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平成２５年 第４回定例会 

議 会 運 営 委 員 会 
期日 平成２５年12月１３日（金） 
時間 午前９時００分 
場所 議員控室 

 
◎議事 
①平成２５年 第４回定例会の運営について 
  協議案第１号 
   平成２４年 第４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       １件 
            条  例       ３件 
            補正予算       ８件 
            単行議案        件（計１２件） 
 
   （２）議会提案  請  願        件 
            陳  情       ６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       ３件 
 
   （４）委員会提案 委員会調査報告    ２件 
            委員会行政視察報告   件 
 

協議案第２号  会期の予定について 
           １２月１８日（水）から１９日（木）まで（２日間） 
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  協議案第３号  一般質問について 
           提出期限１２月１２日（水）午後１２時まで 
           （別紙のとおり） 
 
  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 
          １８日 １１番 村 瀬    廣   １番 村 上 忠 弘 
          １９日  ２番 山 崎    仁   ３番 向 井 孝 一 
 
  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  議会費の平成２５年度補正予算（案）について 
 
  協議案第９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号 今金町定住自立権形成協定の議決に関する条例制 
                 定について 
           議案第２号 今金町職員の定年等に関する条例の一部を改正す 
                 る条例制定について 
           議案第３号 今金町職員の給与に関する条例等の一部を改正す 
                 る条例の一部を改正する条例制定について 
           報告事項  今金町の再任用制度について 
         ＊産業教育常任委員会所管 
           報告事項  クアプラザピリカについて 
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協議案第１０号  その他 

    ①議会開催のお知らせについて 
     （１２月１６日（月）朝刊へ別紙のとおり） 
    ②議会の傍聴について 
    ③懇親会の開催 
      と き １２月１８日（火）１７時４５分から 
      ところ 八千よ 
    ④議会主催町民会議について 

□ 日 程 
 
□テーマ等について 

 
    ⑤３月議会におけるナイター議会について 
    ⑥電磁的会議録の取扱いについて 
 
 
 
〇出席委員 
 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 
 
 
〇出席説明員 
 町   長 外 崎 秀 人 君   副 町 長 清 水   寛 君 
 
 
〇出席事務局職員 
 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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開議 午前８時５９分 
    ◎委員長あいさつ 
〇委員長（山崎 仁君） 第４回定例会に向けての、議会運営委員会であります。本日

も協議案それぞれありますので、協議のほうよろしくお願いを致します。 
 
    ◎町長あいさつ 
〇委員長（山崎 仁君） 町長が出席しておりますので、開議に先立ちごあいさつをお

願い致します。町長、外崎君。 
〇町長（外崎秀人君） おはようございます。昨日までの各常任委員会、ご審議を誠に

ありがとうございました。その中でも、この第４回定例会に調定している議案につきま

して、それぞれ説明を申し上げたところでありますけども、その中でも、とりわけ、定

住自立権についても、条例文だけでございます。内容が全くありません。これは一つの

手順の、ある一か所だと。これからスタートする部分でありますので、なかなか内容も

見えない部分がありまして、そういうことを含めてですね、後ほど副町長のほうから話

を致しますが、いろんな分野に於ける内容で、もう少し議員の皆さん全体に説明申し上

げたく、合同委員会のお願いを申し上げたいということを、よろしくお願い致します。

なお、その中でも、とりわけ、クアプラザピリカのスキー場の廃止方針、その後に、様々

な動きがありました。その辺につきましての、経過についても、報告を申し上げたく、

是非この合同委員会について、お諮らい賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 なお、今回の定例会に調定しておりますところの、諮問第１号でありますが、人権擁

護委員さんの公社の推薦でございますけれども、ツジトモコさん、今、７期目でありま

すけども、８期目ということに向けた、提案でございますので、ご配慮賜りますよう、

よろしくお願いを致します。内容につきましては、副町長のほうから説明をさせます。 
 
〇委員長（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４回定例会議会運営委員会を開会致します。これより、議事に入ります。 
 始めに、協議案第１号を議題と致します。町長提案により、説明を求めます。資料１

です。副町長、清水君。 
〇副町長（清水 寛君） おはようございます。１２月の定例会に提案しております、

事案につきましては、１２件であります。その内訳につきましては、諮問案件１件、議

案第１号から第３号までは、条例の制定、及び、改正であります。議案４号から１２号

につきましては、一般会計の他、特別会計の補正予算であります。いずれも、総務厚生、

産業教育常任委員会の席順において、内容については、省略をさせていただきます。 
 合同委員会の開催のお願いということで、先ほど町長があいさつの中で、申し上げて

おりますが、何点かあります。 
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 一番最初にまず、この１２月１日で、人事異動がありました。その部分について、 
全議員に報告をさせていただきたいのが１件。 
 議案第１号の、定住自立権の形成協定の議決に関する条例制定、議案第２号の職員の

定年等に関する条例の一部改正。 
 議案第３号の、職員の給与に関する条例の一部改正をする、条例の一部改正でありま

すけども、この３件の議案。 
 それと、総務厚生の部分で、再任用制度が本格的に運用されることとなっております

ので、制度の概要について、ご説明を申し上げたいと思っております。 
 それと、産業養育常任委員会の分野では、９月の定例会において、町長が証言いたし

ました、クアプラザピリカのスキー場の、次年度からの廃止に向けた、この間、９月の

定例会以降の、私共の動きについて、ご報告をさせていただきたいと思っております。 
 以上の６件のことについて、どうぞお諮らいを、よろしくお願い致します。 
〇委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。本件に対する質疑はありませんか。な

ければ、質疑を終わります。理事者には出席をありがとうございました。退席をお願い

致します。 
 
 
 次に、議会提案、議員提案、委員会提案についてを、局長より説明致させます。資料

２、３、４、５です。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい、それでは、陳情の取扱についてということで、資料

２のほうから、ご説明を致します。今回につきましては、６件の陳情が出てきておりま

す。 
陳情第２２号では、中国での法輪功学習者をターゲットとする、組織的臓器収奪を即

時停止させるための、国連人権委員会、人権高等弁務官への陳情書。 
 陳情２３号、利用者本位の、持続可能な介護保険制度の確立を求める陳情書。 
 陳情２４号、２０１４年度、地方財政の確立を求める陳情書。 
 ４番目に、陳情第２５号、要支援者に対する、介護保険サービスの継続を求める陳情

書。 
 ５番目に、陳情第２６号、ＴＰＰに反対する陳情書。 
 そして、陳情第２７号、農政改革反対の陳情書。ということで、出ております。資料

については、陳情第２２号から添付しておりますので、よろしくお願いします。 
 続きまして、資料３であります。資料３につきましては、議員の派遣について、であ

ります。檜山管内議員研修会が、乙部町で２月７日に開催されることに対しての、議員

派遣でございます。 
 続きまして、資料４でございます。意見書の取扱について、ということであります。

まず、３点ございますけども、意見案第１号では、森林・林業・木材産業施策の積極的

な展開に関する意見書。 
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 ２番目、意見案第２号では、日本型直接支払制度の創設、及び、経営所得安定対策等

の見直しに関する要望意見書。 
 意見案第３号については、平成２６年度、畜産物価格決定等に関する要望意見書、と

いうことで、この意見書の取扱につきましては、平成１９年の６月、開催されました議

会運営委員会に於いて、北海道町村議長会、北海道町村会、森林・林業・林産業活性化

推進議員連盟、これについては、意見案として提出すると。町内の団体の陳情は、取り

扱いをするということでありますので。それぞれ、紹介議員がついておりますので、意

見案として取り扱うということであります。 
 資料第５であります。委員会の調査報告書ということで、総務厚生常任委員会、そし

て産業教育常任委員会のほうから、所管事務調査のまとめということで、報告書を提出

するということであります。以上であります。 
〇委員長（山崎 仁君） それでは、資料２にあります、陳情の取扱いから、協議をお

願い致します。資料２、陳情の取扱いについて、であります。１件ずつご確認をさせて

いただきます。 
 まず、陳情第２２号については、取り扱いをしない、ということでよろしいですか。

これは、紹介議員があり、また、町内の団体、それから、全道議長会、並びに、森林・

林業活性化推進議連等の陳情以外は、取扱いをしないということで確認をしております。

いかがですか。陳情第２２号は、取扱いをしないということで、決定してよろしいです

か。 
 次に、陳情第２３号であります。これはいかが致しますか。取扱いをしないというこ

とで、よろしいですか。 
 次、陳情第２４号、これも取扱いをしないということで、よろしいですか。よろしい

ですか。 
 次、陳情第２５号、いかがですか。陳情第２５号。取扱いをしない、ということでよ

ろしいですか。 
 次、第２６号、ＴＰＰに反対する陳情書。よろしいですか。 
 陳情第２７号、これも取扱いをしない、ということでよろしいですか。 
 それでは、そのように決定をさせていただきます。 
 次、資料３であります。議員の派遣についてでありますが、このように決定をして、

よろしいですか。はい。暫時休憩を致します。 
休憩 ９時１２分 

〇議長（徳田栄邦君） 他の町村で、例の秘密保護法案に対して、反対の意見書をあち

こちの議会で出しているようだけど、今金はどうするんですか。 
〇事務局長（柏田泰明君） 特定秘密保護法案ですか。それに関しては、ないです。 
〇委員長（山崎 仁君） 再開してもよろしいですか。 

開議 ９時１７分 
〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議致します。それぞれ、林活議員連盟、

更に、農民連盟から２件。請願書が出ております。これに対する取扱いであります。 
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その前に、皆さん、訂正になるかと思いますが、お目通しを頂きたいと思います。 
 請願書、農民連盟からでありますが、農民連盟執行委員長、村上 仁司氏の字が、司

の字が入っていないと思われますので、これは、原本ですので、その点は農民連盟に問

い合わせをし、訂正されるのであればそれを、お受けをするということでよろしいです

か。では、そのように事務局のほうで働きかけていただきたい。農民連盟の印が押して

ありますので、これを再度確認をしたいと思います。 
 では、まず始めに、議件書の取扱いということですが、これは、請願１件ずつとなっ

ております。林活議員連盟からの、意見案第１号ということで、森林・林業・木材産業

施策の積極的な展開に関する意見書。これについて、取扱いをするということで、まず、

確認をしてよろしいですか。事務局により、朗読を致させますか。はい。では、朗読を

お願いします。 
〇事務局長（柏田泰明君） （事務局長、資料４朗読、説明。記載省略。） 
〇委員長（山崎 仁君） 暫時休憩致します。 
 
〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議致します。 
 意見案第１号についてでありますが、内容としては、このようなことであります。そ

れから、送付先については、かがみの裏にあります。一番下にあります、衆議院議長、

参議院議長他、総理大臣等、こういう内容であります。このことで、意見案を提出する

ということで、決定をしてよろしいですね。 
 それでは、朗読を頂きたいと思うのですが、どなたにお願いをしたら。意見案第１号

については、上村委員にお願いをしたいと思います。 
 次、意見案第２号であります。日本型直接支払制度の創設及び、経営所得安定対策等

の見直しに関する要望意見書。事務局より、朗読、説明を致させます。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） （事務局長、資料４朗読、説明。記載省略。） 
 
〇委員長（山崎 仁君） 朗読した内容で、お受けをするということで、このことにつ

いて、朗読をしていただきたい訳ですが、どなたにお願いをしたらよろしいですか。 
（何やら言うことあり） 

〇委員長（山崎 仁君） いや、まず日本型直接支払制度は、どうしますかということ

で。それでは、村瀬副議長に朗読をお願い致します。 
 次に、意見書案第３号であります。局長より、朗読、説明致させます。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） （事務局長、資料４朗読、説明。記載省略。） 
 
〇委員長（山崎 仁君） 朗読の通りであります。このように決定をしてよろしいです

か。朗読に関しては、いかが致しますか。はい、では山崎が朗読致します。 
〇１１番（村瀬 広君） 委員長いいですか。協定交渉となっていますけども、前にも

ＴＰＰ自体が協定まで入るということでは、議論になっていましたけれども、今回は、

このままでいいんですか。  
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〇委員長（山崎 仁君） この件に関して、請願者に照会を掛けながら、誤字脱字、そ

の他、その意味について、再度確認をしておきたいと思います。よろしいですか。では、

そのように決定をさせていただきます。 
 次に、資料５であります。委員会調査報告、総務厚生常任委員会、産業教育常任委員

会よりそれぞれ、委員会調査報告が提出されております。それぞれ、朗読をいただいた

ほうがよろしいですか。委員会調査報告について、まず、総務厚生常任委員会より、意

見について事務局より朗読致します。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） （事務局長、資料５朗読、説明。記載省略。） 
〇委員長（山崎 仁君） 次に、産業教育常任委員会の意見について、事務局に朗読致

させます。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） （事務局長、資料５朗読、説明。記載省略。） 
〇委員長（山崎 仁君） それぞれ、常任委員会報告を朗読を致しました。このような

内容で、当日の本会議でそれぞれの委員長には、朗読をお願いしたいと思います。よろ

しいですか。はい、では、そのようにお願いを致します。 
 次に、協議案第２号、会期の決定についてを議題と致します。局長に、説明を致させ

ます。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 第４回定例会につきましては、１２月１８日（水）から１

９日（木）までの２日間ということですので、お願いします。 
〇委員長（山崎 仁君） 本件に対する質疑ありませんか。よろしいですか。 
 では、次に協議案第３号、一般質問についてを局長に説明致させます。資料６です。

局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、今回の一般質問については、１２月１０日（火）

１２時までということで、２名の議員から提出がございました。では、資料６に沿いま

して、朗読を致します。 
（事務局長、資料６朗読、説明。記載省略。） 

〇委員長（山崎 仁君） 一般質問について、２件の提出がありました。このように進

めさせていただくということで、よろしいですか。では、そのように進めさせていただ

きます。 
 次に、協議案第４号から、第７号までを一括議題とし、局長に説明致させます。資料

７から９です。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） （事務局長、資料７朗読、説明。記載省略。） 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、資料８であります。会期中の会議録署名議員の

順序についてであります。協議案第５号。１８日につきましては、１１番村瀬議員、１

番村上議員。１９日につきましては、２番山崎議員、３番向井議員ということでありま

す。 
協議案の第６号であります、地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席を

求めた次のとおりだということで、資料８のとおりであります。 
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 続きまして、協議案第７号。町長、教育長、農業委員会会長、選挙管理委員会委員長、

及び監査委員の委任を受けて出席する説明員は、別紙のとおりということで資料第９で

あります。 
 以上で、資料７から９、協議案の４から７ということでありますので、よろしくお願

い致します。 
〇委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。本件について、質疑ありませんか。で

は、そのように決定をさせていただきます。 
 次に、協議案第８号、議会費の、平成２５年度、補正予算案についてであります。資

料１０であります。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい、それでは、議会費の補正について、ご説明を致しま

す。 
 今回の補正につきましては、資料１０が主なものであります。この部分につきまして

は、給与の臨時特例に関わる削減ということでありますので、まず、一般職給というこ

とで、２６万１千円の減額で、補正後、８４６万１千円とするものであります。職員手

当等につきまして、寒冷地手当においては、２万２千円の減額であります。共済費につ

いては、５万８千円の減額であります。以上内訳でありました。よろしくお願い致しま

す。 
〇委員長（山崎 仁君） 本件についても、よろしいですか。はい。それでは、１０時

１０分まで休憩をしたいと思います。 
休憩 １０時０１分 
開議 １０時１１分 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議致します。 
 次に、協議案第９号、合同委員会の開催についてであります。局長に説明致させます。

局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。それでは、合同委員会についてでありますが、先ほ

ど、副町長から説明があったとおり、条例で３本。報告が、総務の関係で１件。これは

全て総務の関係です。産業教育については、クアプラザピリカについてということでの、

町長部局からの、提案でありますので、よろしくお願い致します。 
〇委員長（山崎 仁君） 合同委員会の開催要請がありましたけれども、いかが致しま

しょう。案件は、先ほどのとおりであります。開催が必要か、そうでないか。開催とい

うことで、決定をしてよろしいですか。それでは、開催を決定をし、日程をいかが致す

か事務局に説明致させます。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、開催日ですが、来週の月曜日、１２月１６日（月）

９時からということを予定しております。 
〇委員長（山崎 仁君） １２月１６日午前９時から、合同委員会の開催。案件は先ほ

どのとおりということで、決定をしてよろしいですか。それでは、総務厚生常任委員会

所管と、産業教育常任委員会所管があります。それぞれの委員長、対応をよろしくお願

い致します。はい、局長、柏田君。
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〇事務局長（柏田泰明君） １２月１６日ということで、開催するまでの期間がないこ

とから、とりあえず、ＦＡＸで皆様にお送りを致し、その後、案内を郵送いたします。

なお、きょう議運の皆様には、手渡しでお願いをするということになりますので、よろ

しくお願い致します。 
〇委員長（山崎 仁君） このように決定をしてよろしいですね。 
 次に、協議案第１０号、その他を議題と致します。局長に説明を致させます。局長、

柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、その他ということで、６件ございますけれども、

まず１番目でございます。議会の開催のお知らせということで、例年行っております、

毎回行っておりますけれども、定例会に於いては、道新と読売新聞に、朝刊に折り込み

をするということで、資料１１のほうで添付をしておりますので、よろしくお願い致し

ます。なお、発送日につきましては、１６日、月曜日を予定しておりますので、よろし

くお願い致します。 
〇委員長（山崎 仁君） まず、議会開催のお知らせであります。資料１１にあります。

このように、１２月１６日、月曜日、朝刊へ折り込むということで、よろしいですか。

内容もこれでよろしいですか。決定してよろしいですか。では、そのように決定をし、

１６日朝刊に折り込むことと致します。 
 次、議会の傍聴についてであります。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 議会の傍聴につきましては、例年、今金中学校の３年生が、

傍聴をするということでございましたけれども、今回はその要請がきておりません。こ

れは、中学生議会が開催されたということもあってでしょうけれども、今のところ、事

務局には団体等からの申し込みはないということであります。以上です。 
〇委員長（山崎 仁君） いかがですか、中学校に問い合わせ、確認ということも必要

ありませんか。はい、議長。 
〇議長（徳田栄邦君） はっきりしないっていうことを、言っていましたので、一応、

確認だけはしてもらっても結構です。 
〇委員長（山崎 仁君） 毎年来ているということであれば、中学校と、あと、神丘女

性会、それから八束も来ているようでありましたけれども。どうですか、それらは必要

ないですか。はい。ではそういうことで、中学校に確認をしていただきたいと。 
〇事務局長（柏田泰明君） では、後日というか、今日、終わり次第中学校に確認を致

します。 
〇委員長（山崎 仁君） 次、理事者の懇談会についてであります。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。理事者との懇談会につきましては、定例会が２日間

予定されておりますけれども、２日やる、１日やるに関わらず、１８日、午後５時４５

分から、今回は、八千よということで開催をする予定をしておりますので、よろしくお

願いを致します。 
〇委員長（山崎 仁君） ということですので、よろしくお願いを致します。 
 次に、議会主催町民会議についてであります。  
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まず、このことについて、局長に説明を致させます。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。このことにつきましては、先の１２月３日開催され

ました、議会運営委員会に於いて、日程、テーマ等につきまして、ご提案をいただきた

いということで、お諮りをしてございます。それぞれの意見をいただき、決定をしてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 
〇委員長（山崎 仁君） 町民会議の開催について、以前よりお願いをしてありました。

まず、テーマ等を出していただきながら、準備に入らなければならないということで、

まず、開催をするということでは、ご異議ありませんか。いかがですか。では、開催を

するということで、決定をさせていただきます。 
 次に、テーマでありますけれども、どのように考えていけば、よろしいですか。はい、

向井委員。 
〇３番（向井孝一君） あの、開催するっていうことに、今、決まりつつあるんだけれ

ども、基本条例で定めてるから、一方的にこちら側の報告、所管の報告で終わってきて

いるんだよね。そういうことでやっていくと、人の集まりもだんだん少なくなっている

のも事実だし、今回、特別委員会で、議員定数の問題、それから政務活動費の問題って

いうテーマを決めて調査をしたり、意見交換をしたりしてきたんだけれども、町民が本

当に我々に対して、どういう意見を持っているかというのを聞けるような、環境の町民

との意見交換会があればいいんだと思う。今までのような流れの中やるとすれば、ちょ

っと疑問に思う節もあるんだけどね。 
〇委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。ご意見ありませんか。上村委員。 
〇６番（上村義雄君） 今回の、議会報告会町民会議の部分では、一つは、議会に特別

委員会を設置して、調査しましたことが報告の部分で、行われることになるんだろうと

いうふうに、私は想定するわけですけれども。今、向井委員が言われたような、町民と

の意見交換をする場というふうな捉え方でいくと、この基本条例に至るときのパネラー

を迎えて、その後、意見を述べてもらう。で、それの意見を基にしながら、いろんなデ

ィスカッションをするという方向で、あのときはすごく、講師を招いて実施した例です

ので、非常に町民の方々も多く、また、パネラーも４名という形で行われていましたの

で、非常に議会に対する活力というか、期待というか。また、町民の意見というのが大

いに出たのかな、という記憶があります。今、特に今回、定数とそれから政務活動費に

ついてという、議会としての大きな、表現が適正でないかもしれませんけれども、議員

の基本的な部分に関わる案件があるというふうに感じるので、可能であればそういう、

賛成の意見のパネラー、反対の意見のパネラー、それぞれのパネラーで意見を述べても

らうというような、方向性もあっていいのかなという、私自身の感じはそういう。そう

することが大きな町民の関心というか、そういう部分が広がっていけるし、議会がどこ

まで町民の意見を吸収して、あれしようとしてるのかということも、ここで諮れるのか

なという感じが致しますので、そういうような方向性で開くということも、あっていい

のかなというような思いで発言させてもらいました。以上です。 
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〇委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。今、お二方からご意見を出して頂

きました。向井委員に於いては、これまでの一方的な議会報告よりも、町民との意見交

換ということで、考えたらどうかということ、この趣旨でよろしいですね。このことに

ついて、まず、皆さんご意見あれば。上村委員に於いては、パネラーをお願いしながら、

最終的に町民との意見交換をしたらいかがかな、ということだと思うんですけども、こ

の趣旨でよろしいですか。 
 お二方ともそれぞれ、町民との意見交換ができるような、町民会議ということでよろ

しいですね。このことに関して、他の委員の皆さんからご意見があれば、お伺いしたい

と思います。ありませんか。お二方からのご意見それぞれが、町民との意見交換をする

ような、町民会議がどうなのかという提案であります。そのような進めをして、よろし

いですか。 
 上村委員、補則を頂きたいんですけれども、例えばパネラーというのは、町内の方を

想定されているのか、それとも町外、前回は矢祭町から来ていただいたということでは、

どういうところをまず、想定をされるか。それによって、その、費用もかかるとすれば、

その部分もちょっと問題になってきますから。どういうところをまず、想定をされてい

るのかという、もし、あれば、お聞かせを願いたい。上村委員。 
〇６番（上村義雄君） まぁ、講師を招くということになれば、ご遠慮なり、また 206 部
分もあるでしょうし、そういう視点を一つ、設けながら我々も勉強するし、町民にもし

てもらうという方向性もあるでしょうし。もうひとつは、今、定数等についての特別委

員会で、報告することになると思うんですけれども、その議会で、あれしている部分で、

町民から、賛成の立場から定数等の部分で今の、現状は１２で、その１２でいいという、

賛成の立場からの意見をいただく。それから、その定数をもっと増やすべきだとか、減

らすべきだとか、増減に関しての意見があれば、その意見を頂くというような、地元の

そういうパネラーをお願いして、発表してもらうという方向性が想定されるのかなと思

うんです。で、そういう意見の中から今度はパネラーも、その発言を終えての後での、

意見交換会という形が、それまたは、その後に講演をいただくのか、先に講演をいただ

くのかということもあるでしょうし。日程も、講師の人の都合もあって、日程等も、ま

た違うふうになるかもわかりませんけど。それは今後の部分で、要請して、その講演を

頂ける人が居るかどうかということも、何を問題にして公演を頂くかということもある

でしょうし。まぁ、それは流動的で、私自身がそういうこともあっていいのかな、って

いう思いから発言させていただきました。 
〇委員長（山崎 仁君） 向井委員にお尋ねしますけれども、今、上村委員から発言が

あった、特別委員会報告を基にした、パネラー並びに意見交換ということでありますけ

れども、向井委員の意見交換ということは、その特別委員会報告を視野に入れた、意見

交換ということでよろしいですか。 
〇３番（向井孝一君） そういう、例えば外部から呼んでどうのというよりも、現実に

周りに在住している人たちに呼びかけをして、町民の人達に本音を聞く。私が考えたの

はその程度くらいしかないです。  
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〇委員長（山崎 仁君） ここで出たご意見は、議会特別委員会報告を基にした、それ

に対する意見交換ということでよろしいですね。今まで出たご意見というのは。他の委

員さん、このことに対して意見があれば。そのようなことで、進めていってよろしいで

すか。 
〇３番（向井孝一君） その過程で、町民会議の意見を聞いて、どうのこうのというよ

りも、議会として次期の選挙までには、こういうことでやりたいという、皆で議論して

強い思いも理解してもらうよというスタンスで、私は臨んで構わないんじゃないかなと

思いますけどね。 
〇委員長（山崎 仁君） あの、今の後段の部分は開催をして、テーマを何にするかと

いうことなので、後段の部分はちょっと置いといてもらいながら、まず、そういうテー

マで進めていくということで他の委員さんもよろしいですか。特別委員会報告に対する、

町民との意見交換をしたいということで。 
〇４番（加藤三明君） まぁ、今までもそういう方向性でいってますから、そういう取

り組み方としては、結構だと私は思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 村本委員。 
〇９番（村本照光君） ちょっと、まとまらないんだけども、今の議員定数とか、特別

委員会でやってきたことをテーマにして、テーマとして持って行くことが、良いのか悪

いのかと言いますか。それやって、自分達でどういうことをその中で、期待するという

か、最後はそういう町民の議論やったときのまとめというか、どこに持って行くってお

いうのがイメージ掴めないんで、テーマ自体もそれでいいのかどうなのかってこと、そ

れから、やり方も今までの反省からするとやはり、一人でも多くの人が参加できるよう

な、せっかくやるのであれば、そういう段取りきちんとやって、少しでも多くの人が参

加できるような、来た人方が興味持って参加してもらえるような、そういう町民会議に

しなきゃならないと思うんだけれども、今のテーマでやったときに最終的に、どういう

まとめをするのかなっていうか、ちょっと自分としては漠然として。 
〇委員長（山崎 仁君） 今後のスケジュールを確認しておきたいんですけれども、３

月定例会で時別委員会報告を行うという。このことは特別委員会の中でもう既に目標と

してやる、ということは決定をしていただいております。３月定例会で報告をするとい

うことは、それ以前に全てをまとめなければならない。今後１２月１６日、午後から特

別委員会開催予定をお願いしております。そこの話、議論の進捗によって、年明けにま

とめれればいいのかなって思ってたんですけども。この流れはこれでよろしいですか。

で、あれば、それとまた別にしても、今の、特別委員会の進捗の進みと、それから、今、

言う議員定数等調査特別委員会報告に対する意見交換。時期的にかなり詰まってきます

ので、今日この時点で、ある程度のところを決めておいていただかなければ、次、準備

に入っていくのでちょっと大変なのかなという気もします。ですから、できれば今日テ

ーマくらいのことは決めておいていただければ、それに合わせた考え方でいけると思う

んですけども、いかがですか。 
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〇副議長（村瀬 広君） 今、議員のお二人の方から、今やってる特別委員会の関連で

ということなんですけれども、基本的に３月にまとめて報告と、その予定ですよね、そ

の町民の意見聞くのに、例えば、特別委員会としてもまとめたものを、町民の皆さんに

示して意見聞くのか、それとも、それまでに至る経過の中で町民の意見を聞くのかどう

かで、大きく中身は変わると思うんですけど、その点、お二方はどういうふうに考えて

るのかなと思うんですけども。村本委員には大変難しい中身に、やり方によってはなる

のかなって思いもあるものですから、ちょっと聞きたいんですけども。 
〇委員長（山崎 仁君） 特別委員会報告に対する意見交換ということであれば、報告

の後の意見交換になる。特別委員会まとめの前の意見交換であれば、３月定例会の前に

なるだろうし。報告に対する意見交換ということで、話が出ていたのかなと思うのです

けども。確認します。向井委員はどちらのほうで考えて想定をされていたのか。 
〇３番（向井孝一君） 私は、前段で言ったように、まず、議員同士の次期の選挙前の

まとめというのを、きちんと議論をして町民の皆さんに説明できるスタンスをまず作っ

てほしい。それを基にして町民の皆さんに、今回はこういうスタンスでやりますという

ようなことで、私はやったほうがいいのかなと思うんですけど。曖昧にしておいて町民

から言われたから、じゃあこうします、というやり方をまとめるのは、非常に難しい状

況になってしまうような気がします。 
〇委員長（山崎 仁君） 特別委員会で報告をされるであろう、いわゆる、報告の後の

意見交換ということで考えていいんですか。上村委員。 
〇６番（上村義雄君） 特別委員会の報告は３月に報告をするということで、議会に報

告するということで議長に提出をするということで、決定をしている訳ですから、それ

までの間の要するに、視察して来た部分から定数の部分については、今までの特別委員

会で議論し、その部分では皆さん共通した認識として、現状維持ということが皆さんの

共通した認識だと私は理解しております。あと、その他の調査してきた部分のことだと

か、そういうのを踏まえながら、報告書を基にして町民に報告するということでは、以

前に例えば開くとすれば、日程の部分ですけれども、１月後半になるのか、２月に行う

のか、３月の前半で、議会の前に報告するのかという部分になるのかと思うんですけれ

ども。私は共通認識は持っている中での町民の意見を、先ほど言ったように賛成の人の

パネラー、そして反対の人のパネラー、その二人の意見を述べてもらって、意見交換す

るということが、町民の意識をもっと議会に対して興味を持っていただけると。そうい

うことが、議会町民会議の中でずっとだんだん人数が減ってきている。で、議会をきち

んと理解していただけるような、形を取っていくということで、提案している部分でそ

ういう意味合いでございます。 
〇委員長（山崎 仁君） あの、端的に言うと、上村委員、議会報告をする前に、共通

認識を持ってその意見交換に臨むということで、捉えていいですか。 
〇６番（上村義雄君） そうですね。そうでないと日程的に、３月の定例会が終わった

後に、報告会という形になるかと思います。特別委員会の報告を基にして、報告会、町

民会議を開くということであれば、そういうことになると。  
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しかし、それでは日程的に厳しいというふうに私は認識して、３月の定例会以前に。

まぁ、日程がいつになるのかまだ決まっていないようですから。 
〇４番（加藤三明君） いいですか。まぁ、今、上村委員の話で、議員の皆さんが共通

認識している方向性でいけばいいけども、万が一ですよ、それをやったことによって、

逆になるということもあると思うんです。その時に、じゃあ、どうするかという問題が、

大きい問題になるような気がするんですよね。私であれば、やっぱりある程度、方向性

を再度協議して、方向性の見えたときに、こういうようなことで協議して、こういう方

向性を出しましたっていう方向でいったほうが、いいのではないかと。 
〇委員長（山崎 仁君） 加藤委員の発言の趣旨は、意見交換をするのであれば、報告

が出てからのほうが望ましいという、捉え方でよろしいですか。 
 非常に難しい場面だと思うんですけれども、村本委員はいかがですか。今のことに関

して。 
〇９番（村本照光君）今、漠然としか頭にないんですけども、町民の人方にどうやって、

議会に関心を持ってもらうかっていうような観点から、議論してもらう感じというか、

そういう意味で、この間、視察行ったときに、道の局長に、僕らもお話お聞きしたんだ

けれども、それはいろんなテーマ持ってやっているんだけれども、実際に自分達これ活

用しているんだけれども、町民の皆さんどういうふうに見ているのかっていうことだと

か。それから、どうやったら町民の人方に関心持ってもらうかっていうのが、僕らの大

きなテーマだと思うんだけども。そういうような観点で逆に、局長を呼んでやってもら

って、っていうほうが町民としても、町民はしっかり議会を見ていく必要があるんだよ

と、ということが、町を良くすることなんだよとか、議会を良くすることなんだよとか、

町民の人に関心を持ってもらうような講演を頂くとか、そういうような、その後で、今、

講演しているような人たちに頂いた中身についての、皆でディスカッションするという

ようなことを、自分で想定したので。 
 今、ここで議員定数だとか、政務活動費だとかっていう、具体的な問題も出てやって

いるのだけども。民間的には、議会はどうあるべきだとかを考えてくれる、そういう町

民の人方に知識を深めてもらえる、考え方を持っていただけるような、そういう講演を

やって、皆でもう少し議論をしましょう、という雰囲気での討論会というのはいいかな、

と私は思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 特別委員会報告に捉われずに、講演会を開催して、その後に、

意見交換会ができればという考え方ですか。 
〇９番（村本照光君） だから、私の思いは、議員定数を何人にするかという絞った議

論じゃなくて、この間も話があったとおり、議員とはどうあるべきなのか、それから、

議員定数というのはどういうふうに考えたらいいのか、という事務局の客観的な考え方

を、皆に広めてもらうという。単純に、私が心配しているのは、議員定数というのを持

って行ったときに、意見の強い人が、議員はいらないとか、数が多いとか、報酬が安い、

高いとか、そういう議論というのは非常にうける訳で、そういう意見の強い人が何人か

居ると、それで、その場が持って行かれるような感じがするし、危険だと思うんですね。 
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だから、こちらの狙いとしては、町民の皆さんにきちんと、議会を理解してもらえるよ

うな、議員定数、一つ議論する場合でも、単純に人数が少なければいいとか、そんなも

のはボランティアでもいいとか、悪いとかいう発想ではなくて、何故、定数というのは

必要なのかとか、根拠は何なのかとか、それから、議員報酬というのは、どういうもの

なのかというのをやっぱり客観的な立場から話してもらう。それを聞いてもらえるよう

な、そういう場面を作れれば、少しは皆、関心を持ってもらえるのかなと。 
〇委員長（山崎 仁君） 今、村本委員の発言に対する、ご意見何かありませんか。は

い、上村委員。 
〇６番（上村義雄君） 講師を招いてという、私の意識の中には勢簱局長が、体が空い

ているのであれば、講演をしてもらえればいいのかなということを、想定しながら話を

した部分でございます。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。今、様々な意見が出ております。ただ、この時期に

きて、例えば、講師をお迎えするということになれば、当然、報償費、費用弁償等々が、

３月に掛かるということになると、非常に厳しい時期だろうなというふうに思います。 
 それと、勢簱局長に関しては、３月３１日で退職ということがあります。すると、日

程的な部分が非常に厳しいのかなというのもあります。 
 それと、上村委員が言われた、賛成者と反対者の選定というのが、非常に難しいとい

うことでは、村本委員が言われたように、定数だとか、政務活動費だとかの、特化した

町民会議を開くと、非常に厳しいものが出てくるので、村本委員のような、若い人達が

議員になることが、考えられるような議会。若い人達にとっても意見交換というのも当

然、住民会議じゃないんですけども、少し規模を大きくして、若い人達の意見交換とい

うのがいいのかなという。あまり議員定数とか特別委員会でやっているものを、こうい

う結果になったとかの報告はいいんだけれども、どうでしょうか、だとかというふうに

なると、これは厚沢部の話ですが、町民会議をやった時点で出てきた意見が、議員定数

を削減しなさいという話で、今、特別委員会が設けられるような話が出ています。その

部分では、勢簱局長も言っていたように、それを町民に問いかけるのは、好ましくない

のかなという感じはします。 
 だから、予算的なことを考えると、１２月の議会がもう、招集されていますので、追

加議案で予算を出すというのも、なかなか難しいでしょうから、通常でいくと、臨時会

がなければ３月ということになってしまうので、厳しいのかなという感じはしています。 
〇委員長（山崎 仁君） いかがですか、いろいろご意見を頂きながら、局長から現状

のお話をさせていただいておりますけども、その件に関して、皆さんのご意見をいただ

きたいと思います。加藤委員。 
〇４番（加藤三明君） どちらにしても、３月に報告をするということであれば、３月

以後にずれて、町民の方々とやるというのであればいいけども、やってすぐにまた報告

を出したということになれば、何だというような、捉え方がされるような懸念は私的に

はあるんですね。 
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例えば、２月の末にやった、３月の定例議会にその方向性を出した、その町民との話し

合いの中に、それをテーマにしないで、報告を出したら、なんだというようなことが、

起きなければいいけども、ちょっと心配があるのではないかと、私は思うんですね。だ

からやはり、特別委員会まで設けてやっているんですから、こういう方向性をどこかで

は、やらなきゃいけないと、思っていたんですね。ぼかしているのもいいけども。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） あの、報告をしないというのではなくて、決めたものを報

告するのはいいと思うんです。ただ、決めるまでいかないものを、どうしましょうかと、

問いかけた時には、非常に厳しいものが出てくるんじゃないかと。基本的には報告はす

べきだと思います。こういう理由で、この定数に決めましたということは、皆さんは当

然選挙で選ばれた方たちですので、自分達で決定して特別委員会を作って決定したこと

ですから、それは、説明責任はあると思いますので、結果は報告すべきだと思います。 
〇４番（加藤三明君） ですから先ほど、向井委員と私も、そのように受けて、話した

つもりなんです。やっぱり、議員の方向性が出たということを、町民に勇気を持って、

こういうような方向にしましたということが一番、そこで聞いてまた逆のような話が出

た時に、じゃあどうするんだということになって、混乱が起きるのではないかと、私は

心配しているんだけども。 
〇委員長（山崎 仁君） 向井委員。 
〇３番（向井孝一君） 町民会議に対するテーマを求められて、ということから始まっ

たことなんですけども。従来通りのやり方では、私はだめだと思っているんで。今のよ

うに、総合的な議論をすると、やっぱり特化したテーマでやると、私は非常に難しいこ

とが起きると思います。それで、これをどう進めて、どういうふうに人集めをするかと

なったら、先ほど村本委員の発言を聞いていて、こういう方法もいいなという気はした

んですよね。それで、特化したテーマじゃなくて、町民の皆さんが我々に対して、どう

いう期待をしているのかということと、現状で、例えば、その中に定数の問題だとか、

或いは、政務活動費というものについては、議会としてこういう取り組みをしてるよ、

という程度に抑えて、あとは、町民の皆さんがこれから我々に対して、二元代表の一人

として何を求めているのかとか、若い人達がどうしたら議会に参加していけるのか、と

いうことも含めて議論できるような、そういうテーマの持ち方と、参集の持ち方をした

らどうでしょうか。 
 まぁ、そのためには、勢簱さんという名前も出たんだけども、それ以外で適当な、少

ない報酬でも講演してくれるような人が居れば。議長、近くにそういう人居ませんか。 
〇議長（徳田栄邦君） 今、皆さんのご意見をお伺いした訳ですけども、要するに、議

会主催の町民会議を、何のために開くのかというと、やっぱり町民の皆さん方が、我々

議員のことをどういう目で見ているのかな、というのが一番知りたいところだと思うん

ですよ。 
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それで、これ、パネルディスカッションにすると、一つのテーマを設けなきゃないもの

ですから、そうではなくて、意見交換会ということで、各層の、各団体の方にことらか

らお願いをして、その方々が今金町の議会というものをどう見ているのか、それから今

後、議会はどうあるべきなのかというような、意見発表をしていただいて、それに基づ

いて今度は町民との意見交換会という、形をするとざっくばらんにその中でいろんな意

見が出てくるのでね。それらを参考にして私は、定数等についても考えていったらいい

のではないかなと思うんですよ。ですから、賛成とか反対とかではなく、例えば、老人

クラブの代表、それから青年会議の代表、婦人部の代表、商工会の代表とか建設協会の

代表とか、いろんな人に集まってもらって意見を聞いてみたらいかがですか。我々は我々

で、一生懸命にやっていると思っているんだけども、果たして町民の皆さんから見れば、

どういうふうな目で見ているのかなというのも、一応聞いてみる必要があるのではない

かなと思うんですよ。それに基づいて、じゃあ、今金の議会の定数はどうするのという

ことを、我々がそれから考えたらいかがでしょうかね。 
〇委員長（山崎 仁君） 今、いろいろとご意見を頂きました。参与の発言もあった訳

ですけども。どなたかこのご意見をまとめるような、ご意見を頂ければと思うんですけ

ど、いかがですか。上村委員。 
〇６番（上村義雄君） 今、議長のほうから参考意見を述べていただきました。我々、

ずっとこの町民会議の議論をしている中の、全てに適っているような発言でございまし

た。町民との意見交換をするという、要するに、各会の代表からその意見を述べていた

だいて、それに基づいて今度はディスカッションするという方向が、いろんな角度に、

今後の議会の活動に於いても、参考になるし町民の考え方というのも、私達が知るとい

うのも参考になるので、そういう方向でこの町民会議を、意見交換会という、そして、

各会の代表に意見を述べてもらうという方向で、取り組むような方向性をしていただけ

ればいいかな。そうすることによって、この町民会議も今まで人数がだんだん減ってき

ていた部分を、町民との意見交換できるような人数を確保できる方向性になっていけれ

ば、いいのかなというふうに思いますけども。それで、委員長まとめていただければな

と思います。 
〇委員長（山崎 仁君） それでは、ただ今ご意見をいただきましたけれども、町内在

住団体組織等にお願いをして、議会に求めるものということで、まず、意見発表をして

もらうということですね。で、ご意見を頂きながら、それを基に、その後、皆さんと意

見交換をするという、こういう流れでよろしいですか。 
 それであれば、テーマなんですけども、今、言った、議会に求めるもの、ということ

でよろしいですか。よろしいですか。明記しないというか、テーマを持って相手にお願

いをしなきゃありませんから、ご意見を出して頂く場合には。それが、議会に求めるも

の、ということで、いいのかどうかということ。よろしいですか。他の委員さんいかが

ですか。 
（何やら言うことあり） 
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〇委員長（山崎 仁君） はい、議長。 
〇議長（徳田栄邦君） 議会に求めるものって言うと、これからの分しか出てこないの

で、今の議会をどう評価してるのかっていう、それもやっぱり知りたいところだと思い

ますんでね。議会をどう思っているのか、それから、これからの議会がどうあるべきな

のかという、この２本でお願いしたらどうですか。 
〇委員長（山崎 仁君） 議会をどう思っているか、いわゆる、議会の評価。２つのテ

ーマに分けるということですか。 
〇議長（徳田栄邦君） テーマを２つに分けないで、それを、２本立てにしないで、議

会をどう捉えているのか、それから、今後どうあるべきなのか、という、それらについ

て、ご意見を求めたいというふうにしたほうが、いいのでないですか。 
〇委員長（山崎 仁君） 議会に求めるものと、具体的に出して頂けますか。どういう

タイトルでテーマにしたらよろしいか。 
〇議長（徳田栄邦君） 議会をどう評価してるのか、という、まずこれが知りたい訳で

すよね。町民の皆さん方が、果たして我々をどう見ているのかという。それがやっぱり、

一番大事だと思うんです。 
〇委員長（山崎 仁君） はい、上村委員。 
〇６番（上村義雄君） 今、議長が言ったように、議会の評価と今後の議会について、

というふうにすれば、一つのテーマで両方入るんで。議会の評価と今後の議会について、

というテーマで意見を述べてもらうという。 
〇委員長（山崎 仁君） 議会の評価と今後について。 

（何やら言うことあり） 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 今の案の中では、１件目が、議会に求めるもの、という大

くくりなもの。それと、議長と上村委員が言われたように、議会の評価と今後について、

というタイトル。まぁ、なかなか、この発言する人も、どんとこう評価というふうにな

っちゃうと、なかなか難しい部分があるのかなって、思うんです。今の議会に、じゃあ、

町民は何を求めて、今後どうあって、どう求めていくのかって言ったほうが、町民の人

達は意見を出しやすいのかなって。なかなか、議員を前にして議会を評価しなさいとい

っても、なかなか難しいのかなっていう気はするんですね。 
だから、何が足りないんだ、何がどうなったとかっていう部分では、大くくりの、今後

の議会に求めるもの、とかっていうタイトルのほうがいいのかなっていう気はするんで

すよね。 
〇委員長（山崎 仁君） 副議長。 
〇副議長（村瀬 広君） これからの議会に望むこと、となれば、自ずとその意見発表

する方については、その文書の中で、今をどう評価するかってことは、たぶん見えてく

ると思うんですよ。だからそういったタイトルのほうが、意見作るほうも作りやすいか

なと思うんですけども。  
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〇委員長（山崎 仁君） 議会に求めるものということですね。 
〇副議長（村瀬 広君） その中ではたぶん、意見作るときに、今の議会についてどう

思っているかも、出てくると思うんですよね。改めて表題として、評価がどうとかより

も、自ずと、そういった意見の中に、今、どう見てるかもたぶん出てくると思いますよ。

だからこそ、今後こう望むって繋がると思うんで、そのタイトルのほうが作りやすいか

な。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） そういう思いを込めながら、依頼文にはその中身を、書い

ていくしかないだろうなと思います。だから、表題をもし付けないのであれば、こうい

うことで町民、団体からの意見を頂きたいんだということを、中にきちんと謳えば。ま

ぁ、テーマ決めないほうがいいのかもしれないですし。そういう趣旨でやりたいってこ

とを、お願いする訳ですから。中身で書く形にはなると思います。 
〇委員長（山崎 仁君） それでは、議会に求めるもの、というテーマで、町民会議を

開催するということで、決定してよろしいですか。 
〇９番（村本照光君） 文言なんですけども、求めるものっていう、議会に期待をする、

皆が議会に望むものも、もちろんあるんだけれども、議会に何を期待している。そうい

う期待という文言のほうがいいのかなっていう、ちょっと思ったんですけど。 
〇委員長（山崎 仁君） 他どうですか。決定してよろしいですか。議会に期待するも

の、ということで、テーマにするということでは、ご異議ありませんか。よろしいです

か。では、議会に期待するもの、というテーマで。それぞれお話があった中では、団体

等、いろいろ想定をされる訳ですけども、これから呼びかけをしていかなければならな

いのと、日程調整をしていかなければなりません。恐らく、今日この時点では、決定で

きないと思いますので、想定をされる団体、組織。議会事務局にある程度まとめをお願

いしますけれども、次回、議会運営委員会を開催する時点まで、皆さんからそれぞれ網

羅できるような団体を、お示しをしていただきたいと思いますので。よろしいですか。 
 これは、それぞれに参加をお願いするということでは、できるだけ早く日程をお知ら

せするというのが、やはり礼儀だと思いますので、できるだけ早い時期に、日程を確保

したいというふうに思います。よって、議会運営委員会もなるべく早めということで、

次回開催、このテーマで開催をするということの考え方、いかがですか。はい、村本委

員。 
〇９番（村本照光君） この、町民会議の日程についてなんだけども、先ほど議長が述

べられた中身だと、要するに、特別委員会の結論が出る前、というような認識で捉えた

んですけど。だから、特別委員会と並行してやるのか、それとも特別委員会で、結論出

してから町民会議するのか。それ、確認したほうがいいんじゃないかな。 
〇委員長（山崎 仁君） 特別委員会報告に、反映をさせるのか、それとも、そうでな

い特別委員会は、独自の考え方なんだよっていうことなのか、いずれの考え方になりま

すか。議会に期待をするもの、ということで、ご発言を頂いたことが、特別委員会に反

映をさせるのだということであれば。  
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させる、ということであれば、特別委員会報告まとめの前に、それを開きたいというこ

とになりますが、それでよろしいですか。他、委員さんいかがですか。はい、上村委員。 
〇６番（上村義雄君） 議会に対するものというテーマでするということは、テーマを

掲げたその特別委員会とは、直接関与しない、全般に渡っての町民の意見、団体の意見

というものが出てくるだろうから、この特別委員会とリンクするという必要はないのか

な、というふうに私は思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 加藤委員にお尋ねをしますけども、反映させるというのは、

議会として反映させるという意味なのか、それとも、議員個々が意見交換会を通した中

で、自分の考えを反映させるというのか。 
〇４番（加藤三明君） 議会として。私はね。 
〇委員長（山崎 仁君） 議会として反映させるのであれば、上村委員の発言とまった

く違う話になります。どのように考えたほうがよろしいですか。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） ちょっと整理させていただきたいのですが、この町民会議、

各団体等々に意見を述べてもらうということでは、今の特別委員会の項目を反映させる

ということではない、というふうに私は理解をしているんですが、議会全般に渡って、

これからどういう開かれる議会にしていくかだとか、ということであればいいんですけ

ど。なんだかんだ、その特化しているものに結びつけようとするって、非常に無理があ

るかなと思います。私的に思えば、定例会が３月の中旬予定しておりますので、できれ

ば定例会前に、そういう各団体との意見交換を。だから、特別委員会の項目は頭からと

りあえず除いて、議会をどう見ているんだということで、じゃあ、次の定例会でなるべ

くそういうことを反映しながら、というほうがやりやすいのかなという気はするんです

よね。 
 それで、一方的なんですが、１月７日、たぶん今月は開催することが厳しいと思うん

です。そうすると、１月７日に新年交礼会が４時からあります。その午後からでも、議

運を開いて段階等、日程等も決めてお願いするような形を取りたいなというのが、事務

局的な考えです。 
〇委員長（山崎 仁君） 向井委員。 
〇３番（向井孝一君） 私も、今の局長の説明で、特別委員会のテーマとリンクさせる

というのは、非常に難しいことであって、やっぱり代表者の人達から意見を徴集すると

いうのは、議会活動をして、網羅した方の意見であって、特化したテーマのことではな

いと思うんですけども。 
〇委員長（山崎 仁君） 加藤委員の発言の中で、議会としてということよりも、議員

個々として活動に活かすということで、捉えていただければ、その意見交換によってそ

れぞれ議員が感じたものを、それぞれの場面で反映させるとという思いでいただければ。

よろしいですか。はい。では、まぁ、発言をいただいたことが全てがどうかというより

も、発言の趣旨を題して今後の議会活動に活かすということで、リンクするか、しない

か、というよりも、すべて参考になるということで捉えて、進めていってよろしいです

か。  
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そういうことで、日程的にも非常に詰まってきますので、先ほど申し上げたように、団

体組織等にご案内を差し上げる場合に、候補となるところを、皆さんに想定をしていた

だきたい。事務局にもとりまとめ、リストを作っていただきますけれども、もし、落ち

度のないように、１月７日までに、その点をご配慮いただきたいと思います。日程的に

も、その時点で決定をするという流れになろうかと思いますけども、このことに関して

はいかがですか。上村委員。 
〇６番（上村義雄君） １月７日に、議運を開いてという部分で、それは発言してもら

う団体を選定するということで、それはいいんですけれども。ただ、町民会議を開く、

そしてこういうテーマで以って決まったということを、１６日の全員協議会がある訳で

すから、その時に議員全員に、やっぱり議会報告会として、こういう方向性で動いてる

ということだけは、きちんと全議員に報告し、説明しておく必要があるのかなと思いま

すけども、いかがですか。 
〇委員長（山崎 仁君） 議長、全員協議会の召集は予定しているんですか。 
〇議長（徳田栄邦君） 全員協議会ですか。いや、予定してございません。 
〇６番（上村義雄君） あ、合同委員会の日ということ。 
〇委員長（山崎 仁君） あの、合同委員会、特別委員会もそうなんですけれども、議

運の報告が定例会前にある訳ですから、そういう場面ではいかがかと。 
〇６番（上村義雄君） そういう場面でいいです。 
〇委員長（山崎 仁君） よろしいですか。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 今、委員長が言われた通り、１８日には、この議会運営委

員会の報告を文書で以って、皆様に報告する形になると思いますので、１８日の、議会

開会前にこの議会運営委員会の報告を致します。 
〇委員長（山崎 仁君） よろしいですか。議会運営委員会報告を、９時半を目途にし

たいという。時間がぎりぎりに迫ると、非常に混雑しますので。前段で合同委員会等、

全員集まる機会ありますから。９時半から議運の報告をしたいので、お集まりを頂きた

いということで、お知らせしてよろしいですか。町民会議については、そのようなこと

でありますが、他に今日、想定されるものがあれば、出して頂きたいと思います。この

流れで進めていってよろしいですか。はい、では１月７日、議会運営委員会を開催する

ということで。案内は後ほど致します。この件に関して終了してよろしいですか。はい。 
 それでは、次、３月議会における、ナイター議会。柏田局長。 
〇事務局長（柏田泰明君） これは、ここ数年ずっと続いてきていることであります。

一般質問に対して、ナイター議会を実施しているところでありますが、３月議会にもナ

イター議会を実施するのか、しないのかということで、これは、今、決定することじゃ

なくて、頭出しをしただけであります。この部分についても、できましたら１月７日議

運に、お諮りをして、決定するのか、しないのかということを、決めていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 
〇委員長（山崎 仁君） このことについて、何かありますか。向井委員。 
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〇３番（向井孝一君） これを発言した人から、もう必要ないんじゃないですか、と言

われたんですが。 
〇委員長（山崎 仁君） 副議長。 
〇副議長（村瀬 広君） 参考までに、ナイター議会と傍聴の数ちょっと。 

（なにやら言うことあり） 
〇委員長（山崎 仁君） ナイター議会の開催についても、それぞれ１月７日の議運の

中で協議をいただきたいと思います。当然、理事者等の都合もある訳ですから、早めに

決定をしたいと思いますので、ご協力をよろしくお願い致します。次、いってよろしい

ですか。 
 次に、電子的会議録の取り扱いについてであります。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） この部分につきましては、皆様に資料１２ということでお

配りをしております。この中で、２９３ページを、４枚目になります。録音テープの再

録音、再生、貸出に、ということであります。この部分につきましては、朗読を致しま

すけれども、録音テープの管理者は議長であり、再録音、再生、貸出の権限は議長にあ

るが、録音テープは会議録作成の補助、または、手段であるので、原則として再録音、

再生、貸出は認められない、ということであります。この理由としては①として、会議

の公的な記録が会議録であるということ、テープで起こして、署名をもらったものであ

ること。②として、録音テープには取り消した発言、訂正した発言が含まれていること。

③として、会議録は正文されたものであるが、録音テープは正文前のものであること、

等を挙げることができるということであります。また２番目として録音テープの再録音、

再生、貸出について、地方自治法標準会議録規則は、何ら規定してはいないとしながら

も、会議録作成者である以上は、録音テープの取り扱いに基準を決定しておく必要があ

る、ということで（１）から（４）まで述べてあります。録音テープの再録音、再生、

貸出は原則として許可しない。こういう部分を明記しなさいということです。録音テー

プの再録音、再生は次の者に限り許可をすることができるとして、一つは議員、ただし

本人の発言と、これに関連する執行機関の発言の部分に限る、ということであります。

②として、執行機関、ただし、職務上最小限度必要とする部分に限ると。これは、町側

に貸し出す時も、そういう部分になるということであります。議長が必要と認めるもの、

例えば、死亡した議員に対する、追悼演説、死亡議員の生前の発言部分を、遺族等に贈

呈するなどが、貸し出せる部分だということです。３番目に（３）で録音テープの再生

は、議長の定めた場所において行う、ということであります。この再生は、議員であれ

ば自分の発言と、それに対する答えの部分しかだめですよということであります。 
（４）番目で録音テープの再録音、再生は、一定の様式、再録音、再生を求める理由、

再録音、再生を求める部分の年月日等により、議長に申請するということで、電磁的記

録に関しては、今、今金町でＤＶＤの貸し出しを、定例議会と、各常任委員会の貸し出

しをしている訳ですが、基本的に認められないという方向であります。 
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当然、会議録の署名するという部分がありますので、書面でないものは、あくまでも補

助的なものである、ということでは、今まで貸し出しをしていたのですが、貸し出しが

できないという、例がありますので、今後そのように進めてよろしいか、ということで

あります。 
〇委員長（山崎 仁君） 今、局長から説明がありました。今金町議会で、ＤＶＤの貸

し出しを行っているということで、これまで進めてきた訳でありますけれども、基準の

無い中で貸し出しをするのは、だめだと。基準がある中ならいいという捉え方。 
〇事務局長（柏田泰明君） それも限られる部分だけです。 
〇委員長（山崎 仁君） そういうこともありますので、今回のこの件に関してはもう

少し精査をしながら、最終的に貸出がだめであれば、そのように議会だよりでも、出し

ていかなければなりませんから。もう少し慎重に結論を出していきたいというふうに思

います。向井委員。 
〇３番（向井孝一君） ということは、ホームページも。 
〇事務局長（柏田泰明君） ホームページは、会議録を正文してＰＤＦという、書き出

しのできないようにして署名議員を押したものがあるんで、例えば、発言の取り消しだ

とか、そういうものがあったものは全部消されて出ます。ところが、ＤＶＤに関しては、

テープもそうですけども、全部消すことが出来ないです。だから、原本は貸出をしませ

ん。あくまでも、会議録署名議員が署名したものというのは、訂正した部分を削除して、

その部分を会議録として皆さんにお出しすることは可能です。 
〇委員長（山崎 仁君） 村本委員。 
〇９番（村本照光君） あの、今まで傍聴もあれだし、こういうことやってきたんだけ

ど、今、その発言聞いてね、なんか逆行してるんじゃないかなっていう。ありのままを

見てもらうってことで、傍聴もあれだし、委員会なんかもわざわざいろいろやって、で、

やっぱり興味持ってもらおうということでは、そういうＤＶＤの貸し出しもということ

でやってきたはずなんだけども、そういうことで考えると、町民から逆に不信感持たれ

るからね。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 開かれた議会、傍聴人等々については、傍聴人に関しては、

テープレコーダー、カメラ等、一切禁止です。だから、耳で聞く部分、目で見る部分に

ついてはいいんですけども、記録的に残されたものを貸し出してやるということは、自

治法では定めはないけども、だめですよという部分で、はっきりこう謳っていますから、

あくまでも、会議録を作るための補助的な役割。保管するものですよ、だから貸し出し

はだめですよということです。だから、貸し出すにも、議員には議員の自分の発言と、

それに対する答弁。だから一般の人にはまったく貸し出しはできない。文章で見て下さ

いというだけです。 
〇委員長（山崎 仁君） 村本委員。 
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〇９番（村本照光君） これは、もっと時間あるときに、ゆっくりやったほうがいいと

思うんだけども、一番自分としては、ＤＶＤなんかでね、見てもらうと一番見るほうと

しても、被写体で見る訳だから、関心を持ってもらえるだろうし、一番いい方法かなと

私は思っていたんでね。ちょっとこれ、この通りにやらなきゃならないってことは、な

いんじゃないでしょうか。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 実は、あの、局長会議がございまして、全道から集まって

判例を出すんですが、会議録については、今、ものすごく厳しくなってきておりまして、

今、村本委員が言うように、逆行しているんじゃないかという。目で見て聞く部分はい

くらでもいいです。ただそれを、録音したものを持って行くのはだめですよ、というこ

とで、議長といえども文章を直すことはできないんですね。会議録はありのままを写し

取るので、訂正を掛けないものはそのまま載ってしまうということがあるので。非常に

重要な部分なんです。これは、例えば、極端なことを言えば、裁判でも何でも全部会議

録が。ＤＶＤもっていうのはなかなか、そういう部分ではだめですねという。映像的な

ものはだめですねということなんで。非常に逆行しているようですけども、判例的にこ

ういうのが、取り扱いを制限しますという判例がたまたま見えたので、是非、お諮りを

して決定していただきたいなと。 
〇委員長（山崎 仁君） 向井委員。 
〇３番（向井孝一君） 自分で設置してやるのは。 
〇事務局長（柏田泰明君） 基本的にはだめですから、だめですよということのご理解

を、丁寧に、議員の皆さんに説明していかないとだめですし、町民にも当然、今まで貸

し出ししていた訳ですから、できませんという説明はしていかなければいけないだろう

と思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 暫時休憩します。 

暫時休憩 １１時２７分 
〇３番（向井孝一君） あの、国の、特定秘密法案との関連性はあるのですか。 
〇事務局長（柏田泰明君） その部分とは、今後は出てくるかもしれませんけども、こ

れはもうずっと会議録ということで、議会の実務講座の中で謳われているので、関連は

別に、秘密法案が成立したからどうのこうのじゃなくて、その以前からしなさいという

指導があるということです。 
〇４番（加藤三明君） 今金の議会では、それに従ったという捉え方でいいのですね。 
〇事務局長（柏田泰明君） そうですね。そういう考えですね。だから、視察なんか行

っても、よく、テープの貸し出しはやっていない所が多いのは、そういうことなんです

よね。あくまでも、保管的なものですよ、会議録を正文するものですよ、と。 
〇委員長（山崎 仁君） この件に関しては、局長会議でもお話がありました。確かに

時代に逆行している部分もあるかな、というふうな発言もありましたけれど、もう少し

これは慎重に、それから、地方自治法標準会議規則で、なんら規定をしていないと。 
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基準を設けたらいいような解釈もできますし、基準が何なのかということもありますか

ら、もうしばらく中身を精査をしながら、それぞれ委員の皆さんも、考え方をまとめて

おいていただきたいと思います。これは、町民に向けてＤＶＤの貸し出しはいいですよ、

と言ってきたものと、たまたま特定秘密ということで、国がやっている法案と同時期に

これがでることによって、何ら誤解を招くようなことがあっても、まずいだろうという

ふうに思いますから、それぞれ慎重に進めていきたいと。しかし、これがある以上は、

ＤＶＤの貸し出しについては、控えるということで、結論が出るまでは。議長。 
〇議長（徳田栄邦君） 今まで決まりがない訳ですから。これらの取り扱いについては、

議長がきちんと規則を作らなきゃならないと思うんですよ。ですから、それまでの間に

皆さん方で十分協議して、規則を作っていきたいと思っていますんで。ですから皆さん

方も少しこれに関して勉強していただきたいと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 休憩の中ですけれども、議長の考えとしては、ＤＶＤの公開

できるようなことも考えていきたいということですか。 
〇議長（徳田栄邦君） ですから、これはね、議員であれば許されるのでないかなとい

うふうに、個人的には思っているんですよ。ですから、その辺のところがね、議員であ

れば、この発言は訂正したとかっていうのは、皆、了解している訳ですからね。それの

中で、出てきたものについては、会議録とは何ら変わらないような考え方を、議員は皆

持っている訳ですよね。ただ、それが、広く一般の人に、あの議員、ああ言ったのに、

次、訂正したとかなんとか言って、それが広まっていくとかってなると、ちょっと問題

になりますけれども。議員であれば、私は許されるのでないかなと。ただ、ＤＶＤがだ

めでも、会議録がある訳ですから、それを見れば全部調べることが出来るのでね。その

辺のところが管内の事務局長の会議辺りで、きちんと管内で統一した見解というものを、

出してもらえればそれに従っていかざるを得ないのかなという気はします。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 管内の局長会議がありまして、この局長会、全道の研究発

表のときに、いろいろ議論をした経緯がありまして、今金だけです、ＤＶＤを貸し出し

ているのは。びっくりされます。先進的なものなのか、何なのか、普通はやらないよと

いうことなのか。それで、いろいろ調べていた段階で、これはだめですよという文書が

出てきたので。これは、ちょっと、やってはいけないことをやると、議長の責任になる

んですよね。議長の管理の元でやるものですから。 
〇議長（徳田栄邦君） だけども、やってはいけないという、決まりはない訳でしょう。 
〇事務局長（柏田泰明君） そうなんです。規定してはいないんだけども、これは認め

られませんよということなんですね。 
〇議長（徳田栄邦君） 認められませんよって、何も悪いことしてる訳ではないでしょ

う。どこにも決まりが無いんだもの。 
〇６番（上村義雄君） 会議録の閲覧と、会議録をあれするというのは、事務方が全部

やることなのか。事務方の、言葉悪く言えばガードのためだというふうに、私は理解し

ます。自治法というのは、地方自治法の中では、そういう規定のものはない訳ですから。 
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そうすれば、何を基準にするかといったら、町民は知る権利、要するに、情報の、国会

の部分を機密扱いするだとかいうところと、リンクしていく形になっていくけども。基

本的には、町民の知る権利は、ちゃんとされなければならない部分だろうというふうに。

ですから、ＤＶＤの貸し出しにしても、町民センターにも置きますと、そういうことを、

要するに、電磁的記録の中の情報公開条例を作ってやっている訳ですから。その中にき

ちんとあれしている訳だから。 
〇議長（徳田栄邦君） 上村委員、それは全部、会議録として、署名議員が署名して、

議長も署名して、正規の物の、後の部分だからいいですよってことであって、ただこれ

は、その前の前段の、修正も何もしていないもので、やっぱり、議員さんの中には言葉

の間違いだとかいうのも、全部事務局で修正して、会議録というのは作ってもらってい

るので、そこに、いわゆる、署名の無いものは、会議録として認められないものを、公

開してはならないよというものだと思うんですよ。だからその辺のところで、だめだと

言うんだけれど、だめだとはっきり決まりが無いし、この会議規則も、それから自治法

も、今のこのＤＶＤなんて想定していない、前の話ですからね。だから、今、そういう

ことから言って、じゃあ、その、貸し出すＤＶＤにしたら、署名議員の署名もらったら、

それでいいんじゃないですかって、そういう人も居るからね、もう少しこれ、皆さんで

勉強してみませんか。 
〇委員長（山崎 仁君） これに関して、結論が出るまでの間は、どうしたらいいです

か。 
〇議長（徳田栄邦君） とりあえず、議長の権限で、持ち出しは中止しておきます。 
〇委員長（山崎 仁君） 再開してよろしいですか。 

開議 １１時３５分 
〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議致します。 
 電磁的会議録につきましては、内容が非常に複雑なようであります。もう少し精査を

しながら、今金町議会としてどうしたらいいのか。ＤＶＤの貸し出しですけれども、こ

れに関しては、もう少し協議、検討が必要だということであります。結論が出るまでは、

貸し出しを一時中止をするということで、決定をしてよろしいですか。はい。では、そ

のようにさせていただきます。 
本日の会議はここまでの予定でありますが、その他で何かありませんか。なければ、

終了してよろしいですか。 
それでは、議会運営委員会を閉会致します。どうもご協力ありがとうございました。 

 
閉会 １１時３６分 

 


