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議 会 運 営 委 員 会 

 

期 日 平成２８年６月８日（水） 

時 間 午前８時５８分      

場 所 議員控室         

◎議 事 

 １ 平成２８年 第２回定例会の運営について 

 

  協議案第１号  平成２８年 第２回定例会の付議事件について 

         （別紙告示書写しのとおり） 

 

   （１）町長提案  同  意（人事案件）      件 

            諮  問            件 

            承  認（専決処分）      件 

            条  例            件 

            単行議案           ４件 

            補正予算           ８件 

            予  算            件 （計１２件） 

 

   （２）議会提案  陳  情           ８件 

            議員の派遣           １件 （計 ９件） 

    

   （３）議員提案  発 議 案            件 

            会 議 案            件 

 

   （４）委員会提案  特別委員会調査報告      １件 

 

 協議案第２号     会期の予定について 

            ６月１５日（水）から１６日（木）まで（２日間） 

 

 協議案第３号     付議事件の審査順序について 

           （別紙日程表のとおり） 

 

 協議案第４号     会期中の会議録署名議員の順序について 

             １５日  １番 岸 徹也君  ２番 小川ひとみ君 

             １６日  ３番 加藤三明君  ４番 向井孝一君 
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 協議案第５号     地方自治法１２１条の規定により、説明のため出席 

            を求めた者は、次のとおりである 

           （別紙要求書のとおり） 

 

 協議案第６号     町長、教育長、農業委員会長、選挙管理委員長及び 

代表監査委員の委任を受けて出席する説明員は、別 

紙のとおりである 

 

 協議案第７号     議会費の平成２８年度補正予算（案）について 

 

 協議案第８号     一般質問について 

            提出期限 ６月６日（月）正午まで 

           （別紙のとおり １名） 

 

 協議案第９号     その他について 

            （１）合同委員会の開催について 

               平成２８年６月１３日（月） 午後１時３０分 

から 

              ①説明事項 １件 

              ＊総務厚生常任委員会所管（まちづくり推進課） 

              ・クアプラザピリカ指定管理の状況について 

 

              ②報告事項 ２件 

              ＊総務厚生常任委員会所管 

               （総務財政課・まちづくり推進課） 

              ・（株）ＴＴＮコーポレーション植物工場計画について 

 

              ＊産業教育常任委員会所管（公営施設課） 

              ・今金町町営住宅（公営住宅）等長寿命化計画 

（平成２７年度見直し）について 

                            

            （２）議会開催のお知らせについて 

              （別紙のとおり） 

            

 ２ その他 
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〇出席委員 

 委員長  山 崎   仁 君   副委員長  芳 賀 芳 夫 君 

  ４番  向 井 孝 一 君     ７番  日 置 紳 一 君 

  ９番  川 上 絹 子 君   副 議 長  上 村 義 雄 君 

 議 長  村 瀬   廣 君 

 

〇出席説明員 

 町 長           外 崎 秀 人 君 

 副 町 長           中 島 光 弘 君 

 

〇出席事務局職員 

 議会事務局長           成 田 光 康 君 

 議会事務局係長           佐 藤 直 樹 君 
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開議 午前８時５８分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（山崎 仁君） 皆さんおはようございます。 

早朝より悪天候の中、お集まりいただきありがとうございます。 

第２回定例会に向けて議会運営協議決定をいただきたいと考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

   

    ◎町長あいさつ 

〇委員長（山崎 仁君） 町長が出席されておりますので、開議に先立ちごあいさつを

お願いいたします。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） おはようございます。 

  先般まで、２８年度第２回町議会の定例会に際しまして、各常任委員会ご審議いた

だきまして改めて感謝申し上げるところであります。 

  その中でも、提案説明をさせていただいたところもあるんですけれども、今回の定

例会におきましては規約の変更３件、過疎計画の変更１件と８会計の補正予算、数字

的に言いますと例えば一般会計については補正額が６７万２千円という小さい数字

であるわけでありますけれども、内容的には非常に大きな動きがあるわけであります。 

ご承知の通り、地方創生関係の事業、３月の方で位置付けをしながら繰越明許でや

った部分であるわけでありますけども、その辺を精査と財源の確保ができたことから、

約４千万以上の様々な出入りの動きがあるわけでありまして、表面的な数字的にはご

承知の通り小さい数字になっているわけでありますけども、情勢に応じた中での補正

を進めておりますので、よろしくお願いしたいと思っています。 

  なお、この定例会に際しまして、私の方から議長並びに議運の方に合同委員会と全

員協議会、案件がございますのでそちらの方もお願いしたいと考えております。 

  内容につきましては副町長から説明しますのでよろしくお願い申し上げたいと思

います。 

 

〇委員長（山崎 仁君） ただいまの出席委員は５名で、定足数に達しておりますので、

平成２８年第２回定例会議会運営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、協議案第１号を議題といたします。 

  町長提案により説明を求めます。資料１です。 

  副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） おはようございます。 

  それでは説明を申し上げたいと思います。 
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平成２８年第２回今金町議会定例会に提案を予定しております議案につきまして

は１２件であります。 

  総務厚生、産業教育の両常任委員会席上でもご説明申し上げております。 

  議案第１号から３号までの規約の変更及び議案第４号、過疎計画の変更については

説明を省略させていただきます。 

  それでは議案第５号から説明を申し上げます。 

  議案第５号、一般会計補正予算（第１号）につきましては、予算の総額に６７万２

千円を追加し、補正後の額を５４億６５４万３千円にしようとするものであります。 

  議案第６号、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第１号）につきましては、

予算の総額から２６６４万７千円を減額し、補正後の額を１０億６４１１万５千円に

しようとするものであります。 

  議案第７号、後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきましては、予算の

総額から９３万円を減額し、補正後の額を８０５２万２千円にしようとするものであ

ります。 

  議案第８号、介護保険特別会計補正予算（第１号）では、保険事業勘定、予算の総

額に９千円を追加し、補正後の額を６億９４６１万５千円にしようとするものであり

ます。サービス事業勘定では、予算の総額に４千円を追加し、補正後の額を１３０８

万円にしようとするものであります。 

  議案第９号、介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号）では、収益的収支にお

いて予算の総額に６０７万７千円を追加し、補正後の額を３億７２９９万円にしよう

とするものであります。 

  議案第１０号、国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第１号）につきましては、

収益的収支においては予算の総額から４１３７万８千円を減額し、補正後の額を７億

１４３４万７千円に、資本的収支では予算の総額に１１１９万６千円を追加し、補正

後の額を６６２３万２千円にそれぞれ改めようとするものであります。 

  議案第１１号、簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、予算の

総額に７１４万８千円を追加し、補正後の額を１億３１３２万８千円にしようとする

ものであります。 

  議案第１２号、公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、予算

の総額から１千円を減額し、補正後の額を２億２３１４万４千円にしようとするもの

であります。 

  次に、合同委員会の開催をお願いしたいものでありますが、所管の常任委員会の席

上でもお願いを申し上げました。 

  まちづくり推進課所管のクアプラザピリカ指定管理の状況について、株式会社ＴＴ

Ｎコーポレーション植物工場計画について、関連で総務財政課所管の美利河地区町有

地の敷地整備の補正予算について、これら２件の概要と報告事項として、公営施設課

所管であります今金町町営住宅等長寿命化計画についてご説明申し上げたく特段の

ご配慮方賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 
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以上、説明を申し上げました。よろしくどうぞお願い申し上げます。 

○委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。 

  本件に対する質疑ありませんか。 

  なければ質疑を終わります。 

  合同委員会開催については、後程協議案の中で協議をさせていただきます。 

  理事者には出席ありがとうございました。 

  退席をお願いいたします。 

  次に、議会提案・議員提案・委員会提案を議題とし、局長に説明いたさせます。 

  資料２から４です。 

  局長、成田君。 

〇事務局長（成田光康君） それでは、議会提案の陳情８件について資料２をご覧いた

だきたいと思います。（局長資料２朗読説明、記載省略） 

  次に資料３をご覧頂きたいと思います。（局長資料３朗読説明、記載省略） 

  次に資料４特別委員会調査報告案をご覧いただきたいと思います。 

（局長資料４朗読説明、記載省略） 

〇委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。 

  資料の２から協議をいただきたいと思います。 

  陳情の取り扱いでございます。陳情第３号から１０号まで。請願の例により今金町

議会では取り扱いをしないという、これまで取り扱いがありました。これらは全てこ

れに該当するということですが、いかがですか。 

  １件ずつ確認しますか。これまでの請願の例により取り扱いをしないという取り扱

い、いかがですか。１件ずつやりますか、それとも８件全て一括でやりますか。１件

ずつ取り扱いを決定させていただきます。 

  陳情第３号、所得税法第５６条の廃止を求める陳情、これについては取り扱いをい

かがしますか。具体的に言うと請願の例により取り扱いをしない事例となります。そ

のように取り扱ってよろしいですか。よろしいですか。 

  次、陳情第４号、介護報酬の再改定を求める陳情、これはいかがいたしますか。３

号と同様の取り扱いでよろしいですか。ご自身が紹介議員になって、この陳情の取り

扱いをするようにと言うことは有り得ますので、そのことを頭に入れて決定をいただ

きたいと思います。介護報酬の再改定を求める陳情、陳情第３号と同様でよろしいで

すか。ではそのようにいたします。 

  陳情第５号、地方財政の充実・強化を求める陳情、陳情第４号と同様の取り扱いで

よろしいですか。いかがですか。いかが取扱いいたしますか。陳情第４号と同様の取

り扱いでよろしいですか。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） ちなみに、陳情と言うのは各町村に対して出されているんだけ

ども、やっぱり取り扱っていない方が多いのかな。実態というのは。これを見ると大

事な部分もあるんだよね。 
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○委員長（山崎 仁君） ですから、今金町議会としては取り扱いをするものとしない

ものに２つに分けます。陳情するものは紹介議員がいること。それから全道議長会か

らの要望、町村会を含めてです。そういう決めがあります。取り扱いをするというの

であればどなたかが紹介議員になって、この案件を提案していただくというルールを

作っていますので、他町の議会がどうやっているのか私は関知していませんけども、

今金町議会はそのように取り扱いをしています。ですから重要なものであれば紹介議

員になってこの取り扱いを諮るようなことは可能であります。いかがですか。地方財

政の充実・強化を求める陳情第５号、どなたか紹介議員になられますか。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 参考で良ければ。 

  この案件については、前もって配布してある。その内容的にもこれを妥当だと思っ

てあれする人は紹介議員になって下さいということで通知しておりますので、いまの

議運に諮っている現時点で紹介議員になっている人はいないので、１０号まで含めて

扱わないという形でよろしいんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。 

○委員長（山崎 仁君） 最初に１件ずつ協議しますか、それとも一括でやりますかと

いうことはご提案申し上げました。返事がいただけなかったので全部１件ずつすると

いうことで決定をして進んでいます。いま、上村副議長が発言があったように、局長

に話を聞くと全く紹介議員の申し出がなかったということですので、あとは議会運営

委員会に出席されている方々の意見を聞きながら、もしなられるのであればここで言

っていただければよろしいかなということで確認をしております。陳情第５号につい

ては向井委員そうですか。 

○４番（向井孝一君） そういう状況であれば取り扱わなくても。 

○委員長（山崎 仁君） 陳情第４号と同様にいたします。 

  陳情第６号、これはいかがいたしますか。第５号と同様でよろしいですか。 

  陳情第７号、これは第６号と同じ取り扱いでよろしいですか。 

  陳情第８号、第７号と同様でよろしいですか。 

  陳情第９号、第８号と同様でよろしいですか。 

陳情第１０号、第９号と同様でよろしいですか。 

  それでは陳情の取り扱いについては第３号から第１０号まで、全て請願の例により

取り扱いをしないということに決定をいたしました。 

  次に、資料３議員の派遣であります。全道議員研修、議会広報研修でありますけれ

ども、何かご意見ありませんか。ありませんか。 

  日置委員。 

○８番（日置紳一君） 全道の研修会の方なんですけど、２日目の何かどっか行きたい

という人ありました。 

○委員長（山崎 仁君） 局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 前回、皆さんに集まっていただいた時にお話をさせていた

だきました以降は要望等はありません。事務局から先に出させていただきました、市
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民防災センターこちらの方は時間的にちょっとあれだったんですけれども、当日受け

入れ可能だということで、返事をいただいてそちらの方を視察するような形をとりた

いと考えております。 

○委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 ９時２１分 

開議 ９時２８分 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  議員の派遣については、資料３の通りでよろしいですか。 

  そのように決定をいたします。 

  次に資料４、特別委員会調査報告案であります。 

  いま、局長が朗読いたしましたが、これについて何かご意見があればお伺いいたし

ます。 

  上村副議長。 

○１１番（上村義雄君） この報告案の部分については、合同委員会の後に特別委員会

でもって、そこでもって修正するなりなんだりこの合同委員会をやるということにな

っているので、議運の中でこれを取り計らうということではなくて、これは特別委員

会の中でやった方が良いのかなと思うんですけどどうなんですか。 

○委員長（山崎 仁君） 特別委員会調査報告は議会運営委員会に１回諮る内容です。

委員会報告ということで。ですから１３日に特別委員会を予定しておりますけれども、

その前に皆さん何かあればということで。それから、１３日の合同委員会が終わった

あとでも、これが案として決定したら議運を開きたいと思っています。 

○１１番（上村義雄君） 前もってここでもって、議運で決めてそれで特別委員会に諮

ることにはならないなというふうに思っているんですけども。 

○委員長（山崎 仁君） 調査報告案は、正副委員長と事務局作った案ができたので、

いま議運に報告をすると。しかしこれは１３日の特別委員会で皆さん合意がなければ

駄目ですから、委員長としては特別委員会の後にもう１度議運を開きたいと思ってい

ます。ただ、ここで皆さん思いついた考え方があれば特別委員会でも出していただき

たいと思うんですけど、何せ１３日特別委員会終わってすぐ議運にかけてすぐ本会議

に上程するような準備になりますから、事務局も大変だと思うので何かあれば事前に

ここで出していただければということで良いんだよな。向井委員長、この調査報告、

調査の結果については委員会の中で出された意見を反映して作ってもらっていると

理解してよろしいですか。 

○４番（向井孝一君） １００％ではないですけど。発言のあった部分っていうのをあ

る程度取り入れた形で。 

○委員長（山崎 仁君） それぞれご発言があった中のこういう取りまとめであります。

別に特別委員会の前にフライングでここで協議しているわけではなくて、あくまでも
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まとめるためにはこういうところがあるよということを伝えてもらう意味で、今回の

協議案に載ってきているわけで何かあれば。前回の特別委員会で出た発言がここにど

れだけ網羅されているか。委員長は全てではないがある程度これでまとめたという、

委員長の見解であります。ただ、１点お聞きをしたいんですけれども、新たな特別委

員会を設置してそこで耐震を含めて、これからの今金どうするんだっていう、そうい

う協議をしていただきたいという意見が出ています。たまたまきょう道新で長万部が

耐震を含めた将来、３００億を超えるような町の施設だけでかかるという。まさにそ

のことを考えれば、今金町もこれからどうなんだっていうのはやっぱり議会としても

調査をする必要があるだろうという。それが前回出た新たな特別委員会を設置しなが

らということと思いますけども。この特別委員会で全てが決定をするという、こうい

う表現の仕方になるのか、向井委員長がこれは調査項目、体育館・図書館以外は駄目

だという判断の中で中学校が出た、他が出たということだから新しい特別委員会を作

る。この辺が調査結果、特別委員会では調査範囲が限定されるので、もっと調査範囲

を広げた新しい協議の場が必要だということを盛り込んでもらう方が、新しい特別委

員会を作るのは作りやすいのかなという気がするんですよ。それはいかがですか。議

長、特別委員会を新たに設置をするということについては、議長も同意をしていると

いうことで理解してよろしいですか。 

○議長（村瀬 廣君） きちんと目的がきちんとすればということですが、ただ、色ん

な意見ありましたけれども、ちょっと慎重に取り扱いについては考えたいなと。もう

ちょっと勉強させていただきたいなと自分では思っていますので、ここで作るとかの

約束ではなくて、意見としてはきちんと受けますけども、私としてはまだ慎重に考え

たいと思っています。もうちょっと時間をいただきたいと思います。いまここで、中

に次の新しい調査特別委員会を作るという項目を入れるんじゃなくて、ここで入れち

ゃうとその方向でいかなければならないので、もうちょっと私自身は時間をいただき

たいと思っています。 

○委員長（山崎 仁君） それはいつを目途にそれの結論を出すということなんですか。

これはあくまでも議長発議で設置をしていただければ議会全体として、一部議員発議

よりも議長発議でやっていただいた方が、これは全員参加の中では私は良いのかなと

いう気がしますし、それはいまのさっき言った長万部町があのような数字が新聞報道

で出たということはやっぱりそれぞれの町が緊急に抱えている課題だろうと思う。そ

れをもう少し勉強するのは特別委員会を設置してから勉強したって間に合う話であ

って、設置をするのことを勉強するのか、それとも中身を 

○議長（村瀬 廣君） 中身ですね。 

○委員長（山崎 仁君） であれば委員会が無ければ、特別委員会を設置しなければ中

身の調査はできませんから、そこには調査権が及ばないわけですから、その辺が前回

の特別委員会で意見として出ているというふうに私は思っています。その部分をここ

に表現していただいて、よって調査の範囲が限定されない特別委員会を設置しながら、

耐震、防災に強い町づくりをどうするかを議会として新たに調査をするという、そう
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いうふうになるのかなというふうに私は思ったんだけれども、こういう結論を出すん

じゃなくて。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） 私は、総合体育館・図書館という特別委員会の中で、新たな次

のものを結び付けていくということではなくて、これはこれで１つの区切りとして収

めたい。議長も先程慎重にって言った意味は、中身についてはそれぞれ所管の中で出

来る部分というのはあるわけですよ。だからあえて特別委員会の必要性というのは私

は感じないんですけどね。所管で足りなかったら合同委員会もあると。まずは、そこ

から出発していって、本当にそこまでやってもまだ問題がって言うのであれば、特別

委員会の必要性も感じるんだけれども。所管事の議論もしないでっていうことになる

と私はちょっと問題だなという気がする。 

○委員長（山崎 仁君） それは向井委員のお考えということですよね。 

○７番（日置紳一君） 委員長の言ったことにそういう次の特別委員会という文言を入

れるような話で、多分あの時は話し合ったと思うんですよね。だからそういうことか

らいくと、私の考えとしては中学校の意見のところで不安要素が大きいと。なおって

いうところに続けていってそういう意味からも全体を通じた特別委員会も１つ作っ

てからでも良いんじゃないかってっていう報告書にしてほしいなと思うんですよね。

１３日も言わせてもらうけど。そんな形になるのかなと思っていたんだけども。違う、

ここで１つ１回、町民に理解されるように努めていただきたいたって、こういうふう

には言ってなかったですよね。皆さんの意見の中では。大半の意見では。ここで１回

区切ってしまわないで、なおっていうのを入れて特別委員会が必要あるんじゃないか。

そういうような報告の方が、こないだのあれからいくと、文章的にあうんじゃないか

なと思うんですけどね。 

○委員長（山崎 仁君） 向井委員の発言があった常任委員会ごとに議論すれば良いだ

ろうと言った。常任委員会というのは所管が限定されているわけですよ。合同委員会

という手法もあるというけども、調査範囲をしっかりこの事を調査するんだと。全員

でやるんだっていうのが特別委員会、ちゃんとした仕組みがあるわけですから。今回

作った体育館・図書館もそういう趣旨で作ったものですよ。合同委員会で常任委員会

更には合同委員会で調査をしても、それは調査報告としてはならない。やっぱり特別

委員会というものは、これは議長から諮問を受けて議長に返す。この仕組みが特別委

員会ですから、ですから合同委員会でやるというのであれば、もう最初から体育館・

図書館じゃあ合同委員会でやれば良いんだっていうことは一言もなかったわけです

よ。特別委員会、体育館と図書館の特別委員会を設置し調査はしてきたけれども、中

学校の耐震もあり、それから熊本の地震もあり、色んな新しい事情がどんどん出てき

たと。そしたら体育館・図書館建設構想特別委員会だけでは調査の範囲を超えてしま

うので、新しい今金町全体の施設を含めた新たに特別委員会を設置して調査をした方

が望ましいって言うのは答申になり得ますよ。議長に対する答申ですから。理事者に

言うわけでないですから。そういう意味で、多分引き合いに出して申し訳ないけど、
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長万部町から出てきた３００億超えるようなものが、じゃあ今金どうなんだって言う

話は町内でも出てくる気がする。だったら、もっと早くこの定例会があるわけですか

らっっていうもするんですよ。 

  川上委員。 

○９番（川上絹子君） 先日、委員長とその意見が出たことも話し合って、それとあと

自分は一応理事者にあってはというところも委員長と話し合ったんですよ。理事者に

あっては町民に広く事業の必要性を説明し理解されるように努めていただきたいっ

ていうことは、議会は図書館構想を許可して、それに町長に町民に理解を得てこいっ

て言っているんであって全くこの特別委員会の意志が全く違う方向に向かっている

ので、ここの１行は向井委員長と話し合いをしたんだけど、向井委員長の意志でここ

を入れたいという形の意見を交わして、その後はみんなで話し合う場所があるからと

思ったんだけど、この答申は議長に宛てるものであったら、理事者のこの１行は私は

いらないのかなと、そう解釈していたんですけど。そこはお互いに話をして何となく

入れたいという意志があったので、あとはみんなで話し合えば良いなと思ったから、

ここまでの話し合いをしてそこまできたんですけれども、ただ文面としては中身が全

部入っていないていうのはちょっと気になってそれも話し合いはしていました。 

○委員長（山崎 仁君） いま、川上委員が指摘されている、理事者にあってはのくだ

りですけれども、この発言はあった。 

○９番（川上絹子君） ないですね。あの中では話が出てたかなって。 

○委員長（山崎 仁君） 建設構想の中では町民に理解をいただいているから理事者側

は進めるつもりでいるんでしょ。理解が足りないわけではないんでしょ。 

○９番（川上絹子君） 実際町民は知らないですよ。ほとんどの人。 

○委員長（山崎 仁君） そういう意味ではなくて。町が進めているということは、建

設構想委員会も設置をし、町民アンケートもし、理解をもらっているから議会に提案

してきているんでしょ。理事者はそういうことで提案してきているんなら、議会は何

も言うことないしょ。そこまでこちら側で何も発言のないこと載せる意味はないとい

う気もしますよね。細かい文言については、色々ご意見はあろうかと思いますけれど

も、最終的に１３日の特別委員会で正案を決定していただき、それから議運にかけて

いただきます。そこで協議をし、最終的に本会議に上程という形になりますので、そ

れぞれ１３日の特別委員会までに、それぞれのお考えをまとめておいていただければ

良いと思う。これはあくまでも、素案ということで委員長良いですね。 

○４番（向井孝一君） 良いですよ。 

○委員長（山崎 仁君） 素案ということですので、それから議長、いまの話の中で新

しい特別委員会が必要だという声が出てきて、議運の中でもお一人おひとりの意見は

聞きませんけどもいまは、新しい特別委員会が必要だということであれば、議長発議

で６月議会で設置するのは問題ありませんか。 

○議長（村瀬 廣君） 多くの議員の意見を聞きながら、そういう意見が強いのであれ

ば、きちんとした目的を持った特別委員会の設置に向けては皆さんの意見ですから、
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私からの発議ということではできると思いますが、皆さんの意見を聞きながら検討さ

せていただきたいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） であれば、特別委員会の中で新たな特別委員会の設置という

ことも含めて協議をいただきながら、６月定例会で設置するような準備もしていただ

くように、議長にお願いをしたいと。それでよろしいですか。委員の皆さんそれでよ

ろしいですか。必要という意見が多ければ、新たな特別委員会をもって調査をすると

いうことで。 

○４番（向井孝一君） 私は反対です。 

○委員長（山崎 仁君） 特別委員会の設置が反対ですか。それは皆さんの意見がどう

なるかということで、それは委員長が反対というのは今後皆さんが判断してくれるだ

ろうと思います。よろしいですか。それでは特別委員会調査報告案については１３日

の特別委員会で案がまとまった後に議運を再度開きたいと思いますので、なお、新た

な特別委員会の要望も多ければ、それも議長にご配慮いただくということでこれを決

定したいと思います。 

  次に、協議案２号から７号までを一括議題として局長に説明いたさせます。 

  資料５～７です。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） （局長資料５～７朗読説明、記載省略） 

○委員長（山崎 仁君） 協議案第２号、会期の予定、１５、１６、２日間ということ

でよろしいですね。 

  協議案第３号、付議事件の審査順序、資料５のとおりでよろしいですね。 

  協議案第４号、会期中の会議録署名委員議員の順序、１５、１６、それぞれになっ

ております。よろしいですね。 

  協議案第５号、説明のため出席を求めた者、資料６です。よろしいですね。 

  協議案第６号、出席する説明員、資料７です。よろしですね。 

  協議案第７号、議会費の平成２８年度補正予算案であります。資料８、よろしいで

すね。 

  それでは、そのように決定いたします。 

  次に、協議案第８号、一般質問についてであります。 

  局長に説明いたさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） （局長資料８朗読説明、記載省略） 

○委員長（山崎 仁君） このようなことでありますけれども、いかがですか。 

  よろしいですか。 

  局長、これを見ると向井孝一さんからＦＡＸが送られているようなんですけれど、

これはどうなんですか。 

○事務局長（成田光康君） 最初に原本の提出をいただいていまして、その中で字の訂

正ですとか、そういうものがございましたので何回かやり取りさせていただいて、最
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終的にこういう形にさせていただいております。 

○委員長（山崎 仁君） これは以前からなんですけども、ファクシミリという方法は

あるんですけれども、一般質問は直接議会事務局に来ていただき、局長と相談をしな

がら最終的に受領受付の印を押してもらうという行為がありますから、議運の委員長

がここまで話をするかどうかはわかりませんが、できれば来庁いただいてやり取りを

するというのが本当だというふうに思うんですけれども。いかがですか。議長いかが

ですがその辺。 

○議長（村瀬 廣君） 言われたとおりだと思いますので、以後、気を付けていただき

たいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） その辺も全議員に徹底していただくように。 

○事務局長（成田光康君） 今回の場合もたまたま私の方会議が長引いてまして、ずっ

と午前中とか居ない時に向井議員が来庁されてますので、締め切りの中の時間帯で出

ていたので、私がその時確認ができなかったものですから、その後に確認ということ

で電話連絡取らせていただきまして、このような形でやむを得ずなりましたことをご

了承いただきたいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） くどくは言いませんが、提出期限が６月６日正午でファクシ

ミリの送信が６月２日です。時間的な余裕はあったはずですので、是非、来庁いただ

いて事務局で打ち合わせをするということでやっていただいた方が、もしこれが前例

となりファックスで送ってそれを受領するなんてことになっていたら、一般質問です

から。皆さん議員としての権限を行使するんですから、できるだけ来庁いただくのが

私は議長が発言するように望ましいと思います。そういうことで議長からもあれば機

会をとらえてお願いいたしたいと思います。１０時１０分まで休憩いたします。 

 

休憩  ９時５７分 

開議 １０時０８分 

 

○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議いたします。 

  次に協議案９号、その他についてを議題といたします。 

  合同委員会の開催についてであります。 

  局長に説明いたさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） 協議案第９号、合同委員会開催についてご説明いたします。 

  平成２８年６月１３日、月曜日、午後１時３０分からの予定となります。 

  説明事項につきましては１件、総務厚生常任委員会所管、まちづくり推進課のクア

プラザピリカの指定管理の状況について。 

  報告事項が２件、総務厚生常任委員会所管、総務財政課とまちづくり推進課のＴＴ

Ｎコーポレーション植物工場計画について。 

  産業教育常任委員会所管、公営施設課の今金町町営住宅（公営住宅）等長寿命化計
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画（平成２７年度見直し）についての全部で３件となっております。 

○委員長（山崎 仁君） 冒頭、副町長からいわゆる町長から合同委員会の開催の要請

がありました。それぞれの常任委員会の所管の課題を合同委員会でということで、説

明があったと思います。まず、説明事項で総務厚生常任委員会所管でクアプラザピリ

カ指定管理の状況、それからＴＴＮコーポレーション植物工場計画、総務厚生常任委

員会の所管で提案があります。よろしいですか。総務所管でこの２件。それから産教

所管で町営住宅長寿命化計画について、よろしいですか。それではそれぞれの所管課

題を合同委員会で説明するということで。 

  次に、議会開催のお知らせについて資料１０です。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） （局長資料１０朗読説明、記載省略） 

○委員長（山崎 仁君） ６月１１日朝刊です。道新、読売。 

○事務局長（成田光康君） 道新、読売です。 

○委員長（山崎 仁君） 大きさはＡ４。 

○事務局長（成田光康君） Ｂ４に拡大になります。 

○委員長（山崎 仁君） いかがですか、内容も含めて。 

  川上委員。 

○５番（川上絹子君） ＴＴＮコーポレーションとかなんかのやつは、議会の中では一

切話はならないで、合同委員会だけでやるっていうことですか。 

○委員長（山崎 仁君） 内容については、まだ説明を受けておりませんからわかりま

せんが、総務所管の植物工場計画についてを全議員に周知をする。 

○議長（村瀬 廣君） 総務厚生常任委員会の時にそういったことで皆さんに合同委員

会よろしいですかと諮っていますよね。もしそこで質疑がしたかったんであれば、合

同委員会は合同委員会、ここでもやっていただきたいとあれば多分やれたかなと思っ

ていますけども、皆さん了解してので説明が無かったと捉えて頂ければと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 合同委員会が開催される前提であそこは皆さん質疑しなかっ

たと思うんですよ。こういう決めて議運にかけるということになっていますから。た

だ、議運にかかる前の常任委員会の中で合同委員会ありきの説明の仕方をしています

から、それがどうかなとちょっと引っかかるんですけども。 

○５番（川上絹子君） 詳しいことはその時にっていう感じで何も言わない。 

○委員長（山崎 仁君） 聞く方も説明する方もそうですから。 

○１１番（上村義雄君） 常任委員長が常任委員会でも説明していただきたいと言えば

説明をせざるを得ないんだ。 

○委員長（山崎 仁君） 以前は、所管は所管として明確に常任委員会所管事務だけの

説明をして、他の委員会のことは一切触れないでいたんですって。それで良いんです

けども、広く知っていただきたいということは合同委員会という手法を使いながら議

員に周知をするという手法でいまは基本条例を作ってからやってきていますから。で

もあくまでも所管は所管ですから。所管の委員長の判断っていうのも大いにある話だ
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というふうには思います。よろしいですか。ちょっと話戻って良いですか。１時半か

ら合同委員会があって、その後特別委員会。 

○議長（村瀬 廣君） １時から全員協議会。特別委員会はこれ終わってからですね。

予定はそうですね。 

○委員長（山崎 仁君） １時から全員協議会をやって、１時半から合同委員会をやっ

て、その後に特別委員会を開いて、その後に議運を開くという流れ。 

○１１番（上村義雄君） 間に全員協議会入るの。 

○事務局長（成田光康君） １時から全員協議会。 

○１１番（上村義雄君） １時に全員協議会先にやってという話。 

○事務局長（成田光康君） １時から全員協議会でマックアースの社長がみえられる。

全員協議会をまず開催しまして、マックアース北海道の社長、吉野社長がみえられる

まして、状況報告を兼ねて挨拶する形で来ます。社長自体からは会社の状況ですとか

そういう経緯について、指定管理を辞退した経緯についてその旨の話があると思いま

す。その後の合同委員会につきましては、それに伴う指定管理の部分ですとかそうい

う経営状況の部分の報告。予算上のものもありますので、そちらの方も兼ねて合同委

員会の方で町の方からも報告という形で併せて行うような経緯になっておりますの

でよろしくお願いいたします。 

○委員長（山崎 仁君） 合同委員会には社長は出席しないと。 

○事務局長（成田光康君） はい、そうです。 

○委員長（山崎 仁君） 合同委員会にマックアースの社長が出席をするということに

なれば正式に出席となれば参考人だとか色んなものがあると思いますけれども、会社

の思いを伝えたいということの意味だと思いますから、そういう流れをまずご理解を

いただきたいということで、議長よろしいですね。 

○議長（村瀬 廣君） はい。 

○委員長（山崎 仁君） それから戻ります。ご案内なんだけれども、下にある省エネ

ルギー対策の一環として本定例会はクールビズ対応。クールビズを６月から９月いっ

ぱいやっているということをちゃんとここで謳っておいていただきたい。 

○事務局長（成田光康君） わかりました。 

○委員長（山崎 仁君） その一環として今回もクールビズだというふうに。だから６

月１日から９月いっぱいまでは議会は理事者側の呼びかけに応じてクールビズを対

応していますよと。そういうふうにしてもらった方がいろんな場面でノーネクタイで

出ていくことがありますから、議会はこうだと、町側の要請に応じて。どうですかそ

ういう必要はないですか。その文言入れといてもらえれば。 

○事務局長（成田光康君） わかりました。 

○委員長（山崎 仁君） それでは６月１１日朝刊折込よろしいですか。 

  以上であります。 

  その他のその他であります。ないようですけれども皆さんから何かあればお受けを

いたします。よろしいですか。終了してよろしいですか。 
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  それでは次回は１３日特別委員会終了後に大変お疲れかと思いますけれども、議運

を開催いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（山崎 仁君） 本日の議会運営委員会はこれで終了いたします。 

  どうもありがとうございました。 

 

閉会 １０時１８分 
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