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平成２４年  

議 会 運 営 委 員 会 

                    期日 平成２４年１１月２９日（木） 

                    時間 午後１時３０分 

                    場所 議 員 控 室 

◎議事 

 

 （１）議会基本条例の改正について                資料１ 

 

 （２）今金町議会改革活性化推進特別委員会について.       資料２ 

 

（３）議会主催の町民会議について                資料３ 

 

 （４）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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午後１時３０分 

    ◎委員長あいさつ 

○委員長(山崎 仁君) お忙しい中出席いただき大変ありがとうございます。件

案が何点かあります。どうか皆様のご協力をいただきながら進めていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎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、

議会運営委員会を開会いたします。 

  さっそく議事に入ります。 

 

◎（１）議会基本条例の改正について 

○委員長(山崎 仁君) はじめに、議会基本条例の改正についてを議題といたし

ます。内容については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) (参考資料関係、資料№１説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 説明がおわりました。まずちょっと順番が逆になります

けれども、今金町議会基本条例。以前から議論のあった字句の修正についてで

あります。これは討議という言葉を議論に変えたらどうかというお話しがあり

ました、これがまず１点。それから、法律第２条第４項の規定に基づくという

ものを、基本構想に。今まで提案したのは青の網掛けであります、今金町にお

ける総合的かつ計画的なという、この変更の２点でありました。 

まずこの２点の改正について、皆さんからご意見をいただきたいと思います。

これもまた分けてお聞きをいたします。討議を議論という言葉に置き換えるこ

とには、ご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それではまず、この部分は議論という言葉に変更すると

いうことであります。 

それから、第８条第１項、基本構想。これは条例、国の親法の中での表現の

仕方がこのように変わってくるということでありますけれども。これも２つの

パターンがあるわけですけれども、まず改正するということでは問題ありませ

んね。それではどちらかの文言を使うということなんですけれども、ただ今局

長が説明したような、町・理事者側等の整合性を考えた新しい黄色の網掛けを

使ったほうがどうかということであります。皆さんご意見があればお伺いいた

します、いかがですか。 

  村本委員。 

○９番（村本照光君） 黄色のほうが説明がついていて理解し易いかなと思いま
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すし、私は黄色のほうでいいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他委員の皆さんご意見あれば。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは第８条１項は、基本構想（今金町における総合

的かつ計画的な行政の運営を図るための計画）、このように変えさせていただき

ます。よろしいですね。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように２点決定をいたしました。 

  他に基本条例の中で改正をしたほうがいいだろうという字句、文言、言い回

しいろいろありますけれども、あればご提案をいただき議運の中で審査をして

いきたいと思いますけれども。他についてはよろしいですか。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 第９条の２番目については、討論、議論両方の言葉が入

っているんだけれども、これはこのままでいいのか。議論ということで統一し

て。 

○委員長(山崎 仁君) 事務局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) 討議を議論に変えるということで。これも討論と議論

というのをそれぞれ今までの条例のほうになっていましたので、それは一応そ

のままにはしている形に取っています。 

○委員長(山崎 仁君) 議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） ２項の場合は、本会議において結論を出す場合ですから。

当然議論を尽くした上でいわゆる討論を行なうということですから、これはこ

のまま入れておいてもらわないと困ると思います。 

○委員長(山崎 仁君) そのようなことで、討議・討論それぞれ使い分けている

わけであります。 

この他のことに関しては特にありませんか。なければまずこの２つを変更す

るということで進めていきたいと思います。 

それから逆になりましたけれども、地方自治法改正に伴う条例規則の改正。

様々あるようでありますけれども、内容が前回の特別委員会の中では詳しく知

らされていなかったという経過があります。今事務局のほうから説明があった

ように、６ヶ月の猶予期間があるようなお話であります。今金町議会としてこ

の条例規則の改正について、１２月に行なうのであれば早急な審議が必要にな

ってきます。この辺の取扱いをいかがいたすかご意見があればお伺いをしたい

と思います。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） まだ内容を把握していないけれども、６ヶ月の期間があ

れば３月でもいいんじゃないか。 
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○委員長(山崎 仁君) 他ご意見ありますか。向井委員。 

○３番（向井孝一君） 局長、委員会の簡素化と、具体的な国の狙いとするもの

はなんなのか。 

○委員長(山崎 仁君) 事務局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) 参考資料の中にあります簡素化につきましては、多分

飛んでいるかと思いますが５ページの中に、委員会の規定に関する規定の簡素

化とあるかと思います。これが内容ということで、常任委員会、議会運営委員

会及び特別委員会ということでそれぞれの委員会がありますけれども、それら

を共通したものにするということの文言の部分でございます。それの内容を改

正しようとするものが次の６ページのほうにこういった条文の変更が出ていま

す。ですからどこが簡素化になるかというと、委員の期間ですとか、議員は少

なくとも一つの常任委員になるというものや、指名の方法などを一本化すると

いうような条文の簡素化ということになるかと思います。それもその町によっ

て条文や内容が違う部分がありますので、全てこれになるのか、もしくは次の

７ページのように条文を新たに追加をするという方法と、作り方が２通りでて

くるという部分での表記です。ですからどれが変わるかということについては、

７ページ右側、改正案のアンダーライン付いた部分が新たに決めることによっ

て簡素化するという。ちょっとわかりにくい部分あるんですが。 

○委員長(山崎 仁君) 向井委員。 

○３番（向井孝一君） 過去、委員の例えば在務期間というのは２年任期でやっ

ていたと思います。それをもっと長くということでそういう議論をして今金の

場合は、在務期間についてはこうだ、ということですから、それについて議論

というのは必要なのか。 

○委員長(山崎 仁君) 今金町会議規則それから条例の中で委員の任期、それぞ

れについては謳われております、今金町の場合には。今回の地方自治法の改正

によるということは、それぞれの町に応じた条例改正、いわゆる表現の仕方を

変えたほうがいいという。６ページの例えば下の（４）ですか、この中に具体

的な例が示されております。この部分に関しては、今金町議会基本条例との整

合性を保つという必要があります。ですからただ今これが皆さんにお示しをさ

れたわけですけれども、十分な整合性を取った中で改正をしていくという。こ

れはもう条例規則・規約全てに連動するわけですから、その必要もありかなと

いうふうに私は思ってます。そこで、さきほど局長が説明の中で話していた通

り、６ヶ月、いわゆる来年の３月まではこの猶予期間がある旨の話しでありま

す。この期間を使いながら調整をするということで。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) そうです。法律は成立しましたけれども、ではそれは

いつから適用するという施行の部分がまだ出ていないんです。さきほどのＱ＆
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Ａでは２週間でやるとかいろんなやり方はあるんでしょうけれども、それも定

かではないと。それであれば今法律は決まったけれども実施する部分のものが

定かでなくても成立することは可能だけれども、いずい部分もあるとすれば、

今どうしてもそういういずさがあって１２月にというよりも、６ヶ月の間要す

るに３月の上旬までの間に施行期日が示されますので、それにあわせて今金町

の条例もそれにあわせたほうがいいんじゃないかというようなものです。今ど

うしてもやらなければいけないというものでもないですから。整った段階でや

ったほうがいいんでないのかというのが、檜山管内の事務局長の中であります

し、今金町でもそういうような形を取りたいということでの提案です。 

○委員長(山崎 仁君) まず今回示されたのは、地方自治法の改正、いわゆる標

準会議規則の改正ということですけれども、今金町は独自の基本条例をもって

規則・規約をもっています。ですからそれらの整合性を取るという作業がこれ

から必要だというふうに考えていただければよろしいかなと思います。ですか

ら、施行期日も含めてこれからの問題だということですけれども。他に発言が

あればお受けいたします。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 委員長が言われような、今金の基本条例そのものの、こ

の自治法の部分で施行の部分がまだ３月までですか、ということで、それを整

合性を取るためには今委員長が言ったように、１２月の報告を３月にまでずら

して３月の定例会でもって報告するという方向で、その基本条例そのものをよ

り合った形にすることがよろしいかと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 他ご意見があればお伺いいたします。 

  上村委員から、今、標準会議規則に関してはというご発言だと思いますが、

前段の今金町議会が基本条例を２箇所改正をする。これも含めてということで。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） でいいと思います。そうでなければ２回やらなきゃいけ

ない形になりますよね。それより１回で済ましたほうがいいんでないかと思い

ますけれど。 

○委員長(山崎 仁君) 他委員の皆さんご意見あれば。いかがですか。 

基本条例の見直しは当初から１２月ころを目指して条例改正をしたいという

ことで作業が進んできました。自治法の改正に伴い標準会議規則の改正が必要

になり、それが来年の３月に改正するのが望ましいということで今作業が進ん

でいるようでありますけれども、独自に改正しようとした基本条例もそれにあ

わせて来年の３月定例会で条例改正をするという、今ご提案があったわけです

けれども。その方向でよろしいですか。 

○４番（加藤三明君） 私はよろしいと思います。 
○委員長(山崎 仁君) 他委員の皆さんはいかがですか。 
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  議長、徳田君 

○議長（徳田栄邦君） ただ３月になるだろうという予測だけで、はっきりした

ものがまだわからないんです。この施行期日というものがおそらく３月３１日

で４月１日の施行にはなるだろうという憶測だけですから、それが果たして３

月定例会前の常任委員会なり議運にまで間に合うかどうかというのは、まだ決

定的ではないわけですから。私は基本条例は基本条例でやっぱり１２月でやっ

ておいて、委員会条例の会議規則の、この地方自治法の改正になる部分につい

ては、そのわかった時点でやったほうが私はいいんでないかと思いますけれど

も。 

○委員長(山崎 仁君) 標準会議規則を使っているところは、今言われたように

施行期日がまだ決定していないということろではまだ未知な部分がある。確か

にそうなんですが、今金町議会はいわゆる基本条例を元にした規則・規約を独

自にもっているわけですよね。ですから、それらに国のほうが示す前に、示す

後に、いずれにしても今金町議会はこうだというのはこの例にあわせてできる

わけですよね、示されたことがあっても。それはあくまでも標準会議規則を使

用している議会はそれに従うという考えだと思うんですけれど、うちはもう独

自でやっているわけですし。それから４年任期、２年任期、常任委員会のそれ

ぞれの任期に関しても、私たちは明確に４年ということで謳っているわけです

から。ここでどういうことが出てきても、その４年任期を採用しているのが３

割弱とはいいながら、独自にやっているわけですから。 

  議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） 委員長、その分だけはわかるんですよ。ですけれど今度

いわゆる常任委員会、特別委員会それから議会運営委員会、これらが一本の委

員会条例でまとまってくるものですから、それの時にいわゆる施行期日が決ま

った段階で、この通りいくかどうかというのもわからないわけですよね。それ

がはっきり、当然施行期日が出てきた時に、附則とかいろいろなものがついて

くる可能性もあるものですからね。ですから今はうちは会議規則の中でもって

いますから全部。条例の中で全部決めていますから、直ぐやらなくても特段、

４月１日からの施行に困るわけでもないですから。ですからなにもそう、この

地方自治法の改正に伴って泡食ってやらなくてもいいから、施行期日がきちん

と決まってからでもいいんでないですかということを言っているんですけれど

も。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

開議 午後 ２時１３分 
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○委員長(山崎 仁君) それでは休憩を打ち切り、会議いたします。 

  休憩中様々なご意見をいただきました。まず議会基本条例の文言の改正であ

ります。この２箇所については今までの議論の内容通りに改正をするというこ

と。それから地方自治法の改正に伴う標準会議規則等に関しても、これからも

う少し時間をかけながら、今金町議会基本条例、それから規則・規約それらと

の整合性を取りながら、３月に改めて提案をするということが主な内容であり

ました。この件に関してご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それではそのように進めさせていただきます。条例改正

等については３月に向けて調整作業を進めるということでよろしくお願いをい

たします。 

 

◎（２）今金町議会改革活性化推進特別委員会について 

○委員長(山崎 仁君) 次に、表題では主催の町民会議についてとありますけれ

ども、先に今金町議会改革活性化推進特別委員会についてを議案とします。議

案２はこの後に協議を進めるようにお願いいたします。議会事務局長に説明を

いたさせます。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (資料№３説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 議会改革活性化推進特別委員会の今後の進め方も含めて

議運にお諮りをするということであります。今ここにまとめとして資料№３が

提示をされました。これからの進め方の中でお諮りをしていきたいんですけれ

ども、具体的な事例でお諮りをします。 

調査結果、いわゆる議員提案による課題整理、選挙等について。この中で選

挙公報についてでありますけれども、選挙公報を選挙管理委員会に依頼をする

ということでまとめました。しかし選管との協議が一切されていません。これ

は特別委員会の中でこういうお話が出たということでまとめたんですけれども、

実際に発行するとなればやはり選管と十分な打ち合わせが必要になってくると

思います。そういうことを含めると、もう少しこれも精査が必要になるのかな

という気がするわけです。後に委員会本会議でもお願いをしますけれども、今

回の地方自治法の改正によるものがここにはほとんど反映をされていないとい

うことでは、更に皆さんからご意見をいただかなければならないところがあり

ます。ですからあわせまして。議長、選管との協議となるとやっぱり議長にお

願いすることになると思うんですけれども。 

  議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） 一応住民会議というふうに位置付けで、一度と選管の意

向等も皆で話し合う場を設けたらどうでしょうか。 
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○委員長(山崎 仁君) 住民会議にこれがなるのかどうか、いわゆる選管との協

議ですから。 

○議長（徳田栄邦君） だからその辺がどうだろうかということです。 

○委員長(山崎 仁君) 制度で言うと公聴人、参考人か。そういう堅苦しい話に

は多分ならないと思いますから、意見交換等も含めてその選挙公報の在り方、

それから出すにあたっての費用も当然かかりますし、それを周知していく手法

も当然必要になってきますから、この辺のところは大事なところかなと思うん

ですよ。ですからこれらも含めてもう一度中身を精査いただきながら、必要な

協議は理事者側それから選管ともしていくということにしていただければ、今

後の進めとしてありがたいと思います。それにより、１２月の報告はちょっと

無理だと、それで３月までの期間でそれらをクリアしたいというふうに思うん

ですけれども。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 今の部分については、昔は町が会議やっていますよね。

どういう経過でそういうふうになったのかということと、現実やっている部分

での問題点というのを聞きたい部分がある、可能であれば。そういう調査をし

た上で選管との協議をと思ったんですけれども。 

○議長（徳田栄邦君） 実際だけど。ちょっと休憩してください。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２０分 

開議 午後 ２時３１分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り、会議いたします。 

  議題２、議会改革活性化推進特別委員会についてでありますけれども、いろ

んなご意見をいただいた中でまとめをしてみました。内容についてはまだまだ

調査が必要な項目もあるし、それは環境の変化等に伴ってということでは、前

段に議題１でお話しをした条例改正、それからその他規則・規約についても同

じということでは、もう少し調査が必要だというまとめになりそうだと思いま

す。３月議会を目標に委員会の取りまとめを進める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) それではそのように、特別委員会の進め方を考えていき

たいと思います。 

 

◎（３）議会主催の町民会議について 

○委員長(山崎 仁君) それでは議題３に入ります。局長より説明いたさせます。 
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  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (資料№２説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） 実は先日の議長会の全国大会の時に道の勢籏局長さんと

お会いしまして、こういうふうなことを考えているのでいかがでしょうか、と

いうことでお話ししましたら、勢籏局長さんも大変喜んでくれて、今金さんで

もしやるのであれば全道の事務局としても全面的に協力してあげたい、という

ふうに仰ってくれました。非常に良いことでないかというふうに言っていただ

きましたので。ただなんせ、かなり北海道に来てから結構問い合わせであっち

こっちとまわっているので、少し金額も上がってきているかもわからないよ、

ということも言っていましたので。その辺のことも含めて、ちょっと道の議長

会の事務局のほうで全部その辺のところをちょっとやってみていただいて、そ

の結果によってまたやるかどうかの結論も出したいということで。取り合えず

今準備を進めているということだけで一つご理解をいただきたいと思います。 

○４番（加藤三明君） あの時に費用的なものがもしという話しがあったと思う

んですけれども。費用的な部分には、議員会で仮にやるとしたらどのくらいか

かるのか概算でもという話しは。 

○議長（徳田栄邦君） 最初は旅費宿泊費の他に５万円くらいということで進ん

でいました。だからそうすると。 

○４番（加藤三明君） １０万はかかるということだね。 

○議長（徳田栄邦君） １０万ではちょっと足りないかもしれないですね。羽田

から来ていただいて往復のあれと、それから長万部辺りまでだから、羽田から

千歳、長万部に来てもらって、長万部まで迎えに行くという。１２万～１３万

かかるかなという。 

○４番（加藤三明君） その辺含めて結論出せばいい。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３８分 

開議 午後 ２時３９分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を閉じ会議いたします。 

  議会主催の町民会議でありますけれども、これまで町民会議のテーマとして

は特別委員会調査報告、それから常任委員会行政視察報告等いろいろ予定をし

ながら進んできました。しかし先ほどの議題の中でもあったように、特別委員

会調査報告については３月を目途にということで報告時期がずれました。それ

により町民会議のテーマが変更せざるを得ない状況でございます。よって先ほ

ど事務局のほうから提案のありました、講演をいただいたらいかがかなという
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ことで説明をしたわけですけれども、このことにはご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは特別委員会調査報告を町民会議のテーマにする

ことが時間的に無理ということで、新しいテーマとして講演をいただくという

方向で検討を進めていきたいと思います。決定してよろしいですね。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように決定をし、相手方と連絡を取りながら可

能かどうか、実現に向かって進めていくということで了解をお願いいたします。 

 

◎（４）その他 

○委員長(山崎 仁君) その他でありますけれども、皆さんから何かありません

か。なければ事務局から。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) その他ということで、以前に委員長にもお話しをして

いたのですが、予算の時期ということで先ほども視察というお話し出ていまし

た。もしそういうところの希望ということがありますれば、当然予算の補正と

いうことにはならないので、新年の予算に向けて予算獲得も必要かなというこ

とがございます。次の定例会のための議運の時でも結構なのですが、一応そち

らのほうを念頭に置いておいて考えておいていただければ。一応１２月７日ま

でが入力の期間ですので、仮入力をしておきながら最終考えでやっぱり必要あ

るとかないとか判断ができますので、その場で予算査定の時に必要ですという

ことはちょっと言いにくいものですから、あらかじめそういうような形で入れ

ておいていただいて、両常任委員会もそうなんですがそういう段取りを取り合

えず取らさせて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。 

○委員長(山崎 仁君) 常任委員会が何日でしたか。 

○事務局長(勝山英敏君) １１日、１２日です。 

○委員長(山崎 仁君) それは７日の入力までに間に合うということですか。 

○事務局長(勝山英敏君) いえ、それも間に合わないです。議運のほうも当然間

に合いません。ですから一応７日なのでそこに仮入力ということで、昨年一昨

年、今の体制で道外行ったので国内という部分もございますが、産教に関して

は今年度も行ったわけですけれどもそれらも含めて一応仮入力して、後で取り

消すのは可能ですので、そういうことをしておきたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 上村委員。 

○６番（上村義雄君） １２月に向けて総務厚生のほうで委員に少し諮っていた

ところ、何人からこういうテーマでもって視察行ってきたいという人が来てい

るので、今言うように仮予約みたいな形で。ただ委員全員でのあれは諮ってい

ないからですけれども、是非来年の新年度の中でもって実施したいと思ってい
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るので、その分をよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 産業教育は何か予定や考えはあるのですか。 

○９番（村本照光君） まだ具体的に考えはないですが、念のためお願いしたい

と思います。 

○事務局長(勝山英敏君) 予算査定が１２月末ぎりぎりなので、常任委員会であ

る程度骨格ができたらそれについて肉付けではないですがして、企画立案のほ

うもしてやっぱり査定の時には臨まないといけないと思いますので、その辺も

お考えを示していただければと思います。 

○委員長(山崎 仁君) ちなみに道内か道外か。 

○６番（上村義雄君） 今の予定では秋田ということですから道外。 

○議長（徳田栄邦君） できればここ道内ばっかりですから、東北あたりまで足

を運んでみてはどうですか。 

○委員長(山崎 仁君) 皆さんからご意見をいただきなが進めたいと思うんです

けれども。決して道内道外どことは限定しませんから、テーマによって、議運

の場合だと議会運営に資するものはすべて勉強だと思っていますから。 

○議長（徳田栄邦君） 仮入力するなら道外と道内とは大分違うから。 

○事務局長(勝山英敏君) そうなんです。だから内容によっては基本条例ができ

た段階では以前の任期中に一度ずつというパターンが崩れるというわけではな

いが、義務的ではなく企画立案をして自らがというような基本がある中では、

道内と道外はやっぱり。基本的には一度ずつにしないとすべてがなんでもあり

というふうにはならないんでないかなと私は思います。それを査定等へ持って

いった時にその辺の考え方がありますので、一応前のそれがなくなったと言い

ながらやっぱりそれらも若干踏襲しながら方向先を決めなければいけないのか

なといふうには思っています。 

○委員長(山崎 仁君) 議長もどう判断されるかはわからないんですけれども、

道内道外一回ずつということを踏襲しながらというのは私はないと思います。

やはりテーマや目的と視察先、委員の皆さんがそれなりに意志を持っていかれ

るわけですから、限定はまずするものではないという。ただできればそれが成

果に繋がるような、議会発言においても委員会の報告についても、すべてにお

いて議員の資質向上のためという目的があるわけですから。私は必要に応じて

お願いをするという姿勢は大事だと思うんですけれども、いかがですか議長。 

○議長（徳田栄邦君） その通りだと思います。 

○委員長(山崎 仁君) ということであれば、総務で道外ということであれば道

外の予算を仮押さえにしても押さえていただきながら。後で足りないようこと

がないようにしてもらわないと逆に困ると思うんです。ですから産業教育常任

委員会においてもそれなりのことがあれば、仮押さえというのか、協議をいた

だきたいと思います。議運としてはたくさんある中で７日くらいまでには、そ
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れまで皆さんからのご意見をお伺いしたいと思いますから、もしあれば事務局

を通して私のほうに届けていただき、私も考えますから。３日の本会議の前の

日くらいまでに、それぞれお考えをいただければ。３日の日にも議運がありま

すからそれまでに。 

○事務局長(勝山英敏君) ９時半です。 
○委員長(山崎 仁君) いかがですか。視察が必要であればもう少し時間もらっ

て、９時半で、本会議終わってからまたやりますか。 

○議長(徳田栄邦君) １１時から行革本部会議が入っているんですよ。ですから

１０時から臨時会やって早めにおそらく終わると思うので、その後ちょっと私

今回被災地視察をしてきましたので、その結果報告で５分くらいさせていただ

きたいと思っておりますので。その後議運を開いても１１時まで終わるのであ

れば。 

○委員長(山崎 仁君) 議会本会議はなにがあるかわかりませんから、９時から

議運を開いて。 

○事務局長(勝山英敏君) ９時にしますか。 

○委員長(山崎 仁君) はい。もし足りなければ本会議が終わってから１１時ま

での間協議をいただきたいと思います。 

○議長(徳田栄邦君) ９時半で案内を出していたんだけれども。 

○事務局長(勝山英敏君) いえ、案内は明日、臨時会の開催案内と議案と議運の

案内を、明日出す予定で作ってはいました。 

○委員長(山崎 仁君) それにあわせて視察等があればご提案をいただきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

  その他は。なければこれで議運を終了したいと思いますけれどもよろしいで

すか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

    ◎閉会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) それでは本日はこれで終了いたします。どうもありがと

うございました。 

 

閉会 午後２時５１分 


