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○委員長（吉田敏郎） 

 それでは、第１６回新庁舎に関する調査特別委員会を開催いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

                     午前９時３０分 開議 

○委員長（吉田敏郎） 

 はじめに、前回の第１５回結果概要が皆さんにお示ししてありますけれども、そち

らは読んでいただければ分かると思いますのでお願いをしたいと思います。  

 では、早速、議題に入らせていただきます。議会機能についてということで始めさ

せていただきます。 

 まず最初に、一番下にお示してあります、議場の席数の配置図があると思うんです

けれども、そちらにどういう形で議場を、そちらの確認をしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 ２席ずつ３ブロック２列というのが、一番最初に皆さんに配置してあります。２枚

目に３席が２列。そして、３枚目に３席の３ブロック、これが２列ということで示し

てあります。 

 また、前回３列ということも要望がありましたけれども、そちらのほうは、ちょっ

とこちらのでは見にくいかもしれませんけれども、２枚目の３席２ブロック２列とい

う配置図がございます。１２人です。その前に、１８人という数になってしまうので

すけれども、３列にする場合、前のほうに３席１列がもし入った場合として、登壇す

る席が前にずれるということで、そういうことはちょっと、この配置図はありません

けれども、皆さんの３席２ブロック２列の前に１列６席を３席二つ、ちょっと追加し

た形で発想していただければと思います。 

 それでは、こちらの議場の席数、今、この中で席数について皆さんから御意見をい

ただいて、こういう形でどうかということでお願いをしたいと思います。前回におい

ては、２席で私は良いよという方が一応、６人いらっしゃいました。そういうことも

参考にしてお願いをしたいと思います。 

 挙手をもって。はい、山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

 ２番山田です。 

 前回、委員長のほうに要求していた、議会側の３列を想定した形で定数が仮に増え

た場合の部分の絵も描いてくれという。その中で行政側の席も３列ではなくて２列、

要求をしていたと思うのですよ。 

 今回、提出されていないでこの議論をされると、早い話が誘導じゃないですけれど

も、これありきのような議論になるので、どうなのかなという。出せない理由をまず

報告をもらいたいのと、今回、日程を決めた背景の中には、用意ができるという前提

の中で日程を決めたと思うのですよ。そこら辺の経過がちょっと不明なんで、あくま

でも行政側が考えているのはこれだから、この中から選べというようなニュアンスが

とれてしまうので、そこら辺を明確にしながら仮に図面ができていないのであればこ
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の議論はできてからの議論が良いのではないのかなという。要するに、もう確定では

なくて、いろいろな部分で想定をした中で議場づくりをしていかなきゃいけないので、

そこら辺の過程ありきでやられるのはどうなのかというふうに思いますので、そこら

辺ちょっと明確にしてもらって。今、出せるのであれば出してもらいたいです。 

○委員長（吉田敏郎） 

 田中財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

 それでは、お答えしたいと思います。 

 ただいまのお話ですけれども、話の基本は執行者側の列を２列にするということで、

そもそもそこの想定が、前回も申しあげましたとおりありませんから、描くことが難

しいわけですよね。要するに、こちらとすれば、今現状で入るか入らないかという図

面をつくっている中で、仮定の話だとしても執行者側の出席者を削減するということ

は話ができていない中で、そういった絵を描くこと自体がなかなか内部的には了解が

得られないというのが１点。 

 それから、仮に３列にするということになると今、１番に表にある絵をもう１列に

前に出せば大体どういうことが起きるかというのは、頭の中で描いていただいても、

想像がつくわけで、考えてみるとここの発言台が双方に１個ずつあるわけですけれど

も、この距離をものすごく縮めるかこれを一つにして例えば、方向をいわゆる傍聴者

側に向けて１個だけにするとか、そういった手を使わなければ入るか入らないかで言

えば相当厳しくなるということで、そういう図面を何でも描かせれば良いというお話

も良くわかるのですが、やはりそれなりにそこにかかる労苦というのもあるわけです

から、いたずらに何枚も絵を描くということは、今の時点では考えていないので委員

がおっしゃるように、どうしてもそれがなければ議論はできないのだということであ

れば、申しわけないですが、今日はその議論をやめていただいて、その絵を描けとい

うことであれば構わないですけれども、ぜひ、その場合には委員会の総意としてそう

いう絵を描かなければ議論ができないということで、はっきりさせていただいた上で、

お願いをしていただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（吉田敏郎） 

 山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

 ２番、山田貴弘です。 

 今、課長答弁の中で職員の座席については議論がされていないということで、安易

に２席にすることはできないということを断言した中で、それで議会の席については

頭の中で考えろというような答弁をされました。委員会の総意の中で、発信をしてく

れというようなことを言っているのですけれども、先般、委員会の中でも発言をして

いるので、自分はそこで否定をされていなければ総意だと思っているので、それが出

されないというのは、正直言ってこの図面ありきになっているのかなという。  
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 あくまでも、職員の席を２席にするというのは、今後の検討課題と理解をしている

のですけれども、果たして固定の席が３列も必要なのかという。一番後ろの部分は課

長レベルの方が座席だけ設けた中で、３列というのは可能なような空間づくりをした

中で、基本は町長、部長。部長制をとっていくのであれば、その三役と部長が答弁を

すると。あくまでも課長レベルは資料の提供とか補佐とか、どうしても数字的な部分

を言わなくてはいけないとき発言ができるようなシステムを今後、考えられるのかな

というような。運営上の問題であらゆる幅の広い想定の中で議論ができるのかなと考

えたので、行政については２席提案というものを提案させていただいたところで、大

変、今後重要ではないのかなと。 

 また、議員の席については、頭の中では空想の世界ですよね。考えろと言われても、

３枚目の１８席というのは、どう考えたって現実的ではない。要は扉が内開きになる

ものを、わざわざかぶるような形で描く、こんな絵を描くのだったら自分が提案をし

ているもともとの絵を一枚書けば良いのではないのかなという。やはり、新庁舎に関

する調査特別委員会としての質疑の中で出ている内容なんで、なるべく皆様が分かり

やすいような形の中で議論等を進めて言った中で総意をとりつけていけば良いのか

なと思っていますんで、図面が出されないのであれば次回、そこら辺は出していただ

きたいなと。その中で、最終的に結論が出て、この書かれている図面どおりで良いよ

というのであれば、総意で決まればしょうがないとは思うのですけれども、議員定数

が仮に増えた場合も想定した中での議場の空間っていうのも見てみたいので、できれ

ばこれは要求したいと思います。 

 課長答弁は良いので、委員長からそれは言っていただきたいとお願いをします。  

○委員長（吉田敏郎） 

 今、山田委員から要望がありまして、３列３ブロック。それから、職員の席を２列

２ブロックということの配置図を町から提供をしてほしいということ。それがそろっ

てから改めて議論をしたいということでありますけれども、そういう提供はどうです

か。 

○財務課長（田中栄之） 

 どうしてもそれがなければということのようですから、御用意をします。 

 ただ、はっきりさせていただきたいのは、それでは職員は何人、議員は何人の席で

何列なのかをはっきりさせていただかないと、仮定の話でこちらも進められませんか

ら、そこをちょっとここでまず決めていただいて、その中で、何列というよりも職員

が何人、議員が何人、１番並ぶのに並びやすいのかということではないと、何枚絵を

描いても無駄になってしまいますので、そこは明確に委員会からの御意見として出し

ていただきたいと思います。 

○委員長（吉田敏郎） 

 山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

 課長とこういうことを議論つもりないのですけれども、今、自分が提案した中の内
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容を聞かれていると思うのでわかっているとは思うのですけれども、職員の数という

のは基本的に減らすという想定で先程から自分、言っているわけではなくて、固定の

机を２列にして、この後ろの部分をイスだけにしたら良いのかなという提案をしたの

であって、あくまでも職員の数というのは現況と今、出されている提案を重視した中

での発言をしているので、それは誤解のないようにしていただきという。職員の定数

をここの委員会で明確にしてくれというのは全然要望していないので。あくまでも絵

的には職員の数はこの人数で、議会で当然、３列になった場合に、前に出てくるので、

そうすると当初つくるときには３列にしていないにしても、現状が１２人なので２列

で良いのですけれども、仮に定数を増やした場合に、３列想定をしたときのこの空間

の位置関係を見てみたいという要望なので、あくまでも現状の維持というのを御理解

していただきたいということです。 

○委員長（吉田敏郎） 

 財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

 分かりました。 

 確認ですけれども、そうすると１枚目は今、２人で一島になっていて、それが１列

目に３ブロック、２列目に３ブロック。単純に同じものをもう１列前につけるという

絵でよろしいということで良いですか。 

○委員長（吉田敏郎） 

 それでは、ちょっと皆さんにお諮りします。 

 山田委員から要望がありまして、今、田中財務課長からそれに対しての答弁があり

ました。それで、こちらの議場の席数並び配列を今言った、議員増に対しての１枚目

のその列の前に、２席を三つ増やした形の配置図を提供していただいて、それからも

う一度この委員会の中で、議論をするということで今、提案がありました。 

 それに対して、そういうことでよろしいかどうかちょっと皆さんかお聞きしたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 御意見のある方はちょっと挙手をお願いします。 

 菊川委員。 

○６番（菊川敬人） 

 ちょっと、もう少し分かりやすく説明をしていただきたいのですが、図面をいただ

いた３枚目図面ということですか。何枚目の図面のことを言っていられるのでしょう

か。 

○委員長（吉田敏郎） 

 財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

 先程から申し上げているように、人数が分からなければ１枚目の絵を３列にすれば

これは１８人になります。３枚目をもし、３列にすれば、あとは９人増えますから２

７人の議員になります。 
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 ですから、増えるとおっしゃるのですけれども、一体何人まで増やした絵を描いて

ほしいのかということを先程申し上げたら、それは見てみた後でお決めになるという

ことですから、私の御提案は１枚目の今現在、１２人のところを前に１列を入れて、

１８人でよろしいですかという確認をさせていただいたということですね。  

○委員長（吉田敏郎） 

 菊川委員、よろしいですか。 

 それでは、今、田中財務課長から１枚目の２列の席に１列置いて３ブロックにして、

その配置図を提供してくれるということですので、そういうことで次回、検討すると

いうことでよろしいでしょうか。 

 湯川委員、どうぞ。 

○３番（湯川洋治） 

 ちょっとお聞きしますけど、今、山田委員が言われた議員の席と、要するに確認の

意味で、２列にして３列目は職員の分の１列はイスにすると。もし、議員のほうを３

列にした場合、発言席を一つにする絵もちょっとお願いできますか。二つここの距離

が近すぎるのではないですか。 

○委員長（吉田敏郎） 

 田中財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

 お答えをしたいと思います。 

 何枚も何枚も絵をかくのは、それは仕事ですから描きますけれども、ですから基本

はどうしたいのかというのを申しわけない、決めていただいて、それを絵に描いたら

どうなるんだとにしないと、それこそ、何十枚もの絵を描いて、今度、どれを選ぶみ

たいな話になるのも、それもちょっとことの本質から外れているのではないかなと。

ですから、席が何席必要、こちらが何席必要、発言席が二つ必要、そういう基本的な

ところを決めていただいて、後はレイアウトですから、あまりにもその最初の要件が

違いすぎると極端な話、倍の人数になれば、倍の席が必要になるのは当たり前ですか

ら、できればそこをもう少し明確に上限を何人ぐらいで、一番きれいにレイアウトが

できる絵を描いてくれとかということでないと、相手はプロですからいくらでも描き

ますけれども、ほとんど無駄になる絵を数十枚書かせるというのもなかなか難しいで

すから、できる限りもう少し絞った形で、こういう絵をといただいたほうがありがた

いなと思います。 

 今のお話の中で言うと、なかなか皆さんの御理解がいただけないということであれ

ば、この３枚に対して、どうやら議員側を３列、それから職員側を２列プラス、イス

だけ１列という御要望のようですから、今ある３枚にあと３枚はまだは、ここでお約

束をさせていただきますけれども、その結果において今、湯川委員がおっしゃるよう

に、実際にこの発言席が本当に目の前になってしまうと、まず一度その絵を描いた上

で、今後の取り扱いについて御相談をさせていただくというようなことが１番早いか

なと考えております。 
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○委員長（吉田敏郎） 

 湯川委員、よろしいですか。 

○３番（湯川洋治） 

 そんなに難しいことを言ったつもりではないのですけれども、現状で話されている

ことにプラス要するに真ん中を一つにされたどうですかという意見であって、定数は

もう一つ増やすという話で決まっていると思っていたので、そういう発言をしました。 

○委員長（吉田敏郎） 

 ほかに誰かいらっしゃいますか。 

 井上委員、どうぞ。 

○９番（井上三史） 

 ９番、井上です。 

 議員定数とか、それから議場に職員を何人出るという論議はですね、まだ委員会の

中でも何も行われていないんですよね。だから、この部屋の大きさが変わらないので

あれば、変わった時点で中の座席を変えていくということしかないと思うのですね。 

 だから、私は現状の１２人の議員数と現在、出ている職員数の中で、このレイアウ

トでどうかと話し合っていくのが、私は本論かなと思います。 

 以上です。 

○委員長（吉田敏郎） 

 ありがとうございました。 

 どうしましょう、皆さん。今、井上委員からもそういう話もありました。それから、

その前に財務課長から、これ以外に要望があったのをプラスして３枚、計６枚は配置

図を描くということは可能であるので、それはお示しできるということでありますけ

れども、やはり委員会の中で、たらればの話になることは良くないのはわかりますけ

れども、議員数が増えた場合、３列にすると１８席ということになるのですけれども、

例えば１３人、１４人、１５人議員数に対して、そういう配置図を書いてもらうとい

う、そして、職員のほうは２列、それから１席も含め、そういうものを描いていただ

くということで、今、委員会で皆様から議員数、何人を想定したという中の配置図を

書いていただくというような形で、人数を皆さんから言っていただいて、お願いをす

るということでいかがでしょうか。今までの話だと、１８人を想定した絵を描くこと

になりますので、その辺をちょっと何人の議員数、何人の席数を想定してつくってほ

しいということを皆さんから、もしこちらの委員会から言ったほうが良いのかなとい

うのも一つ、考えがありますので、その辺はいかがでしょうか。 

 山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

 ２番、山田貴弘です。 

 まず、皆さんに意識してもらいたいのは、現状の状況で庁舎をつくることには自分

はナンセンスだと思うのですよ。やはり、この開成町というのは今、人口が増えてい

るという中で、やはり将来的には、これが今、想定する人口よりも増える場合も出て
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くると思うのですよ。そうすると可能性とすれば、議員数が増えるというのは確実だ

という。 

 では、それを条例で定めている、全ての座席を用意しろとまではいかないと思うん

ですよ。少なくとも、１２人よりも増える議論というのは今後出てくるのかなと思っ

たとき、我々は今、現在に満足するのではなくて、町民の意見を議会がどう聞く体制

をとっていくのかということを考えたときには、座席は増えてくる可能性のほうが多

いのかなというところを想定しますので、先程、委員長がたらればというような話は

したのですけれども、やはりたらればを現実的に予測した中で、可能性のあるような

議場づくりというのを我々が提案をしていかないと、次の世代に引き継ぐときに、な

んだ過去の議員は定数を削減することばかり考えていて、将来のことを全然考えてい

ないのではないかっていうふうに言われるのも嫌なので、自分は現実的には現状より

も増えるであろうという予測の中で考えると、２人の３パターンもあるとは思うんで

すけれども、この３人の３席の寄り合いですよね。これが、３列になるというのを想

定すると、最大で１８人を想定しておけばなんとなるのかなと思うので、最高で１８

人というものを数字的に言わせていただきます。だからと言ってつくるわけじゃない

ですよ。あくまでも空間を将来に備えてつくっておくと良い。座席はそのときに対応

すれば良いと思うので、そこら辺ちょっと誤解のないようにお願いしたいと思います。 

○委員長（吉田敏郎） 

 今、山田委員からそういう話が改めて出ました。 

 ほかに御意見ございますか。よろしいですか。 

 下山委員、どうぞ。 

○７番（下山千津子） 

 開成町の人口もあと１０年がピークだと言われている中で、今後、将来性の高い、

可能性の高い議論を私はしていくべきかなと思っているのですね。それで、議場のス

ペースが、これ以上大きくなるのであれば議席が１８席とかということも考えられる

かなと思うのですけど、人口がやっぱり１０年が目途ですので、それと、この３枚目

の１８人の議席の図面を見る限りでは、とてもこの議場では無理だと思いますし、や

っぱり最善の図案をお示しいただいているのだと思うのですね。そうしたら、やっぱ

り２人席かもしくは、議員の定数のほうは３議席かなというふうに考えるのですけど、

１２名ですけど、２人席か３人席かということですよね。現状が今、そういう議論が

行政サイドはされていないということであれば、なかなか山田委員が言われる図案を

お示しても、先程から何枚、課長がこの配置図を作成しても結局無駄になってしまい

ますという、私はそちらの可能性が高いかなと思うのですね。 

 ですので、そこはやっぱりきちんと考えなくてはいけないことなのかなと思います

けど。大体、このスペースでこれだけの座席の図面が出ていれば、２人席とかそうい

うのは想像がつくわけですよね。 

○委員長（吉田敏郎） 

 じゃあ、何人。さっきプラス３人、１２人プラス３人１５人を想定してということ
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でよろしいですか。 

○７番（下山千津子） 

 いえいえ。１枚目と２枚目のこの図案がありますでしょ。そちらを議論して、あと

執行部のほうは執行部のほうで考えになるほうが良いと思うのですけど。 

 私たちはそういうことを望まないわけですから。 

○委員長（吉田敏郎） 

 下山委員は、議員数は１２人のままのこの配置図で、議員数１２人で良いですよと

いうことでよろしいでしょうか。 

○７番（下山千津子） 

 現状ですので。 

○委員長（吉田敏郎） 

 将来的にも考えてそういうことですよね。 

○７番（下山千津子） 

 そうです。 

○委員長（吉田敏郎） 

 田中財務課長、どうぞ。 

○財務課長（田中栄之） 

 お話を今、聞いているのですけれども、我々もそうです、皆さんのほうも、なかな

か人数というのは今の時点で決まっているわけではないので、この絵を見ていただく

と一番わかりやすく言えば、右側半分は議会側がお使いになるスペース。左側半分側

が執行者側が使っているスペースですから、このスペースの中にどういうふうに机を

配置していくのかということですから、もちろん最初につくって、以降、レイアウト

変更をしないのが一番、経費的にはありがたいわけですけれども、仮のお話であれば、

人数変更が生じたときには、机の配置をかえれば、列を増やすことは可能ですから、

あくまでも、この右半分、左半分という考え方の中で納めていただければ、後はその

ときとの人数に合わせて机の数とイスの数を用意するということでよろしいのでは

ないのかなと思うのですね。 

 仮定の話をいくら続けても、我々も申しわけない。執行者側も決まっていませんか

ら減らすとか増やすとかということは申し上げられないので、お約束できるのは真ん

中よりはみ出さないということは、もちろんお互いに約束をした中で、レイアウトを

していくということと、これで決めたからと言って、未来永劫このままということは

ありませんから、職員側が減ることもあるでしょうし、議員側が増えることもありま

すけれども、そのときにはエリアのとり方の中で配置を考えると。 

 一つの例を申し上げると、執行者側の机の幅は７００ミリです。議員の皆様につい

ては、９００ミリをとっていますから、仮に入らないということであれば、申しわけ

ない、議会側も７００ミリにするとかということであれば、十分に入ることは可能で

すから、そういった形でそのときが来れば、やはり対応していくことにしないと、あ

まりにも先のことを見て考え過ぎてもなかなか難しいですし、今の御議論を聞いてい
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ると、最初から３列つくらなくて良いということであれば、今、この絵でいったとこ

ろで、後に一列増やすという幅がとれていればそれで良いということになろうかと思

いますので、議論としてはそこのほうが分かりやすいのではないかなと思いましたの

で、発言をさせていただきました。 

○委員長（吉田敏郎） 

 ありがとうございました。 

 今、田中財務課長から発言がありました件について、そういう幅を持たせて、これ

から対応していくということで、今、話がありました。 

 ちょっと、少し皆さんのほうから決めていただきたいと思いますので、ちょっとま

ず最初に、先程、湯川委員から発言がありました、発言席を議員側、行政側の発言席、

皆さんのほうで、１席で良いよ、いや、やはり２席のほうが良いよと、まずそちらの

ほうを皆さんの御異議を聞きたいと思います。 

 たしかに、今、山田委員が言ったとおり、図面がないと分かりにくいというのもあ

りますけれども、それも先ほど田中財務課長からそういうことに関しても座席数に関

しても増えた場合は、それに対応ができるような幅をつくっていくということで、皆

さんもちょっと理解をしていただいて、まずこの発言席を一つ、それとも両方にやは

り必要であるという、その辺をちょっとまず、決めていただきたいのですけれど、ど

うでしょう。 

 菊川委員、どうぞ。 

○６番（菊川敬人） 

 菊川です。 

 発言席は一つにするか二つにするかというのは、要は議員の席が増えたときにどう

しても前に出て来て二つ使えないよ、一つでなければいけないよという状態になった

ときに一つになるのだと思うのですけどね。 

 ここで先に一つにするか二つにするかということを先に決めてしまうより、もし、

一列増えた場合、一つになる可能性がありますよということにしておいたほうが良い

のではないかなと私は思います。 

○委員長（吉田敏郎） 

 ありがとうございます。 

 湯川委員、どうぞ。 

○３番（湯川洋治） 

 財務課長にちょっとお伺いするのですけど、前回、会議があったときに絵を描いて

くださいと言ったときに、２週間かかりましたと、こうおっしゃったんですよね。と

ころが、２日後にはこの絵ができているじゃないですか。 

 だから、いわゆるそんなに絵を描くことが大変だとかもったいないとか、無駄にな

るのではなくて、描くことはそんなに難しいことでないと私は思うのですよ。それを

描いていただいて、議論をすればよいことであって、それはぜひ、課長にお願いした

いのですけど。 
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○委員長（吉田敏郎） 

 財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

 私の言い方が悪かったのであれば、ここで訂正をさせていただきますけれども、今

言ったような、ただし、何でもかんでも描けというのは、これは契約の中で行われて

いることですから、契約の範囲なら何でもこちらが言えば相手にやらせられるという

ことでもないですから、そこはやっぱり現実味のあるお話であれば良いのですけど、

何でも書いてもらなくてはわからない、描かせればいいじゃないかというのはなかな

か、これはやっぱり契約の中でのお話なんで、難しいんですよね。もちろん、やらせ

ないということではないですけど、何でもかんでも見なきゃわからないというお話も

よくわかるのですが、今も言うように少なくとも、今仮にですよ、開庁する段階の最

初の議会においては、この議場で十分入るはずなんですね。それ以降どうするのかは、

先程おっしゃったように、その時点でいわゆる改修をするということは、今もそうで

す。この議場ももともとこの形ではないですから、そこに今、カーペットがひいてあ

るところにももちろん、席がございましたし、もともと議員側の発言席はないという

議場からスタートをして、今、こうなっているわけですから、そういった歴史を踏ま

えた上で言えば、これが決まったらからずっとこのとおりにいくということじゃない

ので、やはりスタート段階での図面で、ものを考えてもらわないとなかなか議論が人

によって描いている将来像が違う中で、何枚も絵を描いてもいいですけど、それで逆

にどういう御議論をされるのかというのは、少し私にはわからないので、皆さんの中

で議論を詰めていただいて、こういう意味で何人というお話を先程、私からお願いを

したのは、将来像ですね、こういうふうにしたいのだからこう、描いてくれというと

ころを言ってもらわないと難しいですということなので、繰り返しになりますけれど

も、こういう図面をということで、具体的にいただければ、それはこちらで依頼をし

て、描いていただくことはさせていただきたいと思います。 

○委員長（吉田敏郎） 

 よろしいですか。 

 佐々木委員、どうぞ。 

○１番（佐々木昇） 

 佐々木です。 

 委員長。例えば、パネルみたいな白板に磁石で貼る形みたいなものをつくって、そ

ういうところで、移動させてやるとか、そういうのは考えられないですかね。委員長、

そんなものはつくれますか。 

 何か、簡単に磁石みたいな四角いので、ちょっとこんなスペース、席数とかできれ

ば。皆さんがそういうのでも分かるというようなことがあればお手伝いもしますけれ

ども。ちょっとどうなのかなと思ったので、発言させてもらいました。  

○委員長（吉田敏郎） 

 今、佐々木委員から一つ提案として、例えば、全員協議室の前の白板に磁石で図面
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をちょっと書いて、それで移動をさせながら皆さんで、配置図、席数を決めるという

そういう提案がありましたけれども、そういうものをこっちで磁石に紙を貼ればいい

ことであるので、できなくはないと思いますけれども、なかなか図面、席数に関して

も、いろいろ議論が出ておりますので、それでは、ちょっと私から諮ります。  

 田中財務課長からも図面を少し描いていただくということもありました、それに平

行しまして、こちらのほうで、磁石で紙にちょっとそういうものを貼って、仮の議場

をつくったものを全員協議室の黒板に貼って、それに対してもその図面を見ながらそ

ういう形で、この議場の席数の配置を皆さんで検討をするという方向性で次回に持ち

越しをするということでよろしいでしょうかね。 

 どうぞ。それに対して何かありましたら言ってください。 

 山田委員。 

○２番（山田貴弘） 

 ２番、山田です。 

 先程、田中課長のほうで、図面を描くと言ったんですよね。だから描いてもらえば

良いと思うので、自分がちょっと気がかりなのが、１点あって、先程来、同僚委員の

発言の中で、現状維持とか１２人で良いのではないかという発言をされているじゃな

いですか。片や議会改革検討委員会の中で、定数と報酬について今後、課題等があが

った中で議論を議会改革検討委員会の中でしていくと思うのですよ。それを今回、こ

の議場の今、庁舎建設の中で変わんなくて良いのだというような発言が出てくると、

そこら辺の絡みも出てくると思うので、もし、あれでしたら早めにやったほうが良い

のかなと感じたんですよ。でないと、そこら辺の席の部分もどうなるのかというのも

重要になってくると思うので、先程来、自分が言っているのは１２人の席は用意して

おいて、６人分は設置するわけじゃないですよという。あくまでも発言席だとか、行

政との距離感を測りたいので、図面を要求しますということを言ったので、総まとめ

で言えば、そこら辺の議員の定数、議会改革検討委員会で取りあげているので、そこ

ら辺なんかも併用してやるかなんか考えていかなきゃいけないのかなというふうに

感じているのですけれども。 

○委員長（吉田敏郎） 

 井上委員、どうぞ。 

○９番（井上三史） 

 ９番、井上です。 

 誤解をしていただいていれば困ると思います。私がこの図面に関しては、部屋の大

きさは変わらないと。したがって、議員定数とか参加される職員数が変わった時点で、

レイアウトの変更は可能だと考えております。 

 現時点では、まだ議員が増えるか減るかとか、あるいは職員数を増やそうとかとい

う議論がまだ行われていないわけですから、図面を描く場合においては、現状でまず

図面を考えていくのが妥当だと私は御発言をしたのです。議員の数が１２名で良いと

は言っておりませんので、誤解のないようによろしくお願いします。 
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○委員長（吉田敏郎） 

 山田委員、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 

 ２番、山田貴弘です。 

 今、井上委員が誤解のないようという発言なんですけど、誤解しているのは本人だ

と思うのですけど、自分は議会改革検討委員会の中で、定数の問題が挙がっているの

で、そこら辺を併用しながらやっていけば結論が出てくるのではないということをい

ま、発言したので、何かちょっと誤解をしているのかなという感じがするのですけど

も。よろしくお願いします。 

○委員長（吉田敏郎） 

 今、山田委員、井上委員から議員定数のお話もありました。皆さん御存知のとおり、

議会改革検討委員会が１２月１５日にありますので、その中で、順次今、いろいろや

っておりますけれども、議員定数についても早めに話をして、そういう議員報酬並び

にそういうことを１５日にお話しますので、その中でまた、そういう話を皆さんに意

見を出しあっていただいて、決めていきたいなと思っております。 

 この席数については、一応次回までに配置図、田中課長からも提供してくれますの

で、その１５日の議会改革検討委員会の中で、いろいろ議論も含めて話をしていきた

いと思いますので、この議席数については、この議場の席数の配置云々についてもそ

れ以降で、また皆さんに検討していただくということでよろしいでしょうか。そうい

う方向性に持っていくということで。そういうふうにさせていただきますので、よろ

しいでしょうか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○委員長（吉田敏郎） 

 では、そういう形で議場の議席並びに配置図については、次回以降ということでさ

せていただきます。 

 それでは続きまして、皆さんに議場設備の冊子が１から１２ページいっております。

その中で、前回、皆さんに一読をしていただいたと思いますので、その件について、

その中で、こういういろいろ設備ユニット、それからカメラ等々が明確に示されて、

そちらに配置図も一応、取り込んでいただいておりますので、そちらで随時これは必

要ぜひとか、これは必要ではないのではないとか、そういう細かいことは後にしまし

ても、これはぜひ、こういうものは議会でという形で、皆さんのほうで意見がありま

したら、ぜひお願いしたいと思います。 

 順番にページを追っていきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。  

 そのようにさせていただきます。それでは、１ページ目、お開きください。 

 議場設備、基本設備の中で、会議ユニット、天井スピーカー等、会議中の表示灯、

そういうものが印で、図面に落とし込んであります。その中で、これはぜひ、これは

必要ないではないかというようなご意見がありましたらお願いしたいと思います。  

 湯川委員。 
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○３番（湯川洋治） 

 財務課長にまたお聞きしたいのですけれども、このユニットになっているものを分

解というか、ユニットになっているものをこっちがいる、こっちがいらないというこ

とはなかなか難しいんですよ。 

○議会事務局長（小玉直樹） 

 それでは、私からお話をさせてもらいます。 

 基本的には議場設備の資料というのは、もともとは財務課から出せてもらって、こ

れは最大限、マックスだよというような話をいただいているのは御存知かと思います。 

 その中で、一つの会議ユニットとしましては、一番最後の資料に概算資料というの

を今日、新たに出させてもらいました。基本設備の会議ユニット４０台、これは今言

っているような現状の形の議員１２席、それと議長席、局長席と執行部席で合計４０

台ということで、１台あたり７５万円というような形の概算の見積資料というような

形になっています。 

 今、湯川委員のから言ったような形の中で、前回、賛否のシステム、これをどうす

るのかというような議論もお話も合った中では、基本的なパッケージとして、基本の

設備というような形に組み込まれているような考えでいけば、ここの部分というのは、

基本的には必要なのかなと事務局としては考えているところでございます。  

 同じように、その次のカメラ設備ですとか、電子採決設備とか、大型映像設備、難

聴者設備という形の中で、ここの概算資料を全部合計しますと、６，０００万円とい

う形になってございます。なかなか、事務局でも確認はしてみたのですけど、正直勉

強不足のところもあって、どれが必要、どれが必要ではないかというのはなかなか難

しいところではあるんですが、一つは全員協議会室のところが、それぞれ音響設備と

映像設備で、９００万円というような形になっています。音響設備については、今こ

のマイクで話している音響を再利用して、全協室に持っていったらどうかというよう

な形で、２００万円あるのですが、前回までのこの特別委員会の中で、なるべく委員

会、常任委員会等についても、議場を有効利用しようよというような話が出ていたと

思います。そういった部分で言えば、ここまでの全協室での設備はいらないのかなと

いう形で、事務局としては考えているところでございます。 

 なかなか、湯川委員が言ったような形の中で、どれが必要、どれが必要じゃないか

というのは、私自身もここの出してもらったところから聞き取りをまだしている段階

ではないので、お答えづらいところではあるのですけれども、以前にもらった資料の

中で、御一読いただいていると思いますので、もう一度わからないところは質問をし

てもらった中で、また御意見があれば各委員から、言っていただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（吉田敏郎） 

 今、小玉事務局長から説明をもらいました。 

 もう一度、委員から説明、質問等でこういうのはどういったものなのかというのも

含めて、質問がありましたらお願いします。 
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 それでは、ここで暫時休憩をしたいと思いますので、よろしいでしょうかね。 

 皆さんもちょっとその間にいろいろ、考えていただければと思います。  

 それでは、再開を１０時３５分ということでよろしくお願いいたします。  

午前１０時１７分 

○委員長（吉田敏郎） 

 それでは、再開したいと思います。 

午前１０時３５分 

○委員長（吉田敏郎） 

 皆さん、いろいろ御意見があると思います。この後、今日は議運、それから社会福

祉協議会との懇談会等がありますので、一応、この新庁舎に関する調査特別委員会、

１１時ぐらいを目途にして、今回、終了したいなと思っておりますので、ぜひそれま

でに、皆さんから先ほどの続きですけれども、議場設備について聞きたいこと、また

何かありましたら聞きたいと思います。 

 その前に、この議場設備の中で、皆さん一読していただいております、これはどう

しても、こういうものは明らかに必要ないのではないかという、そちらのほうを先に

皆さんのほうで、議論をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 それでは、挙手をもってどうぞ。 

 菊川委員。 

○６番（菊川敬人） 

 菊川です。 

 予算をどれぐらいとれるかということがあると思うのですよね。せっかく新しい議

場をつくるのですから、できるだけ今までにないようなものを新しいものを取りつけ

てもらいたいなという、実は気持ちもあるのですけど、それを言っちゃうと金額が、

先程の局長のお話では、６，０００万円ぐらいとかでしたから、実際、この６，００

０万円という数字を可能かどうか、私はちょっと、これは高いのかなと。６，０００

万円ということは、やっぱり７，０００万円ぐらいかかっちゃうのかなと感じがする

んですよね。 

 ですから、これをどれぐらいまで抑えなきゃいけないのかなということをもし、腹

づもりがあれば、それを教えていただきたいということと、先程言いましたように、

繰り返しになりますが、できるだけ良いものにしてあげたいなという気持ちは持って

おりますので、できるだけ設備を多くつけてあげたいなという感じがいたします。  

 まず、数字的なところで、これぐらいまでに抑えておいた良いよというところがあ

ればお示し願いたいと思います。 

○委員長（吉田敏郎） 

 分かりますか。田中課長お願いします。 

○財務課長（田中栄之） 

 お答えしたいと思います。 



－１６－ 

 大変難しい質問ですけれども、備品としてはいくらという数字は今、腹づもりお話

がありました。腹づもりすら持っていません。今まで、御説明している備品購入費と

いうのは、確かに基本構想の段階から９，０００万円という形で出していますけれど

も、これは一切含まれていません。９，０００万円というのは、通常の机であるとか

いわゆるカウンターであるとかいうものですから、議会に関する備品はその時点では

計上されていませんので、ここから出てくる数字は全て上乗せで出てくるという形に

なろうかと思います。 

 机とかは用意ができていますけれども、そのプラスアルファの部分については入っ

ていないと思います。 

○委員長（吉田敏郎） 

 湯川委員、どうぞ。 

○３番（湯川洋治） 

 財務課長に伺いますけど、庁舎建設で２４億５，０００万円のお金がかかるよと。

議会がこういう設備を要求したので、２５億円になったのだという、そういう形にあ

るということ。 

○財務課長（田中栄之） 

 明確にというお話はまた別として、２４億５，０００万円、これも再三申しあげま

すけれども、これから入札ですから決まった数字ではありません。これは、いわゆる

建設会社に払う建物の建設費用ですから、設備、いわゆるプラスアルファの設備です

ね。電気とか空調、設備費は当然そこに入っていますけれども、こういった類のもの

については、別途、要は購入してつけるということになりますから、これについては

外出しになりますので、何に使ったのというお話になればこれにいくら使いましたと

いう形ではお答えをしなくてはいけなくなるかと思います。 

○委員長（吉田敏郎） 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

 星野委員、どうぞ。 

○１０番（星野洋一） 

 とりあえず、この中に出てきているので、見ながらこれが必要かどうか順次やって

いただいたほうが、なかなか意見を求めても出てきませんので、そのようにして、で

はこれはいらないのではないかとか、それでやっていただいてもいいかなと思うので

すけど、いかがでしょうか。 

○委員長（吉田敏郎） 

 今、星野委員からここに示してあるページごとにということで、図面に取り込んだ

ものの中で、必要のないものをということですよね。 

 今、星野委員がおっしゃった１ページずつ、先程、最初に言いましたけれども、そ

ういう形でやっていくという方向で良いですか。それとも、一読していただいており

ますので、それなりに御理解がしてくださっていると思いますので、まずこういうも

のは最初、私、いらないよということ言ってもらえれば思うんですけれども。 



－１７－ 

 事務局長。 

○議会事務局長（小玉直樹） 

 今、星野委員が言ったような形で、１ページずつ、正直、私もまだわからない部分

があるので、これを出してもらった業者に、もし次回のときに説明をいただきながら

こういったような設備なんだよというのを確認しながら皆さんでつぶしていくとい

うか、これが必要だよ、これは必要ないのではないかというような形でさせていただ

ければスムーズにできるのかなと今、思っているところです。 

 以上です。 

○委員長（吉田敏郎） 

 今、局長から業者の方を呼んで、こちらに来ていただいて、説明を受けながら設備

に関して、決めていくという方向を今、事務局長から提案をさせていただきました。 

 そういう形でしていければ、一番良いのかなと私も思いますけれども、そのような

形で、次回はするということで、皆さん、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○委員長（吉田敏郎） 

 ありがとうございます。 

 それでは、今日の特別委員会はこれまでとしまして、次回そういう説明を受けなが

ら、また改めて皆さんと御議論をしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 ガラスの件、田中課長、説明ができますか。 

○委員長（吉田敏郎） 

 一応、参考資料として皆さんに諮ったのですけど、お願いいたします。 

○財務課長（田中栄之） 

 すみません、ちょっとだけ。 

 今、カラーのコピーが回っていると思います。なかなか、ガラスということで、イ

メージが湧かなかったということで、今、考えていますのは、ちょうど左寄りの下か

ら２番目ぐらいの形ですね。角がいわゆる、パネルになっていてのぞけない、真ん中

が曇りガラスになっていて、光は入るけども見えない。一番上が通常のガラスがつい

ていると、こういったところを中心に今、考えているということでございます。 

 右側にもあるように、ガラス面の心配ということもあるのですけど、遮音性能等も

最近は大変優れておりますので、よほどの大声でなければ外に漏れ、聞こえるという

ようなことはないということで、これは御参考までに、こんな形の壁を考えています

と御理解をいただければと思います。 

○委員長（吉田敏郎） 

 今、課長から説明をしてもらいました。よろしいでしょうか。 

 それでは、今日はこれで終了したいと思います。次回、説明に来てくれる業者の都

合を聞いて、都合がついた後、皆さんこの日にちはいかがでしょうかという形でもよ

ろしいでしょうか。 

 （「異議なし」という者多数） 



－１８－ 

○委員長（吉田敏郎） 

 今日の第１６回新庁舎に関する調査特別委員会はこれで終了とさせていただきた

いと思います。 

 いろいろありがとうございました。 

                    午前１０時４１分 散会 

 

 

 


