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平成２７年 第１回 定例会 

議 会 運 営 委 員 会 

 

期 日  平成２７年３月５日（木） 

時 間  午後９時００分から    

場 所  議員控室         

 

◎議  事 

 

 協議案第１号   平成２７年 第１回定例会付議事件について 

           別紙写しのとおり 

 

  （１）町長提案    条  例     １３ 件 

             補正予算      ８ 件 

             予  算      ８ 件 

             単行議案      ３ 件 

                          （計 ３２件） 

 

  （２）議会提案    請  願      ２ 件 

             陳  情        件 

 

  （３）議員提案    発 議 案      ２ 件 

 

 協議案第２号   一般質問について 

           提出期限 ３月３日（火）正午まで 

           （別紙のとおり） 

 

 協議案第３号   会期の予定について 

           ３月１０日（火）から１３日まで（４日間） 

 

 協議案第４号   付議事件の審査順序について 

 

 協議案第５号   会期中の会議録署名議員の順序について 

           １０日  １番 村上議員  ２番 山崎議員 

           １１日  ３番 向井議員  ４番 加藤議員 

           １２日  ５番 芳賀議員  ６番 上村議員 
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           １３日  ７番 川上議員  ８番 日置議員 

 

 協議案第６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 

           別紙要求書のとおり 

 

 協議案第７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、次のとおり 

           開議出席者通知書のとおり 

 

 協議案第８号   協議事項 

  （１）合同委員会の開催について 

   ＊総務厚生常任委員会所管 

    議案第２号 今金町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関す

る基準を定める条例制定について 

    議案第３号 今金町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例制定に

ついて 

    議案第６号 今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

    議案第１０号 今金町介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

    議案第１１号 今金町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例制定について 

    議案第１４号 今金町保健福祉総合計画の策定について 

 

   ＊産業教育常任員会所管 

    議案第１号 今金町子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例制定に 

ついて 

    議案第５号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について 

    議案第１３号 今金町保育の実施に関する条例を廃止する条例制定について 

    議案第１５号 今金町都市計画マスタープランの策定について 

 

 報告事項 

  ・教育委員会より「今金町子ども・子育て支援事業計画」について 

  ・消防より「道南ドクターヘリの運航」について 

 

  （２）議会開催中の開会時刻の繰り下げについて 
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     １１日、午後の開会時刻を今金町稲作部会総会出席のため１４時から 

     １３日、今金中学校卒業式出席のため、午後１時３０分から 

         それぞれ繰り下げる。 

 

  （３）議会費の２６年度補正予算（案）及び２７年度予算（案）並びに２７ 

年度予算参考資料について 

 

  （４）議会だより用写真撮影のため、議場に入ります。 

     まちづくり推進課 

 

  （５）議会開催のお知らせについて 

 

  （６）町民会議のまとめについて 

 

  （７）議会終了後の懇親会及び下記定年退職職員送別会の開催について 

     今金消防署長  山 口 昭 則 

       同  主幹  末 広 幸 弘 

     ３月１２日（木）由浅食堂において、午後５時４５分から開催 

    ◆１２日に議会が閉会しなくても実施する。 

 

○出席委員（５名） 
委 員 長  山 崎   仁 君   副委員長  向 井 孝 一 君 
委  員  上 村 義 雄 君   参  与  村 瀬   広 君 
参  与  徳 田 栄 邦 君 

 
〇欠席委員（１名） 
 委  員  加 藤 三 明 君 
 
〇出席説明員 
 町 長           外 崎 秀 人 君 
 副 町 長           清 水   寛 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） 皆さんおはようございます。 

  早朝より議会運営委員会にご出席をいただき、ありがとうございます。 

  首長、議員ともに４年任期の最後の３月定例会であります。 

  また、２月から委員会の構成が変わり、向井産教委員長それから川上副委員長。議

運の副委員長に川上絹子氏ということで、構成も新しくなりました。最後の定例会と

は言え、いままでどおり慎重に協議をいただきながら、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度第１回定例会に提案しております事案でございますけども、分権法を始

めとする国の制度改正に伴うことを根拠とした条例改正、まちの施策を含めた１３件

の条例改正並びに２件の計画策定及び指定管理者の指定ということの事案がござい

ます。 

  加えて、補正と新年度予算１６件を今議会の方に提案しているわけでございますの

で、よろしくご審議をお願い申し上げたいと思っております。 

  昨日までに、各常任委員会で審議をいただいたところでございますけども、その中

で本来説明すべき事案を合同委員会の方にお願い申し上げて、一括して説明させてい

ただきたく機会をお願い申し上げたいという話をしているところでございまして、そ

のことにつきましても是非ご配慮を賜りますことを、よろしくお願い申し上げたいと

思います。 

  なお、事案の内容等々につきましては、この後副町長の方から説明いたさせますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

〇委員長（山崎 仁君） 加藤委員より欠席の届出があります。 

  ただ今の出席委員は４名で、定足数に達しておりますので、平成２７年第１回定例

会議会運営委員会を開会します。 

 

  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。 
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〇副町長（清水 寛君） おはようございます。 

  それではご説明を申し上げます。 

  平成２７年度第１回定例会に提案を予定しております事案につきましては３２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、議

案１号から１６号までについては説明を省略をさせていただき、平成２６年度一般会

計外特別会計８件の補正予算、それから平成２７年度一般会計外７特別会計の予算に

ついての概要を説明申し上げます。 

  議案第１７号では、一般会計補正予算第７号であります。７９４万１，０００円を

追加補正し、補正後の額を５３億７，８０５万２，０００円にしようとするものであ

ります。 

  議案第１８号では、国保の事業勘定補正予算第４号であります。１，２５１万円を

減額補正し、補正後の額を９億９，４９７万９，０００円にしようとするものであり

ます。 

  議案第１９号では、後期高齢者医療特別会計補正予算第３号であります。２３万９，

０００円を追加補正し、補正後の額を８，２００万２，０００円にしようとするもの

であります。 

  議案第２０号では、介護保険特別会計補正予算第４号であります。保健事業勘定に

おいては２，２５５万５，０００円を減額し、補正後の額を７億４９４万４，０００

円に。サービス事業勘定においては補正はございません。 

  議案第２１号では、介護老人保健施設特別会計補正予算第４号であります。２１７

万２，０００円を減額し、補正後の額を３億８，０９９万８，０００円にしようとす

るものであります。 

  議案第２２号では、国保の施設勘定補正予算第４号でありますが、収益的収支にお

いては９９１万８，０００円を減額し、補正後の額を７億９，２４９万７，０００円

に。資本的収支においては１９５万３，０００円を減額し、補正後の額を３，２６９

万１，０００円にしようとするものであります。 

  議案第２３号では、簡易水道事業特別会計補正予算第３号であります。９９万１，

０００円を減額し、補正後の額を１億２，６３０万７，０００円にしようとするもの

であります。 

  議案第２４号では、公共下水道事業特別会計補正予算第３号であります。８３万７，

０００円を減額し、補正後の額を２億１，８４２万８，０００円にしようとするもの

であります。 

  次に、平成２７年度の新年度予算であります。 

  議案第２５号では､一般会計予算であります。予算の総額を４９億１，８４９万８，

０００円に定めようとしております。 

  議案第２６号では、国保の事業勘定予算であります。予算の総額を１０億９，６０

７万４，０００円に定めようとしております。 
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  議案第２７号では、後期高齢者医療特別会計予算であります。８，３４８万４，０

００円に定めようとしております。 

  議案第２８号では、介護保険特別会計予算であります。保健事業勘定において、予

算の総額を６億９，０７６万２，０００円に。サービス事業勘定では、予算の総額を

８２８万円に定めようとしております。 

  議案第２９号では、介護老人保健施設特別会計予算であります。収益的収支におい

て、予算の総額を３億６，５６８万８，０００円に。資本的収支において、予算の総

額を２，３６０万８，０００円に定めようとしております。 

  議案第３０号では、国保の施設勘定予算であります。収益的収支において、予算の

総額を７億７，２０９万６，０００円に。資本的収支において、予算の総額を２，５

２５万３，０００円に定めようとしております。 

  議案第３１号では、簡易水道事業特別会計予算であります。予算の総額を１億２，

４０１万９，０００円に定めようとしております。 

  議案第３２号では、公共下水道事業特別会計予算であります。予算の総額を２億７

０２万１，０００円に定めようとしております。 

  以上が、議案の全容でございます。 

  次に、両常任委員会の席上においてもお願いしているところでありますが、合同委

員会の開催をお願いしたいということであります。 

  提案したい事案につきましては、総務財政課につきましては、議案第５号、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例制定についてであります。議案第６号、今金町職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例制定についてであります。 

  保健福祉課関係につきましては５件ございまして、議案第２号、指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例制定について。議案第３号、今金町包括的支

援事業の実施に関する基準を定める条例制定について。議案第１０号、今金町介護保

険条例の一部を改正する条例制定について。議案第１１号、今金町指定地域密着型サ

ービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

て。議案第１４号、今金町保健福祉総合計画の策定についてであります。 

  次に産業教育常任委員会所管の部分でございますが、教育委員会の所管の部分では、

議案第１号、今金町子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例制定について。

議案第１３号、今金町保育の実施に関する条例を廃止する条例制定について。 

  公営施設課の関係です。議案第１５号、今金町都市計画マスタープランの策定につ

いてをお願いしたいと思っております。 

  次に報告事項でありますが、教育委員会からもこの度取りまとめられました子ど

も・子育て支援事業計画について、消防の方から道南ドクターヘリの運航についてそ

れぞれ報告させていただきたいと考えておりますので、ご配慮を賜りますようよろし

くお願いします。 
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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。 

  理事者には出席ありがとうございました。退席してください。 

 

  次に、議会提案、議員提案について局長に説明いたさせます。資料２から５です。 

  局長、柏田君。 

〇局長（柏田泰明君） それでは、議会提案２件、請願の受け付けをしたところであり

ます。資料２であります。 

  請願第１号、農協関係法制度の見直しに関する請願ということで、提出者が今金町

農業協同組合代表理事組合長、今金町農民連盟執行委員長の連名での請願であります。 

  次のページをお開きいただきたいと思います。 

  請願の理由。 

  昨年６月、政府は「規制改革実施計画」を閣議決定し、ＪＡグループに自己改革を

求める内容を示しました。 

  これを受け、ＪＡグループ北海道は、１１月に「ＪＡグループ北海道改革プラン（実

行計画指針）」を策定し、「組合員の所得向上」と「農村地帯の活性化」による「持

続可能な北海道農業」と「豊かな地域社会」の実現を目指し、自己改革の具体的実践

の着手したところです。 

  また、年明け以降、与党・政府内での検討が進められ、去る２月９日に農協法制度

等の骨格案が決定されたところでありますが、最終的な法案の制定までは、継続的な

意見反映が必要であります。 

  さらに、生産現場などからも、ＪＡグループ北海道の自己改革が尊重されない農協

改革では、農協系統組織の持つ機能が損なわれ、本道農業や地域の持続的発展に支障

を来すおそれがあるとの懸念の声が上がっております。 

  つきましては、今後、農協関係法制度の見直しにあたっては、下記の用紙を踏まえ

た意見書を提出していただきますよう請願するものでありますということで、その下

請願の要旨であります。 

  １、食料の安定供給、地域の振興について農協法の目的に明確に位置付けし、事業

目的の見直しにあたっては、協同組合の基本的性格を維持すること。 

  ２、准組合員は農業や地域経済の発展をともに支えるパートナーであり、人口減少

への対応や雇用の創出など「地方創生」のためにも、准組合員の利用制限は行わない

こと。 

  ３、ＪＡ・連合会の協同組合としての事業・組織を制約する一方的な事業方式、業

務執行体制、法人形態の転換等は強制しないことということで、提出先は内閣総理大

臣、農林水産大臣ということであります。意見書は、例のとおりであります。 

  続きまして、もう１件の方でございますが、ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願

書ということで、紹介議員２名から提出があり、請願につきましては先ほどと同じ団
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体からの要請であります。 

  請願の理由。 

  ＴＰＰ交渉については、大筋合意に向けて、閣僚会合や首席交渉官会合、日米二国

間協議などが断続的に行われております。また、交渉内容については、米の特別輸入

枠や牛肉・豚肉の関税引き下げなどが報じられており、引き続き予断を許さない状況

が続いております。 

  ＴＰＰは農業だけの問題ではなく、国民一人ひとりの暮らしや地域社会の将来に極

めて大きな禍根を残す問題であり、国民的議論のないまま交渉を進めることは、決し

て国益にかなうものではありません。 

  このため、多くの国民や道民、地方議会と自治体首長は、ＴＰＰ協定交渉への参加

に反対・慎重な対応を強く求めてまいりました。 

  つきましては、ＴＰＰ交渉に係る衆参農林水産委員会決議の遵守等を政府に求めて

いただきたく、下記の意見書の提出を請願するものであります 

  請願の要旨であります。 

  １、政府は平成２５年４月の衆参両院農林水産委員会における決議「環太平洋パー

トナーシップ（ＴＰＰ）協定交渉参加に関する件について」を遵守するとともに、決

議が遵守できない場合は、ＴＰＰから脱退すること。 

  ２、ＥＰＡ・ＦＴＡ等のすべての国際貿易交渉において、重要品目等の関税等、必

要な国境措置を維持すること。 

  提出先については、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府ＴＰＰ担当大臣、農林水

産大臣、外務大臣、経済産業大臣ということであります。 

  意見書については例のとおりであります。 

  次に議員提案であります。 

  今回は２件の発議を出すということでありますので、まず資料４であります。 

  今金町議会基本条例の一部を改正する条例制定について、説明をいたします。 

  この部分につきましては、地方自治法に連動した部分の改正があった場合は速やか

に条例改正を行うとしたことに伴い、改正するものであります。 

  このため、６項目が議決事項としていましたが、その部分を削除して自治法９６条

の第２項の規程による議決事件の追加を規定しました。 

  この考え方は、議会として町の方向性に責任を持ち、町長の行う行政をより確実に

チェックすることを目的として、地方自治法が定めるものの他、自治法第９６条第２

項の規定を受けて議決事件を定めることとし、議決事件の追加を行うことを規定した

ものであります。 

  この９６条の２項につきましては、昨年１２月の定例会において議決されました、

今金町定住自立圏形成協定の議決に関する条例というものがありますが、こういうこ

とからこの条項を残すということであります。 

  それでは朗読をさせていただきますが、条例を見ていた段階で様々な字の訂正があ

ります。昭和のときはこのようなことがあったのですけども、小文字になっていない
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部分が相当数見受けられましたので、相当な数の訂正があります。それと、第２条の

第２項中「昭和６３年」というふうなことになっておりましたが、昭和６２年が正規

でありまして、この部分はこの条例が作られたときからの誤りでありますので、その

部分を改正するということであります。 

  それで、条文の改正する項目については、第８条を次のように改めるということで、

議決事件の追加。 

  第８条、議会は町民の代表機関としての責務を果たすため、町政における重要な計

画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性など

を考慮し、必要と認めるときは、法律第９６条第２項の規定により議決事件を追加す

ることができるということに改めるものであります。 

  新旧対照表がついております。 

  ページ数は振っておりませんけども、傍線の部分が改正になっているところであり

ます。 

  まず、前文におきましては、改正前「なつて」が改正後は「なって」ということに

なります。それと、第２条の「昭和６３年今金町議会規則第１号」というのが、「昭

和６２年今金町議会規則第１号」ということの訂正であります。 

  ３項、４項については省略いたします。第６条についても省略いたします。 

  次のページであります。 

  ６条の第２項でありますけども、「当たつて」が「当たって」と小文字に変わりま

す。 

  第７条では、議会の審査に付すに「当たつて」が「当たって」ということになりま

す。 

  それで、議決事件の追加と先ほど朗読いたしましたこの部分を改正しようとするも

のであります。 

  第５条の関係であります。 

  議員定数及び議員報酬ということでありますが、第１５条、第１項についてはその

まま残すということで、第２項につきましては、定数及び報酬の改正に当たっては、

行財政改革の視点、町政の課題及び将来展望、議員に求められる役割や責務、町民の

多様な意見の反映等を十分考慮しなければならない。この場合において、参考人制度、

公聴人制度又は第三者機関等による議員活動の客観的な表か等を参考にすることが

できるということでありまして、これはできるということだけで、やらなければなら

ないということではないということであります。 

  ３項については、定数及び報酬ということで、考え方を分けております。 

  定数及び報酬改正は、議員が提案し、その理由について説明責任を果たさなければ

ならない。ただし、報酬の改正に当たっては、今金町特別職報酬等審議会条例（昭和

４３年今金町条例第４号）に基づく審議会の意見を聴取した上で提案するものとする

ということに改正をしようとするものであります。 

  第１６条につきましては、これも「よつて」が「よって」。 



- 10 - 

 

  第１８条につきましても、「もつて」が「もって」ということであります。 

  第１９条中、第３項につきましても「あつても」が「あっても」ということで、こ

の条例は附則によって、条例の公布の日から施行するということにしたところであり

ます。 

  続いて、資料５であります。 

  今金町議会委員会条例の一部を改正する条例であります。 

  この部分につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

したところでありまして、この関連によりまして教育委員長を教育長に改めようとす

るものであります。 

  一番最後の新旧対照表の傍線の部分が改正しようとするところであります。 

  第１８条、委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理

委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に

基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のた

め出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならないということでありま

して、附則の方で、これにつきましては、きのうも説明がありましたとおり、教育委

員長が改選期でない場合はそのまま継続していきますので、附則の方でこの条例は２

７年４月１日から施行するとしておりますが、２のところで、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６条）附則第２条第

１項の場合においては、この条例による改正後の第１８条の規定は適用せず、この条

例による改正前の第１８条の規定は、なおその効力を有するということで、新しく選

ばれない限りは継続していくことになりますので、そのときにこの附則で対応すると

いうことですので、よろしくお願いいたします。 

  以上、議会提案、議員提案についての説明を終わらせていただきます。 

〇委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。 

  １件ずつ取り扱いをご協議いただきたいと思います。 

  まず資料２、農協関係法制度の見直しに関する請願書。 

  このことについては、請願の例により取扱いをするということで決定してよろしい

ですか。 

  では、そのように決定をいたします。 

  意見書の例が載っていますけども、この趣旨、この例を参考に今金町議会として文

書を作成するということでよろしいですか。 

  また、提出先なのですけども、内閣総理大臣と農林水産大臣、この他は必要ありま

せんか。例えば管内選出国会議員だとか、道内選出国会議員とかそういうところまで

はいかがですか。農協からの要請はこのことでありますが、今金町議会としての判断

があれば。 

  議長、これ今金町議会が議長名で出す意見書ですから、道内選出国会議員に出すの

は問題ありませんよね。 

  いかがですか、委員の皆さん。 
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  以前にも道内選出国会議員にお送りをした経過がありますから、そのような取扱い

でよろしいですか。 

  では、そのように道内選出国会議員に同じものを提出するということで。 

  議長。 

〇議長（徳田栄邦君） 意見書の方のうしろに付いている、農林水産大臣の名前が違う

のですけども。 

  前の方は林さんになっているのですが、うしろは西川さんになっているのですが。

このＴＰＰの方も。 

〇事務局長（柏田泰明君） 訂正させていただきます。 

〇委員長（山崎 仁君） そのように訂正をして送付したいと思います。 

  なお、本会議での朗読説明はどのようにいたしますか。 

  村瀬委員。 

〇１１番（村瀬 広君） 委員長指名でいいのでないですか。 

〇委員長（山崎 仁君） では、最初の方は私がやりますか。 

  農協関係法制度の見直しに関する意見書は、山崎が朗読説明をいたします。資料２

はよろしいですか。 

  次に資料３、ＴＰＰ交渉と国際貿易交渉に係る請願書、この件に関しても農協、農

民連盟からの連名であがっています。取扱いをすることでよろしいですか。 

  先ほど同様提出先には、道内選出議員を追加するということでよろしいですか。 

  ではそのように決定をいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 ９時２８分 

 

〇委員長（山崎 仁君） ＴＰＰ交渉と国際貿易の意見書の例の中に、１行目、ＴＰＰ

交渉については、大筋合意に向けて、閣僚会合やとありますけども、大筋合意に向け

てということは報道等でもよく発言されておりますけども、あくまでも反対という立

場であればここは大筋合意という表現をするのはいかがかなという気もするのです

けども、委員の皆様にお伺いいたします。休憩中ですので。 

  請願の要請団体からはこのように例があがってきていますけども、あくまでもＴＰ

Ｐ交渉には慎重かつ反対という立場で取り組んできたということから。 

〇議長（徳田栄邦君） 中央会あたりでは、このような名前を使って講義しているので、

このままで私はいいと思いますけども。 

〇委員長（徳田栄邦君） 大筋合意を認めたと思われるような表現はいかがかなという

ことなのだけれども、それで委員の皆さんがよければこのまま使いたいと思います。

よろしいですか。 

 

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、開議いたします。 

  資料３にある意見書についても先ほど同様、取扱いをし、送付先も道内選出国会議

員とする。更に、本会議での朗読説明は村瀬議員にお願いしたいということでよろし

いですか。 

  では、そのように決定をしたいと思います。 

  なお、それぞれ宛先について変更があるものは直して出すようにいたします。 

  次、資料４、発議案第１号であります。今金町議会基本条例の一部を改正する条例

制定。新旧対照表を見ていただきながら、このようなことで字句の修正、削除、それ

から訂正それぞれありますけども、ご意見をいただきたいと思います。 

  修正に関してはこれでよろしいですか。大文字の「つ」を小文字の「っ」にする、

それから昭和６３年を６２年に直す。この部分はまずよろしいですか。 

  それではそのように決定をし、それから基本条例第８条、議決事件の追加の項目で

あります。ここは追加で指定をしていたものをなくするということで、こういう修正

案でありますけどもいかがですか。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 ９時３１分 

 

〇６番（上村義雄君） 法律９６条２項の決議事項にこの基本構想とかの部分が、決議

事項に盛り込まれる部分を基本条例では制定したわけですけども、これを削除して決

議することができるという、追加することができるというふうにあれしたという意味

は、どういう理由なのか。 

〇事務局長（柏田泰明君） まずですね、この８条で議決を必要とする６項目につきま

しては、これは必ず議会の方に報告されるものなのですね。この制定をすることによ

って、議決行為が必ず取られることが明らかなものですから、こういう部分について

はこれに載せなくても、自治法上でも謳っていますので。自治法でもうなくなったの

ですよ。第２条関係が削除されたものですから、うちの議会で議決項目に入れなくて

も町の方ではそれを義務づけられている部分があるので、それはここにあえて載せな

くても。ただ９６条の２項というのは逆に議会から提出するものはないのです、基本

的に。今金町が独自で何かやろうとするときは必ず町側の方から議決を求めることが

できるので、この部分については追加することができるということにしておいて、例

えば自立圏構想の関係なんかも、必ずあれは議決行為が出てくるものですから、これ

があることによって入れておくこともできる。厳密に言うとこの条項がなくても自治

法で謳われているのでなくてもいいのですけども、あえてここでこの部分だけは残そ

うというふうに考えたものであります。マスタープランなんかでもそうなのですけど

も、議会の議決の証明が必ず付くのですよ、今回もそうですけども。それと必ず条例

で定められている委員会、審議会が通ってくるので、議会でそれを否決することも可

能でしょうけども、なかなかそういう部分も難しくなってくるからということもある
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ものですから、条例で謳われている委員会できちんと話し合われて決定したのを、２

度議会の方でもかけるという部分では必ず報告義務はありますので、議会の方には報

告されるということなので、あえてこの部分を除いたということです。 

  基本的には、自治法上でその条項が消えたものですから、あえて謳う必要もないの

かなということです。 

 

開議 ９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。 

  第８条については、総合計画の基本構想については議決要件から外れたという、こ

れは地方自治法の中の問題であります。 

  それから２から６まではここで指定をしなくても、理事者側から議案として提案し

てくるということでは、ここで指定する必要もないだろうということで外すと。 

  このような理由で１から６を議決要件から外した。しかし、将来どのような案件が

出てくるかわからない、いわゆる想定外のものが出てくる可能性もあるので、議会か

ら議決事件の追加の項目を残すという、こういう趣旨であります。 

  このことは、第８条、これでよろしいですか。 

  では、そのように決定をいたします。 

  次、第１５条第２項と第３項が、改正が必要だろうということであります。 

  この２項、３項いずれの項目についても、議員定数調査特別委員会等のご意見を尊

重しながら、それを条例に盛り込むということでこのような作りになっております。

この件に関して、ご意見をいただきます。 

  いかがですか。 

  １５条の第２項、第３項については、このような改正でよろしいですか。 

  上村委員。 

〇６番（上村義雄君） この１５条の規定の中で、前回の一部見直しをかけたのも、報

酬審議会に諮っての部分でこれに議長が町長にあれして、報酬審議会に諮ってもらう

ということを要請して実行に移した例があるので、それは１回町長にそう言って審議

会に答申するというころになれば、当然こういうふうに基本条例の本文の方もこうい

うふうに改めなければならないことなので、これはこういうふうになるということで

は了承します。 

〇委員長（山崎 仁君） このように決定してよろしいですか。 

  では、このように改正をしたいと思います。 

  以上、議会基本条例の改正案についてはこのように決定してよろしいですか。 

  それでは、これは発議案ですのでどなたがこれを発議で提案するか決定をいただき

たいと思います。いかがですか。 

  上村委員。 

〇６番（上村義雄君） この基本条例については議会運営委員会が主体となって進めて
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いるので、議会運営委員会の委員長が提案の部分でいいかと考えます。 

〇委員長（山崎 仁君） 議運委員長という発言がありますけども、いかがですか。 

  それでは資料４、今金町議会基本条例の一部を改正する条例制定については、議運

委員長が朗読説明をいたします。 

  次に進んでよろしいですか。 

  次、資料５であります。今金町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について。

この件に関しましても、新旧対照表を見ていただき、第１８条であります。「教育委

員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に。これは教育基本法の改正による教育委

員長、教育長の位置付けの中での変更であります。 

  この件に関して何かご意見ありますか。 

〇６番（上村義雄君） 確認のためですけども、休憩していただいてその上で。 

〇委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 ９時４０分 

 

〇６番（上村義雄君） この部分については、全体の説明はまだ私らは受けていないわ

けですよね。その部分を前もって見た中では、教育委員会の委員長でなくて、教育委

員会の教育長という形になっていくものなのか。 

  それから、諮問された教育委員会の中からいまは教育長という立場でやっているわ

けだけれども、その教育基本法が変わってそういう町職員の中から教育長という形を

そのまま継続する形を取るのか、そこら辺りは私は説明を受けていないので、その読

んだ中の部分で解釈したわけですから、そのことを確認したくて休憩してあれしたわ

けです。 

〇議長（徳田栄邦君） いまの教育長の選び方と同じになります。 

〇事務局長（柏田泰明君） 教育委員長と教育長が一本化になるのです。新たな教育長

が誕生するわけです。これは、どちらかが委嘱されて、議会で議決を経て更新されな

い限りは現状のままでいくのですね。まだ教育委員長と教育長と残っているのですけ

ども、これからは教育委員会の中の教育長ではなくて特別職になるものですから、３

年という任期で教育長が新たに町長から指名をされるということでありまして、責任

者が教育長になるということです。だから教育委員の中からは選出されない形になり

ます。９日に説明がありますけども、条例の改正を総務課が担当する形になって、町

長が組織のトップになって、その町長が職員の中からあるいは特別職ですから違うと

ころからでもいいのですけども選出して、教育委員の中では教育委員しか残らないの

ですよね。その中で教育長を選ぶのではなくて、町長がはなから指名するということ

で、第３者になると思いますけども、職員なのか別な方なのかはわかりませんけども。 

〇６番（上村義雄君） そうすると、教育委員会委員は残るけども、教育委員会の委員

長というのはなくなる。 

〇議長（徳田栄邦君） 今までは一旦教育委員ということで、特別職も入ってその中か
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ら教育長を選んだり、教育委員長を選んだりしていましたでしょう。でも今度は一方

的に町長からの指名ですから。教育委員会の中から選ぶということはなくなりますの

で、ですから委員長代理というのもなくなりますし。ただ、新教育長と教育委員とい

うだけになります。 

〇事務局長（柏田泰明君) 申し訳ございません。資料を付けますので。 

〇６番（上村義雄君） 前もってもらったあれの中をこう読んでいってもないので。 

〇議長（徳田栄邦君） へたにここで余計なことを言ってもあれですから、いま説明が

あるわけですから、説明を受けた中であれしたらいいのでないですか。 

〇事務局長（柏田泰明君） いまお配りした資料の概要というところで、教育行政の責

任の明確化ということで、教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者を置くとい

うことでありまして、教育長は首長が議会の同意を経て直接任命を行うということで

あります。 

  任期については、いま現在は４年ですけども、３年にするということであります。 

  そして、大きく変わるのは総合教育会議の設置ということで、２番目ですけども、

総合教育会議を設ける、会議は首長が招集し首長、教育委員会により構成されるとい

うことで、新たな組織が役場内にできるということでありますので。 

  詳しくは、教育行政組織運営に関する法律の一部を改正する法律案の概要が、教育

長の方から新たに説明が、９日に開催される合同委員会であるということであります

ので、よろしくお願いいたします。 

 

開議 ９時４６分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  委員会条例の一部を改正する条例でありますが、「教育委員会の委員長」を「教育

委員会の教育長」という改正をする。その理由は地方教育行政の一部を改正する法律

の中で、教育委員会からの事前配布の資料の中に載っているとおりであります。この

ような改正でよろしいですか。 

  それでは、この改正案を提案される方はどなたがよろしいですか。 

  どなたに朗読説明をしていただきますか。 

〇６番（上村義雄君） 発議案１、２共に。 

〇委員長（山崎 仁君） 村瀬委員。 

〇１１番（村瀬 広君） 新しく議運の構成も変わったので、１つお仕事として、先ほ

どは委員長になりましたので、今度は副委員長の方にお願いできればと私は思うので

すけども、いかがですか。 

〇委員長（山崎 仁君） よろしいですか。 

  では、そのように川上副委員長にお願いいたします。 

  次に、協議案第２号、一般質問についてを局長に説明いたさせます。資料６です。 

  局長、柏田君。 
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〇事務局長（柏田泰明君） 一般質問でございますけども、３月３日正午で締切、１名

の方から通告があったところであります。 

  それでは資料に基づいて、朗読説明させていただきます。 

  防犯灯等の省エネ設備への改修を。上村議員であります。 

  質問の内容であります。 

  ４期目を目指す町長にお伺いします。 

  重点政策の中に自治体活動支援がありますが、私も自治会、町内の住民同士の互助

で地域包括ケアの構築が大切と考えます。 

  今、町内会では電気料金の値上がり等で維持管理に係る経費が約２倍になっている

ようです。当然町の負担も増大する訳です。 

  そこで、町内にある防犯灯、街灯をＬＥＤ照明に切り替えることで電気料金や地球

温暖化の原因とされる二酸化炭素排出量を削減することが可能と思います。 

  省エネ設備へ防犯灯、街灯を計画的に改修してはいかがでしょうか。町長の考えを

お聞かせいただきたい。 

  以上であります。 

〇委員長（山崎 仁君） 一般質問は１件であります。 

  ただ今の一般質問の取扱いはいかがいたしますか。 

〇議長（徳田栄邦君） これ街灯となっているけども、町のあれでは街路灯になってい

るので、街路灯にした方がいいのでないでしょうか。 

〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） それでは、いま字の訂正があったのですけども、「路」を

入れるということでよろしいでしょうか。 

  では、そのように修正をして理事者の方にお渡ししたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

〇委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 ９時５０分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 一般質問の字句の修正等は本人の届出がなければここの中で

は訂正がきかないので、本人から届出があったということでいま修正をするという手

続きでよろしいですか。 

  上村委員。 

〇６番（上村義雄君） 指摘があったとおり、今金町では街灯ではなく街路灯というこ

とで呼ばれているそうですので、街路灯に字句を付け加えたいと思いますので審議の

方よろしくお願いします。 

〇委員長（山崎 仁君） それでよろしいですか。 

 

開議 ９時５１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。 

  本人申し出のように、街路灯ということで字句の修正をよろしくお願いいたします。 

  そのように原稿も変えていただくようにしたいと思います。 

  一般質問よろしいですか。 

  それでは一般質問についてを終了したいと思います。 

  次に、協議案第３号から協議案第７号までを一括議題とし、局長に説明いたさせま

す。資料７から９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３号でありますけども、会期の予定

についてということで、３月１０日火曜日から１３日までの４日間ということで提案

したいと思います。 

  また、協議案第４号、付議事件の審査順序についてでありますが、資料７のとおり

でありまして１号、２号、３号、４号ということで４日分の日程表を添付してござい

ます。 

  続きまして、協議案第５号でありますけども、会期中の会議録署名議員の順序であ

りますが、１０日につきましては１番村上議員、２番山崎議員、１１日につきまして

は３番向井議員、４番加藤議員、１２日につきましては５番芳賀議員、６番上村議員、

１３日につきましては７番川上議員、８番日置議員ということの順序となっておりま

す。 

  続きまして、協議案第６号でありますけども、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ということで資料８であります。１０時から

ということであります。 

  続いて、協議案第７号、町長、教育委員長、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次のとおりということで、資料

９のとおりであります。 

  ここの部分のところが、先ほど教育委員会の部分で改正があったところが該当する

ところであります。この中で、教育委員会の関係で給食センター長が病欠のため休暇

が伸びておりますので、当日は出席しないということであります。 

  以上であります。 

〇委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。 

  まず資料７、協議案第３号からであります。協議案第３号、会期の予定について。

３月１０日火曜日から１３日まで４日間ということであります。よろしいですか。 

  協議案第４号、付議事件の審査順序についてであります。資料７。資料７は１０日

から１３日までの予定が入っておりますが、いかがですか。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 ９時５５分 
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〇委員長（山崎 仁君） 以前であればナイター議会等を開催していたということで、

初日は補正予算で終わっていたということがあります。今回は補正予算で日程を終わ

るという考え方でよろしいですか。それで終了して散会をするという考え方でよろし

いですか。 

〇事務局長（柏田泰明君） 去年の場合の参考ですけども、２時で終了してそのあと委

員会の総会で林活の総会を実施しておりました。今年もそのような考え方をもってお

りますので、素案を作った段階では補正までの完了をしてしまうということでありま

した。 

  なお、２日目につきましては、一般質問まで。例年ですと民生費くらいまであるい

は教育費の歳出までやっているというのがあるのですが、昨年の場合は４時くらいで

終了しておりました。 

  昨年は３日で終わったのですが、３日目は予算、一般会計の歳出の残りの部分と歳

入。それと特別会計７本分をやったという経過があります。 

  ただ、事務局的には２日目につきましては、あとでご説明いたしますけども、１１

日１０時から１２時まで。午後の開始時間を２時からということになっておりますの

で、その辺の時間帯が議会の運営上どうなるか。１３日につきましては、今金中学校

の卒業証書授与式がありますので、午後１時半からの開会ということで、のちほど説

明いたしますけども、そういう形になっております。 

  去年もそうだったのですが、一応、議事日程については４日分を提出するのが望ま

しいだろうということでとりあえずやっていますけども、その進行によっては繰り上

げて議事を進行することも可能でありますので、去年の場合は議運を途中で開いてい

ただいて、４日目でやる部分を３日目に繰り上げたという措置をとってございます。 

〇委員長（山崎 仁君） よろしいですか。 

  議員会、林活の総会は資料ちゃんとできているの。 

  間に合うということね。 

〇６番（上村義雄君） ちょっと休憩して。 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩中です。 

〇６番（上村義雄君） 初日は補正でもって、それだけで終わるということで日程にな

っておりますけども。どうですか、議長の参考で聞きたいのですけども、早く終わっ

て林活の方とか議員会の方の部分、その２つが主な部分ですよね。それらについても

資料ができていれば、そんなに時間はかからないで終わってしまう部分だろうと思う

ので、初日に午後からでもいいのですけども、一般質問は１人だけですから、そうい

う形ではなくて、頭からそういう形の方がいいのですかね。 

〇議長（徳田栄邦君） いつも区切りのいいところという形で、補正だけで止めている

のですよね。だから、皆さん方がずっとやるよと言えばあれですけども、なかなか新

しい年のものを執行方針だけ前に持ってくるというのもどうかなと思うのでね。どう

せなら旧年のものは旧年のものできりをつけてしまって、新年度は新年度でやった方
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が、逆にスカッとするのではないかなと思いますけども、皆さん方が時間がもったい

ないというのであればそれは前に持ってくるのはやぶさかではないですけども。 

〇事務局長（柏田泰明君） 初日に行政報告、あるいは一般質問をもってくると、傍聴

者の連絡が非常に難しくなってくるのですね。何時からということができないので、

だから２日目の１番から執行方針と言ってもらうと、その時間に合わせて傍聴者も来

られると思いますので、いま議長が言われたように補正だけを終了して新たな執行方

針は新年度に関係する部分でということで。通知がなかなか間に合わないのかなとい

う。 

〇６番（上村義雄君） 理解できました。 

〇委員長（山崎 仁君） 日程についてはこのような進めでよろしいですか。 

〇６番（上村義雄君） 休憩解いてもらってもいいですよ。 

 

開議 １０時０１分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  議事日程は局長が説明したとおりの日程で進めていき、なお、その都度、議運開催

が必要になった場合には、招集しながら議会運営していくということでよろしいです

か。 

  では、そのように決定をいたします。 

  次に、会議出席要求であります。協議案第６号、それから協議案第７号、説明員で

あります。資料９。ここまでいかがですか。出席要求と出席をする説明員。 

  休憩をいたします。 

 

休憩 １０時０３分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 議長、今回退職される署長とか、今まで慣例というとないと

いう話になるかもわからないですけども、本会議の出席はないのですね。 

〇議長（徳田栄邦君） ないですね。 

〇事務局長（柏田泰明君） 消防の署長につきましては、広域行政組合の承諾を得ない

と招集できないものですから。 

 

開議 １０時０３分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  このような決定でよろしいですか。 

  では、決定をいたします。 

  １０時１５分まで休憩いたします。 
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休憩 １０時１５分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  協議案第８号から協議をお願いいたします。 

  まず、合同委員会の開催についてであります。 

  総務厚生常任委員会、産業教育常任委員会所管それぞれの所管で計１０件、報告事

項が２件、副町長より提案がありました。委員の皆さんからそれぞれ常任委員会で開

催が必要という判断もあったかと思いますが、まずそれぞれの常任委員長から現況を

お聞きしたいと思います。いかがですか。 

  上村委員。 

〇６番（上村義雄君） 総務厚生の部分では、いまの協議事項で出ている協議案に則っ

て、２、３、６、１０、１１、１４の部分では委員会での説明をしないで合同委員会

でということで了承しているので、そのように諮られていただきたいと思います。 

〇委員長（山崎 仁君） 産教委員長はいかがですか。 

〇３番（向井孝一君） 所管の部分における国の法律改正ですから、条例改正もありま

すので。それと一番大きなものは、今金町都市計画マスタープランの見直しの部分が

けっこう分厚い資料がありますので、それは合同委員会で説明したいという理事者側

の申し出がありまして、常任委員会として合同委員会をお願いしますという。 

〇委員長（山崎 仁君） なお、産業教育常任委員会の議案第５号ですけれども、地方

教育行政の組織というこの条例制定について、条例の制定は総務課が所管であります

けども、この条例を所管する教育委員会ということでは、産業教育常任委員会に属す

るという捉え方での分け方ということで、ご理解をいただければと思います。 

  このように決定してよろしいですか。 

  それでは合同委員会の開催を決定いたします。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 報告事項の件でありますけども、教育委員会よりこの度取

りまとめられました、今金町子ども・子育て支援事業計画についてと、消防の道南ド

クターヘリの関係がありますが、この道南ドクターヘリの関係についても、本来、総

務厚生常任委員会が所管の部分であります。担当部局が保健福祉課でありますけども、

この部分について、その運行ということで消防の署長からの説明があるわけですけど

も、委員長交代をすべきなのか、ここでご承諾をいただければ産業教育常任委員長の

方の進行でということにさせていただきたいのでありますが、お諮りをいただきたい

と思います。 

〇委員長（山崎 仁君） 上村委員。 

〇６番（上村義雄君） 区切りをつけて産業教育の方にあれしているので、報告事項に

ついてもそのまま引き続きやっていただければいいと思います。 

〇委員長（山崎 仁君） それでは、報告事項については産業教育常任委員会の流れの

中で取扱いをいただきたいということでよろしくお願いいたします。 
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  なお、開催日でありますが、局長から説明いたさせます。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 開催日につきましては、３月９日朝９時からということで

考えております。相当数の条例の説明がございますので、その部分に時間を費やすの

かなと思います。 

  それとあとで報告をいたしますが、終了したのちに全員協議会を開催したいと思っ

ております。というのは、石破地方創生担当大臣の方からＤＶＤをお預かりをして、

議員の皆さんに見せてくださいと。５分から７分くらいのＤＶＤなのですけども、こ

れが報告義務がありますので、９時からの開催を考えておりましたので、よろしくお

願いしたいと思います。 

〇委員長（山崎 仁君） ３月９日午前９時開会でよろしいですか。 

  局長、それＤＶＤを見るのはどの時点で見るのですか。 

〇事務局長（柏田泰明君） 合同委員会が終了したあとにセットしますので、この場所

で見る形になります。 

〇委員長（山崎 仁君） そのような取扱いでよろしいですか。 

  次に進みます。 

  議会開催中の開会時刻の繰り下げについてであります。 

  局長。 

〇事務局長（柏田泰明君） このことにつきましては、１１日でありますけども午後の

開会時刻を、今金町稲作部会総会出席のため２時からということで、午前中は議会を

開催いたします。午前１０時から１２時まで、２時から５時までという開会時間にな

ります。 

  １３日につきましては、今金中学校卒業式出席のため午後１時半から。ここには２

時としておりますけども、１時半から開催したいと思いますので、訂正のほどよろし

くお願いいたします。それぞれ繰り下げるということでご協議いただきたいと思いま

す。 

〇委員長（山崎 仁君） 繰り下げについていかがですか。 

  よろしいですか。 

  それでは事務局にお願いいたします。この時間を議員の皆さんに周知をいただくよ

うに。時間の間違いのないように再度連絡の徹底をお願いいたします。 

  次に進みます。 

  議会費の２６年度補正予算案と、２７年予算案についての説明をいたさせます。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） それでは、資料１０でありますが、平成２６年度議会費補

正予算、それと平成２７年度議会費予算案、平成２７年度予算参考資料ということで、

１ページ目をお開きいただきたいと思います。 

  まず、平成２６年度の補正予算につきましては、９７万６，０００円を減額し、補

正後の額を７，１１７万８，０００円にしようとするものであります。 
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  次のページをお開きいただきたいと思います。 

  大きな要因につきましては、報酬において議員の辞職に伴いまして２ヶ月分の報酬

を減額しております。需用費につきましては印刷製本費で１９万９，０００円の減額

でありますが、議会だよりの関係でページ数の関係もあります。今後の支出見込みを

計算して１９万９，０００円を減額しようとするものであります。委託料におきまし

ては４３万７，０００円の減額であります。これは会議録作成業務委託料で実績精査

をしたところでありまして、この金額を減額しようとしているところであります。 

  続きまして、次のページでありますが、議会費の新年度の予算であります。 

  議会費につきましては、前年度当初予算に対しまして３０９万２，０００円増額の

計上であります。その主なものにつきましては、報酬において特別給、これは期末・

勤勉手当の部分が年度当初、昨年は１２月に補正いたしましたけども、今年度は４月

から持つということでありまして、その分が引き上げになり、その関係で共済費にお

いても議員共済組合負担金の率が変更になりまして、１００分の５２．８から、１０

０分の６３．７の改正があったところでありまして、この部分の補正が大きな要因で

あります。 

  おおまかなところでは、新年度予算に車の請求をいたしましたけども、これは６月

に補正をしたいというふうに考えております。 

  また、議場の音響設備につきましても予算を計上したところでありますが、この部

分につきましては約２，７００万円ほどの予算でありまして、これは総合計画の実施

計画に盛り込んで適切な時期に入れ替えをということでありまして、非常に高額にな

るところでありまして、その部分では頭出しをしたという捉え方をしております。 

  続きまして、一般会計の参考資料でありますけども、この部分につきましては例年

と同様なところであります。臨時会の開会状況あるいは定例会の付議事件の件数等々

を載せてございます。既に議案配布と同時に参考資料をお配りしているところであり

ますので、その部分を抜粋してここに添付したところであります。よろしくお願いし

たいと思います。 

〇委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。 

  質疑があればお受けをいたします。 

  よろしいですか。 

  では、次に議会だより用写真撮影の件であります。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 議会だより用の写真撮影ということで、まちづくり推進課

の職員が議場を出入りいたしますので、ご了承いただきたいと思います。 

〇委員長（山崎 仁君） よろしいですか。 

  次に、議会開催のお知らせについてであります。資料１１です。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 資料１１をご覧いただきたいと思います。 

  ここで、とりあえずは１０日、１１日の分の予定を入れまして、３月１２日以降は
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予定を入れております。進行状況によりましては１２日で終了することも考えられま

すので、こういう書き方をしたところであります。これは３月９日の朝刊に新聞折り

込みということで配布をいたします。また、ホームページにもアップいたしますので、

傍聴が来られるような態勢を取っていきたいというふうに思っております。また、町

民センター等々へも張り出しをして、広く傍聴されるようにと考えているところであ

りますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（山崎 仁君） 議会開催のお知らせでありますが、このように３月９日朝刊

に折り込みをするということであります。 

  内容についてはいかがでしょうか。よろしいですか。 

  では、そのように決定をいたします。 

  次、町民会議のまとめについてであります。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 町民会議のまとめにつきましては、大変遅くなりまして、

作成をしたところであります。 

  この部分につきましては、中川係長より説明いたさせますので、よろしくお願いい

たします。 

〇事務局係長（中川真希君） それでは資料１２になります。 

  町民会議の資料という形で、総務厚生常任委員会と産業教育常任委員会のテーマ

各々を載せて写真を使って表紙にしたところであります。 

  続いてめくっていただきたいと思います。 

  ここには、当日出席いただいた各団体の方々のお名前等を載せているという形にな

ってございます。 

  その次のページには、町民会議の次第、それと当日の運営の状況を一覧として写真

を付けて出しているという形です。 

  続きまして、総務厚生常任委員会と産業教育常任委員会それぞれ役割分担をしてい

ただきまして、取り立てしていただいたメモ、まとめの状況を参考にして作ったしだ

いです。総務厚生常任委員会では７人、超高齢社会に向けた今金の方向性ということ

で、参加団体が今金老人クラブ連合会、今金町自治会・町内会連合会。意見という形

で要約をさせていただいているところでありますが、総務厚生常任委員会の方では、

施設面とか生活面とかそういう形の１つのテーマを各々まとめていただいた形で、こ

ちらの方にいただきましたのでこういう形になっております。 

  まず施設面ということで、施設入居者・入居待機者は在宅介護を余儀なくされてい

る。実態にあった行政支援を願いたい。 

生活面、種川温泉の管理が高齢化により維持が大変である。公立施設のバリアフリ

ーを検討願いたい。買い物難民の心配がある。国は社会保障制度について負担増を強

いる状況にあり、我々も政治に関心を持つべきと思う。 

雇用面、地産地消を合わせ独自産業化の検討と雇用拡大の検討が必要。企業誘致を

検討してはどうか。施設の充実と雇用拡大を考えてみては。 
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人口面、提案内容について今後の調整にしっかり反映いただきたい。今金町全体の

人口動向について報告があったが、私の地域では戸数３１戸、０歳から６４歳が２０

名、６５歳から７４歳が１０名、７５歳以上３３名となっており、地域の実態にあっ

た対策を考えていただきたい。 

医療、４５歳以上の眼科の定期検診をお願いしたいという形でいただいております。 

続きまして、産業教育常任委員会、今金町の観光とおもてなしということで、参加

団体が今金町農業協同組合、今金町商工会、今金町観光協会、ＪＡ今金女性部、今金

町女性団体連絡協議会ということで、意見も要約という形で載せていただいています。 

ここは、各々、各団体の発言ごとに書かれたまとめの方をいただいていますので、

こういう形になっております。 

今金町農業協同組合です。クアプラザピリカのように投資した分が無駄にならない

よう、利用者獲得に努力してほしい。どのような方法で運営されるのか周知してほし

いし、３年後は利益がなければ撤退もありえるのでは。大きな建物を建てるとかいう

ことでなく、地場産の料理等食と利別川の鮎やネギ、イモなどを取るなどの体験型で

お金をかけないでできるものがいいと思う。子どもの頃から地場産や体験型で知り得

た知識で友人を呼び込めるようになるのではないか。そもそも議会が考えるべきこと

なのか、町民からアイデアが必要なのかはっきりしておらず、大きな資源がない。 

今金町商工会。海がないため、山の幸や農産物等でおもてなしし、せたなの海産物

等の他町と連携を深め、食と観光を結びつけてはどうかと考える。現在の商工会、観

光協会の事務局体制では対応が難しく、予算もない。ラジオＣＭでわが町の特色をア

ピールしているが、町外の方のおもてなしは不足している。クアプラザピリカを拠点

とした体験型の観光としてみるのはどうか。仕事と住まいがあり、健常者も障がい者

も一緒に済める環境づくりが理想。ボランティア精神で今金を盛り上げようといいと

こ祭りでＰＲしている。まず、交流人口を２．４人、定住人口を１人増やすことが必

要。 

今金町観光協会。クアプラザピリカの存続は、子ども達のスキー学習の場として確

保できたのでよかった。観光の拠点として今後期待したい。オオシュブンナイの滝は、

道路整備に金額が係るため、見せるだけの観光ではなく、視点を変えた体験型の場と

して考えて欲しい。横のつながり、情報の交換がないので今金に来て商店シャッター

が降りている。今金町を町民が好きなのか、仕事をするための町なのか。元気のある

町には人は来るし、観光は夜ではなく昼間である。観光協会に専従で働ける人がいな

ければ無理である。 

ＪＡ今金女性部。剣淵町はその名を知ってもらうため絵本の里として、絵本祭りを

開催している。今金町は日本一の男爵イモがあるので、先進地のアイデアを参考に生

かしてほしい。 

今金町女性団体連絡協議会。今話の出ている体験型の観光を目指してみてはどうか。 

一番下段に、全体を通してということで、今回の町民会議に参加いただいた皆様の

様々なご意見は、今後の町政への政策提言等の参考にさせていただきますという形で
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作成をさせていただきました。 

以上です。 

〇委員長（山崎 仁君） 町民会議のまとめということで出て参りましたけども、それ

ぞれ総務厚生常任委員会では１０名の出席。産業教育常任委員会で１２名の出席とい

うことでありますが、これはそれぞれの常任委員会の中では報告にはまだなっていな

のですね。実施をされたいということで、それぞれ１０、１２という参加があったよ

うであります。それぞれの常任委員会でいまの報告があったものを再度検証していた

だきながら、議会全体としてのまとめとするという考え方がいいのかなと思うのです

けども、ご意見をいただきます。 

  一度、それぞれの所管常任委員の皆さんに、いまのまとめを見ていただいて、足り

ないものがあれば追加していただき、それぞれでまとめていただければいいと思うの

ですけども、いかがですか。 

  では、いま議運には報告がありましたが、これは開催人数がこのようだったという

ことでまず報告を受けて、あとはそれぞれ常任委員会で内容をもう一度精査していた

だきたいという。 

  議長どうですか、これ全員協議会の中でそれぞれ常任委員会から報告をいただくと

いう形でも取ってもらえれば、議会全体としてまとまるのかなと。 

〇議長（徳田栄邦君） ただ、常任委員会はもう終わっていますのでね、その辺で委員

会の中でまた実際に説明していないわけでしょう。だからその辺のところで皆さん方

の了解を取らないで、両委員長で話していただいてそういう報告に持っていくという

のであればいいですけれども、その辺は両委員長はどうお考えですか。 

〇委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １０時３７分 

 

〇３番（向井孝一君） 日程的に余裕はないのですけども、９日の合同委員会が終わっ

たあとに、全員の中で両方から報告してという。 

〇議長（徳田栄邦君） 全員協議会が終わったあとででもこの問題に特化して皆で。 

〇委員長（山崎 仁君） １０日の本会議が早く終わって、林活と議員会が終わったら

そのあとに常任委員会でも招集していただきながら、その合意をもらうという形で進

めてもらうわけにはいかないですか。 

〇議長（徳田栄邦君） どっちでもいいですよ。 

〇委員長（山崎 仁君） 時間的にはそっちの方が。 

〇議長（徳田栄邦君） だからもし９日に時間があるようでしたら９日にやるし、ない

ようでしたら１０日に持っていくしという形にしておいていただければ。 

〇委員長（山崎 仁君） 局長。 

〇事務局長（柏田泰明君） この部分につきましては、きょう合同委員会の発送をいた

しますので、全議員さんにはこの部分を先にお渡ししておきたいなというふうに思っ
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ております。それで確認をいただいて、常任委員会が開催されたときに意見をいただ

くというような案内を入れるのは可能なので、きょう発送することでよろしければそ

のように。 

〇議長（徳田栄邦君） だから９日か１０日の時間のあるときにやりますので、それま

でによく見ておいてくださいと書いておけばいい。 

（何やら言うことあり） 

〇事務局長（柏田泰明君） ９時から条例関係の説明が結構あるのと、マスタープラン

だとかそういうものもあるので、最初１０時から考えていたのだけどもちょっと終わ

れないなということで。 

〇６番（上村義雄君） 午前中には大体。 

〇議長（徳田栄邦君） 終われないですね。 

〇６番（上村義雄君） 終わらない。 

〇３番（向井孝一君） 相当な内容だからね。 

〇委員長（山崎 仁君） どうですか。１０日の本会議終了後というご案内を差し上げ

るというのも。 

（何やら言うことあり） 

 

開議 １０時４０分 

 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議いたします。 

局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） いま休憩の中でお話がありましたけども、１０日の本会議

の補正が全て終了したあとに、常任委員会を開催しその後に議員会と林活の総会に移

っていきたいと思いますので、そのような案内をきょう皆さんに送りまして、合同委

員会の案内と一緒に配布する手続きを取ります。 

〇委員長（山崎 仁君） そのようなことで決定してよろしいですか。 

  それでは決定をいたします。 

  次、７番、議会終了後の懇親会より、下記定年退職職員の送別会の開催について。 

  局長、柏田君。 

〇事務局長（柏田泰明君） 皆様の方にも報告しておりますけども、今年度、今金消防

署長、また今金消防署主幹であります、山口署長と末広主幹が退職されます。この他

にも総勢で５名の方が退職されますけども、看護師で２名、中島淳子さんが早期退職

ということであります。慣例では主幹以上を全てお呼びしていたわけですが、中島主

幹の方からは、大変申し訳ないですが辞退をしたいという申し出がありましたので、

この度は山口署長と末広主幹の送別会を開催するということであります。 

  開催日につきましては、３月１２日木曜日、由浅食堂において５時４５分から開催

するということでありまして、会期中であります。議会が終わる、終わらないに関わ

らずこの日に設定したいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 
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〇委員長（山崎 仁君） よろしいですか。 

  では、そのように決定をいたします。 

  その他でありますけども、委員の皆さんから何かありますか。 

  なければ事務局から。 

〇事務局長（柏田泰明君） ありません。 

〇委員長（山崎 仁君） では、閉会してよろしいですか。 

  以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

  どうもご苦労様でした。 

 

閉会 １０時４２分 

 


