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平成２７年 第３回定例会 

議 会 運 営 委 員 会 

 

期 日 平成２７年９月１８日（金） 

時 間 午前９時００分       

場 所 議員控室          

 

◎議  事 

 １ 平成２７年第３回定例会の運営について 

  協議案第１号  平成２７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）      件 

          諮  問            件 

          条  例           ４件 

          単行議案           ４件 

          補正予算           ８件 

          認  定           ８件 （計 ２４件） 

 

  （２）議会提案 請  願           １件 

          陳  情           ７件 

          議員の派遣           １件 

 

  （３）議員提案 会 議 案            件 

          発 議 案            件 

          意 見 案           １件 

 

  協議案第２号  会期の予定について 

          ９月２９日（火）から３０日（水）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 

          ２９日 ９番 川上 絹子 君 １０番 山崎  仁 君 

          ３０日 １１番 上村 義雄 君 １番 岸  徹也 君 
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  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 

         求めたものは、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２７年度補正予算（案）について 

 

  協議案第８号  合同委員会の開催について 

          平成２７年９月２４日（木） 午前９時から 

  （１）新条例制定に係る概要説明 

  ＊総務厚生常任委員会所管 

  議案第１ 号  今金町まち・ひと・しごと総合戦略基金条例制定 

について           （まちづくり総合戦略室） 

 

  議案第２ 号  今金町企業立地促進条例制定について 

                          （まちづくり推進課） 

 

  関    連  今金町産業基盤整備促進支援事業について 

                    （まちづくり推進課・産業振興課） 

 

  （２）個人番号（マイナンバー）に係る条例の一部改正の概要説明 

  ＊総務厚生常任委員会所管 

  議案第３ 号  今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定につい 

         て                   （総務財政課） 

 

  議案第４ 号  今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について 

                             （税務住民課） 

 

  （３）報告事項 

  ＊総務厚生常任委員会所管 

          今金町人口ビジョン（素案）について 

（まちづくり総合戦略室） 

 

          今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略（素案）について 

                          （まちづくり推進課） 
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          せたな大里風力発電事業の今金町送電線計画の経過に 

ついて            （まちづくり推進課） 

 

  ＊産業教育常任委員会所管 

          今金町総合体育館・図書館建設について 

（教育委員会） 

 

  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 その他 
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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） 定例会に向けての議会運営委員会、早朝より何かとご多用の

中、ご出席をいただきありがとうございます。 

  本日も、協議、決定をいただく事項があります。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） 町長が出席しておりますので、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。 

  平成２７年第３回今金町議会定例会に際しまして、この間、各議員さんにおかれま

しては、実態調査、事務調査、そして各常任委員会でご審議賜りまして、誠にありが

とうございます。 

  この度の定例会に際しましては、私の方から新たな政策となりますところの、町の

独自事業として事案が３件ございます。国の政策に関わる今金町の対応としての事案

が２件、それと構成ということを含めて、全道的な組織体の中での合議をいただかな

ければいけない議案について３件あるわけであります。加えてその他に、一般会計を

含めた補正予算、何よりもこの度は２６年度の一般会計のほか、７特別会計の歳入歳

出決算認定をお願い申し上げる議会になるわけでありまして、この後、副町長の方か

ら内容を説明いたしますが、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。 

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。 

〇副町長（中島光弘君） おはようございます。 

  それでは、私の方から説明をさせていただきます。 

  平成２７年第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２４件であります。 

  総務厚生、産業教育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、議案

第１号から第８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２７年度今金町一般会計他特別会計の補正予算８件と、平成２６年

度の決算認定について説明をさせていただきます。 
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  議案第９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１億８，５７

０万８，０００円を追加し、補正後の額を５３億１，９９６万８，０００円にしよう

とするものです。 

  議案第１０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

算の総額から３４１万３，０００円を減額し、補正後の額を１１億２，６４０万１，

０００円にしようとするものです。 

  議案第１１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１８万９，０００円を追加し、８，４０４万９，０００円にしようとするもので

あります。 

  議案第１２号、介護保険特別会計補正予算第２号では、保健事業勘定では予算の総

額に１，１７１万９，０００円を追加し、補正後の額を７億９７９万３，０００円に、

サービス事業勘定では１０５万７，０００円を追加し、補正後の額を７８８万５，０

００円にそれぞれしようとするものです。 

  議案第１３号、介護老人保健施設特別会計補正予算第２号では、収益的収支におい

て予算の総額から１，７５３万８，０００円を減額し、補正後の額を３億５，１６９

万６，０００円にしようとするものです。 

  議案第１４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

益的収支において予算の総額から９７２万８，０００円を減額し、補正後の額を７億

５，８１０万円に、資本的収支では支出で４６万５，０００円を追加し、総額を３，

７０５万８，０００円にそれぞれ改めようとするものです。 

  議案第１５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、予算の総額

に２万８，０００円を追加し、補正後の額を１億２，４１４万９，０００円にしよう

とするものです。 

  議案第１６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、予算の総

額から８万２，０００円を減額し、補正後の額を２億６９３万８，０００円にしよう

とするものです。 

  また、平成２６年度に係る一般会計を始め、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、介護保険特別会計について。 

  認定５では、介護老人保健施設特別会計について。 

  認定６では、国民健康保険特別会計施設勘定について。 

  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であります。 

  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

規則に則り、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。 
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  次に、合同委員会の開催をお願いしたいのでありますが、所管の常任委員会の席上

でも申し上げましたが、新条例制定が２件ございます。議案第１号、今金町まち・ひ

と・しごと総合戦略基金条例制定について。議案第２号、今金町企業立地促進条例に

ついて。関連で、今金町産業基盤整備促進支援事業について。 

  また、国の施策であります、マイナンバー制度の導入に係る関係条例の一部改正が

２件であります。議案第３号、今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定に

ついて。議案第４号、今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について。こ

れらの概要を申し上げます。 

  また、その他報告事項として、４件の推進状況及び経過報告をお願いしたいと思い

ます。１件目は、今金町人口ビジョン素案について。２件目は、今金町まち・ひと・

しごと創生総合戦略素案について。３件目は、せたな大里風力発電事業の今金町送電

線計画の経過について。４件目は、今金町総合体育館・図書館建設についてでありま

す。 

  以上、ご配慮を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

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。 

  理事者にはご出席ありがとうございました。退席をお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 ９時０６分 

開議 ９時０９分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を閉じ開議します。 

  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５で

す。 

  局長、成田君。 

〇事務局長（成田光康君） それでは始めに議会提案について説明いたします。資料２

をご覧ください。 

  請願は１件で、町有地（旧瀬棚線跡地）の貸し付け並びに道路用地（町道等）の占

用を受け整備をしようとする高圧送電網に関する請願で、紹介議員は村上議員、岸議

員の２名となっております。 

  なお、請願の朗読につきましては、全議員に事前送付しておりますので、省略させ

ていただきます。 

  次に資料３をご覧ください。 

  ９月定例会に向けて提出されている陳情は、１．陳情第７号、日本国憲法・子ども

の権利条約の理念を尊重した教科書採択を求める陳情。２．陳情第９号、外国人の扶

養控除制度の見直しを求める意見書の採択を求める陳情。３．陳情第１０号、義務教
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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、就学保障充実など２０１６年度国家予算編成における教育予算確

保・拡充に向けた陳情。４．陳情第１１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づくりの実現を求める陳情。５．陳情第

１２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撤回と関連法「改正」

反対を求める陳情。６．陳情第１３号、地方財政の充実・強化を求める陳情。７．陳

情第１４号、所得税法第５６条の廃止を求める陳情。 

  以上、７件となっております。 

  次に、資料４をご覧ください。 

  議員の派遣については、議会運営委員会道内行政視察の１件で、視察目的・場所・

期間・派遣議員は記載のとおりです。 

  なお、先に道の議長会を最終日に予定しておりましたが、道の議長会の方が当日１

日監査ということで、お断りの返答がありましたので、ご報告させていただきます。 

  資料５をご覧ください。 

  議員提案につきましては、意見案第１号、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が１件で、北海道議会議長会関係となっております。 

  以上です。 

〇委員長（山崎 仁君） それぞれ、議会提案・議員提案を説明いたしました。 

  まず１件目、資料２、請願から、この取扱いの協議をお願いしたいと思います。 

  町有地（旧瀬棚線跡地）の貸し付け並びに道路用地（町道等）の占用を受け整備を

しようとする高圧送電網に関する請願書。 

  この請願を受理したという経過の中では、事務局、これは請願の受け付けの基準に

はあっているということですか。 

〇事務局長（成田光康君） 一応ですね、請願につきましては、議長宛で、形式的審査

ということで、請願の基本的内容を具備しているかどうか、この部分によって受理も

しくは、その部分で足りないものがありましたら、こちらの方から修正をお願いして

再度提出という形を取らせていただいております。 

  今回のこの件に関しましては、紹介議員、日付、代表者、請願内容を具備しており

ますので、要件には当てはまっております。 

〇委員長（山崎 仁君） この請願については受け付けをし、いまのような理由で受け

付けをいたしました。 

  このことを取り上げるということの考え方でよろしいですか。 

  向井君。 

〇４番（向井孝一君） 紹介議員が２人いるので、取り上げるということにはなると思

うのですが、その前に、それぞれの会が３つ出てきているのだけども、会の活動内容

とメンバーというのは何人くらいのメンバーで活動しているのか、それをちょっと教

えていただければ。 

〇委員長（山崎 仁君） 局長、成田君。 
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〇事務局長（成田光康君） 特に、その辺の会の活動内容や、構成メンバーについては、

受ける段階では特に必要ない条件ですので、聞いておりません。 

〇委員長（山崎 仁君） そのようなことであります。 

  向井君。 

〇４番（向井孝一君） ただ、まだ議決行為はいらない案件だよね。最終的には町長が

どう決断するかによって決まってくるのだけども、町長の考え方がまだ我々は説明を

受けていない段階で、これを受けて本会議で可否を問うというのはちょっと疑問が残

るなという気はするのだけども。 

  先ほどの、副町長の説明でも２４日の合同委員会でそれらについて経過説明をした

いということを言われておりますので。先日の常任委員会の中でもそれを受けて町民

とのタウンミーティングをこれからやりたいという町長の説明があったのですけど

も、具体的な内容というのは一切入っていない状況ですよね。 

  それで、この文言の最後に反対しますということがきちんとしているということを

いえば、私は理事者側にこれを出すべきだと最初の段階で思うのだけども。 

〇委員長（山崎 仁君） いまは、この請願を議会で取り扱うかどうかということです。 

  理事者側に出すべきだというのは、向井委員のご意見であって、議会としてこの取

扱いをするかどうか。取扱いをしないのであれば、取扱いをしない理由を付して通知

をしなければならない。ですから、取扱いをするのかしないのかということでまずお

願いします。取扱いをするのであれば、どういう取扱いをするのか。 

  請願の要件は満たしているということでは、いかがですか。 

  芳賀君。 

〇５番（芳賀芳夫君） （聞き取り不能） 

〇委員長（山崎 仁君） この種の請願というのは、いままで出てきたことがない。 

  この取扱いをするにあたって、まず先ほどから言っているように要件を備えている

かどうか。いままでは請願の例により、取扱いをしないということでそれぞれやって

きましたけども、これは取扱いをする要件に入っていると。 

  内容については、いまご意見ありましたけども、説明の中では今金町は合意があれ

ば貸し付けはやぶさかでないという方針を出している。そういう中で、住民の皆さん

から出てきたものですから、いままでの例で言うと、本会議で採択か否かということ

になっていたのですけども、初めての例ということでは、ちょっと事務局に道の議長

会に問い合わせをしてもらっています。こういう場合にはどういうことが想定をされ

るのか。今後の取り扱い。 

  局長、成田君。 

〇事務局長（成田光康君） まず今後の取り扱いの部分なのですが、２つございます。 

  まず本会議で決する部分。採択・不採択の審議をそのまま行う。 

  議運または所管の常任委員会に付託する方法、または議決によって特別委員会を設

置して審議する方法。 

  これらがございます。 
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〇委員長（山崎 仁君） 内容が、いまご意見にあるような、決定はないけども方針は

出ていると。 

  そういう中で、議会で１回で採択をするのかというのは、非常に難しい問題がある

だろうと。結論を出すにしても。いわゆる願意妥当なのか、主旨採択なのか不採択な

のか。これらを、いま局長が言った内容でいうと、委員会に付託をし調査をさせる。

そのあとは調査の報告を本会議でして、採択か、一部採択か、不採択かを議会で決定

をするということ。そういう流れのようであります。 

  局長、成田君。 

〇事務局長（成田光康君） 委員会に付託した場合は、委員長報告としてその請願につ

いての採択・不採択の意見として報告をするような形になります。それに基づいて、

本会議の方でさらに全議員で採択・不採択の判断をする形になります。 

〇委員長（山崎 仁君） その場合の所管委員会というのはどこになりますか。 

〇事務局長（成田光康君） これの部分の所管につきましては、町有地の部分になって

おりますので、総務厚生常任委員会かなとは思います。 

  向井君。 

〇４番（向井孝一君） 手続き上の流れはそうであるかもしれないけども、この問題に

ついては最初から全員協議会でやってきましたよね。 

  それと同時に町とウィンドさんとの間での、その貸し付けによっての、例えば固定

資産税がいくらだとかという具体的な話をまだ全然聞いていないものだから、私はこ

の段階で、この文言からして、委員会に付託してということには反対だね。やるとす

れば全員協議会で議論するという方法もあるだろうし、本会議でこの可否を問うとい

うことの方が、今の段階ではね。 

〇委員長（山崎 仁君） 全員ということは、特別委員会を設置するという趣旨ですか。 

〇４番（向井孝一君） 特別委員会までは必要かどうかというのもまだ。 

〇委員長（山崎 仁君） 請願として議会に提出をされて、議会が受け付けをした。今

後の進め方の中で、全員で協議をする場をもったら、いま言う議長会の指導というの

は、所管委員会に調査をさせる。全員でやるとなると、先ほど言った特別委員会の設

置ということになる。ですから、全員でやるとなれば全員協議会で誰が議会に報告を

するのかということになる。全員協議会は議長召集ですよ。これは請願ですから、議

長が採択に関わる。全員協議会ということにはならないと思う。そうであれば特別委

員会の設置になるのかという、先ほどの選択肢によるとそういうことになる。 

  道の議長会では、委員会に調査を付託するのが妥当だろうという話です。 

〇４番（向井孝一君） それであればこのまま受けて、定例会で可否問うた方がいいん

でない。 

〇９番（川上絹子君） いま団体の名簿が出ているのだけど、こういう会派っていまま

であったの。作ったの急きょ。 

〇委員長（山崎 仁君） そこのところは承知していない。 

〇９番（川上絹子君） 電磁波被害を考える会とか、いままではこういう活動をしてい
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るのは聞いたことがなかったから、急きょこれを出すためにできたのかなと思って。 

  実際は、神丘に送電線をおかれる立場の所有地の人、その近所の人たちは、やはり

この心配がかなり生じていることは確かな。線路の跡地になるとなったら、やはり山

崎委員長なんかが近くに住むということでは。 

〇委員長（山崎 仁君） 私は話は聞いていない。 

〇９番（川上絹子君） あまり街で騒いでいる話を聞いていないものだから、これが本

当に不安な健康被害とかいろいろなものに対して、害を要するようなものであれば、

皆が今金町としてももっと心配しなければならないことだと思うから。あまりこの団

体さんの名前を聞いたことがないので、活動の状態もわからないし。 

〇７番（日置紳一君） 今回の定例会でこういうふうなものがついて、どうのこうのと

出てくるのですか。理事者側から。 

〇委員長（山崎 仁君） それはないです。 

〇７番（日置紳一君） ないでしょう。 

  合同委員会で説明するというだけでしょう。まだ。その中でこれを受けるというこ

とは、もし議員皆が賛成なら、議会としては反対するということになってしまうので

しょう。 

〇委員長（山崎 仁君） そういう意味ではなくて、この請願というのはこの内容を委

員会に付託をしたら、委員会でこの内容を例えば前の議会でもやりましたけども、参

考人だとかいろいろな制度を使いながら、この中身はどうなのかということを常任委

員会で整理する。その整理した中においても、これは採択に値はしないのであれば不

採択という報告をすればいいし、そうだなと思ったら、採択という方法もあるし。趣

旨はわかるけども、現実には無理だといったら、一部採択という話もある。だから、

その内容がどうなのかということを調査するのが、いまいう委員会付託。 

  いま向井委員が仰ったのは、本会議でいきなり決を採って、これがそうだなという

のはそうではないというのか、採択をするのか不採択になるのかというのを、いきな

りこの９月定例会でやった方がいいというのが、向井委員の話。 

〇７番（日置紳一君） そういっても、町長はまだ決定していないからね、やるともや

らないとも言っていないのに、反対だと言ってもね。 

〇委員長（山崎 仁君） だから、内容を調査するために、委員会に付託するという方

法が、道の議長会での指導だということ。 

〇９番（川上絹子君） この文章に対しては、これからこうなるであろうという段階の

基に、前もって心配をしている要件という感じですよねこれ。 

  整備をしようとしています、整備がされますではなくて、しようとしていますとか、

町有地の送電線の候補に上がっていると説明されていますと、決定事項ではないのだ

よねこれ。 

  それで最後には、地域住民の合意がない中での町有地の貸し付けには反対しますと

書いてあるから、これ議会で取り上げて反対しますで、請願書でいいのかな。ちょっ

と心配になったけど。 
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〇委員長（山崎 仁君） 私が答弁するなにものでもないのだよ。 

  だけど、事務局に全道議長会事務局に問い合わせをしてもらって、こういう場合に

はいま言ったような疑問があれば、提出者に内容の事情聴取、参考人、この仕組みを

使ってよく問い質すという方法があるでしょうということ。 

  ここで憶測をするのではなくて、きちんと手続き取ったらいいのでないですかとい

うこと。 

〇１１番（上村義雄君） オブザーバーとして、参考意見を述べさせてもらいます。 

  この種の部分については、私は議長宛にこうして３名の署名捺印で文書でもって提

出されている。 

  要するに、この請願の提出要件には当てはまっているし、紹介議員も付いているか

ら、それは受けざるを得ないだろうという感覚で受けて、あれしていることだろうと

いうふうに思うのです。文章的にはそういう問題がないということだろうから。 

  ただ、この部分については、議会が直接この部分に関わって議論するということの

時期がまだ早いということ。会社と町長部局がまだこれからの折衝の段階でいまいう

ように２４日の合同委員会だかでも、これの部分についてのいままでの進展状況とか

経過の部分を報告するということになっているはずです。 

  だからこれは紹介議員がついて、もう既にこれに反対しますと。反対する請願で出

されている。ただ、書類上では２人の紹介議員が付いているから、出されている要件

には合致しているから受理しました。 

  しかし、内容的な部分では、全くまだ議会でその案件を報告も受けないし、議論も

しない。ただ会社の、全員協議会の中でのこういうことだという会社の説明は１回聞

いたという段階ですよね。 

  この中のこの段階で、それは紹介議員はそれぞれの町民の付託を受けて出てきてい

るわけですから。個人の議員としての意思は当然尊重されなければならないし、それ

はいいわけですけども。 

  ただ、今回の議会運営委員会の中でもって、これを取り上げて合同委員会でなく、

全員協議会という話もありましたけども、常任委員会に付託という形になる以前の部

分ですから、私はこの部分でこの議会運営委員会の中でこの部分は保留と。まだ１２

月もあるわけだし。この部分については保留という形でもって、この部分をこの案件

については。そういう方法もあるんでないの。 

  しかも出されてきているのは１４日ですよね。 

〇委員長（山崎 仁君） 局長、成田君。 

〇事務局長（成田光康君） 当該地方公共団体の事務や、当該議会の権限に属さない内

容のものであった場合にも、地方自治法及び会議規則に定める形式を備え、それらの

法律、規則に定める手続きにより提出された請願については、議長は受理を拒むこと

はできない。 

  これについては受理を拒む形は全くできない形になります。 

  それで、請願を議長が受理した場合、議会としてはそのような手続きにより処理す
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べき法律の効果が発生するということで、責務として、議長は議員に請願書の写しを

配布するとともに所管の常任委員会または議会運営委員会に付託するか、議決により

特別委員会に付託するか、いずれかの措置を取らなければならないという形になって

おります。 

  例えば、委員会については採択・不採択のいずれかを決めなければならないという

形になっていて、そういう手順が生じる形になっています。 

  保留という形のものの判断はないですね。 

〇１１番（上村義雄君） だけどそういうことも有り得るんだ、案件によっては。 

〇委員長（山崎 仁君） 暫時休憩します。 

 

休憩 ９時３５分 

開議 ９時５９分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議します。 

  町有地の貸し付けについての請願であります。 

  それぞれ休憩中にいろいろなご意見をいただきました。 

  事務手続き上は、受けることになるということをまずご理解をいただけたとおもい

ますけども、よろしいですか。 

  それであれば、これを議事日程に載せて、進めるということですが、どのような進

め方がいいか。いろいろな例が出てきました。本会議でいきなり採決をする方法、所

管委員会に調査を依頼する、いわゆる付託するということ。 

  川上君。 

〇９番（川上絹子君） 紹介議員に説明を受けて、それでこの請願は願意妥当かどうか

とういうことを判断するという形がいいかなと思ったのですけども。 

〇委員長（山崎 仁君） それは本会議で、先ほど議長が言った、質疑・討論を行って

本会議で即決するということがいいということですか。 

〇９番（川上絹子君） そして、またそのときに、言葉のやりとりの中に町長とか副町

長なりの説明がまた入ってくると思うので、そのときに。 

〇委員長（山崎 仁君） それはないです。 

〇９番（川上絹子君） 一切ないのですか。 

〇委員長（山崎 仁君） 議会の中でのことですから。 

  日置委員いかがですか。 

〇７番（日置紳一君） 難しいよね。 

  いきなり本会議でやって、この中の反対という言葉がね。 

〇委員長（山崎 仁君） 先ほど話がありましたけども、方法は３つあるということ。

それは採択、いわゆる願意妥当。それから一部採択、主旨は分かるけども、ちょっと

違うなと。それから不採択、願意妥当ではないと。この３つを選択するという。その

ために委員会に付託したら委員会で調査する。 
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〇７番（日置紳一君） 個人的な考えはいきなり定例会でやった方がいいかなと。 

  委員会に付託されてもね。うちらは所管の委員会だから。 

〇委員長（山崎 仁君） 日置委員はそういうことでよろしいですか。本会議でいきな

り採択をするということで。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 １０時０２分 

開議 １０時０４分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  向井委員、いまの考え方をちょっと。 

〇４番（向井孝一君） 私も、これは委員会に付託しながら調査をするということにな

ると、非常に、確かに町民のご意見としては我々も聞く耳を持たなければならないし、

理事者側に対しては町民の抱えている不安、そういう部分については払拭するように

努力してほしいということは、常に言わざるを得ないのですけども、ここではやはり

それを理解している地域もあるということで、私は、この案件については本会議で決

したほうがいいのかなという気はします。 

〇委員長（山崎 仁君） 芳賀委員いかがですか。 

〇５番（芳賀芳夫君） 非常に難しいのですけども、（聞き取り不能） 

〇委員長（山崎 仁君） 請願に関しては、本会議決するということでよろしいですね。 

  では、そのように決したいと思います。 

  次に、陳情の取扱いについてでありますが、陳情の第７号から１４号まで７件の陳

情がそれぞれありました。１件ずつ本来は朗読してと思うのですけども、請願・陳情

の例により取り扱いをしないことに該当する陳情であります。特に、ご自身が紹介議

員になりながら、これは取り上げるべきだというものがあればお伝えをいただきたい

と思います。 

  取扱いをする要件には当てはまりませんけども、特に紹介議員になって取り上げる

べきだと思うものがあればお伝えをいただきたいのですけども。 

  取扱いをしないということに決定してよろしいですか。 

  取扱いをしないということに決定します。 

  次に、議員の派遣についてであります。 

  局長から再度説明をいたさせます。 

  局長、成田君。 

〇事務局長（成田光康君） 議会運営委員会行政視察ということで、道内の視察を予定

しております。 

  目的といたしましては、道内先進地を視察し、議会の活性化と資質向上をはかるた

め。 

  場所、芽室町、池田町。先ほど申しましたように、全道の議長会につきましては、
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当日１日中監査ということで、お断りの連絡がありました。 

  期間、１０月２８日から３０日までの３日間。 

  派遣議員につきましては、議会運営委員会の委員と正副議長、計７名となっており

ます。 

〇委員長（山崎 仁君） このことについては、かねてから予算要求をしていたものが、

今回の定例会で予算として出てくることであります。 

  内容については、議員が行政委員会委員への就任はいかがかなということでテーマ

を設けて進めてきておりました。 

  まず、この場所であります。芽室町、池田町、十勝管内でありますけども、ここは

よろしいですね。 

  それから、道の議長会については、日程により対応ができないということでありま

す。 

  期間、派遣議員はこのとおりであります。 

  詳しい行程表等ができましたら、のちほど配布をするようにしたいと思います。 

  それから、お諮りをしておきます。 

  ここの芽室町、池田町については、行政関係の資料は、以前お渡しをしてあると思

うのですけども、特に必要だと思われる資料があれば訪問先にお願いをする都合があ

ります。何かありましたら、きょうでなくてもよろしいですから。必要な資料が考え

られましたら、この定例会の会期中くらいまでの間にお伝えをいただければ、事務局

とおして集めたいと思います。 

  それから、芽室、池田だけではなくて、他にもし必要な資料があれば、是非お申し

出をいただきたい。 

  更に、１０月第３週くらいを目途に議運を開催して、訪問先のいろいろなことを共

通認識として持つということをしたいと思いますがいかがですか。 

  では、第３週、１３日の週くらいに予定をしたいと思いますので、資料の精査方、

よろしくお願いします。 

  向井委員。 

〇４番（向井孝一君） 調査内容の中に、この２町で政務調査費というのは使われてい

るのか、使われていないのか。もし使われているのならば、その内容もお聞きしたい

と思うのですけども。 

〇委員長（山崎 仁君） 他に、気が付いたことがあれば、お伝えをいただきたいと思

います。 

  この件については、よろしいですか。 

  次に、議員提案であります。 

  意見案が１件、資料５であります。 

  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。 

  このことについては、北海道新森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡会の依

頼によるものであります。 
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  朗読しますか。よろしいですか。 

  では、このことは、意見書の提出依頼について、これは受けるということでよろし

いですね。 

  では、これも本会議の日程の中に入れて。 

  このことを朗読説明をしていただきたいと思いますが、どなたがいたしますか。 

〇４番（向井孝一君） 私がやってもいいです。 

〇委員長（山崎 仁君） では、向井委員が朗読説明ということで。 

  次に、協議案第２号に入ります。 

  会期の予定であります。 

  ２号から６号までを一括議題といたします。 

  局長、成田君。 

〇事務局長（成田光康君） 協議案第２号、会期の予定について。 

  会期の予定は９月２９日火曜日から、３０日水曜日までの２日間であります。 

  協議案第３号、付議事件の審査順序について。資料６をご覧いただきたいと思いま

す。 

  議事日程については、日程第１、会議録署名議員の指名に始まり、日程第２、会期

の決定について。日程第３、諸般の報告。日程第４、行政報告となります。 

  次に、一般質問がありませんので、町長提案の日程第５、議案第１号から、日程第

８、議案第４号までの条例関係。日程第９、議案第５号の財産の無償貸付について。

日程第１０、議案第６号から日程第１２、議案第８号までの各組合規約の変更につい

て。日程第１３、議案第９号から、日程第２０、議案第１６号までの２７年度各会計

補正予算。日程第２１、認定第１号から、日程第２８、認定第８号までの平成２６年

度各会計決算認定。日程２９、意見案第１号、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。日程第３０、議員の派遣について。日程第３１、請

願第３号、町有地（旧瀬棚線跡地）の貸し付け並びに道路用地（町道等）の占用を受

け整備をしようとする高圧送電網に関する請願となっております。 

  協議案第４号、会期中の会議録署名議員について。 

  初日の２９日が川上議員、山崎議員。２日目の３０日が上村議員、岸議員の予定と

なっております。 

  資料７をご覧いただきたいと思います。 

  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

別紙要求書のとおりであります。 

  資料８をご覧いただきたいと思います。 

  協議案第６号、町長、教育長、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長及び代表監

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ります。 

  以上です。 

〇委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。 

  協議案第２号から第６号まででありますが、この中で特に質疑があればお受けしま
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す。よろしいですか。 

  では、協議案第６号までを決します。 

  次、協議案第７号、議会費の平成２７年度補正予算案について。資料９であります。 

  局長、成田君。 

〇事務局長（成田光康君） 今回の補正につきましては、議会費の現計予算額から１３

万５，０００円を減額し、総額を７，９６７万５，０００円にしようとするものです。 

  その内訳は、人事異動に伴う人件費、給料、職員手当等、共済費で３８万１，００

０円の減額と、議会運営委員会道内行政視察に係る特別旅費２３万１，０００円、高

速道路の通行料など１万５，０００円の追加となっております。 

〇委員長（山崎 仁君） 議会費の補正でありますが、よろしいですか。 

  次に、合同委員会の開催に係るものであります。協議案第８号。 

  それぞれ理事者側から開催の要求がありました。議員の皆さんからこの他に何かあ

りませんか。 

  なければ、これら、理事者側から開催の要求の内容についてでありますけども、よ

ろしいですか。 

  では、開会時間が何時と想定されるか、局長より。 

〇事務局長（成田光康君） 午前９時です。 

〇委員長（山崎 仁君） まず、合同委員会の開催でありますが、２４日午前９時。よ

ろしいですか。 

  内容についてであります。（１）新条例制定、（２）個人番号、（３）報告事項。

よろしいですか。 

  では、このように合同委員会の開催を議運で決定いたしました。 

  次に、その他であります。 

  資料１０、議会開催のお知らせであります。 

〇事務局長（成田光康君） 予定は９月２７日の道新と、読売の朝刊に入れる予定をし

ております。 

〇委員長（山崎 仁君） ９月２７日の朝刊の予定であります。 

  まず、開催のお知らせはいいですね。 

  内容ですけども、よろしいですか。 

  では、このように決定いたします。 

  議員の皆さんからその他で何かありませんか。 

  なければ、事務局から何か。 

  ないようでありますので、議会運営委員会を閉会してよろしいですか。 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（山崎 仁君） 本日の会議はこれをもって閉会といたします。 

  どうもご苦労様でした。 

 

閉会 １０時２１分 
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