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開議 １０時００分 

 

    ◎委員長挨拶 

〇委員長（山崎 仁君） みなさんおはようございます。 

  ２月に入り何かと忙しい中、本特別委員会に出席いただき。誠にありがとうござい

ます。 

  前回の課題整理の件につきましても、きょうは具体的な中身に入れるかなと思いま

す。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

     

    ◎開会の宣言 

〇委員長（山崎 仁君） 只今の出席委員は１１名で定足数に達しておりますので、第

３回議会改革活性化推進特別委員会を開催いたします。 

  これより議事に入ります。 

  始めに議題１、議会基本条例の検証と課題についてを議題といたします。 

  本日、配布いたしました、今金町議会基本条例解説込みのものと、２００７年５月

の地方議会人の記事になったものを抜粋して、お手元に配布しております。 

  議会基本条例の制定の経緯と、今後の展望ということであります。 

  これについては前回、それぞれ課題をご提案いただきながら、基本条例の見直しも

含めて、今後、対応していくということで確認いただきました。 

  いただいた課題は、基本条例の中で位置付けられているものがほとんどです。 

  よって、基本条例の全ての見直しをしながら、それぞれの課題にどう取り組むかと

いうことをご検討、協議いただきたいというふうに思います。 

  そのような進めでよろしいですか。 

  ではそのように基本条例の見直しをしながら、課題の整理をして行くということで、

進めさせていただきます。 

  平成１９年に基本条例を制定し、議会の活性化を図りたいということで、これを制

定したものであります。 

  今回の特別委員会においても、議会改革活性化を推進するということでは、共通の

テーマだというふうに認識をしております。 

  よって、もう 1度、基本条例の制定の経緯を皆さんで確認しながら次に進みたいと

思います。 

  経緯についてはそれぞれ当時携わった議員もおられますし、その後、議員となられ

た方もおります。 

  改めて確認をしていきたいというふうに思います。 

  この基本条例制定に至った経緯というのは、議会１００周年を記念するということ

で、議会がそれぞれ事業を行いました。 

  その中には、桜並木の植樹それから議会経験者との懇談会、更に今金こども議会、
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それから記念講演会、町民意見交換会、議会ホームページの開設と、このようなこと

を議会１００周年記念事業として実施をいたしました。 

  中でも記念講演会、町民意見交換会については、当時合併をしない町宣言をした、

矢祭町から講師をお招きしながら、町民に議会のあるべき姿ということで、ご意見を

いただきました。 

  その中で議会に対しては、議会の活動を含めて建設的な意見が見えない、また議員

による町政報告会を実施し、議会活動を町民に示して欲しい、更に、地域の情報を取

り上げて、議会活動に活かして欲しい、更に、町民に対して開かれた議会となる努力

をして欲しい等、大変厳しいご示唆をいただきました。 

  これと同時に、平成１９年４月の改選期には議員定数が１６名から１２名に削減を

するということで、今金町課設置条例の変更等も併せて協議をするという内容であり

ました。 

  特別委員会の報告を受けて、基本条例を作ったわけですけれども、議会改革調査特

別委員会を設置して、有るべき将来像をここで模索をいたしました。 

  これより局長に朗読をいたさせますが、主な内容としてはこれから朗読する部分で

あります。 

  これを基に、基本条例を制定し、これまで運用してきたということですので、再度

確認の意味で進めて行きたいと思います。 

  それでは局長、朗読お願いいたします。 

○事務局長（成田光康君） 座って朗読をさせていただきます。 

  町民からの厳しい示唆を受け、本会議では町民に信頼され存在感のある議会となる

為、平成１８年４月に全国町村議会議長会に対して、第２次地方町村議会活性化研究

会から答申された、分権時代に対応した新たな町村議会の活性化の方策、有るべき議

会像を求めてを基本指針として、議長を除く全員で議会改革調査特別委員会を設置し、

様々な調査研究を行いました。 

  議会改革と一言で言っても、その内容と調査項目が多岐多様に渡ることから、特別

委員会に２つの分科会を組織し、専門的に調査研究を行いました。 

  第１分科会では、今金町課設置条例の全部改正及び議員定数、地方自治法改正に伴

う委員会の在り方、設置数などを調査研究いたしました。 

  第２分科会では、住民参加を基本とした開かれた議会及び議会・議員の資質向上を

目指すことをテーマに調査研究を行いました。 

  調査研究にあたっては、平成１８年１１月から平成１９年２月までの短期間であっ

たが、第１分科会を４日間、第２分科会を５日間、特別委員会を５日間と、計１４日

間開催し、１．住民参加の観点、２．情報公開の観点、３．説明責任の観点、４．自

由討議の観点、５．政策立案の観点、６．機能監視の観点等の項目ごとに今金町議会

の有るべき将来像についての調査研究を行いました。 

  議会改革調査特別委員会報告、主なものを抜粋しております。 

  常任委員会について、１．構成、定数及び任期について、現在、総務文教常任委員   



- 4 - 

 

会、定数６名、産業建設常任委員会、定数５名、民生福祉常任委員会、定数５名の３

常任委員会を設置しているが、町の機構改革の実施、９課３局から６課３局と議員定

数の減、１６名から１２名に伴い、委員会の機能を考えた場合、総務厚生常任委員会

と産業教育常任委員会に移行することが望ましい。 

  併せて、地方自治法の改正により、これまで１常任委員会へ所属制限が撤廃され、

複数常任委員会への所属が可能となったことから、法律の制限より常設できなかった

議会広報編集委員会を常設の常任委員会とし、継続的に審議及び調査できるものとす

べきである。 

  よって、総務厚生常任委員会、産業教育常任委員会、広報発行常任委員会とし、３

常任委員会を設置することが望ましい。 

  それぞれの常任委員会の定数と任期は、総務厚生常任委員会、産業教育常任委員会

ともに、定数は６名とし任期を２年とすることが望ましい。 

  また、広報発行常任委員会の定数は５名、複数所属、任期は４年とすることが望ま

しい。 

  ２．活動の在り方について、地方自治法の規定に基づき積極的に議案、陳情等を審

査又は調査し、町民参加の視点と専門的、識見的な意見を反映させるため、必要に応

じて公聴会、参考人制度を有効に活用することが望ましい。 

  また、常任委員会をまたがって審査が必要と思われる議件や重要と判断される議件

については、法的根拠を持つ合同委員会により審査又は調査することが望ましい。 

  ３．行政視察について、議会、議員の資質向上の観点から実施が必要と考える、任

期中における議員研修として議員自らの企画立案により実施することが望ましい。 

  併せて、研究、研修結果については、議会での報告と議会広報等での町民への報告

することが確認された。 

  町民参加と町民との連携について、本会議、委員会を原則公開するとともに、会期

中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加できる体制づくりと、議員定数が減

になることから、議会、議員として直接町民と接触できる機会を多様に設け、参加者

との意見交換等によって、広く町民の要望や意見、考え方などを聞くことができ、議

会、議員としての政策立案、政策形成の能力の向上に役立てることや、議会の動きな

どを説明できる場として期待できることから、議会主催の町民会議を開催することが

必要であることが確認された。 

  情報公開について、１．会議録の迅速な公開について、情報公開の原則から早い時

期でホームページ等への公開に努めることが確認された。 

  閲覧場所についても、広く町民へ公開する為、公共施設などへの配布についても検

討することが確認された。 

  議会中継について、長期的な目標として光ファイバー等の通信網を活用、インター

ネットを活用した議会のライブ中継による公開が理想であることが確認されたが、イ

ンフラ整備等の事業費が特化することから、当面はできることから実施することが確

認され、議会を役場庁舎内に中継することとする。 
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  併せて、録画ビデオを公共施設等への配置や、個人、団体などへ貸し出しにより議

会での討議の内容の公開を徹底することが確認された。 

  ３．ホームページについて、情報の発信や公開に有効な手段であることから、現代

のものより充実させることが確認された。 

  ４．広報について、町民への説明責任を果たすための重要な役割を担う議会だより

となるよう、これまでのお知らせ型広報、会議録型広報から脱却し、町民に問題を提

起し、町民と議会が提言と議論を繰り返す考えさせる広報となるよう努めることが確

認された。 

  これまでの編集のみの特別委員会から、必要に応じて議員自らが町民との接触をし

ながら取材やコメント等を掲載できるよう、常任委員会として設置することが望まし

いと確認された。 

  一般質問、質疑の在り方と反問権の導入について、一般質問が町政において行財政

全般に渡り、執行機関に疑問点を正し、町の所信表明を求め、その政治姿勢や責任の

明確化を迫り、施策の変更、是正、新規施策の採用を可能とする、地方議会の基本的

制度の１つとして活発に行うことが確認された。 

  質問については、広く町政上の論点、争点を明確にすることから、１問１答方式の

採用と質問回数制限を撤廃し、制限時間を設けることが確認された。 

  質疑においても、同様の観点から１問１答方式を採用することとし、質問回数制限

をこれまで同様に１問につき３回までとすることが確認された。 

  また、町長等に議員の質問、質疑に対して議長等許可を得て、逆質問できる反問権

を与えることが確認された。 

  議決事項の追加について、地方自治法において、議決事項の追加が認められており、

町政全体の重要な計画や町民に対して、直接関係の大きいと認められる計画について、

その決定に参画できる機会の確保と、執行上の議決の必要性が検討され、次の計画に

ついて議会の議決事項に追加することが確認された。 

  法律第２条第４項の規定に基づく基本構想及び総合計画、今金町都市計画マスター

プラン、今金町住宅マスタープラン、今金町公営住宅ストック総合活用計画、今金町

保健福祉総合計画、今金町次世代育成支援行動計画。 

  議員倫理について、議員が町民の厳粛な信託に応えるため、その使命と責務を十分

に認識し、町民の代表として、その人格と政治的倫理の向上を図るため、条例化する

ことが確認された。 

  議会事務の体制整備、地方分権が進む中で議会運営にあたり、議会事務局には更な

る能力の向上と調査、立法機能の充実が求められることであり、厳しい町財政の中、

現行体制の維持に努めることが確認された。 

  議員定数と報酬について、議員定数及び報酬については、行財政改革の側面だけで

はなく、町政の現状や将来展望等を踏まえ、総合的に検討することとし、公聴会や参

考人制度により、広く町民の意見を聴取することが確認された。 

  今金町議会基本条例の制定について、本報告内容を的確に実践するため、今金町議
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会の議会運営における最高規範として、今金町議会基本条例として制定することが必

要であると認められた。 

  以上です。 

○委員長（山崎 仁君） 特別委員会報告の抜粋でありますけれども、このようなこと

が協議をされ、決定をされ、そののち基本条例を制定し議会運営の基本として、ここ

まで運用してまいりました。 

  中には既に改定された部分もあります。 

  特に議決事項の追加については、法的根拠がなくなったということでは削除され、

これは基本条例の改訂版に載っております。 

  皆さんも既に、ご承知のことと思います。 

  これらのことも含めながら、ここまでの基本条例制定の経緯について、何かご質問、

ご意見があればお聞きをしたいんですが。 

  基本条例を制定した背景と経緯、よろしいですね。 

  これを受けて１０年間運用してまいりました。 

  そこで、先程確認をいたしました、基本条例全てを見直しするか、見直しという意

味は改正をする、しないに係らず、１度皆さんで話し合いをしながら良いものはその

ままでいい、直すべきものは直す、こういう進め方で行きたいと思います。 

  そういうことでよろしいですか。 

  それでは、基本条例の１番の核心になります前文があります。 

  この基本条例は制定当時、今金町には約８５本の条例がありました。 

  議会が自ら制定したものは２本、１本は今金町議会情報公開条例、もう１本はこの

基本条例であります。 

  特に基本条例においては前文が書かれているということでは、ほかの条例にはない

特徴があります。 

  ここにあることが制定の経緯とか、それから必要性を謳いながら、今後の議員の在

り方を明確化にするということで載っております。 

  前文を局長に朗読いたさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 座って朗読させていただきます。 

  前文、町民に選ばれた議員により構成される今金町議会（以下「議会」という。）

が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民の福祉向上のために果

たす役割は益々重く大きくなっています。 

  特に地方分権の時代を迎えて、地方公共団体の自主的な決定と責任の範囲が拡大し

たこんにち、議会はその持てる機能を十分に駆使し、自治体事務の立案、決定、執行、

評価における論点・争点を広く町民に明らかにする責任を有していることから、自由

で闊達な討議を通じて、これら論点・争点を町民に公開することが議会の第一の使命

であります。 

  この重要な使命を達成するため本条例を制定します。 
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  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法律」という。）の規定を遵守し、

町民に対して積極的に議会の持てる情報の公開、議会における政策活動への町民参加

の推進、議員間・行政機関との積極的な討議はもちろん、持続的で緊張のある関係の

保持、議員自らの資質の向上、議会活動を支える様々な体制の整備等についてをこの

条例に定め、議会の特性をいかして、町民の意思を町政に反映させることで「いいま

ち 今金 夢の町」づくりに最良の意思決定へと導き、町民に信頼され存在感、活動

力、創造力豊かな機会となることを目指します。 

○委員長（山崎 仁君） ただいま前文を朗読していただきましたけれども、この前文

について何かご意見等あればお伺いをいたします。 

  コメントに載っているように、基本条例を制定するにあたっての決意と進むべき方

向をまず謳いながら、議会の在り方、議会議員の在り方を明確にするという。 

  それと町民との関係も併せて明確にして行くということであります。 

  前文について何かご意見ありませんか。 

  いかがですか。 

  改正するべき箇所等があれば、具体的にご指摘をいただきながら、ご意見をいただ

きたいと思います。 

  いかがですか。 

  この前文についてでありますけれども、議長、何か参与という立場ですけども、前

文について何かご意見があれば。 

  議長。 

○議長（村瀬 廣君） 先程来、委員長、局長が説明していた通り、平成１９年からこ

の今金町議会基本条例を制定してから１０年が経ちました。 

  この間、運用する中で一部修正はしましたけれども、基本なところは大きく変わっ

ていません。 

  そうした意味では、これからこの委員会の中で基本条例の見直しと、色んな議論が

成されるかと思いますけども、この前文に係る文言については、いままでの間違った

ものではありませんし、これからもこの内容でもって基本条例を遂行していくと私は

考えを持っていますので、私はこの前文はこのままで良いかなと思います。 

  以上です。 

○委員長（山崎 仁君） いかがですか。 

  前文の見直しは必要がないと、この精神でこれからもということで、ここのところ

は確認をしてよろしいですか。 

  それでは基本条例の前文は、この文言等含めて現状のまま確認をいたしました。 

  次に、具体的な中身に入ります。 

第１章、 総則。 

目的についてでありますが、第１条、局長に朗読をいたさせます。 

局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 目的、第１条、この条例は自主自律が求められる分権時代
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に相応しい議会及び議員の活動の活性化と充実、資質の向上のために必要な事項と、

町民から身近で信頼される議会を基本に、町政の積極的な情報公開と町民参加を原則

とする議会運営を目指し、今金町に暮らす全ての人たちの町民福祉が向上し、安心し

て楽しく生活できる、豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。 

○委員長（山崎 仁君） このことについては、この条例の目的であります。 

  これについてご意見等があれば。 

  目的、字句、文言も含めて、いかがですか。 

  よろしいですか。 

  それでは第１条、目的についてはこのように変更なしということで。 

  それから、第２条、議会の活動原則であります。 

  これを事務局に朗読をいたさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 議会の活動原則、第２条、議会は、民主主義を基本とする

町民の代表機関であることを自覚し、公正性、透明性、信頼性を重視し、情報公開と

町民参加を原則とし、町民に開かれた議会を目指して活動する。 

２項、議会は、議員、町長及び執行機関の長並びに補助機関である職員（以下「町

長等」という。）、町民による「まちづくりの討論の場」であることを認識し、その実

現のために、この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる今金町議会会議

規則（昭和６２年今金町議会規則第１号）の内容を継続的に見直すものとする。 

  ３項、議長は、今金町議会傍聴規則（昭和４９年今金町議会規則第２号）に定める

町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料を提供するなど、

町民の傍聴の意欲を高めるよう議会運営に努めるものとする。 

  ４項、議長は、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を宣言するよう

努めるものとする。 

  以上です。 

○委員長（山崎 仁君） 議会の活動原則であります。 

  先日、課題として取り上げたら、いかがかなということでありました、ネット中継

等については、この２条ではなくて、１４条、議会広報についてのところで協議をい

ただきたいというふうに思います。 

  それぞれの条文の中で、これが該当するだろうなという課題があれば、どしどしご

提案をいただきたいと思います。 

  活動原則、いかがですか。 

  このままでよろしいですか。 

  第２条、議会の活動原則よろしいですか。 

  それでは活動原則についても、このように確認をいたします。 

  次に、第３条であります。 

局長、朗読お願いします。 

○事務局長（成田光康君） 議員の活動原則、第３条、議員は、議会が言論の府である
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ことを及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間において自由に闊達

な討議をするものとする。 

  ２項、議員は、町政全般についての課題及び町民の意見や要望を的確に把握すると

ともに、自らの能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。 

  ３項、議員は、個別的な事案の解決だけではなく、町民全体の福祉の向上のために

活動しなければならない。 

  以上です。 

○委員長（山崎 仁君） 第３条については、いかがですか。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 前段から確認してやってきているんだけども、文言そのものっ

ていうのは、本当に基本原則で間違いは無なんですよ。 

  ただ、問題なのは、本当にこれから世代交代をして、基本的に作った人たちがいず

れは居なくなる時点において、これを継承するためにどうするかという議論も含めて、

今回の特別委員会だというふうに認識しているんですけれど、そこで議員の活動原則

の中には、議会が言論の府であるという認識がどこまで皆さん持っているかっていう

疑問符もあるわけで、やはり自由で闊達な討論、議論というのはどの場所で、どうい

うふうにするかという工夫が、もう少し足りないと思うので、ただ、この文言をじゃ

あ、どうするのかとなると、はっきりしたことは申し上げることはできないんだけど

も、運用の部分で、我々は二元代表の一人として、定数１２名いま現在１２名の人た

ちが、それぞれの立場の中で選されて、町民の思いを肩に背負いながら、議会活動を

やっているわけですけども、残念ながらそのことが議会活動全般に渡って、じゃあ、

本当に自由で闊達な討論、議論ができているかというと非常に疑問があるので、その

辺については、皆さんの意見を聞きたいなと思うんですけどね。 

○委員長（山崎 仁君） 只今、向井委員より、ご意見がありました。 

  もとより、自由闊達な討議というのは、大いに必要なものであります。 

  ただ、いま言われたように、どの場所でするのかということは、具体的には明記し

ておりません。 

  ですから、そういうものも含めて皆さんからご意見があればお伺いしたいと思いま

す。 

  活動原則はここに示したとおりであります。 

  では具体的にどこでどうするんだっていうことも含めて、何かご意見があれば伺い

ます。 

  いかがですか。 

  日置委員。 

○７番（日置紳一君） この中に前文に入れて良いのかどうかちょっと私もはっきり分

かりませんけれども、全員協議会というのがあって、いま使われているのが、大方、

町長の方からの政策提案というか、そういう場所になっているんですけれども、基本

的には全員協議会というのは議員同士の闊達な討論の場だと私は思っていますので、
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是非、そこでやっていたら良いのかなと、ここに入れるのはどういうふうに入れるか

分かりませんけども、そういう考えです。 

○委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。 

  いかがですか、いま全員協議会を活用しながら、議員間の意見交換等を活発にする

べきということであります。 

  これは基本条例のこの条文というのはこのままであっても、運用の中で大いに議論

をする場というのは考えられますし、先程、向井委員がおっしゃったように、制定し

てからもう１０年です。 

  こののちどうするかということを含めて、協議をいただくことで、これまでの運用

の結果を見ながらこれからどうするかという、そういうことでご意見をいただきたい

と思います。 

  いかがですか。 

  上村委員。 

○１１番（上村義雄君） 基本条例ですので、この第３条の議員の部分の基本的な考え

方というのは、このままで変える必要はないかなと思います。 

  いま日置委員が言われたように、同じ議員間の討論、議論するという場をどうする

かという面では、日置委員が言われたような、議長の招集によって全員協議会を開い

て、その中で１つの案件なり議題なりのごとに議論を、それは行政職員が参加する、

参加しないでなくて、議員間で議論するということがあっても良いのかなと。 

  そういう部分で、議論の討論の場というのは、その全員協議会ということを１つの

意見交換できる場にしていくことも可能かと思いますので、日置委員の言われること

も一理あるし、その通りだなというふうに思って、そういう活用をすることも良しと

すると思っています。 

○委員長（山崎 仁君） 全員協議会で議論をするのは必要だということでは、いま２

名の方からご意見がありました。 

  他、委員の皆さんからご意見があればお伺いをいたします。 

  いかがですか。 

  議員協議会という、全員協議会というんですか、それは以前は法的な根拠を持たず

に招集をし、そこで協議をする、会議録もとらずにやっていたと。 

  ところが地方自治法の中で位置付けがされ、公務災害の対象になったという経過が

ありますから、確かに会議体としては成立をするんですけれども、全員協議会をどの

場所でやるのか、それから会議録をどうするのか、それからそれは公開するのか、や

っぱり課題というのはそれぞれあると思うんですよ。 

  ですから、それらもどうしたら良いかなという事ことも含めて、これから皆さんの

ご意見をいただきながら、まとめていきたいと思います。 

  この第３条に関して、いま全員協議会という話ですけれども、他に課題となりそう

な、きょうはおそらく結論は出ませんので、こういう条文の中で課題となりそうなも

のを出していただくという、こういう進め方です。 
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  よろしですか。 

  いま出たご意見に対して皆さん、次回もまたこの部分では協議いたしますから、お

考えをその時に出していただきたいというふうに思います。 

  第３条については、全員協議会が課題になるだろうということでは、よろしいです

か。 

  次に進んでよろしいですか。 

  それでは次に第４条、町民と議会の関係であります。 

  局長に朗読をいたさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 町民参加及び町民との連携、第４条、議会は町民に対して、

議会の活動を公開するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。 

  ２項、議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会（以下「委員会」という。）

を原則公開するとともに、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加でき、

町民から広く意見、要望等を聴く機会を多様に設けることと、議会の説明責任を的確

に果たすため、議会主催の町民会議を開催するものとし、町政全般に関する課題等の

把握や議会及び議員の政策立案、提案能力の向上と拡大、議会運営の改善に役立てる

ものとする。 

  ３項、議会は委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、

町民の専門的又は政策的意見等を議会の討議に反映させるものとする。 

  ４項、議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけ、その審議において

は、必要に応じてこれらの提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。 

  ５項、議会は、特に町民に対して説明が必要と判断される事項についての審議状況

及び各議員の対応を、議会広報等で公表する等第２条第２項の規定する「まちづくり

の討論の場」における議員の活動に対して、町民の評価が的確になされるよう情報の

提供に努めるものとする。 

  ６項、第２項に規定する議会主催の町民会議の開催に必要な事項は別に定める。 

○委員長（山崎 仁君） 朗読をいただきました。 

  第４条、町民参加及び町民との連携、第４条であります。 

  ここでは本会議、委員会を原則公開、町民会議の開催、それから請願・陳情の位置

付け、それらがここに盛り込まれています。 

  先程、議会広報でインターネット中継という話をしたんですけれども、議会の公開

という事を考えればここのところでも、議論にはなるのかなと思うんですけれども。 

常任委員会、特別委員会は原則公開、これは実施をされていることであります。 

合同委員会も含めて公開をしているわけでありますけれども、あとＤＶＤによる公

開もしております。 

課題として上げられたものには、ネット中継というものもありましたけれども、第

４条で協議するべきものがあれば、課題として出していただきたいと考えます。 

以前、いただいた課題で、インターネット中継ということがありました。 
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この第４条で協議をするということで押さえたいと思います。 

よろしいですか。 

インターネット中継については、最近、近隣町でも実施されているところがあるよ

うですし、それぞれ環境の整備もされながら進んでいるようであります。 

ここで是非協議をしたいと思いますので、皆さんそれぞれこのことに関して、持て

る情報があったら、次回の特別委員会にでも発言をいただきたいと思います。 

よろしいですか。 

あと町民会議の開催でありますけれども、これは開催要領は別に示しております。 

いままで通りでありますけれども、町民会議、住民会議の在り方について、皆さん

からご意見があれば伺いたいと思います。 

住民会議は求めに応じて、それぞれのグループでも、我々が出掛けていって行なう

と。 

町民会議は議会が主催で町民センターで年１回以上行う事を規定しております。 

町民会議、住民会議をこれからまた協議をして行くということで、よろしいですか。 

この条文の中でどうするかを考えるということ。 

徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） この４条もそうですけど、３条それからあとから出てくる９条、

討議というのは必要だということは、皆さん理解しているんだけども、じゃあ、どこ

の場で、どういうふうに討議というものをやるんだっていうそこところが、ピンとき

ていないわけで、いままで実際に、討議するものがやられたことが無ないわけなんで

すよね。 

  それで当然、議員間の闊達な議論を交わしあうという事ことでは、討議というのは

必要なんだけれども、じゃあ、どこの場でやるんだっていって、議長運営の中でも討

議っていうのは実際設けているんですよね。 

  今金議会の場合は本会議主義でやっているもんですから、採決の前に十分、議員間

で議論してもらわなければならない、そういうことで時間は使っているんですけれど

も、実際にいままで討議をやったことがないわけなんですからね。 

  道内の他の町村でも、随分、討議を採決の前に、討議の時間を設けて、理事者を退

席させて、それから議員間で討議を行っているところも実際に多くあるようですので、

今年度、この特別委員会で視察等も検討しているようですので、できればその辺で、

どのような討議をやっているんだっていう、その討議の闊達な町村に行って勉強して、

それからじゃあ、今金はどうするんだっていう、そういう結論を持ってみたら、いか

がでしょうか。 

  只今ここで、じゃあ、討議を設けますよと言ったって、どういうふうにやるんだっ

ていったって皆さんどうやって良いか分からないのが実態だと思いますので、どうで

しょうか。 

  ちょっと皆さんにお諮り願いたいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） いまのご意見は、討議をどの場所で、どのタイミングで、ど
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こで行うか、今金町議会では残念ながら討議ということでは、討論は採決の前に行っ

ておりますけれども、討議という形では行っておりません。 

  ですから、このことは前文にも書いてあります。 

  それぞれに討議という言葉が出てきています。 

  ですからこの実際をどう捉えて、どう実行していったら良いのか、これも大きな課

題だと思いますので、もし皆さんからご意見があれば、お伺いしたいと思います。  

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 先程の同僚議員からの発言と、私は同じ意見でございまして、

１番基本条例を作って、１番やっていないことが、いま指摘された部分だと思うので、

自由で闊達な討論、議論をどこでやるかっていうのは、やっている行政もあるわけで

すから、そこを勉強しながら、色んな勉強の機会を探りながら、今金町議会としてど

うするかっていうふうな方向で進めていただければと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 他、この件に関してご意見ありませんか。 

  闊達に討議を行おうということで、基本条例の中で謳っております。 

  しかし、実態は残念ながら行っていないと、これから行う為にはやはり討議の場と

いうものを作る必要があるだろうというご提案であります。 

  課題として位置付けて調査をするということでよろしいですか。 

  それでは、いま先進地のお話も出ました。 

  それも含めて、今後対応して、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

  それでは第４条残っておりますけども、１１時まで休憩をいたします。 

 

休憩  １０：５０ 

開議  １１：００ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議いたします。 

  休憩前に第４条、町民参加及び町民との連携ということで、それぞれ課題を出して

いただいています。 

  討議については、今後においても、どのような形で行っていくか、それぞれの皆さ

んのお考えをまとめておいていただきたい。 

  討議はよろしいですか。 

  他に、この第４条で検討するべき課題等があれば、ご提案をいただきたいと思いま

す。 

  この中ではインターネット中継、町民会議・住民会議の在り方、それから討議の在

り方ということで課題が整理されております。 

  この他にあればお伺いいたします。 

  次、進んでよろしいですか。 

  次、第３章、町長等と議会及び議員の関係、町長等との関係、第５条であります。 

  朗読をいたさせます。 
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○事務局長（成田光康君） 町長等の関係、第５条、議会の本会議及び委員会（以下「本

会議」という。）における一般質問及び緊急質問並びに議案審議の際の議員と町長等

との質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行う。 

  ２項、議長から本会議への出席を要求された町長等は、前項に規定する議員からの

質問、質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。 

  ３項、議員は、二元代表制の充実と町民自治の観点から、法定以外の執行機関の諮

問機関、審議会等の委員に就任しない。 

○委員長（山崎 仁君） 第５条であります。 

  まず質問の仕方が一問一答であるということ、それから町長等は職員も含むという

ことで、町長等に反問権を与える、更に、法定以外の執行機関の諮問機関、審議会の

委員に就任しない、このことであります。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） ３番の二元代表の視点から、法定以外の執行機関からの撤退を

議運の中で議論して決めた経過があるんですけれども、私はですね、いまだに疑問を

持っている点がここなんですけども、やはり今金町も人口が減少して、町づくりの為

にこういうスタンスで本当に良いのかどうかっていうのは非常に疑問とするところ

ですよ。 

  これが皆さんの意見を持ってこういうふうになったとした場合に、色んな情報をど

うやって共有するのかっていう、そのことがこれからこれを本当に守ってやるとすれ

ば、再検討の必要はないとなれば、どうやっていままで諮問委員会からの情報を出し

てくるかというのは、非常に自らが勉強をしないと中々それについていけないという

気もするんです。 

  その辺の議論はもう１度、皆さんですべきかなという気がするんですけど、いかが

ですか。 

○委員長（山崎 仁君） 第３項にある執行機関の委員には就任しないということであ

ります。 

  このことは見直しにあたって議運で協議をし、先進地視察もしながら皆さんにお諮

りをし、決定をしたことであります。 

  いま向井委員から、このような発言がありましたけれども、他の委員からの発言が

あればお願いをいたします。 

  この件に関しては任期満了をもって、次期は就任をしないということで、２年前に

決めております。 

  いま残っている委員というのは何が残っていますか。 

○４番（向井孝一君） 農林業振興会議とか。 

○委員長（山崎 仁君） 農林業振興会議の任期はいつまでですか。 

  この３月いっぱいということで。 

任期は２年ですか。 

○４番（向井孝一君） ３年か、２年だと思ったな。 
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○委員長（山崎 仁君） ここにある法定以外という、法定は都市計画審議会で議長が

委員として就任しているようであります。 

  この他の法定以外のもの、国保運営協議会の委員もこの５月までの確か任期が残っ

ているようです、これは２年任期ですね。 

  川上委員。 

○９番（川上絹子君） 今年で終われるのかなと、５月ですか、最後の会議が定例会前

に１回あって、それで終わりです。 

○委員長（山崎 仁君） いま残っているのは国保運営協議会、５月任期で満了という

ことであります。 

  他は農林業振興会議、これは正副議長と産業教育常任委員会の正副委員長というこ

とだというふうに思いますけれども、任期は 

○４番（向井孝一君） ３月いっぱいだと。 

○委員長（山崎 仁君） ３月いっぱいですか。 

  任期２年ですか。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 １１：０８ 

開会 １１：１７ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議をいたします。 

  只今、第５条３項、二元代表制の充実と町民自治の観点から、法定以外の執行機関、

の委員に就任しないというところで、ご意見をいただきました。 

  このことに関して、見直すべきだというご意見もあるようですが、他の委員からご

意見を伺います。 

  いかがですか。 

  このことについては、今任期が始まる時に議長から諮問をいただき、議会運営委員

会で先進地を視察をし、協議・決定をし、基本条例の改正を皆さんにお諮りをし、全

会一致で決定したものです。 

  これを決めてからまだ１年が経っていない。 

  この中で見直しということは、どのように皆さん捉えられるのか。 

  小川委員。 

○２番（小川ひとみ君） この条例自体の変更という考え方ではなくて、課題としてそ

ういう諮問機関からの情報をどのように集めるべきかということの課題として、私は

考えていけば良いのかなと思いました。 

○委員長（山崎 仁君） 委員に就任しなければ情報が途絶えると、このことが議会と

していかがなものかということですけれども、それであればそれに合うような会議体

を作るなり、常任委員会を活用するなり、合同委員会を活用するなり、情報をいただ

く方法は幾らでもあると思うんです。 
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  委員に就任された方が議会に戻って、議員全員にこういうことがありましたってい

う説明をいままでしたことがあるかどうか。 

  その委員に就任して、情報をいただくのはその人だけで、他の委員が知らないとい

うのは、これは言っていることとちょっと違うような気がする。 

  ですから小川委員から発言があったように、私はこの第３項に関しては、このまま

にしておいても、理事者側から情報をいただくためにはどうしたら良いかということ

を、ここで協議をしていただければというふうに思うんですけれども。 

  これは課題として整理してよろしいですか。 

  それでは町長等との関係、第５条の中で行政情報をどのように議会にお知らせをい

ただくか、こういう課題として整理してよろしいですか。 

  他に、第５条の中で何かあれば、この第５条についても、第５条第３項に関しても

地方自治法の改正によって、もし何か変更があれば、これは見直すということも有り

得るとは思いますけど、いまの時点はこのままでという考えでよろしいですね。 

  次に進みます。 

  第６条、町長の政策等の経過過程の説明、局長に説明、朗読をいたさせます。 

○事務局長（成田光康君） 町長の政策等の経過過程の説明、第６条、町長は、議会に

計画、政策、施策、事業等（以下「政策等」という。）を提案するときは、政策等の

水準を高めるため及び町民への公開のため、次の各号に掲げる事項を説明するように

努めなければならない。 

  １号、政策等の発生源。 

  ２号、検討した他の政策等案の内容と比較。 

  ３号、総合計画における根拠及び位置づけ。 

  ４号、関係する法令及び条例等。 

  ５号、政策等の実施に関わる財源措置。 

  ６号、将来にわたる政策等の維持管理を含めた財源計画。 

  ２項、議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、立案、執行における

論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努める

ものとする。 

○委員長（山崎 仁君） 第６条であります。 

  これは政策が発生した場合には、政策提案調書を提出いただきたいという、こうい

う中身であります。 

  いかがですか。 

  このことは継続して求めていくという、よろしいですか。 

  今後においても、政策提案調書を議員に示してしっかりした説明をしていただきた

いというのがここに示されているもんでありますから、もし課題になるようなものが

あれば、また追加で発言をいただきたいと思います。 

  これはよろしいですね。 

  次、第７条、予算・決算における政策説明資料の作成、局長に朗読いただきます。 
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  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 予算・決算における政策説明資料の作成、第７条、町長は、

予算案及び決算を議会に提出し、議会の審査に付するに当たっては、前条の規定に準

じて、施策別又は事業別の分かりやすい政策説明資料を作成するように努めるものと

する。 

○委員長（山崎 仁君） この事は、前条で述べました、政策事業調書これとそれから

決算等においても分かりやすい説明資料を作っていただきたいという。 

  徳田委員、決算説明資料が変更になったのは何年でしたっけ。 

  縦型の見やすいというか、変わりましたよね。 

  理事者側では電算に変わって様式が若干変わったようでありますけれども、見やす

い資料かどうかというのは、それぞれ皆さんで資料の精査をいただきたいと思います。 

  ここはよろしいですか。 

  それではこのように進めたいと思います。 

  第８条、議決事件の追加であります。 

  これは自治法の改正によって議決事項の要件が若干変わっており、削除もされてお

ります。 

  変更したところを局長に朗読をさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 議決事件の追加、第８条、議会は、町民の代表機関として

の責務を果たすため、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表

機関である町長の政策執行上の必要性などを考慮し、必要と認めるときは、法律第９

６条第２項の規定により議決事件を追加することができるということで、個別の計画

の部分については削除となっております。 

○委員長（山崎 仁君） この件に関しては追加できるということで、議会では追加を

していません。 

  以前に追加していたものは、削除したという、自治法の改正によりこのように取り

扱っているということです。 

  よろしいですね。 

  次に、第４章、第９条、徹底した討論による合意形成、局長に朗読をいたさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 徹底した討論による合意形成、第９条、議会は、議員によ

る討論の場であることを認識し、議長は、議員相互間の討議を中心に運営をいなけれ

ばならない。 

  ２項、議会は、本会議において議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関し

て審議し結論を出す場合、議員相互間において十分な討議、議論を尽くして合意形成

に努めるとともに、その結果について町民への説明責任を十分に果たさなければなら

ない。 

  ３項、議員は、自由、闊達な討議を経て政策、条例、意見等の議案を提出を積極的
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に行うように努めるものとする。 

○委員長（山崎 仁君） 第９条であります。 

  先程出ました討議ということも、ここは討論という、討論の広場ということであり

ますけれども、ここのところも、先程と併せて課題として議論をいただきたいという

ふうに思います。 

  それによってこの条例が変わるのかもしれませんし、課題として整理をしておきた

いと思います。 

  よろしいですか。 

  次に進んでよろしいですか。 

  次、第１０条、委員会の適切な運営、局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 委員会の適切な運営、第１０条、議会は、社会経済情勢等

により新たに生じる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性

を生かし適切な運営に努めなければならない。 

  ２項、議会は、委員会が受ける法的制約を超えて、町政の諸課題に柔軟に対応する

ため、第４条第２項に規定する町民会議を開催するものとする。 

○委員長（山崎 仁君） 朗読いただきました。 

  この第１０条に関して、ご意見、課題等があれば。 

  いかがですか。 

  ここで謳っている第１項に関しては、常任委員会、特別委員会の専門性、その中に

合同委員会というものも恐らく入るのかなと思います。 

  いまの合同委員会の開催方法、それぞれ常任委員会において理事者側からこの件に

関しては合同委員会を予定していますから説明を省略しますと。 

  このことが冒頭に話があって、のちに議運で合同委員会の開催を決めると。 

  いまの進め方が良いのか悪いのかも含めて、皆さんからご意見をいただき、課題と

して整理したいんですけどよろしいですか。 

  合同委員会の開催について。 

  よろしいですか。 

  併せて、いまの３常任委員会制、所管委員会が２委員会で、広報発行常任委員会、

これで３常任委員会です。 

  複数所属が可能になるということ、それから先程冒頭にありましたように、この条

例制定に至る経緯を色々踏まえながら、常任委員会の在り方というものを課題として

整理をしたいという。 

  よろしいですか。 

  それでは、委員会の在り方を含めて課題とすることにいたします。 

  他にありませんか。 

  次、進んでよろしいですか。 

  次は、第１１条です。 

  局長、成田君。 
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○事務局長（成田光康君） 議会図書室の設置、公開、第１１条、議会は、議会図書室

を設置するとともに、これを議員のみならず、町民、町長等の利用に供するものとす

る。 

  ２項、議会図書室は、議会事務局が適切な管理に努めるものとする。 

○委員長（山崎 仁君） 第１１条、議会図書室の設置、公開であります。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 １１：３２ 

開議 １１：３３ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議をいたします。 

  議会図書室に関しては、それぞれ課題もあるようであります。 

  今後の協議の中で取り組みを考えていきたいと思います。 

  よろしいですか。 

  そのようにいたしたいと思います。 

  次、進んでよろしいですか。 

  次、第１２条、議会事務局の体制整備、強化。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 議会事務局の体制整備、強化、第１２条、議会は、議会及

び議員の政策立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化す

る。 

○委員長（山崎 仁君） 第１２条では、事務局の体制を整備する事と強化をする、こ

のように謳っております。 

  このことに関しては、議会事務局、いまは局長、係長、２名プラス臨時職員であり

ますけれども、役場場内でも有数な有能な方がここに来られております。 

  是非、今後ともこのような体制で、更に強化いただくためには議長の考えもあろう

かと思いますので、よろしいですか。 

  それでは次、第１３条、議員研修の充実強化、局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 議員研修の充実強化、第１３条、議会は、議員の資質及び

政策立案能力の向上を図るため、議員自らの企画・立案により任期中における議員研

修を開催するものとし、その結果を議会及び議会広報等で町民に報告するものとする。 

  ２項、議会及び議会事務局主催による議員研修の充実強化を図り、この条例の理念

を議員に浸透させるように努めるものとする。 

  ３項、議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等と

の議員研修会を積極的に開催するものとする。 

○委員長（山崎 仁君） １３条、議員研修の充実強化、これは最もこの中でも強く謳

われるところかなと思います。 

  議員研修についても、課題として整理をしておいてよろしいですか。 

  第１３条について、次の機会に課題として協議いただくということでよろしいです
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か。 

  それではそのように進めたいと思います。 

  次、第１４条、議会広報の充実、局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 議会広報の充実、第１４条、議会は、議会広報の発行に当

たり、情報技術の発達を踏まえて多様な広報手段の活用により、充実した内容で、町

政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に町民に対して周知するとともに、併

せて町民からの意見や要望等を取り上げ、その内容と対応等を定期的に町民に周知し、

町民に親しまれ、説明責任、情報公開、情報提供の方策に重要な役割を果たす有効な

議会広報となるように努めるものとする。 

○委員長（山崎 仁君） これも課題として位置づけをし、今後、協議をいただくとい

うことでよろしいですか。 

  次、第１５条、議員定数及び議員報酬であります。 

  局長に朗読いたさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 議員定数及び議員報酬、第１５条、議員定数（以下「定数」

という。）及び議員報酬（以下「報酬」という。）は、別に条例で定める。 

  ２項、定数及び報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点、町政の課題及び将来

展望、議員に求められている役割や責務、町民の多様な意見の反映等を十分に考慮し

なければならない。 

  この場合において、参考人制度、公聴人制度又は第三者機関等による議員活動の客

観的な評価等を参考にすることができる。 

  ３項、定数及び報酬の改正は、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさ

なければならない。 

  ただし、報酬の改正に当たっては、今金町特別職報酬等審議会条例（昭和４３年今

金町条例第４号）に基づく審議会の意見を聴取した上で提案するものとする。 

○委員長（山崎 仁君） 第１５条であります。 

  これは議員の定数、報酬ということで、課題となるということに、前回もまとめて

おりますけども、課題ということで整理してよろしいですね。 

  次に、第１６条、議員の政治倫理であります。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 議員の政治倫理、第１６条、議員は、町民全体の代表者と

してその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく町民や地域への影響力を不正に行

使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。 

○委員長（山崎 仁君） １６条、議員の政治倫理であります。   

  これはこのままでよろしいですか。 

  では政治倫理、１６条は現状このままということで。 

  次、最高規範性、第１７条であります。 

  局長、成田君。 
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○事務局長（成田光康君） 最高規範性、第１７条、この条例は、議会運営における最

高規範であり、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則等を制定してはならな

い。 

  ２項、議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し運用

する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。 

○委員長（山崎 仁君） 第１７条、最高規範性であります。 

  これも見直す必要は、よろしいですか。 

  では見直しの課題というよりも、これを尊重するということで考えたいと思います。 

  次、最後、議会及び議員の責務、第１８条であります。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 議会及び議員の責務、第１８条、議会及び議員は、この条

例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して

議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果た

さなければならない。 

○委員長（山崎 仁君） 第１８条、議会及び議員の責務であります。 

  これも尊重していくということでよろしいですか。 

  第１９条、見直し手続きであります。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 見直し手続き、第１９条、議会は、この条例の目的が達成

されているかを議会運営委員会において検討するものとする。 

  ２項、議会は、前項の検討の結果、条例、規則等の改正が必要と認められる場合は、

この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。 

  ３項、議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、

本議会において改正の理由及び背景を説明しなければならない。 

○委員長（山崎 仁君） 最後の見直し手続き規定であります。 

  これは第１９条、議会運営委員会において検討をする。 

  そののち、全議員にこの事を周知し、本会議で決定していくという手続きを示して

おります。 

  これもこのまま尊重してよろしいですね。 

  これで全て１９条までであります。 

  更に、附則の中で経過措置が、先程発言があった委員就任についてがここに明記さ

れております。 

  よって任期が満了するまでの間は適応しない。 

  任期満了までは現状のままということで、ここに謳っております。 

  ここまで、１９条まで駆け足ですけども、課題として何点か整理をいただきました。 

  この課題と、それから本日この基本条例の解説付きと、それから基本条例制定の経

緯についての資料をお渡しいたしました。 

  当日配布ということですので、皆さんこれから精査をいただきながら、課題となる
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ものがあれば次回の委員会でご提案をいただきたいと思います。 

  そういう進め方でよろしいですか。 

  基本条例の検証と課題ということで、まず議題の１を終了してよろしいですか。 

  次、その他であります。 

  その他、次の会議の開催についてでありますけれども、暫時休憩をいたします。 

 

休憩 １１：４４ 

開議 １１：４５ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  その他、次回の開催でありますが、皆さんがご都合良ければ、２月の２０日午前１

０時本会議場を予定したいと思いますけれども、よろしいですか。 

  では次回、その日程、時間で開会をしたいと思います。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 我々古い議員というのは、町村議長会から出てきた、在るべき

姿というのは持っているわけでありますけれども、新しい議員さんというのはこれは

見ていないわけなんですよ。 

  それでいまどういう形か改定されて出ているかどうかもわかりませんけれども、何

かこれらの参考になる資料を取り寄せて、新しい議員さん方に配布して、議員はどう

あるべきかということをもうちょっと勉強してもらったら良いんじゃないですか。 

○委員長（山崎 仁君） 分かりました。 

 在るべき姿ということでは、確か平成１９年に出たものを参考にして、この基本条例

を作っています。 

  そのご、改訂版があるかどうか、それも含めて事務局でちょっと調べてもらって、

もしあれば事前に配布できるような形を取りたいと思います。 

  よろしいですか。 

  他に必要と思われる資料があれば、ここでご発言をいただきたいと思います。 

  次回の委員会では、個別の課題について皆さんから積極的なご意見をいただきなが

ら、課題解決、議論を進めて行きたいと思いますので、資料の精査をいただきながら

望んでいただきたいというふうに思います。 

  いかがですか、閉会してよろしいですか。 

 

     ◎閉会の宣言 

○委員長（山崎 仁君） それでは本日の特別委員会はこれをもって閉会といたします。 

  どうもご苦労様でした。 

 

閉会 １１時４７分 
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署名委員 

 

 

 

  平成２９年 ２月１０日 

 

 

 

    委 員 長 


