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平成２６年 第１回定例会 

議 会 運 営 委 員 会 
                     期日 平成２６年３月４日（火） 

                     時間 午前９時００分 

                     場所 議 員 控 室 

◎議事 

①平成２６年 第１回定例会の運営について 

協議案第１号 

  平成２６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） １件 
            諮  問        件 
            条  例      １０件 
            補正予算       ７件 
            単行議案       ４件 
            予  算       ８件（計３０件） 
 
   （２）議会提案  請  願        件 
            陳  情       ６件 
            推  薦        件 
            議員の派遣       件 
            選  挙        件 
 
   （３）議員提案  発 議 案       １件 
            会 議 案        件 
            意 見 案       １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 
 
   （５）監査請求に基づく監査報告     １件 
 

協議案第２号  一般質問について 
提出期限 ２月２７日（木）正午まで 

  （別紙のとおり） 
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協議案第３号  会期の予定について 
           ３月１０日（月）から１４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 
           １０日  ３番 向井 議員  ４番 加藤 議員 
           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 村上 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号 今金町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例制定について 
  議案第４号 今金町国保病院特殊勤務手当支給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８号 今金町国民健康保険奨学金貸与条例の一部を改正する条例制定につい

て 
  議案第１１号 定住自立圏の形成に関する協定の締結について 
 
  ＊産業教育常任委員会所管 
  議案第２号 今金町国営緊急農地再編整備事業負担金支払基金条例制定について 
  議案第１２号 今金町観光施設に係る指定管理者の指定について 
  ＊報告事項 
  議案第９号 議会費の２５年度補正予算（案）について 
        議会費の２６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１２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。 
              （伊藤会計室長、館野センター長） 
 
          ④議会だより用写真撮影のため、議場に入ります。 
               まちづくり推進課 
 
          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  議会閉会後 
            昨 年  議会開会の３月１１日ナイター議会までの間 
          ⑥町民会議まとめについて 

 
 
○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  村 瀬   広 君 
参   与  徳 田 栄 邦 君 

 
○欠席委員（０名） 
 
○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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開議  ９時００分 
    ◎委員長あいさつ 
〇委員長（山崎 仁君） おはようございます。時節がら何かとご多用の中、早朝より議

会運営委員会にご出席を頂き、誠にありがとうございます。第１回定例会に向けての協議

が、たくさんありますので、どうぞよろしくお願い致します。 
    ◎町長あいさつ 
〇委員長（山崎 仁君） 町長が出席されておりますので、会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。きのうまで続きました常任委員会等の審議、

誠にありがとうございました。常任委員会の審議に至る前までには、様々な町民なり団体

の意向を反映しながら、そして、各種関連の会議等々出て、その意見を踏襲しながら、予

算の調整を図りながら、対応してきたところであります。議会におきましても、まだ合同

委員会ということで、お願いしている案件がありまして、全てに詳しく説明しているもの

もございませんけども、明日の合同委員会のほうで、提案の内容等々につきまして、説明

をさせて頂きたいと思っておりました。今回の議会につきましては、同意案件１件、特に、

教育委員会の任命でございますけども、現在、教育行政の在り方についての審議が、国の

ほうでしている訳でありますけども、そういう状況等々踏まえて、現委員であります、田

中稔さんの任期満了に伴いまして、本人のほうにも、非常に長い間の教育経験もありまし

て、きちんとした発言力もある訳でありますので、私も少し時間がかかりましたが、なん

とかお願い申し上げたいということで、理解を得ることから、今回、任命につきまして、

同意案件を提出しておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 
 あと、様々な案件等々につきましては、先を見据えた編成については、将来のことであ

る訳でありますけども、そういうことも、しっかりと踏まえながら進めている訳でありま

す。 
全部で２９本の議案がある訳でありますが、特に、常任委員会のほうでも話をさせて頂

きましたが、予算の調整に当たりましては、入るものについては厳しく、しっかりと確実

なものを。出るものについても、それぞれ精査をしながら、なおかつ、執行段階できちん

と調整を図りながら進められるような、そういう努力をしながら進めている訳であります

が、７本の補正をお願いしている訳でありますけども、全ての、大体の方向性が見えまし

て、今回７８００万円ほど出ることになりました。このことは、当初、計画しておりまし

た、減債基金、あるいは、臨時財政対策債、それから備考資金につきましては、全部０に

しました。ただ１点は、財調で以って、１５０万円を使った訳でありますけども、これは、

ご承知の通りクアプラザピリカ用にということで、寄附金を頂いた経過がありますので、

それについては、しっかりと使わせて頂きたいということで、財源に組み込みながら執行

している訳でございまして、そういうことからしますと、そのほとんどを余剰金として、

戻すことができたということにつきましては、この考え方、この手法につきましても、新

年度にきちんと投資をしながら、取り組みをさせて頂きたいと考えております。 
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内容につきましては、副町長のほうから説明をさせますが、定例会に向けて、ご配慮賜

りますことをお願い申し上げまして、私のあいさつとさせて頂きます。 
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２６年、第１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。それでは、ご説明を致します。 
 ３月定例会に提案を予定しております、事案につきましては３０件であります。その内

容について申し上げます。 
 同意案件が１件でありまして、同意第１号で、今金町教育委員会委員の任期であります。

町長のあいさつにもありましたので、内容については割愛をさせて頂きます。 
 新たに条例を制定しようとするものが２件で、議案第１号で、認可地縁団体印鑑の登録

及び証明に関する条例制定であります。議案第２号では、国営緊急農地再編整備事業負担

金支払基金条例の制定であります。 
 条例の全部を改正しようとするものは１件で、議案第３号で、社会教育委員に関する条

例制定であります。 
条例の一部改正をしようとするものは５件で、議案第４号で、国保病院の特殊勤務手当支

給条例の一部改正であります。議案第５号では、学童保育所の設置条例の一部改正であり

ます。議案第６号では、障がい程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の一部改

正。議案第７号では、国保病院の使用料及び手数料条例の一部改正。議案第８号では、国

民健康保険奨学金貸与条例の一部改正であります。 
 次に、条例を廃止しようとするものが２件であります。議案第９号で、母と子の家の設

置条例の廃止であります。議案第１０号では、農業気象情報センターの設置及び管理に関

する条例の廃止であります。 
 次に、地方自治法第９６条２項の規定により、議決をお願いするものが議案第１１号で、

定住自立権の形成に関する協定の締結であります。 
 次に、指定管理者の指定を行おうとするものが１件で、議案第１２号で、観光施設に係

る指定管理者の指定であります。 
 次に、地方自治法第２８６条第１項の規定によりまして、道内の厚生市町村議会の議決

をお願いするものが１件で、議案第１３号で、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

であります。 
 次に、過疎地域自立市町村計画の変更が１件でありまして、議案第１４号で、今金町過

疎地域自立促進市町村計画の変更であります。 
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 以上、議案第１４号までは、総務厚生、産業教育、両常任委員会において、提案理由の

内容を説明しておりますので、次に、議案第１５号から平成２５年度の一般会計を始め、

各特別会計の補正予算７件と、議案第２２号からの、平成２６年度の一般会計を始め、各

特別会計予算について、概要を申し上げます。 
 議案第１５号では、平成２５年度の、一般会計補正予算第５号であります。８５９７万

７千円の追加補正をお願いしようとしております。 
 議案第１６号では、国民健康保険特別会計の事業勘定補正予算第４号であります。２４

７７万５千円の追加補正をお願いしようとしております。 
 議案第１７号では、介護保険特別会計の補正予算第４号でありますけども、４２４８万

８千円の減額補正をお願いしようとしております。 
 議案第１８号では、介護老人保健施設の特別会計補正予算第３号でありますが、１１０

万４千円の減額補正をお願いしようとしております。 
 議案第１９号では、国保の施設勘定の補正予算第４号でありますけども、収益的収支に

おいては３４０万２千円の減額を、資本的収支の支出において４１万３千円の減額補正を

お願いしようとしております。 
 議案第２０号では、簡易水道事業特別会計の補正予算第４号でありますが、８６万２千

円の減額補正をお願いしようとしております。 
 議案第２１号では、平成２５年度の、公共下水道事業の補正予算第３号でありますが、

１３０万４千円の減額補正をお願いしようとしております。 
 次に、平成２６年度の予算について申し上げます。議案第２２号で、平成２６年度の今

金町一般会計予算につきまして、予算の総額を５２億２８４５万円にしようとするもので

あります。 
議案第２３号では、国保の事業勘定予算で、予算の総額を９億９５７５万円にしようと

するものであります。 
議案第２４号では、後期高齢者医療特別会計の予算で、予算の総額を８５８５万７千円

にしようとするものであります。 
 議案第２５号では、介護保険特別会計の予算でありまして、保険事業勘定においては、

予算の総額を７億５４０万４千円、サービス事業勘定では、予算の総額を８２２万２千円

にしようとするものであります。 
 議案第２６号では、介護老人保健施設特別予算でありますが、収益的収支においては、

予算の総額を３億８０１０万７千円、資本的収支においては、予算の総額を２２２９万４

千円にしようとするものであります。 
 議案第２７号では、国民健康保険特別会計施設勘定予算でありますが、収益的収支にお

いて、予算の総額を７億９４５３万３千円、資本的収支では、予算の総額を２９６１万７

千円にしようとするものであります。 
 議案第２８号では、簡易水道事業特別会計予算でありますが、予算の総額を１億２６９

６万８千円にしようとするものであります。 
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 議案第２９号では、公共下水道事業特別会計予算でありますが、予算の総額を２億２３

５３万円にしようとするものであります。 
 以上であります。どうぞよろしくお願い致します。 
 次に、合同委員会の開催をお願いしたい事案が６件ございます。 
議案第１号の、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例制定について。 
議案第２号の、国営緊急農地再編整備事業負担金支払基金条例の制定について。 
議案第４号の、国保病院の職員特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正について。 
議案第８号の、国民健康保険奨学金貸与条例の一部改正について。 
議案第１１号の、定住自立権の形成に関する協定の締結について。 
議案第１２号の、観光施設に係る指定管理者の指定について。 
以上６件について、合同委員会の開催をお願いしたいと思っております。ご配慮をどう

ぞよろしくおねがい致します。 
〇委員長（山崎 仁君） 説明が終わりました。この件に関する質疑ありませんか。無け

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。退席をお願い致しま

す。 
 次に、議会提案、議員提案、議員会提案についてを、局長に説明致させます。資料２か

ら７です。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。まず、議会提案の部分でありますが、きのう農協のほ

うから請願が届いております。請願の文書を、今、お渡しを致しますので、よろしくお願

い致します。 
 それで、レジメのほうの部分の請願１件と、追加をして頂きたいというふうに思います。

それでは、請願についての朗読説明を致します。 
 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願書。請願理由、ＴＰＰ交渉については、本年２月

に閣僚会合が開催されましたが、多くの分野で各国の主張の隔たりが大きく、大筋合意に

は至りませんでした。しかしながら、４月のオバマ大統領の来日に向けて、米国から衆参

両院の農林水産委員会における決議を逸脱した譲歩を強く迫られかねず、予断を許さない

状況が続いています。 
ＴＰＰは農業だけの問題ではなく、国民一人ひとりの暮らしや、地域社会の将来に極め

て大きな禍根を残す問題であり、国民的議論のないまま交渉を進めることは、決して国益

にかなうものではありません。このため、多くの国民や道民、地方議会と自治体首長は、

ＴＰＰ協定交渉への参加に反対、慎重な対応を強く求めて参りました。つきましては、Ｔ

ＰＰ交渉に係る衆参農林水産委員会決議の遵守等を政府に求めて頂きたく、下記の意見書

の提出の提出を請願するものであります。 
請願の趣旨、ＴＰＰは例外なき関税撤廃を原則としていることに加え、国民一人ひとり

の暮らしや、地域社会の将来に極めて大きな禍根を残す問題であること。また、全ての国

際貿易交渉において、重要品目等の関税維持が不可欠なことから、下記の事項を政府に求

めるものであります。 
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１、ＴＰＰ交渉に係る衆参両院農林水産委員会決議の遵守。政府は平成２５年４月の衆

参両院農林水産委員会において決議、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定交渉参加

に関する件についてを遵守するとともに、決議が尊種出来ない場合はＴＰＰから脱退する

こと。 
２、全ての国際貿易交渉における重要品目等の関税維持。ＥＰＡ・ＦＴＡ等の全ての国

際貿易交渉において、重要品目等の関税等、必要な国境措置を維持するとともに、特に、

日豪ＥＰＡ交渉については、平成１８年１２月の衆参両院農林水産委員会における決議、

日豪ＥＰＡの交渉開始に関する件を遵守すること。 
この部分につきましては、請願者２名となっておりまして、農業協同組合代表理事組合

長、農民連盟の執行委員長という２名であります。なお、この部分につきましては、紹介

議員が２名居りますので、後に諮られます意見案として提出するもの、というふうになる

のかと思います。 
続きまして、陳情の取扱いについてということで、陳情１号から６号までございます。

第１の請願書ということで挙がっておりますが、この部分については、議会の中での議論

等々を行ってくださいという趣旨でありますので、地元から挙がっているものでもありま

すけども、意見案という中では、出ていけない部分なのかなというふうに思います。今後、

この処置についてどうすべきか、議員全員で話すことがいいのかどうなのか、ということ

も関わってくると思います。 
それでは、陳情第２号であります。この部分については、ウイルス性肝炎患者に対する

医療費助成の拡充を求める意見書採択に関する陳情ということで、Ｂ型肝炎訴訟北海道原

告団を筆頭に出されてきたものであります。 
陳情第３号につきましては、特定秘密保護法の廃止を求める陳情ということで、連合北

海道檜山地域評議会から提出されているものであります。 
陳情第４号につきましては、地方自治の臨時・非常勤職員の均等待遇と雇用安定のため

の法改正に関する陳情ということでありますけれども、この部分については、これも、北

海道檜山地域評議会のほうから提出されているものであります。 
続きまして、これも同じところからの提出であります。労働者保護ルール改悪反対を求

める陳情ということであります。檜山地域評議会からは、以上３件の提出であります。 
また、陳情第６号では、住民の安全・安心を支える国の出先機関の拡充を求め、公務の

民営化・独立行政法人化・業務委託化に反対する陳情。この部分については、北海道国家

公務関連労働組合協議会から提出されておりますが、いずれも、２号から６号につきまし

ては、紹介議員が今のところまだ決まっていない、というところであります。内容につい

てはお手元の書類にて、ご参照頂きたいと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 議会提案・議員提案ということで、委員会提案については、後

に審議して頂くことにして、最初に出されました、東京からの請願、これを受けて今金町

議会として、意見書を提出するという流れ。このことで、進めて問題ありませんか。いか

がですか。それでは、ＴＰＰ交渉等に関する請願書の取扱いは、それでよろしいですね。 
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 それでは、意見書の朗読でありますけれども、どなたが、本会議で朗読するようになり

ますか。議運の委員の中から、意見書の朗読ということになります。どなたがよろしいで

すか。これは、所管ということを考えると、産業教育ということもありますけれども、村

本委員長いかがですか。意見書の朗読。上村委員。 
〇６番（上村義雄君） 請願の提出理由を、この紹介議員が出して、それを当然意見案 282 
にそれをあれするということもあったんですけれども、それとは別に新たに出すというこ

とになりますかね。 
〇委員長（山崎 仁君） 今回の場合には、意見書として一発で出すという取扱いを、予

定をしているということなので、請願を朗読説明をする場合には紹介議員が朗読をすると。

意見書を提出するときは、議運の構成メンバーの名前で提出をするということですから、

議運のメンバーから朗読をすると。ＴＰＰに関しては、産教の所管ですから、もし、よろ

しければいかがですかという話ですから。 
〇６番（上村義雄君） 請願の紹介議員でもあるし、議運の委員長でもあるから山崎委員

長が朗読するのは、いかがでしょうか。 
〇委員長（山崎 仁君） それでよろしいですか。では、私が朗読を致します。 
 それから、次に、事前に資料を送付してあると思いますけども、陳情第１号から第６号

までの取扱いであります。請願の例によりということでは、紹介議員が必要だとか、後は、

全道議長会からのという。そのことを考えると、陳情２号から第６号までは該当しないの

かな、というふうに思われますけども、その辺はいかがですか。 
〇６番（上村義雄君） 取り扱わないということで、良いかと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） それでは、請願の例により、陳情２号から６号までは取扱いを

しないということで、決定をさせて頂きます。 
〇３番（向井孝一君） あの、良いですか。請願を出した人から直接言われたのは、この

自治法の中身は紹介議員居なくても、通用するんですよね、取扱いというのは。住民の場

合は。 
〇委員長（山崎 仁君） 今、陳情第２号から６号までの取扱いをしないということで、

１号に関しては、町民からの請願なので、どう取扱いますかということを、改めてお諮り

を致します。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） あの、今の向井委員の話は、その通りだと思うんですが、う

ちの議運の申し合わせ事項の中では、紹介議員を付けるという方向になっていますので、

もし、２号から、できるんですけども、では、説明議員は誰がするのか、ということにな

ってしまうので。だから、今までは、通例として、申し合わせ事項の中で。 
〇委員長（山崎 仁君） 暫時休憩致します。 

暫時休憩 ９時２４分 
開議 ９時２５分 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り、開議致します。お諮りを致します。陳情第１

号クアプラザピリカに関する陳情。これは、請願書ということで、請願書の趣旨、それか

ら提出者。これは町内在住の方であります。 
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これは、先ほどの件とは若干違うと思いますので、議運の中でこの取扱いをお決め頂きた

いと思います。どのように取り扱うのがよろしいか。これ、朗読は、事前に資料を送付し

てますから、よろしいですか。はい。向井委員。 
〇３番（向井孝一君） これ、先ほどの話に戻るので、１回休憩して。 
〇委員長（山崎 仁君） はい。暫時休憩致します。 

暫時休憩 ９時２６分 
開議 ９時４６分 

〇委員長（山崎 仁君） 休憩を打ち切り開議致します。休憩中に様々なご意見を頂きま

した。この請願第１号については、町内在住者ということで、更に、今、今金町が取り組

んでいるピリカスキー場並びに関連施設の企業への、売却になるかは、まだ、その段階に

はなっていないというふうに聞いておりますが、大変情勢としては微妙なところであると

いうところが一つ。それから、町内在住者の思いも十分理解をできるということでありま

す。今後について、どうなるかということは、まず、その一点目の他の企業に売却をする

かどうか、その話の推移によって再度協議をするということで、取扱いとしては留保をす

るということで、考えたいと思いますが、いかがですか。 
（異議なし） 

〇委員長（山崎 仁君） はい。では、そのように、この陳情第１号については、結論を

留保するということで決定を致します。 
 次に、委員会閉会中の継続調査と、議会提案についてを、局長に説明を致せます。資料

３であります。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、資料３に基づいてご説明致します。各委員長から、

別紙の通り閉会中の継続調査を行いたいという申し出があります。申し出先は、議会運営

委員会、総務厚生常任委員会、産業教育常任委員会、広報発行常任委員会ということの、

各委員会であります。中身については、後ほどお目通しを頂きたいというふうに思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 委員会の閉会中の継続調査についてであります。それぞれ、３

常任委員会委員長が、出席をされております。これらの内容で間違いないですか。よろし

いですか。それでは、そのことを確認しながら、議会運営委員会についてでありますが、

ここに議会の運営に関する事項、定例会・臨時会、議長の諮問に関する事項、この２つで

議会運営委員会としては、決定をしてよろしいですか。議長。 
〇議長（徳田栄邦君） 先日、勢簱さんとの話合いの中でも出てきていますけども、今、

通年議会をやっている議会が相当数出てきております。それで、勢簱さんの言い分なんか

によりますと、やはり通年議会は取り入れるべきだ、というような意見を言っております。

それで、その通年議会をやることによるデメリットとかメリットというのは、私共の議会

では一切話をしたことがございませんので、できれば、来年度掛けてこの通年議会という

ものに対して、勉強するような機会を設けて頂きたいと思いますけども、いかがですか。 
〇委員長（山崎 仁君） それは、議会運営委員会としてなのか、それとも全議員が対象

となるのか、いかがですか。 
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〇議長（徳田栄邦君） 議会の運営に関する事項ですので、議会運営委員会にお願いした

いと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それは、議長の諮問ということなので、項目で挙げるのでは

なくて、議長の諮問という形の中で抑えて、そのことも含めて協議をするという方向で、

認識を持てればこの２件でいいのかなという気は致します。あえて、挙げるとまたそれだ

けに集中してしまう部分があるので。 
〇委員長（山崎 仁君） それでは、通年議会の調査・研究ということを、今、議長から

諮問をされたということで、閉会中の継続調査の中では、議長の諮問に関する事項の中に

抑えておきたいという。そのことで、来年度、平成２６年度はこのことを特に調査研究を

するということで、よろしいですか。それでは、そのように、議会運営委員会は決定をし、

他の３常任委員会もここに提案のあるように、決定をしたいと思います。よろしいですか。 
（はいの声あり） 

〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、資料の４でありますけども、意見案、先ほど請願

で採択されましたことについての意見案ということで、資料４で提出をしております。Ｔ

ＰＰ交渉等の国際貿易交渉に係る意見書ということで、内容は、先ほどと同じであります

ので、省略をさせて頂きたいと思います。 
 続きまして、委員会調査報告であります。資料５であります。この部分につきましては、

調査特別委員会を設置して、下記のように決定をしたところであります。付帯事項の調査

結果というところの朗読をさせて頂きます。下記の結果を本会議に報告する。 
（１）定数等について。これまで収集した資料、先進地視察を通じ、参考人・公聴会制

度などを調査した結果、議員定数は町民の代表である議員自らが協議・決定することが望

ましいという結論に達した。それを受けて、次期定数は現在と同数の定員とし、報酬につ

いても現在と同様に維持する。 
（２）政務活動費について。議員個々の政務活動は、これまで通りの対応を継続し、政

務活動費の導入をしないこととする。特に行政視察については、目的・場所・期間等を明

確にし、議員自らの企画により理事者側にその都度予算要求をするものとする。 
（３）参考人・公聴会制度について、必要に応じ専門的・政策的意見等を、議会の議論

に反映させるため、制度の十分な活用を図るということで、２月２５日に開催された特別

委員会で決定したところであります。 
〇委員長（山崎 仁君） 特別委員会報告でありますが、これは、特別委員会で決定を頂

いたものであります。このように報告をすることでよろしいですか。そのように決定を致

します。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、一般質問の件でございますが、２月の２７日締め

切ったところであります。それまでに１件の通告書が出てきております。日置議員からで

あります。朗読を致します。 
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 高校までの医療費の無料化支援について。私は、地方における少子高齢化の進行は、地

方自治体に大きな影響をもたらすことが想定され、地域社会の存立維持に関わる問題と考

えます。今金町において、人口を増やしていく事は非常に難しいことだとは思いますが、

せめて、今以上大きく減少させないために、更なる子育て環境の整備を進める必要がある

と考えます。一昨年、その施策の一つとして、少子化対策と子育て支援に対し、保育園の

無料化について一般質問させて頂いた経緯があります。残念ながら政策に反映させて頂く

ことはできませんでしたが、今金町において、子育てに対する支援は必要不可欠な施策と

考えます。そのため、高校までの医療費の無料化をすべきではと考えますが、町長の所見

をお伺い致します。以上であります。 
〇委員長（山崎 仁君） 一般質問でありますが、１件の通告であります。これはよろし

いですね。それでは、一般質問はそのように決定をさせて頂きます。 
 次、協議案第３号、会期の予定について。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、資料７でございます。これまでの経緯については、

ちょっと知る部分が無かったんですけれども、日程的には５日分を想定するのが妥当なの

かな、という判断で今回作りましたけども。これまで、１２月についても、後で考えたん

ですけども、日程を２日で取っていて１日で全部日程を組んでしまっている部分があって、

考え方となれば伸ばしていくという方法を取るのが良いのか、５日分の日程を組んで、逆

に繰り上げていくのが良いのか。どちらも可能なんですが、５日の部分で組んでいて３日

分の日程しか無いのも、変なのかなとちょっと自分で疑問がありまして、とりあえずは、

今、５日分の日程を組んでみました。で、これまでの昨年の状況を見ますと、５日を組ん

で、３日目で終了しておりますが、１日目が終了しているのが２時３０分だとか、３時だ

とかということで、３回延会をしているという状況であります。 
ただ今年の場合違うのは、一般質問がナイター議会でやらないということの中で、一番

最後に出てきますが、広報というか、チラシでやる部分で町長の行政執行報告、それと、

一般質問がありますので、このチラシにはその部分をきちんと明記してあげないと、傍聴

者が戸惑うということもあって、どのような処理をしたら良いかというのが、ちょっと事

務局だらしないんですけど考えてみましたので。今回は５日分の日程を組みましたけども、

ここで、それは例えば３日分を組んでもしそれが伸びるようであったら、伸ばしていくよ

というほうがいいのか、その辺のご意見を頂きたいなと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） いかがですか。上村委員。 
〇６番（上村義雄君） 今までの部分等でいくと、３日あれば終わっていたという部分が

あるので、３日の議事日程を組んで、進行とその部分では議会は誰がどういう状況で伸び

るかどうか分かりませんので、伸びるという形で捉えておくという形で、組んだ方が良い

のかな、というふうに私は思うんですけども。 
〇委員長（山崎 仁君） 他いかがですか。今、局長の説明の中にあった、新聞折り込み、

資料１１にあります。第１回定例会の開催についてということで、この中で傍聴をされる

方が、日にちと審議内容案件を把握するということでは。 
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このように謳ったほうがいいであろうという。謳わなければ審議の内容が分からないとい

う。その配慮もあっての、今のすすめであります。今まで慣例として、議会の開催は２日

間の会期を取っても、審議は１日の日程表を作ると。時間いっぱい審議をして余ったら次

の日にすると。それはもう散会という形で、次の日また集まれる訳ですから。それが日程

を決めてしまうと、その日程の前倒しの場合には議長の言々、更に議会運営委員会の開催

と、ちょっと手続き的なものが発生するだろうという気もするんです。その辺のところご

意見あれば、頂きたいと思います。日程は、ここの日程表に表したものは、時間が早く終

わっても、当日の審議はそれで終わりという。それを更に次の日の日程を審議する場合に

は、議運を開くなり、議長の判断をするという。私が冒頭言ったのは、全ての日程をこの

中に組み入れると、時間いっぱいやって、余ったら次の日という。この今までのやり方と、

どういうふうに考えればいいかということで。議長。 
〇議長（徳田栄邦君） 議長としてはですね、日程の１日目と２日目だけは、ここに書い

てある通りでお願いしたいと思うんですよ。ですから１日目早く終わったからといって、

２日目の日程に入っていきますと、いわゆる行政報告だとか執行方針とか、一般質問が繰

り上がることになりますと、ちょっとチラシとの整合性が取れなくなってきますので、１

日、２日目だけは、この日程で議事終了のうちは終了して頂いて、３日目からは流動的に

様子を見ながら随時、議運を開いて頂いて進行していきたいというふうに、議長としては

考えておりますけれども、いかがでしょうか。 
〇３番（向井孝一君） 賛成です。 
〇議長（徳田栄邦君） あくまでも、議事日程は作っておいて頂いて、５日間の会期です

から５日目までの議事日程だけは、作らせてもらって、それに固執しないで３日目からは、

流動的に進めていくという形を取らせて頂ければと思うんですけども。 
〇６番（上村義雄君） １日目で補正終わって、執行方針も初日にやるという形で、２日

目、３日目という、３日間で進行は伸びるという形でおいておいたほうが、やりやすいか

なと思って、あれしたんだけども。そうしたら、初日に皆来て状況を聞けるという。補正

の部分なんていうのは割と早く終わる訳だから。初日は補正、２日目が執行方針。 
〇１１番（村瀬 広君） 終わった後の流れは、時間早くても日程でやめてしまうという

ことか、３日目の分も繰り上げて入ってくるということですか。 
〇議長（徳田栄邦君） それは皆さん方で、ご協議して頂ければ。２日目は、ですから議

事日程が終了した段階で、議運を開いて頂いて続けるか、止めるか。その辺のところはご

協議願いたいと思います。 
〇事務局長（柏田泰明君） 資料１１のチラシの関係があるんですが、こう言いながらも、

３日分しか書いていないんです。というのは、傍聴の人を考えると、まず行政報告、先ほ

ど言ったように、執行方針と一般質問は、これは聞いてもらいたいなという部分があって、

これははっきりしたい。だから２日目の頭に持ってくるという部分だと思うんです。で、

３日目については、一般会計の進行状況で、どんどん繰り上げていく。 
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例えば３日目の３号に書かれている、３日目は一般会計しかないんですけども、これずっ

と意見案まで入れてしまって、３日を３枚作るのか、それとも、５号にしてその都度、今、

議長が言うように議運を開いて上げていくのかという。 
〇委員長（山崎 仁君） 今、整理したいと思います。初日、１日目は、行政報告、それ

から各会計補正予算、これらを審議をして頂くという。この議事日程でよろしいというこ

とですね。 
〇６番（上村義雄君）先ほど、私が言ったのは、補正と執行方針というのは、補正の部分

のやつではそんなに時間は掛からないだろうと思うんです。で、初日に、執行方針も一般

質問も入れるという方向をしたほうが良いかと。今まではナイターをしているから、空間

を置いてやっていた訳ですけども。３月１０日に召集されて、町長の執行方針を聞き、一

般質問を聞くという方向でやれば、補正だけで終わって、２日目であれすると、時間的に

空間がかなりできるかな、と思うんです。ナイターではなく日中にやるということになる

から。そうしたら、私は初日に一般質問含めてそこをやるという形を取ったほうが、より

良いかと。それは議長の裁量の問題かなと。どちらでも良いんですけど。 
〇委員長（山崎 仁君） 議長。 
〇議長（徳田栄邦君） 上村委員の言うことも分かるんですけども、逆に５日も会期を取

っていて、２日で終わるなんてことも考えられるんですよ。前の日に２６年度の執行方針

と一般会計に入っていくと、特別会計入るとあまり時間掛からないで、今までもずっと終

わっているものですからね。そうした場合に。だからそう思って、１日目だけは少し。１

日目はどうして時間いっぱいまでやらないで止めたのと言うと、次の日の一般会計の勉強

するためにもちょっと時間を取らせてもらったんだ、と言えるのでね。ちょっとその辺で

伸ばしていくと、３日くらいまではもつのではないかなという、議長の思いがあるもので

すからね。局長に言ってこういう議事日程でやらせてもらったという経緯があるものです

から。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） まず、日程の関係でお話をしたいのでありますけども、行政

報告と補正予算というのは、これは３月３１日までのことでありますので、議事日程の前

段に持ってくるというのがあるんですが、今、前に林活と議員会の総会を、定例会終了後

という話があったんですが、例年はナイター議会の前の空いていた時間にあったので、も

し、そういうことがあるとしたら、その１日目の補正が全て終わった後で、林活と議員会

の総会をやらせて頂ければ、その時間が、議員としては埋まるのかなと。で、私ちょっと

やはり、執行方針と一般質問というのは聞いて頂きたいから、時間を、ナイターだったら

そこから始まりますよとなりますけど、１日目のいつやるか分からないけどやります、と

言うよりは、２日目の始めにやるとスムーズなのかなと。後は、一般会計をたぶんそこで

１日ずっとやる形に。条例がありますから。条例と一般会計をやって、例年ですと、次の

日の一般会計というのは、歳入からやっているんです。後は全部特別会計で終わってしま

っていた部分があるので、想像つくのは３日で終わるんですけども、議長のほうから、５

日取っていてやはり５日分のやつを作っておきながら、議運を開いて上げるのも。 
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と、なると、今までやっていたんですけども、そういうのは、やはり５日と最初に日程を

決めた段階で、それが活きてくるのかなというふうな感覚もあったりして。 
〇委員長（山崎 仁君） いかが致しますか。上村委員。 
〇６番（上村義雄君） 事務局の案に賛同致します。 
〇委員長（山崎 仁君） 他、ご意見ありませんか。 
〇４番（加藤三明君） 議長の思いがあるようですから、議長の思いで進めて頂きたいと、

私は思います。 
〇委員長（山崎 仁君） よろしいですか。では、確認をさせて頂きます。初日、３月１

０日、これは、この議事日程にある通り、特別会計補正予算までを審議をする。後に、こ

れは時間が空いたらということでありますが、それぞれの議員会並びに林活議員連盟の総

会も入れられたら入れると。これでまず１日目。これで１日目の考え方よろしいですか。

２日目でありますが、３月１１日は、行政執行方針、一般質問、それぞれ条例制定並びに、

今金町一般会計予算、ここまでで止めるということか、それとも今までやってきたように、

特別会計もこの中に日程として入れておいて、時間がきたらそこで終わって次の日にもう

一回そこから始めるという、これまでやってきたやり方でやるのか、分けた日程を作るの

かということ。提案されたここにある資料の通りの日程でよろしいですか。はい。では、

そのように決定をします。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい、すみません。私も、今、気付きました。申し訳ござい

ません。５日目の第３号は５号の間違いであります。 
〇委員長（山崎 仁君） １０時２５分まで休憩を致します。 

休憩 １０時１３分 
開議 １０時２４分 

〇委員長（山崎 仁君） では、休憩を打ち切り開議致します。 
 次、協議案第５号会期中の会議録署名議員の順序についてを、局長より説明致させます。

局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。それでは、署名議員の順序についてをご説明致します。

１０日であります。３番向井議員、４番加藤議員。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。ということであります。 
〇委員長（山崎 仁君） 続いて、協議案第６号、７号も。資料８です。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、資料８でありますけれども、１２１条の規定によ

り出席議員を要求し、資料９であります。それに基づいて、町長側から説明者の指名が挙

がってきました。この中で、教育委員会、尾崎書記長につきましては、３月２７日までの

病欠の届出が出ておりますので、この場所から削除をして頂きたいと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 協議案第５号会議録署名議員、第６号出席要求、第７号出席す

る説明員でありますが、資料９の中で、教育委員会事務局局長、尾崎克之氏を欠席という

ことで削除頂きたいと思います。よろしいですか。このように決定を致します。 
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 次に、協議案第８号、合同委員会の開催であります。冒頭、副町長のほうから、それぞ

れ合同委員会の開催についての要望がされました。議会運営委員会で、合同委員会の開催

を決定するということでありますので、この件についてお諮りを致します。総務委員会の

所管をするものは、これで間違いはありませんか。産業教育常任委員会も、これで間違い

ありませんか。 
〇６番（上村義雄君） 総務厚生の部分では、合同委員会を設置したいということで、ご

指定がありました。そのように、ここに出ている通りでございます。 
〇委員長（山崎 仁君） 産教委員長はいかがですか。 
〇９番（村本照光君） よろしいです。 
〇委員長（山崎 仁君） それでは、案件としては６件。この全て、合同委員会を開催す

る内容として、決定をしてよろしいですか。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 報告事項でありますけども、朝に町長とお話をして、スキー

場の関係についての経過報告を聞いてもらいたいということでありますので、ここの部分

の報告事項の中に、ピリカスキー場の経過報告ということで、付け加えて頂きたいと思い

ます。 
〇委員長（山崎 仁君） 合同委員会の産教所管の事案ということではなく、報告、その

他ということですか。 
〇事務局長（柏田泰明君） そうです。その他です。 
〇委員長（山崎 仁君） それでは、その他でクアプラザスキー場に関してということで、

説明があるようであります。このように開催を決定してよろしいですね。開催の日時につ

いてでありますが、局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 開催の日時につきましては、明日、午前１０時から実施をし

たいということで、お願いを致したいと思います。なお、この決定を受けて、議員の皆様

にはＦＡＸで、文書は出しますけども、間に合いませんのでＦＡＸ対応をしたいというふ

うに思います。なお、議運の皆さんには申し訳ございませんが、明日、１０時からという

ことでお願いをしたいと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 明日、１０時からの合同委員会の開催ということで、よろしい

ですか。はい。では、３月５日１０時から。連絡方法はファクシミリ並びに議運の皆さん

には。 
〇事務局長（柏田泰明君） 書類上は出す形は取るんですけども。 
〇委員長（山崎 仁君） それでは、議員の引き出しの中に、後に、作成した時点で入れ

ておきますので、それでご了解を頂きたいと思います。よろしいですか。議長。 
〇議長（徳田栄邦君） ＦＡＸ良いですけども、確認だけはして下さいね。見たとか、見

ないとかということになると困りますので。 
〇委員長（山崎 仁君） ＦＡＸ並びに確認の電話をするということで、お願いを致しま

す。それでは合同委員会はそのように決定をさせて頂きます。 
 次に、協議案第９号、議会費の２５年度補正予算と、議会費の２６年度予算案について

であります。局長、柏田君。 
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〇事務局長（柏田泰明君） はい。それでは、まず、補正のほうから説明をさせて頂きた

いと思います。１ページ目、補正前の額７１２０万円に対し、補正額７万円、合わせて７

１２７万円にしようとするものでありまして、これは旅費であります。実は、旅費につき

まして、当初から持っていた訳ですが、不足が生じたということで、急遽７万円を補正し

たところであります。このことにつきましては、議員研修会の部分が、その部分でありま

して、大変申し訳ございません。未算というか、当初からあったんですが、それを見込ま

ないで支出をしてしまっている部分がありましたので、そういうふうになったということ

であります。 
 続きまして、新年度予算であります。まず、議会費の中での説明でありますけれども、

前年度予算７２７６万８千円に対し、今年度７１８７万３千円、８９万５千円の減であり

ます。この部分につきましては、これまで、報酬であったり給料であったりという部分で

あります。この前後につきましては、議員共済の掛け金の関係のパーセンテージが、へん

こうになっている部分があります。なお、この部分につきましては、今年度においても、

予算が通ってから全国共済組合のほうから、また変更の申出がありましたので、この部分

の差額については、６月補正で行うということであります。ちなみに議員１人当たり１万

３１２９円の増額ですが、月額が５２．８％と変更となっておりまして、その部分が今後

６月に補正されるだろうということであります。 
〇委員長（山崎 仁君） 項目全て朗読したほうがよろしいですか。概略は口頭で局長が

説明致しました。これでご理解頂けますか。はい。 
 次に協議案第１０号、議会開催のお知らせについてであります。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 先ほど、日程で５日分を日程表で作るという話をしたところ

でありますけれども、３月１０日、３月１１日の日程については、このようにしたいとい

うことで、通年ですと一般質問、歳出あるいは歳入の手前で２日目が終わってしまうとい

うことでありますが、あえて、３月１２日以降の予定ということで、日にちを入れないで、

一般会計と特別会計７件の予算を行いますよ、という通知に留めたいなと思います。会期

は５日という部分をどこにも記載しておかないほうが、良いのかなと思いながらも、開催

期間が３月１０日から１３日、午前１０時から、あるいは１４日、午後１時半からという

ことを、謳うことが良いのかどうなのかという部分もありますので、この辺のところを削

除するとかという、３月１０日からと、から、にしてしまうのか、その辺のところのご協

議を頂きたいと思います。文書なので数字を入れてしまうと、やっていなかったんじゃな

いか、という部分も出てきたりするので、この辺がちょっと悩んでいたところであります

けれども。よろしくお願い致します。で、今回はナイター議会は開催致しませんのでご了

承下さい、という部分を入れました。この部分についてもう少し大きめな部分が良いのか

なと思いますけども、こういう全体の部分が、このような感じでよろしいかどうか、よろ

しくお願い致します。 
〇委員長（山崎 仁君） 議会開催のお知らせ、別紙の通りですが、これに関して何かご

意見があれば、お伺い致します。上村委員。 
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〇６番（上村義雄君） 開催期間ということで、１３日、そして１４日というふうに、区

切ってありますけれども、開催期間ですからその予定、議事日程を作っているのであれば、

１０日から１４日までという開催期間で。で、ここの米印で、日程が変更になる場合があ

りますので、というふうなことを書いてありますので、開催期間というのは、あくまでも

期間ですので、１４日までという形のほうがよろしいかと思いますけども。 
〇委員長（山崎 仁君） 他、ご意見あればお伺い致します。よろしいですか。では、そ

のように配布をする予定であります。 
 次に、議会終了後の懇親会開催であります。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。議会終了後の懇親会開催でありますが、この懇親会に

は退職者、伊藤会計室長、まだ館野所長がその辺どうするかは別なんですけども、管理職

会議のほうでは、管理職等で懇親会が出ておりましたので、たぶんそういう部分も入るの

かな、と思いますけども、今のところ、伊藤会計室長、館野所長が退職になるということ

で、合同で開催したい。開催日は３月１２日の水曜日、３日目ですが、５時４５分から由

浅食堂で開催をするということで、ご協議を頂きたいと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 館野所長に関しては、退職が決定されてると。 
〇事務局長（柏田泰明君） されています。 
〇議長（徳田栄邦君） 勧奨扱いなものですから。普通、勧奨の場合は送別会をやらない

ということになっているんですけれども、議会主催ですから、始めから分かっているので

あれば、一緒にやってあげてほしいと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） ありがとうございます。町の送別会につきましても、今まで

は、退職者しか行っておりませんでしたが、勧奨の退職者も去年から入れている状況の中

で開催しておりますので、そういう配慮をして頂ければありがたいと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 議員会の会長、よろしいですか。 
〇４番（加藤三明君）特段、問題は無いと思いますけども。そういう事情だということだ

けは、議員の皆さんに何らかのことで終わったというのを知らせて、私のほうからか、局

長のほうから知らせて頂ければと思います。 
〇委員長（山崎 仁君） 議員会のご配慮をお願い致します。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） 続きまして、４番目の議会だより用の写真撮影のために、議

場にカメラが入ります。これは、まちづくり推進課の広報の担当者が入りますので、よろ

しくお願い致します。 
 ５番でありますけれども、先ほど申し上げました、今金町議員会の総会、並びに今金町

森林・林業・林産業活性化議員連盟の総会につきましては、１日目の会議が散会した段階

で、行なうということでよろしいですか。よろしくお願い致します。ということで、１日

目の散会後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） あくまでも、開催時間があると判断をした時点で、開催をする

ということでありますから、それでご理解を頂きたいと思います。ここまでよろしいです

か。 



- 19 - 
 

 次、町民会議のまとめであります。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。皆様のお手元に、今回の町民会議の内容をまとめたも

のがございます。実は、この部分につきましては、参加頂いた各団体の参加者の皆さんは

もちろんのこと、きょう、課長会議がありますけれども、各課に上る部分が結構意見があ

りましたので、私とすれば、この部分を課長会議のほうに提出したいというふうに思って

おりますけれども、そのご承諾を頂ければと思います。各団体への配布と、課長会議の配

布ということで、よろしくお願い致します。 
〇委員長（山崎 仁君） 町民会議については、そのようなことでありますが、この内容

を課長会議で説明をするということを検討しているようでありますが、その旨でよろしい

ですか。はい。それでは、そのように課長会議においても、活発な意見が出たということ

で、ご説明を頂きたいと思います。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） はい。項目に挙がっておりませんが、実は来年度、改選期が

あります。で、この町民会議の関連なんですが、改選期ということもありまして、今年の

ような時期に開催することは、あまり望ましくないのかな、という気はするんです。で、

例えば、早い段階で、１０月までの間に開催するだとかという方向が、それで良いよとい

う話になれば、是非、やる内容についても、今からいろいろなことを申し出て頂きたいな、

という気は致します。こういう団体で、また別な団体もあるので、その人達とやるのか、

またこういう団体を集めてその成果を報告するだとか、そういうこともあるのか、様々な

ことが考えられますので、今は、そのくらいにやりたいんだ、という方向で協議を頂けれ

ば。 
内容はまた近く議運になれば、その中で決定してもらいたいな、というふうに思うので、

一応、頭出しという中でお願いをしたいと思っていました。 
〇委員長（山崎 仁君） いかがですか。今、議会報告会、今年は意見交換会という形で

進めました。次年度については任期最終年ということで、年に１回以上という規定をして

いるということでは、検討しなければならないということであります。町民会議を開催す

るということは、内容等は別にして開催するということ。 
〇３番（向井孝一君） いいのではないですか。初めての試みで評判も良かったし、まだ 
059 満たない部分もあるというあれなので、ただ、今回のように、文科会方式でやって、

混合して来た人だけでとなると、集めるのに大変苦労するので、各団体に協力を願って、

人は変わっても良いからその中から何名ずつという、今回のやり方をしないと、なかなか

人が集まって来ないような気がするので、方法としてはそういうところと、時期は早める

ということで、よろしくお願いします。 
〇委員長（山崎 仁君） 開催の内容については、またこの後、協議を頂くと思いますけ

れども、町民会議を開催する、できるだけ、これは年内という考え方、局長からも説明が

あったように、年内に開催をするという考え方でよろしいですか。で、あれば、それに向

けてどのようなテーマがあるか。それぞれお考えをまとめて頂いておきながら、後の議運

の中でまた協議をしていきたいと思います。そのように決めてよろしいですか。 
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 予定をしていた案件は全てでありますが、その他で皆さんから何かありませんか。上村

委員。 
〇６番（上村義雄君） 町民会議でまとめのやつを、各団体の部分に意見の交換会あった

部分を、文科会ごとにやったまとめの部分を、それぞれの団体の長なのか、または出席分

なのか、ある程度これは渡していける方向になっているのかどうか、そこらをお聞かせ下

さい。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） その辺は先ほどもお話をしましたけれども、参加された団体

も含めますけども、参加された方には当然配布する形を取りたい、というふうに思います。

依頼の文書は団体の長に出しておりますので、当然、団体の長にも、参加されてなくても

送付するのが礼儀だなと思っておりますので、そのような取り扱いをしていきたいという

ことで。 
〇委員長（山崎 仁君） 参加団体に、参加者人数分だけを配布するということですか。 
〇事務局長（柏田泰明君） そうですね。参加の団体の長と、そこから代表で来られた方

には配布する形です。 
〇委員長（山崎 仁君） そのように、事務局で取扱いをするということであります。他

ありませんか。無ければ、事務局何かありますか。局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） それでは、レジメの中で、協議案第１号の、（５）番目です

けども、監査請求に基づく監査報告ということで、後ほど説明するのを失念しておりまし

た。１件があります。この部分は、案件として日程に掲げるものとして、当日配布という

ことの議長からの指示がありますので、そのように取扱いをしたいということであります。 
〇委員長（山崎 仁君） よろしいですか。議長。 
〇議長（徳田栄邦君） 実は、２月２８日に議長に対して、代表監査委員から報告書を頂

きました。それで、いろいろと議員の皆さんに報告する前に、他の、例えば新聞社とかそ

ういうところに流れるということは、好ましくないと思いますので、一応議会報告を頂く

前に皆さん方に配布するということだけは、ご遠慮させてもらっておりますので、ご了解

願いたいと思います。 
 あと、もう１点。例のＤＶＤの貸出について、これは合同委員会の終了後、皆さん方に

事前に配布しておりますので、これで良ければこの要項を作って３月定例会の分から、貸

し出しを始めたいと思いますので、そのご協議を合同委員会の終了後お願いしたいという

ふうに考えておりますので。 
〇委員長（山崎 仁君） 局長、柏田君。 
〇事務局長（柏田泰明君） これも、全員協議会の中でお配りをして、要項を決めさせて

頂いて、意見があればということで、さっそく上村議員のほうから、２点程ありました。

この部分については、貸し出す日数を少し短縮できないかと。それと、保存年数を伸ばす

ことができないかということでありますので、その部分を含めて合同委員会のときに説明

を申し上げながら、全員で決定していきたいな、というふうに思っておりますので、もし、

何かありましたら、事務局のほうまで申し出て頂ければありがたいと思っております。 
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〇委員長（山崎 仁君） ということで、よろしいですか。それでは、その他を終了致し

ます。以上で、議運を閉会してよろしいですか。それでは、これをもちまして、議会運営

委員会を閉会致します。どうもありがとうございました。 
閉会 １０時５０分 

 


