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開議 １０時００分 

 

    ◎委員長挨拶 

〇委員長（山崎 仁君） 皆さんこんにちは。 

  何かとお忙しい中、第４回特別委員会に出席をいただきありがとうございます。 

  本日、この時間から始めまして、更に４時から特別委員会がもう１つ予定をされて

いるので、できれば３時半くらいを目途に、この委員会を終了したいと思いますので、

ご協力方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） 村上君より、遅刻の届出があります。 

  只今の出席委員は１０名で定足数に達しておりますので、第４回議会改革活性化推

進特別委員会を開会いたします。 

  これより議事に入ります。 

  始めに議題１ 課題の具体的な検証についてを議題といたしますが、その前に 

 前回資料として分権時代に対応した新たな町村議会の活性化方策、徳田委員より資料

として手に入らないかということだったんですけれども、何せ平成１８年と２１年の

資料であります。 

  いまこの時点で、手に入るのは不可能だということでありますので、まずそれをご

報告します。 

  更に、これ手元にありますから、もし必要であればこれを見ていただければ結構か

なと思います。 

  このことを参考にして、前回配布をいたしました活性化への道という、この中に全

て考え方を網羅してあります。 

  これも併せて、参考にしていただければというふうに思います。 

  それでは課題の具体的な検証について入らせていただきます。 

  使う資料は、前回の基本条例の解説付きの資料、それからいま言った、今金町議会

活性化への道、経緯と展望、この２枚を使いながら進めて行きたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

  まず１つずつ、１条ずつ現状と課題となるもの、これを前回出していただきました。 

  このことを参考にし、考え方があれば改めて出していただきながら、進めて行くと

いうことになります。 

  なお、のちでも構いませんから、思いついた時に発言していただければと思います。 

  まず、基本条例の前文であります。 

  この前文については、今金町議会の条例の中でも前文があるというのは、これだけ

だというのは前回もお話をしました。 

  この内容について、何か気の付いたところがあれば、ご指摘をいただきたいと思い

ますけれども。 
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  よろいしいですか。 

  考え方はこういうことで、基本条例を作成したということです。 

  併せて、第１章、総則、目的、第１条、これらについても議会運営の基本事項を規

定しているということであります。 

  この辺、よろしいですか。いかがですか。 

  では次２ページで、議会の活動原則、ここの部分第２条では議会公開、議会を公開

するということをここに謳っております。 

  この考え方、これについてはご異議ありませんか。 

  このことを根拠にして、こののちに出てきますネット中継、場内用テレビ、ＤＶＤ

の貸出等のこの根拠となるものであります。 

  よろしいですか。次に進んでよろしいですか。 

  次、第３条、議員の活動原則、この中で討議という闊達な討議ということが出てお

ります。 

  これは先だっての定例会においても討議という形で初めて行われました。 

  これはもう、議長の進めの中で大いにやっていただければ良いというように思いま

すけれども、そのことに対してご異議はありませんか。 

  よろしいですか。 

  闊達な討議をするということで。 

  ではそのように第３条はお願いをいたします。 

  次、第４条、町民の参加と町民との連携です。 

  この中に謳われているのが、ネット中継、テレビ、それからＤＶＤの貸出等の根拠

となるものであります。 

  先程の、第２条は実行するための根拠となるもの。 

  それからこれは具体的にそれを実現するためのものであります。 

  この中で、第４条第１項の中で議会の活動公開する、これは全てにおいてこれから

公開をして行くことは、活性化への道の中にも謳ってあります。 

  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し、という

ことで書いてあります。 

  現状はインターネット中継されておりませんけれども、ＤＶＤの貸出、それから庁

内でのテレビ中継、これが行われております。 

  目標として、インターネット中継ということで課題としてありました。 

  このことに何かご意見ありませんか。 

  インターネット中継については、まだ実現をされていません。 

  しかし、基本条例を制定してから１０年であります。 

  目標として、インターネットを活用した議会のライブ中継が理想であるというよう

に表現をされております。 

  ライブ中継については、今後、取り組みを行うということの考え方でよろしいです

か。 
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  具体的な方法等に関しては、もう少し調査をしなければなりませんけれども、取り

組みをするということで、よろしいですか。 

  インターネット中継については、せたな町でもう既に実行しているようであります。 

  資料の照会をしているところであります。 

  近隣ということもあり、資料をいただきながら視察ということも可能かなというふ

うに思いますけれども、その前にこのインターネット中継に取り組むということで、

進めてよろしいですか。 

  向井君。 

○４番（向井孝一君） インターネット、将来的に考えた場合に私も賛成なんですが、

現実的には今金町の光ファイバーのエリアっていうのは、まだまだ小さいということ

で、例えば利用することを考えた時に、今金町民の何パーセント利用するかってこと

もやはり調査しないと、単純にはいかない問題だなという気がするので、テーマとし

ては良いと思うんだけども、その辺の調査をきちんと踏まえた上でやっていかないと

まずいのかなという気がするんですよ。 

○委員長（山崎 仁君） このネット中継に取り組むか取り組まないかで対応が全く変

わってくる。 

  いま言われたことは、取り組みをするという前提で調査をしなければ進みません。 

  ですから、最初に取り組まないのであれば調査をする必要が全くないと。 

  そこのところを皆さんにお諮りをしています。 

  ですから、これに取り組む、結果的に実現できるかどうかというのは調査の結果だ

と思うんですけれども、取り組みをしなければ調査になりません。 

  いかがですか。 

  取り組みをするということでよろしいですか。 

  それではインターネット中継については、取り組み調査をするということで、今後

進めて行きたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

  それからこの中で場内のテレビは、現状場内のテレビ中継は３ヶ所、議員控室、議

会事務局、それから下のロビーと３ヶ所に中継をしています。 

  それから、それらを映したＤＶＤの貸出も行っている。 

  更に会議録についても、公開をしておりますのでここのところはネット中継という

ことを主に取り組んで調査をしていきたいというふうに考えます。 

  それから、第２項については町民会議、住民会議の考え方をここに載せております。 

  具体的な開催要項については、別に設けてありますけれども、町民会議、住民会議

これについての考え方、何かあればご指摘をいただきたいと思います。 

  いかがですか、町民会議、住民会議、いままで通りの進め方、取り組みでよろしい

ですか。 

  小川委員。 

○２番（小川ひとみ君） 町民会議なんですけど、議会が主催するのは町民会議ですよ

ね。 
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  町民会議なんですが、町民の方からやっぱり大きくボンとやると中々そこに行って

意見を言うっていうのが中々難しいから、もしできることならば、何かこうそれぞれ

の自治会単位でこうやってくれるという形をとってくだされば、そこには色んな人が

集まって、そこで色んなことが具体的に言えるんじゃないだろうかっていうのは良く

お聞きしているので、全部が全部とは言わないんですけど、何かそういう何回かやれ

るような、凄く小規模というんですか、中規模というのか、そういうことも取り組め

たら良いなと思っています。 

○委員長（山崎 仁君） 小川委員、住民会議について何かありますか。 

  求めに応じて、こちらから出向いて行って。 

○２番（小川ひとみ君） 住民会議は、いま闊達に利用というか、町民の方からやって

下さることで、どんどんそういうシステムがあるっていうことがわかると思いますの

で、いまそれに対して議会の方がきちんと対応しているので、そういう経過をきちん

と残していけば、まだ色んな方から、是非にっていうことも上がると思いますので、

いまの状況では良い方に向かっているように思っております。 

○委員長（山崎 仁君） いま、小川委員から町民会議、住民会議それぞれご意見が出

されました。 

  これに関して、皆さんからまだご意見があればお伺いをしたいと思います。 

  いかがですか。 

  町民会議については、複数の会場で行ったら良いのではないかという、こういうご

提案であります。 

  毎回、年に１回開催をするということでは、毎回テーマをどうするということでは、

色々試行錯誤しているわけですけども、これについてももう少し掘り下げて課題とし

て、中身をご協議いただくということでよろしいですか。 

  それでは町民会議併せて、住民会議もまた新しい考え方も出るかもしれません。 

  町民会議、住民会議というものを、今後、更に協議を進めるということでよろしい

ですか。 

  次、３項に参考人及び公聴会制度を十分に活用ということでは、まさしくこののち

に参考人として特別委員会でお話を聞く機会があるようであります。 

  これも注目をするわけでありますけれども、これはよろしいですか。 

  併せて第４項、これも請願及び陳情、町民による政策提案、いわゆるそれを基に参

考人制度を活用するということですから、３項、４項、よろしいですね。 

  ５項については、広報等を通して町民に様々な議会の状況を報告するという。 

  第４条の中ではこのようなことで、課題を整理してよろしいですか。 

  それではそのように決定をいたします。 

  次、第３章、第５条第１項は一問一答方式を取り入れるということで、それから第

２項は反問権を与えるということ、第３項では行政委員会委員への就任をしないとい

うことで、一問一答方式はいままでの状況でよろしいですか。 

  それから反問権もよろしですね。 
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   一問一答、反問権、更に３項の行政委員会委員への就任をしない、よろしいです

か。 

  発言があるのであれば挙手をして発言をいただきたい。 

  よろしいですか。ではそのように整理をしたいと思います。 

  次に第６条、町長の政策等の経過過程の説明、これは政策事業調書ということで、

理事者側から提出をされているものだというふうに思っております。 

  よろしいですね。 

  次、第７条、これは先程の第６条を受けて第７条で政策事業調書、政策説明資料を

作るように、これは決算成果表も同じであります。よろしいですね。 

  次、第８条、これは議決事件を追加することができるという条文であります。 

  これもよろしいですね。 

  次のページ、第４章、第９条、ここにありますように討議ということが、議長は議

員相互間の討議を中心に運営をしなければならない、これは議会運営の中の取り進め

方、討議を中心に考えていただきたいという、よろしいですね。 

  次、第５章、第１０条、委員会の適切な運営、これは委員会の専門性ということで

は、常任委員会がいまは３常任委員会があります。 

  更に全員協議会ということでは、議長招集の会議もあるわけですけれども、いかが

ですか。 

  いま、３常任委員会それぞれ設置をされているわけですけれども、委員会の在り方

について再度協議をするということで、よろしいですか。 

  そのように調査をし、進めることでよろいしですか。 

  このことについては、今金町議会委員会条例の中で、常任委員会がそれぞれ設置を

決める根拠となっております。 

  ですので、ここで協議をすることは、委員会条例にも関わってくるので、のちに資

料を渡しますけれども、委員会条例も十分に調査をしながら次に備えていただきたい

というふうに思います。よろしいですね。 

  次、議会図書室の設置、公開、これもよろしいですね。 

  では、議会事務局の体制整備、これもよろしいですね、１２条です。 

  １３条、議員研修の充実強化、これは議員研修等を規定したものでありますけれど

も、このことに関しても、今後、掘り下げて調査をするということで、よろしいです

ね。 

  １４条ですが、議会広報の充実、これについても調査をする、課題とするというこ

とで、よろしいですね。 

  次のページ、議員の身分、待遇、政治倫理、議員定数及び議員報酬、これも調査を

するということで、前回の委員会で課題を出していただいて整理をしたんですけれど

も、ここで再度課題ということでお聞きをしてますから、重なるところはありますけ

れども、ご理解いただきたいと思います。 

  定数、報酬も調査をするということでよろしいですね。 
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  次、議員の政治倫理、このようにお願いをします。 

  それから、最高規範性、このこともご理解をいただきたいと思います。 

  それから議会及び議員の責務、よろしいですね。 

  最後、１９条に見直しの手続き、これは議会運営委員会において検討する。 

  今回は特別委員会を設置したので、この皆さんで内容を調査するということですの

で、よろしいですね。 

  それでは具体的な中身に次は入って、まず最初にインターネット中継このことです

けども、実際にどのようなものかというものは、先程、光ファイバーの通信網の設置

ということでありましたが、どのようにこのことを調査していけばよろしいか、ご提

案があればお聞かせをいただきたいと思います。 

  資料もそうですし、近隣での実態があるということでは、現地調査も可能だと思い

ます。 

  岸委員。 

○１番（岸 徹也君） 今後の議会活動の公開ということを考えれば、インターネット

中継というのは、私は必要になるのかなというふうに考えているんですけれども、今

後は資料請求も含めて、先程、委員長もおっしゃっていましたけれども、せたな町で

も何やらユーストリームというものを使いながらインターネット中継をしていると

いうことも耳にしておりますので、そういった先進地に視察に行くということも、こ

れは必要だろうと考えます。 

○委員長（山崎 仁君） 他これに関連するご意見ありませんか。 

  局長から視察についての手続きについて説明をいたさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） いま特別委員会の近隣町への行政視察という形の発言がご

ざいましたが、この間の手続きとしましては、定例会において議員の派遣ですとか、

委員会の派遣ですとか、その辺の手続きを経なければ行政視察、基本的にできないこ

とになっておりますので、その辺でご理解願いたいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 具体的に言うと６月定例会で議員の派遣を議決をし、それか

らということになります。 

  それまでに資料を集めるのは可能でありますし、それからせたな町もそうでありま

すが、もし他の項目で多方面に視察をするということがあるとすれば、そちらにもし

似たような所があれば、それも視野に入るということでは視察が必要であれば、その

行先等をこれから、せたな町も含めて協議をいただきたいと思いますけれども、手続

きはよろしいですね。 

  議員の派遣ということで。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） きょうの特別委員会というのは、この１年をかけて１２月定例

に向けてのどういう課題をどうするのかっていう課題だけしかできないと思うんで

すよ。 
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  前にも言ったように、例えば視察ということになると、それ１ヶ所ばかりではなく

て、通年議会だとか、色んな課題が出てくるのでそれらをきちんと整理した上で視察

という日程を組むと思うんだよね。 

  １ヶ所、１ヶ所、視察ということにはならないので、その辺は何点か皆さんから問

題提起をして視察先の、するのか、しないのかを含めて議論していただければと思い

ます。 

  それと、きょうのやはり特別委員会の進め方ですけども、参考資料として勝浦町の

通年議会のあれもありますけども、皆さんから出していただいて、そのあとにやはり

どっかの時点で、前にも私言いましたけれども、道の事務局長をやっていた勢旗さん

を呼んで勉強会をまずやるということから、私は始まっていただきたいなと思います。 

○委員長（山崎 仁君） この特別委員会の進めは前回もそうでありますが、今回も先

程言いました、課題をまず皆さんに出していただく、その課題の中身について具体的

に何を調査しなければならないか、具体的に出していただきたいと言っています。 

  ですから、ネット中継が課題であれば視察が必要だよという課題を出してもらいま

した。 

  今度は、行先がどうなるのか、それからいまいう手続き的にどうなのかということ

であります。 

  ですから、どんどんご意見を出していただければ良いと思います。 

  それから、勢旗さんを講師にというお話ですけれども、これはまだ勢旗さんに何を

講演していただくかということは、決まっていません。 

  それから、勢旗さんは以前に来て、１回講演をしていただいております。 

  ですから、そのことがまた来ていただくだけのテーマになるかどうか、これも今後

の進めの中で発言をいただきたいと思います。 

  それから、視察の箇所についても、当然、もしこれが視察を具体的に行うとなれば、

やはり１ヶ所、２ヶ所なのか、３ヶ所、４ヶ所なのか、必要に応じて視察の行程も変

わるでしょうし、それはまだこれから課題を出していただいたのちに、決まるもんだ

というふうに委員長は理解していますから、いまこの時点での話では中々ならないと

いうふうに思います。 

  委員長から皆さんに、課題それから考え方をどうしますかというお尋ねをしている

わけですから、どんどん発言をいただいて、それらを進めていただきたいと思います。 

  いかがですか、ネット中継については具体的に近隣町でやっているわけですから、

これとても手続きは必要ということでは、資料をまず事前にいただきながら、視察が

必要なのかっていうことも含めて、取り組んで行くということでよろしいですか。 

  それから次に町民会議、住民会議であります。 

  まさに町民会議については、参加人数が伸び悩んでいるというのは、これは現実だ

というふうにも思います。 

  これを先程ご提案があったように、分散化してやっている先進事例もあるようであ

りますし、栗山町あたりでは何ヶ所かに分けて出前でやっているようであります。 
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  それから、厚沢部町でもそのような出前でやっているという経過もあるようであり

ます。 

  先進事例は色々あるようであります。 

  多分、町民会議の参加人数についてはそれぞれご苦労をなさっていると思いますの

で、そういうところも例えば栗山町ではどうしているとかって、これも視察をしなが

らでも考えられますし、委員長ばっかり喋ってないで皆さんから発言を下さい。 

  川上委員。 

○９番（川上絹子君） 町民会議、住民会議、凄く良いことなんだけども、町長じゃな

いために聴き置くだけの会議にいつも終わってしまう形になってしまって、提案権は

町長にあって、執行権も町長にあって、私達がもし町民の意向をたくさん聞いても、

はいやってあげますよという言葉が出せないっていう辛さから、おそらく住民の人も

言っても、何かできるわけじゃないし、だから言ったってしょうがないというのが答

えの一部にあるような話を聞きました。 

  町長とかのお茶コンとかと違った形なので、町長の場合だったらお茶コンとかで、

おおやってやるぞって言う答えが出せるから、やっぱり町長のお茶コンにはみんなが

出席率が良いのかなと、そういうふうに思います。 

  私たちは聞いても、本当にその答えの出し方がはっきりと明確にやってあげられる

よということが言えないっていう辛さがあるので、この住民会議ただ出向いて聞くだ

けというのも、ちょっと辛いものもありますので、この辺をちょっと十分にみんなと

意見交換して、この辺、慎重に進んで行った方が良いかなと思っています。 

○委員長（山崎 仁君） そこのところが難しいというふうに思うんですよ。 

  ただ、第２項にあるように町民から広く意見要望等を聞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、いわゆる議会主催の町民会議を開催する。 

  これは、参加者からいただいたご意見を、私達議員個々並びに議員議会全体として

課題として捉えて議会活動に生かすという、そういうことですから。 

  執行権、予算権を持っていませんけれども、議会としての活動には十分参考になる

んだろうなというふうに思いますので、これも含めてまた複数個所で実施をするとい

うのも含めながら、調査を進めて行きたいというふうに考えています。  

  いかがですか、これ先進事例とかも調査をするという、具体的にどんなやり方をし

ているのかというのは。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） いま町民会議のことで、川上議員から発言があったんですけど

も、その町民会議の主たる目的っていうのは、町民から聞いて何かをしてあげるとい

うことではなくて、町民から出された意志あるいは意見等を町政において反映してい

く、これは栗山町ホームページで調べますと、各町内会なり自治会なり業種なりとい

うふうにして出前でやっています。 

  そこで出された意見を、例えば所管である委員会で討論してそれを一般質問でもっ

ていくという方法を、手法がかなり占めています。 
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  つまりは、町民の代表である我々二元代表の１人として、町民がいま何を求めて、

何をやってくれといっているのか、例えば予算にかかわる問題というのは、中々我々

は言えないと思うんですよ。 

  ただ、町政の方向性について所管ごとに議論をして行くってことは可能であるし、

このことがなくなってしまうと、基本条例の根幹にかかわるものだと私は思うんです

けど。 

  足りないまだ。 

○委員長（山崎 仁君） 足りる、足りないというよりも、それは向井委員のご意見で

あって、他の委員さんのご意見はまた違うかもしれないし、ですからどんどんご自分

の考えていることがあれば、意見として出していただきたいと、ただ、町民とのそう

いう機会を持つ、そのことによって、課題となるものを個々の議員が整理をしながら、

議員活動に生かしていく、それはさっき言った向井委員がおっしゃった、一般質問に

繋げていくというのはこれもあるだろうし。 

  小川委員。 

○２番（小川ひとみ君） 町民会議自体が、町民の方がどのように受け止めているかっ

ていうことがあると思います。 

  町民の声を聞くって言う部分で終わらないで、受けたものを広報なりこういう町民

からの意見があって、そのあとも継続でそれが何かの提案になってきたりっていう動

きがあれば、そういう報告も含めて返してあげられるような、そんなキャッチボール

ができるようなそんな町民会議になってくれれば良いなと思うんですけど、やっぱり

１つのテーマに対して、大勢の中で発言するっていうと中々発言も得られなくなりま

すし、以前の時はもっと色んな団体に声掛けして、団体の方に色んな話を聞き取った

経過もあったと思うんですけど、その時の色んな意見が出たんですけど、参加した人

たちの声を聞くと、そこに参加して喋ったことが、じゃあ、そのあとなんなんだって、

どうなったんだろうっていう疑問は聞いたことがあります。 

  ですから、勿論、私たちは何もできませんということもあると思うんですけど、そ

れをどう町民の人に理解してもらって、この町民会議というのを有効に使えるように、

町民の理解を得ながら何かもうちょっと工夫した方が良いんじゃないかなと思って

おります。 

○委員長（山崎 仁君） その他ご意見があればお伺いをいたします。 

  元々町民会議というのは年１回、議会が主催で町民にお出でいただく、それから住

民会議というのがありますから、個々に地域、職域、色んな小さい団体でも良いです

から、お声をかけて頂ければ我々が出向くという事で２つを設けております。 

  ですから、その町民会議で出ていくのもそうなんですが、住民会議でそれぞれ出前

をするというのは、いまの仕組みの中でも可能です。 

  ですから、その辺の取り組みの仕方がまず１つ、それからそれをやった後、だから

どうなんだっていう、こそのところまでやっぱり踏み込んで議員活動に生かすという

ことを、これからも考えていただければっていうふうに思うんですけれども。 
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  他、ご意見ありませんか。 

  このことに関しても、いま若干ですがご意見をいただきました。 

  これからまだご意見をいただきながら、平成２９年度の町民会議も実際規定の中で

は実施をしなければなりませんから、ですからその辺のところをみなさんでもう少し、

ご自身の中で整理をしていただきながら、次の委員会までにそれぞれの考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

  よろしいですか。 

  あと、討議については、後程お願いをいたします。 

  このいまのところでは、第４条のネット中継、更に町民会議、住民会議これからの

在り方ということで、もう少し掘り下げてご意見をいただきたいと思います。 

  次回でよろしいですからお願いをいたします。 

  それから次のページ、よろしいですか進んで。 

  一問一答それから反問権も良いということで。 

  それから委員会委員にも就任しないということであります。 

  それと第６条、第７条通じて政策事業調書、決算成果書、このことを先程はお認め

いただきました。 

  次に、第４章、第９条の討議です。 

  議長は議員相互間の討議を中心に運営をしなければならない。 

  これ実際、先日の本会議の中でもありました。 

  議長、討議が行われたわけですけども、その時の感想と言いますか、これからにつ

いても考え方があれば何かお聞かせをいただきたい。 

  議長。 

○議長（村瀬 廣君） 第一定例の中で初めて討議が成されました。 

  大変活発なご意見等も出て、議論できて良かったなと私は個人的に感想を持ってい

ます。 

  それであの場合、議員の方から討議の場をということで提案があり、皆様に諮って、

異議なしということで、討議の場を設けました。 

やはり、１回経験をして大変大事なことであるので、今後、ある議題について大い

に議員間同士の共通した認識で向かうために、十分討議が必要な場が、必要だと感じ

た時には私からの発言で、討議の場を設ける場面もあっても良いのではないかと私は

思っていますけれども、今後についてはまた各委員の意見を聞きながら対応したいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山崎 仁君） 参与の方からご指摘がありました。 

  今後においても、議長の進めで討議の場を設けるということでありますので、ご理

解をいただきたい、よろしいですか。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 議長が設ける、設けないというよりも、基本条例での闊達な討

議、討論というのはやるべきとなっているわけですから、ただ問題なのは、この討議
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の意味というのを理解されていない人も中にはいると思うので、これは完全に例えば

極端な言い方をすると、賛成、反対の議論をするという場だと私は思うんですよね。 

  その中で、例えば、私が委員長に対してこのことに対してはこう思うんだけどもっ

ていう質問は可能な討議だと思うので、そのことが最後に感情的な部分だけ残るとな

ると、これまた問題があるなという気がするんだけれども。 

  だけど、自治法上はそのことがきちんと謳われているので、場面によってはこうい

う委員会においても、討議というのは大いにやるべきだというふうに私は思います。 

○委員長（山崎 仁君） 向井委員、いま委員長に、委員長と討議をするっていう発言

があった。 

  例えばでも、議員間の討議ですから、委員長と討議をするわけじゃないんですよ。 

○４番（向井孝一君） それはその通りだよ。 

  私が言ったのは例えばっていう話で。 

○委員長（山崎 仁君） 例えばでもそれはないです。 

  委員長、議長が進行をしていく上で、議員間の討議をしていただくということです

から、委員長は答弁をする立場にないし。 

○４番（向井孝一君） 例えが悪かったと思います。議員間同士です。 

○委員長（山崎 仁君） 討議と討論の違いというのがあると思うんですけど、向井委

員、討議と討論の違いをお知らせいただきたい。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 私が理解している討議というのは、１つのテーマに対して、例

えば、考え方の違い議員間同士の、討論の場合は完全にこれは賛成、反対のその事案

に対する賛成、反対の意見であります。 

○委員長（山崎 仁君） この討議と討論に関してご意見があればまだ伺います。 

  今後の議会運営の中で、議長が討議を必要に応じて討議を取り入れて進めて行く、

いままでの議会運営の中では討論ですから、討論に討議を加えてこれから議員間の闊

達な意見交換をするということですから、指名するわけではないんですけども、先日

討議を求めた、徳田委員何かありますか。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 討論というのはあくまでも議案に対して行うんですよね、それ

から討議というのは事案に対して行う、ここに違いがあると思うんですよ。 

  ですからそれを勘違いしないで、あくまでも討論をやる前の前段の１つの儀式と言

いますか、そういうもんだと思うので、先程、向井さん言ったように、じゃあ、どこ

で討議を行うんだって、これは会議規則の中で謳えば良いだけであって、委員長の会

議録あるいは議長の運営の中において、そういう場をどこで設けるかっていうのは、

事務局長の判断で、じゃあ、ここで入れましょうとか、ここでやめましょうとか、そ

れはできると思うんですよ。 

  ですから今後、その議会運営にあるいは委員会運営にあたって、この討議を取り入

れてくんだっていうその確認だけすれば良いことだと思います。 
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  それからもう１つ、ちょっと終わった事案で申し訳ないんですけれど、３章で一問

一答方式、これを決めているわけでありますけれども、実は会議規則か何かで質問の

制限と時間制限をしておりますよね。 

  それがこの基本条例には載ってきてないわけなんですよ。 

  最高規範として謳うならば、その辺のところも時間制限とか質問回数の制限につい

ては、議長が行うことができるというような一言を入れておけば、私は良いんでない

かと思いますけれども、その辺も皆さんで論議をしていただければと思います。 

  それから、議会図書室の設置公開、実際これ私は削除しても良いんではないかと思

うんですよ。 

  もしここに入れるのであれば、やっぱり年間の予算をどの程度持つとか、それから

どういう図書を購入するとかっていうのをどこで、どこの場で議論するかは別として、

広報委員会等でも取り上げて、じゃあ、どういう書籍がこの図書室には必要なのか、

貸し出しはどうするのかとか、その辺のところ中々安い報酬で我々高い本を買うわけ

にいきませんから、その辺のところをきちんとするんだっていうことであれば良いで

すけども、もしそのような予算も何も持たないようなものであれば、私はここへ入れ

ておく必要がないんでないのかなと、そんなような気がしております。 

  それから、事務局体制です。 

  今年度の自治法の改正でも、事務局体制の監査事務局の専任化、それらも含めて議

会事務局の在り方そのものが謳われそうであります。 

  どういう文面で出てくるか分かりませんけれども、いままでは事務局長にこれも町

長部局の一員だっていうような感覚が非常に強くて、中々議会事務局長の立場という

ものが明確になっていないというのがあるわけなんですよね。 

  この辺もこれから議会事務局の充実を図るのであれば、そういう面も理事者に向か

って、今金町議会の場合はこういう事務局体制にしていただきたいというようなこと

をみんなで話し合って求めていくべきだというふうに考えています。 

  以上です。 

○委員長（山崎 仁君） ２時４０分まで休憩いたします。 

 

休憩 １４：２６ 

開議 １４：３７ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  ただいま徳田委員から発言があった部分に関しては、議会の委員会条例等を次回ま

でに資料を用意しますので、発言の回数制限とか全てそこの中に載っていますので、

それを手元に置きながらまた議論をしたいと思います。 

  いかがですか。 

  徳田さんよろしいですか。 

  それではここで話をしたいのは、事務局体制と議会図書室の設置、この２点につい
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てそれぞれご意見をいただきたいと思います。 

  監査委員事務局のこれからの動き、局長から説明をいたさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 監査事務局の体制につきましては、道の町村監査協議会こ

ちらの方の決議が、この間の定期総会でありまして、その中でも監査事務局の設置と

いうことで、専任の監査の事務局の事務員を置いていただきたいということで、決議

の中に入っております。 

  これは毎年継続して入っている内容となっております。 

○委員長（山崎 仁君） いまの監査事務局の設置、改めて議会事務局とは別に設置を

するということだと思うんですけど、これは要望を出して具体的になる可能性という

のはあるんですか。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 狙いはどこにあるかというと、これだけ少子高齢化になって、

人口が減って行った時に単独で、それじゃそういうような監査事務局を持てるのかっ

ていう議論もあるわけなんですよね。 

  それで、広域でそれじゃあ監査事務局を持ったらどうなんだって、そういうような

意見もあるんですけれども、果たしてその中々自治体と言えども、他町に知られたく

ない部分というのもあるわけなんですよね。 

  その辺、監査委員は守秘義務があると言えども、果たしてそこまで徹底してできる

のかって、そういう問題もありますし、だからいまのところは要望を出していても、

中々監査事務局を専従でっていうことにはなり得ないし、今金辺りの場合でもちょっ

と無理じゃないのかなっていう気はしております。 

  ただ、要望は要望で監査委員の協議会でしているもんですから、あんまり反対の意

見を言えないもんですからあれですけども、私自身は疑問に思っています。 

○委員長（山崎 仁君） 課題ということで、いま現状の話をしていただきましたけれ

ども、これは検討中、継続して協議をして進めていくことだと思いますので、当今金

町議会においては、監査委員事務局は併任されておりますけれども、議会事務局とし

ての職務を全うしていただくように、これはいまの体制の中でやっていただくしかな

いですよね。 

  その中で、最高の人材を議長が辞令を出しているようでありますから、今後とも継

続して、良い人材を貰える、いただけるようにというくらいしか言えませんよね。 

  そういう努力を議長にお願いをするとういうことで。 

  それから、議会図書室なんですけれども、予算も見てない中で図書室の機能として

これから発揮できるのかって、多少の図書はありますけれども、どうですか皆さん議

会図書室の利用度合いは、いかがですか。 

  ただこれ廃止するということにはならないでしょ、いま現状の中で。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 １４：４２ 
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開議 １４：４８ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議をいたします。 

  休憩中に議会事務局並びに議会図書室の設置について色々ご意見をいただきまし

た。 

  それぞれ必要と思われる部分については、次回ご発言をいただきたいというふうに

思います。 

  それでは元に戻って、次に委員会の適切な運営ということで第１０条であります。 

  議会は社会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。 

  委員会は、３常任委員会であります。 

  所管委員会が２つ、それから広報発行常任委員会ということで、計３つの常任委員

会があります。 

  この３常任委員会、いわゆる所管を持つ２常任委員会の中で何か課題となるものが

あれば、ここでお話をしていただければと思います。 

  委員会の２常任委員会、更に３常任委員会についても議員定数の協議がこののち残

っています。 

  ですから議員定数の決め方によっては委員会にも変更があることが考えられない

でもないので、これは委員会のいまの在り方については定数が決まってからに具体的

にしていただきたいと思います。 

  いまは委員会の、いまの常任委員会の課題等があれば、いかがですか、産教委員長、

何かいまの委員会で課題となりそうなものでもあればお知らせをいただきたいと思

いますけど。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 各常任委員会の行政視察という部分では、昨年、色々と所管以

外あるいは所管内という議論があったわけでございまして、私は将来的に議員の定数

の問題もありますけれども、議員は所管外のことも勉強する必要がある。 

  全般的にそういう可能性をきちんと棲み分けするんじゃなくて、もっと柔軟な対応

をするような方向で私は検討していただきたいというように思います。 

○委員長（山崎 仁君） ちょっと抽象的なので、具体的にどういうところを、いまの

は所管を超えては駄目だというのは、そのために所管委員会があるわけですから、所

管委員会を柔軟に考えれということは、所管委員会以外のことをお互いに話をしだせ

ば所管の必要性が問われてくる。 

  この辺のところの整合性。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） その辺について、やっぱりね、柔軟に対応するのは時と場合に

よっては、所管外のことも重複して行政視察する可能性も出てくると思うので、そこ

をきちんとここだからこうだっていう棲み分けをするんじゃなくて、柔軟に対応して
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いく方向性で、私は所管の行政視察には考えていただきたいということを申し上げて

います。 

  それらも含めて皆さんで検討をお願いしたいと、今後ね。 

○委員長（山崎 仁君） 総務委員長、いかがですか。 

  総務委員会を２年間過ごして来て、所管の問題点とかあれば。 

  川上委員。 

○９番（川上絹子君） 所管を超えて話し合いができるようになれば、委員会を別に分

ける必要がないし、お互いに専門的にこの部分をもっと勉強したいっていう、話し合

って、そこ専門分野で向かっていくというために、所管を分けて専門的にそちらの方

を頑張ってくださいという意味なので、私は所管を超えて柔軟にっていう言葉は議会

では通用しないと思います。 

○委員長（山崎 仁君） このことで、他にご意見があればお伺いしたいと思いますけ

ど。 

  いま、総務厚生、産業教育両常任委員長から所管についての考え方が出されました

けれども、議会の委員会条例ではしっかりと所管が明記されている。 

  その所管を明記されている以上は、その所管を超えるということは所管外になると。 

  所管外になると調査権限は及ばないという判断になると思うんですけど、事務局そ

の辺の判断はどう思います。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） あくまでも常任委員会は専門性を持ってやる範囲ですので、

その範囲に留まるのは基本筋だと思っております。 

  ただ、両常任委員会にまたがる案件についても、必ずしもないということは無ない

ので、その辺については合同委員会等、その辺で柔軟に対応するような形をとらせて

いただいたのが現状だと思います。 

○委員長（山崎 仁君） いま産教委員長から発言があった中では、行政視察のことが、

例として挙げられていました。 

  行政視察と合同委員会はちょっと違ってきますから、それを所管を超えて行政視察

を行うことが、実際事例があったわけですけれども、このことは認められないという

ことで議運では決定したはずです。 

  ですからこのことがまた、再度協議をされることになるかどうかというふうに思う

んですよ。 

  であれば所管常任委員会は１つにすれば良いだろうし、情報を共有しなければなら

ないのであれば、例えば常任委員会は傍聴も可能であります。 

  議員の傍聴も可能だよね。 

  所管常任委員会以外の事案に対して知りたいということであれば、もう資料は手元

に届いていますし、常任委員会の傍聴も可能です。 

  ですから、そういう意味で言うと、まず委員会の専門性はそこで担保されるべきだ

というふうに判断をしますし、所管委員会の視察、所管を超えた常任委員会の行政視
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察で、超えた報告を出されたらその所管の委員会はどうなるか。 

  ということで、柔軟な対応はありませんよということで、議運で決定しました。 

  そこまでの発言があるのであれば、議員定数がどうなるかののちに、委員会の１常

任委員会制というのも、もう１度皆さんと協議をしていただきたいというふうに思い

ますので、よろしいですね。 

  常任委員会が１なのか、それとも常任委員会を置かないのか、これも含めてご協議

をいただきたいと思います。 

  それから、広報委員会についても基本条例を作る広報委員会、基本条例を作る前の

広報発行特別委員会は事務局に作っていただいた原稿を校正するという流れで実際

にやっていました。 

  広報常任委員会になってからは、記事を自ら作ろうということで、町民にご意見を

もらいに出かけたり色々やっていました。 

  それがあるがゆえに、特別委員会を常任委員会に格上げをしたという経過がありま

すから、その辺も含めて、のちにいまの所管委員会も含めた中で、特別委員会、常任

委員会の在り方のご協議をいただきたいと思います。 

  そういう進めでよろしいですか。 

  加藤委員。 

○３番（加藤三明君） ピントがずれることもあるかもしれませんけど、その辺はちょ

っと幅広く聞いてもらいたいんですけど、この度の議員改革というのは、いままでの

ことは、１つのいままでのことにしまして、今後のことについて話をしていると思う

んです。 

  そういう中で、これからは定数にしても多くなるということは当然ありえない感じ

がしますので、時によっては委員会が１つということも、今後はおきるような懸念は

十分あると思うんです。 

  そういう中で、いま同僚議員も言ったように、他の委員会にどうするということも

私も何か何となく分かるような気がするんです。 

  今回の問題であれば、例えば養護学校の卒業後の生徒の就職問題については、これ

辺りだったら、ともに全体で考えても今金町の問題でもあるから良いんでないかなと

いうふうに私は思えるんですけれども、あくまでもきょうのこの改革は、いままでの

ことでなく、今後の問題ですから、その辺のことは少し幅広く考えてもらいたいなと

いうふうに思うんですけども、いかがなもんでしょう。 

○委員長（山崎 仁君） 私が答える立場にあるのかどうか分かりませんけど、委員会

を運営していく中ではいままで基本条例を作って１０年経ちます。 

  １０年間運用してきて、これから来期に向けてどういう考え方でやって行ったら良

いのか。 

  基本条例の見直しをいまここで諮っているわけですよ。 

  いま言われた養護学校の話が例として中で出されていましたけども、その件につい

ての所管はまちづくり推進課です。 
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  まちづくり推進課は当時ですよ、まちづくり推進課は総務委員会の所管であります。 

  ですから、調査をするのであればまちづくり、総務委員会です。 

  これを柔軟にという考え方にはまずならないだろうという、この判断でした。 

  加藤君。 

○３番（加藤三明君） そういうようなものの考え方になると、そういうことになっち

ゃうんだけども、いま今金全体上げてどうしようかという問題が、現に出ているんで

すから、まずその辺のことは共通問題として、養護学校のことを例に挙げただけの話

ですけど、今後も起きるような感じを私はしているんですけど、その時はやっぱり１

つの問題をともに 考えるというのも１つの方法ではないのかなというふうに私は

思うんですけども、その辺、再度みなさんどういうふうに思うかちょっと聞いてもら

えませんか。 

○委員長（山崎 仁君） 川上委員。 

○９番（川上絹子君） 議会はルールをもって構成をされてやっているので、そこに広

く気持ちをもってだとか、そういうことは通用しないと思うんですよ。 

  そして、合同で１つの問題を話し合わなければならない時には合同委員会があるし、

やっぱり所管は所管ですし、あと大事な案件について両方の産教の両方で、産業教育

と総務厚生が一緒に話し合わなければならない時には合同委員会、全員協議会そうい

うような形で話し合いをすれば良いことで、やっぱりどこかでけじめみたいなものを

持っていないと、いまここに来て何期もやってきた人がそんな話をする時点がおかし

いと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 他、ご意見があればお伺いいたします。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） いまの川上君の意見は最もだと思います。 

  それでこれから定数がどうなるかによって委員会の構成も変わってくるわけなん

ですけども、いま委員会の複数所属っていうのは認められるようになって、これらに

ついても、次回はどういう定数になるかわかりませんけれども、やっぱり勉強したい

若い人方は両方の委員会に所属して勉強してもらう、これが必要になってくると思う

んですよね。 

  だから選択制ですから、私はこっちの委員会にも出たいし、こっちの委員会にも出

たい、そこでどういう弊害があるかは別として、私はやっぱり議員の複数所属という

問題に対しても１回テーブルの上にあげて討論すべきだと思いますよ。 

  そうすれば、いまのような意見何ていうのは出てこないわけですから。 

  以上です。 

○委員長（山崎 仁君） 他にご意見ありませんか。 

  いま徳田委員からの発言があったのは、議員の複数所属が可能ということで、両方

の所管委員会に所属するのは課題としてこれからあるだろうということだと思いま

す。 

  このことについては、過去になりますけど、以前の特別委員会でも課題になって議
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論したことがありました。 

  がしかし、それはまかりならんということでした。 

  川上委員が言ったのは、発言されていたのは、委員会を超えて委員会が審査しちゃ

まずいだろうということ。 

  議員個々が委員会をまたがってという複数所属は可能ですから、ただ所管委員会が

所管を超えて調査をするというのは、調査権及びませんから。 

  及ばないところに、そのくらい良いだろうとか、そういうことには全くならないと

思う。 

  そこのところをしっかりしておかないと、総務委員会の所管の案件に対して総務委

員会でないところが調査をし、報告をすると所管委員会は何をやっているんだってい

う話になる。 

  こんなことにはまずならないと思う。 

  だから、議運ではそれは駄目でしょうという話になった。 

  こんなことがまたいま複数の、２名の委員から発言があるということは、全く見解

が違うと思う。 

  議長、これはいかがですか、こういう考え方は。 

○３番（加藤三明君） そのためのきょうは話し合いなんでしょこの委員会の、思いの

違いがあって私はそういうようなこともあるというだけの話だから、直ちにどうする

こうするということではない、そういう共通問題が出ないとも限らないし、いままで

の現在もあったと思いますけども、いままでは委員会がはっきり複数になってあった

から、それはそれでこれからの問題をどうしようかということを話しているんだから、

私はこういう声が出ても不思議ではないんじゃないかなと、私は思っています。 

○委員長（山崎 仁君） 加藤委員、その前に加藤委員に発言の指名はしていませんの

で、指名されてから発言して下さい。 

  私は議長と言ったんです。 

  たまたま加藤委員の発言であるんですけども、当然、これからのことその前にいま

までどうだったっていう反省を踏まえてこれからどうだっていう話をしますから。 

  ですから現実にそういう提案がされたのがあったと。  

  それは所管を超えると駄目だよということが議運で決定をされた。 

  あくまでもこれは原則ですよ。 

  議長、このことに関して。 

  議長。 

○議長（村瀬 廣君） 私から参与という立場でいまの議論に私の考え、意見をいうこ

とは差し控えさせていただきますけども、基本条例１０年経ちました、何回も言いま

す。 

  この１０年間、委員会の在り方については、先程、局長が申した通りの内容で進め

てきている、これはやっぱり守っていかなければならない。 

  しかしながら、これから議員定数、委員会の在り方も皆さん議論されるでしょうけ
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れども、これからの町づくりを考えた時に、先程、意見もあった複数の常任委員会所

属とか可能ですから、いまの問題を解消するため、将来、こののちどうするかは、皆

さんで議論していただければと思います。 

  いままではきちんと所管外については所管に関することで、基本条例を進めてきて

いましたので、このことは間違いありませんということでは、認識していただきたい

と思います。 

○委員長（山崎 仁君） 先程言いましたように、徳田委員が言った複数所属と、それ

から委員会を超えた調査はできないという、川上委員の話は全く違う話ですから。 

  だからここのところは誤解をされないようにお願いしたいと思います。 

  それと、加藤委員からの発言があったように、これからのことを決めるんでしょう

といっても、これまでやってきたことを確認しながら前に進んでいるわけですから。 

  これは冒頭から私はお願いをしているつもりです。 

  ですから課題があれば出していただきたい。 

  その課題を克服するために、解決するためにみんなで話し合って、次回こういうふ

うに決めようというやり方で進んでいますから、これからのことはそうなんだけど、

いままでの課題を出してもらっている。 

  だから全然、川上委員の発言も現実そうであったわけですから、これはその通りご

理解をいただきたい。 

  いまのことを通じて、議員定数の在りようによっては複数所属が可能なのか、それ

とも委員会が１つで良いのか、それとも委員会を持たずにやるのか、色んな選択肢が

あると思いますから、それぞれのご意見をまとめておいていただきたいなと思います。 

  徳田委員 

○６番（徳田栄邦君） いま委員長、複数所属も可能なのかって、そう言いましたけど

もこれはもう可能ですから、その辺は。 

○委員長（山崎 仁君） 取り消します。 

  複数所属をすることが良いのか、そのように訂正いたします。 

  複数所属は法的に認められていますから、それはＯＫです。  

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 良いですか。 

  これね、どこまで行ってもルールはルールとして守らなければならないというもの

があると思うんですよ。 

  だから今度はその複数所属になった時に、そしたら複数所属したからと言って、お

互い全員が複数所属するなら良いですけど、そうはならないですから。 

  希望者だけですから。 

  その希望者が委員会だけに与えられた守秘義務というのは、当然出てくると思うん

ですよ。 

  それを議員だからと言って、どっちの複数委員会に所属しているからっていうこと

で、知り得ない情報もその複数所属議員には入ってくるわけですよね。 
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  それらを他の委員会に行って話した時にじゃあどうなるんだ、その議員。 

  守秘義務違反になるのか、色んな難しい問題が出てくると思うんですよ。 

  その辺も十分みんなで議論して、納得のいくような答えを出さなければ、ただ複数

所属が可能になったからといって、権利だけ主張して自分がこっちの委員会とこっち

の委員会に行くっていう、そういうわがままが果たして許されるのかどうなのか、こ

の辺もやっぱり非常に難しい問題ですし、みんなで納得いくまで議論しなければなら

ない問題だと思いますよ。 

○委員長（山崎 仁君） 複数委員会の所属はもう法的な根拠がありますから、いまも

やっています。 

  ですから広報発行常任委員会に所属している方は、所管委員会にも入っていますか

ら、これは複数所属しています。 

  ですからこれは全くいま現実に行われていることです。 

  複数委員会に議員が所属するのはどうなのかというのと、委員会を超えた調査がで

きるのかっていうのは何回も言います、別ですから。 

  原則を言うと、原則というかルールを考えたら委員会を超えた調査はできないとい

うことで、これは判断しなければ、あれは良いだろう、これは駄目だという、そうい

う話には多分ならないと思う。 

○６番（徳田栄邦君） それは私も言っていますよ。 

○委員長（山崎 仁君） はい。 

  ですからそのことです。 

  言っていることがちょっと内容が違うから、両方とも間違ってないです。 

  内容が違うだけです。 

  これも含めてこののちに議論はしていただきたいというふうに思います。 

  特に問題となるのは、委員会を超えた調査ができるのか。 

  これはできないという判断で、判断だと思います。 

○６番（徳田栄邦君） だから、ちょっと休憩して下さい、申し訳ないけど。 

○委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １５：１３ 

開議 １５：１６ 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議いたします。 

  委員会の適切な運営、これは委員会条例に基づいて所管委員会に所属をし、複数所

属もしています。 

  この在り方については、議員定数が大きく関わりますので、議員定数の項目が終わ

ったのち、第１５条をクリアしたのちに、この部分を詳しく皆さんからご意見をいた

だきたいと思います。 

  よろしいですか。 
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  そのように進めます。 

  次に、議員研修の強化という、議員研修の強化、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する。 

  結果は議会及び議会広報等で町民に報告をする。 

  研修については、こういうことで載っています。 

  今金町議会は政務活動費を持たずに理事者側に視察等の予算要求をして、その上で

研修の実施をしております。 

  このことについては、いかがですか。 

  議員研修の充実強化、ページで言うと７ページになりますけれども、具体的な事例

としては今回、産業教育常任委員会の道外視察がありました。 

  議員を派遣することができるという中でのことなんですが、派遣するための目的で

あります。 

  目的が今回産教委員会の視察においては、議会において必要があると認める時とい

う運用の中、運用をいたしました。 

  基本的に議会の視察については、一般的には地方行政又は議会の制度運営等に関す

るための地方公共団体等に関する調査のための派遣。 

  いわゆる、他の地方公共団体若しくは議会に視察に行くというのが、一般的には次

のようなもの。 

  今回の産教委員会の視察は、そのた必要と認める時を適用して行かれたということ。 

  これはホクレン、それから阪神米穀、ここは、最初の提案はそうでありましたから、

ちょっと聞いて下さい。 

  地方公共団体若しくは議会以外に行くということが良いのか悪いのかと言ったら、

この中では必要があると認める時ということで行かれました。 

  これもルールをしっかり決めて、地方公共団体若しくは議会の事務等の調査に行く

ということで、過去はずっとやってきましたから、このことで確認をいただきたいな

と思うんですけど、いかがですか。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） ぶり返すようで悪いですけども、私、今回のホクレンの大阪支

社に行って、大変勉強になって帰ってきました。 

  と言いますのが、今金町でいま取り組んでいる光農法による無洗米、これを蔵寿司

を通して販売して、いま今年で３年目ですか、あと２年試験穂が、あと２年続くんだ

そうですけども、やっぱりその結果というのはどうなるのか、今後の今金町の米作り

がどうなっていくのかっていう１番の関心事でございました。 

  いま、ふっくりんこにしても特Ａ米の認定を受けた時に、それじゃあどう販路を広

めていくのか、これはもうホクレンにばかり任しておくわけにもいかないですし、や

っぱり自治体あるいは単協としてもこれらについて、そうこれから取り組んでいくの

かというような非常に大きな問題だと思うんですよ。 

  それで、光農法というのはなるほど手間がかかっていますし、作るのも非常に難し
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いけども、やっぱり１俵２万円になるというような単価設定をしているのであれば、

農家の所得向上にはこれも１つの方法として、この光農法の米を奨励していくことも

大変必要になってくると思います。 

  ただ、それじゃあいっぱい作ったからと言って全部が全部２万円で売れるのかって

いったら、そこに問題があるというんですよね。 

  やっぱり作るにしても個人差がどうしても出てくる。 

  肥料から何から全部指定して、こういうふうにしなさい、それからデータはこうい

うふうにとって写真はこういうふうにしてとかって、非常に難しいし、見せられた資

料を見ましたけれども、相当手間のかかる農法でやっておりました。 

  果たしてこれだけの手間かけて２万円であうのかなって、そういう疑問も持ちまし

たし、ただ面積を増やせるのかっていった時に、そういうような品質のバラつきが出

てきた時に保証はできませんよと、そういうことも言われましたので、その場合に単

協としてそれらを作らせた責任も出てきますからね。 

  何だ、農協でこういう米を作らせておいて、この金額しかいかなかったのかって、

そういうことも出てくる。 

  いまは、契約栽培ですから良いですけども、それが契約栽培でなくなった時に、果

たしてどうなるのかなって、そういうような色んな勉強をさせてもらってきましたの

で、一概に地方自治体でないから駄目だっていう、そういう決めつけっていうのは、

私はするべきではないというふうに思います。 

  ただし、ルールだけはありますよ。 

  ルールだけはきちんと守って、委員会でそこに行って話を聞いてきたいといったら、

それは所管外であろうとも、まるっきりルールを無視して行くっていうのならば別で

すけども、そこでなければそのたで行かせるということも私、は必要になってくるの

ではないのかなと思いますけども。 

  以上です。 

○委員長（山崎 仁君） いま徳田委員から発言ありましたけれども、これは農協でも

ない、ホクレンでもない、議会ですから、ですから議会がどういう調査をするかって

いうのは多分自治体との係わり、それから議会との係わり、ここのところがメインだ

っていうふうに思うんですよ。 

  そういうことがあるので、今回はこれを前例としないと、今回、議員の派遣につい

て議運で本会議に上程するのは前例にしない、特に心配だったのは１月３０日、厳冬

期ですよ、この冬場に飛行機を予約していかれて、もし何かあった時どうするんだ、

道内行政視察においても雪が降る前に行ってこようと、大体１０月、１１月の頭です

よ。 

  ですから冬の期間に行くということも心配をかけること、それからもう１つは議員

の派遣についてしっかりルールを守ってやって行かなければならない。 

  それがホクレン、農協ができないから、議会ができるかと言ったらできないですよ。 

  そこのところも、言っているのはこういうことがあったから、次回はどうだという
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議会のルールを作りましょうということですから、この辺はご理解をいただきたいと

思います。 

  徳田委員。 

○６番（徳田栄邦君） 私はちょっと違うんですよね、議員は議員としての活動という

ものはある程度、議会の中で認めていただきたいという思いは持っているんですよ。 

  ルールというのは分かりますよ、ルールというのはそこにあるっていうのはこれは

分かりますけれども、議員として見聞を広めさせてほしい、ただ、わざわざ今回は西

宮まで行くんですから、そのついでにホクレンによってそこも見てきたい、できれば

阪神米穀も行きたかったけど、向こうの都合で駄目になりましたけれども、そういう

ついでにここに寄りたいけども、これだけは認めてくれないかと言った時には、私は

ＮＯということではなくして、そこにルールはあるけどもその辺のところは暗黙の了

解とは言わないけども、議員としてきちんとしたルールを守った上で行くのは、行か

せてほしい、そういうふうに思います。 

  折角、お金をかけて行くんですから、ついでに寄ってくるんですから、そのついで

も駄目だっていう、それは止めて欲しいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） この件に関しては、行先について議運で議員の派遣ですから、

議運で審査をして議会に上程するかどうかということでやっています。 

  いまは政務活動費を使わないで理事者にお願いをしてという形ですけども、これが

政務活動費を使うようになったら、その調査は自分達で自由にできるわけですよ。 

  ですから、それも含めて今後の協議としたいんですけども、よろしいですか。 

○６番（徳田栄邦君） 良いです。 

○委員長（山崎 仁君） 政務活動費の導入も含めて改めてこの件に関しては協議をす

るということで考えたいと思います。 

  大変駆け足でありましたけれども、そろそろ予定の、こののちの日程もありますの

で予定の時間が近づいております。 

  良ければここで協議を終了したいと思いますけども、よろしいですか。 

  それでは基本条例の見直しについてはここで一端終了いたします。 

  その他でみなさん何かあれば。 

  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にて終了といたします。 

  どうもご苦労様でした。 

 

 

 

閉会 １５時２９分 
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