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平成２６年 第３回定例会 

議 会 運 営 委 員 会 
期日 平成２６年９月１７日（水） 

時間 午前９時３０分       

場所 議員控室          

◎議 事 

１ 平成２６年第３回定例会の運営について 

  協議案第１号 

   平成２６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） ３件 

           諮  問        件 

条  例       ３件 

補正予算       ５件 

単行議案       １件 

認  定       ８件（計２０件） 

 

  （２）議会提案  請  願        件 

陳  情       ８件 

 

（３）議員提案  意 見 案       １件 

 

  協議案第２号  会期の決定について 

           ９月２４日（水）から２６日（金）まで（３日間） 

           ９月２６日（金） 開会時間の繰り下げ 

           ※会議規則第９条第２項の規定に基づき、北海道町村会 

理事会視察のため、会議の開始時間を午後２時００分に 

繰り下げとする。 

 

  協議案第３号  付議事件の審査順序について 

          （別紙議事日程表のとおり） 

 

 

 

  協議案第４号  会期中の会議録署名議員の順序について 
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          ２４日  ４番 加藤三明  ５番 芳賀芳夫 

          ２５日  ６番 上村義雄  ７番 川上絹子 

 

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、教育委員長、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２６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１１日（木）午後０時まで 

        （別紙のとおり） 

 

  協議案第９号  合同委員会の開催について 

    ＊産業教育常任委員会所管 

     １ 条例制定に係る概要説明        （教育委員会） 

     ・議案第１号 今金町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

運営に関する基準を定める条例制定について 

     ・議案第２号 今金町放課後児童健全教育事業の設備及び運営に関す 

る基準を定める条例制定について 

     ・議案第３号 今金町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例制定について 

 

    ＊総務厚生常任委員会所管 

     ２ 社会保障・税番号制度（マイナンバー）に係る概要説明 

                          （総務財政課） 

 

     ３ 報告事項 

    ＊産業教育常任委員会所管 

     ・今金町における小規模特認校制度について     （教育委員会） 

     ・観光施設の指定管理者替に係る現状報告について  （産業振興課） 
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 協議案第１１号  その他 

     １ 議会開催のお知らせについて 

      （別紙のとおり） 

 

     ２ 北海道町村議長会表彰（自治功労）について 

       受賞者 村瀬 廣議員、上村義雄議員 

      議会開会前に議長より伝達 

       祝賀会 

       日 時  ９月２４日（水） 午後５時４５分 

       場 所  せんなり 

       参集範囲 全議員及び町長、副町長、教育長 

 

     ３ 議会だより用写真撮影について 

 

     ４ カジュアル期間（９月３０日まで）の推奨によるジャケット 

着用とノーネクタイの励行協力 

 

     ５ 議会運営委員会任期中の課題について 

        〇議会運営委員会任期中の課題について 

        ・町民会議（議会報告会）について 

        ・今金町議会基本条例について 

        ・通年議会について 

 

２ その他 

 

○出席委員 
 副委員長  向 井 孝 一 君   委  員  上 村 義 雄 君 
 委  員  村 本 照 光 君   委  員  加 藤 三 明 君 
 参  与  村 瀬   広 君   参  与  徳 田 栄 邦 君 
 
 
○欠席委員（１名） 
 委 員 長    山 崎   仁 君 
 
○出席説明員 
副 町 長    清 水   寛 君 
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○出席事務局職員 
 議会事務局長   柏 田 泰 明 君 
 議会事務局係長  中 川 真 希 君 
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開議 ９時３０分 

 

    ◎副委員長あいさつ 

〇副委員長（向井孝一君） 本日、山崎委員長より欠席の届出がありまして、葬儀が重

なったということでの欠席でございます。 

  そんなことで、きょうは、副委員長であります私の方で、次第に沿って進めて参り

ますので、最後まで皆さんのご協力をいただきながら、進めていきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

    ◎副町長あいさつ 

〇副委員長（向井孝一君） 町長が欠席でありますので、副町長より開催に先立ちごあ

いさつをお願いいたします。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） おはようございます。 

  収穫の時期を迎えている中ではありますけれども、毎日のように雨がぱらぱらとぱ

らついて、少しやきもきするところであります。この後、収穫が終わるまでなんとか

好天が続いてくれることを願うところであります。 

  町長につきましては、足の調子を悪くいたしまして、この後に祭典行事、本会議と

も控えておりまして、１日でも早く対処をしたいということがございまして、馬場副

院長からの紹介で、きょう、中央病院の方に転院の手続きを進めたということで、山

崎委員長の方には、欠席ということでお願いをしてございましたけれども、どうぞご

理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

  きょうは、９月定例会への提出議案の概要を説明申し上げます。そして、合同委員

会の開催等についてもお願いしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを

いたします。 

 

    ◎開会の宣告 

〇副委員長（向井孝一君） 山崎委員長より欠席の届出があります。上村委員より遅刻

の届出があります。 

  ただ今の出席委員は３名で、定足数に達しておりますので、平成２６年第３回定例

会議会運営委員会を開会いたします。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

休憩 ９時３２分 

開議 ９時３８分 

 

〇副委員長（向井孝一君） 休憩を打ち切り開議いたします。 

  これより議事に入ります。 
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  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、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） それでは、ご説明申し上げます。 

  平成２６年度第３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２０件であります。 

  総務厚生、産業教育の両常任委員会の席上で説明をさせていただいております、同

意案、諮問案、議案の１号から４号までについては、説明を省略させていただきます。 

  それでは、平成２６年度の一般会計他特別会計の補正予算５件、それと、平成２５

年度の決算認定について説明いたします。 

  議案第５号の一般会計の補正予算第３号でありますが、予算の総額に、１億４２６

万３，０００円を追加し、補正後の額を、５３億３，９３１万８，０００円にしよう

とするものであります。 

  議案第６号では、国保の事業勘定の補正予算第２号であります。予算の総額に、３

２０万９，０００円を追加して、補正後の額を、１０億１，７８０万４，０００円に

しようとするものです。 

  議案第７号では、介護保険特別会計の補正予算第２号であります。保健事業勘定で

は、予算の総額に、１，３１９万８，０００円を追加して、補正後の額を、７億１，

８８２万５，０００円に。サービス事業勘定では、８８万３，０００円を減額し、補

正後の額を、７３３万９，０００円にそれぞれしようとするものであります。 

  議案第８号では、介護老人保健施設の特別会計補正予算第２号であります。収益的

収支において、予算の総額に、２１２万６，０００円を追加して、補正後の額を、３

億８，３１１万８，０００円にしようとするものです。 

  議案第９号では、国保の施設勘定の補正予算第２号でありまして、収益的収支にお

いて、予算の総額に、１，２１２万３，０００円を追加し、補正後の額を、７億８，

７６２万１，０００円に。資本的収支では、収入で、３０万円を追加し、総額を、６

０万円に。支出では、２５３万９，０００円を追加して、総額を、３，７８７万６，

０００円にそれぞれ改めようとするものであります。 

  また、平成２５年度に係る一般会計を始め、７特別会計についての決算認定をお願

いしようとしております。 

  認定１では、一般会計について。 

  認定２では、国保の事業勘定について。 

  認定３では、後期高齢者医療特別会計について。 

  認定４では、介護保険の特別会計について。 

  認定５では、介護老人保健施設の特別会計について。 

  認定６では、国保の施設勘定について。 

  認定７では、簡易水道事業特別会計について。 

  認定８では、公共下水道事業特別会計について。 
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  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

規定に則り、監査委員の意見を付して議会の認定をお願い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と思っております。 

  所管の常任委員会の席上においても申し上げておりますが、総務厚生所管におきま

しては、社会保障・税番号制度、別称マイナンバーと言いますけども、これに係る概

要について、ご説明を申し上げたいと思います。 

  産業教育常任委員会の所管につきましては、新条例が３件あります。 

  議案の第１号で、今金町の特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例制定について。 

  議案第２号で、今金町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例制定について。 

  議案第３号では、今金町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例制定について。 

  教育委員会所管の３新条例について説明を申し上げたいと思います。 

  次に、報告事項として、今、教育委員会において進めております小規模特認校の制

度についての進み具合。それと、観光施設の指定管理替えに係る現況の報告について。

この２点について、現況の報告をさせていただきたいと思っております。 

  以上であります。 

  どうぞ、ご配慮を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

  それと、追加で１点お願いしようと思っておりますが、追加議案の提出を現段階で

お願いしようと思っております。 

  観光施設の関係で修繕工事費の追加でありますが、これにつきましては、指定管理

替えでクアプラザピリカの温泉施設のジャグジー、配管等々の指定管理替えの、クア

プラザピリカにおいて管理をしていたものを、マックアースにおいて管理をするとい

うことで保健所の方に届け出をし、新たな管理者として保健所の方で許可をする訳で

あります。この作業を進めていく中において、ジャグジー設備、それから、ろ過器等々

の部分が、現場確認をした中において不具合があるという指摘がなされております。

このままでは運営をしていく部分について、非常に支障が出てくる訳であります。当

初、予定しておりましたのは、来年、温泉の泉源のべら掛けと俗に言いますけども、

中の研創と言うか、中の掃除をし、その中で一緒に合わせて、別工事になりますが管

工事、ろ過器等々の修繕をいたしたいということで、当初予定では以前の合同委員会

においても説明を申し上げておりますが、約１，５００万円程度の概算で予定をして

おりました。しかし、このようなことを指摘されるようなことにおいては、運営に支

障が出てくる部分でありますので、一部管工事、ろ過装置について、秋のメンテナン

スの期間に向けて補修をしていきたいということで、これについて追加補正をお願い

しようと思っておりますので、最終決定が明日までには保健所等々との協議、現地の

部分が最終確認をされて決定いたしますので、その中についてはまた改めてご提案を
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お願いしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  以上であります。 

〇副委員長（向井孝一君） 説明がおわりました。 

  本件に対する質疑ありませんか。 

  質疑を終わります。 

  理事者には、ご出席ありがとうございました。 

  次に、議会提案を議題とし、局長に説明をいたさせます。資料２、３、４です。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） それでは、資料２をお開きいただきたいと思います。 

  陳情の取扱いということであります。 

  本定例会におきましては、下記の８件について、取扱いについてのお諮りをしてい

ただきたいと思います。 

  なお、この件とは関係ございませんが、その他ということで参考資料で、陳情書が

ついております。 

  日本軍海兵隊片木豊ということで、実は、この件につきましては、昨日、せたな警

察署の方と協議をいたしました。それと、管内の状況をみて、管内でも議会が終わっ

たところがありますけども、きのうが最終で、皆さんのところに通知は来ているよう

ですけども、意見案として出すだけの意見案の様式もないということと、差出をどこ

にするかということがないということで、意見案にはならないということです。陳情

ということでありますが、陳情は国民の権利であります。ただし、うちの議会で取り

扱うためには紹介議員がないと意見案として提出されませんので、この件に関しまし

ては、一応、参考ということで陳情は配布したということで、その取扱いは別問題と

いうことでありますので参考文として付けております。中身を読んでみましたけども、

意味不明な部分がありますので、この部分でもし、問い合わせがきたときには、うち

の会議規則に従って取扱いをしないということで処理をするということで対応した

いと思います。 

  まず、１件目の陳情でありますが、陳情第１７号、所得税法第５６条の廃止を求め

る意見書採択についての陳情。 

  ２番目に、陳情第１８号、「ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求め

る」陳情。 

  ３番目、陳情第１９号、軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準改正などを求

める陳情。 

  陳情第２０号で、手話言語法（仮称）の制定を求める陳情。 

  ５番目に、陳情第２１号、軽油取引税の課税免除特例措置の延長を求める意見書に

ついての陳情。 

  陳情第２２号、２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強化を求める意見書に

ついての陳情。 

  陳情第２３号、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を行わないことを求め
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る意見書についての陳情。 

  陳情第２５号、「特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める意見書」採択に関す

る陳情。 

  以上、８件であります。 

  よろしくお願いいたします。 

〇副委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  それでは、陳情第１７号の件について、質疑を承ります。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） ４番目の陳情第２０号であります、手話言語法（仮称）の

制定を求める陳情ということで、実は、議長の方に団体の方から説明に来られて受け

た経緯がございます。 

  それと、免税軽油の関係。軽油取引税の関係は、これは索道協会の方から提出され

ているのですけども、農村地帯の今金町とすれば非常に影響のあるものなのかなとい

うことでありますので、事務局とすればこの部分については必要ではなかろうかとい

う判断をするのですけども。 

〇副委員長（向井孝一君） 上村君。 

〇６番（上村義雄君） 局長が説明してくれた、陳情第２０号の手話言語法の制定の意

見書の部分ですけれども、丁度、私、会えなくて、議長がお会いしてくれた訳ですけ

ども、議長から説明も受けたし、地元では、吉田さんが手話の方をやってくれている

ことでございますし、道南の方でもこの部分ではほとんどが意見書を提出していると

いう状況があるので、私の方としては紹介議員として私と加藤議員の２名の紹介議員

として、この部分で意見書を提出したいというふうに思っておりました。 

〇副委員長（向井孝一君） 今、上村委員の方から言われたことと、それから、局長の

説明の中にもありましたように、従来の慣例に沿ってやるにはちょっと問題があるか

なという部分もたくさんありますので、一つ一つやっていきたいと思いますので、お

願いいたします。 

  まず、陳情第１７号については、どういたしましょうか。これは、従来通り取り扱

わないということでよろしいですか。 

  次、陳情第１８号。 

  加藤君。 

〇４番（加藤三明君） 基本的には、今までの決まりがありますから、それに沿って対

応してもらいたいと私は思います。 

〇副委員長（向井孝一君） 良いですか。陳情第１８号について、従来通りということ

でよろしいですか。 

  それでは、従来通りということで決定いたします。 

  次は、陳情第１９号については、従来通りでよろしいでしょうか。 

  それでは、陳情第１９号については、従来通りの処理をいたします。 

  続いて、陳情第２０号については、先ほど、上村委員の方から紹介議員が居ますと
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いうことでございますので、このことについては取り扱うということでよろしいでし

ょうか。 

  議長。 

〇議長（徳田栄邦君） 実は、北海道ろうあ連盟の函館の支部長さんと、今金に住んで

いる吉田さんが付いて、６名ほどで私のところへ来ました。それで、私の方からは、

いわゆる、改正障害者基本法で手話は言語であるということが認められているのだか

ら、何も言語法を改めて制定しなくても用は足りるのでないですかということを言い

ましたけども、やはり、きちんとした言語法がなければ活動を満足にしていていただ

けないということがあるのですよ。ただ、そのことが法律で制定されたときに、田舎

の議会なんかにおいても全部、手話をやる方を設置しなければならないようになった

ときに、町村の負担というものも相当あるのではないのかと。手話と言っても聞こえ

ない人に対するものと、しゃべられない人に対するものと２人、この間も通訳の方が

付いてきたのでね、そういうことを考えるとなかなか難しい面もあるのではないです

かということを言ったのですけども、その辺のところはこれからの運動で、できれば

そういうところまでいきたいのだけども、まだ、そこまでは求めていないそうなので

すよ。それで、管内、渡島・檜山全部の議会で、一応、取扱うというような確約も全

部いただいているようですので、それなら今金もうちの担当の委員長を紹介してあげ

ますからと電話をかけたのですけども、たまたま出られなかったものですから。通訳

の関係があるものですから、毎度、毎度は来られないというのですよね。結局、今は

ボランティアでやってもらっているそうで、その日もずっと管内を１日で全部の議会

を回ったそうですので、それなら分かりました、私の方から委員長にお願いして紹介

議員になってもらって、この件に関しては皆さん方の意志に沿うような形で取扱いた

いと思いますということを言ってあげたのですけども、地元の吉田さんも喜んで帰り

ましたので、一つ、そういうことで議員の皆さん方にはお願いしたいと思います。 

〇副委員長（向井孝一君） それでは、陳情第２０号については、取り扱うということ

で決定したいと思います。 

  紹介議員については後ほどで良いですか。今、決めますか。 

  それでは、続いて、陳情第２１号については、局長の方から必要ではないかという

説明でありましたけども、皆さんいかがでしょうか。 

  上村君。 

〇６番（上村義雄君） これは、農業者の部分においても免税軽油を使用して、この免

税軽油がなくなるということになれば、だんだん規模を拡大している状況の中で、軽

油の使用量というのは非常に多くなっている訳ですので、それもだんだん狭められて、

免税軽油の量がだんだん減らされてきているという中では、是非、リフトの人方だと

かそういう部分もあるでしょけども、農業者にとってもこれは、是非、続けて欲しい

ということで、免除措置の延長を求める意見書には、私は賛成したいと思うのですが、

産業教育の委員長はどういうふうに思っているか、お聞きしたいのですけども。 

〇９番（村本照光君） これは同感です。 
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〇副委員長（向井孝一君） 休憩いたします。 

 

休憩 １０時００分 

開議 １０時１６分 

 

〇副委員長（向井孝一君） それでは、休憩を打ち切り開議いたします。 

  陳情第２１号については、取扱いをするということで決定をします。 

  紹介議員につきましては、所管の委員長と副委員長ということで、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇副委員長（向井孝一君） 続いて、陳情第２２号についてはいかがですか。 

  これは、どうですか。前例に沿って処理してよろしいでしょうか。 

  それでは、続いて、陳情第２３号についてはいかがですか。 

  続いて、陳情第２５号については。 

  それと、一番最初に局長の方から説明いたしました陳情書、日本軍海兵隊の部分に

ついても、取り扱わないということで良いですね。 

〇事務局長（柏田泰明君） これ、陳情書としては受けるけど、議会には提出しない。 

  受付印は押すけども、それに対しての宛先もないので、受付だけ押したのです。こ

れは受け付けてしまうと。 

〇副委員長（向井孝一君） そういうことでございます。 

  陳情の取扱いについては２件、２０号、２１号だけ取り扱うということで決定をい

たしました。 

  それで、私の方から、最近、北電の値上げに対する反対意見書というのが、各自治

体の方で。最近では、厚沢部町議会も出しているのですけども。 

〇事務局長（柏田泰明君） 委員会付託で協議するのでなかったですか。 

〇副委員長（向井孝一君） なるほどね。分かりました。 

  それでは、陳情については終わります。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 資料３をお開きいただきたいと思います。 

  この件に関しましては、北海道議会議長会の方から意見書の提出要請がございます。 

うちの会議規則の中では、議長会のものについては、即意見案として提出するとい

うことになっておりますので、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強

化を求める意見書については、意見書として提出をするということであります。 

  なお、紹介議員を５名載せてございますけども、これの朗読説明についての委員を

決定していただきたいと思います。 

〇９番（村本照光君） これ、上村委員がやったら良いのでないですか。 

〇副委員長（向井孝一君） それでは、資料３の部分については、上村委員に決定いた

します。 

  続いて、資料４です。 
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  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 資料４についてであります。 

  議事日程ということで、先ほど、陳情で協議いただきました、２０号、２１号を事

前に組み込んでおります。そして、意見案第１号ということで載せてございます。 

  町長部局の方からの同意から含めて、２０議案と、陳情２件、意見案１件というこ

とであります。 

  追加日程の方で掲げておりますが、それについては、まだ、承認を得ていませんの

で、こういう形になるだろうという予測でありますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 局長、先ほど、副町長から追加議案の追加が。 

〇事務局長（柏田泰明君） 求められていますけども、それについても、まだ、正式に

数字が確定していないので、追加日程に入れたいという報告を受けたので、追加日程

の方には組み込む形になります。 

〇議長（徳田栄邦君） その場合は、意見案が下がってきて議案が先になるのね。 

〇事務局長（柏田泰明君） そういうことで、多分、議運を開かないで追加提案があり

ますということで入っていくと思いますので、この補正第４号と意見案２本が追加日

程という形で入ると思いますので、ご了承いただきたいと思います。 

〇副委員長（向井孝一君） 当日なのでしょう。定例会が始まる前に議運の確認をやる

でしょう。 

〇事務局長（柏田泰明君） 直接あったものは議長の采配でできるのですよ。 

〇副委員長（向井孝一君） 次に、協議案第２号から協議案第６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、６、７です。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） それでは、協議案第２号であります。 

  会期の予定についてということで、９月２４日から２６日までの３日間、下の方に

いきまして、９月１６日と書いていますけども、２６日の誤りであります。 

  開催時間の繰り下げの部分につきましては、会議規則第９条第２項の規定に基づき、

北海道町村会理事会が今金町に視察に来られますので、その開始時間を午後２時に繰

り下げるということでお願いをしたいというふうに思います。 

  続きまして、協議案第４号であります。 

  会期中の会議録署名議員の順序であります。２４日につきましては、加藤議員、芳

賀議員。２５日つきましては、上村議員、川上議員。２６日につきましては、日置議

員、村本議員であります。 

  それと、協議案第５号の地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求め

たものは次のとおりであるということで、資料５であります。 

  この部分につきましては、別紙要求書のとおりでありますのでご覧いただきたいと

思います。 

  協議案第６号、町長、教育委員長、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、別紙のとおりということでありますので資料６
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をご覧ください。 

  続きまして、議会費の２６年度補正予算について、ご説明をさせていただきます。 

  この部分につきましては、檜山管内の議長会が、全国議長会と合わせまして視察研

修を行うということで、管内の議長会で決定をいたしました。その部分において、７

万７，０００円を追加しようとするものであります。 

  以上が説明事項となりますので、審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇副委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  本件に対する質疑ありませんか。 

  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し、局長に説明いたさせます。資

料９です。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） この件に関しましては、９月２２日正午で締切まして、３

件の通告がございました。 

  １件目につきましては、山崎議員。農業振興の考えは。 

  ２件目につきましては、向井議員。町営住宅の建設拡充提案について。 

  ３件目につきましては、芳賀議員。新たな町づくり研修の職員参加についてという

ことであります。 

  まず、１件目から朗読をしたいと思います。 

  農業振興の考えは。国営事業も本年今金南地区が工事着工し、今金北地区も平成２

７年度事業着手地区として農林水産予算に名簿登載され、生産性向上に向け大いに期

待されています。 

  町はこれまで様々な農業振興施策に取り組み、生産と経営の安定化と同時に、町の

活性化に多くの成果を上げて来ました。 

  一方、農業を取り巻く環境は、気候の変動、米政策等農政の変化、生産コストの高

止まり、農家戸数の減少、ＴＰＰ交渉等の行方等々、決して楽観できるものではあり

ません。 

  私は、産業の振興は町にとって大事なことだと考えますが、町長はいかがかお伺い

いたします。 

  ２番目につきましては、町営住宅の建設拡充提案についてということであります。 

  今金町の人口は、８月末で、５，７５１人。世帯数は２，６５４世帯であり、世帯

当たりの人口が減少現状にあります。この事はなにを意味しているかと言うと、一人

暮らしの人がいかに増えているかと言う事であります。 

  増えてきた一人暮らしの世帯向けに安心して生活していただく為にも、住宅対応が、

しっかりとできているのか、今一度検証すべきと考えます。 

  現在、町が管理している町営住宅は３０２戸あり、全世帯数の１１．３７％の構成

となっています。町長は従前より若い人の居住政策を進めてきた訳でありますが、現

状の町営住宅の供給は決して十分とは言えない現状だと思います。 
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  私は、若い人たち並びに年金生活者、独居老人、弱い立場、低所得者の方々が、安

心して生活できるよう、計画されている町営住宅の建設を前倒しで対応いただくよう

提案いたします。 

  建設にあたっては、低コストによる建設をあわせて提案いたします。従来型の建設

基準・様式にとらわれず、低コスト建設によるスピード化と、安心して居住いただく

環境づくりが優先されるべきではと考えます。 

  広報の標語になっている「いいまち今金、夢のまち今金」が実感できるような町づ

くりの為にも、低コスト建設による町営住宅建設の前倒し対応を町の政策として進め

るべきと考えますが、町長の所見をお伺いします。 

  ３番目であります。 

  新たな町づくり研修の職員参加についてということであります。 

  新たな町づくりのために、研修の職員参加について長刀の所信をお伺い致します。 

  これからの自治体は、自らの創意と工夫により、個性豊かな町づくりを進めなけれ

ばならないと言われ、５年、１０年後には、取り組みいかんによっては相当の格差が

つくだろうと言われております。個性豊かな町づくりを進めると言う事は、新たな発

想がなければなりません。２０４０年における将来推計人口、女性の（２０才～３９

才）推計人口が示されました。 

  これらの事は職員の色々なアイデア―、発想があっても発言する場、協議する場が

なく、上からの指示によって黙々と仕事を処理していく職員になっているのが実態で

はないでしょうか。 

  行政主導ばかりではなく民間団体組織や住民が協力して、町づくりに取り組んでい

る事例を見ることは職員の視点を転換させることになると思います。職員は町民の共

有財産であります。 

  経費はかかりますが、常に問題意識を持ち、全員が町づくりに参加する環境を整え

るためにも、毎年の計画に組み入れる事についてお伺い致します。 

  以上であります。 

〇副委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  本件に対する質疑ありませんか。 

  質疑を終わります。 

  次に、協議案第９号、合同委員会の開催についてを議題とし、局長に説明いたさせ

ます。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） この件に関しましては、先ほど副町長の方から説明があっ

たとおり、条例制定に係る概要説明ということで、議案第１号から３号。これが産業

教育常任委員会の所管。 

  それと、総務厚生常任委員会所管では、社会保障・税番号制度（マイナンバー）に

係る概要説明ということであります。 

  報告事項では２件ございまして、総務厚生常任委員会所管では、今金町における小
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規模特認校制度について。これ違います、産業ですね。総務厚生ではなくて、全て産

業教育常任委員会です。 

  今金町における小規模特認校制度についての報告。観光施設の指定管理替えに係る

現状報告についてということで、産業教育常任委員会所管の報告事項であります。 

〇副委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  本件については、合同委員会の開催が必要と認められますが、開催することでよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇副委員長（向井孝一君） 開催日は９月１８日、明日ですね。午前１０時から開催し

てよろしいですか。 

  ご異議がないので、そのように決定いたします。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 郵送での発送は間に合いませんので、両常任委員会でもお

話をしておりますが、本日、決定次第ＦＡＸで流しますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

  時間は１０時からとなっております。 

〇副委員長（向井孝一君） 村本君。 

〇９番（村本照光君） 局長、これは前にも話したけども、進行の仕方については。 

〇事務局長（柏田泰明君） 実は、議案と前後するのですが、総務厚生常任委員会につ

いては、社会保障・税番号制度の概要説明ということで１件でありますが、この部分

を常任委員長であります上村議員の進行でお願いしたいと思います。 

  ２番目に、産業教育常任委員会においては、議案第１号から第３号までの教育委員

会所管の条例制定に係る概要説明。それと、報告事項では、今金町における小規模特

認校制度と産業振興課所管の観光施設の指定管理替えに係る現状報告ということで、

それぞれの委員長が入れ替わりながら、まず最初に総務厚生常任委員長の進行で始め

ていただいて、議案が変わるときに、暫時休憩をいただきながら、村本委員長の進行

で進めていきたいと思いますので、それでよろしいかどうか。 

〇副委員長（向井孝一君） ただ今、局長の方から説明がありましたとおりでよろしい

ですか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇副委員長（向井孝一君） それでは、そのように決定します。 

  次に、協議案第１０号、その他についてを議題とします。 

  局長に説明いたさせます。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） その他ということで、議会開催のお知らせについては、一

番最後のページに資料９として載せてございます。 

  一般質問の部分を書き入れたことについてと、本定例会における議案を載せてござ

います。 
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  今までと若干変わっているところが、平成２６年９月２４日水曜日から９月２６日

金曜日までの予定ということで、午前１０時より開催と記載しておりますが、繰り下

げの時間帯は明記しておりません。これは、あくまでも予定ということの中で、日程

変更や早期に終了する場合がありますので、お手数でも事前に議会事務局に確認願い

ますということで、その確認もさることながら、ホームページ上ではこの日程で入れ

ておりますけども、終了した時点でホームページから消すということを忘れないよう

にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇副委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  これでよろしいですか。 

〇事務局長（柏田泰明君） 次に、２番ですけども、北海道町村議長会表彰（自治功労）

１５年以上在籍された議員に対する表彰式が６月に行われまして、受賞者が村瀬議員、

上村議員であります。 

  スケジュールですけども、開会前に議長より、議場で伝達をするということであり

ますので、それでよろしいかお諮りをいただきたいと思います。 

  なお、本定例会が終了するしないに関わらず、祝賀会を９月２４日水曜日、５時４

５分からせんなり。 

  参集範囲としては全議員と町長、副町長、教育長ということで、了承を得ておりま

すので、そういう形で進めたいと考えております。 

  ３番目についてでありますが、議会だより用の写真撮影のために、まちづくり推進

課の方で出入りいたしますけども、よろしくお願いしたいと思います。 

  ４番目につきましては、カジュアル期間ということで、９月３０日まで推奨による、

ジャケット着用とノーネクタイの励行ということであります。 

  記章をはい用するようにということでありますので、忘れないようにお願いをした

いと思います。 

  以上、４番目まで説明をいたしました。 

〇副委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  質疑ございますか。 

〇４番（加藤三明君） ちょっと確認をしたいのですけども、祝賀会についての主催は

議員会になるのですか。 

〇事務局長（柏田泰明君） 議員会でしょうね。町ではありません。 

〇４番（加藤三明君） それ確認できれば良いです。 

〇事務局長（柏田泰明君） 議長、議員会で良いですよね。議長の方で主催になるので

すか。 

〇議長（徳田栄邦君） 議長主催になるのだけども、それを議員会にお願いする形を取

りたいと思うのですけども。 

〇事務局長（柏田泰明君） ２４年のときに、山本議員が２０年でもらっているのです

ね。そのときには、議員会長があいさつをして、祝辞という形で、議長の方からと町

長の方からいただいていると思うのです。 
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  花束は出しておりません。前回は。その時、その時のやり方があると思うのですが。 

〇副委員長（向井孝一君） それでは、祝賀会については議員会で仕切りをしていただ

くと。 

  次に、議会運営委員会任期中の課題ということで、前回の議会運営委員会の中で、

特に、３点ありますけども、町民会議、それから基本条例の見直し、通年議会という

３点について提案されておりました。 

  事務局の方で、町民会議についての参考資料として他の町村の例を資料でいただき

ましたけども、きょうは委員長が欠席しておりますし、時間の関係もありますので休

憩の中で結論を出さないで、どういう方向にいくかという考え方だけお聞かせいただ

いて終わりにしたいと思うのですがいかがでしょうか。 

  それでは休憩をいたします。 

 

休憩 １０時４３分 

開議 １１時１１分 

 

〇副委員長（向井孝一君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  議会運営委員会の任期中の課題ということで、それぞれご意見を出していただきま

した。町民会議の方向性については、一旦、各常任委員会の方におろして、全員で協

議して、全員で問題提起をしながら進めていくという方向で決定をし、執り進めてい

きたいと思います。２番目の議会基本条例の内容を検討するかという結論も、全員で

おろしながら決定をしていくことでよろしいでしょうか。 

  それでは、その他に皆さんの方から何かございませんでしょうか。 

  上村委員。 

〇６番（上村義雄君） ３番目の通年議会ということで、議長の方から、この通年議会

についても勉強をしてみないかというお話があった訳だけども、現に、もう進めてや

っているところの状況を見ても、それほど通年議会をするだけの、今金町の問題で、

常時開かなければならないような問題はないと、私は考えるので、通年議会というこ

とは今金にはそぐわないのではないかというような思いがあります。それで、これは

議運で検討ということになっていましたので、私は今までどおりの形で行うというこ

とで良いのではないかと思います。 

〇副委員長（向井孝一君） これらも含めて結論は皆さんに一旦おろして、決定してい

くということにしたいと思います。 

  議長。 

〇議長（徳田栄邦君） 今、上村委員が言ったように、私も通年議会に対して、あちこ

ちの議長さんたちと話していますが、どうして通年議会にしなければならないのかと

いう一番の理由は、理事者が議会を開いてくれないというのがあったのだそうです。

いわゆる議会と理事者が揉めていて、今は、議会の開催権というのは理事者にしかな

い訳ですから、それを通年議会にすると議長が開ける訳ですよ。そういうことから皆
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さん通年議会に取り組んだようなのですが、理事者とうまくいっている所については

通年議会の必要性というのは薄れているような感じを私は受けましたので、当町にと

っては馴染まないというのは私も同じような考えになってきております。ですからそ

の辺のところもやはり議員の皆さん方に、私の方からきちんと報告して、結論を出し

てもらいたいというふうに考えております。 

〇副委員長（向井孝一君） これは、きょうの結論は出していないのだけども、方向性

については。 

〇事務局長（柏田泰明君） 通年議会をしなくても、当町がそれに対応できる体制だと

いうことを協議したという報告で良いと思います。そうすると、このままで行くと思

います。今、議長が言われたように、森町もそうですけど、町長と議会とのトラブル、

それと、九州であった、全部専決で人事をやってしまったという。それから自治法が

改正になったというのが前提ですから。これは、岩手大学の斉藤教授が来た時も、定

例会４回と臨時会を５回くらいやっているのは通年議会と同じですねと解釈をされ

ていたのです。通年議会で議員さんが拘束されて、地域に入っていけないという部分

があるらしいということで、長崎県議会が通年議会を廃止したという話もありますの

で。それは、そのような方向で進みたいという報告があれば、この件に関して改めて

具体的にどうだということにはならないと思います。 

〇副委員長（向井孝一君） それで、きょうの会議の内容については定例会の前に全員

協議会で報告と。 

  それでは、他にご意見ありませんか。 

  以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。ご苦労様でございました。 

 

閉会 １１時１５分 

 


