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平成２５年  

議 会 運 営 委 員 会 

                    期日 平成２５年２月２２日（金） 

                    時間 午後１時３０分 

                    場所 議 員 控 室 

◎議事 

 

 （１）議会基本条例の一部改正について              資料１ 

 

 （２）議会委員会条例の一部改正について             資料２ 

 

（３）議会会議規則の一部改正について              資料３ 

 

 （４）議会会議規則等の運用例規の一部改正について        資料４ 

 

（５）その他 

  ① 議会改革活性化推進特別委員会報告（案）について      資料５ 

 

  ② 議会主催の町民会議について                資料６ 

    （議会報告会及び町民意見交換会） 

  ③ 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４０分 

    ◎委員長あいさつ 

○委員長(山崎 仁君) 皆さんこんにちは。開会が遅れまして大変申し訳ありま

せん、お詫び申し上げます。今日は３月定例会に向けて基本条例の改正等も含

めながら、皆さんにご審議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。 

 

◎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。 

  これより議事に入ります。 

 

◎（１）議会基本条例の一部改正について 

○委員長(山崎 仁君) はじめに、議会基本条例の一部改正についてを議題とし、

局長に説明いたさせます。資料１であります。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (資料１説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) ただ今説明がありました。議事１、基本条例の改正であ

りますけれども、「自由闊達な討議」を「議論」に直すということでこの前話し

がありましたけれども。様々な事情を考慮に入れると、これがどうなのかとい

うことの最終的な確認をしていきたいと思います。 

いかがですか、このことに対してご意見があればお伺いをいたします。 

(｢なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 改正をする、ということで異議がないということですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 他の委員さんもいかがですか。「議論」に直すということ

で。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それではそのように、「討議」を「議論」に直すというこ

とで。 

  それから、地方自治法…。 

○１１番（村瀬 広君） ちょっと私の立場からでいいですか。 

○委員長(山崎 仁君) 村瀬委員。 

○１１番（村瀬 広君） これ「討議」というのがなかなか使わないということ

で「議論」ということで来たんですけれども、この間の研修等を含めていきま

すと、内容的には中身が似たようなものなので、議会としての条例を考えれば

そのふさわしいものとしては、「討議」のほうがふさわしいかなと、私はそんな
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気がするのですけれども。どうでしょうか。ここは直さないで前のほうが、議

会の条例らしい言葉かなという気がします。内容が同じなので。敢えて直すこ

ともないのかなと、今になれば思います。 

○委員長(山崎 仁君) 先日の議員研修においては、このところもいろいろと講

師の方からお話がありました。今改正をしたほうがいいというのと、現状のま

までいいだろうというお話があるのですけれども、この辺のところ。 

議長これいかがですか。栗山町の先進事例としては「討議」。それを今金町で

も取り入れながら議論を戦わせるということで条例に盛り込んであるわけです

けれども、望ましい形としては。 

○議長（徳田栄邦君） 私も、軽い気持ちで「討議」はわかりづらい、「議論」の

ほうがいいんでないのかということで話した経過があるんですけれども、道南

の各議会を見ますと、やっぱり「討議」と言って、「討議」の時間というものを

設けている議会も増えてきましたので。この間の講演会の中身等を聞きますと、

はたして「討議」を「議論」に直していいんだろうかという疑問も出てきます。

その「議論」と「討議」と、その解釈がどう違うんだということになるとなか

なかその違いというものはわからないんですけれども、今副議長が言ったよう

に、やっぱり基本条例の文言としては「討議」というものをそのまま残したほ

うがいいのかなという気ではいます。 

○委員長(山崎 仁君) いかがですか。これまでの協議の結果としては、改正を

しようということで進んできたわけです。しかし今三役という立場の中では、

正副議長から「討議」ということでもいいじゃないかという話しがあります。

これは議運として決定をしていかないと、３月の議運で正式な案として提出で

きませんから、決定をしていただきたいと思います。先ほど改正というお話が

ありましたけれども。 

○９番（村本照光君） 私は特別こだわったわけじゃないですが、今まで議運の

経過の中でこういうふうに変えようということでやったので、私はそれでいい

かなと思ったのですけれども。今議長、副議長の話を聞けば、議会用語として

は「討議」のほうがふさわしいということであれば。私は特別こだわりはいた

しません。 

○委員長(山崎 仁君) 上村委員、いかがですか。「議論」と「討議」という。今

まで協議してきたことと、先日の講演会を踏まえた中でいかがかなということ

なんですが。 

○６番（上村義雄君） 今まで文言を変えるという話し合いで何回か来て協議し

ましたけれども、先日のせたな町での講演を聞いてみますと、条例としての文

言であればこっちのほうが、より。わざわざこうやって作っている部分を変え

るだけの要素が無いのでないのかなという、講演を聞いてきた結果ではそうい

う意識を私は持ちました。委員長がどういう判断をされたかはわかりませんけ
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れども。 

○委員長(山崎 仁君) 私自身も「討議」ということでは、ちょっと議を戦わせ

るということがどうなのかなという気もしていたわけですけれども、もう少し

深い内容で講演を受けたということからいくと、改正することにちょっと疑問

が残るなというのが正直な先日の感想です。 

○４番（加藤三明君） 先日の５日の日は誠に申し訳なく私午後からいなくてそ

の後の講演会に出席できなかったのですけれども。ただ、今の議長、副議長の

話を聞けば、そのほうがベストでないかというようなことがわかるのですが。

ただ今までの進めてきた過程を考えれば、協議して今までやってきて変えよう

という結論に達したんだから、時間的には今日しかないということだから今日

の話が最終になるんだろうけれども、その進め方としては今日出ていない人方

に対してどうなのかなという気がちょっとする。気になるのはそこだけです。

じゃあこれが全て活きて、じゃあまた順に直せるのなら、今までやったことと

いうのは。言うか言わないかは意見はありますし、思う人も出るのかなという

心配がちょっとしただけです。 

○委員長(山崎 仁君) 向井委員、いかがですか。 

○３番（向井孝一君） 文言の持つ意味合いというのは似ているんだけれども。

自分もこれ「議論」にするということで深く感じてはいるんですが、条例の文

言としてはやっぱり「討議」のほうがいいのかなという気はしています。ただ、

やっぱりこれをやるとすれば、どこかの時点で皆さんに、こういう理由でこう

なりましたという説明だけはしてほしいなと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 条例改正に向けては議運の中で協議をするということで

ずっと進めてきたわけです。今向井委員がおっしゃったように、この内容を皆

さんに周知するというのは更に大事なことだと思います。加藤委員からも発言

あったようなこれまでの経過を踏まえた中では、改正に向けて動いているとい

うことは皆さんにお知らせをしていました。加藤委員は中座をされていました

けれども、先日の講演会を聞いた中では議員の皆さんは理解をしていただける

のかなという気もしますので。ここで皆さんのご意見がまとまれば、そのよう

なことで進めていきたいということで、よろしいですか。 

(｢よろしい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 自由で闊達な「討議」がこれからもできるようなという

ことで、この文言を起こすということで。 

ということは資料１－２ですか。こういうことで、条例改正に向かうという

ことであります。これはもう地方自治法の中での位置付けが変わったというこ

とですから、これについてはご異議ありませんか。 

○議長（徳田栄邦君） 委員長、いいですか。福島とか森とか八雲とかの議会は、

「討論」の前に「討議の諮らい」というのをしているんですよ、議員の皆様方



 - 5 -

に。条例の審議を終わって、討論に入る前に、「討議」ありませんかと皆さん方

に諮っているんですね。そこで討議がありますということになったら理事者は

退席してもらって、委員だけで話し合いの場を設けているんですけれども。そ

ういうふうに変えていったほうがいいのかどうなのか。その辺をちょっと議運

で諮ってもらえないでしょうか。 

○委員長(山崎 仁君) 今議長からそのような発言がありましたけれども、この

件に関してはいかんせん情報が不足しています。ですから早急に３月定例会に

取り入れられるかどうかはまた別な話しにしていただいて、事務局経由ででも

情報収集をしながら、私達の議会にどのような参考になるのか、そういう進め

方ではいかがですか。 

○議長（徳田栄邦君） はい。頭の中にだけ入れておいてくれますか。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

開議 午後 ２時０４分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り、会議いたします。 

  ただ今、議長から発言があった「討議」の実態というのをこれから議運とし

ても調査をしながら、取り組みを考えていきたいと思いますけれども、それで

よろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは基本条例の一部改正については終了してよろし

いですか。 

(｢よろしい｣の声あり) 

 

◎（２）議会委員会条例の一部改正について 

○委員長(山崎 仁君) 次に、議会委員会条例の一部改正についてを議案といた

します。局長に説明をいたさせます。資料２であります。 

  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) 説明が終わりました。この件に関して質疑はありません

か。 

  議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） 最初の任期の始めの会期、とかっていうことにならなか

ったらおかしくなりませんか。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 
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 休憩 午後 ２時０９分 

本休憩 午後 ２時１９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。 

  今金町議会委員会条例の一部を改正する条例、これについては様々なご意見

ありましたけれども、原案通りに本会議に提出をするということでよろしいで

すか。 

(｢よろしい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) そのように進めたいと思います。 

 

◎（３）議会会議規則の一部改正について 

○委員長(山崎 仁君) 次に、議会会議規則の一部改正についてを議題とし、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) (資料３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。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） これも自治法によって全部規則の部分もそういう形に改

めるというふうな形に来たということか。 

○事務局長(勝山英敏君) そうです。 

○６番（上村義雄君） それは道の議長会でもか。 

○事務局長(勝山英敏君) そうです。今回一連で自治法の改正の一括の部分で。

あとはこの参考人と公聴会を、来たからと言って全てここに取り入れるかどう

かというようなこともございますが、以前最初のほうで提案した部分について

は取り入れてはということであったものですから、そのまま情報として今回作

らさせていただきました。 

○委員長(山崎 仁君) 上村委員よろしいですか。 

○６番（上村義雄君） わかりました。 

○委員長(山崎 仁君) ちなみに１３章は参考人です。次に公聴会、公述人とい

うことになっていくわけですけれども。内容についてはこのように会議規則の

一部を改正してよろしいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは、字句の修正とこれらの追加をしたいと思いま

す。 

 

◎（４）議会会議規則等の運用例規の一部改正について 
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○委員長(山崎 仁君) 次に、議会会議規則等の運用例規の一部改正についてを

議題とし、局長に説明いたさせます。資料４であります。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (資料４説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 運用例規の一部改正でありますけれども、このような内

容でよろしいですか。 

  上村委員。 

○６番（上村義雄君） この今金の場合、収入役というのが今言ってないですよ

ね。この中でそこにいれないで、ということでいいんですね。 

○事務局長(勝山英敏君) そうです。 

○６番（上村義雄君） わかりました。 

○委員長(山崎 仁君) これは理事者側の条例等にと言うんですか、連動すべき

ものでありましたけれども、改正が遅れたということではご理解をいただきた

いと思います。 

  よろしいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは、会議規則等の運用例規の一部改正についてを

決定いたしたいと思います。 

  議事については以上であります。これらを精査して３月議会運営委員会に、

案として皆さんにもう一度お諮りをしたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

休憩しますか。その他に入ってもいいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

◎（４）その他 

○委員長(山崎 仁君) ではその他であります。 

○１１番（村瀬 広君） 委員長、すみません、ちょっと中座させていただいて

よろしいですか。 

○委員長(山崎 仁君) 副議長、戻ってきますか。 

○１１番（村瀬 広君） 戻ります。多分３０分もあれば戻ると思います。 

(村瀬副議長、一時退席) 

○委員長(山崎 仁君) いかがいたしますか。参与という立場の副議長が中座を

いたしましたけれども、議運続行してよろしいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) ではその他に入らせていただきます。その他、①議会改

革活性化推進特別委員会報告（案）について、であります。 

  先日の特別委員会の中でも、様々なご意見等をいただきました。それらにつ
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いて最終確認ということで今日皆さんに委員会報告案をお示しいたします。 

  先日の訂正したところを、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) (資料５説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 先日、特別委員会の中でご指摘をいただいておりました

字句の追加、それから訂正等であります。議会改革活性化に推進が抜けており

ましたけれども、今回こちらに推進の言葉を正式名称として入れました。それ

から議員提案による課題整理ということで、選挙等について。議員定数につい

ては具体的な数字、１２を維持するという、１２を削除して、現在と同様の定

数を維持する。それから報酬についても、過去と同様の経過、決定を尊重する

ということで、委員会の中でご指摘をいただきました。過去という言葉と、こ

れまでという表現の仕方。これは今局長から説明があったような内容でありま

す。こういう表現の仕方ではいかがかなということでありますけれども、ここ

に限って協議をいただきながら。もしこの文言の訂正をするのであれば、もう

一度開会するということになるのか。それらを含めてご意見をいただきたいと

思います。 

それから追加でありますけれども、付託事項の中で、議会基本条例を設置し

てから４年を経過、とありますけれども、今の時点では４年以上経過していま

すので、具体的な年数をここで訂正を必要とすると考えます。 

○議長（徳田栄邦君） 委員長、これ上も推進が抜けている。 

○事務局長(勝山英敏君) はい、すみません。わかりました。 

○委員長(山崎 仁君) いかがですか。あわせて、これは皆さんのご意見、考え

方をお聞かせいただきたいと思うのですけれども、政務調査費については継続

して協議が必要だという。政務調査費に関する調査、情報収集等を行い、とい

うことで言葉を整理したわけですけれども、これを具体的に議運の中で協議を

していくということで確認をしていいのかどうかということ含めて、ご意見を

いただきたいと思います。 

  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 政務調査費については、現段階では不可能ということで、

新たな改選後ということになる場合には、やはりこれから調査をしていくこと

が大事だろうと思います。そしてもうひとつですね、委員会活動の所属委員会

で積極的な議論という文言なのですが、先ほど討議というふうに直したのです

が、これはどういう。直さなくてもよろしいですか。 

○委員長(山崎 仁君) まず政務調査費、政務活動費になるということで、次期

任期にどうするかということが、昨年の９月ですか、地方自治法の改正で出て

きた話しであります。ですから今回の特別委員会の報告の中では、非常に取り

まとめする時間がなかったということで、もう少し精査しようということです。
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ですから、議運の中でこれを調べていこうということであれば皆さんの同意が

あればよろしいのかなというのと。それから「議論」を行いという、基本条例

の「討議」とここにある「議論」というのは、やはり若干ニュアンスが違うの

かなという気がするんですよ。ですからここに「討議」と入れるということは、

先ほど提案されましたように「討議」を行なっている実態をこれから調べると

いうことですから。そこのところとはちょっとまた意味が変わってくるのかな

という気がします。そういう考え方でよろしいですか。先ほどの提案にあった

ように、「討議」については実態を調べて、今金町議会でどう導入していくかと

いうことですから。これは「議論」のままで、ということでよろしいですか、

他の委員さん。 

(｢異議なし｣の声あり) 

(村瀬副議長が戻り着席) 

○委員長(山崎 仁君) それでは、先日ありました選挙等についてであります。

議員定数について数字を削除したということではこれはよろしいですよね。そ

れから報酬について。過去という表現をいただきましたけれども、これまでと

いう表現がありますよ、ということで局長から説明があったわけです。この部

分はいかがですか。 

ここの部分について、改めて特別委員会を招集して言葉の訂正をやる必要が

あるかどうかということも含めて。いかがいたします。 

○９番（村本照光君） いいんじゃないか。あの時はこれまでという言葉を使わ

ずに過去というのが出てたんだけど、正式に議運で協議した結果こういうふう

になりましたということで、それでいいんじゃないですか。 

○委員長(山崎 仁君) いいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 上村委員。 

○６番（上村義雄君） 選挙等についての定数の部分ですけれども、ある意味こ

の報酬だかについても、要するにあんに決定を尊重するということが過去のこ

れまでの経緯を踏まえてそういう審議に諮るというコンディションの、そうい

う意味が含まれていることだと思うんだけれども。その議員の定数なんかにつ

いても、町民のどこの機関になるかはわからないけれども、なんらかの町民の

意見というか、町民の声というか。それは議員一人ひとりが町民から意見聴衆

しているんだとは言えばそれまでなんだけれども。もうひとつ別な機関なりな

んらかの形での意見も聴衆し、最終的には議員がどうするか決定することには

なるんだろうけれども、そういったことは必要はないのだろうかということで

す。 

○委員長(山崎 仁君) 私達議会が最終的に決定するにしても、意見は聞いたほ

うがいいだろうという、これは先日も出てましたし。それからいろんな各町の
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議員定数の動向を見てもいろいろな話が聞こえてきています。ここの部分は皆

さんに改めてお諮りをしなければならないと思うんですよ。ですからこの特別

委員会の調査報告の中でこのように出して、出したものをまた改めて協議をす

るということの是非。ここで決定をしたものが一度報告されるわけですから、

これは優先されるわけですよね、私達が協議をしてきたという。ですからここ

の中に町民との意見交換、対話のない中で決めたのかと言われたらそれはそう

いうふうに取られても仕方がないと思うんです。ただ報告をしたものを後でま

た違うところで協議をしたとなれば、ここの報告はなんだったんだということ

にも成りかねませんから。ここのところは慎重にご判断をいただきたいと思う

んですよ。 

議長、そういう考え方でなりますよね、特別委員会で報告をしたものが。 

議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） それぞれ議員の皆さんの意見というのは、今の定数を維

持したいという想いはあると思うんですよ。議員それぞれには。ただここでこ

うやって謳ってしまって決めてしまったと取られた場合に、逆に町民からなん

だお前ら諮りもしないで決めたのか、というふうに受け取られかねないんじゃ

ないかと思うんです。だからもっと含みを持たせた報告に出来ないものかなと

考えるんですけれども。 

  委員長、休憩してくれませんか。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 

 休憩 午後 ２時５８分 

本休憩 午後 ３時３１分 

 開議 午後 ３時４３分 

 

○委員長(山崎 仁君) 休憩を打ち切り、会議いたします。 

  前回、委員会報告に関して特に（１）議員提案による課題整理、選挙等につ

いてでありますけれども、さまざまなご意見をいただきました。委員会の決定

は決定としても、広く町民の声を聞く必要があるだろうということから、再度

特別委員会を開催しながら、この選挙等について。選挙等というのは定数、報

酬、活動費、これらについてより詳しく精査をしながら今後どうあるべきかと

いうことを考えていく特別委員会等の設置を議長に検討いただきながら協議を

していくということが望ましいということで、その言葉をここで表現を変える

ということで、こういう方向で進んでよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは具体的な文言を局長に朗読をいたさせて、その

後に特別委員会を招集し提案をしていきたいと思います。 
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  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (資料５（１）説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) このように、特別委員会のほうで決定ができないかどう

か、再度特別委員会の招集をするということでよろしいですか。 

(｢よろしい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) そのように取り組みをしたいと思います。 

○議長(徳田栄邦君) これ４年を６年にやるということか。 

○事務局長(勝山英敏君) ４年以上に今。６年にするかどうするかは今作る時に

やって、４年以上ということで表記しようと思いますが、６年にしてしまいま

すか。 

○議長(徳田栄邦君) ６年でいいんじゃないか。 

○委員長(山崎 仁君) これは更新じゃなくて設置をした時点で言うと、５年な

んですよ。去年。 

○議長(徳田栄邦君) １９年。 

○委員長(山崎 仁君) 一昨年の１２月。 

○議長(徳田栄邦君) ああそうか。そしたら４年以上でいいんだ。 

○委員長(山崎 仁君) だから５年以上という表現もできるんだけれども。 

○議長(徳田栄邦君) いいです。 

○委員長(山崎 仁君) これ表現としては、例えば２期を経過したとかそういう

表現の仕方も。いいですか。 

○事務局長(勝山英敏君) ではちなみに、開催日を決めていただければ。特別委

員会の。 

○委員長(山崎 仁君) 特別委員会の開催については最後にお願いしたいと思い

ます。 

  次に、②議会主催の町民会議についてであります。資料６であります。 

  局長、勝山君。 

○事務局長(勝山英敏君) (資料６説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 議会主催の町民会議でありますけれども、日程的に非常

に厳しくなってきております。町民センターの都合もありますので、日程を調

べたところこの日にち空いているということで、例えばこの日ということで今

お示しをさせていただきました。内容に入る前にまず、日程的にいかがいたし

ますか。この日付に決定してよろしいですか。 

(｢よろしい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは３月２２日午後６時、町民センター２階会議室

ということで。内容についてでありますけれども、具体的なもしなにかあれば

ここでお示しをしていただきながら、また３月の議運の中でも協議していきた

いと思いますけれども。 
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  向井委員。 

○３番（向井孝一君） 委員会の報告については九州の視察も併せてやっていか

ないと。九州の水力発電の。 

○議長(徳田栄邦君) 前回やったのではなかったか。 

○事務局長(勝山英敏君) 九州はもうやっています。総務と産業、両方とも道外

行っていますのでそこは。経過として触れるのはいいかと思いますが。 

○９番（村本照光君） うちらの委員会の場合は九州のあと引き継いで継続とい

うことでやって、それはひっくるめてトータルで話してくれれば、もうちょっ

と円滑になるかなと。 

○委員長(山崎 仁君) それであれば、町民会議の議会側からの報告ということ

では、常任委員会の視察ということでよろしいですか。産業教育常任委員会。

もし総務でなにか町民会議に提案をするようなことがあれば、また協議をいた

だいておきたいと思いますけれども。なにかあれば。常任委員会でご協議をい

ただければ。 

  その他ですけれども、特別委員会の報告もこの中で取り上げるということに

なりますか。 

 であれば、産教常任委員会の視察報告と特別委員会調査報告、この二つをま

ずメインテーマにするということ。日程は決まりましたので、また後日の議運

の中でもより詳しく協議をしていきたいと思いますので、今日はこのくらいで

よろしいですか。 

 (｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは次に、③その他であります。 

  その他委員の皆さんから何かありませんか。 

  村本委員。 

○９番（村本照光君） 実は我々も道内視察の予算請求した経過もありますし、

総務厚生のほうも予算請求したんですけれども、それぞれ自分達の準備不足も

あって理事者側に了解を得られなかったという経過もあるのですが、この件に

ついて議長のほうで中に入っていただいてある程度まとめていただいたと思っ

ているんですけれども、議長のほうから、これから私達にも委員会があるので、

委員会でそれぞれその経過について、議長のほうから参考に聞かせていただけ

ればと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 直接言ってもらっていいですか。 

○９番（村本照光君） わかりました。 

○委員長(山崎 仁君) 議長、徳田君。 

○議長（徳田栄邦君） 実は副町長のほうから、全議員さんに今まで議案と共に

その提案理由の用紙といって条例についての説明がついた用紙が皆さん方に渡

されていたと思うんですよ。たまたま前回の議会の時に、その副町長の説明と
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その提案用紙の中身と字句が違っていたことが指摘されたので、理事者のほう

からは普通は出すべきものでもないから止めさせてもらっていいだろうか、と

いうふうに来たのですけれども。実は提案の趣旨というのは副町長がその口頭

で説明しているんですけれども、我々その中身の用紙というものを見て参考と

しているんですよね。ただ聞くよりもやっぱり書いたものがあれば参考になる

ので、是非続けてもらいたいということを私のほうから申し入れをしたいので、

議運の皆さんそれでよろしいでしょうか。 

○事務局長(勝山英敏君) 申し入れもうされたのですか。 

○議長(徳田栄邦君) まだしていません。ここで皆さんからご賛同いただければ、

申し入れしたいと思いますけれども。どうですか。 

単行資料でなくて、提案理由の趣旨説明の用紙。 

○事務局長(勝山英敏君) 条例改正等はなにによってこういうふうになりますと

いう。 

○議長(徳田栄邦君) これは昔はなかったですけれども、いつからか。 

○事務局長(勝山英敏君) 説明はするんですけれども、事前にこうもらったもの

で何故変わるのかというのが委員の皆さんも一目瞭然できますので、わかるん

ですよね。これなんだろうなと、字面だけではわからないので。これもこちら

のほうで送っていた経緯があるのですけれども。一部たまに、間違わないよう

にとは思っているんですけれども、あの時は閉校と廃校の文言違いがちょっと

あったものですから。 

○議長(徳田栄邦君) 出して指摘されているから出さないというのも。 

○事務局長(勝山英敏君) 本来は同じようにして当然、提案用紙ですから。たま

たまそういうことがあってということなのですが。 

○委員長(山崎 仁君) 出す必要がないような話しがあったみたいですけれども、

別に法律違反でもなんでもないんですし、更に政策提案をする内容についても

説明を求めているわけですから、議会として。是非議案の提案理由についても

文書で今まで通りお示しをいただきたいということで、議長からお願いをいた

だければ。ここが間違ったから出さないというのは、非常に後ろ向きの考えだ

なと思いますから、是非情報はどんどん開示していくように。 

○議長(徳田栄邦君) ではそのようにいたします。 

○委員長(山崎 仁君) 他なにかありませんか。 

  局長、ありませんか。 

○事務局長(勝山英敏君) ありません。 

○委員長(山崎 仁君) それでは最後になりますけれども、特別委員会の招集は

正・副委員長、事務局にお任せをいただいているわけでありますけれども、日

程的に皆さん、この日ならいいということがあればお知らせをいただきたいと

思います。次回の議運の前にということなので。例えば常任委員会開催の午前
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中に開くとか、ということ。 

○事務局長(勝山英敏君) 私も合同委員会と思ったら、議運の後ですからね。 

○議長(徳田栄邦君) ２８日は午後が埋まってるんですよ。だから２７日の昼か

らは。 

○３番（向井孝一君） 森林組合の総会の後か。 

○議長(徳田栄邦君) そうなる。その日の昼からなら空いてるんだけれども。 

○委員長(山崎 仁君) ２７日の午後。 

○９番（村本照光君） 農業委員会総会が２時半だったか３時だったかあるはず。

農業者年金をやるんだ。 

○事務局長(勝山英敏君) 説明会みたいなものをやるって言ってましたね。 

○６番（上村義雄君） ２７日にやることにしたのか。 

○９番（村本照光君） それは３月はまだ決まってないけれど、２月は決まって

いるんです。 

○議長(徳田栄邦君) １時からやって２時半に終わるように。 

○委員長(山崎 仁君) １時からにしますか、１時半にしますか。 

○議長(徳田栄邦君) １時のほうがいいんじゃないか。 

○９番（村本照光君） １時は皆来るっていったら厳しいんじゃないか。 

○議長(徳田栄邦君) １２時半には出てこなきゃいけないからな。でもそんなに

かからないだろうから。 

○事務局長(勝山英敏君) ここと。せっかく皆さん集まれば先ほどの条例の関係

の部分のも合わせて。１時間あれば終わるような気はしますけれどもね。 

○委員長(山崎 仁君) では、２７日。 

  ちなみに常任委員会は１時開会ということでいいですか。 

○事務局長(勝山英敏君) はい。いつもは１時半ですけれども、日程でもう午前

中も結構厳しいと思いまして、１時からということで。２７日集まりましたら

その時にまた改めて。今まで１時半というイメージがありますので。 

○委員長(山崎 仁君) ではよろしいですか。 

(｢よろしい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは閉会してもよろしいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

    ◎閉会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) それではこれをもちまして、議会運営委員会を終了いた

します。どうもありがとうございました。 

 

閉会 午後４時０２分 


