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平成２４年 第３回定例会 

議 会 運 営 委 員 会 

                     期日 平成２４年９月１８日（火） 

                     時間 午前８時５９分 

                     場所 議 員 控 室 

◎議事 

①平成２４年 第３回定例会の運営について 

協議案第１号 

  平成２４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       ２件 
            補正予算       ５件 
            単行議案       ３件 
            認  定       ８件（計２０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        件 
            意 見 案        件 
 

協議案第２号  一般質問について 
        提出期限９月１４日（金） 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 

           ９月２６日（水）から２８日（金）まで（３日間） 
 
協議案第４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５号  会期中の会議録署名議員の順序について 

           ２６日  ８番 日置 議員  ９番 村本 議員 
           ２７日 １０番 山本 議員 １１番 村瀬 議員 
           ２８日  １番 村上 議員  ２番 山崎 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である。 
          （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、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８号  合同委員会の開催について 
           総務厚生常任委員会所管 
           ①議案第１号 今金町暴力団の排除の推進に関する条例 

                       ・・・まちづくり推進課 
②議案第３号 今金町土地開発公社の解散について 

                          ・・・総務財政課 
③議案第４号 財産の贈与について・・・・総務財政課 

                      
協議案第９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議会視察の対応について 

           ◆１０月２日（火）午後１時３０分から２時間程度 
            茨城県八千代町議会 議員１３人・事務局２人 
            （１）議会活性化・議会改革 
 
          ③議会改革活性化推進特別委員会の開催について 
            ９月２４日（月）合同委員会終了後 
           
          ④ＴＰＰへの取り組みについて 
            議会決議・・・平成２３年１１月２日 



 - 3 - 

            意見書の議決・平成２３年１２月２５日、平成２２年

１１月２６日  
            上記のように議会として取り組んできましたが、改め 

て反対の意志表示という意味からも、のぼり、垂れ幕な

どの設置要請について 
 
          ⑤議会主催町民会議について 
           ・開催時期と内容 
 
          ⑥議会運営について 
           ・常任委員会での説明員について 
 
②その他   
 
○出席委員 
 委 員 長  山 崎   仁 君   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  徳 田 栄 邦 君 
 参   与  村 瀬   広 君 
 
○出席説明員 
 町   長  外 崎 秀 人 君   副 町 長  清 水   寛 君 
 
 
○出席事務局職員 
 議会事務局長   勝 山 英 敏 君 
 議会事務局係長  中 川 真 希 君 
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午前８時５９分 

    ◎委員長あいさつ 

○委員長(山崎 仁君) ９月定例会についての議会運営委員会であります。どう

ぞご協議をよろしくお願いいたします。 

 

◎町長あいさつ 

○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。この前の雨ですけれども、大変強い

雨でありましたけれども、稲の倒かいもそれほど心配するほどではなく、少し

くは安堵しているわけですけれども、大きな台風が朝鮮半島等に来ています。

このことについても、そうとう手早く作業をやっており、昨日も町の中や農家

のほうを回ってまいりましたけれども、忙しく作業をしており、この何年間は

台風がなくて作業ができているわけでありますので、おおいに期待をしたいと

ころであります。今回の第３回定例会に向けて、事前に各常任委員会のほうに

説明をさせていただいた経過があるわけでありますけれども、またその中でも

不十分で、全議員さんへきちっと説明していかなくてはいけないという思いか

ら、後ほど副町長のほうからお願いを申し上げますけれども、事前説明と審議

をいただきたく、３件くらいの内容となります合同委員会の開催をお願いした

いと思っておりますので、ご審議をよろしくお願いしたいと思います。今回、

定例会に提案する部分でありますけれども、教育委員会の現、橘教育委員長と

中島教育長の再任をお願いする内容の人事の同意案件２件を提出しております。

加えて、５つの会計の補正予算も提出しているところであります。さらに今回

は条例制定に関わるもの、土地開発公社の解散、そして財産贈与という部分の

議案も提出しておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。なお、

この定例会におきましては平成２３年度の全ての会計の決算認定を賜りたく提

案しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。更にですけれども追

加議案２件、入札に関わるもので、後ほど副町長のほうから申し上げますけれ

ども承認たまわりたくお願い申し上げます。 

   

◎開会の宣言 

○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２４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。 

 

◎協議案第1号 平成２４年第３回定例会の付議事件について 

○委員長(山崎 仁君) はじめに、協議案第 1号を議題といたします。町長提案
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より説明を求めます。資料 1です。 

  副町長 清水君。 

○副町長(清水 寛君) 平成２４年の第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。 

（副町長資料朗読説明、記載省略） 

○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。 

(｢なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 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。後に協議いたしますので、退席をお願いいたします。 

  

○委員長(山崎 仁君) 次に、議会提案についてを局長に説明いたさせます。資

料２、３、です。 

  局長 勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料２、３説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 説明が終わりました。陳情の取り扱いについては１件ず

つ協議をいただきながら進めていきたいと思います。 

まず、陳情第１４号、泊原発の再稼働と原発ゼロの北海道に関する陳情、こ

の取り扱いをいかがいたすかお諮りをいたします。 

これまでの慣例にのっとり、紹介議員があるかもしくは全道議長会からの要

請に基づくものかということで考えると、この件に関していかが考えたらいい

かご意見があればお伺いいたします。 

(｢なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 陳情第１４号に関しては慣例に基づいた対応ということ

でよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは取り扱いはしないということでよろしいですね。   

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に陳情第１５号、住民の安全・安心なくらしを支える     

交通運輸行政の充実を求める陳情へのご協力のお願い。これは過去にも陳情と

してきているものです。 

局長 勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) 定例会の度に陳情ということで出されております。昨 

年は一度担当者も来られて、議長にも対会いのもと、この経過を聞いたことが

ございます。資料の中では、北海道の地図が載っておりますが、７月１７日現

在で、だいぶ採択がされてきているということで、全道的には、１８０議会の

うち１６５議会が採択、白く塗っていないところがまだ採択されていないとこ
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ろで、今金町の扱いとしてどうするかということでありますのでよろしくお願

いいたします。 

○委員長(山崎 仁君) この取り扱いはいかがいたしますか。上村君。 

○６番(上村義雄君) 前回と同様でいいのではないですか。前回も提出されてい

て取り扱わないということで処理されておりますし、紹介議員もいないという

ことですので、扱わないということでよろしいかと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他にご意見ございませんか。前回は取り扱わないという

ことで報告をしている訳ですが、なぜ取り扱いをしないということは伝えてあ

るのですか。 

議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） この陳情者の桐生さんとお話しました時に、うちの議会

としては基本的には紹介議員のないものについては取り扱わないという規定に

なっておりますので、申し訳ありませんが今金町議会としては取り上げること

に関しては不可能ですと申し上げてあります。 

○委員長(山崎 仁君) どうしてもいうのであれば紹介議員を介してということ

では採択は可能ですから、そちらのことを再度陳情者にお伝えをするというこ

とで、今回採択はしないということでよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは、陳情第１６号地球温暖化対策に関する「地方

財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書の採択について、ご意見

があればお伺いいたします。 

  上村君。 

○６番(上村義雄君) 森林の部分での林活関連団体から提出されておる訳ですけ

ども、国の財源のそいった仕組みを作れということで道の林活で意見書を出し

てその部分では採択され、今回はその上部団体ということでございますので、

今金の林活会長である私と副会長の２人で紹介議員となって採択してはどうか

と思うのですけどいかがでしょうか。 

○委員長(山崎 仁君) 他いかがでしょうか。林活議連今金支部でこの陳情の取

り扱いをということなんですけれども、紹介議員を介して取り扱いをするとい

う進めで問題ありませんか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) であれば紹介議員を介するということで、その旨陳情者

には連絡していただきながら、この陳情に関しては取り扱いをするということ

で決定してよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) その旨進めさせていただきます。次、陳情第１７号「保

険で良い歯科医療の実現を求める意見書」採択を求める陳情について、いかが
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いたしましょうか。どなたも紹介議員がいないようであれば取り扱いをしない

ということでよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは陳情第１７号は取り扱いをしないということで、

次の陳情第１８号海国日本における船員の確保育成に向け船員税制（住民税）

の確立を求める要請の件はいかがいたしますか。慣例により取り扱いをしない

ということでよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次、陳情第１９号危険な米軍輸送機「オスプレイ」の配

備撤回、および国内飛行訓練中止を求める意見書提出に関する陳情書の件に関

してはいかがいたしますか。慣例により取り扱いをしないということでよろし

いですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは陳情６件に関しては取り扱いをしないのは５件、

紹介議員を介して取り扱いをする件は陳情第１６号の１件ということで決定を

いたしました。 

  村本君。 

○９番(村本照光君) この陳情の中には賛同のできるものもあるのですが、この

案内がきた時に事務局として、うちの議会としてこうなんですよといったこと

を相手方に伝えるといったことはしていないのだろうか。 

○委員長(山崎 仁君) 局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) きた時点ではそちらの方に回答するなにものもないの

で、やっていませんし、議運の中で取り扱いをするかしないか決定した段階で、

陳情先にはこういった理由で取り扱いをしない旨の通知を出しております。   

○委員長(山崎 仁君) 村本君。 

○９番(村本照光君) こうゆう案件がいっぱいあるんだけども、我々議員として

も中身に関して勉強や検討をしなくてはならない。紹介議員がいないからだけ

でなく、これらについて我々としても真剣に考えなくてはならない問題もたく

さんあるのではと思うのだけれども、今後も紹介議員がいなければといった慣

例でやるというのはどうかと思ったのだけれども。 

○委員長(山崎 仁君) ほかご意見があれば伺いいたします。向井君。 

○３番（向井孝一君） 一つ一つみれば、例えば泊原発の部分に関しては私個人

としてはこの提案には反対であるし、そうなると議会で討論しないとわからな

い。やっぱり一つの流れだけで行くということにはならないので、そうなると

時間とかいろんなことがでてくると思う。 

○委員長(山崎 仁君) 上村君。 

○６番(上村義雄君) 村本議員の意見もわかるんですけれども、意見書や陳情は
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いろんな観点からでてくる。それから政党や団体からでてくることもあるかと

思います。向井議員が言ったように、それを議論するとなると今金の議会の中

で、議場において答弁することになっていくだろうと。そうなるといままで通

り紹介議員２名を介して、それで趣旨説明をし、それを議場でもって採択をす

る又は不採択をするという方式のほうがスムーズに行くのではないかと思うの

で、いままで通りでよろしいかという思いでおります。 

○委員長(山崎 仁君) 村本君。 

○９番(村本照光君) 結果として不採択になった要因というのを紹介議員がいな

いからとことがわかる、また今金町議会としての結果が伝わるのであればいい

です。わかりました。 

○委員長(山崎 仁君) もともと以前からの慣例で、紹介議員のあるもの、全道

議長会を介するもの、それを今金町議会としては採択をしていく、取り扱いを

するということで決定しています。取り扱いをしないのではなく、するという

可能性も残っているわけでありますから。というのは、紹介議員を介するとい

うことでは、どなたかそれに賛同され、それから本会議の中で質疑を受け、内

容について十分他の議員の皆さんに説明をして、望むところは全会一致で議決

をしながら関係団体に送付をする。陳情の内容としてはそうゆうことだと思う

んですよ。町内の方からでてきた陳情というのは別の取り扱いとなりますから、

その辺のところを整理して取り扱いをしていきたいと議運としては思うわけで

すよ。ですからご賛同がいただけるのであれば今までの仕組みというのを尊重

しながら、必要であれば紹介議員になりながら内容を熟知されて、本会議の質

疑も質疑応答もできるような状態で、紹介議員になっていただきたい。こうい

う進め方、考え方でよろしいですか。 

○委員長(山崎 仁君) 議長、徳田君。 

○議長（徳田 栄邦君）これがでてきた段階で、必要であるということであれば

皆で議論して議運の中で、賛同できるのであれば議運のメンバーで提案できる

のですから、まるきり入り口で閉ざしてしまうわけではないですから。 

○委員長(山崎 仁君) この件に関しては取り扱いをする、しないを陳情者に報

告通知するということですから、事後にこういうことで取り扱いをしないとい

う理由をのべるのですけれども、陳情があった時点で今金町としてはこういう

基本的な考えをもっているという説明をするというのも一つの方法かなと思う

んですよ。 

○委員長(山崎 仁君) 議長、徳田君。 

○議長（徳田 栄邦君） ほとんどが郵送でくるから、持ってきたものについて

は口頭で対応できる。 

○委員長(山崎 仁君) 今回の陳情、それから今後の陳情についても今の考え方

でまとめたいと思いますが、それでよろしいですか。   
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(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) そのように決したいとおもいます。次に議員の派遣につ

いてを議題といたします。資料３、この件に関しては産業教育常任委員会道内

行政視察ということであります。局長から内容説明をいたしましたが、産業教

育常任委員長何かあれば。 

○委員長(山崎 仁君) 村本君。 

○９番(村本照光君) 特にありません。 

○委員長(山崎 仁君) では、この議員の派遣についてはこのとおりでよろしい

ですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのとおり決したいと思います。次に一般質問につ

いてを議題といたします。協議案第２号、一般質問４件。１件づつを朗読しな

がら進める方法でよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは１件づつ局長に朗読させ、この件について進め

ていきたいと思います。   

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) （事務局長一般質問「少子化対策と子育て支援を」朗

読説明、記載省略）  

○委員長(山崎 仁君) この一般質問に関していかがですか。  

○委員長(山崎 仁君) 議長、徳田君。 

○議長（徳田 栄邦君） 保育料は、国で所得に応じて決められてます。それに

対して町でも既に軽減措置を取っております。後は政策としてどの程度までで

きるのかということですけれども。今までもやっておりますから。 

○委員長(山崎 仁君) 村瀬君。 

○副議長(村瀬 広君) 現にやっているのであれば、例えば増額というのは必要

ないですか。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

             休憩 午前９時３２分 

開議 午前９時３４分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。次の質問に移りたいと

思います。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) （事務局長一般質問「林間学校の開設を」朗読説明、

記載省略） 
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○委員長(山崎 仁君) 朗読説明が終わりましたけども、この件に関してはよろ

しいですか。  

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に障害者の就労誘導策について。局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) （事務局長一般質問「障害者の就労誘導策について」

朗読説明、記載省略） 

○委員長(山崎 仁君) この件に関してもよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次、学校給食に弁当の日をについてであります。局長勝

山君。 

○事務局長(勝山英敏君) （事務局長一般質問「学校給食に弁当の日を」朗読説

明、記載省略） 

○委員長(山崎 仁君) いかがですか。よろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのようにお願いをいたします。暫時休憩いたしま

す。 

休憩 午前９時３９分 

開議 午前９時４５分 

 

◎協議案第３号～協議案第７号 一括議題 

○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。 

局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料３～７説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 説明が終わりました。協議案第３号、会期の予定につい

て９月２６日から９月２８日までの３日間。これはよろしいですか。 

  (｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に協議案第４号、審査順序。追加日程に関しましては

後にでてくると思われますので、本日はここまでの日程２６まででよろしいで

しょうか。 

 (｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 協議案第５号、会議録署名委員の順序に関しては局長が

説明した通りでありますが、よろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 協議案第６号、第７号、説明のため出席を求めたもの。

出席する説明員。よろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 
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◎協議案第８号 合同委員会の開催について 

○委員長(山崎 仁君) 次に協議案第８号、合同委員会の開催についてでありま

す。冒頭、町長より合同委員会の開催要求がありました。議案としては３件、

その他としては１件。このそれぞれの内容についていかがですか。議案３件に

ついてはよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) その他が１件あるようでありますが、合同委員会を開催

するということで決定したいと思います。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) 日程については９月２４日午前９時から予定をしてお

ります。 

○委員長(山崎 仁君)  ９月２４日午前９時から合同委員会を開催するという

ことであります。決定してよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

◎協議案第９号 その他について 

○委員長(山崎 仁君) 次に、協議案第９号、その他であります。議会開催のお

知らせについてを局長に説明いたさせます。資料８です。 

局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料８説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 一般質問に答弁を求めるものも入れたほうがいいのでは

ないかと思いますがいかがですか。このままでよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 副議長、村瀬君。 

○副議長(村瀬 広君) お知らせの中の６番、土地開発公社の解散は、わかるよ

うに今金町を入れたほうがいい気がしますが、いかがですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) そのように修正いたします。他の議案にも今金町を入れ

た正式な名称でいくということでよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) では次に行政視察の対応について、資料９であります。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料９説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) この件に関しては全議員をもって対応するということで

よろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように対応お願いいたします。１０時１０分ま
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で休憩をいたします。 

休憩 午前 ９時５７分 

 開議 午前１０時１０分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を閉じ、会議いたします。 

  次に議会主催の町民会議についてを議題といたします。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 町民会議ですが、年に１回以上やるということになって

いますが、今年はいつぐらいの時期に、それから報告会の内容について時期的

には早いかもしれませんが、今から想定をしておかなくてはなりませんので、

いかがですか。例年であれば１１月、１２月。昨年は延ばしたという経過があ

りますから、今年はどうするのかということ。いづれにしても延ばすとしても

年度内という考え方。後は内容です。 

  上村君。 

○６番(上村義雄君) 今、議会改革特別委員会の取りまとめもあるでしょうし、

それの内容を町民会議で報告するという方法はいかがでしょうか。時期的に

はその取りまとめが終わった後ということでしょうし、年内は無理でしょう

から年明けの時期という部分かと思うのですけど。 

○委員長(山崎 仁君) 他に意見ございませんか。 

  向井君。 

○３番（向井孝一君） 今、上村さんが言われたように他のほうでも継続調査が

終了してない段階だから、それらを含めると年明けになるのではと思う。  

○委員長(山崎 仁君) 今の発言は、常任委員会報告も含めてということでいい

んですね。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 内容その他、時期についてご発言があればお受けいたし

ます。ありませんか。 

  加藤君。 

○４番（加藤三明君） その話からいくと２月くらいになると思うんですけれど

も。 

○委員長(山崎 仁君) まず、特別委員会報告は１２月定例会に報告したいとい

うことで進めてきております。従ってそれまでに報告をまとめて、それが精査

できれば町民の皆さんに改めて報告するという機会にこの町民会議を利用でき

ればと。それと産業教育常任委員会においても今回視察されるわけですから、

その視察をふまえた調査報告が年内にできればと。内容についてはこの２点を

中心にということで考えてよろしいですか。 
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(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) であれば当然１２月を過ぎなければまとまらない訳であ

りますから、１月、２月くらいに時期的にはなると思います。だいたいの時期

１月、２月ということに押さえてよろしいですか。その都度時期、期日につい

ては協議をお願いいたしますけれども、今はおおむね年明けということでよろ

しいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは特別委員会、産教委員会のそれぞれ報告を中心

とした町民会議を開催すると。期日については平成２４年度、いわゆる年明け

平成２５年の１月、２月くらいにはということで決めさせていただきます。 

  

○委員長(山崎 仁君) 次、内容６議会運営について、常任委員会での説明員に

ついてであります。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君)  (事務局長説明、記載省略)  

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 １０時２０分 

開議 午前 １０時３７分 

 

○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号はご意見のとおり決定したいと思います。次にその他でありま

す。その他の１点目でありますが、議会改革活性化推進特別委員会の開催であ

ります。これは９月２４日に合同委員会の開催決定がされましたので、それが

終了後に特別委員会を開催したいということで、進めたいと思いますがよろし

いですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではその旨皆さんにご案内を差し上げたいと思います。

次にＴＰＰへの取り組みについてであります。この件に関しては産業教育常 

任委員会の中で発言がありました。今金町議会としても新たな取り組みが必要

ではないかというご提言で、議会運営委員会にお諮りをするということであり

ましたので、村本委員にその辺の内容を説明していただければと思います。 

  村本委員。 

○９番(村本照光君) 皆さんがご存じのとおりＴＰＰについては、国を二分する

といいますか、大変問題があるということで国会議員大多数も反対している国

民的な問題になっているわけですけれども、とりわけ農業分野だけではありま

せん。医療関係、それぞれの分野で大変問題があるわけですけども。とりわけ
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農業について、北海道、今金の町については農業のまちであって、ＴＰＰに参

加するということになれば、農業は壊滅的な被害を受けるということで、ここ

に書いてあるとおり議会でも意見書に取り組みを行った訳であります。しかし

ながら情勢的には民主党においても総理大臣は変わらずに再選される見通しで

あります。それとそれぞれ立候補している方々も反対ばかりでなく賛成をして

いる方もいるということもあって、このままですと参加するという風向きにな

って参加表明するという危険性もあります。その中で自分達ができることとし

て、既に反対はしているわけですけども、日常生活において、町の中をみても

ＴＰＰに対する取り組みの姿が見えてこないということがあります。できれば

町民の皆さんに知っていただく意味を含めて、のぼりだとか垂れ幕だとか看板

だとか目に見える形で今金町として町を挙げて反対しているんだという姿勢の

取り組みをしてはどうかとの提案であります。皆さんにこの場で取り上げてい

ただければなと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 １０時４１分 

開議 午前 １０時４６分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

  その他のその他で何かありませんか。 

  議長、徳田君。 

○議長（徳田 栄邦君）２日の八千代町の対応についてはどうするんですか。説

明は誰がやるんですか。これは議会基本条例の設置までの流れということで

すので。議会活性化委員の取り組みと成果は議運の委員長で特別委員会の委

員長でもありますしいいのではと思いますけど。設置までの流れについては

どちらかの常任委員長にやってもらえればと思いますが。   

○９番(村本照光君) 上村委員長に是非お願いします。   

○委員長(山崎 仁君) では上村委員長よろしくお願いいたします。 

○事務局長(勝山英敏君) 人数が多いので場所は消防の２階を借りています。 

○委員長(山崎 仁君) 他ありませんか。なければ合同委員会、特別委員会の開

催その他についてを全議員に早急に周知するよう事務局のお願いしながら、今

回の議会運営委員会を閉会してよろしいでしょうか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

◎閉会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) それでは、議会運営委員会を閉会いたします。どう

もありがとうございました。 

閉会 午前１０時５０分 


