
 - 1 - 

  

 

 平成２４年１１月議会改革活性化推進特別委員会 

                     

平成２４年１１月２９日（木） 

 

○議事日程 
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（２）その他  
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○出席事務局職員 
 議会事務局長   勝 山 英 敏 君 
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開会 午後３時０３分 

    ◎委員長挨拶 

○委員長(山崎 仁君) なにかとご多用の中、本特別委員会にご出席をいただき

ありがとうございます。いよいよ大詰めを迎えましたけれども、皆様方からご

意見をいただきながら特別委員会を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。 

 

◎開会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) 山本委員より欠席の届出があります。 

ただ今の出席委員は１０名で定足数に達しておりますので、議会改革活性化

推進特別委員会を開会いたします。 

  これより議事に入ります。 

 

◎（１）議会改革活性化推進特別委員会まとめついて 

○委員長(山崎 仁君) 始めに、議会改革活性化推進特別委員会まとめについて、

を議題といたします。皆さんのお手元に資料が配布されていると思いますけれ

ども、これまでの様々なご意見をいただいたものを元に、それぞれまとめを作

ってみました。これに対してご意見等があればお伺いをし、字句の修正等につ

いて必要な部分、それから考え方についても何かありましたらお受けをしたい

と思います。内容については局長に説明をいたさせます。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (配布資料説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) ただいま局長から特別委員会のまとめということで朗読

をいたさせました。これらに関して皆さんから、更にご意見があればお伺いを

したいと思いますけれどもいかがですか。 

概ね議論をした中ではこのような形でまとめられるのかなと思いますけれど

も、まだ発言がこの中に網羅をされていないとか、いろんなご意見等含めてあ

りましたら。 

村本委員。 

○９番(村本照光君) 全体を通してでははなかなか意見は出てこないと思うので、

調査結果についてはそれぞれ①～④まであるので、項目ごとに具体的にご意見

をいただいたらどうでしょうか。 

○委員長(山崎 仁君) ただいまご意見あったように、それぞれ４つの課題ごと

に進めていくようにということであります。それぞれこのように進めてよろし

いですか。 

これは今までの発言をまとめた、ということでご理解をいただきたいと思い

ます。では１点ずつ進めていきたいと思います。 

まず、選挙等について。定数から選挙公報までありますけれどもいかがです
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か。 

○副議長（村瀬 広君） 今日は、今までのまとめをこれでどうですかというこ

とで文章になっていますけれども、いろんな意見がない場合はこれがまとめに

なってしまうという考え方をしていいのですか。 

○委員長(山崎 仁君) 今までの議論をまとめたということですから、これに追

加するものがあれば追加をいただき、それから。 

○副議長（村瀬 広君） 追加と要望でもいいのですか。 

○委員長(山崎 仁君) 良いです。 

○副議長（村瀬 広君） では、選挙公報について。前にもいろんな意見が数多

くありました。一応皆さんの意見のまとめが、公報については選管へ依頼する

ということと、あわせていろんな議論がありました法定ハガキについては個々

の判断、議会内では取り決めをしないという今のところのまとめであったとい

うことなんですけれども。私も福島町で先進ということで当時の議運で視察を

した時にいろいろ話しを聞いたのは、この選挙管理委員会で出す選挙公報につ

いては、出す以上は法定ハガキを使用しないということは、当時はやっぱりそ

れぞれ今金もそうでしたけれども、合併しない単独での町で生き残りを決めた

中では、議会議員自らも町費の節減に努めようということで、福島町では公報

を出す代わりに法定ハガキは使用しないということで連携をしてきました。そ

ういった経過もあるので、この中身につきましてはもう少し皆さんと議論をし

て、皆さんが本当に選挙公報が選管でいいですよと、出せますという方向で皆

さんの気持ちがここに向かうのであれば、法廷ハガキの使用云々はあくまでも

個人の自由ではなくて、もうちょっと意見を出し合いながらあるべき良い方向

を出せればと思います。以上です。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見ありましたらお願いします。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君) 私も、いま村瀬さんから発言あったような意見に大賛成で

す。と申しますのは、法定ハガキというのは枚数８００枚と限定されておりま

して、今金町２，６００戸ある内の中の３分の１程度しか行き渡っていかない

というのが現実であって、そういうことを考えると公報であれば全戸に配布で

きる可能性もあるということ。 

  それから、町費全体の経費削減には大いに役立つと思っておりますので。で

きればその方向で皆さん方の意見を取りまとめていただければと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他いかがですか。日置委員。 

○８番（日置紳一君） ２人の意見に賛成します。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見ありませんか。 

  選挙公報に関してただいま発言ありましたけれども、選挙公報は選挙管理委

員会が発行するということでは、私たち議会だけでは決められない部分がある

ということは皆さんご承知の通りだと思います。よって、今後においては協議
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が当然必要になってくるだろうという気もしますし、そこのところの議論をも

っと深めようというご意見もいただいております。皆さんから更にあれば。こ

れはあくまでも今までの発言をまとめたということでありますので、積極的な

ご意見をいただきたいと思います。 

○３番（向井孝一君) できれば、このこと大変重要な課題であるし、全議員の意

見が一致しないことには、選管との交渉もかなりきついものもあるので。それ

ぞれ個々の意思確認を一つお願いしたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 選挙公報を発行する、それによって法定ハガキ８００枚

の費用を削減するということで、全員の意思統一ということでありますけれど

も、他にご意見があれば先に伺いたいと思います。いかがですか。 

  これは議長にお伺いいたしますけれども、例えばこの選管と多分事前協議が

必要になってくるだろうという気がするわけです。今までと方法が違うわけで

すから。ですからその辺の協議というのはやはり、当然議会側の意向と選管と

の調整は必要になってきますか。 

  徳田議長。 

○議長（徳田栄邦君） きます。選挙公報を出すことによって、現職と新人の間

に不公平感が出てくるのではないか、というような意見も言われる方もいらっ

しゃいます。しかしながら、一度議会を目指そうとしたのであれば、やはりそ

の辺の心構えというのはきちんと持っているだろうし、結局告示になってから

２日後あたりに出すわけですから、当然時間的な余裕もあるでしょうから、私

は新人さんでも十分に間に合うと考えております。 

それで、では現職が有利ではないかというのは、これは当たり前のことで、

現職はやはりそれなりの経験を積んでますからそのくらいのことはあって然る

べきだと思いますし、やはり選挙公報を出すということになったら現職の議員

さん方も、こういうふうに載せたほうが良いのではないかというようなことを

皆さんで一度話し合って、その上でいわゆる一つのパターンを決めておいて自

分の思いというものしか載せられませんから。これ政策は当然載せれるわけで

はないですから、自分の思い・やる気だけですから、その辺のところもやっぱ

り現職の皆さん方、少し勉強して有利になるような形の選挙公報であってほし

いな、というのが私の願いです。 

○委員長(山崎 仁君) 議長からご発言をいただきましたけれども、現職それか

ら新人を含めて４年に１回の改選期というのは間違いなくあるわけですから、

それに向かっての準備を十分にしていただきたいという、そういう意味も込め

た特別委員会報告、いわゆるこういうことでやりますということを知らせると

いうことでは良い機会になるのかなと逆に思いますので。是非皆さんからの意

見を聞きながらより良いまとめ、報告を出したいと思いますので活発な発言を

お願いしたいと思います。 

  いかがですか。事前協議は当然必要になってくるだろうということですけれ



 - 5 - 

ども。大変、以前からお話ししているように１２月の報告ということになると

かなり時間的に厳しいものもあります。そういうものも含めてご発言いただけ

ればと思います。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 選挙ということになれば一番身近なことであり、また一

番議員としては関心のある重要な部分だと思います。そういう部分では、全員

に行き渡るような選挙方法を、選挙管理委員会との協議の上で行なわれるわけ

ですけれども、これは良い方向性であるのかなというふうに思います。選挙に

関してはこの公報だけでなくて、いろんな角度の分野があります。要するに選

挙管を出すという部分もあるでしょうし、どこかの会場でもって立会い演説会

をやるという方向性もあるだろうし、いろんな選挙の方法があるんだと思いま

す。ですから今せっかく改革に向けた基本条例の中でやるわけですから、もっ

とこのいろんな部分に対しての意見交換・議論をしてもいいのかなというふう

に思います。それに伴って１２月の特別委員会の報告ということには、ちょっ

と時間的猶予が、今まで６日間の協議をしてきているわけですけれども、更に

深めた部分で前向きな前進できる方向性もあっていいのかなというふうに思い

ますので。１２月の報告というよりも、３月の定例会、年度内の報告でまとめ

て報告できて、それが議員自らがお互いに意思疎通のできる報告であればいい

なというふうに思うので。そういうふうな、一つの選挙に関して捉えてもまだ、

いろんな方向性があるというふうに思いますので。今のこのまとめとしては、

今までの議論されたことをまとめて書いたわけですけれども、これが最終議長

に報告というまでには、もっと議論を重ねたほうがいいのかなと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 当初１２月に報告をしたいということで進めてきたわけ

であります。しかし今ご発言であるように、例えば議会だけでは決めきれない

こと。選挙管理委員会との事前協議をしながら次の統一地方選にはどうなるの

かということも含めたことであれば。例えば上村委員からご発言あったような、

１２月が３月でもいいじゃないかというのは、これも可能性としては大いにあ

るのかなという気もしますし、他にご意見があればまだお受けをしたいと思い

ますけれども。 

このまとめについてのお話をいただければというのと、もう一つは今、上村

委員からお話があった報告時期のことも含めて、皆さんからご意見をいただき

たいと思います。 

村上委員。 

○１番（村上忠弘君） 過去の委員会の中では、するかしないかという部分だけ

の話しで、要するにハガキの部分については個々の判断ということになってい

るのですけれども、この部分が、公報誌を出すのであればハガキは無しという

ようなことまで決めていいのではないかと思うのです。公報出して個々の判断

でハガキを出すということになれば、なんかちょっとおかしいのかなと私は思
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うのです。だから委員長が言うように、選挙管理委員会で公報誌を取り扱うと

いうことであれば、法定ハガキの部分は無しというような形で取っていただけ

れば別に私は良いと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見があれば。芳賀委員。 

○５番（芳賀芳夫君） 公報誌の関係なんですけれども、前回先輩方が一度協議

して取り決めをした経過があったという報告を受けました。時間的に間に合わ

ないということで今回は見送るというふうに私は理解していたんです。それで、

その時の協議の経過がもしあれば、要点だけで結構ですからどのような経過で

そういうものができたのか、知っている範疇で結構ですので報告していただけ

ればと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後３時２８分 

開議 午後３時３７分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り会議いたします。 

  芳賀議員にあっては、今までその選挙公報を発行するという協議がなかった

ということ。これはどうだという話は一部出たようですけれども、全体の中で

話し合った経過がないということでまずご理解をいただきたい。 

○５番（芳賀芳夫君） 公報に載せることについては私は賛成したい。公報に載

せる手法或いは方法等についてはこれからの協議ということですから。私の意

見としてはハガキの廃止をしていきたいという考えです。 

○委員長(山崎 仁君) 他にご意見はありませんか。 

  選挙公報を今金町議会議員候補者が出してほしいということになれば、当然

今金町の雛形、こういう出し方になりますよというのは選管との協議も必要だ

ということは先ほど申し上げた通りです。選挙管理委員会と協議をする前段で

議会側がそういう意見を一致しなければまず協議にはならないだろうというこ

とが二つ目。その前段であるということをご理解いただきたい。そこまでのゴ

ーサインがまだ皆さんから出ていませんから、ですからそれらも含めて協議を

して。意見がまとまれるのか。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） せっかく公報についてのこれだけ話が煮詰まってきてい

るわけですから、あと全員分の思いを出してもらったほうがいいかなと思いま

すがいかがでしょうか。 

○委員長(山崎 仁君) それでは全員のご意見を伺ったほうがいいということな

ので、まだ発言をされていない方の発言を求めます。 

  川上委員。 

○７番（川上絹子君） 私も選挙公報を選挙管理委員会のほうで認めていただけ
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るのであれば、全員の顔写真と思いを書いたものを出せたらハガキは省略した

ほうがいいのかなと思います。結局ハガキは書こうと思っても短期間の内に書

かなくてはいけなくて、自分の思いに自分が書けるわけではなくて、先代の人

達に手伝ってもらって書くような形であれば、やっぱり本当の思いが通じてな

いような気もするし、もしそこで削減ができることがあるんだったら削減した

ほうが全体の感覚でいいのかなと思いますけれど。 

○委員長(山崎 仁君) 村本委員。 

○９番（村本照光君） 私も皆さんと同じような意見なんですけれども、できれ

ば選挙委員会に是非選挙公報を出していただいて、法定ハガキについては新人

の方については拘束はできませんけれども、少なくとも現職については取り組

んで、できればそういう方向でやりたいなと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 加藤委員。 

○４番（加藤三明君） 結論的に言えば私も皆さんと同じような方向。ただ相手

方のある選挙管理委員会というのがあることですから、今は出してもらうとい

うことを想定で話している方が大分いるんだと思うんです。それで選管にまず

当たってみるということを皆さんに了解を取って、どういうような選管の取り

組み方になってもらえるかによって変わるようなところもあると思う。ただ今

言われたように新人については法的に罰せられる何ものもないですからこうい

う取り決めになっています、という程度の話になろうかと思います。できれば

統一して選管のほうで公報を出してもらえるからハガキについては中止にしま

しょうという申し合わせができればそれで結構だと思いますが。 

○委員長(山崎 仁君) 皆さんのご意見としては、選挙公報の発行を選管と協議

をするように。できればハガキについては経費削減という意味を含めて少なく

とも現職は取り組んだほうがいいというご発言かと思いますが、そのようなこ

とでよろしいですか。それであれば、選挙管理委員会とこの件に関しては協議

が必要になってきます。議長にお願いをしながら選管との協議が可能かどうか、

まずそこから打ち合わせをいただきたいと思います。議長いかがですか。 

○議長（徳田栄邦君） わかりました。 

○委員長(山崎 仁君) はい。ということで選挙に関して、特に選挙公報につい

て選管と協議ができるような体制を作っていただきたいと思います。 

選挙等について他になにかありませんか。 

村上委員。 

○１番（村上忠弘君） 報酬についてというところで、審議会へ理事者が諮りと

あるが、理事者が審議会にということですよね。であれば字句入れ替えたほう

がいいのでは。 

○委員長(山崎 仁君) ちょっと表現の仕方が。報酬審議会と言うか、特別職報

酬審議会というのが今金町にあって、それぞれの特別職の報酬を町長が提案を

するんです。 
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○１番（村上忠弘君） 理事者が特別審議会に提案を諮りという。 

○委員長(山崎 仁君) 提案をするんです。だからそれは諮るんです。いかがで

すかということで。理事者が特別職報酬審議委員会にこの金額でいかがですか

ということを具体的にお諮りをする。それに対して審議会では適正と認めれば

その旨の答申が町長にされる。そういう仕組みをここでは言っているはずであ

ります。 

○１番（村上忠弘君） 私の判断は、理事者がどこどこへという文言のほうがい

いのかなと思いますが、委員長がそういう思いであればよろしいです。 

○委員長(山崎 仁君) 思いと言うよりも具体的にはこういうことなんです。特

別職報酬審議会。先ほど言ったように、各種特別委員の報酬はここで町長の諮

問を受けて答申をする。表現についてはもう少し精査をさせていただきます。

よろしいですか。 

○１番（村上忠弘君） はい。 

○委員長(山崎 仁君) 日置委員。 

○８番（日置紳一君） 報酬についてですが、報酬審議委員会なんだろうけれど

も、そっちのほうから一方的に議員の報酬が高いから下げるとかという話しも

あるんでしょう。そういうことはないんですか。 

○委員長(山崎 仁君) それは提案に対してどうなのかということ。 

○８番（日置紳一君） 提案してこなければそっちではやらないということか。 

○委員長(山崎 仁君) 報酬審議会の招集は町長ですから。 

○８番（日置紳一君） 町民の話しを聞いていて、この人方が勝手にやるという

ことにはならないということか。 

○委員長(山崎 仁君) この人達は有識者という立場ですから。ですからそこに

町長が委嘱をして委員に就任していただき、町長がこの金額で報酬を決定した

いけれどもいかがですかということをお諮りをする。 

○８番（日置紳一君） ただ議員の報酬も町長が高いと思ったら下げるというこ

ともできるわけですか。 

○５番（芳賀芳夫君） 小さいことでなんですけれども、資料の計るという言葉

が違いますよね。ごんべんに次書いて下に口で、諮るという字ですね。 

○委員長(山崎 仁君) 字句の修正含めてご意見があればお伺いいたします。 

  今のような疑義があったらどんどん発言をしていただいて中身を知っていた

だきたいと思います。どんなことでも結構ですからテーマの①の部分で。これ

以外でも結構です、何かあれば。 

  芳賀委員。 

○５番（芳賀芳夫君） この報酬審議会の役員構成をちょっと教えていただきた

い。 

○委員長（山崎 仁君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午後３時４８分 

開議 午後４時１２分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り会議いたします。 

  休憩前にはそれぞれご意見をいただきました。特に選挙等に関しては様々な

ご意見をいただいております。まだまだあれば発言をいただきたいと思います

がいかがですか。 

  選挙公報に関しては、先ほど言った通り必要だろうということでは、議長に

お任せを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) ではそのようにお願いをいたします。 

  次に議員活動等についてでありますけれども、政務調査費等それぞれご意見

をいただいたものを網羅しているつもりでありますけれども、更に何かご意見

があればお伺いをいたします。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 政務調査費を使う使わないという最終判断は、各町村で

決める。ところが国は予算化してしまう、全国の各市町村議員に対して。その

場合に、これはあくまでも個人に対して、例えば常任委員会議会に対してとい

うことにはならないということでしょう。 

○委員長(山崎 仁君) 議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） 議員個々にはなりません。あくまでも会派、委員会のあ

れになると思います。 

○３番（向井孝一君） であれば、例えば上手に使えば常任委員会の視察だとか

に使うわけにはいかないのか。 

○議長（徳田栄邦君） それは結構です。国では予算化しません。あくまでも町

村の予算です。 

○３番（向井孝一君） それで後ほど交付金で戻るのか。 

○議長（徳田栄邦君） 交付金では戻らない。措置はないはずです。そういう決

まりはないはずです。 

○３番（向井孝一君） それではちょっと意味がわからない。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後４時１５分 

開議 午後４時３１分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り会議いたします。 

  議員活動等についてあっては、政務活動費、政務調査費について、もう少し

自治法の改正に伴った調査が必要ということのご意見がありました。新しい資
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料もお手元にお届けしましたので、もう少し時間をかけて精査をするというこ

とでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) 次に、町民会議についても積極的なテーマをもって町民

の民さんの多くにお集まりをいただけるような努力が必要だということであり

ます。他になにかあれば。基本的にそういう考え方でこれからも進め、開催し

て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) 住民会議も要望があれば積極的に出向くということで進

めたいと思います。 

  最後にあります議員出席状況についてでありますけれども、このことに関し

てご意見等があればお伺いしたいと思います。広報委員会と連動を図りという

ことですけれども、広報委員会でも大変な努力をしながらできるだけ議会活動

の内容を広報でお知らせするようにという記事作りをしているようであります。

広報委員長、何かあればご発言をいただきたいと思います。 

○４番（加藤三明君） ただ今、委員長からお話がありましたように、広報委員

会あるたびにいろいろと前向きに取り組んで改善できるものは改善しようかと

いうことで、かなり努力しているつもりでございます。それで今出席状況の時

にも前の広報委員会の話にも以前からあったんですけれども、改めていろいろ

な意見はありましたけれども、出席するのが当たり前であって改めて報告をし

なくてもいいんじゃないかという意見等ありましたし、１年間の出席簿だから

載せるのが当たり前じゃないかというような話しもあって、こういうようなこ

とが出たと思うんですけれども、その辺を皆さんにどうなのか、広報に載せる

からどうだこうだと、その辺いつも結論出ずの話しになっていた経過がありま

す。ここ暫く見たら欠席という方は本当に限られた、いろいろな事情があって

の欠席の方もいないわけではないんですけれども、出る方がほとんどですから、

そこまで出さなくてもいいんじゃないかという様々な話しは出るんですけれど

も。ひとつの義務として載せるのも方法ではないかというような話しもいつも

出るんだけれども、広報の中では結論的なものは出ずにここまで来たという経

過はあるんですけれども。 

○３番（向井孝一君） １年に１回出していなかったか。 

○４番（加藤三明君） 今年度はまだ出してなかった。年度末にどうしようかと

いう話しはしているんですけれども、今現在は。大抵今までは１２月の定例会

が終わった時点で出していたというのは。 

○委員長(山崎 仁君) 向井委員。 

○３番（向井孝一君） 私は議会議員の活動という内容を知る上でも、定例議会

ばかり町民の人達は目が行っているんだけれども、それ以外にこういう各常任

委員会だとかいろんなものがあるんだよという意味においても、私は出すべき
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だと思うんですけれども。 

○１番（村上忠弘君） 私も今向井さんが言うように、要するに我々議員はそう

いう本会議や常任委員会、臨時会だとかそういう部分だけで議員さんと判断さ

れがちなので、やっぱりいろんな広報的な部分でこういうふうに見せてお知ら

せができればやったほうがいいと思います。だから出席だとかそういうことじ

ゃなく、出る場面がこういうふうに数多くあるんだというようなことで。 

○４番（加藤三明君） 別な方法もあるだろうけれども、一番こういうのが分か

りやすいんだろうということで、以前から。 

○７番（川上絹子君） 議会だよりでかなり出してるよね、活動の。 

○１番（村上忠弘君） それはその都度出ているかもしれないけれども。 

○４番（加藤三明君） まとめたものがないということです。 

○７番（川上絹子君） これは委員会のことしか出てないから、他の活動は出て

こない。 

○３番（向井孝一君） 以前、広報のほうに月別の日程表、それは出しているん

だけどもなかなかそこまでチェックして見ないだろうし。 

○議会事務局長（勝山英敏君） 今はもうこれも出していません。 

○３番（向井孝一君） 出していないのか、そうか。 

○委員長(山崎 仁君) 局長、勝山君。 

○議会事務局長（勝山英敏君） 今議会の動きということで出してるものは、本

会議の時の始めに諸般の報告の中でやっています会務報告。それらをコンパク

トにまとめたものとして載せております。以前は月ごとに載せるのと、年間の

活動状況というのを両方。年間の活動は年間に１回ですけれども、３ヶ月ごと

のはその議会だよりごとにその前の３ヶ月の活動分を会務報告で出している部

分を載せるということでした。そういう、両方とも今は載せていないという情

況です。 

○委員長(山崎 仁君) 議会だよりを通して、町民の皆さんに活動内容を報告す

るということでありますけれども、できるだけ広報委員会にあっては内容が伝

わるような記事作りをお願いしたいということで、これはお願いですけれども。

その必要性を認めるとともにお願いをしたいということでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それでは広報委員会として対応をよろしくお願いいたし

ます。次に進んでよろしいですか。 

  次に委員会活動等についてでありますけれども、現状の常任委員会の在り方

等に関して、より議論をしながら専門性を高めていくということでありますが、

特に何か追加するようなことがあれば発言をいただきたいと思います。 

（「なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) では次に議会活動についてを。これは前回１１月１日の

特別委員会の中でも議論をいただきました。本会議主義の在り方から始まって
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それぞれありますけれども。全体の中でご意見いただきたいと思います。 

  概ねこのようなまとめになるということはご理解いただけますか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それでは全体を通して何かありませんか。 

委員長から皆さんにお諮りをしたいと思いますけれども、今日も様々なご意

見をいただきました。特に外部委員会との協議打ち合わせ等が必要な部分もあ

り、更に政務活動費等についてはまだまだ内容を熟知するに至っていないとい

うことであります。本来、特別委員会としては１２月に方向性を出し議長に答

申をするということで進めてまいりましたけれども、地方自治法の改正、標準

会議規則の見直し等様々な要因が入ってきました。特別委員会の報告とあわせ

て基本条例の一部改正も１２月に予定をしていたところでありますけれども、

ただ今説明をしたようないろんな要因が入ってきました。ここで大変１２月定

例会までの間にまとめをしながら協議も進めるというのは困難な状況かなとい

うふうにも思います。先ほど委員さんの中からご発言があったように、１２月

定例会ではなく３月まで調査期間を持ち十分な内容協議をするようにというご

指摘もありましたけれども、１２月答申ではなく３月に向けて更に協議を進め

るということで進めていきたいと委員長は考えておりますけれども、この件に

関して皆さんのご意見があればいただきたいと思います。 

  よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) 他ご意見ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それでは、本来１２月ということで進めてまいりました

けれども、諸事情により３月に答申を出すべく、委員会としては更に協議を進

めていきたいと決定をいたします。 

  よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) ではそのように進めていきたいと思います。 

  その中で、まだまだ皆さんにご相談しなければならないもの、それから協議

をいただきたいもの出てくると思います。今日出たご意見等あわせてまだまだ

考えるところがあれば、ご提案をいただきながら特別委員会のまとめとしてい

きたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

  ここまでの進めで、何か質疑があればお受けをしますけれどもよろしいです

か。 

（「なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) ではその他に入りたいと思います。 

 

◎（１）その他 
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○委員長(山崎 仁君) その他で何点かこちらからご説明いたしたいところがあ

りますけれども。まず１点目、私が先ほど言ったように、特別委員会の報告と

あわせて、議会運営委員会にお任せをいただいていた条例改正、それから様々

な諸規則の見直し等についても３月ということで先ほど言った通りであります。 

町民会議でありますけれども、これまで議会運営委員会でテーマを検討しな

がら２月には実施をしたいということで、この特別委員会の調査報告と、産業

教育常任委員会の道内視察の報告をしたいということで進めてきましたが、３

月定例会までの協議継続ということになりましたので、新しいテーマが何かな

いかということで議長から提案をいただきながら事務局で全道議長会と打ち合

わせをしてきました。その内容がありますので、局長より説明をいたさせます。 

局長、勝山君。 

○議会事務局長（勝山英敏君） 今の件につきましては。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後４時４６分 

開議 午後４時５２分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

  資料の配布が終わったようでありますので、局長より説明をいたさせます。 

○議会事務局長（勝山英敏君） (配布資料説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後４時５６分 

開議 午後５時０１分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り開議いたします。 

  町民会議の中でテーマが若干変わるかもしれません。もう少し中身について

協議を進めたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。よろしい

ですか。 

（「異議なし」の声あり） 
○委員長(山崎 仁君) それでは皆さんからもその他でなければ、特別委員会を

終了したいと思いますがよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

    ◎閉会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) それでは今日の特別委員会はこれで閉会をいたします。 

ご苦労様でした。 

閉会 午後５時０２分 


