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平成２７年 第２回定例会 

議 会 運 営 委 員 会 

 

期 日 平成２７年６月１１日（木） 

時 間 午前９時００分       

場 所 議員控室          

 

◎議  事 

①平成２７年度第２回定例会の運営について 

協議案第１号 平成２７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）  ３ 件 

               諮   問          件 

               条   例        １ 件 

               補 正 予 算        ８ 件 

               単 行 議 案        １ 件 （計１３件） 

 

      （２）議会提案  請   願          件 

               陳   情        ６ 件 

               推   薦          件 

               議員の派遣        １ 件 

               選   挙          件 

 

      （３）議員提案  会 議 案          件 

               発 議 案        １ 件 

               意 見 案          件 

 

 協議案第２号 会期の予定について 

        ６月１５日（月）から１６日（火）まで（２日間） 

 

 協議案第３号 付議事件の審査順序について 

       （別紙議事日程表案のとおり） 
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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 ３番 加 藤 三 明 君  ４番 向 井 孝 一 君 

        １６日 ５番 芳 賀 芳 夫 君  ６番 徳 田 栄 邦 君 

 

 協議案第５号 地方自治法第１２１条の規程により説明のため、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。 

       （会議出席者の通知書のとおり） 

 

 協議案第７号 議会費の平成２７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 

        ６月８日１２時で締め切り、４名から５件の一般質問の提出があり 

        ました。 

        ＊向井孝一議員【ふるさと納税の拡充政策を】 

        ＊日置紳一議員【選挙公約に向けての取り組みについて】 

        ＊上村義雄議員【地方創生に向けて】 

               【グリーンサッカー場を】 

        ＊小川ひとみ議員【今金町の商工業振興対策について】 

 

 協議案第９号 その他 

        ①合同委員会の開催について 

         平成２７年６月１２日（金）午前１０時より 

        ＊説明事項 

         ・まちづくり総合戦略室設置条例（案）について 

         ・機構改革に伴う今金町行政組織規則の一部改正（案）について 

 

        ＊報告事項 

         ・今金・せたな風力送電線計画について 

 

        ②委員会の閉会中の継続調査について 

 

        ③全道議員研修会について 

         ＊総務厚生常任委員会から 

         ＊産業教育常任委員会から 
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       ④行政の付属機関への委嘱について 

       （別紙のとおり） 

 

       ⑤議会開催のお知らせについて 
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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００分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（山崎 仁君） 早朝より、平成２７年第２回定例会に向けての議会運営委員

会にご出席いただきありがとうございます。 

  本日も、協議案それぞれあります。ご協議をいただきながら決定していきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

    ◎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。 

  第２回定例会に際しまして、この間議会におかれましては、常任委員会等々含めて

ご審議賜りましたことを改めて感謝を申し上げます。 

  その中でも、この議会に提出する事案につきまして、いろいろ説明をさせていただ

いたところがあるわけでありますけども、今回お願いしている事案につきましては同

意案件が３件ございます。その他に議案といたしまして１０件あるわけであります。 

  取り分け、同意案件につきましては、任期満了に伴う特別職の事案でございまして、

副町長の選任ということが１点目にございます。これにつきましては、現副町長の任

期満了に伴いまして中島光弘氏にお願いしたいという同意を求めるものでございま

す。 

  ２点目につきましても、教育長の辞職に伴うところの後任の任命ということでござ

いまして、現在、教育委員会の方で指導主事を務めております田中俊一氏にお願い申

し上げたいという同意を求めるものでございます。 

  ３点目は、教育委員会委員の辞職に伴う後任の人事ということでございまして、後

任の人事について同意を求めるものでございます。 

  その他に設置条例等々を含めて情勢にあった対応をするための体制づくりに向か

いたいということで議案を提出しておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げた

いと思います。 

  この後につきましては、議案の内容を副町長の方から説明いたさせます。 

  なお、お願い申し上げたいのは、合同委員会での審議をお願いしたいという事案も

ございますので、あわせましてご審議賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〇委員長（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２７年第２回定例会議会運営委員会を開会いたします。 
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  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、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） おはようございます。 

  平成２７年度第２回町議会に提案を予定しています事案につきましては１３件で

あります。 

  その内訳につきましては、ただいま町長が申し上げたとおり、同意案件が３件、新

条例の制定が１件、過疎計の変更が１件、一般会計外各特別会計での補正予算が８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。 

  同意第１号では、今金町副町長の選任についてであります。平成２７年６月３０日

をもって副町長職が任期満了となることから、地方自治法の規定により中島光弘氏を

新たな副町長として選任することについての議会の同意をお願いするものです。 

  同意第２号は、今金町教育委員会教育長の選任であります。中島教育長が６月３０

日をもって辞職することに伴い、田中俊一氏を新たな教育長として任命することにつ

いて、地方教育行政法の規定に基づき、議会の同意をお願いするものです。 

  同意第３号は、今金町教育委員会委員の任命であります。橘宣雄現教育委員長が６

月３０日をもって辞職することに伴い、新たな教育委員として永井章氏を任命するこ

とについて、教育関係法令の規定に基づき議会の同意をお願いするものです。 

  なお、同意１号から３号までの議案につきましては、当日配布をさせていただきま

すのでどうぞよろしくお願いいたします。 

  議案第１号、まちづくり総合戦略室設置条例制定について。 

  議案第２号、今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について。 

  この議案については、両常任委員会で説明させていただいておりますので、説明を

省略させていただきます。 

  議案第３号、一般会計補正予算第１号で、１億６，７４１万円の追加補正をお願い

しようとしております。 

  議案第４号は、国保の事業勘定補正予算第１号で、３，３７４万円の追加補正をお

願いしようとしております。 

  議案第５号では、後期高齢者医療特別会計補正予算第１号で、３７万６，０００円

の追加補正をお願いしようとしております。 

  議案第６号では、介護保険特別会計補正予算第１号で、保健事業勘定で７３１万２，

０００円の追加を、サービス事業勘定では１４５万２，０００円の減額補正をお願い

しようとしております。 

  議案第７号では、介護老人保健施設特別会計補正予算第１号で、収益的収支におい

て３５４万６，０００円の追加補正をお願いしようとしております。 

  議案第８号では、国保施設勘定特別会計補正予算第１号で、収益的収支において４
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２６万８，０００円の減額を、資本的収支において１，１３４万円の追加補正をお願

いしようとしております。 

  議案第９号では、簡易水道事業特別会計補正予算第１号で１０万２，０００円の追

加補正をお願いしようとしております。 

  議案第１０号では、公共下水道事業特別会計補正予算第１号で、１，０００円の減

額補正をお願いしようとしております。 

  以上でありますが、合同委員会の開催をお願いしたいと思っております。町長から

も申し上げましたが、総務厚生常任委員会所管の部分でございますが、議案第１号の

まちづくり総合戦略室設置条例の制定についてと、議案として出ておりませんが、総

務財政課の資料として提出をさせていただいております、機構の改革であります。産

業振興課に現在あります商工観光部門を、産業振興課からまちづくり推進課の方に業

務を移動したいという機構改革についても、あわせて全議員にご説明申し上げてご理

解を賜りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、同日、合同委員会の席上で報告を１点させていただきたいと思っております。 

  この間、せたな地区での風力発電の送電計画についていろいろと情報の提供をして

参りましたが、５月に電源開発の方から今後のスケジュール・計画等について説明を

受けておりますので、そのことを全議員の方にご報告を申し上げておきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（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。 

  理事者には出席を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、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、今回６件が提出されております。 

  陳情第１号、憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定と関連法「改正」

反対を求める陳情。 

  陳情第２号、教育委員会の中立性を堅持する議会決議の要請についての陳情。 

  陳情第３号、平成２７年度北海道最低賃金改正等に関する意見書を求める陳情。 

  陳情第４号、義務教育教育費国庫負担制度堅持・負担率１/２への復元、「３０人

以下学級」の実現を目指す教職員定数改善、予算確保・拡充に向けた意見書を求める

陳情。 

  陳情第５号、道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実

態に応じた高校作りの実現を求める意見書を求める陳情。 

  陳情第６号、地方財政の充実・強化を求める意見書についての陳情。 
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  まず陳情第１号であります。朗読をして説明をしたいと思います。 

  基本的には、陳情に関しては紹介議員がございませんので、請願については紹介議

員は必ず付く形になります。陳情については紹介議員がおりませんので、請願の例に

より取扱いをしないということの取り決めがございますので、これは全て陳情という

扱いであります。紹介議員が付いておりませんので、そのような扱いでこれまでずっ

ときていたところです。 

  陳情第１号であります。 

  連合北海道檜山地域協議会会長より提出されているものであります。 

  憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と関連法「改正」反対を

求める意見書（案）。 

  歴代内閣は、一貫して集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきた。しかし、

安倍内閣は昨年７月、半数以上の国民が反対する中、憲法解釈変更による集団的自衛

権行使容認の閣議決定を行った。集団的自衛権行使に対して各地域で反対の議会決議

を採択するなど、自治体が政府批判の決議を上げる異常な事態となっている。 

  安全保障の根幹に関わる基本方針を一内閣の一存で転換を図ることは、それまで国

会で積み上げてきた論議を否定し、明らかに国民不在の政治であって、立憲主義に反

する。このことは最高法規である日本国憲法の権威や信頼性を失墜させるもので、法

治国家の存続さえも危ぶまれるもので、決して看過することはできない。 

  安倍政権は、「閣議決定」をもとに、今次通常国会で集団的自衛権行使容認に向け

て、自衛隊法や武力攻撃事態法「改正」など、安全保障制度の整備を進めようとして

いる。こうした民主主義を揺るがす憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議

決定の撤回を求めるとともに、歴代内閣の見解を堅持し、「閣議決定」を根拠とした

関連法の「改正」を行わないよう強く求める。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

  陳情ですので、取り上げる紹介者がいなければこのままの形になりますけども、宛

先については変更がございますので。 

〇委員長（山崎 仁君） 陳情第１号の取扱いについてはいかがいたしますかというこ

とであります。 

  取扱いをする、しない。 

  今金町議会の場合には、通常、陳情・請願の例によりということで、全道議長会か

らの要望があるものについては取扱いをする。それから、町内においても紹介議員を

添えてきたものについては取扱いをする。その他については取扱いを協議するという

ことでこれまで進めてきております。 

  この件に関してはどのような取扱いをいたしたらよろしいでしょうか。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 関連で、きょう北海道新聞の方に出ておりました。この部

分、道南版に出ておりましたけども、紹介議員がついております。共産系の議員さん

が付いております。 
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  管内でも、道新の取材等もありまして、乙部町も取り上げるようであります。慎重

審議という部分では森町さんがこの件に関しては結構取り上げている部分があると

いう管内の状況であります。 

〇委員長（山崎 仁君） いかがですか。 

  向井君。 

〇４番（向井孝一君） これは、いま国会の方でいろいろと議論されている問題で、国

民的な関心はある問題なのですけども、紹介議員がなければ取り扱わなくても良いと

いうことなわけでしょう。現時点では。そうであれば、私は過去の例にならってあれ

した方がいいのかなという気はする。 

〇委員長（山崎 仁君） 紹介議員になるという方が居られれば、それはそれで結構な

話ですね。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 紹介議員のことに関しては、申請する団体に関しては、私

の方からも、要請があった場合には紹介する議員は付けられる自信はありませんよと。

それは、きちんとその団体からその紹介議員に対して説明がないと、議会で発表した

場合に、あとで質問がきた場合にどういう処理をするかというのが、非常に面倒にな

るので、私は安易に文章だけで寄越すのは非常に失礼な話だということで、以前にお

断りをした経緯があります。 

〇４番（向井孝一君） そうであれば、過去の前例に沿って処理しても構わないと思い

ますけども。 

〇委員長（山崎 仁君） 他の委員さんはいかがですか。 

〇４番（向井孝一君） 例えばあれでしょう。このメンバーの中で誰か、私が紹介議員

になってもいいですよと人がいれば、話は別になってくるわけでしょう。 

〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 基本的に、陳情・請願・意見書につきましては、１２分の

１以上の賛成者があれば提出は可能です。だから２人いれば出せるのですけども、出

しても否決されるというのが大体ですね。 

  あくまでも、個人的な扱いになってしまう。議運の中ではこういうふうに全員の名

前は出ていかない形になるので。 

〇委員長（山崎 仁君） 先ほど説明したように、請願・陳情の例によりということで

は、取り決めができております。それ以外にどなたか紹介議員になるのであれば、こ

れは取扱いをするということになって、本会議の中で決することになるのですけども。 

  取扱いをしないというご意見が出ておりますけども、他の委員さんのご意見をお願

いします。 

  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 ９時２０分 

開議 ９時２９分 
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〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議します。 

  資料２にあります陳情の取扱いでありますが、陳情第１号の取扱いであります。請

願・陳情の例によりこれまでの取扱いの仕方を皆様にご説明して参りました。１号に

ついていかがいたしますか。 

  取扱いをしないというご意見が出ていましたけども、そのように決定してよろしい

ですか。 

  それでは、陳情第１号は取扱いをしないということで。 

  ６本ありますけども、１本ずつ協議をいたします。 

  陳情第２号、教育委員会の中立性を堅持する議会決議の要請についての陳情。 

  これはいかがいたしますか。 

  朗読説明はいたしませんけれども、取扱いについての考え方は先ほどと同じであり

ます。 

〇４番（向井孝一君） しないでいいのでないですか。 

〇委員長（山崎 仁君） 取扱いをしないということで、よろしいですか。 

  次、陳情第３号、平成２７年度北海道最低賃金改正等に関する意見書を求める陳情。 

  いかが取扱いをいたしますか。 

  取扱いをしない。 

  陳情第４号、義務教育教育費国庫負担制度堅持・負担率１/２への復元の取扱いは

いかがいたしますか。 

〇４番（向井孝一君） なしでいいと思いますけど。 

〇委員長（山崎 仁君） 次、陳情第５号の取扱いはいかがしますか。 

  第６号はいかがですか。 

  陳情第１号から第６号まで、今金町議会請願・陳情の例により取扱いをしないとい

うことに決定してよろしいですか。 

  それでは、以上のように決定をいたします。 

  次に資料３の説明であります。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） それでは資料３についてでありますけども、これは議員の

派遣についてであります。 

  今回、７月７日から８日まで開催されます、全道町村議会議員研修会が札幌で行わ

れます。 

  また、全道議会広報研修会が８月１８日から１９日まで開催されるわけでありまし

て、この２件について議員の派遣を行うということで、議長発議によって議会の了承

をもらうということであります。よろしくお願いします。 

〇委員長（山崎 仁君） 議員の派遣についてであります。 

  ６月定例会で、議員の派遣を決定するということであります。 

  全道町村議会議員研修会、全道議会広報研修会の２つであります。 
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  これについて、よろしいですか。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 ９時３４分 

開議 ９時４３分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  議員の派遣については、１の全道町村議会議員研修会の中で、苫小牧方面で視察先

がある旨の発言がありましたので、行程等については事務局に任せるということでよ

ろしいですか。 

  そのように決定をいたします。 

  次、資料４であります。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） この委員会の閉会中の継続調査についてでありますけども、

これまで議会運営委員会につきましては、年間を通して通年で閉会中の継続調査を行

うということで申し入れをしておりましたけども、今回は両常任委員会も通年で申請

を出して、所管事務調査を行う場合は都度、議会の承認が得られているので箇所だけ

を議長に申し入れをするだけで良いという解釈になりますので、そういう形で行いた

いと。 

  ここには、総務厚生、産業教育はきのう、議会運営委員会はきょう、広報はいま抜

けていますけども、広報も毎年やっていることですので了解をいただけますので、こ

れに広報が加わろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（山崎 仁君） 委員会の閉会中の継続調査についてでありますけども、ご理

解いただけましたか。 

  ではそのように決定をし、それぞれの所管常任委員会にそれぞれの取り組みをお願

いしたいと決定してよろしいですね。 

  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、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） まず協議案第２号でありますけども、会期の予定につきま

しては６月１５日月曜日から１６日火曜日までの２日間ということであります。 

  続きまして協議案第３号であります。資料５であります。 

  議事日程でありますが、会議録署名議員の指名から始まりまして、同意案件、議案

が続きまして発議案、委員会の閉会中の継続調査、議員の派遣ということで、日程が

第２０までとなっております。 

  基本的には２日間の予定を取っておりますけども、のちほど出てきます一般質問

等々との兼ね合いもありますけども、もし日程の変更があれば都度、議運を開いて設

定をしていくということで考えております。 
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  それともう１つは協議案第４号で、会議録署名議員の順序でありますけども、１５

日につきましては３番加藤議員、４番向井議員。１６日は５番芳賀議員、６番徳田議

員という順番になっております。 

  協議案第５号では、資料６のとおりでありまして、出席を求めたということであり

ます。 

  協議案第６号については資料７でありますけども、その求めたことに対して、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からの出席名簿でござ

います。 

  なお、今回につきましては、まだ教育委員長の任期がありますので、教育委員長と

いう形になりますけども、今度は教育長という形になりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

  以上であります。 

〇委員長（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。 

  協議案第３号、付議事件の審査順序。議事日程がありますけども、２日日程を取っ

てありますが、初日１日目に全ての議案を網羅しているということであります。もし

伸びた場合には２日目に日程を変更するということでよろしいですか。 

  そのように決定をいたします。 

  次に、協議案第７号を議題とし、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） 資料８ページをお開きいただきたいと思います。 

  この部分で、議会費の流れであります。 

  議会費４８２万７，０００円を追加して、予算の総額を７，９７９万２，０００円

にしようとするものであります。 

  この大きなものにつきましては、報酬におきまして、今回改選期でありました。５

月７日以降については役職が決まっておりますけども、それ以前は決まっておりませ

んので一般の議員と同じということで、新規の人も５月８日からということでは、日

数割ということになっております。 

 なお、５月７日までは１名分欠員となっておりますので、このような大きな金額にな

ったということであります。 

  旅費につきましては費用弁償ということで、新議員説明会が札幌でございますので、

２名参加するということで新たに追加するものであります。 

 需用費１０３万８，０００円につきましては、消耗品で１５万１，０００円、修繕料

で８８万７，０００円でございます。消耗品につきましては、常任委員会で説明があ

ったとおり、タイヤ及び付属品、ワイパー等については別で買った方が安いというこ

とで、兼ねてより町の方では入札の方に入れて、車の購入費には含んでおりません。

これが値引きの対象になるということでは大して値引きされていないところが目立

つので、これに関しては別扱いにして入札をするということであります。 
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  修繕料８８万円７，０００円につきましては、議会のものにつきましては、ほとん

ど永久保存でありまして、役場以外の建物には持っていけないという事情もあります。

いま２階の書庫が一杯になってきていまして、議員控室においても議会図書がありま

すけども、この後ろにも書類があるわけです。非常に手狭になってきている部分と、

廊下にまで書類が出ている状況であります。２７年度の書類についても置く場所がな

いということの中では、正副議長の了解を得ながら、正副議長室を改修したいという

ふうに考えております。窓１枚分を議長室側に出すということでの予算であります。 

  備品購入費では、車両購入費ということで、この部分につきましては、車が壊れて

しまいました。シリンダーヘッドが参ってしまったので、直すとなると４５万円。２

１年経過している車の中でそれだけのものが果たして可能かとなると、年数的にも２

１年、キロ数的に約１５万キロ乗っております。ＦＲでありますので、この先買い替

えをしたいということで予算の折衝をしましたら付いたということでございますの

で、その分の補正をと思っております。 

  以上であります。 

〇委員長（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。 

  向井君。 

〇４番（向井孝一君） きのうの常任委員会でも同僚議員から質問があったのだけども、

車両を購入するときに、例えば夏に買って、冬用のタイヤを付けないで別なところか

ら買うという発想が理解できないのだけども、普通は一般的には新車を買ったらそこ

に交渉でこれも付けなさい、あれも付けなさいとなるのが常識だと思うのだけども、

何故そういう手法になる。 

〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 基本的に、皆さんがディーラーから買うときには、付ける

のですねわざわざ。３０万円とか４０万円を付けてタイヤとホイルを付けるのですね。

そしてそこから値引きをもってくるのですよ。ところがいまは車両本体だけを買うと

値引きは２、３万円しかないのですけども、３０万円、４０万円というものは付けな

くていいのです。それが２０万円くらいで手に入るのです。 

  だから車はスタッドレスタイヤを付けて買うことが、いまは安い状況ではないので

す。逆に高くなるのです。そのタイヤを質の悪いものに変えることによって値引きを

落とすということをやるので、いまはマットもワイパーも何もかも全部外して車だけ

の値段でやっています。 

〇４番（向井孝一君） ちょっと休憩してもらえます。 

〇委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 ９時５２分 

開議 ９時５３分 
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〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議いたします。 

  この件に関して質疑ありませんか。 

  日置君。 

〇７番（日置紳一君） いままでのものは全然入札とかはならないということですか。 

〇事務局長（柏田泰明君） 下取り価格に入れます。 

〇７番（日置紳一君） 下取りなの。 

〇事務局長（柏田泰明君） そうです。 

  そうしないと、車を預かっていてもしょうがないので。直すのに４５万円かかるの

で。見積の中ですぐ落としてしまう。 

  サイズ的にはいまの車と一緒ですから。ただ幅が広くなってロングになる。 

〇委員長（山崎 仁君） ちなみに納車はいつなの。 

〇事務局長（柏田泰明君） 納車はものすごくかかるみたいですね。病院で入れようと

しているのは、４月に契約して７月頭くらいでないと入らないというので。いま議会

の承認を得た段階ですぐ入札をしてもらって、できれば広報の研修会、８月１８日に

は間に合わせたいのですけども、厳しいかなという。 

〇委員長（山崎 仁君） よろしいですか。 

  質疑を終わります。 

  次に、協議案第８号を議題とし、局長に説明いたさせます。 

  資料９です。 

〇事務局長（柏田泰明君） 一般質問ということで、４名の方より５件の質問が出てお

ります。 

  それぞれ朗読をして説明に代えさせていただきます。 

  まず１点目であります。 

  ふるさと納税の拡充政策をということであります。 

  平成２０年に地方税法改正により、ふるさと納税が始まりました。 

  全国の自治体がしのぎを削っている、現状であります。 

  返礼品についてもかく市町村の特産品の中身により、納税額に差がありますが２６

年度の道内、１０位までのふるさと納税額を見たときにその額の多さに驚きました。 

  町によっては、徴収税額の２倍のふるさと納税額をしていただいた町もありました。 

  今金町の２０年から２６年までの７年間で２０１件のふるさと納税寄付額は、１３，

７１８，４００円であります。又納税者の大半は町内出身者で占められており、全国

民が対象でありますので、拡充の可能性は充分にあると考えられます。 

  今金町は特産品として、日本一の男爵馬鈴薯があり、おいしい米があります。 

  又黒毛和種牛は、全道、全国の競品会において、高い評価をえております。 

  肥育を手掛けている生産者も４件あり、年間２５頭から３０頭の出荷を目標に頑張

っている状況でございます。 

  私はこの３品目の特産品を組み合わせることにより、ふるさと納税の拡充政策を積

極的に進めるべきと考え、町長の所見をお伺いします。 
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〇委員長（山崎 仁君） 向井議員からの一般質問であります。 

  よろしいですか。 

  次に、日置議員からの質問です。 

〇事務局長（柏田泰明君） 選挙公約に向けての取り組みについて。 

  厳しい選挙に勝ち抜いての４期目に向けて、多くの町民はその具体的な取り組みに

対して大きな期待を膨らませていることと思います。 

  町長は、４月２８日付の北海道新聞で、今後の町政のかじ取りについて凡そ５０項

目に亘って掲げた政策に対し、優先順位を付けて一つずつ実行していく、と言われて

おりましたが、最も力を入れる政策の中から、町民の皆さんの関心が高いと思われる

二点について伺います。 

  １、保育料引下げ及び医療費軽減について、 

  ２、国保病院について、どのように改善しようとしているのか。 

  「町長が描く重点政策」として、その具体的な内容と実施時期についてお伺いしま

す。 

〇委員長（山崎 仁君） 日置議員の一般質問についてもよろしいですね。 

  次、上村議員の質問。 

〇事務局長（柏田泰明君） ２件ございます。 

  まず、地方創生に向けてということであります。 

  今年、平成２７年度は、地方創生元年と言われているようですが、人口減少、雇用

創出などの課題に対処するため、５ヶ年計画の施策「地方版、総合戦略」を策定し、

その努力義務が課せられているようです。 

  今、今金町としてこの地域を考える時、私は高等養護学校、ＪＡ今金、商工会、光

の里、森林組合など各団体と連携して、行政とのプロジェクトを立ち上げ、若者、障

がい者、シニアが共に支え合う、地域共生、資源循環社会へ知恵や創意工夫し、地域

住民の将来不安を取り除き、希望のもてる地方創生未来塾として、人材支援制度で派

遣の要請をしては如何ですか。 

  町長の考えをお聞かせいただきたい。 

  もう１件です。 

  グリーンサッカー場を。 

  スポーツ少年団の活動が活発に行われているのは大変嬉しい事です。 

  その裏では、指導員さんや、父母の方々の支援があってこそと感謝しております。 

  毎年５月の連休に、八雲町で少年サッカー大会が開かれ、南は青森から北は札幌か

ら、今金も参加し、合計１２チームが出場され、３日間行われたようです。 

  又、今中サッカー部は５月９日檜山春季大会で優勝だったそうです。 

  このように活発に行われているサッカーの練習場は、主に学校のグラウンドで行い、

砂で転ぶとケガになるため、転ばないような練習になります。 

  私は芝生のサッカー場を子ども達のために作ってはと考えますが、町長の考えをお

聞かせ戴きたい。 
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〇委員長（山崎 仁君） 上村議員の一般質問よろしいですね。 

  次に、小川議員の一般質問です。 

〇事務局長（柏田泰明君） 今金町の商工業振興対策について。 

  昨年４月の消費税引き上げ、原材料価格の高騰、更には人口減少問題から連鎖する

顧客ニーズの変化、消費低迷、経営者の高齢化による廃業など、町内商工業者にとっ

ては先行きに多くの不安材料を抱えている状況にあります。 

  今金町がいつまでも活気にあふれて元気な町として形成していくためには、町内の

消費を拡大することがもちろんですが、商店には、お客様の買い物を通じ、店先での

おしゃべり、配達時の声かけなど、町民とのコミュニティの場として果たす役割も重

要であると考えております。 

  そのためにも、後継者、担い手不足、施設・設備等の老朽化による経営面からの廃

業の抑制、さらに新規創業者への創業支援等の充実が早急に必要と考えます。 

  当然、商工会個々の経営努力や商工会事業を通じた努力も必要なことと思っており

ますが、４期目を迎えた町長として、商工業振興対策にどのような対策・考えをお持

ちなのかお伺いします。 

〇委員長（山崎 仁君） 小川議員の質問もよろしいですか。 

〇事務局長（柏田泰明君） では、一般質問のルールということに関してであります。 

  通告については、その１週間前に通告の治理を通知するということで、これは各議

員へ提出するわけですけども、いまはそれがちょっと崩れておりまして、議会の３日

前くらいに皆様のお手元にいくというような形になっております。 

  それと、通告は理事者に的確な答弁を得るために質問内容を具体的にしなければな

らないということでは、このようになっております。基本的には、質問者は議長の許

可を得て議場で発言する形になりますので、議長がいない場合は事務局が一時預かり

をして議長の決済を採るということの流れで、いまのところ行っております。 

  なお、一般質問につきましては、類似等々がある場合もございますので、議会運営

委員会に議長の方から諮問を受けて決定するということになってございますので申

し添えます。 

〇委員長（山崎 仁君） 一般質問のルールを説明いたしました。 

  事務局に届けていただき、それを議長が受理する。議会運営委員会では、その言葉

遣い、過去に類似の質問があるかないかというところもここの中で審査しながら進め

ていくというやり方であります。ご理解いただけますか。 

  そういうことで一般質問がここで審査されるということですので、ご理解いただき

たいと思います。 

  次に、協議案第９号を議題とし、局長に説明いたさせます。 

  参考資料です。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 参考資料というのが１つと、資料１０ということで付けて

おりますけども、まず協議案第９号でございます。 
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  合同委員会の開催についてであります。 

  合同委員会につきましては、日程の関係上、６月１２日金曜日午前１０時より開催

したいということで、この開催の目的につきましては理事者の方から要請がありまし

た、まちづくり総合戦略室設置条例についてと、それに伴う機構改革の組織・規則の

一部改正ということでございます。 

  この部分につきましては、総務厚生常任委員会所管の部分でございますので川上委

員長が合同委員会の進行ということになりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

〇委員長（山崎 仁君） 合同委員会の開催ですけども、理事者側から開催の要請があ

りました。これは議会運営委員会で開催を決定するということなので、皆さんにお諮

りをいたします。 

  ２点の説明事項と、報告事項が１点。これらを議題とし、合同委員会を開催するこ

とを決定してよろしいですか。 

  では開催を決定いたします。 

  それから、開催日時でありますけども、日程の都合上、あす１２日、午前１０時か

らということでありますけどもよろしいですか。 

  それではそれぞれ決定し、ここにいる委員の皆さんにはきょう案内文をお渡しいた

します。きょうここにいない方には、ＦＡＸ、電話で連絡を取るようにいたします。 

  よろしいですか。 

  ２０分まで休憩いたします。 

 

休憩 １０時０８分 

開議 １０時２１分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  その他でありますけども、実は以前から行政委員会への委員の就任についてどうな

るかということを協議するということで、議運の中で意見が出ておりました。 

  実は副町長にも出席をいただいて、いわゆる委嘱する側ということで実態をまずご

報告いただきたいということであります。 

  このことは平成１８年に、地方議会活性化研究会というところで、行政委員に議員

が就任することがいかがなものかということで意見が出されました。それを受けて、

各地の行政実例の中では、違法ではないが適当ではないということも聞いております。 

  今金町の実態というのは、人口規模等を考えると、これまでやってきたことが妥当

かというふうに思いますが、これからどうするかということを議運の中で協議したい

ということを考えておりますので、副町長には大変公務が忙しい中ではありますが、

いまの実態を若干でいいですから説明いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  副町長、清水君。 
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〇副町長（清水 寛君） ご苦労様です。 

  いま委員長の方からお話がありましたけども、私どもとして、議員さんを町の関係

する各種委員会等々に委員としてお願いしている部分については、柏田局長の方と照

らし合わせをした中でも１７件ほどありました。 

  この中で種類で分けていきますけども、条例において議員を指定している委員会が

あります。教育員会の関係では奨学金貸与運営委員会、学校給食センター運営委員会。

公営施設課では都市計画審議会。産業振興課では農業後継者奨学金貸与運営委員会、

工場誘致委員会。これらについては、議員を指定しております。 

  次に、識見を有するものという極めて曖昧な捉え方をする部分でありますが、今金

町においては、主に所管する議員さんを関係する委員会もしくは会議等をお願いする

ということで町長の委嘱をもって、内規でもって定めながら運営してきた実態があり

ます。これらについては、主には総務財政課の部分では表彰審査委員会。保健福祉課

では保健・医療・福祉総合推進協議会、民生委員の推薦委員会。国保病院運営委員会。

交通安全運動の推進委員会、町民センター運営審議会というものなどが挙げられます。 

  同列でありますが、町の産業振興という括りの中で特にお願いをして、ご理解を賜

りたいと思っているのは、やはり農林業振興会議と地域農業再生協議会、農業経営安

定化推進委員会等々につきましては、ご協力を賜りたいと思って従前からお願いをし

ておりました。 

  １つ大きなものは、やはり総合計画の策定審議会であります。これにつきましては、

計画の前段、いまは後期計画でありますが、前期・後期をあわせた中で進めていく中

においては、従前は所管３常任委員会があったときにはそれぞれの所管の委員さん方

にお願いをしていたところであります。 

  今後も、いま後期の部分についてもコンサルに出すと言いながらも、それらの今後

の機会にはまた議員さんの方にお願いをする場面もと思っておりますので、そのとき

にはよろしくお願いをしたいと思っております。 

  １つ性格が異にするものがあります。 

  今金町国民健康保険運営協議会であります。 

  これは、国民健康保険法の中から位置付けされ、この委員会は設置が義務化されて

おります。その中で、広域を代表するものという部分がありまして、普通、広域を代

表するものという形になりますと、諮問・答申の形を経る部分がありますから、議会

の立場とすると非常にいずさもあるのかなと思いながらも、過去の経過をひも解きま

すと、昭和３２年からずっと所管常任委員会の議会議員にお願いしているという経過

でありまして、それを踏襲して現在に至っているという部分で、ご理解をお願いした

いと思っています。 

  私のおさえている部分は大体かいつまんで申し上げました。 

  以上です。 

〇委員長（山崎 仁君） 今回の議運で協議する内容については、決してだめだという

ことではなくて、１回精査をしようということであります。 
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  基本条例を平成１９年から執行してきた中では、議会独自の考え方を持ちながら取

り組んでいきたいということでありますので、理事者にはご理解をいただきながら、

今回の委嘱についてはお受けすると。しかし、その後、２年任期というものが多いよ

うでありますけども、２年任期のあとをどうするかということを、目標としては今年

の１２月定例会あたりまでには結論を出したいと。もし、変更が必要であれば、条例

改正等を含めて１年間の猶予を得た中で、考えていただければいいし、そうでなけれ

ばその根拠を持って議会側から就任を可能にするという流れでありますから、その議

会の取り組みを理事者側にはご理解いただきたいということで、いま説明していただ

きましたけども、委員の皆さんから何かこの件に関して質疑があれば。 

  よろしいですか。 

  いまは、現状を報告いただいたということですので、のちにまた疑義が生じればお

問い合わせをすることもあろうかと思います。 

  退席してもらってよろしいですか。 

  では、どうもありがとうございました。 

  それでは、この件に関して資料が用意されております。 

  局長より説明いたさせます。 

  向井君。 

〇４番（向井孝一君） この事に対しての審議ということで、村上議員も入れてくれと

いうことであれしたのですけども。議運だけのメンバーだけでなくて、プラス村上議

員も入れてこの件について審議するということになっていたのだけど。 

  前回の議運のときには。結局、各常任委員会の正副が入ってということで。議運だ

けでなくてプラスそれもということだったのだけども。それで了解をもらったと思っ

てたな。 

〇委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １０時３０分 

開議 １０時３５分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  ただいま副町長より、現状の就任状況等について説明いただきました。 

  この案件については、議会運営委員会が協議し、その内容については全議員に報告

するということで進めていくという流れだと思います。 

  資料を局長の方で用意しておりますので、内容を説明していただきたいと思います。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 議会運営委員会で協議するということで、特別委員会を設

置しないということは、報告書を出さないという方向で進んで参ります。 

  その中では、今金町の議会議員あるいは識見を有する者等々を明記した条例を皆さ

んのファイルの方に綴っております。前段何も付いていない部分については、これは
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提言であったり議会側としての考え方について、それぞれ添付してあります。この部

分につきましては、今後いろいろな協議の場で使うと思いますので、議運のときには

これを必ず持参していただくような形を取っていただきたいと思います。 

  資料を添付しておりますので、より活用していただけるようお願い申し上げます。 

〇委員長（山崎 仁君） 配布した資料の１番最初に付属機関等への参画、これは提言

なのですけども、平成１８年に地方議会活性化研究会というところでまとめたもので

あります。 

  それから、そのあとに行政実例等が載っております。この中では、いま局長から説

明したように、議会側から見たら違法ではないけども適当ではないという表現が多く

されているようであります。これらをよく精査いただきながら、そののちに今金町の

関係条例、議員が就任している等の条例を全てここに出していただきました。 

  先ほど、副町長から説明があった後段の中で、総合計画については、第４次総合計

画、いまから１５年前の時点であった３常任委員会にあわせて、総合計画の専門委員

会をつくったという経過があります。 

  そういうことも参考にしながら、それから国民健康保険運営協議会については、こ

れは法律の中で縛られている。広域の代表ということを書いてあります。こういうと

ころも十分参酌しながら、今後どうあるべきかということを皆さんで協議いただきた

いと思います。 

  本日は、資料の配布ということで、次回必要に応じてこの議運を開催し、この内容

について協議をいただきたいと思いますが、その進め方でよろしいですか。 

  では資料を精査いただくようにお願いをしたいというのと、それからこのことに関

しては、行政実例が出ているように、いろいろなところでいろいろな取り組みがされ

ているようにも聞いております。全道の状況等もありますから、これに特化した調査

が必要だとすれば、それも実態調査、いわゆる先進事例の調査も含めて何かあれば、

皆さんから要望を出していただきたいと思います。 

  もし、視察等があるとすれば、７月いっぱいくらいには視察がもし必要であれば、

予算要求もしなければなりませんから、そのことも頭に入れておいていただきたいと

思います。 

  この件に関しては、こういうまとめでよろしいですか。 

  では、そのように取り組みをしていきたいと思います。 

  次に、その他の、議会開催のお知らせについてであります。資料１０です。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 資料１０に添付していますとおり、当日、６月１５日月曜

日午前１０時から開催予定ということでございます。１５日までの日程が入っており

ますけども、一応会期は２日間取っておりますが、いまのところはそういうような形

で、時間がオーバーするようであれば延会という形を取っていくということでありま

す。 

  ちなみに、当日１５日につきましては、商工女性部が１０名ほど傍聴するというこ
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とでありますので、議長の許可を得て、天候もありますけども、議場に入るためには

正面を利用させていただければありがたいと。裏の方はらせん階段なので、女性とい

うこともあるものですから、なんとか議長のご配慮をお許しをいただければというふ

うに思っています。 

  これにつきましては、１４日の朝刊に折り込みチラシということで出します。 

〇委員長（山崎 仁君） 資料１０の説明であります。 

  傍聴に関しては議長の決済でよろしくお願いしたいと思います。 

  この議会開催のお知らせですけども、内容についてよろしいですか。１４日朝刊、

道新・読売に折り込みの予定です。よろしいですか。 

  では、そのように決定をしたいと思います。 

  その他で、局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） その他でございます。 

  このたび、役場を勇退されます副町長、教育委員会委員長を勇退されます橘教育委

員長の送別会を、議会が終わる、終わらないに関わらず６月１５日、５時４５分から

由浅食堂で開催したいということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

〇委員長（山崎 仁君） 送別会のお知らせです。 

  よろしいですか。 

  その他、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。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（山崎 仁君） それでは、これをもちまして、議会運営委員会を終了いたし

ます。 

  どうもありがとうございました。 

 

閉会 １０時４４分 

 


