあ、市民の皆さんとの合意、周

知、そこをやっぱり段階的に踏んでいかないと、

非常にやっぱり後、後悔することもあり得ると。

だから、そこはきっちりですね、全てをクリア

しながら定数を決めていかなければということ

で、私はこの、今回アンケートで出てきた第三

者委員会の設置というのは、非常に私はいい方

法と私は思うんですよ。（｢これは一部の人だ

けの話だいけん」と呼ぶ者あり）それは、第三

者委員会が削減と言われれば問題ないし。 

 で、これは急ぐ必要は私はないと。先ほどあ

ったんですが、何で急ぐのという。（｢どこを

急ぐと言うたんですか」と呼ぶ者あり）いや、

皆さんの。 

○委員（山本幸廣君） なん、急がん。やはり

アンケートまで、わざわざ自民党が提案してき

たけんが、アンケートの結果として今まとめて

から、今、議論しよっじゃなかですか。急ぐと

か誰が言っているんですか、急ぐて。（｢私

が」と呼ぶ者あり）あなたが言いよっとな。

（｢私が言うたです」と呼ぶ者あり）ああ、そ

うか。（｢皆さんも言うた」と呼ぶ者あり）皆

さんって、私だったら（聴取不能）、結果だけ

で。 

○委員（成松由紀夫君） 私が発言をした急ぐ

というのは、そういう市民の方々の意見が多い

んですよ。何でそげん急ぎよっとかいと。で、

次の次の選挙のときかなと思っとったという御

意見と。 

 それと、友枝議員いらっしゃいますが、千丁

の方々が特にきのう多かったんですけれども、

この定数削減については、合併前に非常に千丁

としてはいろいろと抵抗というか、いろいろあ

ったんだと、旧市との合併に対して。で、この

定数問題については、やっぱり意見を吸い上げ

る部分で、昔の千丁町議会の議員が丸々でもい

っとき残って、合併に対していろんな話し合い

をせないかんというようなことがるるあった中

で、うちは２人の代表をつくったと。で、その

経緯がある部分で、どうしても意見の吸い上げ

とか、そういうもろもろについては、これにつ

いてはやっぱり徹底的に抗戦してくれというお

願いもありました。 

 で、我々はですね、別に急いどるわけじゃな

いんですよという話をする中で、ばってん、今

度いきなり、今度の選挙には間に合わするごと、

間に合わするごとという話ば一部議員さんがし

とらすという話ば聞いたばってん、そこはどぎ

ゃんかいと。いや、急いでる感はありますけど、

私たちもその理由はわからないんですが、やっ

ぱり先ほどから言うようにですね、次、出馬す

る人たちのことも考えないかんし、じゃあ、こ

のアンケートを踏まえて、自民党の提案じゃな

くて、やっぱり第三者委員会という冷静な面を

持っておられる意見が二つ三つあったですかね。

だけん、ああ、これは確かに大事だろうなと。 

 やっぱり去年の１２月にぼんと出てきた話で、

それを、いや、削減、最初は定数についてだっ

たのが、削減てなって、最初は連合市民クラブ

さんも一緒だったんですよね、スタンスは、う

ちと。現状維持から考えて削減までという幅を

持たせた御意見が、いや、もううちは話し合っ

てまとめた結果、削減ですというふうになって。 

 うちも実際このアンケートをお願いしました。

で、このアンケートのですね、今、意見に幅を

持たせてた部分はですね、実際問題、このアン

ケートをとった中で、やはり８割から９割とい

うか、もう大多数の方々が、これはもう市民の

皆さんの御意見として削減なんだというような

ことが出てくれば、これはもう削減にシフトし
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て、みんな自民党会派３会派まとまって、あと

は数の部分をいろんな研究をして考えなきゃい

けないですねという段階的手順を踏もうとしと

ったんですね、実際問題。 

 ところが、この中で、約、私たちの見方では、

半数近くやはり話がある。しかも、この御意見

をよく見ると、泉であったり、いろんなものが

あるところが、どうしても旧町村の皆さん方の

切実な意見だなというふうに感じ取れる。 

 そして会派の話し合い、そしてまた、きのう

の自民党の懇親会、意見交換会の中でやっぱり

出てくるのは、どうしてもそこら辺を大事に考

えてほしい、拾い上げてほしい。 

 先ほど堀口委員が言われた空白地帯のところ

には議員がいないという言い方ではなくて、ほ

かの議員みんなでカバーすればいいじゃないか

ということもあるんですけどね、やっぱり、や

っぱりおらが村のという、地元の議員がいない

となかなか伝わりづらいし、それは合併前のほ

うがよかったもんなと、はっきり言われた方も

いました。だから、そういうことではいかんな

と。 

 やっぱり合併してさらによくなったよねとい

う言葉が市民の皆さんからやっぱり聞こえるよ

うにするには、もうちょっと慎重な姿勢と意見

を吸い上げないと、どうなのかなというふうに

思いますけどね。そういう声は、友枝議員、聞

かれてれば何か。どうなのか。 

○委員（友枝和明君） 最初、千丁から２人つ

くったと。２人つくられたっじゃなかっです、

当初。合併当時の４月の２９、７月、８月が合

併だった。４月の当時、旧議会のときは、私が

一番、１年生、新人議員で１年生議員だった。

で、合併で後、どうするかということで、その

年に千丁の福嶋議員が４月のい業部の総会で表

明されました。後、私は、先輩議員に回りまし

た。あと１人か２人出てもらおうかと。私が１

人で回りました。誰も出ません。 

 そして、私が決断したのは、自分個人でまず

最初、６月の２９日、あのときは忘れもしませ

ん。１人で表明しました。まずそこは２人つく

ってもらったっじゃなっかです、議員が２人誕

生したとは。そこは一応確認しとってください。 

○委員（堀口 晃君） 今ちょっと拙速ではな

いかとか、早いんではないかという、こういう

話がございますが、平成２７年の１１月の３０

日、去年、おととしの１１月ですよ。このとき

に各派代表者会のほうで、持ち帰り事項という

部分があって、その議会改革を進めるための特

別委員会を設置するかどうかという、ここから

始まった。去年、おととしの１１月ですよ。 

 そのきに、それぞれの会派がどういうふうな

形でするかという部分があるので、そこはです

ね、市民の皆さんに拙速じゃないと。もう去年、

おととしからこの議会改革のための特別委員会

をどう設置するかということでもう始まってお

るんだと。 

 そして、その中の部分については、委員の定

数をどうするかとか、その項目についてどうす

るか、それぞれの会派から上げてくださいとい

うことは去年の１１月、いや、おととしですよ、

おととしの１１月の３０日の代表者会で持ち帰

り事項となっているというところからずっとあ

って、その中において、これは議運での話なん

ですけども、議運に上げられた部分については、

議会の基本条例があったりとか、予算審査であ

ったりとかという云々、１３項目ありました。

これは議会特別委員会でするんだろうというよ

うなところ。その中に議員定数についてもあり

ますし、議会運営委員会で何を話すべきなのか

という、この辺から議会改革というのは始まっ

て、決して今、ここの、たまたまこうやって延

びて、延びて、延びてきとるけんが、拙速だと

いうような話になるかもしれんですけども、去

年、おととしからずっとその辺の議論はしてい

るわけですよ。 
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 ですから、その辺のところをですね、やはり

議員は説明責任という部分があるので、いや、

いや、そうじゃなくて、去年、おととしぐらい

からそういった話があるので、今、こういうふ

うな形で非常に大切な問題だと。それで、今、

自民党会派でも、それぞれの会派でも、いろん

な形で議論してきていると。そして、ちょっと

長引いてて、もうその６月になるのかまだはっ

きりわかりませんよね。議会で決まらないこと

には、そこでどうなるかわからないわけですか

ら、３２のままになるかもしれないし、削減に

なるかもしれないし、また、ふえるかもしれな

い。こういう状況の中において、今あるわけだ

けんが、何も今度の選挙の部分についてどうこ

うという話ではない。 

 ですから、もう早い遅いという部分について

も、議会改革というのは去年、おととしからス

タートしてるという状況をやっぱり市民の皆さ

んに説明する必要はあるんだろうと僕は思って

おりますし、ここでずっと来てるといけないの

で、もうぜひ、委員長、お願いいたします。 

○委員（山本幸廣君） 中山間地域の中での声

というのがアンケートの中にもありましたです

よね。はっきり言って、意見、要望が届かない

とかいうふうなことがたくさんありましたね。

意見、要望が届かないということは、議員がお

らんば意見、要望が届かないというのは、もう

口ききになるわけだけんでから。きちっとそれ

は、我々議員はしっかり把握しておかなければ

いけないと思うんですよ。それはやはり審議会

とかですね。口ききよ。 

 要望等が届かない中で、やっぱり我々が、地

元に議員がおる。その中で、逆に我々議会ばこ

う、そういう意見の中で考えれば、じゃあ、俺

たちは率先してから行かないかんとか。執行部

に言ってから、意見、要望って。どこどこの道

路をつくってください、どこどこしてください

と言わな。公民館つくってくださいと言わない

かんとかい。それは各常任委員会で議論してい

きよるわけだけんでから。 

 この意見というのは、中山間地域の意見とい

うのは大事ですよ。だけどもですね、八代市を

１２万９０００で割ってくださいよ、３２を。

４０００人ですけんでから。泉、東陽とか坂本、

４０００人おりますか。おりますか、橋本議員、

４０００人。泉、東陽。泉、坂本。 

○委員（橋本幸一君） 泉、坂本、４０００人、

坂本はおるでしょうね。 

○委員（山本幸廣君） 泉はおらんじゃなかで

すか。 

○委員（橋本幸一君） 泉はおらんでしょう。 

○委員（山本幸廣君） おらんでしょう。その

中で１人おるわけですけんね、議員が。 

 だから、そこらあたりもやっぱり類似団体の

を参考にするというような、そういうのを参考

にして、市民の方々には御理解をしていただく

ということなんですよ。そういうことだと思い

ます。４０００人に１人ですけん、うちは、３

２の定数で割って。よう考えてみらないかんと

思うわけですよ。それはもう、それを急いどる、

急いどるということじゃないわけですけんね。

今まで議論をしてきたわけだけんでから。

（｢減らせば割合が変わるけんな」と呼ぶ者あ

り） 

○委員（橋本幸一君） 先ほど、同じあれです

が、類団、類団って、やっぱりちゃんと今回の

アンケートはその類似団体のこのあれも、資料

も添付。（｢つけてはおるよ」と呼ぶ者あり）

つけてあったろう。その中でもやっぱり市民の

声というわけですから。これは私たちが操作し

たわけでも何もないわけですから。真っ白の状

態で意見をされたわけですから。（｢そのとお

りですたい」と呼ぶ者あり） 

 そこは、そこはそれとして捉えていかんとい

かぬという。（｢捉えとるですたい。捉えての

話だもんで」と呼ぶ者あり）だから、市民の皆
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さんとそこはいかに議員定数は共有しながら。

（｢委員長、議事進行してください。委員長、

議事進行」と呼ぶ者あり）そのスタートですか

ら。（｢もう議事進行」と呼ぶ者あり） 

○委員長（幸村香代子君） ほかに御意見。 

○委員（成松由紀夫君） だから、そこをです

ね、強引に進めていただくのも、進行はわかり

ます。ただ、やっぱりこの、今、言われたよう

に、類団の資料もですね、全部ついとった上で、

意見がこうやって出て。（｢わかっとって、そ

れは。だけど４０００人って知らっさんやった

かもしれぬたい」と呼ぶ者あり） 

 いや、いや、だからそれは、今、現状維持で

は４０００ですよ。しかし、その４０００が今

から狭まるような話を今しよるわけですからね。

（｢２６で」と呼ぶ者あり）今は、今はそうで

すが、今からは減りますよ。削減というのは減

るわけだから。（｢人口も減っていきますよ

ね」と呼ぶ者あり） 

 だから、そういうところも踏まえて考えれば、

この出てきたアンケートに真摯に、この間も皆

さん、御意見を真摯に受けとめる、受けとめる

という部分であれば、やはりこの第三者委員会

の設置というのは貴重な御意見だというふうに

うちはとったから、それを書いとるんですよね。

（｢うん、うん、そうそう、そのとおり、その

とおり」と呼ぶ者あり）この意見。だから、や

っぱりそこをしっかり真摯に受けとめていただ

きたいなということなんです。ただ、それだけ

なんですよ。 

○委員（橋本幸一君） 私はその第三者委員会

って、全然以前は頭になかったんです。やっぱ

り今回のこのアンケートの第三者委員会の設置

というのは、これからですね、やっぱり議員定

数議論する上で、非常に私は、これから将来に

ついてですね、重要な私は提言だったと思うん

ですね。 

 先ほど人口減と言われた。その中で、じゃあ、

住民の側からやっぱりその辺あれば、その委員

会設置ということを先例として今回はできると

いう、これは私は非常に将来に向けてのいい布

石かなという、私はそういう捉え方をしており

ます。（｢意見として」と呼ぶ者あり） 

○委員（堀口 晃君） 確かにいい意見がたく

さん書いてございます。これも私たちは参考に

しなければならない。ですから、これを、第三

者委員会をつくったらどうかという橋本議員の

提案だろうと思いますけども、であるなら、削

減すべきであるというふうなところの部分の意

見も、これも取り上げる必要があるんじゃない

かなというふうに思います。（｢どっちもた

い」と呼ぶ者あり） 

 だけんね、だけん、そういうふうに言うなら

ですよ。だから、ここについては参考意見とし

て我々は真摯に受けとめると。全部何もかもわ

かった上で、じゃあ、どうしましょうというの

は、この議員で決めるのが私たち議員の役割じ

ゃなかかと私は思っております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 私は定数問題というの

はですね、やっぱり住民の皆さんの合意形成と

周知の中であるべきと思うわけですね。だから、

私は住民のやっぱり今回のアンケートも、皆さ

んが合意されたと一緒であって、この第三者委

員会の定数がねというのは、私は間違った方向

ではないと。（｢委員長、議事進行してくださ

い」と呼ぶ者あり） 

○委員長（幸村香代子君） 今、第三委員会で

すね、（｢第三者委員会」と呼ぶ者あり）これ、

者が抜けとっとですね。済みません、第三者委

員会ですね、これを設置してというふうな御意

見がですね、自民党の会派さんのほうから出さ

れておりますけども、これについて、ちょっと

中身に入っていきたいんですが、第三者委員会

の設置についての御意見をお聞かせいただけま

すか。 
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○委員（山本幸廣君） 何人も市民から私は聞

いてきました、定数の問題についてですね。物

すごかったです。最近はずっと回る中でも、私

ごとですよ。だから、うちの会派にもそういう

話をしました。で、会派の方々もほとんどが定

数問題については削減をすべきだということで、

最初にまとめた中と同じ。まだ最近ですから、

それも、未来は。 

 で、そういうことをですね、しっかり意見と

いうのをですね、皆さん方がやっぱし述べて、

議論をしながらですね、前向きに検討するとい

うのは普通じゃないですか。じゃあ、国会だっ

て同じでしょう。今の委員会であろうが、何で、

国会でのあの光景を見ると。やっぱり最終的に

はやっぱし、どういうふうな方法の中でどうい

うふうに結果を出すのかということになるわけ

ですね。 

 意見は意見として市民からたくさん聞きまし

たですよ。それはもう削減すべきだというのが、

私は、私の後援会は多数でしたね、はっきり言

ってから。多かったです。物すごく多い。９割

ぐらいあったですよね。９割のうちに１割ぐら

いが、はっきり言ってから、現状維持の話も、

今、自民党さんから出ておる、現状でいいんじ

ゃないかという市民の声もありました。それは

あるべきなんですよ。それは本当に議会をしっ

かりですね、理解していただとる市民の方々お

もおられますし、もう議会を諦めとる、議会は

というような声も聞きましたですよ。 

 だからこそ、地域審議会なり協議会等でです

ね、やはり要望、陳情というのはしてもらいた

いと。してもらいたいし、誰がなっとらするか

わからんていうようなことの意見も出たわけで

すよね。そういうことをですね、うちのほうと

してはまとめて、今回については定数削減。 

○委員長（幸村香代子君） じゃあ、山本委員

のところについては。 

○委員（山本幸廣君） 第三者委員会は要りま

せん。必要としません、私のところは。 

○委員長（幸村香代子君） 第三者委員会は要

らないということですね。 

○委員（山本幸廣君） それでよかろう。 

○委員（友枝和明君） はい。 

○委員長（幸村香代子君） 友枝議員も同等の

意見でよろしいですか。 

○委員（堀口 晃君） 私も、もうこんだけ今

まで議論してきて、そしてなおかつ地域審議会、

まちづくり協議会、こちらのほうからも意見を

聴取してますので、もうこの部分について、や

っぱりここはやっぱり真摯に受けとめるべきだ

ろうと思います。これを踏まえた上で我々がど

うするかということを、削減の方向に、私は削

減というふうに今、提案しておりますので、そ

の方向で考えております。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） このアンケート結果に

しろ、第三者委員会を立ち上げて意見を聞くに

しろですね、最終的な決定というのは、住民の

総意と合意を持って選出されてきた我々議員だ

というふうに思うんですね。で、決めるべきと

ころは、もう今、この場でしかないということ

になるのかなというふうに思います。 

○委員長（幸村香代子君） 堀議員の御意見は、

この場で決めるべきであると。 

○委員（堀 徹男君） この場というか、議会、

――。 

○委員長（幸村香代子君） 第三者委員会は要

らないということですよね、設置は。 

○委員（堀 徹男君） はい。この委員会では

一応の結論を出すべきであると。 

○委員（橋本隆一君） 自民党さんのほうの御

意見は確かにですね、大事な視点かなと思いま

す。 

 ただ、ただ、第三者委員会を仮に設置された

としてもですね、その第三者委員会のメンバー

さんちゅうのは、結局やっぱり、俺は賛成、俺
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は反対、俺は今のままでよかという、結局そこ

でまた決まらんで、第三者委員会としては、削

減の方向の必要性も訴える方がおられました反

面、現状維持の方もおられましたので、また議

会で検討していただきたいちゅう答えが返って

きそうな感じなんですよね。 

 多分ソフト面とハード面で考えるならば、こ

ういうソフト面での話し合いちゅうのは、結論

はこういうふうにしなさいちゅうのは、第三者

委員会を設置したとしても非常に出にくい課題

であると思うんですよね。 

 だから多分、結論ちゅうのはなかなか出にく

い課題ですので、それよりも逆に、ここがある

意味では第三者委員会だと思うんですね、議会

の中での。我々がこのことについて話し合う。

議会運営委員会はあるんですけども、そこでな

くても、議会特別委員会という第三者委員会を

設けて、そこで話し合いをしてもらいたいちゅ

うのがここの、これがまさに第三者委員会で、

私はないかなという印象がありますので、失礼

ですけども、また特別に第三者委員会を設ける

必要は特にはないのかなと思います。 

○委員（中村和美君） 私たちは、この会派ど

おりで臨みたいという考えです。 

○委員（田方芳信君） もちろん私はもう当然、

市民の声をですね、もう一回吸い上げて、はっ

きりとして、それから進めていただきたい。 

 そして、もう一点というのは、やはり時間を

かけてやる、やはりじっくりとやるべきだと私

は思います。 

○委員（成松由紀夫君） 議員定数を考える基

礎として、行政改革とは異なる議会改革のやっ

ぱり論理というのがあると思うんですよね。そ

れと、多くの人が将来、立候補できる、議員活

動をしやすい条件として考えていく。 

 それと、やっぱり住民自治の問題であると、

議員定数は。やはりそういう部分は住民ととも

に考える。 

 そして、後出しは避ける。やはり新しい人材

発掘、八代市民のためには、やはり時間的要素

は必ず必要だというような根拠があってですね、

基礎があってですね、考え方として。で、その

根拠となる部分を、やはりこの議員定数として

議会が責任を持って説明するためには、議会と

して調査機関を、附属機関を設置して、そこに

検討を委ねることが必要だなというのが、考え

る基礎の中で考えてた、考える部分と、市民の

皆さんがまさにそこを指摘してきたというのは、

まさに同感ということで、第三者委員会を設置

して、先ほど公明党さんが言われたような部分

があるにしても、しかし第三者委員会からは、

ある程度まとまった答申は出していただきたい

というようなところまでですね、これは議会サ

イドから注文をつけていいと思うので。でも、

それでも出てこないということは、それだけや

っぱり難しい問題なんですよ。だからこそ、余

り拙速にしてはいかがなものかと考えますので、

第三者委員会をぜひ設置していただきたい。設

置する根拠は今、述べたとおりですので、よろ

しくお願いします。 

○委員（橋本幸一君） 私も、第三者委員会で

無理という、それはもうないと思いますね。や

っぱり熟議を重ねれば、ちゃんとした方向性と

いうのは出していただける。それで、結果とし

て削減だったら、それはもう、（｢削減で」と

呼ぶ者あり）はい、合意という、そういうふう

に思います。 

○委員（大倉裕一君） 副委員長という立場で、

なかなか難しかところもあるんですけど、個人

的には必要はないというふうに思っております。 

 橋本委員がおっしゃった内容と似ているんで

すけれども、地域の代表という部分を加味して

いますけれども、八代市全体の議員であるとい

うことで、八代市の全体のことを一番わかって

いるのは私たち議員であるというふうに思って

います。ですからそこに、議員の中で決められ
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ないことが第三者委員会で決められるのかなと

いう疑問もありますし、当初からもう予算も出

ておりませんし、そういった面をいろいろ考慮

すると、特別委員会のこの場で決めるのが一番

ふさわしいというふうに判断をしています。 

○委員長（幸村香代子君） ほかに御意見はご

ざいませんか、第三者委員会について。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（幸村香代子君） 先ほどからですね、

非常に拙速であるという意見とか、議員定数の

ですね、やっぱり削減ありきではないかという

ふうな御意見とかも出されているんですけれど

も、当初、議員定数そのもの、また議会改革、

村上委員長のときですかね、から、議会改革も

含めて、議員定数の問題についても継続してや

っぱり検討してきた中身があるんじゃないかな

と。今回、初めて議員定数についてですね、議

会として初めて検討する中身ではないというこ

とをですね、がまずあると思います。 

 それと、議員定数についてというふうなスタ

ートを切りました。で、当初、やはり議員削減

ありきではなくて、議員定数そのものについて

検討を重ねるんだということ、スタートをする

んだということがあったので、で、それについ

て、まずは３２名の総括、３２名でどうであっ

たのかという総括をまずはやりましょうという

ことで、ある程度の項目を出してですね、皆さ

んから御意見をお聞きしたという経緯がありま

す。 

 で、その中で、議員定数については削減をと

いう御意見が多数を占めてきたのでですね、じ

ゃあ、議員定数削減についての御意見と、あと、

そうではない、慎重に意見を求める御意見があ

ったので、そのことをこの間、４カ月ですかね、

３カ月ですかね、４カ月、言うなれば、私は慎

重に検討を重ねてきたというふうに思ってます。

で、その中で、各地域協議会であるとか、地域

づくり会議からの御意見、これもですね、やは

りいただいたと。 

 で、第三者委員会の設置については、それぞ

れ御意見があるようなんですけれども、このい

ただいた御意見がですね、まずは１つの指標に

なり、市民の皆さんの御意見ではないかという

ふうに思いますし、最終的にはここの特別委員

会が決定をするということについてですね、そ

れは特別委員会を設置した以上、ここが何らか

の結論を出していくというのはですね、あるべ

き姿かなというふうに思うところです。 

○委員（成松由紀夫君） 今、だから、言われ

る部分には否定はしないんですよ。何らかの結

論をこの委員会で出すというのは。ただ、その

第三者委員会に、有識者の方々であったり、そ

ういったところに１回委ねられるのも１つの御

意見だったんじゃないんですか、市民の皆さん

からのということをうちは言っているわけです。 

 うちで第三者委員会を設置じゃないわけでし

ょう。このアンケートの中に入ってるでしょう。

出てきてる部分だから、それはなるほどもっと

もだねということでのお話ですから、だから。

だから、――。 

○委員長（幸村香代子君） でも、――。 

○委員（成松由紀夫君） こっちで決める、こ

っちで決める、あっちで決めるということを私

たちは言いよっとじゃなくて、第三者委員会に

１回委ねた部分が返ってきて、ここでやっぱり

決めないかんわけです。 

○委員長（幸村香代子君） だけ、そうであれ

ば、その御意見、１つのですね、市民の御意見

として、第三者委員会を設置したらという御意

見があったということの取り扱いでよろしいで

すか。 

○委員（成松由紀夫君） いや、だからそれを

うちは設置をしてくださいと、これを取り上げ

て。 

○委員長（幸村香代子君） 御提案なんでしょ

う。（｢提案だろう」と呼ぶ者あり）提案なん
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でしょう。（｢提案」と呼ぶ者あり） 

○委員（成松由紀夫君） 提案、提案。 

○委員長（幸村香代子君） だけん、提案に。

（｢提案について先ほど」と呼ぶ者あり）提案

については、数で言うならば、それは要らんの

じゃないか、設置しなくてもいいんじゃないか

という御意見が多かったということが今、申し

上げたところですが。 

○委員（成松由紀夫君） いや、いや、全会一

致じゃないでしょう。全会一致が原則でしょう。 

○委員（山本幸廣君） 今、成松委員から全会

一致という言葉が出ましたからですね。 

 全会一致はもう原則、全会一致なんですよ、

はっきり言ってから。だけども、これが平行線

をたどってですね、どこかではやっぱり全会一

致じゃなくてですね、判断をせないかん時期が

来たと思うんですよ。来るじゃなくて、もう来

たんですよ。 

 で、私たちもやっぱり、２回も３回も会議し

てきました。ですから、もうきょうについては

ですね、定数問題については削減をするし、削

減数については、うちは２６と。２８だったの

が２６になりました。何でかいと言われたとき

に、やっぱしいろんな方々に聞いた中で、類似

団体等々を含めて、我々が判断して、議員５人

でですよ、話す中では、やはりこの調査資料の

結果というのを重視する中でもですね、類似団

体については重視しましょうと。 

 そういうことで、２６という定数をですね、

未来は決めたということを、御報告を冒頭した

わけでありますので、この点については１つの

意見としてじゃなくてから、そういう未来とし

ては出したということですので、後については

ほかの議員さんが、それは、そがん多かったり

少なかったりというのは、それは勝手なことで

あって、当たり前のことなんですよ、議員が言

うのは、それは。 

○委員（成松由紀夫君） だから、全会一致が

原則というところは山本さんが言われたとおり

で、うちとすれば、やっぱりきのうの話し合い

の中で、やっぱり、例えばこの類団ですよ、類

団の件でも意見がありますよね。類似団体の数

値は目安であり、こだわる必要はないと思われ

るが、地域の特性を考慮してくださいと。ここ

をやっぱり重く受けとめようというような議員

団の話の中があって、そしてやっぱり第三者委

員会設置の部分のくだりも入ってきて、で、う

ちの会派としては、第三者委員会をまずしっか

り受けとめてほしいと。 

 そして党の話、意見交換会の中でもですね、

やはり余り何でも拙速にやって、数が暴走して

はまずいんじゃないのかと。今、そういうふう

に映ってるところがあるというような市民の意

見もありますので、やはりそこはですね、しっ

かりこの第三者委員会については、もう一回ど

うなのかというのは考えないと、我々もその、

いや、もうわからんで蹴られたけんという感じ

で持ち帰るわけにはいかんもんですからね。も

う削減で決まったよと。 

 今ほどの話聞けば、ほぼみんな削減て言いよ

るけん、削減なんだ。で、数まではいかんとで

しょうけど。それを今、何か決定するのが議事

進行みたいな雰囲気になってますけど、そうじ

ゃなくて、この意見をしっかり丁寧に我々は拾

い上げた部分の中で、会派として第三者委員会

の設置を強く要望しますということを先ほどか

ら言っているわけですから、そこを。第三者委

員会の話はきょう初めて出た話ですからね。 

○委員（山本幸廣君） アンケートは前から出

とった。 

○委員（成松由紀夫君） いや、いや、前から

出とらぬです。 

○委員（山本幸廣君） 自民党が取り上げて提

案しただけのことであって。 

○委員（成松由紀夫君） いや、いや、だから

提案をして、――。 
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○委員（山本幸廣君） 前から入っとった。 

○委員（成松由紀夫君） いや、山本さん、だ

から、――。 

○委員（山本幸廣君） 定数削減を。 

○委員（成松由紀夫君） 提案としては、きょ

う初めて出てきた提案ですので、だからそこを

もう一回考える時間をくれないんですかね、い

ただけないですかという話です。 

○委員（山本幸廣君） そうやけ、そういう意

見は意見として述べないかんもん、大体が。 

○委員（成松由紀夫君） だけん、今、言うた

んです。あって、この間……。 

○委員（山本幸廣君） 今、成松委員が言われ

たけんでから、言いますけども、我々はやっぱ

り政治家なんですね。議会人であります。国会

を見てください、国会を。全部自民党押し切り

じゃないですか、数で。ほとんどですよ。その

現状を目のあたりにしとるじゃないですか、私

たちは。（｢だから数で」と呼ぶ者あり） 

 だからといって、だからといって、やはり原

則として全会一致ということを成松委員言われ

ておられる。そういうのは頭の中から離れない

ですよ、私たちは。離れない。全会一致をやっ

ぱりやろうということで。 

 だけども、今までずっと持ち帰りをして、持

ち帰りをして、提案を、アンケートも、我々は

市民の方々からということで、自民党が提案し

たじゃなかですか。提案したから、我々はそこ

にやっぱり時間を待って、ずっとやって、内輪

の会話でもですよ、ここ、定数問題というのは

議論してきたわけだけんでから。そういうのを

今、報告したわけです。それは理解してくださ

いよ、自民党さんは。 

○委員（成松由紀夫君） いや、それはまたお

かしくなるんですよね。（｢なして」と呼ぶ者

あり）本当は削減をもっと早く決めたかったん

だけど、我々はずっと、自民党が何かあたかも

じらして、ああだこうだ言うから、それにつき

合ってやってて、自民党の提案でこのアンケー

トをとってくれと言うて、それも待ってあげた

んだよ。でも、実際このアンケートの提案をし

て、これだけ貴重な意見が出てきたのは事実だ

と思うんですよね。これはもう、これが生の声

ですから。 

 だから、このアンケートの提案とこの回答と

いうのは、むしろ本当に真摯に受けとめないか

んところだけんで、うちが持ち帰ってどうのこ

うので、何ですか、スピード感を持ってやって

ないかのような表現はやめていただきたいのと、

それとその数の部分もですね、国会とか何とか

は別に関係ないんですけども、数で押し切るじ

ゃないか、だから数で押し切りよるというふう

に受けとめてしまうんです、そういう言い方を

されると。 

○委員（山本幸廣君） 受けとめてください、

それで。それで受けとめてよかですよ。受けと

めてください。 

○委員（成松由紀夫君） だから、そういう、

――。 

○委員（山本幸廣君） そうせんとには、前に

進まない。 

○委員（成松由紀夫君） いや、だからそうい

う話をすると。 

○委員（山本幸廣君） なってくるわけです、

そういう。 

○委員（成松由紀夫君） 全会一致の原則でし

ょうと、さっき山本さんが最初に言いなった話

とはまた矛盾してくるから、だからそこはなる

べく全会一致の原則で、この意見を我々も吸い

上げて、この意見を出して、きょう初めて出し

たわけだから。 

○委員（山本幸廣君） だから議論しとるでし

ょうが。 

○委員（成松由紀夫君） だから、それをしっ

かり丁寧に扱っていただけませんかと強く要望

してるわけですよ、第三者委員会を。 
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○委員（山本幸廣君） 成松委員が暴走の話ば

したけんでから、私は今、言ったんですよ。あ

なたが暴走て。 

○委員（成松由紀夫君） 数のですね。 

○委員（山本幸廣君） ことを先ほど言ったで

しょう。だから、言ったけんでから、私がそれ

に反論したわけだけんでから、お互いに意見と

してはよかわけだから。 

○委員（成松由紀夫君） だから、市民の意見

として、きのうそういう話まであったので、だ

から全会一致が原則というような初心に帰って

やりませんかという話をお願いしとるわけです

よ。 

○委員（山本幸廣君） やりよるって。今まで

全会一致を目指してきたでしょうが。ずっと全

会一致目指してきたんだけんがな。 

○委員（成松由紀夫君） 目指さなんばですた

い、形として。 

○委員（山本幸廣君） 何の、そんなこともあ

るもんか。 

○委員（成松由紀夫君） だけん、暴走してよ

かという話じゃなかでしょう。 

○委員（山本幸廣君） 暴走して。 

○委員（成松由紀夫君） ばってん、そがんと

っててよかという話ばしなったでしょう。 

○委員（山本幸廣君） うん、よかですよ、よ

かですよ、よかですよ。 

○委員長（幸村香代子君） いや、いや、私は、

私は暴走をしようという気もないし。 

○委員（山本幸廣君） 委員長はそれはないと

思いますよ。 

○委員長（幸村香代子君） 暴走をしている、

暴走をしているつもりもありません。だけん、

この間ですね、そういった意味では、結論が早

く出た会派さんもありましたし、そうじゃない

会派さんについては持ち帰っていただいて、丁

寧に議論してくださいと。 

 で、幅も含めてということで、私は十分に慎

重に検討いただきたいということで、それは何

でそうしてたかというと、やはり当初、原則と

してね、やっぱり全会一致であるという原則が

あるので、やっぱりそれはですね、それとして

尊重していかないかんと。委員長としてはやっ

ぱりそれを尊重していかないかぬということで、

丁寧に進めてきたつもりです。ただ、もう片方

ではですね、やっぱり委員会として何らかの結

論を出す時期に来てるんじゃないかというふう

なことも考えてます。 

 で、それは、この間、自民党さんのほうから

申し入れ書ということでアンケートを、アンケ

ートのですね、申し入れ書をいただいたんです

が、その後、ほかの会派さんのところからも申

し入れ書と意見書をいただきまして、早急に、

早急にというか、やっぱり決めるべきことはき

ちんと決めていただきたいというですね、申し

入れ書もいただいております。 

 で、そういったことからして、やはりどこか

の時点ではですね、きちんとやっぱり委員会と

しての方向性を見定める必要はあるなというふ

うに思っています。（｢異議なし」と呼ぶ者あ

り） 

○委員（橋本幸一君） 第三者委員会というの

は、今回、きょう初めて出てきたということで、

一旦それを、１回、委員の皆さんが今、初めて

この文言は出てきたわけであって、これを１回

全議員でもんでもらえんとですか。 

○委員（成松由紀夫君） それをもむことは可

能でしょう。 

○委員（山本幸廣君） いや、うちは持ち帰え

らんでよかですよ。持ち帰る必要は何なか。あ

とはアンケートでわかることだもん。それを俺

たちが判断するだけ。 

○委員長（幸村香代子君） いや、でも、各で

すよ、今、委員さんのところから御意見をお聞

きした中では、やはりもう第三者委員会を設置

するですね、その意義とか目的について、非常
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にそれについてはという御意見じゃなかったん

ですかね。持ち帰りのどうのこうのじゃなくて

ですよ。 

○委員（成松由紀夫君） それはうちが要望し

て、各会派さんで１回その第三者委員会につい

てどうなのかというのを１回確認してほしかわ

けですね。ここでぱぱぱんという話じゃなくて。 

○委員（山本幸廣君） 前、橋本議員から聞き

ましたよ、その第三者委員会の話は。いつだっ

たかな、前、ずっと前。そがんとをつくったら

いいじゃないかと言わんやったかな。 

○委員（橋本幸一君） いや、いや、そがんと

は言うとらんですよ。 

○委員（山本幸廣君） それぎゃん映るとたい。

そぎゃん映るもんだけんで。 

○委員（橋本幸一君） 言うとらんですよ。そ

ぎゃん知恵もなかったです。 

○委員（山本幸廣君） 知恵な、知恵があり過

ぎるけんいかんとたい。 

○委員（成松由紀夫君） それは、委員長、要

望しておきますという話なんですよね。お願い

できんですかという話です。 

○委員長（幸村香代子君） それは持ち帰りた

いということなんですか。持ち帰っていただき

たいという御意見を出されているんですかね。 

○委員（成松由紀夫君） そうですね。 

○委員長（幸村香代子君） 持ち帰りたいとい

う御意見、持ち帰っていただきたいという御意

見を出されてますが。 

○委員（成松由紀夫君） というのが、うちも

初めて今度出す部分で、一旦持ち帰っていただ

けるだろうと。で、そこはしっかり第三者委員

会のところも話してくれよというのがきのうの

会議だったですもんね。 

 だから、それが、いや、もうはねられて、ど

こもするなと言うたけんで、もう第三者委員会

の話は断ち消えで、アンケートが反映されんよ

うな形になりましたというわけにはいかないの

で、一旦うちも持ち帰ってですね、非常にそう

いう意見で、第三者委員会の設置についてはな

かなか難しいところの報告もありますのでです

ね、１回ちょっとこの第三者委員会については

しっかり話をしたいんですよね。もうこれだけ

はまとまったんですよ、うちの会派は。 

○委員（橋本幸一君） 恐らくこれは取り上げ

て、大きな議論になって、持ち帰りでみんな協

議してくれるという、やっぱりそういういい提

案だなという。これはもう全部委ねるわけです

からと、そういう内輪の話であったんですが、

これがいきなり没てなれば。 

○委員（成松由紀夫君） 没といけば、また何

かちょっと違うんじゃないかな。 

○委員長（幸村香代子君） 多分、何か第三者

委員会の認識とか必要性がね、ちょっとずれて、

違うんだと思います、ほかの委員さんたちと。 

 何か堀口委員、ありますか。 

○委員（堀口 晃君） いや、もういいです。 

○委員（成松由紀夫君） 認識が違うってどう

いう意味ですか。 

○委員長（幸村香代子君） 多分ですね、第三

者委員会にしたら全てが解決するとかという話

ではなくて、多分、最終的にはここが決めるべ

きものでしょうと。 

○委員（成松由紀夫君） いや、それはわかっ

とるんです。（｢最終的にはそうですよ」と呼

ぶ者あり） 

○委員長（幸村香代子君） そして、それにで

すよ、これまでやっぱりアンケートであるとか

何かということをやっぱり取り上げてきたわけ

だし、行ってきたわけだし、そういったふうな、

意見としてはもうこれで十分なんじゃないかと

いうふうなのが皆さんの御意見だったというふ

うに思ってますけど。 

○委員（橋本幸一君） アンケート、なぜアン

ケートだったのかということは、やっぱり市民

の皆さんのどういう反応があるのか、どういう
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声があるのかという、それを聞きたいというこ

とがアンケートだったわけで、そのアンケート

を踏まえて、今回、１人じゃない、２人、３人

やったかな、の方がこの提案をなされたという

ことはですね、非常に私は意味のあるアンケー

トであったかなという思いもしとるわけです。

で、みんなが、ああ、やっぱり市民の声という

のは、やっぱりそういう方法論があるなという

思いの中で、今回出てきたわけで、そしてきょ

う初めて提案したわけですよね、自民党３会派

として。 

 で、それを一旦やっぱり皆さんで、どういう

反応があったのか、声を聞いてもらえんかなと

いうのが我々のやっぱり今、思いなんですよね。 

○委員（堀口 晃君） もう何回も私も言いま

すよ。あんまり言いたくないけん、さっきちょ

っと発言を控えたところなんですが。 

 少なくともここの地域協議会の部分、それに

アンケートという形で地域づくり会議という部

分で、アンケートで出てきた部分の何人かは、

その第三者委員会をつくったらどうかという話

はあります。今、それが非常にクローズアップ

しているような気がします、この中において。 

 でなくてですね、もう私、全部読ませていた

だいてもよかですばってんが。 

 ４ページのですね、削減すべきと。定員は２

８から３０名、これが１つ。それから、現状の

欠員があっても議会ができてますよねと、２５

から３０でも十分ですかというようなところを

３２名は多過ぎますと。類団に対して６名の削

減。こういったもの、もろもろ、ここに書いて

いるの、ほとんど全て削減なんですよ。 

 で、私たちが今、初めて提案されました、自

民党さん３会派がされました。私たちもそれな

りの提案をしているんですよ、会派としてです

ね。その、そこのところをね、じゃあ、ここの

１行があったけん、二、三人があるけんが、そ

れを取り上げてくれという話。だけん、これは

全て了解すると、わかったと。で、最終的に決

めるのはここではないでしょうかというような

ことが私の議論です。 

 ですから、ここにアンケートがある部分の中

を取り上げる、取り上げんじゃなくて、これは

１つ全部わかった上で、我々が決めるべきこと、

そして、それぞれの会派から自分たちの意見、

この部分も含めて、その１月の２０日の部分に

おいてもそうです。いろんなところで私たちは

提案をしているわけですから、こういうふうな

ことということで、ですから、もう委員長、ち

ょっとまとめていただいてもよろしいですか。

私は委員長へのお願いです。 

○委員長（幸村香代子君） ほかに御意見ござ

いませんか。 

○委員（山本幸廣君） 第三者委員会について

は、先ほど設置必要はないということで、未来

の発言を、意見として発言をしたわけでありま

すが、定数の数の問題についてもですね、もう

私たちは数の問題まで議論、市民の声というの

は物すごく反映をした中で２６という削減数を

出したんですね。これは類似団体の先ほど調査

結果も含めて、いろんな総合的な見地の中で、

私たちは削減の中で２６と決めたわけです。 

 ２６と決めた後に、第三者委員会を持ち帰り

ますけんでからと。どういうふうな判断をしま

か、そしたら。どっちに重きを置きますか。そ

れは、私はもう第三者委員会は設置必要ないと

いうことですから。 

○委員長（幸村香代子君） このアンケートに

ついては、各会派持ち帰っていただいて、全て

各会派の委員さんたちにですね、目を通してい

ただいてる中身だというふうに思います。だか

ら、その中で皆さんのところが第三者委員会と

いうですね、これがあるというのも承知された

上でですね、御意見を出されているというふう

に思うんですよ。 

 で、そうであれば、やはりその中で、わざわ
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ざ設置する必要がないんじゃないかと、必要は

ないんじゃないかというふうなですね、御意見

が出されているというのも納得のいくところで

はあるんですけどね、私としては。 

○委員（成松由紀夫君） うちはあえてそこの

設置は強く要望するというスタンスは変わりま

せんので。 

○委員（山本幸廣君） 成松委員が今の発言の

中で、うちは第三者委員会を設置するというこ

とということの御意見でありますので、それは、

はっきり言ってから、私も原則としてはという

ことで、先ほどからずっと言ってきた中で、私

も自民党におればどがんなったかわからんとで

すけども、除名された以上はですね、これ以上

はあんまり自民党の話はしないんですけども。 

 削減については、この１５列の中で、全部、

委員長、副委員長、これはですね、削減のです

ね、数まで、物すごい計画的な削減の方向で、

３２名から２８名、４年後には２６名て、ここ

まで考えておられる方々もおられるということ、

これは我々は認識すべきだと思うんですよ。 

 その中でですね、やはり人口、面積、財政規

模等を熟慮しながらですね、現在の議員定数の

３２人は多過ぎると。で、合併の意味もないと。

ここまでやっぱしですね、考えておられる方々

もおられるということでありますので、そこあ

たりを加味しながらですね、私たちはそういう

議員定数については削減をし、定数の数は２６

という、決めたということも自民党の方々は御

理解していただきたいと思います。 

○委員長（幸村香代子君） ほかに御意見はご

ざいませんか。 

○委員（橋本隆一君） 今、自民党さんのほう

のですね、第三者委員会というのを設置という

のも１つの案だと思います。ただ、大変申し上

げにくいんですけども、６月定例会がもうすぐ、

５月、もう再来月ですよね。ここで持ち帰って、

必要であるということになったときに、じゃあ、

１カ月ぐらいの中で第三者委員会が結論を出し

てくれという言われたら、第三者委員会は、ち

ょっと待ってくれと、それ、いつまでせなんと

やとなってきて、またそこから議論が始まりま

すから、現実的な視点から考えるならば、ちょ

っと無理がある、日程的にもですね、無理があ

るのではないかなと。 

 もし第三者委員会を設置するならば、もう当

初の段階で設置すべき問題ではなかったのかな

と思います。今、この時期で第三者委員会を設

置というのは、ちょっと日程的、物理的に困難

があるというふうには思います。 

○委員（中村和美君） 今、橋本、公明党さん

からの話が。我々はそういう、早急に進めるん

じゃなくて、もう時間を置いて、この定数削減

は考えようじゃないかというのが、その第三者

委員会を設置してくださいということでござい

ますので、そういう意味でお願いしていたわけ

です。 

 以上です。 

○委員長（幸村香代子君） だけん、自民党会

派さんのところからすると、早急に今回の、例

えば次の選挙に間に合う時期ではなくて、もっ

と時間をかけて慎重に検討すべきではないかと、

そのために第三者委員会が必要じゃないかとい

うふうにおっしゃっているんですよね。 

○委員（成松由紀夫君） いいや。 

○委員長（幸村香代子君） 違うんですか。 

○委員（成松由紀夫君） いや、だから、どう

いう意味ですか、今のは。第三者委員会をつく

って、６月以降に云々ちゅう話ですか。 

○委員長（幸村香代子君） いや、いや、いや。 

○委員（成松由紀夫君） 言い方が非常にちょ

っと曖昧で。 

○委員長（幸村香代子君） ６月、今回の改選

に合わせて結論を出すんではなくって、もっと

長いスパンで検討したほうがいいから、第三者

委員会はそういった意味で必要じゃないかとい
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うふうに言われてるんでしょう。 

○委員（成松由紀夫君） それは理由づけみた

いな言い方ですけど、そうではなくて、いや、

そもそもですよ、そもそも定数削減については、

もっと時間をかけてやるべき話だと、今、和美

先生も言われたとおり、うちの会派としては。

で、それが６月に間に合う、間に合わないは抜

きにして、手順の段階として第三者委員会を設

置してということなので、それが間に合う、間

に合わんとかというのを度外視してるような話

ではないです。 

○委員長（幸村香代子君） じゃあ、今回の６

月議会に間に合わせるタイミングでもというふ

うに言われてるんですかね。それも、――。 

○委員（成松由紀夫君） 間に合うことがあれ

ば。間に合わなければしようがないですよね。 

○委員長（幸村香代子君） で、それは難しい

だろうなというのが橋本委員の今の御意見だっ

たということでいいですね。 

○委員（成松由紀夫君） 橋本さんはですね。 

○委員長（幸村香代子君） ほかに御意見あり

ますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（幸村香代子君） 第三者委員会の設

置についてはですね、なかなかこの委員会とし

て皆さんの賛同が得られてないというのが実情

かなというふうに思います。で、これについて

は、自民党会派さんのところからですね、市民

の意見を反映して、ここに御提案はありますけ

れども、今回、第三者委員会を設置するという

ことについては見送るということでいかがでし

ょうか。（｢はい、異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（成松由紀夫君） そこは、いや、いや、

土俵には上げて、持ち帰るなり何なりしてもら

えないんですかね。これは強く。 

○委員長（幸村香代子君） 土俵には上げたつ

もりなんですよ、ここの委員……。 

 例えばこれがですよ、第三者委員会というの

がですよ、本当、全くさらでここに上がってき

たんであればですね、それは持ち帰っていただ

くということもあるかもしれないけれども、

（｢さらでしょう」と呼ぶ者あり）そもそもア

ンケートの中にですよ、あった市民の意見から

拾い上げられているわけですから、それは皆さ

んがもうそのことについて周知されてるわけで

す、承知されてるわけですよ、そういった意見

があるということについて。第三者委員会が。

（｢いや、いや、委員長」と呼ぶ者あり）ちょ

っと待ってください。第三者委員会が、――。 

○委員（成松由紀夫君） ちょっと待ってじゃ

なくてね、委員長。（｢委員長がしゃべってる

から」と呼ぶ者あり） 

○委員長（幸村香代子君） いいですか。第三

者委員会の項目についてアンケートの中に入っ

ているということも周知をされていて、そして

きょう、御意見を皆さんがそれぞれ出されてい

るというふうに思うんですよ。だけん会派も、

全て会派の人間もこのことについては知ってい

るし、で、こんなふうに提案があったときに、

いや、いや、それは会派に持ち帰らんでも、こ

のことについてはね、もう必要がないていうふ

うな御意見として出されているというふうに思

います。 

 だから、全然真っさらで出された意見ではな

くって、この第三者委員会ということについて

は、皆さんが周知をされた上で御意見を、いや、

必要ないんじゃないかというふうに出されてい

るというふうに思うので、そうであれば、自民

党会派さんの御提案ではあるけれども、これに

ついてはもう見送ると、設置しないということ

でよろしいんじゃないんでしょうかというふう

に今、お諮りをしてます。 

○委員（成松由紀夫君） 今、言わんとしたの

は、その真っさらだったら持ち帰る必要がある

という。で、もうこのアンケートの中に文言と

してあったから、もうその上で答え持ってきて
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るから、持ち帰る必要はないという。 

 我々はこの文言が入ってた部分も大事だと思

って、これをもう一回お願いして、で、それを

一旦持ち帰ることは可能でしょう。市民の意見

としてあったから、むしろこの意見に真摯に向

き合うために言ってるんですね。もうこれは承

知の上で、いや、もういいんだよという話。 

○委員長（幸村香代子君） いや、多分、真摯

にですね、向き合ってこられたと思います。だ

って、皆さん、みんなね、やっぱり御意見とし

て真摯に受けとめたいという御意見は出されて

いるわけですから、こういった御意見が出され

ているということについて、第三者委員会もこ

んなふうにあるて、意見が出されているという

ことについてもですね、丁寧に議論をされた上

で判断をされていることだというふうに思いま

す。違いますか。（｢いや、そのとおりです」

と呼ぶ者あり）そうなんでしょう。 

 やっぱりその第三者委員会ということがあっ

た。だから皆さんがここで、それについては必

要ないんじゃないかというふうに御意見が出さ

れるのは、十分その第三者委員会についても各

会派で議論がなされているから、必要ないんじ

ゃないかて。で、これは１つの御意見として出

されてるものであって、最終的にはやっぱりこ

こが決めていくものだということで向かい合っ

ていらっしゃるというふうに思いますけど。 

 だけん、真っさらではないと。で、皆さん各

会派でこの件については十分検討され、議論を

されてきたというふうに思ってます。 

○委員（山本幸廣君） そのとおりですよ。う

ちの会派は、第三者委員会も出ましたからです

ね、これは協議会のとをちょっときょう見る中

で、ほとんど議員定数にしたらですね、先ほど

来から、ほとんどこの資料を見ておられると思

うんですよ。ほとんど定数問題については定数

削減、２５から３０、最初が。たった１人もお

んならんもん。 

 この人たちに対してもですよ、じゃあ、我々

は、じゃあ、第三者委員会してから、その、ほ

ら、定数が、はっきり言って、類似に近いよう

な定数を定めなきゃいけないように考えとる中

でですよ、第三者委員会で、現状維持たいとい

う判断が出たときですよ、ですね。で、それは

また、わざわざ意見、要望というのをされた方

々に対してですよ、何で第三者委員会をつくる

とかいて、もうあって、つくらぬでよかろうが

と。おっどま提示しとっとが、要望しとっとが、

意見言うとっとがて、こうなると思うんですよ。 

 だからこそ、今ここで自民党から出た、提案

された問題、第三者問題についても今、議論を

して、そして、今は必要ないということを判断

しただけのこと。 

○委員長（幸村香代子君） 委員長としても、

持ち帰っていただくという判断をしたときに、

やはり各会派、皆さんですね、この第三者委員

会等の分についても十分やっぱり議論された上

で、持ってこられているこのアンケート集約の

結果だろうなというふうに思います。（｢そう、

そう」と呼ぶ者あり） 

○委員（橋本幸一君） 今、自民党３会派はで

すね、アンケート結果が削減が多いという、そ

ういう捉え方はしてないです。五分五分という、

そういう捉え方の中でですね、やっぱり市民の

声も、やっぱりそういう状況の中で、もうちょ

っとやっぱり市民レベルでの議論というのをや

っぱりもっとすべきじゃないかという、そうい

う捉え方の中で、第三者委員会をつくっていた

だいて、議員定数はもうちょっと市民レベルの

皆さんの声を拾い上げる必要があるんじゃない

かなという、そういう中での提案だったんです

ね。もうちょっと議論は必要だという。 

 先ほど議員定数というのは住民自治の根幹に

やっぱり値するような部分もあるわけだし、市

民の声を拾い上げるということからしても、ち

ゃんとやっぱり住民の皆さんに真摯にやっぱり
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もうちょっと議論の場も必要じゃないかなと。

特別委員会として、初めてこのアンケートをと

ったわけで、市民の皆さんの声を聞いたという

のは。 

 ただ、やっぱり個人個人の後援会等の声はあ

ったかもしれんけど、やっぱりちゃんとした特

別委員会の中での市民の声というのを、もうち

ょっと裾野を広げる必要もあるんじゃないかな

という、そういう中での第三者委員会の設置と

いう思いだったんですね。 

○委員長（幸村香代子君） という御意見のよ

うですが。 

○委員（山本幸廣君） 住民の意見というのは

物すごく、何年かかっても聞いてきました。何

年かかっても聞いてきたです。その中でですね、

やはり議員定数ということでアンケートまでと

っていただいたんですよね。定数についてもで

すよ、これは、これについては。定数について、

定数について、その中でも削減というのがきち

っとやっぱり、協議会なんかでも約９割ぐらい

ですよ、削減というのが。数字まで提案してあ

りますよ。 

 私たちもやはり、この前の町内の初集会のと

きに百何人おられましたけども、アンケートの

この資料を持っていって、見ていただいて、そ

の中で、どう思いますかということをですね、

やはり話をした中でもですね、もうやはり削減

すべきだということで言われました。その結果、

うちは会派の議員と真摯の中で、慎重な中で議

論したんです。結果的にはそういう数字が出て

きたということですから。 

○委員（成松由紀夫君） 一番私も思うのはで

すね、やっぱり１つ校区の中で、うんと思った

のが、旧市の議員の皆さん、考えてくださいと

いうのがあって、現在、住民自治はうんたらと

いうのがあってですね、各校区から議員が選出

されているけれども、要は旧市と山間部との全

てにおいて格差がありという、そこを旧市の議

員さん、どう思われますか、考えてくださいと

いうようなですね、やっぱりこの文言がかなり

胸に刺さったというか。 

 で、どうしてもそこら辺の話、きのうのちょ

っと会議もあった直後なので、私も思うのは、

やっぱりどうしてもですね、中山間地域、中山

間部と旧市の格差、格差と言われる部分と、合

併せんならよかったとかという御意見があると

ですね、やっぱり非常にちょっと胸が痛むとこ

ろもあるんですよね。 

 だから、そこをやっぱり我々はどうしても代

弁せんといかんですから。だから、自分の思惑

だとか、個人的な話じゃなくて。それは山本議

員も御承知のとおり、自民党在籍中はですね、

議長もされとって、その当時に私と意見交換を、

定数削減するときには、私は定数削減はばっさ

りというのが一番最初の主張だったんですよ。

それを途中で何回かお話しされましたけども。 

 しかしながらですね、やっぱり地域の議員と

いうのと、さっき大倉副委員長が言われた全市

的な議員じゃないかという視点、この２つの側

面をバランスとりながら議員職やっていくとき

に、やっぱりどうしてもですね、さっき橋本さ

んの、泉に、じゃあ、何人、上りよる議員がお

るとか知っとる者がおるとかいというような意

見もあったというようなことを広域的に考えれ

ば、やっぱり合併せんならよかったとかですね、

中山間部と旧市の格差がある、住民自治いっち

ょとっても、これからのまち協も含めて、コミ

センも含めて、やっぱりいろんな問題が出てく

る。 

 そういったときに、まず一番これからの高齢

化社会で厳しい立場になっていくのは、都市部

じゃなくて、やっぱり中山間地域になってくる

と思うとですよね。そういうところで、その地

域の根づいた言葉、根づいた御苦労であったり、

目の前の問題っていうのは、やはりそこに根づ

いた議員さんがいて、そういう方々の声がやっ
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ぱり反映されて、議会が全体的に、個々ではな

くて、議会による広聴というか、そういったも

のが不可欠になってくると思うんですよね。 

 だから、そういったことをいろいろ考える中

で、それはいいですよ、２６とか、いろんな削

減の数も。もうそっちまで踏み込んだ話になっ

ているのもちょっと危惧するところが。それは

もうここで一旦決まった場合、削減の方向なん

だというところからの話で、私はですね、もう

ちょっとそこは慎重に考えないとまずいんじゃ

ないかなって。特にきのう、旧町村、山間部の

皆さん方も含めた人たちとの意見交換をやった

直後なのでね、だから、そこはもう切にお願い

したいなというふうに思うんですよね。 

○委員長（幸村香代子君） いいですか。済み

ません。多分ですね、そのあたりについては、

どの会派さんの意見もですね、取り上げていら

っしゃるんですよ。やっぱり地域のね、やっぱ

り声が届かなくなるということについては、や

はりどんなか対応せんといかんというふうなで

すね、ことは、どの会派も書かれています。 

 それで、連合市民クラブさんのところで書か

れている。やっぱり選挙区を設置するというの

は、八代市のですね、ことでやっぱり難しいわ

けだから、必ずしも、今もそうですが、必ずし

もそこの地域から議員が出るとは限らないと。

それはありますよね。で、そうしたときに、や

はりそれをどうにかして、やっぱり議会とかと

いう組織がですよ、ちゃんとそこを網羅できる

ような取り組みをせんといかんて、で、そうい

ったふうな仕組みを考えんといかんというのは、

どの会派からも出されてます。 

 で、これっていうのはある意味、今回、アン

ケートをですね、とったやっぱりその結果、成

果だというふうに思うんですよ。やっぱりこう

いった運動をきちんとやっていくと。 

 で、立候補、もしその地域で立候補される方

がいらっしゃらなければ、やっぱりそこは空白

地域になるわけだし、選挙区制というのを設け

てない限りですね、必ずそういったふうな地域

は出てくると。だけん、それをどうやってやっ

ぱり議会という組織でですね、補完していくか、

地域住民の声をですね、どんなふうにして取り

上げていくかて。先ほどの泉の御意見とかもあ

りましたけど、であれば、常任委員会、または

担当割りみたいなこともですね、議会として考

えて、意見聴取のあたりをですね、現場視察を

行うとかということもですね、ここの中に書か

れてます。 

 だけん、そういった取り組みをやっぱりやっ

ていこうよというふうなですね、御意見は出さ

れているというふうに思います。それについて

はいかがですか。 

○委員（成松由紀夫君） いや、だから、それ

はそうなんですが、だからもう削減で、方向で

決めて。 

○委員長（幸村香代子君） いや、いや、まだ

私、削減とか何かという話はしてません。 

○委員（成松由紀夫君） そうじゃないんでし

ょう。だから、そういう、私がさっき話した部

分のところを考えると、それはそれぞれのやっ

ぱりスピード感ちゅうのはあると思うんですよ

ね。やっぱりもうダッシュで行ける者もおれば、

やっぱり歩みながら、周りを見ながらという者

も、議員もいるだろうし、だから、それぞれの

スピード、走ってるトップランナーに合わせて

ということではなくて、それぞれ皆さんそれは

一通り考えてますよというのは認識しますけど

も、やっぱりうちはどうしてもやっぱりきのう

の意見をしっかり訴えてくれというのを言われ

てですね、市民の方々との意見交換をした直後

でもあるので、やはりもうちょっとしっかり考

えたいと。そのスタンスは変わらんですね。 

○委員（山本幸廣君） ことし、去年を振り返

れば、熊本の地震から１年をちょっと過ぎたん

ですけども、あの当時を考える中で、その以前
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にですね、やっぱり庁舎問題で物すごく議論や

りましたよね。そして分庁にするのか、それと

も本庁制でいくのかということで議論しました。 

 そういう中で、旧町村の方々ともやっぱし最

近会う機会が大変多くなりました。もうそうい

う方々からお聞きする中でですね、旧市の話も

出ましたけども、旧市としては、公民館、出張

所を見ればですね、行政サービスの中で職員は

たった３人しかいないんですよ。これは現実で

すから。泉、東陽、坂本、鏡、千丁――鏡、千

丁は分庁のような状況で今やっておりますから

ですね、職員数も多いです。 

 で、行政サービスというのはですね、職員み

ずから執行部がですね、行政のサービスをする、

イコール議会なんですよ。それで旧市ではです

ね、不満だらけやったんですよ。たった、金剛

なんか３人、今度、住民自治をしますけども。

１人やるかやらんかわからんですたいて、先日

も。全部うちは市政協力員の方々と議論した中

でですよ。 

 じゃあ、住民自治にこの役員がおらんごとな

ったらどがんなるとかて。またもとさん返さん

ばんどたいと。あって、すっとおらんもんって。

うちの徳田んごて、徳田もやめるげなて。誰が

後継ぎか、リーダーって。もうこの問題まで出

とるわけですよ。 

 だからこそ旧町村というのは、いかに職員の

数の中では、その地域の行政サービスというの

がですね、しっかり職員が私はしとると思う。

それはやっぱり議員がそれをサポートしていく。

これが住民自治の声じゃないですか。私、そう

思います。だからこそ、鏡、千丁というのは分

庁の形の中でですね、分庁じゃありませんけど、

そういう形をとって、御理解をしていただいた

と。自民党の方々からも御理解していただいて、

結果的にはあれでおさまったわけですね。だか

ら、地域の声というのは物すごく反映、今、さ

れとると思うですよ、はっきり言ってから。 

 あんた、１０人おるところと２０人おるとこ

ろと、人口密度からすればたい、公民館、たっ

た、公民館、出張所はたった２人ですけんが。

今度住民自治で１人かどうか何かわからんとい

うことで、大変心配、危惧されてる。旧市の場

合ですよ。 

 意見です。 

○委員長（幸村香代子君） １回小会します。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

（午前１１時５４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０２分 本会） 

○委員長（幸村香代子君） 本会に戻します。 

 ちょうど午前中、議論を重ねていただいたん

ですけれども、本日のですね、協議はこれまで

とさせていただいて、次、次回をですね、５月

８日月曜日、午後２時からと、継続して審議を

行いたいと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（幸村香代子君） それでは、そのよ

うに決しました。 

 次回についてはですね、ある程度の方向性を

定められたらなというふうに思いますので、そ

のようにお願いをいたしたいと思います。で、

きょうの資料は持参ください。 

 以上でですね、本日の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって議会改革特別委員会を散会いた

します。 

（午後０時０３分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年４月２５日 

議会改革特別委員会 

委  員  長 
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