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平成２５年 第１回定例会 

議 会 運 営 委 員 会 

                     期日 平成２５年３月４日（月） 

                     時間 午前８時５９分 

                     場所 議 員 控 室 

◎議事 

①平成２５年 第１回定例会の運営について 

協議案第１号 

  平成２５年 第１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 

            諮  問       １件 

            条  例      １６件 

            補正予算       ７件 

            単行議案       ２件 

            予  算       ８件（計３６件） 

 

   （２）議会提案  請  願       １件 

            陳  情       ５件 

            推  薦        件 

            議員の派遣       件 

            選  挙        件 

 

   （３）議員提案  発 議 案       ３件 

            会 議 案       １件 

            意 見 案       ２件 

 

   （４）委員会提案 委員会調査報告    １件 

            委員会行政視察報告   件 

 

協議案第２号  一般質問について 

提出期限 ２月２８日（木）午後０時まで 

  （別紙のとおり） 

 

協議案第３号  会期の予定について 
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           ３月１１日（月）から１５日（金）まで（５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） 

 

協議案第５号  会期中の会議録署名議員の順序について 

           １１日  ５番 芳賀 議員  ６番 上村 議員 

           １２日  ７番 川上 議員  ８番 日置 議員 

           １３日  ９番 村本 議員 １０番 山本 議員 

           １４日 １１番 村瀬 議員  １番 村上 議員 

           １５日  ２番 山崎 議員  ３番 向井 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 

           議案第１～４、１８号 今金町条例制定について 

                             （保健福祉課） 

          ＊産業教育常任委員会所管 

           議案第５～１２号 今金町条例制定について 

                             （公営施設課） 

          ＊報告事項 

            (1) 議案第１４号 今金町条例の一部改正について 

            (2) 住宅リフォーム助成事業の概要について 

                             （産業振興課） 

 

協議案第９号 議会費の２４年度補正予算（案）について 

議会費の２５年度予算（案）について 

 

協議案第１０号 その他 

          ①議会開催のお知らせについて 
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           （別紙のとおり） 

 

         ②議会終了後の懇親会の開催 

            と き ３月１３日（水）１７時４５分から 

            ところ 由浅食堂 

            ※退職者の送別会を兼ねて実施する。 

              （高島課長、小林給食センター次長） 

 

          ④議会だより用写真撮影のため、議場に入ります。  

 

          ⑤今金町議員会総会、今金町森林・林業・林産業活性化議

員連盟総会について 

            と き  平成２５年３月  日 

            昨 年  議会開会の３月６日ナイター議会までの間 

 

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 

 

○欠席委員（１名） 

 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) おはようございます。３月定例会に向けての議会運営委

員会であります。今日もご審議をいただきたいと思います。どうぞよろしくお

願いをいたします。 

 

◎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。先般は２日間に渡りましてそれぞれ

の常任委員会ご審議賜りまして本当にありがとうございました。そんな中でも

そんなに多くのご意見或いは質問、或いは提言等無かったわけでありますけれ

ども、想い的なものについては少しく通じてきているのかなと思います。ただ

個々の問題も随分有るわけでありますから、後ほどお願い申し上げたいと思い

ますが、まだ全体で説明が足りないと思っている部分もございますので、この

議運の中で合同委員会の開催についてご配慮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。 

  今回の議会でありますが、議案数が非常に数多くあるわけでありますが、と

りわけその中で人事案件もございます。同意案件が２件ありまして、今金町の

監査委員につきましては現在任務を果たしていただいております天井幸雄さん

に継続してお願いを申し上げたいという想いで提案をさせていただきたいと思

っております。固定資産税の評価審査委員会の委員さんにつきましても、今実

際行なっていただいている平野さんにつきましても以前から辞退の申し出を受

けているわけでありまして、新しい人選の中でその道に詳しいということから、

町の職員であった重田実さんに是非お願い申し上げたいということで提案を申

し上げているところであります。諮問につきましては、人権擁護委員の候補者、

これは法務局のほうから町から推薦して下さいという手続きがあるわけであり

ますけれども、その中で今、今度は８期目になるわけでありますけれども、大

谷長皓さん。今この地域のほうの代表も担っておりまして、なんとか町としま

してもその方を推薦したいという想いを持っておりますので、議会のほうにお

諮りを申し上げながら事務を進めていきたいと考えておりますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

  とりわけ、今回は今申しましたようにたくさんの案件があるわけであります

けれども、国の一括法の係わりで、今まで国の基準通りにという部分があった

わけでありますけれども、町の裁量の中でできる条文もできたわけであります。

ただ今直ぐにという形にはなかなかなりませんが、ただこれが果たしていいの
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かどうかというのは、事務方と実際お金を出す方の部分の中では、国の基準に

照らし合わせていかなければ、あまり大幅な町の独自の裁量の中で進めていく

かということについては、これから十分に練っていかないといけない部分があ

るわけでありますけれども、少しくは緩和されてきているという、町の裁量の

中で少し構造等々を含めてその想いを果たすことができますよ、という内容に

ついての一括法に基づいた改正をしているところが主になるわけであります。

いずれにいたしましても、まずそういう条例の制定についてきちんと整備をし

ていかなければいけないという手続き上の問題もありますので、きちんと整理

をさせていただきたいと思います。 

  先ほど申し上げました、まずそれぞれの所管のほうでは説明をしているわけ

でありますけれども、全議員のほうに説明を申し上げていかなければいけない

ということから、権利の放棄或いは土地開発基金、この間の手続きをしており

ます。そういう部分等々含めてですね、説明を加えさせていただきたいと考え

ております。よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  あとは内容については、副町長から説明をしていただきたいと思います。 

 

◎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２５年第１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２５年第１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) おはようございます。それではご説明申し上げます。３

月定例会に提案を予定しております議案につきましては３６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。理事者には出席ありがとう

ございました。退席をお願いいたします。 

  次に、議会提案・議員提案・委員会提案について、を局長に説明いたさせま

す。資料２～７です。 

  局長 勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料２～７説明、記載省略) 
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○委員長(山崎 仁君) この件に関してはいかがですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時２０分 

開議 午前 ９時２５分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り、会議いたします。 

  この請願書については願意妥当ということでよろしいですね。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に、資料３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３説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) それではお諮りをいたします。 

陳情第１号、憲法をいかし地方自治および地方財政の拡充を求める意見書提

出に関する陳情、この取り扱いについてをお諮りいたします。 

これまでの例の通り取り扱いをしな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) では次に、公務公共サービスを担う非正規雇用労働者の

雇用安定と均等待遇実現を求める意見書提出に関する陳情、この件に関しては

いかがですか。 

取り扱いをしな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) 次に、陳情第３号、平成２５年度地方財政対策に関する

意見書。この件に関しては、北海道町村議会議長会からの要請であります。 

  これは取り扱いをす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) 次に陳情第４号、自治体財政の確保と地方分権の確立を

求める意見書。これはいかがいたしますか。 

取り扱いをしな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) 次に陳情第５号、札幌航空交通管制部の存続・充実を求

める陳情書。これはいかがいたしますか。 

取り扱いをしな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) 次に陳情第６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。これはいかがいたしますか。 
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取り扱いをしな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、陳情第３号のみ取り扱いをするということで

決定をしてよろしいですか。 

（｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に、資料４です。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料４説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 発議案３件についてをお諮りいたします。今金町議会基

本条例の一部を改正する条例制定。改正は１件だけであります。 

これでよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 提案者はいかがいたしましょうか。 

  本会議によってこの発議案を朗読説明をする提案者はどなたがよろしいでし

ょうか。 

議運の委員長でよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではその通り決定をいたします。 

  次に発議案第２号、議会委員会条例の一部を改正する条例であります。この

内容についてはよろしいですか。 

○議長（徳田栄邦君） ちょっと休憩していただけますか。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時２８分 

開議 午前 ９時３５分 

 

○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。 

  この件に関しては、字句の訂正及び条文の追加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) ではこの条例の一部を改正する条例制定についての提案

者はいかがいたしますか。議運の委員長でよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように決定をいたします。 

  次、発議案第３号、委員会の閉会中の継続調査についてであります。まず議

会運営委員会でありますが、本日皆様にお諮りをいたします。議会の運営に関

する事項、議長の諮問に関する事項ということで、閉会中の継続調査申出書は

これでよろしいでしょうか。 
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（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) では議運はこのように決定をいたします。 

  更に、総務委員会継続調査申出書はこれでよろしいですか。 

○６番（上村義雄君） よろしいです。 

○委員長(山崎 仁君) はい。では皆さん、この通りに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) 次に産業教育常任委員会委員長、これでよろしいですか。 

○９番（村本照光君） はい。よろしいです。 

○委員長(山崎 仁君) 皆さんもよろしいですね。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に、公報発行常任委員会委員長、この件でよろしいで

すか。 

○４番（加藤三明君） はい。 

○委員長(山崎 仁君) 皆さんもこの提案でよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) そのように、委員会の閉会中の継続調査を本会議で提案

をお願いいたします。 

  これは議長からで特別朗読等はないということでよろしいですね。 

  次に、資料５であります。今金町議会会議規則の一部を改正する規則制定に

ついて。 

局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料５説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 会議規則の一部を改正する規則制定であります。内容に

ついてはいかがですか。これも一事不再議の字句の訂正、更に公聴会、参考人

制度を追加をするという。あとはそれぞれ条文が変わるという。 

○事務局長(勝山英敏君) 繰り下げになります。途中で２章入っています。 

○委員長(山崎 仁君) よろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは、そのように決定をいたします。 

  それでは、提案者はいかがいたしましょうか。 

議運の委員長でよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) そのように決定をいたします。 

  次に、資料６、意見案第１号であります。これは先ほど、陳情書が出ました

１件と、それから請願書が出た１件。これを意見案として提出をするというこ

とであります。 

  意見案第１号を朗読して説明いたさせます。 
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局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料６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 ９時４６分 

開議 午前 ９時４７分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り、会議いたします。 

  訂正箇所があるようでありますので、それを修正して本会議で提出をするよ

うにお願いをいたします。 

○事務局長(勝山英敏君) 意見案２のほうにつきましては、採択が終わってから

ということで追加日程のほうで提出する予定になります。 

○委員長(山崎 仁君) では、そのように決定してよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に資料７であります。 

  特別委員会報告であります。この件に関しては、先日特別委員会において字

句の内容の修正を了解をいただきました。よって、ここにある特別委員会報告

をもって成案としたいと思いますがよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○事務局長(勝山英敏君) この報告も朗読あります。 

○委員長(山崎 仁君) それでは、特別委員会委員長報告でよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

 

◎協議案第２号 一般質問について 

○委員長(山崎 仁君) 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。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料８ 日置紳一議員一般質問朗読 記載省

略) 

○委員長(山崎 仁君) 日置委員の一般質問ですが、いかがですか。 

（｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) では次に、向井議員の一般質問を朗読いたさせます。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料８ 向井孝一議員一般質問朗読 記載省

略) 

○委員長(山崎 仁君) 向井議員の一般質問であります。よろしいですか。 

（｢異議なし｣の声あり) 



 - 10 - 

○委員長(山崎 仁君) 次に、村上議員の一般質問です。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料８ 村上忠弘議員一般質問朗読 記載省

略) 

○委員長(山崎 仁君) 村上議員の一般質問はいかがですか。 

（｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に、村本議員の一般質問であります。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料８ 村本照光議員一般質問朗読 記載省

略) 

○委員長(山崎 仁君) 村本議員の一般質問であります。よろしいですか。 

○９番（村本照光君） ちょっと字句の修正よろしいですか。構畜連携とあるが、

「構」は耕作の「耕」なので、すみませんが。 

○委員長(山崎 仁君) よろしいですか。 

  それでは、一般質問は以上の４件ということでよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○９番（村本照光君） すみません。これ配布前に訂正してもよろしいですか。 

○委員長(山崎 仁君) 議運の資料ですから、正式に皆さんに渡るのは違う文章

でということで。 

○９番（村本照光君） はい。 

○委員長(山崎 仁君) 他に気が付いた字句の訂正が必要という部分はありませ

んでしたか。なければ、以上のように一般質問を決定したいと思います。 

  １０時１０分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前 ９時５７分 

開議 午前１０時０９分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り、会議いたします。 

 

◎協議案第３号～第７号 一括議題 

  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９～１１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９～１１説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 第１回定例会の議事日程であります。今回はナイター議

会を予定して、一般質問、更に行政執行方針等も６時からということでありま

す。初日の日程はこれでよろしいですか。 

（｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 議運の報告は、できれば９時半頃を目途にということで
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いいですね。 

○事務局長(勝山英敏君) そうですね。９時半までに集合となっておりますが、

再度合同委員会の時にも周知して、９時半までに来ていただいて、９時半から

この議運の報告をして余裕を持ってということですので。 

○委員長(山崎 仁君) そのようなことで皆さんもよろしくお願いをいたします。

それから日程ですけれども、二日目はこの日程でよろしいですか。 

（｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは二日目、更に３月１３日の予定であります。局

長から説明した通り、１５日までの会期ですので、会期の中で議運を適時開催

をしながら進めていきたいと思います。これはよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは三日目の日程第１０、１１。請願第１号と意見

案第１号でありますけれども、これを朗読し提案をする議員を決めていただき

たいと思います。 

請願第１号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願。産教委員長でよろしい

ですか。 

○議長（徳田栄邦君） いや、請願は紹介議員がやるものですから。 

○委員長(山崎 仁君) であれば、村瀬議員にお願いするということですね。 

○事務局長(勝山英敏君) はい。 

○委員長(山崎 仁君) 意見案第１号、地方財源等に関する意見書はいかがいた

しましょう。これは総務ですか。 

○事務局長(勝山英敏君) 総務です。 

○委員長(山崎 仁君) では総務委員長お願いいたします。 

  あと日程追加に対してもよろしいですか。 

○議長（徳田栄邦君） 追加日程のほうは要するにこれ。 

○事務局長(勝山英敏君) 追加日程のは請願の部分ですので、それで朗読確かし

ていますので、そこのほうでは省略でやっていたような気がします。同じよう

なのは２回朗読していないと思います。 

○議長（徳田栄邦君） そうですか。 

○委員長(山崎 仁君) それではこのように決定してよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではよろしくお願いいたします。 

  次に資料１０、会議出席要求であります。これもよろしいですね。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 資料１１、出席者の通知であります。これもよろしいで

すね。 

（｢はい｣の声あり) 
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○委員長(山崎 仁君) 次に協議案第５号であります。会期中の会議録署名議員

の順序について、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) (事務局長説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 協議案第５号、会期中の会議録署名議員ですが、以上で

よろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 次に協議案第６号～７号でありますが、先ほど資料１０、

１１で説明をいたしました。これもこの通りでよろしいですね。 

（｢はい｣の声あり) 

 

◎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を議題と

いたします。この件に関しましては副町長から先ほど提案がありました。総務

厚生常任委員会所管では、議案第１号～第４号まで、更に第１８号と、今金町

条例制定について。産業教育常任委員会では議案第５号～１２号、今金町条例

制定について。あと報告事項がそれぞれ１と２、議案第１４号今金町条例の一

部改正について、住宅リフォーム助成事業の概要について、それぞれあります

けれども、合同委員会の開催はこれでよろしいですか。 

（｢よろしい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それではそれぞれ、３月６日午前９時ということで。よ

ろしいですか。 

○３番（向井孝一君） １０時ではなかったか、最初。 

○事務局長(勝山英敏君) 多分、いつも９時だと思います。 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように、それぞれ常任委員会連盟で招集をお願

いいたします。 

○９番（村本照光君） １０時になっている。 

○事務局長(勝山英敏君) １０時でしたか。ボリュームが多くなったものですか

ら、９時からでお願いしたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) ９時でよろしいですね。 

（｢よろしい｣の声あり) 

 

◎協議案第９号 議会費の平成２４年度補正予算（案）並びに 

議会費の平成２５年度予算（案）について 

○委員長(山崎 仁君) 次に協議案第９号、議会費の平成２４年度補正予算、更

に２５年度予算案についてを事務局より説明いたさせます。 

  局長、勝山君。 
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○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料１２説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 議会費ですけれども、よろしいですか。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） この会議録作成業務委託というのはどこの会社なのか。 

○委員長(山崎 仁君) 局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) ぎょうせいへお願いをしています。いろんな議会関係

の雑誌関係をやっている、北海道の株式会社ぎょうせいというところで、これ

につきましては本会議のみの会議録の作成ということです。あと臨時会、特別

委員会、常任委員会につきましては職員でおこしております。 

○３番（向井孝一君） 先ほど年間１００万予算計上していると。ホームページ

であれする部分というのはまた別の会社に委託しているのか。 

○委員長(山崎 仁君) 局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) ホームページにつきましては職員で載せております。 

○委員長(山崎 仁君) よろしいですか。 

○３番（向井孝一君） はい。 

○委員長（山崎 仁君） 他になにかありませんか。 

  議会費については議運の説明の中でも特に皆さんに全議員にわかるように説

明をお願いいたします。では終わってもよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

 

◎協議案第１０号 その他 

○委員長(山崎 仁君) 次に協議案第１０号、その他でありますけれども、まず

議会開催のお知らせについてであります。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (事務局長資料１３説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 議会開催のお知らせですけれども、よろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは、このように３月９日朝刊に折込をするという

ことでよろしくお願いをいたします。 

  次に、その他の２であります。議会終了後の懇親会の開催ということであり

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) これは議員会主催による懇親会ということで、よろしい

ですね。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではそのようにお願いいたします。 
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  次に、議会だより用写真撮影ついてです。 

  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) まず、議会だより用の写真撮影ということでは、一般質

問とそれから傍聴の方がいられたらそこと、ということで適時中に入って。 

○事務局長(勝山英敏君) 事務局で撮るか、向こうのほうに頼むか検討しており

ますが、いずれにしても写真はまた。 

○３番（向井孝一君） 撮影の時に、一番最初の原稿を読んでいる状態での撮影

じゃなくて、再質問で向き合っている時の写真を撮ってほしい。 

○事務局長(勝山英敏君) やっぱり一つ目は原稿重視でいくのでどうしても目を

上げるのが難しい部分がありますので。やっぱり２回目からは考えの中で話を

するのに顔を上げてするので、その辺でということで前回は両方をやらせてい

ただいて、またそのようにしたいと思います。 

○委員長(山崎 仁君) それぞれ対応をお願いいたします。それから議員会総会、

森林・林業・林産業活性化議員連盟総会、それぞれ総会がありますけれども、

定例会終了後ということでよろしいですか。 

  上村委員。 

○３番（上村義雄君） ナイター議会までの間ということか。 

○事務局長(勝山英敏君) これは昨年の場合ですね。 

○委員長(山崎 仁君) 上村委員。 

○６番（上村義雄君） 時間的な部分ですけれども、定例会終了後ということに

なればまた改めて日程を組まないといけないことも出てくる可能性もあるので、

できれば昨年行なわれたように、要するに補正終わった時点、そしてナイター

までの間に時間があればその時間帯で組んでいただければ非常にありがたいと

思います。 

○事務局長(勝山英敏君) わかりました。 

○委員長(山崎 仁君) ではそのように、事務局等の準備をよろしくお願いいた

します。 

  それでは以上でよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではその他で、皆さんから何かあれば。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） 合同委員会の部分ではそれぞれの所管の部分で合同委員

会の事務を進めるという形でよろしいんですね。 

○委員長(山崎 仁君) それは両委員長のうちあわせで進めていただければ。 

○９番（村本照光君） 俺はいいんだけれども、これで。 

○６番（上村義雄君） 先に総務厚生のほうが合同委員会で先にアレすると思う
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ので、そういう、私のほうの終わった時点で入れ替わってやるというような。

案件も多いわけですから、そのほうがいいと思うのですけれども。 

○委員長(山崎 仁君) そういうことであれば理事者側にその旨申し入れをして、

総務厚生、次に産業教育という、常任委員会ごとに分けて説明をいただくよう

にお願いいたします。よろしいですか。 

（｢よろしい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) あと皆さんからなにかありませんか。 

  暫時休憩いたします。 

 

 休憩 午前１０時３９分 

本休憩 午前１１時０９分 

 開議 午前１１時１４分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り、会議いたします。 

  その他でありますけれども、３月２２日に開催予定の議会主催の町民会議の

進行について、皆さんにお諮りをしたいと思います。まずここまで決定してい

る部分では、日付はまず３月２２日（金）でよろしいですよね。時間は６時半

でよろしいですか。今までは６時開会でしたけれども。いかがいたしますか。 

○４番（加藤三明君） ６時半でもいいのではないか。 

○委員長（山崎 仁君） それでは、６時半という決定でよろしいですか。 

（｢よろしい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 勿論、町民センター２階を確保してあります。 

では次に全体の集合時間。その他にありますけれども、準備が必要です。全

体の集合時間は５時でいいですか。 

 それでは、今までが６時開会５時集合で。 

○事務局長（勝山英敏君） いえ、今まではやっぱり６時半で５時ですね。１時

間前ですね。 

○委員長（山崎 仁君） 失礼しました。６時半開会、５時半集合です。 

○事務局長（勝山英敏君） 前段のいろんな機器関係は事務局で先にやってます

から、最終的に椅子並べとかそういう部分をお願いしたいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 受付はもう６時くらいからできるのですか。 

○事務局長（勝山英敏君） はい。 

○委員長（山崎 仁君） はい、わかりました。 

次に、役割分担を先に決めますか。 

○９番（村本照光君） そうですね。 

○委員長（山崎 仁君） では全体進行、司会です。 

○９番（村本照光君） 村瀬さんか。 
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○事務局長（勝山英敏君） いや、今までの例でいきますとでいいですか。議長

は挨拶だけで、中身の運営は議運の委員長がやっています。それから回答のほ

うについても、受けて議運の委員長から全体進行ですから、誰々さんどうです

かとこう振ってやっていただきました。 

○議長（徳田栄邦君） 今まで通りでいいんじゃないのか。 

○事務局長（勝山英敏君） 今度は報告とこれが、議運の正副がちょうどあたっ

てますから。他の方がどうかなと。 

○３番（向井孝一君） 閉会の挨拶とかか。 

○事務局長（勝山英敏君） そうです。 

○委員長（山崎 仁君） 進行は村瀬副議長で、記録が誰か。 

○３番（向井孝一君） 芳賀さん。 

○議長（徳田栄邦君） 事務局にお願いしたらいいのではないか。 

○委員長（山崎 仁君） あとそれぞれ、個々皆さんもメモくらいのものはして

おいていただいて、最後に付け合わせをするということで、事務局お願いしま

す。 

○事務局長（勝山英敏君） はい。 

○委員長（山崎 仁君） 片付けは全員でやるということで。 

次に、開会挨拶ですけれども、議長よろしくお願いします。 

それから報告議題についてですけれども、議題はこれでよろしいですか、こ

の２件。 

（｢よろしい｣の声あり) 

○委員長（山崎 仁君） それでは説明者もここにあるように、お願いをしてよ

ろしいですか。 

（｢よろしい｣の声あり) 

○委員長（山崎 仁君） では報告議題は以上です。 

質疑応答については、全体進行の中でそれぞれの議員に答弁をいただくとい

うことで、よろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長（山崎 仁君） では答弁者は全員ということで。 

○事務局長（勝山英敏君） これで、全体進行の人が受けて、全体と言っても誰

になるかわからないけれども、でもその指示は同じく副議長にしていただくと

いうことで。 

○委員長（山崎 仁君） 議会に対する要望意見提言等でありますけれども、こ

れもその他ということで進行をしていただくということで、よろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長（山崎 仁君） あと閉会の挨拶は、村瀬副議長にお願いをするという

ことでよろしいですか。総務委員長、副議長とダブるということであれば。 



 - 17 - 

○６番（上村義雄君） いや。 

○９番（村本照光君） いや、いいんじゃないか。人がいないわけでもないし。 

○委員長（山崎 仁君） いかがですか、閉会挨拶は。 

○議長（徳田栄邦君） 取り合えず副議長でいいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 他の皆さんいかがですか。 

○９番（村本照光君） 閉会の挨拶だもんね。 

○委員長（山崎 仁君） よろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○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。 

  閉会が何時になるかわかりませんけれども、この後なにか考えるんですか。

反省会など。おそらく懇親会ということで、開催するということでよろしいで

すか。議員会主催でいいですか。 

○４番（加藤三明君） この時ですか。それはいいですけれども。 

○委員長（山崎 仁君） よろしいですか。 

（｢はい｣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。 

  これも１１日に議運報告の中でやります。町民会議の今決まったことを報告

いたします。先ほど話しがありましたけれども、特別委員会報告の中での考え

方ですけれども、これはいかがいたしますか。できれば意志統一をしていただ

きたいというふうに思いますし、町民会議で質疑があった時に答弁をどなたが

するのかはわかりませんけれども。 

（上村議員がなにごとか言う声あり） 

○委員長（山崎 仁君） その件に関しては、議員発議ということもできますし、

議長発議ということで特別委員会の設置もできますから。ですから委員の皆さ

んいろんな意見があるのはこれはもう承知はしていることでありますけれども、

議長から諮問をされれば特別委員会の設置をしながら協議をしていくと。その

中で具体的にじゃあどうするんだということも十分な協議ができるということ

で。ここで特別委員会を作れば減らすんだろ、という話しが出るかどうかとい

うのはまたちょっと違うことなのかなという気がするんですけれども、議長ど

うですかその辺は。 

○議長（徳田栄邦君） できれば議長発議で設置をお願いしたい。 

○委員長（山崎 仁君） そこまでの議長発議ということを念頭に置いての今の

具体的な発言ですから、委員の皆さんにもそこのところを理解いただければ。

決して減らすために開催、設置をするんじゃなくて、町民の声を聞いて最後は

議会が決めるんだという意志統一ができればと思うんですが、いかがですか。 

○４番（加藤三明君） いいんじゃないですか。 

○３番（向井孝一君） であれば、白紙だとか現状維持だとかは一切触れないよ
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うに。 

○委員長（山崎 仁君） 先ほどから言っている白紙というのは、ここの言葉が

現状という言葉をここに入れてませんから、それは表向き。内部では１２名の

意志統一はできていても。なんて言うのか、これの言葉を変えたキッカケがこ

の議会運営委員会ですから、この中の話ということを押さえていただければ。 

  報告するまではすべて案ですから。案の中ではいろいろとあったという。そ

れではこの言葉通りです、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） この件に関して、全体の中でまたこれを承認をいただ

いていますから、この通り報告をされるということでは１１日、議事進行の中

ではこれが出てきますので、そういうことでご理解をいただきたいと思います。 

  あと、その他でなにかありませんか。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) そうすると、今議題にありましたその町民会議につい

てはこの２つだけで、以前のその選挙等に絡む部分については今回出さないで、

特別委員会の中で設置をした中で進めるということで。議会基本条例の中の町

民会議の中ではそういう意見等も、今現在では要望意見ということで大括りに

なっていてなかなか意見等は出ないんですけれども、そういう部分の中に今回

今まで話されたその特別委員会の報告に絡む選挙等の部分については触れない

で、この２本だけでやるということでいいですかというか、そういうふうにな

るのでしょうか。 

○議長（徳田栄邦君） いや、当然町民の中から意見が出た場合には、それに対

して答えていかなきゃならないので、それは議会からは投げかけないけれども

向こうから出てきた段階で、投げかけはしなくてもいいと思います。 

○事務局長（勝山英敏君） しなければ、多分出ないと思いますが。 

○議長（徳田栄邦君） 出ないなら出ないで。 

○事務局長（勝山英敏君） いや、それでも。特別委員会を作って改めてそうい

うお題目でやるのであれば出るけれども、それを出さないでただやっただけで

は意見を聞いたという話しにはならないのではないかと思うんです。 

○議長（徳田栄邦君） 今回の議会報告会では、別にそれを作るとかまだ作らな

いとかの話は出てきませんから。 

○事務局長（勝山英敏君） 出さないんですよね。 

○議長（徳田栄邦君） 出さないですから。 

○事務局長（勝山英敏君） ですからそうすると、町民報告会、議会報告会のほ

うは、そういうこともお題目に上げて当然やってもいいんですよね。 

○議長（徳田栄邦君） いや、これは２４年度中の議会報告会だから。ですから

こっちから投げかける必要はないと思いますよ。それで特別委員会報告に対し
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て皆さん方から何かあれば、そこで答えていけばいいだけの話であって。 

○委員長（山崎 仁君） だからさっき確認してもらったんですよ。この報告を

して、町民の参加者からの質疑があれば、これから議長にご配慮いただきなが

ら協議するような機関を作ってもらうということが答弁の中にあれば、それ以

上突っ込んだものはまず必要ないという。で、作るかどうか、今議長がここで

念頭にあるよと言っただけのことであって、実際はまだなにも動いてないわけ

だから。ここで設置をしようという決定は一切無いんだから。だから今の話が

町民の声を聞いてないんじゃないかということは、これから聞こうというため

に設置すると言っているんだから。 

○事務局長（勝山英敏君） 町民会議のその報告会の中でもそういうのをやって

もおかしくはないんですよね。ですからやっぱりそういう報告が出てそういう

のが、もう報告をしてそういうのをやるということになっているわけだから、

直近の２４年度ではあるとは言いながら、やっぱり直近のそういう意見を直ぐ

聞くような形を。 

○委員長（山崎 仁君） 議長発議で３月定例会で設置が決定をして設置してし

まったら、設置しましたとここでは言えるんです。だけど３月定例会で設置の

話しがなくて、無い話を出来ない。議長がそれを視野に入れている、念頭に置

いているというのは、置いているということだけであって、具体的に動くのは

定例会でこれを、それも議運を通して設置をしますよという、こういう流れが。

だから決まってないことは喋れない。 

○事務局長（勝山英敏君） それは特別委員会設置後のことですけれども、基本

条例の中では住民報告会というのはもうやれることになっているわけですよね。 

○議長（徳田栄邦君） だから意見は聞くよ。 

○事務局長（勝山英敏君） だからその聞くのは、お題目を出さないと。 

○議長（徳田栄邦君） だけど、なにも出さなくても。町政全般に渡って何かあ

りませんかと、議会全般にあたって何かありませんかということを聞くんだか

ら。 

○委員長（山崎 仁君） 議会に対する要望意見があればお受けをします、とい

うことはここで謳っているわけですから。その議会側からの報告の他に。です

から議会から報告したこの特別委員会報告の中で、何考えているんだとなった

らさっきの答弁になるし、そこで出なくて要望意見で皆の声を聞けと言われた

ら、それは議長にお願いをしてこれから対応を考えるということでは、駄目な

のですか。それはどうなのですか。 

○事務局長（勝山英敏君） 進みが遅くなるかなというふうにちょっと懸念され

ただけですが。 

○委員長（山崎 仁君） 上村委員。 

○６番（上村義雄君） 局長の言うこともわからないわけではない、こうやって
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議論しているわけだからそれがわからないわけではないんだけれども、実質そ

の報告の中でもってそういう参考人とかを基本条例に則ってやります、それが

望ましいという形で報告するわけで。その部分について、ではどうなんだとい

うその議会報告会で町民から意見が出た時には、今委員長が言ったように議長

の配慮でもってそういう特別委員会を設けるという、そこまで言わなくても議

長の配慮でもってそこに行くように努めますということで、答えておくだけで

いいと思います。でそれを設置して、３月に設置になるのかそれとも。それは

先のことだからわかりませんけれども、設置してアレした時点でその中でもっ

て参考人意見やらそういう部分を今度実際に具体的にそういう行動を取るとい

う。その結果聞いた後で、その特別委員会の今度は逆に報告をしながらこの部

分については議会の、要するに政務活動費についても、また定数についてもそ

れから報酬についても、そういう意見が出て結論が出たらその結論に従って、

また選挙の部分についてもそういうような、選管に要請をしているわけですか

らそういう部分もまた協議の中に入れて、結論の報告をするという。そういう

システムで私は良いのかなというふうに、そういう解釈でいるわけですから。

違いますか。 

○委員長（山崎 仁君） いや、特別委員会というのは先ほども言ったように、

議員発議であれば議運で協議をしながら提案者が出ればいいし、議長発議は議

場の中で一発でやればいいんだし。だけれど設置をしてないものを、視野に入

っているものを視野に入っているとしか言い様ないし、設置してないものに具

体性を持たせるわけにはまずいかないだろう。でも、基本条例にはここに書い

てある通りなんです。基本条例にある参考人、公聴人制度を使って広く町民の

声を聞くと。このことを、今回の特別委員会では時間がちょっと足りなかった

から、また改めて調査をしますというのは、残り任期が２年の中で先ほど言っ

た、次改選しても定数を下げるのかとか増やすのかじゃなくて、今金町議会は

これだけ定数が必要ですよというのを積極的に議会が決めていくというのは、

これは申し合わせした中に入っているんだから。それ以上の話しがあれば議長

に配慮してもらいますと、もしくは議長に振って議長から私はこう考えてます

という。それ以上にはならないんじゃないか。 

○事務局長（勝山英敏君） いいです、はい。特別委員会に私こだわったわけで

はなくて、議会報告会の中でそういうのも出ているわけですから、特別委員会

をわざわざ作る、以前にこういう場を基本条例の中であるわけですからやって

はどうかなと、早くやってはと思ったんだけれども。総体的にそういう特別委

員会を設置したものにそういう動きをするということで確認をされるのであれ

ば、それはそれで考えます。 

○委員長（山崎 仁君） 参考人、公聴人という制度を使うためには、やはり基

本となるものがなければ駄目だ。だから今金町議会が、議長が招集をして参考
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人、公聴人というのは、これはちょっとかなり重い話しになってくる。今金町

議会が参考人を招致した。こういう話には多分ならないだろうし、一つのやっ

ぱり手続き的にどうなのかということだから、基本条例を最大限尊重している

という報告ができれば。 

ということで皆さんどうですか。そういうことなので、局長が心配されるよ

うな、積極的にやったらいいんじゃないかと言っても、報告会の日にこういう

制度があるから直ぐに２２日の日にこれができるわけでもないし。やはりそう

いう機関を設置するのであれば、そういう段取りを踏まなきゃないだろうと。

かなり昔には産業建設常任委員会で参考人として意見陳述をしてもらったこと

はあります。これは土地開発の理事長に出席をお願いしてやってもらったとい

う経過があるんですよ。だけどそれをやるにはかなりちゃんと準備をしながら

出席の依頼もしながら。その辺はまた協議をしていただくということで。今回

お決めをいただいたことでよろしいですか。 

（｢はい｣の声あり) 

○委員長（山崎 仁君） ではそういうことですのでお願いをいたしたいと思い

ます。 

  他、なければ閉会してよろしいですか。 

  村本委員。 

○９番（村本照光君） それでは産業常任委員会の質問ですけれども、一つは産

業教育常任委員会の中で、今度森林組合の問題について産業教育常任委員会と

森林組合の役員の皆さんでの懇談をしたい、というふうに提案をいたしまして

委員会の同意を得ましたので、委員会としてそのようにやりたいというふうに

思いますので、一つご承知おきをお願いしたいと思います。 

○委員長（山崎 仁君） 住民会議という位置付けの中でよろしいですか。 

○９番（村本照光君） はい。 

○委員長（山崎 仁君） ではそういうことでありますので。 

  それでは、閉会してもよろしいでしょうか。 

（｢はい｣の声あり) 

 

 

    ◎閉会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) それでは、これをもちまして本日の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１１時３９分 


