
 

議 会 運 営 委 員 会 

 

期 日 平成２８年９月１６日（金） 

時 間 午前８時５８分      

場 所 議員控室         

 

◎議 事 

 １ 平成２８年 第３回定例会の運営について 

 

  協議案第１号  平成２８年第３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） ２件 

     条 例       １件 

     単行議案       １件 

     補正予算       ７件 

     認 定       ８件 

（２）議会提案 請 願       ３件 

     陳 情       ８件 

     議員の派遣       １件 

    （３）議員提案 意 見 案       １件 

 

  協議案第２号  会期の予定について 

          ９月２８日（水）から２９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 

          ２８日 ７番 日置紳一  ８番 村上忠弘 

          ２９日 ９番 川上絹子 １０番 山崎 仁 

  

  協議案第５号  地方自治法第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９月１２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）議会開催のお知らせについて 

（別紙のとおり） 

（２）議会基本条例の検証について 

（３）町民会議の開催について） 

（４）その他 

 

 ３ その他 

 

 

〇出席委員 

 委員長  山 崎   仁 君   副委員長  芳 賀 芳 夫 君 

 委 員  向 井 孝 一 君   委 員  日 置 紳 一 君 

 委 員  川 上 絹 子 君   参 与  上 村 義 雄 君 

 参 与  村 瀬   廣 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 

 

 

 

 

 

 

 



開議 ８時５８分 
◎ 委員長あいさつ 

○委員長（山崎 仁君） 皆さんおはようございます。 
   平成２８年第３回定例会に向けての議会運営委員会であります。 
   それぞれご協議いただき、決定をしていただきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
   町長が出席しておりますので、開議に先立ち、ご挨拶をお願いいたします。 

町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） おはようございます。 
   平成２８年の第３回定例会に際しまして、私の方からそれぞれ議案を提出させ

ていただいているところでございます。 
   同意案件２件につきましては、固定資産の評価委員さん、佐藤弘一さんという

ことでお願い申し上げ、もう一点は教育委員会の委員さんの任命でありますけれ

ども在任で、この度、更新になります永井章さんを提案しておりますのでよろし

くお願い申し上げたいと思います。 
   その後に議案９件、そして２７年度の全会計決算認定事案８件につきましても

提出しておりますのでご審議賜りますようよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 
この後に副町長からそれぞれの内容について提案説明させていただきますので

どうぞよろしくお願いいたします。 
○委員長（山崎 仁君）  

ただ今の出席委員は５名で定足数に達しておりますので、平成２８年第３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。 
   町長提案より、説明を求めます。資料１です。 
   副町長、中島君。 
○副町長（中島光弘君） おはようございます。 
   それでは、私の方から平成２８年第３回今金町議会定例会に提案を予定してい

ます議案について説明をさせていただきます。トータル１９件であります。そ

れでは同意第１号より順次提案理由を申し上げますが、総務厚生、産業教育の

両常任委員会の席上で説明させていただいております、議案第１号、第２号に

ついては説明を省略させていただき、同意案件２件と平成２８年度今金町一般 

会計及び特別会計の補正予算７件、平成２７年度の決算認定について説明をさ

せていただきます。 
    同意第１号、今金町固定資産評価審査委員会委員の選任について、平成２８



年１０月１６日をもって任期満了となる同委員に新たに佐藤弘一氏を選任いた

したく、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求めるもの

であります。 
    同意第２号、今金町教育委員会委員の任命について、平成２８年１１月１２

日をもって任期満了となる同委員に引き続き永井章氏を任命いたしたく、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同

意を求めるものであります。 
    議案第３号、一般会計補正予算（第４号）につきましては、予算の総額に１

億２，４０４万８千円を追加し、補正後の額を５５億６，０３２万２千円にし

ようとするものであります。 
    議案第４号、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第２号）につきまし

ては、予算の総額に５０万５千円を追加し、補正後の額を１０億６，４６２万

円にしようとするものであります。 
    議案第５号、後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきましては、

予算の総額に２９９万９千円を追加し、補正後の額を８，３５２万１千円にし

ようとするものであります。 
    議案第６号、介護保険特別会計補正予算（第２号）では、保険事業勘定にお

いて予算総額に２３３万５千円追加し、補正後の額を６億９，６９５万円にし

ようとするものであります。 
    議案第７号、国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第２号）につきまし

ては、収益的収支について予算総額に１，４４５万８千円を追加し、補正後の

額を７億２，８８０万５千円にしようとするものであります。 
    議案第８号、簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、予

算総額に７千円を追加し、補正後の額を１億３，１３３万５千円にしようとす

るものであります。 
    議案第９号、公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、

予算総額から８２９万２千円を減額し、補正後の額を２億１，４８５万２千円

にしようとするものであります。 
    また、平成２７年度にかかる一般会計をはじめ、７特別会計について決算認

定をお願いしようとしております。 
    認定第１では、一般会計について、認定２では、国民健康保険特別会計事業

勘定、認定３では、後期高齢者医療特別会計、認定４では、介護保険特別会計、

認定５では、介護老人保健施設特別会計、認定６では、国民健康保険特別会計 
  施設勘定、認定７では、簡易水道事業特別会計、認定８では、公共下水道事業

特別会計、以上８件の会計の歳入歳出決算認定について、地方自治法及び地方

公営企業法の規定にのっとり監査委員の意見を付して議会の認定をお願いす



るものであります。 
   なお、９月８日に開催をいただきました台風１０号にかかる全員協議会並び

に両常任委員会でもお願い申し上げましたが、台風被害への対応に対する概算

での補正予算を追加議案として提出いたしたく、特段の配慮方賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 
   なお、全員協議会で職員の救急の緊急搬送について説明申し上げましたが、

身体的には問題がないということで明日退院をする予定であります。これから

はですね、心療内科等の支持を受けて自宅療養それから復帰に向けてプログラ

ムが組まれるというふうに認識しておりますので、その他ということで併せて

報告をさせていただきました。 
   どうぞよろしくお願いいたします。 

○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。１点いいですか。同意案件について２名の

方の名前がここで公表されました。正式な議案としては、同意案が本会議当日

出てくると思うんですけど、名前が出てきたということは他の議員さんにも事

前にお知らせをする考えがあるかどうか。 
○副町長（中島光弘君） ありません。 
○委員長（山崎 仁君） ないですか。 
    ここでのお話と。であれば同意案は提案される時点まで名前は公表されない

方がよろしいかなと思うんですけれどもそれはいかがですか。 
○町長（外崎秀人君） そのようにしたいと思います。 
○委員長（山崎 仁君） であれば委員の皆さん、正式な提案があるまで名前につい

ては非公開ということでお願いいたします。 
    その他なければ、質疑を終わります。よろしいですか。  
    理事者には出席ありがとうございました。 
    退席をお願いします。 
    次に、議会提案・議員提案を議題といたします。 
    局長に説明いたさせます。資料２から５です。 
    成田君。 
○議会事務局長（成田光康君） 座って説明させていただきます。 
  （局長資料２から５朗読説明、記載省略） 
○委員長（山崎 仁君） 先程、資料２から５と言いましたけども長くなりますので、

それぞれ資料に基づいて進めて参ります。 
     資料２からです。請願の取り扱いについてであります。これについて何か

ご意見ございませんか。 
     局長、請願が出ているけど、請願１号、２号、３号それぞれに鑑が付いて



いない。 
○議会事務局長（成田光康君） 鑑がそれぞれ集まってきていますので。 
○委員長（山崎 仁君） こういうふうに来たの。 
○議会事務局長（成田光康君） はい。 
○委員長（山崎 仁君） もし、こういうふうに来て、この１件はちょっと疑義があ

るとなったら全部だめになるよ。だから、１件ずつやっていかないと。 
○議会事務局長（成田光康君） それで、鑑は１つなんですけど、請願として１件ず

つ、請願１号、２号、３号の形で分けていますので。 
○委員長（山崎 仁君） これ自体が１つの協議案だから、そんなことないと思うけ

ども、これ全部が協議案だからこの中の３点の中の１点だけ疑義があるって

言ったら他の２件も駄目になるから。１つずつ、鑑を添えて出してもらった

方が良いんじゃないか。 
○議会事務局長（成田光康君） いままでもそういう形で。 
○委員長（山崎 仁君） まとめてやってる。 
○議会事務局長（成田光康君） まとめてやっているかというか、これをただ単に焼

いているんですよ。１枚目の鑑を３部焼いて付けているだけの話であって、

それも逆に意味のない話になりますので。 
○委員長（山崎 仁君） それともう１つ、請願第１号に出ているんだけど、要望意

見書の内容は全部意見案と一緒なわけですか。 
○議会事務局長（成田光康君） 意見案と一緒です。 
○委員長（山崎 仁君） 意見案は議会が作るものだから本来。 
○議会事務局長（成田光康君） 本来そうです。 
○委員長（山崎 仁君） 請願を出す人は、こういうことで意見書として出してくだ

さいっていうのが請願だから、請願ということをここに書いてもらう。請願

書っていうのはここに請願って載っているわけさ。この案件は請願なの。だ

から、求める要望意見書じゃなく請願なのさ。ここのところ。それを受けて、

議会が議長名で意見書案を作る。だから一番下にもう議長の名前が入ってい

るけども、これは意見書になって初めて議長の名前が出てくるっていうふう

に理解しているんだけれども。どうですか。 
○議会事務局長（成田光康君） 本来はそういう形が正しいと思います。 
○委員長（山崎 仁君） そういう請願を出す側も、そういうふうにちゃんと考えて

欲しいし、受ける側でもそういう受け方をしてもらえば、本来のやり方でや

ってほしいということ。 
○議会事務局長（成田光康君） 執行委員長が来た段階で確認したのは、上部団体か

らそのままこの様式がそういう形で議長名入りの名前で送られてきたという

ので、そのままうちの方としては訂正だとかそういう形のものにするのはあ



れなので、そのまま形で取りあえず諮らしてもらうような形をとらしてもら

ってます。 
○委員長（山崎 仁君） 今度、紹介議員にこういう話が来た時は、あくまでも農業

委員会から来るのは請願だから。ここは請願なんです。それを受けて議会が

議決をしたら次に意見書に変わる。そこで初めて議長の名前が出てくるから、

この最初の所に議長の名前が出てくるものでは無い。 
     暫時休憩いたします。 
 

休憩  ９時２０分 
開議  ９時２２分 

 
○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 
   請願の取り扱いについては、まず請願第１号、取り扱いをするということでよ

ろしいですか。 
  （はい、の声あり） 
   次、請願第２号、取り扱いをするということでよろしいですか。 
  （はい、の声あり） 
   次、請願第３号、いかがいたしますか。 
  （よろしいです、の声あり） 
   それでは、請願１号から３号までそれぞれ受付をし、本会議で意見書として提

出していただくようにお願いいたします。 
   本会議場において朗読説明をしていただきたいんですけども、この１号、２号、

３号、どなたが朗読説明するか。できればこの場で決めていただければ。 
○７番（日置紳一君） １と３は私が。２を村上さんにお願いします。 
○委員長（山崎 仁君） それでは資料２関係についてはよろしいですか。 
   次に、資料３陳情の取り扱いをお諮りいたします。 
   陳情１１号から１８号まで。 
   局長、成田君。 
○議会事務局長（成田光康君） （局長資料３朗読説明、記載省略） 
○委員長（山崎 仁君） 資料３、陳情の取り扱いについてでありますが、局長より

これまで既に取扱い済み、それから取り扱いをしないというそれぞれの経過の説

明がありました。何かご意見があればお伺いいたします。ありませんか。それで

は局長の説明のとおり、陳情第１１号から第１８号まではそれぞれそのように対

応するということでよろしいですか。それでは陳情の取り扱い、資料３関係につ

いては終わります。 
   次、資料４、議員の派遣についてであります。 



   局長、成田君。 
   もとい、資料４の前に資料５、意見案第１号を協議いただきたいと思います。 
   局長、成田君。 
○議会事務局長（成田光康君） （局長資料５朗読説明、記載省略） 
○委員長（山崎 仁君） 朗読が終わりました。この件に関して、質疑があればお受

けをいたします。先程の陳情を受けての意見書と言うことでありますので、まず

ご理解をいただきたいと思います。よろしいですか。それではこの件の朗読者、

説明者でありますが、林活の会長、向井委員長にお願いいたします。 
 ここで暫時休憩をいたします。 

 
休憩  ９時３２分 
開議  ９時４９分 

 
○委員長（山崎 仁君） それでは、休憩を打ち切り開議いたします。 
   協議案第１号、議員の派遣について、資料４、局長より説明をいたさせます。 
   局長。 
○議会事務局長（成田光康君） （局長資料４朗読説明、記載省略） 
○委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。 
   議員の派遣、総務厚生、産業教育それぞれの道外行政視察の提案であります。 

まず、総務厚生常任委員会道外行政視察についてでありますけれども、いかが

ですか。 
   局長。 
○議会事務局長（成田光康君） 道外視察の長野県岡谷市につきましては、視察先と

の交渉がつい昨日からの交渉となっておりますので、まだ確実な返事はいただい

ておりません。先程確認したところ、担当者が不在ということで折り返し後から

連絡が来ることになっております。岐阜県中津川市につきましては、確約はいた

だいておりますし、多治見市につきましても了解を得ているところです。産業教

育常任委員会の各視察先につきましては、一応了承はいただいております。 
○委員長（山崎 仁君） 委員長、総務委員長これは最初に下條村だったんですけれ

ども、この辺の経緯を。 
○５番（川上絹子君） 下條村に行こうと思ったんですけれども、下條村の方の視察

の受け入れが１週間で１回しか受け入れをしていなくて、日にちを区切られたた

めにキャンセルをして日程を変えると、予算がすごく旅費とかオーバーするので

やむを得ず行先を変えたということです。キャンセル料がかなり、行きも帰りも

キャンセルすると発生するので。視察先を別に設けて、急遽変えたっていう形に

なりました。本当は下條村に行きたかったんですけど、お金がかかりすぎるとい



うことで。 
○委員長（山崎 仁君） いかがですか。いま総務委員長からの補足の説明がありま

した。当初、予定をしていたところの受け入れの日程の都合で視察先の変更、当

初の予定の変更ということでありますけれどもよろしいですか。 
○５番（川上絹子君） 断ってきたのがちょっと時間が遅かったんですよね。最初か

ら言ってくれるともっと早く対応できたんだけど。都合が悪いと言ってきたのが

ちょっと急々だったんで、急遽局長とかにお手間をかけたことになっちゃったん

だけども。 
○委員長（山崎 仁君） 総務厚生常任委員会道外行政視察については、目的、場所、

期間、派遣議員それぞれよろしいですか。 
   次に、産業教育常任委員会道外行政視察であります。これについて、向井委員

長補足でもあれば。 
○４番（向井孝一君） いや、別にないです。このままです。 
○委員長（山崎 仁君） 他の委員さん何かありませんか。 
   川上委員。 
○９番（川上絹子君） 前にも言ってたんですけど、TTN コーポレーションのとこ

の、今金町の卒業生の雇用の部分でって言えば、表敬訪問と企業視察を行うって

言うけど、まだ予算付けされてきちんと決まってないのに行くのはおかしいと思

うんですけど。それと所管が違うじゃないかなって、雇用という形でもって行け

ばそれは、こじつけみたいな感じに聞こえるけど。 
○委員長（山崎 仁君） 向井委員。 
○４番（向井孝一君） このことについては、皆さんご承知のとおり、農協、高等養

護学校、それから商工会それぞれが連携した中で、事業を推進してきた経過があ

りますね。その中で、前回 TTN の辻野社長さんが来た時に今後進める会社の方

のプロジェクトチーム、その人方と懇談してくれませんかと要望もあったんです

よ。そういうことで、当初からこの会社にどういう会社なのかっていう実態調査

を含めて行くということで計画したとおりでございます。 
○委員長（山崎 仁君） 川上委員。 
○９番（川上絹子君） でもやはり一応所管が、所管というのはやっぱりきちんとし

ないとだめだと思うので、その部分で何度も会議の時に所管がどこなんですかっ

ていうことを聞いてて、それで産業教育で行くというのはどうかおかしいと思う

し、まだ予算付けして確実にこれもやるかやらないかはっきりしていないところ

に表敬訪問に行くのはおかしいと思うんですよ。これが動き出してちゃんとなっ

ているんであれば分かるけど、この間、社長が来た時にもビジネスと言う形では

ないという話をしていたんで、うちそんな中途半端な気持ちでやるのかなってち

ょっと解釈したもんで、だからどういうつもりで税金対策でやるならおかしいし、



そこに決まりもしないとこに表敬訪問っていう何をしなきゃないのかなって。 
○委員長（山崎 仁君） 向井委員。 
○４番（向井 孝一君） 行政視察の在り方っていうのは、皆さんがたの方もそうな

んだけども決定してないことに対する資質向上として行政視察があるんですよ

ね。いろんな形で勉強するっていうのが行政視察の目的でもあるわけで、それを

否定したり、あれすることには私はならないと思うんですよ。そして、確定して 
 いるのは既に高等養護学校の方で３名の雇用をするということは、これもう確定

して動いているわけです。一昨日ですか、高等養護学校の今回子どもたちじゃな

くて教員の人が実際に農家に入って半日間の実務体験をしてきました。その時、

うちに来たのは原田先生という若い先生なんですが、はやり非常に期待をしてい

るっていうことなんですよ。いま、２０周年を１１月４日、皆さんの方にも案内

が行ったと思うんですけども、そういうことでこの TTN の事業推進ってことに

対しては養護学校も期待しているってことは校長の方からも言われております

し、そういう意味も込めて、所管とか所管外とかっていうのではなくて、議員と

して本当にこの会社って大丈夫なのかってその調査を含めて今回表敬訪問する

わけでありますのでその辺はご理解願いたいというふうに思います。 
○委員長（山崎 仁君） 川上委員。 
○９番（川上絹子君） 所管をど返しして行くっていうのはおかしいと思うんです。

議会はルールがあってものが動いているんで、そういうこじ付け理由を付けて行

ってはまちづくりの管轄なんで、やっぱりだめなものはだめだと思うんですよ。

行きたいのかもしれないけども、行ってはおかしいと思うんですよ。したら今度

からまちづくり、TTN のまちづくりを産教が所管としてやっていくということ

ですか。そういうような解釈になるでしょ。まちづくりの所管は総務厚生だから

そこはやっぱりルールとして、もっと違う形で。 
○４番（向井孝一君） ちょっと待って。それは、所管のあれだからっていう指摘

をしているわけでも何でもないんですよ。我々はあくまでも高等養護学校の１

つの所管としてのところからこの事業を運営してくれる会社をどういう会社っ

ていう調査をするだけの話であって。 
○委員長（山崎 仁君） ちょっと待ってください。  
   いま言われているのは、論点が何個かあって、まず、所管外だろうという話。 
○４番（向井孝一君） 何で所管外なんですか。１００％所管外ではないでしょ。 
○委員長（山崎 仁君） ちょっと待って。この植物工場を作るということは、スタ

ートの話は商工会が始めた話。そこに養護学校の卒業生を採用して植物工場を作

るという話ですよね。総務委員会の中で、この所管はどこですか、いわゆる町の

所管はどこですか、これはまちづくりですから総務です。これは明確に理事者側

から答弁がある。この事業についての所管はまちづくり。 



○４番（向井孝一君） あのね、ちょっと待って。その前に前段でね、この事業が商

工会が定住問題、人口減少対策として取り組んだ時には我々の所管だったわけさ。

そして、機構改革の中でたまたままちづくりの方に途中で移動してしまったんだ。

だから、そういう経過の中では、総務が所管だからそうだという狭い考えではな

くて、せっかく我々も勉強してきて情報を皆さんに伝えるわけですから、それは

私はね。 
○委員長（山崎 仁君） ちょっと待ってください。 
  所管が今金町にとって、町にとって所管ははっきりしている。所管ごとに委員会

を設けている。 
○４番（向井孝一君） そのとおりですよ。 
○委員長（山崎 仁君） そしたら所管の委員会が所管調査をするということが、こ

れはルールとして議会の中で決まっている話。だからその為に、専門性を持たせ

るために委員会を作っている。その所管は、前はうちの所管だったけれどもいま

は違うと言ったら、いまの所管で調査をしなかったらそれは前だとか後だとかと

いう話にはならない。もしそうであればいま両方にまたがる問題だっていうので

あれば、これは合同委員会なり特別委員会を設置してやれば良いだけの話。仕組

みはありますちゃんと。だから、いま総務の委員長が所管外でしょっていうこと

は、これは皆さんにも後で考え方を聞かせていただきますけども、総務委員会の

中で明確に総務委員会が所管ですという話をしている。これは確認をしている話

です。ですから総務所管に産教が行くといことが、問題だということを川上委員

長が発言しているんだと思うんだけどもそれで良いですか。 
○９番（川上絹子君） そうです。 
○委員長（山崎 仁君） 向井委員。 
○４番（向井孝一君） 私は、そういう変形した考え方は理解に苦しむんだけど。例

えばこれが工場が運営した時には学校給食にもその食材が入るってくるって言

うのもあるんですよ。そこにこだわって、議論されてあれしても私はこのまま実

行しますよ。 
○９番（川上絹子君） でもそれは議会のルールがあるんですよ。どこか公私混同し

ていると思う。 
○４番（向井孝一君） 公私混同はしていません。 
○９番（川上絹子君） いや、養護学校だって総務厚生の意味で、養護学校の管轄だ

ってやっぱり一部、雇用っていうとこを引っ張り上げて行こうと思ったらそうか

もしれないけど、でもちょっとおかしいと思う。 
○委員長（山崎 仁君） 誤解のないように高等養護学校は今金町の所管ではないん

ですよ、道の。 
○４番（向井孝一君） 勿論そうですよ。 



○委員長（山崎 仁君） 高等養護学校は産業教育常任委員会の所管ではないんです。 
   これは道の学校です。そこを今金町の所管だからといってじゃあ、そこに所管

事務調査学校に行って何か調査するかっていったら、それはできない。道教委が

管轄しているんですから。高等養護学校の卒業生が雇用を受けるとしても、高等

養護学校を絡めるとかえって話はややこしくなるような気がする。そうなったら、

これはどこがやっている事業かというと商工会ですよ。商工会がやっているとい

うことは、前は産教だってけれども機構改革で変わったのは確かにそうです。変

わったことによって、まちづくりに所管が変わったていうこと。それで常任委員

会も所管が変わったという。 
○４番（向井孝一君） あのね、ここまで来て議運で例えば、我々の行政視察が問題

あると言われても日程を変更することもいかないし。 
○９番（川上絹子君） 再三言ってきました。 
○４番（向井孝一君） ちょっと待って。ものの捉え方が我々と違うわけですよ。議

長、本当にあれですかね。本当に問題のある視察だと思いますか。 
○議長（村瀬 廣君） 私は、産業教育常任委員会の道外行政視察のいきさつについ

ては会議等には入っていないですけども、どこが所管であるとかはっきりしてま

す。所管が変わりましたまちづくりに。ただし、そういった中にかかわらず雇用

の場の確保という点で委員長は言っていると思うんですけど、私は事務局の入っ

た中での提案だと思うんで、私は入っていませんけども局長といろんな相談を受

けている時に、産教としての TTN は所管だけれどもやろうとしていることに産

業教育常任委員会がきちんと視察する機会、勉強する機会があってもいいと判断

したところを聞いてみたいなと思うんですけども。後はそれが本当にいま向井さ

んが言っている目的、委員長が言っている目的が産教とは一切関係ないというも

のがあるんであれば、それはあれですけど。もしここまで日程を詰める時に、こ

の部分は確かに商工は総務厚生に行ったけども、この部分は産教が勉強しても値

があるよねってものがあって、上げてきたものであれば私はそこまでこだわるこ

とがあるのかなと思ってますけど。皆さんが良ければ良いんだなと思いますけど。

ただ、やろうとすることが本当に所管外だよとはっきりしているのがあるのであ

ればそれはそれでと思うんですけど、局長はその辺どう考えて行先の決定に携わ

ったのか、もしあれば教えていただければ。 
○委員長（山崎 仁君） ちょっと待ってください。議長、いまの発言の中で、私は

この協議に入ってないって、いま、視察に関して言ってますけども、議員の派遣

については議長名で出て来ているんですよ。 
○議長（村瀬 廣君） 入っていないですけど、委員長から目的は聞いています。そ

れでここに上がってきているんですけれども。 
○９番（川上絹子君） どうして議長もそこで所管外だと言えないんですか。そうい



う判断が大事なのは当たり前のことですよね。そこでうちは再三、産教に視察の

どこにここ入れるって言ってる時に何回も言ってるんですよ、そこは所管外だっ

て。それにもかかわらずここに行こうとしている。だから、そこのところで議長

がこの話が出た時に、行くんであれば総務が行くならわかるけど所管が商工会で

まちづくりなんだから、まあ、行くんであったらみんなで議員会の旅行ででも、

全員で行くならわかるけども、これ所管を行政視察で行くっていうのはどっかや

はりルールがずれていると思うし、そこの判断は議長がきちんとしなければなら

ないところなんです。そこで、みんなが良いなら良いですって言ったらここの議

会のルールなんて全くなくても良い。理由なんてなんぼでもこじつけられると思

うんです。これは間違っていると思う。何でもありにしっちゃたら１つやっぱり

そうやってすると、次からどんどんそういうことが起きてくるし。だめです。 
○委員長（山崎 仁君） 向井委員。 
○４番（向井孝一君） あのね、何でもありで我々もこの計画を組んでいるわけでは

ないんですよ。何回も常任委員会をやって最終的な確認も昨日の常任委員会で、

こういう日程でやるっていうことを確認しているんですよ。我々の常任委員会で

は。それを否定されることになると私はちょっといかがなものかなと。そこまで

くるんであればだよ。だから、我々が行って、例えばこの会社と何かを約束して

くるだとか、そんなあれではないんですよ。 
○委員長（山崎 仁君） いま所管外の話、この１点で話をすれば今金町の所管はま

ちづくりと決まっています。だから説明はまちづくりです。これは向井委員長も

分かっている。 
○４番（向井孝一君） それは、分かりますよ。 
○委員長（山崎 仁君） 委員会の専門性、今金町議会が総務厚生、産業教育の２つ

の委員会に分けているということも当然、委員長は産教委員長ですので理解いた

だけてると思う。委員会の専門性っていうのは、ある１つの事件についても、委

員会が中心となって内容調査をする。それは所管ごとに分かれているって話です。

その所管を超えた調査はありうるのかっていう話ですよ。何でもかんでも良いの

か悪いのかって話じゃなくて、先程、川上委員長から発言のあったように、ルー

ルはルール。ここまで積み重ねてきたものがあるとは言いながら所管というもの

をちゃんと配慮しないと、もし総務厚生が産教に係るところで視察に行ったら、

これも所管外になります。だから、うちの所管でということで、まず目的を決め

るという中で、先程、雇用という話が議長からあったんだけれども、雇用という

言葉だけを聞けば産業教育ということになるかもしれませんけれども、スタート

の話は商工会が取り組んだ事業、ですから今金町もそこに支援をするという話で

すよね。たまたま高等養護学校の卒業生を雇用することになるかもしれないけど

も、事業主体は商工会。雇用ということで、話を進めてきたという事であればそ



れも如何なものかなって気もしますけども、局長、その辺どうなっています。 
○議会事務局長（成田光康君） 確かにまちづくりの所管、植物工場についてはまち

づくりの所管という事で、植物工場の部分のそれに係る事業の部分も広く含めて

総務でしょうけどまちづくりの所管は確かだと思います。あくまでも、今回の事

業については１つの所管に収まらない部分がありまして、合同委員会ですとか全

員協議会ですとかそういう部分で説明している部分もあります。その経緯から行

くと雇用部分に対して、それらの状況的な企業視察とか表敬訪問するって部分に

ついては特に問題はないという判断はしております。ましては、教育委員会が高

等養護学校の窓口となっておりますので、教育委員会の所管窓口としては当然、

産業教育常任委員会が所管窓口となりますので、特段この部分については問題が

ないと認識していますけど。 
○委員長（山崎 仁君） 局長のはそうですけど、委員の皆さんの意見を伺いたいと

思います。 
   日置委員。 
○７番（日置紳一君） 私もこの話は早くから聞いていて、向井委員長に直接という

よりも村上副委員長に所管が違うだろうということは何回も申し上げてきまし

た。しかし、皆さんで話し合った結果なのかどうかわかりませんけど、向井委員

長自体は問題ないという話を村上さんから聞いていました。何が問題かって、こ

のところ私も経験があるわけでありませんけれども、さっきも請願の話でわから

なかったんですけども、やはりルールはルールとさっきもルールと言われてるわ

けですから所管の違う所に、雇用だとかそう言うものをこじつけて行くっていう

ことはやっぱり、さっき言っていた何でもありだと、何でもありじゃないんだと

言ってますけども、ありなんですよね。ですから２つに分かれて委員会を作って

いる以上はこういう問題があってどうのこうのっていうのであれば、１つの委員

会にすれば良いことだし、いまは２つ分かれている段階で、いまの現時点では。

所管というものをきちんとしてもらわないとだめだと思いますよ。私たちも昨日

急に変えて場所、相手の都合で変えたわけですけども、これだって日にちがまだ

あるわけですから、そこはだめなものはだめだと、そういうふうに私は思います。 
○委員長（山崎 仁君） 芳賀委員、そうですか。 
○５番（芳賀芳夫君） 私、２３年に議会に来て、議会改革ということで定数問題、

それと常任委員会の在り方について、色々協議された経過があります。その時、

わたくしは個人的には１委員制が良いのかなという考えを持っていました。多く

の人は２委員制を必要とすると、これでまとまったんですが、この２委員制には

審査権、調査権と権限が与えられております。その権限、２委員制の中には所管

がきちんと条例でも区別されているという経過になります。この権限を行使する

にあたっては、議長への通知、それと視察関係、道外・道内含めてですが、これ



を承認するのが議長という１つの議員必携の中に書かれております。今回のTTN
コーポレーションについては、重複になるかと思いますが所管はやはり総務とい

うことであります。やはりこのものを守らなければ、この議会のルールと言うの

はもう一回こう根底から見直さなければならない、そういう事態に発展する部分

もあるのかなと。今回については、それぞれの委員長が責任を持った協議をして

きたということは理解できますけども、やはり入り口で間違うと先程日置さんが

言うように議会は全部絡まっているわけですから。中々それをこう一緒にしてし

まうと、この構成そのものがおかしくなることもある。事前にそういったことは

ですね、両委員長間あるいは議運の中で事前にそういうものもどうだということ

があってきたんであれば良いんですけど。中々それもなしで単独で動いてきた。

それぞれの与えられた権限の中で動いてきている。主としてはやはり、この植物

工場の関係についてはやはり所管はまちづくりという位置づけですからその辺

はきちんと割り切って、今後についてそういった時どうするかはまた別に考えれ

ばいいのかなと。今回についてはやはり入り口で間違うと全部最後まで間違うこ

とになりますから、慎重に私はやらなきゃなというふうに思っています。当然、

議長の承認でありますから、議長もそういういろんな意見を聞いた中では、やは

り大変だとは思いますけど、所管というのはやはり守って行かなければならない

なというふうに思っています。 
○委員長（山崎 仁君） 委員の皆さんから意見をいただきました。参与という立場

で正副議長が出席をされております。副議長、何かご意見があれば。 
   上村副議長。 
○１１番（上村義雄君） 所管という感覚で行くと、いま言われるとおりの部分これ

はまぬがれないし、そのとおりだというふうに考えます。ただ私も、産業教育の

方の委員の中に入って、この進め方について伺っていたわけですけども、行く方

向、市場とかそういうとこにあれするのは近くだということで、あれしてそこに

雇用の場になるから表敬訪問しようかという話がなっていたことも事実です。そ

れより深く踏み込んだ話ではなかったように思っていました。ですから所管その

ものであれするといえば、間違いといえば間違いでしょうし、ただ行った時の状

況、その地域に行くからそれで今度こっちに来る予定があるところであれするし、

雇用の場になるという受け皿だということでの、委員長はじめそういう形で進ん

でいたので、ただそこに表敬訪問というか来てくれることの部分での工場を見学

するということでは差支えないかなというふうな思いでこの部分に、これは違い

ますよと反対意見は申し述べなかったことは事実です私自身。ただ、いま言われ

たように所管が違う、入り口が間違えば当然それは全然調査そのものが違うでし

ょと言うこともそれも事実ですし、うちの所管の委員長は大きく見て今金に、そ

の雇用の受け皿となるところのあれだから、そこの近くに行くから行って表敬訪



問しようやという話だったもんでですからそれ以上深く立ち入って所管が違う

からだめだということまでは私は申し述べなかったことも事実です。 
○委員長（山崎 仁君） 議長、いま委員の皆さんのご意見を聞いてどう判断します

か。 
○議長（村瀬 廣君） いま、副議長も言われたけども、それより前から聞いていま

してけども委員会の中ではあくまでも所管違いだからだめだとそれは向井委員

長も十分何回も聞いていますと。そういう意見がありながらも判断の中で表敬訪

問っていう形でと言われたように、阪神米穀ですか、その近くですね、近くに行

くということで町議会を代表しての表敬訪問を是非したいということで打ち合

わせをしながら今回の提案となっていると思うんですよね。だから今日は議運で

私が OK ですとこの件について諮っているんですけども、そのことも所管外だと

言われているのであればそれはルールですから、守らなければなりませんけども、

あくまでも行った時に今金町議会の産教の委員ですけども代表して表敬訪問っ

ていうことが皆さんから理解もらえれば、私はこのまま理解していただければな

と思っています。ただし、後は皆さんがどう判断するかによりますけども、その

こともあくまでも所管外だからだめだと言うのかなと、私はそれはちょっと皆さ

んから甘いと言われるかもしれませんけれども、いま言われたような目的であれ

ば良いかなという気がしますけども。 
○委員長（山崎 仁君） 川上委員。 
○９番（川上絹子君） 議長が甘いっていうわけでなくて、だめなものはだめってき

ちんと言えなかったらだめだと思うんですよ。確かに行ってみたいという気持ち

もわかるけども、やっぱりそこはどこかで一線引かないと、これからのずっと議

会の在り方についてもそれがみんなごちゃごちゃになって産教の方で何かこじ

付けしてそこに行ってみたいとなった時にそれをみんな有りにするんですかっ

ていうこと。これが１つの切っ掛けが段々そういうふうな形になったら困るから

私は自分で、もし逆の立場で向井委員からそういうふうに委員長から言われたら

私はやっぱりそこで見直すと思うんですけど、それでも強行で行きますっていう

意味が何でそうなるのかなって。そばに行ったからって行ってくるっていう感覚

じゃなく、そばに行っても自分の所管外だから行かないっていうのが普通だと思

うんですよ。 
○委員長（山崎 仁君） ちょっと待ってください。いま、所管外かどうかという話

に絞って皆さんの意見をいただきました。多くの委員の方は、所管外というそう

いう判断をされています。以前、議会改革活性化推進特別委員会を設置し、これ

は前期ですけれども、来期の議会はどうするんだ、議会構成をどうするといった

時に、常任委員会を２つにして維持していくということで決定をいただいて今回

の委員会です。その時確かに１常任委員会という話もありました。しかし、自ら



専門性を持つ常任委員会制を選んだわけですから、その上で専門性をしっかり発

揮すると考えたら、所管外という事は非常に重いことだというふうに考える。１

常任委員会でやろうとしたら、それ以前の議論の中ではあった話。あえて２常任

委員会にしたんですから、そこのところを川上委員長も専門性を重視しなさいっ

てことを発言しているわけです。だから、所管外かそうでないかと言ったら、こ

れは議運の判断としては所管外ということというご意見が多いんですけど、そう

いう判断に立つのかなと気がします。所管か所管外かというと。向井委員。 
○４番（向井孝一君） 例えば、総務厚生の子育て支援の取り組みや施設というのは、

教育委員会の所管の中にも入っているんですよ。だからだぶっているところもあ

るのさ。だから、ルールでこうだからって言うその小さい町の中で物事を進める

時にそこまで言って俺はやる必要があるのかどうなのかなってことだな。やはり

これから先、議員定数も減る可能性も出てくるだろうし、人口も減るだろう、そ

ういう中でのまちづくりをする時にはどうしたら良いんだ。そのルールをこうや

って押し付けてきちんとしていく、否定はしないよ、否定はしないけどもそれだ

けがまちづくりの懇願ということではないと思うんだよな。だから私はね、先程

言ったように、TTN が例えばまだ決まってはいないけども、そういう動きで理

事者も動いて、TTN の会社も当町にそういう考え方で来たいということで、こ

の間、全員協議会の中で説明をしましたよね。その一部として、所管だから協力

するとか、所管でないから協力しないとかそういうことではなくて、やはりもの

の捉え方として、これは今後、色んなことが出てくるとは思うんですが、やっぱ

りそういうことでもう少し柔軟な対応をね、我々議会が進んで行かないと本当に

対峙の構図ばっかり表面に出てくるような気がして、私はその辺で議長の英断を

期待したいと言うふうに思います。 
○委員長（山崎 仁君） ちょっと待ってください。議長の英断というよりも、議運

ですから、議運の皆さんの意見を聞いています。議運の皆さんの多くが所管外と

いう話をしている。でいま、子育てがどうなのよって話をやりだすと、これはと

めどない話になってくる。いま、テーマになっている産業教育常任委員会の道外

行政視察の中の TTN コーポレーション、ここについては所管外だという話とい

う判断、次どうなるかということは別にして所管か所管でないかって言ったら所

管外っていうことで議運で判断してもよろしいですか。まず、所管外ということ。

それから、もう一つお聞きを、委員長お聞きしたんだけれども、表敬訪問と企業

視察、これは議会の使命の中でこれがあるかどうかということ。基本条例を作っ

て、行政視察は自ら計画をし、目的、視察先をしっかり議員が決めて政策提案に

つながるような視察をしようと言っている。だから毎年でもテーマがあってしっ

かりした根拠があれば良いよという話を理事者側としてきた。基本条例を作る前

の議会は暗黙の中で道外１回、道内１回、行政視察は予算付けされてきた。１９



年に基本条例を施行してから、毎年でもテーマがあったら行けるよ。そういうふ

うに進んできたんですよ。この中で、表敬訪問と企業視察を政策提案にどう結び

付けて行くかっていう話です。今金町の議会に対する説明は予算付けもほとんど

まだされてない。９月には予算がいくらか出るようですけども。町とどういう係

わりがあるかということを調査して、町に提案していく。政策提案ってそういう

ことだと理解している。基本条例を作ってきた経過からいうと。表敬訪問をして

企業視察をして、それを今金町にこういう政策を作ったら良いよっていう話。ち

ょっと違う。町がどういう取り組みをしているか。私はそういう理解で基本条例

を作ったっていうふうに考えていますから、それであればテーマがあれば毎年で

も行政視察はできますよっていうのを返上して、昔のように任期中、道外１回、

道内１回ずつ、その代りテーマは自由。この話も以前の特別委員会の中では若干

あったような記憶もあります。そこのところに話が戻るような提案をされると大

変混乱をするという気がするんです。さっきの子育てはどうなんだっていう話と

は別に、いまの表敬訪問と企業視察、このことが今金町に対してどういう影響が

あるか。 
   向井委員。 
○４番（向井孝一君） 我々は何回もこのことについての、視察先についての議論を

所管としてやってきているのでして、ここで議運でこの中に悪いけども産業のメ

ンバーは上村副議長１人しかいないんですよ。その中で議論されて一方的に否定

してこうだよと言われても私はそうですかと引き下がるわけにはいかないんで

すよ。私も委員長として、所管預かる委員長としてね。これは議運の中でこうい

う意見がありましたということで私は産教の中で皆さんには議論してもらうこ

とは可能ですけども、その方向転換とか何とかというのは私は不可能に近いと思

う。それはご理解願いたいと思う、今回は。 
○委員長（山崎 仁君） 理解をするしないにかかわらず、この議員の派遣について

は本会議の中で議決が必要になってくる話です。議員の派遣として提案されるわ

けですよ。だから議運は、議会運営全般に渡って議会の考えをまとめるところで

す。だから議長から、議運にこういう諮問があるっていうふうに思っています。

その議運の中で、所管外という判断がされたら、それは違うぞと言って再度これ

を提出できるかどうかっていうのは、議運としては協議は結論が出ないような気

がします。所管外という判断は、議運委員の多くの皆さんで判断されました。基

本条例の部分で、その表敬訪問、企業視察、まあ、議長も基本条例を作る時には、

当然いたわけですし、この行政視察に対する考え方はいかがですか。 
   議長。 
○議長（村瀬 廣君） 基本条例の中に確かに、先程、委員長が説明したように作っ

た目的、それから道外視察、道内視察の目的が謳ってあります。それから見ると、



この言葉は確かにありません。先程、向井委員長が言った考え方ですけども、私

はこれは私の名前で出しまして、議運にかけて本会議で目的、場所から全部提案

して理解をいただくわけですから、ここで物別れになったまま終わるという事は

できない。やっぱり、議運の皆さんに判断していただいて最終的に所管外からだ

めと言われたらそれはそれできちんとしてもらわないと本会議が大変なことに

なる。そういう思いはしてます。だからそういうふうに私は進めていただきたい

と思います。 
○委員長（山崎 仁君） 議運としての判断は所管外ということで判断をしました。

ですからこのことは、今後、議長がこの提案をして、議員の派遣について提案し

てくるわけですから、議長が産教委員長、副委員長、それから産教委員会にも出

席しているわけですし、そこの中で判断をどう考えるか。この場所でどうしたら

良いっていう結論はまず出せないと思う。ただ、判断としては議運判断では所管

外。 
   上村副議長。 
○１１番（上村義雄君） 議長が言われたとおり、一応議運の中でもって所管外は所

管外だよってきちんと委員の皆さんが判断されたわけですから、それを産教の委

員会がもう一度早急に委員会を開いてもらってその対応をどうするかというこ

とを産教常任委員会としてもう一度練り直すなりなんだりの判断をしなければ

ならないことだろうというふうに思います。これは、そうでなければ当然２常任

委員会での視察ということに対しての議会運営委員会としての判断がそういう

ふうになっているわけですから、当然そういうルールに乗っ取ってやるしかなら

ないことだろうというふうに判断します、私は。 
○委員長（山崎 仁君） ここで議運に議長名で提案をされた中でいまの判断が出た

わけですから、議長も協議の経過は全て聞いているわけです。ですから副議長も

在籍していることでは産業教育常任委員会の中で委員長から説明をいただきな

がら、説明をしてもらって議長も出席をしながらどう考えるかを協議していただ

きたいというふうに思いますけどもいかがですか、議長。 
○議長（村瀬 廣君） わかりました。 
○委員長（山崎 仁君） よろしいですか。 
   ぜひ所管外もそうですし、基本条例に乗っ取った運用をする、この部分も再度

議長からお伝えをいただきたいというふうに思います。 
   そういうことで協議案２号の資料４については、先程、総務厚生常任委員会道

外行政視察は承認されました。ですからこれはこれとして、産業教育常任委員会

道外行政視察の目的が所管外であるということですからご理解をいただきたい

と思います。 
次に進んでよろしいですか。それでは次に進みます。 



協議案第２号から協議案第６号までを一括議題とし、局長に説明いたさせます。 
   資料６、７、８です。 
   局長、成田君。 
○議会事務局長（成田光康君） （局長資料６，７，８朗読説明、記載省略） 
○委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。この件に対して質疑ありませんか。 
   質疑を終わります。 
   次に、協議案第７号「議会費の平成２８年度補正予算（案）について」を議題

とし、局長に説明いたさせます。資料９です。 
   局長。 
○議会事務局長（成田光康君） （局長資料９朗読説明、記載省略） 
○委員長（山崎 仁君） 協議案第７号、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。 
   次に、協議案第８号「一般質問について」を議題といたします。 
   上村議員より質問が１件出ております。資料１０です。 
   局長に朗読説明願います。 
○議会事務局長（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） 上村議員からの一般質問であります。 
   よろしいですね。それではそのようにお願いいたします。 
   次に、協議案９号「その他について」であります。議会傍聴についてのお知ら

せです。 
   局長に説明いたさせます。資料１１です。 
○議会事務局長（成田光康君） （局長資料１１朗読説明、記載省略） 
○委員長（山崎 仁君） このようになっておりますけれどもよろしいですか。 

何か気が付いた所はありませんか。よろしいですか。それではそのようにお願

いをいたします。 
ここで１０時５５分まで休憩いたします。 

 
休憩 １０時４６分 
開議 １０時５３分 

 
○委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議いたします。 
   次に、その他でありますが基本条例の検証をご協議いただきたいと思います。 
   基本条例については毎年見直しをする、検証をするということで謳ってありま

す。以前には行政委員会への委員就任を辞退するという事を含め、色んな取り組

みをして参りました。これまで色々やってきた中で、皆さんが改正やら、考え方

やら、色んなご意見等をお聞きしたいんですけど、まず最初に議長から、議長就



任以来２年間、約２年目になっていますけども何か基本条例についての考えがあ

ればお聞かせ願いたいと思います。 
   議長。 
○議長（村瀬 廣君） 基本条例の検証という事なんですけども、ずっとやってきた

中で、この部分この部分ということは無いんですが１点だけ、前回の町民会議で

すか、その時に町民の方から住民会議の在り方について、議会側からも働きをし

ながら開いていただきたいと意見があったんで、ここの実施時期から内容等につ

いて要望、要請等により随時開催、要望、要請ということでなってますんで、こ

の辺このままでも要するにこちら側からやっていただけませんかということが

出来るのか、この文面で出来るのであればこの文面でよろしいですし、そうでな

ければその辺の文言の変更が必要かなと考えますし、それから特に皆さんと協議

して各種あて職の委員会の就任もやらないことで決めていますんで、基本条例に

沿いながらこの辺の面も積極的にしながら情報を議員としても色んな情報を掴

むという事では、その辺を取り組めるような内容に変えるべきところがあれば変

えても良いかなと思っています。 
○委員長（山崎 仁君） 具体的に最初に住民会議のお話をされましたけれども、後

段の部分で何か具体的にここのところっていうのがあれば。 
○議長（村瀬 廣君） そういう意見もあったんで、各委員会、２つの委員会があり

ましけれども委員会等でも協議しながら、こちらからも呼びかけしながら勉強す

る機会も作るように考え方を持って臨んでいただければなと思っています。 
○委員長（山崎 仁君） 基本条例が制定されたのが平成１９年、施行が１９年５月

です。それから満１０年になります。この間、平成２１年ですか、全国議会議長

会の全国表彰を受けて、伝達で職員の方が来られた経過もあります。その他、今

金町議会への視察も確か５０件位は来ていると思います。道内はいうに及ばず、

当時は沖縄県読谷村からも来られたっていう記憶はしております。最近は、各地

で基本条例が制定され運用されている状況の中では視察こそ減ってはきました

けども、依然、栗山町の次に作った基本条例、注目をされているってふうに思い

ます。これから見直し等、それから考え方をまとめるというところがあればこれ

から作業に進んで行きたいと思います。いま議長から住民会議の開催についての

提案が１つありましたけれども、ここは委員の皆さんから自由に基本条例に対す

る考え方を述べていただきながら必要であれば、今後、議運で協議をしながら全

議員とも協議を進めたいというふうに思いますけれども、どなたかご意見等あり

ましたら。 
   日置委員。 
○７番（日置紳一君） 私は１点、全員協議会について疑問に思っていますんで聞き

たいんですけども、議員必携の中にも１７８ページにあるんですけど、大きく分



けて本会議関連の協議会と自主的意見調整の協議会、町村長が意見を聞くための

協議会の３つあって、この３番目の町長が招集する、町長が招集して議長にお願

いをする。３番目の全員協議会はなるべくやるなと。やるべきではないと書いて

あるんですよね。それが最近、随分頻繁に全員協議会が開かれて、前回も大事間

災害の話を全員協議会でしたいということだった。その中で、予算９月の定例会

に諮る前にもう説明を町民にするってことは予算執行してしまったような形。全

員協議会でそんな大事なことまで決めてしまったのが前例にできてしまった。こ

れは大変問題だと思っていますし、何よりもこのわざわざ全員協議会を開いた時

には、公務災害補償の対象にならないとなっていますし、このこと議長が招集し

て我々がここに来て、途中何かあった時には多分招集者の議長の責任になると思

うんです。そこら辺も本当にどのような考え、議長が私たちを招集しているわけ

ですから議長の考えをお聞きしたいと思うんですけどいかがですか。 
○委員長（山崎 仁君） 議長。 
○議長（村瀬 廣君） 全員協議会の開催の中身についてはいま日置委員が言ったよ

うに緊急性を要するものでなければ、出来るだけ全員協議会を何でもかんでもと

いうことは私も知っています。それで都度、町長からあって局長から言われた時

に、緊急性はありますかということは私が判断します。それで緊急性がなくて常

任委員会なり合同委員会で十分協議する、その方が良いんであればできるだけそ

ちらの方にということですけど、いままで来た中では緊急性があるということで、

開かさせていただきました。あと、皆さんのご意見を伺いたいと思いますけど時

間がかけれるものであれば常任委員会、合同委員会にしたいと基本的には思って

います。今回、議長に就任してから来たのはやはり緊急性があるということは全

員協議会をいま開く方が良いかなという判断をしましたので、このことにつきま

してはそういう考えで来たんで皆さんから意見があれば聞きたいなと、今後に向

けて参考のために聞きたいなと思います。 
○委員長（山崎 仁君） 日置委員。 
○７番（日置紳一君） 緊急性って向こうはそういう手段で来ると思いますけれども、

我々議員とすれば中身なんですよね。本当に全員協議会でただ町長が説明するだ

けでほとんど法的に根拠のない、質問はできても意見は全然言えないような場所

で大事なことをやられてるんですよ何回も。町長としてはこんな楽なことはない

んですよ。だから議会としてはどうなんだと。町長が全部提案したものを丸呑み

になるような議会じゃどうもなんないわけですから。議長がしっかりと、我々は

集まれって言われて集まったらそういう中身だった。中身分かりませんから。結

局は緊急性じゃなくて中身の重要性だと思うんですよ。そこを町長から聞いてい

るんであればそこを判断して、やっぱりきちんと意見を述べられる記録に残るよ

うな場所で今後はやってほしい、そういうふうに思います。 



○委員長（山崎 仁君） 全員協議会について他に委員の皆さんからご意見があれば。 
   川上委員。 
○９番（川上絹子君） 全員協議会ってここで開かれるんで、傍聴者もいないし公に

知れるってことがないっていうのは、あんまり良くなくて私もちょっと疑問は感

じているんです。最近は随分回数が多いなって全ての物事が全員協議会で大きな

ことがこう骨格が決まっていくみたいな。そして定例会に行って、定例会は確か

にスムーズに行くんだけど、開かれた議会としてはちょっと良いのかなって。そ

の程度の疑問なんですけど、どうなのかなっていうのはもう少し、ただ法的な根

拠がないとか、全員協議会は法的な根拠がないことからって書いてあるのがちょ

っと気になったんですけど。そして、理事者とここである程度のものをもんで出

来上がったものが議会で話し合うって時に、あんまり意見がその時に言っただろ

うと言われたら話し合いにならないからちょっと考えなきゃならないかなと、全

員協議会の在り方。それだったら合同委員会を開いた方が絶対良いと思うんです

よ。 
○委員長（山崎 仁君） 全員協議会についてご意見をいただいております。 
   副議長。 
○１１番（上村義雄君） 私も本会議場でこの基本条例に乗っ取って町長から反問権

をいただいた本人です。その根拠が要するに全員協議会等での説明、報告をして

いる。なぜ、本会議の特別委員会なり作った中のそこで意見を述べたら、これっ

て説明して全部報告している、説明しているのになぜいま反対なんだという町長

からの反問権がありました。そのなぜ反対なんだというものは全員協議会で報告、

説明で質疑の部分はできるけども、意見の承知というのはこれはないんですね。

だから特別委員会なり合同委員会なりの部分で意見を述べる。それを反問権で説

明しているから、反対していないんだからとおっているんでしょ。なんでいま反

対するんだって反問権を使われたということは、これは町長側としては非常に都

合の良い協議、議会に対しての説明であり報告であり、理解を得るためには非常

に良い手段でしょう。しかし、議会の方から議員としての意見を述べる場という

のはその場にはないということ。そういう面で行けば、日置委員が言われたよう

にできるだけ合同委員会なり、特別委員会なり、そういう重要な案件に対しては

設けて議員の意見をきちんと出せれる場、そしてそれを議事録にきちんと載せれ

る場にこの案件は、全員協議会も必要な部分もあるんです。だけどそういう議員

としての意見を述べる、そしてそれを議事録にきちんと町民にしらしめれる方向

性というのがより重要だろうという、これは基本条例に開かれた議会という意味

では当然そこにもっていかなければならない部分だろうというふうに思います。

それと議員の資質を高めるためにはやっぱり基本条例に乗っ取った中で議員の

資質を高めるために、いまの常任委員会での調査、研究等も含めて、そして一般



質問もこれは議員に与えられた特権ですから、町長との政策論争をする重要な一

般質問というのは案件ですので、最近今金の議会では一般質問がそんなに多くな

くなってきているように見受けられるんでね、やはり議員の資質を高めるそして

議員が町長と政策論争をするという意味では、この一般質問も大いに定例会の時

に、一般質問を勧めてもらうように、これは議運の方もまた議長の方からも議員

の皆さんにそういうあれしていただきたいというふうに思います。基本条例に関

してはこういう思いを持っております。 
○委員長（山崎 仁君） 他、芳賀委員いかがですか基本条例で。 
○５番（芳賀芳夫君） 基本的には情報開示を前提とした住民参加、これが基本ベー

スになっているというふうに思います。ただ、中々いままでの部分で理事者と議

会の接し方といいますか、例えばですよ体育館建設をなんかを見ても先にもう建

設委員だとか、構想委員だとかしっかりとした議論がなされないうちに、それは

自由だから良いといえば良いんですけども、やはり議決行為の部分では議会のそ

ういった親切な説明とか考え方とかきちんと聞く姿勢がやはり大事かなと思っ

ています。そのものがですねこの基本条例の根幹だと思っていますが、これに関

連して先程いう委員会制の在り方、言った言わない、聞いた聞かない、こういっ

たことがですね、中々口頭でされてもですね中々理解できない部分があるんです

よね。こちらの方はすぐ分かるかと思いますけど、我々新人にしてみるとその中

にはじはじに入ったものというのはどうしても聞き落すというか。そういった部

分ではやはり書面をきちんと出すというのもこれから必要なのか。何の協議会で

あろうと。町長招集の委員会であっても、やはり趣旨をきちんと周知させないと

そういうことも必要ではないかと思います。 
○委員長（山崎 仁君） 向井委員どうですか。 
○４番（向井孝一君） 私はね、基本条例は条例としてやっぱり前段で議長が言われ

ましたように、資質を上げるというのは自ら勉強を、色んな町民の意見を聞くと

いうのは大事だと思うし、その要請があってやるっていうことから住民会議、特

に住民会議等についてはやはり自らの所管の中でも、どっかに出掛けっててやる

スタンスというのはこれからやっていかないと、やっぱり栗山町なんかはね、ホ

ームページで見ると相当年に何回か出向いてやっているんですよ。そして過去に

１番最初に北海道で作ったんだけども、昨年全部議員の入れ替えがあったもんだ

から見直しをしているんですよね。そういう中では、栗山議会がなぜ注目されて

いるかっていうのを見ると、本当に定期的に、例えば今回は農協の人たちと懇談

する、次は商工の人たち、そういうことを定期的にやっている。この基本条例、

私たちの所管は農業委員会と教育委員との２回やっています。やることによって

は、色んな情報を我々に流してくれるわけですよね。だから、要請がなかったら

っていうのではなくて、やっぱり先程議長が言ったように自らの所管も出向いて



やるっていう文言は私は付け加えるべきかなと思います。 
○委員長（山崎 仁君） 何点か見直しやら考え方やらということでは、ご意見をい

ただきましたけれども、全員協議会についてなんですけども行政委員会の委員の

就任を辞退した理由というのが事前協議はしないよということでした。事前協議

はしないよという議会側の我々っていうのが、やはり常任委員会やら特別委員会

さらに本会議、ちゃんとした場で議論しましょうと言うこと。その為に基本条例

の中では原則公開というふうに謳っている。原則公開をしながら議論をするとい

うことを規定しながらいかなければならない中での、いまいう全員協議会が緊急

性があるかどうかっていうご指摘もあったんですけども。やはりそういう所にお

もむきを置いて事前協議にならないような考え方で取り組んで行かなければい

っていうふうに私も思います。様々な場面で、今回の全員協議会もそうでしたが、

それ以前から色んな機会に議員懇談をする、意見交換をする、そういう場が設け

られてきた経過があります。議長名で招集がかかったり、また、つい最近は懇談

の場も持つということで何やらありました。その前には今金町の将来を語るって

ことで集まったような経過もあったようですけども、この辺の所の整理がどうな

のかなって気がするんですけども。この辺はいかがですか。事前協議はしないよ

という話はこちら側からしていること。議長、そういう観点で全員協議会との関

係はいかがですか。 
○議長（村瀬 廣君） さっきも言ったように基本に思っています。局長と中身はな

んなんですかっていう話もしながら、中身的にはじゃあ全員協議会、できるだけ

何でもかんでも開くんじゃないよということは基本に思っています。ただ、意見

を聞きながら更にその辺も注意していかなければならないと思っています。 
○５番（芳賀芳夫君） 前回の議運でですね、商工会の懇談ということで議長の方か

ら要請があったんですが、その所管、町長なのか商工会なのかと再度確認すると

いうことだったんですけども、その後に商工会事務局名で会議そのものの協議会

が設立されています。会長が町長ということで、町長名ではないですよね商工会

の、これは議会要請ではなくて、個々に来たわけですから。やはりそういったこ

とはですね、いままで過去になかったって聞いているんですけども。やはり一部

にそういう情報が事前に行ったり来たりしているっていうか、そういうことは慎

むべきかなというふうに思っています。会議をやっても我々そういう経過が分か

らないわけですから何となくこう変な感じになりますよね。あったのかなかった

のかわかりませんけれども。やはりそういった大事な部分については議員全員が

共有するような仕組み作りというのが私は必要なのかなと、一部の者が内容を知

っていて、全く知らないということがありますから、その辺はちょっとあれです

よね。注意するというか仕組み作り、やるのであればやる、やらないんであれば

やらない仕組みが大事かな。 



○委員長（山崎 仁君） 対理事者側との事前協議はしないと言うことで、委員会の

委員就任を辞退しているんですから、しかし、一般の名前をあげて申し訳ないけ

ど商工会だとか農協と意見交換をするのは何も問題がないわけですよ。だから商

工会から求めがあれば内容によっては良いだろうと思うんだけども、町の予算が

絡む部分を考えたら、それとても町から提案がない、説明がない中では事前協議

の一種になるだろう言う判断も以前にもありました。非常に微妙な所かもしれま

せんけれども、これまで招集がかかった時に、全員参加するのか、全員欠席する

のか、そこまでいかない中での一部の方が参加することが多かった様な気がする。

これは議長、今後このような時には十分考えると言うけど、これまではそういう

取り組みをしてきたということで。これまで事前協議のたぐいにあたるんじゃな

いか、ちょっとやめた方が良いんじゃないかっていう話があっても実行したって

いう経過が何回かあったようです。その所は、議長の判断としては実施すべきと

いう。 
○議長（村瀬 廣君） 私の判断が間違っているかもしれませんけれども、議員とし

ての個人個人の判断で行くのは、基本的に私は勉強のために良いと思っています。

ただ、前回のその商工会からの懇談の要請は来た時も、町長から口伝えで議運に

諮ったところ、確か皆さん意見を聞きながら、商工会から個々に来るのであれば

良いという委員長発言も確かあったと思いますので、町長に確認したら商工会か

ら来ているんですって言われて、改めて商工会から個人個人に出していただく報

告を受けて対応した所です。 
○委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 
 

休憩  １１時１８分 
開議  １１時２５分 

 
○委員長（山崎 仁君） それでは、休憩を打ち切り開議いたします。 
   基本条例の運用については様々なご意見が有ろうかと思います。この検証をし

ながら、より良い運営をしていくということを念頭に今後も協議を継続していき

たいと思います。よろしいですか。そのように協議を継続して行きたいというふ

うに思います。それぞれの定例会前の議運になろうかと思いますけれども、また

皆さんにお諮りしたいと思いますのでご意見等があればお伝えいただきたいと

思います。 
   次に、「町民会議の開催について」を議題といたします。資料１２です。 
   局長、成田君。 
○議会事務局長（成田光康君） （局長資料１２朗読説明、記載省略） 
○委員長（山崎 仁君） 町民会議については、先程議長から出向くという事ではし



っかり住民会議の要項、要領の中で謳ってますから、後はこちら側から声をかけ

るのかそれとも来るのを待っているのかそういう一連の切っ掛けをどうするか

っていうことだと思いますので、運用の中で十分な対応ができるように判断もし

ますので、それでよろしいですか。条例、要領の改正等については必要ないとい

う事で。それぞれの議員の皆さんが必要とあれば常任委員会やら正副議長それか

ら事務局にお伝えいただければまた議運も協議するということでよろしいです

か。 
   それでは町民会議の開催の内容、日程についてをご協議いただきたいと思いま

す。例年１１月に開催をするということで目標を持ってやっていたんですけども、

中々１１月だと内容的にも難しいということがあり、１２月になり２月になりと

いうことでは時期がずれて行っています。基本的には１１月位にやるのが良いだ

ろってのがスタートの話ですので、時期的にもお考えいただきながら、内容をど

うしたら良いのか、もういまから協議を進めないと間に合いませんから。ご意見

が有ればお伺いしたいと思います。これまでの開催の例が裏の方に載っています。 
   議長、特にこういうものが望ましいとかないですか。 
○議長（村瀬 廣君） いまの所ないですけども、ただ今年、両常任委員会として行

政視察、道外視察がありますんで、いまの形としてはその報告、町民に対してこ

んなことを勉強して今金のためにこんなこともということを報告できればと思

っているんですけども、もしそういう内容であるんであれば、ただ色んなスライ

ドなり資料を用意するのに１１月までに間に合うかどうかちょっと心配なんで

すけども、ちょっとそれがきついのであれば改選の年でもないんでやっぱり１月

末、２月まで行っちゃうじゃないかなと気がしていますけども、その中身であれ

ばですね。違う内容であればいまから準備できると思いますけども。 
○委員長（山崎 仁君） 常任委員会の行政視察の報告をするだけで良いのかってい

う話もありましたから、今回行政視察が仮に行われたとして視察報告は１２月に

なるんですよ。１２月の議会報告が終わる前に町民会議で説明ってのはならない

と思う。よって、その場合には１月、２月っていうふうになると思いますが、そ

れ以外の１１月若しくは１２月頃に開催できるような案件でもあれば。特に今年

はさっき申し上げたとおり基本条例制定まる１０年です。節目の年です。 
   川上委員。 
○９番（川上絹子君） 一番興味のあるのは体育館とか、いま町がやろうとしている

その経過が一番興味あることだと思うんですよ。植物工場、TTN の進捗状況と

か、いまこんな状態で出てるとか、分かり得るとこまでの報告をすると町民の人

がやっぱり知りたい部分じゃないかなと思うんですよ。 
○委員長（山崎 仁君） 植物工場は所管事務調査の中で何にも提案がない、いわゆ

る美利河の場所を示されただけなので、総務厚生常任委員会の所管事務調査のと



りまとめでは僅か１行か２行しか触れていない話ですよ。そのことを、議会報告

会に持って行くには説明できるだけのものは多分ないと思います。理事者側から

提案が殆どない状態です。しかも、説明書をいただいた中では、後段の色んな事

業は、これは案であって決定では無いという話をしていますから。それから、体

育館・図書館についても、前回１月３１日に体育館・図書館建設構想特別委員会

の経過ということでは報告はしていますし、それから逆に言うと防災と財政とい

う特別委員会を設置してそこの中の協議に移っていますから。いずれにしてもこ

ういうことなので、町民会議の開催については、これは早急に考え方をまとめな

ければ時間的に間に合わなくなる可能性もあるので、できるだけ１１月を目途に

とは思うんですけども、９月定例会前に一度議運を開催して、ご意見をいただく

ということでよろしいですか。よろしいですか。先程、常任委員会の行政視察の

話がありました。常任委員会でどんな協議になるのか、議長が説明をして委員会

の中で話し合いをしてもらうことですから、それによってどうなるかは議運に一

回かけてもらわないと思う。 
○４番（向井孝一君） 委員長。事前の議運は２６の週にお願いできないか。２６あ

たり。 
○委員長（山崎 仁君） 議運。それ産教の。 
○４番（向井孝一君） この２０日、２３日あたりでやりたいと思っているから。 
○委員長（山崎 仁君） ２３に、産教委員会。であれば、２６、２７位でよろしで

すか。 
○１１番（上村義雄君） そうでなければ、産教の常任委員会開いてあれしなきゃな

らないんだから、だから定例会前に一回議運を開いてもらわなきゃ。 
○委員長（山崎 仁君） であれば、２６、２７のいずれか、午前午後、午前９時か

らでよろしいですか。午後より午前の方がよろしいですか。 
   ２６若しくは２７の議運の協議は、産教の行政視察に関してと、町民会議の開

催についての２点に特化して、まあ、その他の入れて３点だと思いますから町民

会議については、十分皆さん提案をいただきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 
   よろしいですか。ではそのようにしたいと思います。後日、招集案内を差し上

げます。 
   次、その他のその他です。議員の皆さんから何かありませんか。 
   なければ閉会してよろしいですか。 
 
○委員長（山崎 仁君） それでは、議会運営委員会これで閉会いたします。どうも

ありがとうございました。 
閉 会１１時３９分 
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