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平成２５年 第２回定例会 

議 会 運 営 委 員 会 

                     期日 平成２５年６月１７日（月） 

                     時間 午前９時００分 

                     場所 議員控室 

 

◎議事 

①平成２５年第２回定例会の運営について 

  協議案第１号 

  平成２５年 第２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）  件 
            諮  問        件 
            条  例       ２件 
            補正予算       ８件 
            単行議案       ３件  
            予  算        件（計１３件） 
 
   （２）議会提案  請  願        件 
            陳  情        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  会期の予定について 
         ６月２０日（木）から２１日（金）まで（２日間） 
 
協議案第３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４号  会期中の会議録署名議員の順序について 
        ２０日  ７番 川 上 絹 子   8 番 日 置 紳 一 
        ２１日  ９番 村 本 照 光   １０番 山 本   豊 
 
協議案第５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６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７号  議会費の平成２５年度補正予算（案）について 
 
協議案第８号  合同委員会の開催について   
 
協議案第９号  議長の諮問に関する事項について        
 
協議事項 10 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クールビズへの対応 

「議員は在職中所定の記章をはい用する。」と運用例 180 に規

定されているため、ジャケット着用・ノーネクタイで行いた

い。 

 

協議事項 11 号  一般質問について 
 

②その他 
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○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   柏 田 泰 明 君 
 議会事務局係長  中 川 真 希 君 
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午前８時５５分 

    ◎委員長あいさつ 

○委員長(山崎 仁君) 皆さんおはようございます。いろいろとお忙しい中、定

例会前の議会運営委員会にお集まりをいただき、誠にありがとうございます。

本日も内容それぞれありますので、ご審議をいただきたいと思います。どうぞ

宜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。第２回の定例会に向けましてこの間、

各常任委員会を開催させていただきまして、提案資料の事前説明とご審議いた

だいたところであります。様々なご意見等々を拝聴しているわけでありますけ

れども、本議会に向けまして、またいろいろと庁内調整を図りながら努めてま

いりたいと考えているところであります。 

  私のほうから提案を申し上げておりますのは、議案の１３件であるわけであ

ります。後ほど副町長のほうから説明をさせますが、その他に各常任委員会の

ほうでも話をさせていただきましたが、きょうまた組合との最終交渉になるわ

けでありますが、国家公務員の給与削減に基づく地方公務員の給与削減という

ことで、今金町におきましてもこの給与削減に向けた考え方を組合のほうに私

のほうから示しておりまして既に交渉にも入っているわけでありますけれども、

最終交渉を迎えてその結論を見て、議会のほうに提案申し上げたく、このこと

につきましては議運のほうでもご配慮を願いたいと思いますが、追加議案で提

案をさせていただきたいと考えておりますので、その節につきましてはどうぞ

宜しくお願い申し上げたいと思います。なお、詳細については先ほど申しまし

たように副町長のほうから内容について説明をさせます。どうぞ宜しくお願い

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、

平成２５年第２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２回定例会の付議事件について 

○委員長(山崎 仁君) 始めに、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。 
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  副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） おはようございます。それではご説明を申し上げます。 

  平成２５年の第２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、１３件であります。 

  議案第１号では、今金町子ども・子育て会議条例の新条例の制定をお願いす

るものであります。 

  議案第２号では、今金町国民健康保険税条例の一部改正でありますが、国保

運協からの答申に基づきそれに沿った中での国保税条例の改正をお願いしよう

としております。 

  議案第３号では北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、

議案第４号では北海道市町村総合事務組合規約の変更についてでありますが、

この２件については同趣旨でありまして、北空知圏学校給食組合が新規に加入

することによってそれぞれの組合の構成議会の議決をお願いするものでありま

す。 

  議案第５号では、今金町過疎地域自立市町村計画の変更でありますが、リフ

ォーム助成事業につきまして、過疎計画に登載するために計画の変更をお願い

するものでございます。 

  議案第６号以下１３号までは、一般会計を始め各特別会計での補正予算であ

ります。 

  以上でありますが、いずれも総務厚生・産業教育の両常任委員会を経て、提

案内容等については説明をさせていただいておりますので、本席においては省

略をさせていただきます。宜しくお願いをいたします。 

  次に、町長も前段でごあいさつの中でも触れておりましたけれども、合同委

員会の開催をお願いしようとしております。 

まず先に議案第１号、新規条例の今金町子ども・子育て会議条例制定につい

てであります。それから議案第２号での国保税の条例の一部改正をする条例制

定について、この２件についてお願いしたいと思っております。 

それと、町長がもうひとつ言っておりました給与の削減の条例について、組

合との交渉の経過をもって追加でお願いをしたいということで、どうぞ宜しく

お願いいたします。 

以上であります。どうぞ宜しくお願いします。 

○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。退席をお願いいたします。 

次に、議会提案、議員提案についてを局長に説明いたさせます。資料２～３

です。 
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  局長、柏田君。 

○事務局長(柏田泰明君) (事務局長資料２～３説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) ただいま、陳情第７号から１５号までを提案とさせてい

ただきましたけれども、ここに関しては紹介議員、それから道の議長会等の関

係はまったく無いということで。 

  いかがですか。１件ずつ取り扱いの可否を協議するか、すべてまとめて協議

をするか。どうしたらいいですか。 

○６番（上村義雄君） まとめてやって宜しいのではないでしょうか。 

○委員長(山崎 仁君) まとめて協議をいただいて宜しいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは陳情第７号から１５号まで、それぞれ今金町議

会のこれまでの例とすれば、紹介議員等がついておりませんので、取り扱いを

しないということで過去は対応してまいりました。今回もそれで宜しいでしょ

うか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは、これらの陳情については取り扱いをしないと

いうことで、決定をしたいと思います。 

 

◎協議案第２号～第６号 一括議題 

○委員長(山崎 仁君) 次に、協議案第２号から協議案第６号までを一括議題と

し、局長に説明をいたさせます。資料４～６です。 

○事務局長(柏田泰明君) 資料３が、私続けて説明をしなかったので。 

○委員長(山崎 仁君) それでは資料３を含めて。 

  局長柏田君。 

○事務局長(柏田泰明君) （事務局長資料３、資料４～６説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) ただいま協議案第２号から第６号まで説明をいたしまし

た。この件に関し、質疑ありませんか。 

  上村君。 

○６番（上村義雄君） ひとつだけいいですか。議員の派遣の部分での研修です

が、要するに消防の全道大会のやつは、これは個人的な行動ということでこの

議員の派遣にはならないんですよね。 

○委員長(山崎 仁君) 事務局長、柏田君。 

○事務局長(柏田泰明君) 対象のほうは町長、議長ということであります。議員

全員ということではなかったものですから、通常の費用弁償の中での支出とい

うふうに考えておりました。話の中では全員でいかがですかというお話は議長

のほうからあったわけですけれども、それについての準備等々については一切

しておりませんので、バスで出るだとかそういうことがありません。強制では
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ないという形になりますので、通常の議長の公務の中で、今回は副議長が出席

される形になりますけれども、そういう形と考えておりました。 

○６番（上村義雄君） いま消防議員とか、それからまた応援にかけつける議員

というのは、出張扱いにはならないのですか。 

○事務局長(柏田泰明君) 消防議員というか、広域行政組合の議員につきまして

は、広域行政組合のほうでの対応というふうに考えておりますので、それにつ

いての依頼というのは一切来ておりませんので。 

○６番（上村義雄君） わかりました。 

○委員長(山崎 仁君) 議会からの正式な派遣ではないという。 

○事務局長(柏田泰明君) という扱いと考えております。 

○委員長(山崎 仁君) ということのようであります。よろしいですか。 

○６番（上村義雄君） はい。 

○委員長(山崎 仁君) 他にありませんか。 

 (｢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。 

 

◎協議案第７号 議会費の平成２５年度補正予算（案）について 

○委員長(山崎 仁君) 次に、協議案第７号、議会費の平成２４年度補正予算案

についてを議題とし、局長に説明いたさせます。 

  局長、柏田君。 

○事務局長(柏田泰明君) （事務局長資料７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) 質疑を終わり、次に進みます。 

 

◎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) 先ほど副町長から提案がありました、合同委員会の開催

についてをお諮りいたします。 

  合同委員会については、議案第１号、議案第２号、更に職員の給与に関する

これは追加であるようでありますけれども、これを提案されました。 

合同委員会の開催がよろしいかどうか、まず決定をしていただきたいと思い

ます。議題は３件。開催をするか、しないか。 

○６番（上村義雄君） おそらくこの案件というのは総務厚生の部分で審議した

部分でございますけれども、全体に渡る部分が多いのでこれは合同委員会でお

諮りいただければと思います。 

○委員長(山崎 仁君) 合同委員会の開催については、開催をするということで

よろしいですか。 



 - 8 -

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) それでは、議題としては先ほど申し上げたように３件の

議題ということで、宜しいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君) 局長、柏田君。 

○事務局長(柏田泰明君) 理事者のほうから追加であった部分につきましては、

まだ議案として正式に決定しておりませんので、その他の中での説明になるか

と思いますので、合同委員会の議案とすれば２件プラスその他ということにな

ると思いますので、宜しくお願いいたします。 

○委員長(山崎 仁君) 議案２件と、その他ということのようであります。 

  日時についてでありますけれども。 

○事務局長(柏田泰明君) 明日、９時からということでご案内をしておりました。 

○委員長(山崎 仁君) していたというのは。 

○議長（徳田栄邦君） 出したのか。 

○事務局長(柏田泰明君) 一応、出してしまいました。常任委員会のほうで終わ

った時点でということで。 

○議長（徳田栄邦君） 暫時休憩して下さい。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時休憩いたします。 

 
休憩 午前９時１３分 

            再開 午前９時１５分 
 
○委員長(山崎 仁君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
  それでは、明日９時に開会ということで宜しいですね。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長（山崎 仁君） 合同委員会に関してはこれで終わります。 
 

◎協議案第９号 議長の諮問に関する事項について 
○委員長（山崎 仁君） 協議案第８号が合同委員会開催についてでありますの

で、次に協議案第９号に訂正をいただきたいと思います。 
  協議案第９号、議長の諮問に関する事項について。局長より説明をいたさせ

ます。 
  局長、柏田局長。 
○事務局長(柏田泰明君) （事務局長資料８説明、記載省略) 

○委員長（山崎 仁君） ただいま説明がありましたけれども、特別委員会の中

で議長に諮問をいたしました。その中では大きく２つ、選挙公報について、そ

れから常任委員会視察等に関して職員の同行をお願いするということです。こ
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れは正式に理事者側、それから選挙管理委員会に申し入れをするということで

は、前回の議会運営の中で次回お示しをするということで、文書が作成された

ようであります。 
  いかがですか。朗読しながらこれで良いかどうか。その前に、選管への要望、

それから町長には行政視察の同行、この２点の要望ということでまとめてあっ

たと思うのですが、これは宜しいですか。 
(｢はい｣の声あり) 

○委員長（山崎 仁君） この２点について、文章を朗読して説明にかえさせた

いと思います。 
  局長、柏田君。 
○事務局長(柏田泰明君) （事務局長、選挙公報発行への要望書朗読、記載省略) 

○委員長（山崎 仁君） まず選挙公報の発行への要望であります。この内容に

ついてはいかがですか。 
  選挙管理委員会委員長宛に、議長から要望書を出すということであります。

宜しいですか。 
(｢はい｣の声あり) 

○委員長（山崎 仁君） ではこのように、議長宜しくお願いいたします。 
  それから次に、行政視察における職員同行の要望書を朗読いたさせます。 
  局長、柏田君。 
○事務局長(柏田泰明君) （事務局長、職員同行への要望書朗読、記載省略) 

○委員長（山崎 仁君） 職員同行への要望でありますけれども、内容はこれで

宜しいですか。 
(｢はい｣の声あり) 

○委員長（山崎 仁君） それでは先ほどの選管宛と町長宛ということで、議長

からこの旨、申出をいただきたいと思います。 
それからもう１点でありますけれども、特別委員会報告の中で、今後課題と

なるという点が何点かありました。皆さんのお手元に委員会報告書があると思

います。その中では、まず議員定数・報酬等に関して第三者の意見を聞く。そ

れから政務活動費等については、今後協議をするということでありました。こ

れらを改めて協議をする機会を、どこかで持たなければならないとすればとい

うことで、皆さんにお諮りをいたしたいと思います。 
今後どのような機会に、これらの点を協議していけば良いかご意見をいただ

きたいと思います。いかがですか。 
  議長、これは委員会からは議長宛に報告したわけですけれども、今後の対応

というのはそれなりにそれぞれ検討していかなければならないという報告であ

ります。議長の考えとしてこれらを今後どう取り扱っていくか、あればお聞か

せをいただきたいと思います。 
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  議長、徳田君。 
○議長（徳田栄邦君） 実はこの政務活動費というふうに名称が変わったわけで

ございますけれども、今年の春の予算要求の際も、委員会での予算要求に出し

て理事者側から再考を促された経過もあるわけでございまして、少なくとも議

会の活動というものにはやっぱり議会独自の考え方が必要だろうということを

考えますと、これらの政務活動費を活用して全員で同じ想いを持った調査活動

をするということになると、特別委員会等を作ってその中で予算要求をして、

今のところは行かざるを得ないような状況なんですね。ですから今後これらに

ついて皆さん方でもう少しく勉強して、他町村でもこの政務活動費をどのよう

な状況で活用しているかということも調査しながら、是非出来れば今金町議会

でも政務活動費を利用する、というのはおかしいのですけれども、使った議員

活動の在り方というものも今後検討する必要があるのではないかというふうに

考えているところでございます。ですから議長といたしましては、議員の皆様

方に特別委員会を作っていただき、この件に関してもう少しく議論を重ねてい

ただければというふうに考えているところでございます。以上です。 
○委員長（山崎 仁君） 政務活動費についてはまだ調査が必要だということで

答申の中にも盛り込んであるわけですけれども、これ前段にやりました議員定

数、それから報酬等について、これらの部分はいかがですか。 
  いわゆる参考人、公聴人等の制度を使い広く町民の声を聞き、協議決定をす

ることが望ましい、という答申であります。 
  向井君。 
○３番（向井孝一君） 議員定数、それから報酬等について、条例の中でこうい

うふうに明記した以上は、やはりきちんとやらざるを得ないと思います、参考

人なのか公聴人なのかというのは別にして。やっぱり１回意見を聞いて。今年

の町民会議に議長わざわざそういうふうに振っても誰も反応無かったのですけ

れども。だからそれをどういうふうに持っていくかというのは、基本条例を作

って定数もぐっと１２名にしてから、これが終わると８年ですよね。このまま

で良いのかどうかという一つの確認。やっぱり確認行為はするべきだと思うの

で、その定数減を前提にというものではなく、現況でいいのかそれとも減らす

べきなのかという途中経過の、２年後に迫る町議選挙に向けては、ひとつの方

向性というものは出すべきだなというふうに思います。 
○委員長（山崎 仁君） 他、委員さんからのご意見があればお願いいたします。 
  直近の議員定数の変更を考えると、平成１９年と平成１１年。それぞれ定数

が１１年には１８名から１６名、１９年には１６名から１２名と定数の変更が

されています。それぞれ今回を入れると大体８年２期の間隔というんですか。

ご意見があればお伺いをしたいと思います。 
  一応、これ定数等いわゆる報酬も含めて。報酬に関してはこちらから決めら
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れないにしても、前回費用弁償いわゆる削減を自らしたというのは、特別委員

会の中で決定をして進んだということもありますから、今回理事者側からもそ

の給与の削減の話が出ていますから、これも議会としては黙っているわけにも

いかないのかなという気もするんだけれども。それを考えると議員定数等、報

酬も含めて。いま向井副委員長の発言があったような考え方も。 
○議長（徳田栄邦君） 暫時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 午前９時３０分 

            再開 午前９時５８分 
 
○委員長(山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 
  議長からの諮問に関する事項で、選挙管理委員会委員長宛、それから今金町

長宛、それぞれ要望書が出されます。更に、前回の議会改革活性化調査特別委

員会からの答申を受けて、再度議長から諮問がありました特別委員会の設置。

これは議員定数、報酬、政務活動費、これを調査をするという目的で、議員定

数等調査特別委員会を議長発議で設置をするという、こういうことで話がまと

まったと思いますけれども、このことで確認をいたします。 
  これで宜しいですか。 

(｢はい｣の声あり)  

○委員長(山崎 仁君） それでは議長、６月の第２回定例会において議長発議で、

この特別委員会の設置をお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） はい。 
 

◎協議案第１０号 その他について 
○委員長(山崎 仁君）次に、協議案第１０号を議題といたします。その他であり

ます。このその他の①議会開催のお知らせについてであります。局長より説明

いたさせます。 
  局長、柏田君。 

○事務局長(柏田泰明君) （事務局長資料９説明、記載省略) 

○議長（徳田栄邦君） ちょっと休憩してくれませんか。 

○委員長(山崎 仁君） では、１０時１５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５９分 
            再開 午前１０時０９分 
 

◎協議案第１１号 一般質問について 
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○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１０号でありますが、その前に協議案第１１号、一般質問を先に協

議をいただいて、その後に第１０号に入ります。 

  日程の追加をお願いいたします。１１号で一般質問の協議をお願いいたしま

す。 

  それでは、朗読して説明を致させます。局長、柏田君。 

○事務局長(柏田泰明君) （事務局長資料９説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君) 一般質問に関してはこの１件のようでありますけれども、

内容について皆さんいかがですか。 

(｢異議なし｣の声あり)  

○委員長(山崎 仁君) それでは、一般質問をお願いいたします。 

  次に進んで宜しいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

 

◎協議案第１０号 その他について 
○委員長(山崎 仁君） 次に、それでは協議案第１０号に戻ります。その他議会

開催のお知らせについてを、改めて説明いたさせます。 

  局長、柏田君。 

○事務局長(柏田泰明君) （事務局長資料９説明、記載省略) 

○委員長(山崎 仁君） この折り込みに関して、何かありませんか。１９日朝刊

に折り込むそうであります。宜しいですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君） できれば、役場もクールビズというんですか、クールビ

ズで議員の皆さんネクタイを着用しないでのことで、議長宜しいんですよね。 
○事務局長(柏田泰明君) はい。 

○委員長(山崎 仁君） であれば、その旨もここに一言書き入れていただければ。

文言については事務局にお任せしたいと思います。宜しいですか。 
(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君） ではそのように決定をしたいと思います。 
  次に、クールビズについての対応であります。 
  局長、柏田君。 
○事務局長(柏田泰明君) クールビズでありますけれども、先の常任委員会を始

めとして、今回クールビズを実施しております。町では６月１日より９月３０

日までということで実施しておりますけれども、議会においてもそのような形

で取り進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上であります。 
○委員長(山崎 仁君） 宜しいですか。ジャケット着用、ノーネクタイというこ

とでお願いいたします。それから、各種案内についてもその旨を明記していた
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だくということで。宜しいですね。 
(｢異議なし｣の声あり) 

 

○委員長(山崎 仁君） では次に、その他のその他でありますけれども。 
  局長、柏田君。 
○事務局長(柏田泰明君) 先に皆様のほうには通知をしてございますけれども、

議員活動についての中での模擬議会の開催ということであります。５月２０日

に今金中学校に対し協力要請を行ったところであり、翌日、参考までに２４年

１２月、それから２５年３月の一般質問、１８年に開催されました子ども議会

のＤＶＤを貸し出しております。学校のほうでは運動会等々の行事、中体連等々

も重なっておりますので、このＤＶＤを見ていただきながら今後学校側と協議

を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  それと今後の取り扱いについてでありますが、議運のほうでということであ

りますけれども、そのような取り扱いをして宜しいかどうかということであり

ます。以上であります。 

○委員長(山崎 仁君） 模擬議会については皆さんにもうお知らせをしている通

りであります。中学校に要望を要請し、ＤＶＤの貸し出しももう済んだようで

あります。今後の進めに関しては、以前議運の委員長対応ということでお話を

いただきました。そのことで宜しいですか。 

(｢はい｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君） では遂次報告をいたしますが、議運の委員長のほうでこ

のことについては進めていきたいと思います。 
  なにか途中でご意見等があれば、申し入れをいただければ大変有り難いと思

います。この件については良いですか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

○委員長(山崎 仁君） それでは、委員の皆さんから何かあれば。 
  上村委員。 
○６番（上村義雄君） 実は、６月の常任委員会でもって今年の３月１日に行わ

れた第１回定例会に向けた常任委員会の中で、資料要求をさせてもらい、その

部分について協議し、今回その資料に基づいて常任委員会でその他でもって協

議・質疑したわけですけれども、その常任委員会での質疑の中で理事者のほう

の答弁が所管がまたがる、違うということで回答を得られませんでした。 
よって、私は今回のその町有財産の売却、売り払いについての部分で町民か

らの声もありますし、まだその理解を得るに足り得ないと思っているので、こ

の件について出来れば産教の常任委員会もありますので、それに合わせた中で

の議会特別委員会の設置を要請したいというふうに思いますが、取り計らいの

ほう宜しくお願いします。 
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○委員長(山崎 仁君） 特別委員会の設置ということでは、議員発議、それから

議長発議それぞれ出来るわけでありますけれども、先ほどのような部分では議

長発議で設置をするということでありました。議会運営委員会の中で、今の件

に関して、どういうことが今問題なのか想定されているのか、まとまった話が

聞こえてきていません。ですからそれらを明らかにするということであれば、

これは議長、どうですか。議員発議という、特別委員会。議会運営委員会で今

そのことに関して協議することが適当かどうかということですが。 

○議長（徳田栄邦君） ちょっと休憩してもらえますか。 

○委員長(山崎 仁君) 暫時、休憩いたします。 
 

休憩 午前１０時１９分 
            再開 午前１０時２９分 
 
○委員長(山崎 仁君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
  それでは、すべて終了しましたけれども閉会して宜しいですか。 
  村瀬君。 
○１１番（村瀬 広君） 私のほうから、今議運の中で今回の定例会の日程が２

０日ということでしたけれども、実は私、今年の５月から道体育協会の理事に

なりまして、その初開議がちょうど２０日の夕方から札幌にあるので、午後か

ら欠席という扱いをお願いしたいということです。当初大事な定例会ですので、

そちらのほう無理かなと思いまして徳田議長さんに相談したら、是非ともそう

いう役員になって初の会議であれば、午後から休んで行ってはということで、

特段のご配慮をいただきましたので、そのことに甘えましてそちらのほうに出

席することになりました。 
定例会につきましては、この渡島、檜山、胆振、後志から体協理事が１名、

今までは室蘭から出ていたのですけれども、今年からの理事につきまして桧山

から出していただきたいということがありまして、桧山の体協の中で、皆それ

ぞれ各所の体協の会長さんが高齢の方が多いので、是非今金でお願いしたいと

いうことで受けざるを得なかったという形でございまして、それでその初会合

ということで私そちらのほうに出席させていただきますので、誠に申し訳ござ

いませんけれども定例会の初日、昼から欠席になりますけれども、宜しくお願

いしたいと思います。年に４回ほど理事会があるそうですけれども、事前に日

程調整をしながら今後はぶつからないような形で進めたいと考えておりますの

で、どうぞ宜しくお願いいたします。 
○議長（徳田栄邦君） せっかくなので委員長、もう一つ。 
○委員長（山崎 仁君） 議長、徳田君。 
○議長（徳田栄邦君） 実は議員派遣で２７日～２８日に札幌へ行くわけですけ
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れども、これ普通は研修会終わった後は議員会の主催でいつもどこか視察して

帰ってきているわけですけれども、近年行くところも無いだろうということか

ら、研修という意味を外して、豊平峡辺りに寄って帰ってくるかということで

進めてきたわけですけれども。 

実は真狩村で国営農地再編で今事業を進めておりますので、帰り道ですし出

来ればちょっと今現地をやっているところ見せていただけないかということで、

今国営推進室にお願いをして受け入れが可能かどうかを問い合わせをしていた

だいております。 

実は今日の午前中に返事をくれと言っていたのですが、まだ来ないので、も

し帰り道ですから、あまり早く帰ってきてもアレですから、もし出来れば時間

と受け入れが向こうで合えば。今ちょっと真狩の役場とやっておりますので、

帰りちょっとその現地を見るだけで話し合いとかそういうことはないですけれ

ども、説明を受けて。 

なにか草地改良をやっているということですから、国営では草地改良は出来

ないというふうに皆さんそう思っているので、出来るのであればまた今金の北

地区が変わった方向に行くのではないかと思いますし、どういうあれでやって

いるのかちょっと現場だけ見てみようかということで今進めておりますので、

決まりましたら皆さんにご了解願いたいし、議員会長に申し訳ないけれどもこ

の件に関しては議長にお任せ願いたいと思います。 
○６番（上村義雄君） 草地改良が出来るのであれば、それこそ遊休農地であれ

している部分なんかも。 

○３番（向井孝一君） それが出来るんだったら、外れた地域もなんとかならな

いものか。 

○議長（徳田栄邦君） だからそれが、ちょっと議運の委員長と推進室で一緒に

なったのですけれども、今外れたところでも、いわゆる耕作者が北地区に住ん

でいて南に土地を持っているというふうになれば、その辺のところも可能でな

いかと思いますし、ちょっとその辺も。どういう状況になるか、私も分からな

いので、取り敢えず現地に行きたいと思います。 

去年実は、開発のＯＢ達で作っている土地改良建設協会というところがあっ

て、そこで現地研修をやっているんですよ。それでこのあいだちらっと見たら、

その時の写真なんか見て説明を受けたら、草地改良をやっていると、草地改良

を見てきたと言っているものですから。どういう名目で、草地改良という名前

でないのかも分からないし、その辺をちょっと。 

○６番（上村義雄君） それが可能であれば、美利河なんかのあの、住んでない

人で遊休農地になっている部分なんか、あれすれば凄くいい。 
○議長（徳田栄邦君） だからその辺をちょっと、私も中身が詳しく分からない

ものですから、一応現地で少し説明を受けて帰ってきたいと思いますので。時
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間は１時間くらいだと思いますけれども。 

  ということで、ご了解をいただきたいと思います。 
○委員長（山崎 仁君） では、閉会して宜しいでしょうか。 

(｢よろしい｣の声あり) 

 

    ◎閉会の宣言 

○委員長(山崎 仁君) それでは、これで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 午前１０時３５分 


