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＞

午前１０時００分

開会

議会改革・活性化等調査特別委員会からの調
査報告を行います。

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

次に、町長、教育委員長からの行政報告を

全員の出席でござい

受けます。

ます。

次に、議案等の審議方法について申し上げ

ただいまから、平成２３年第１回足寄町議

ます。

会定例会を開会をいたします。

報告第６号と報告第７号の報告を受けま

ここで、暫時休憩をいたします。

す。議案第８号から議案第１８号までと意見

午前１０時０１分

休憩

書案第１号を即決で審議をいたします。意見

午前１０時０６分

再開

書案第２号は総務産業常任委員会に、陳情第

休憩を閉じ、会議を

１号は文教厚生常任委員会に付託し、会期中

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

の審査といたします。
１６日は、一般質問などを行います。

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

１７日以降の審議予定については、一般質

これから、本日の会

議を開きます。

問者の人数などにより流動的なところがござ
いますので、今後の議会運営委員会において

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

協議をいたし、皆様に御報告をいたしますの
で、御了承をお願い申し上げます。
なお、議案第１９号から議案第２９号まで

◎

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

の補正予算案は、後日、提案説明を受け、即
会議録署

決で審議いたします。

名議員の指名を行います。

議案第３０号から議案第３９号までの新年

会議録署名議員は、会議規則第１１６条の

度予算案については、後日、提案説明を受け

規定によって、５番木村明雄君、６番川上初

た後に予算審査特別委員会を設置し、会期中

太郎君を指名をいたします。

に審査いたします。
また、今定例会中に、町長から追加議案が

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

提出される予定であり、提出されました際、

議会運営委員会委員

長から会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

再度議会運営委員会で協議をいたし、皆様に
御報告いたしますので、御了承願います。

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

以上で、報告を終わらせていただきます。
昨

日３月７日に開催されました第１回定例会に

○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

伴う議会運営委員会の協議の結果を報告いた
します。

◎

会期は、本日３月８日から３月２３日まで

会期の決定

○議長（吉田敏男君）

日程第２

会期決定

の１６日間とし、そのうち９日から１５日ま

の件を議題といたします。

での７日間と１９日から２１日までの３日

お諮りをいたします。

間、計１０日間は休会となります。

本定例会の会期は、本日から３月２３日ま

次に、審議の予定について報告をいたしま
す。

での１６日間にしたいと思います。これに御
異議ございませんか。

本日は、最初に議長の諸般の報告、総務産
業常任委員会の所管事務調査の報告、足寄町

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
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異議なしと認めま

す。

た。

したがって、会期は、本日から３月２３日
までの１６日間に決定をいたしました。

報告第３号の後に、これより各議員さんに
抗議文をすべて配付をさせていただきます。

なお、１６日間のうち、９日から１５日ま

その中で、今回の所管の第４号の総務産業常

での７日間と、１９日から２１日までの３日

任委員会の農政行政にかかわる報告をさせて

間は、休会といたしたいと思います。これに

いただき、その内容を正しいとみなし、抗議

御異議ございませんか。

文に対しての具体的な事例もきっちりと表明

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

させていただき、これを責任を持って取りま

異議なしと認めま

す。

とめていただきました委員さんに説明をして
いただき、農業委員さん、また、各委員さん

よって、１０日間は、休会に決定をいたし

にも御理解をしていただきたいと思います。

ました。

そのような審議の結果を議会運営委員会の
ほうから説明をさせていただきました。よろ
◎

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

しく御理解のほどをお願い申し上げます。
諸般の報

告を行います。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、議会

委員会委員長の報告を終わります。

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付
のとおりです。

◎

報告第１号

これで、諸般の報告を終わります。

○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を行いたします。

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

午前１０時１５分

休憩

午前１０時５７分

再開

○議長（吉田敏男君）

報告第１

いての件を議題といたします。
別紙配付のとおりです。

休憩を閉じ、会議を

再開いたします。

日程第４

ただいまの報告に対し、質疑を行います。
質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

す。

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

質疑なしと認めま

これで、報告を終わります。

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

開

◎

報告第２号

会と同時に大変休憩を長くとらせていただき

○議長（吉田敏男君）

まして、まことに申しわけございません。

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

ただいまの議会運営委員会の協議の内容を

日程第５

報告第２

いての件を議題といたします。

御説明申し上げたいと思います。

別紙配付のとおりです。

今般の定例会の報告第４号につきまして、
総務産業常任委員会所管調査の農地行政にか

ただいまの報告に対し、質疑を行います。
質疑はございませんか。

かわる調査の結果に対して、足寄町農業委員

（「なし」と呼ぶ者あり）

会の会長名より抗議文が出されておりました

○議長（吉田敏男君）

ことにつきまして審議をいたしました。十分

す。

な公平・公正な、議運としてもいかなる形が

質疑なしと認めま

これで、報告を終わります。

皆さんに、また、抗議文に対しての御理解を
得るかということを協議させていただきまし
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◎

報告第３号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

報告第３

月２８日までの間に１２日間にわたって、農

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

業経済の実情について所管事務調査を行った

いての件を議題といたします。

ところでございます。その中で、今回、農業

別紙配付のとおりです。

委員会さんから御指摘をいただいております

ただいまの報告に対し、質疑を行います。

農地行政も当然包含されているわけでござい

質疑はございませんか。

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

過年度も、当然、本件について所管事務調

質疑なしと認めま

す。

査をさせていただいたところでございます
し、最近に至っては、先月の２８日に農業委

これで、報告を終わります。

員会事務局長長南和彦氏、総務主査沼田聰
氏、両名の出席をいただき、委員会からの質

◎

報告第４号

○議長（吉田敏男君）

疑に対して説明をいただいた経過でございま

日程第７

報告第４

す。

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ
いての件を議題といたします。

その中で、畜産費等にかかわる案件も、各
委員より多額な町税を投入をして必要な草

ここで、農業委員会のほうから提出をされ

地、そして牧草等を他町村から購買している

ております文書を皆さん方に配付をいたしま

実態の中から、町外の農業法人に売り払いを

す。

したということについての指摘がございまし
（文書配付）

○議長（吉田敏男君）

た。

配付されました文書

をお読みをいただきたいと思います。

その関係につきましては、近隣の地域へ公
募をいたしまして、その後、全町公募をした

総務産業常任委員会から提出をされました

文書を農業委員会事務局長からお示しをいた

調査結果と農業委員会から出されております

だきました。その間、締め切りまで１週間の

この文書との乖離が非常に大きいものがござ

インターバルでございましたが、関係地域で

います。そういったことも含めて、これは極

あんまり見た方がいないということもあり、

めて異例ではありますけれども、委員長のほ

この点についても委員会で意見が出たところ

うに詳しい説明を求めたいというふうに思っ

でございます。

ております。
総務産業常任委員会委員長

それに加えて、中足寄の土地にかかわっ
高橋幸雄君。

て、地域周辺にあっせんを諮らず、中足寄自

○総務産業常任委員会委員長（高橋幸雄君）

治会にあっせんをしている事実もあり、ま

総務産業常任委員会の所管事務調査報告に

た、現状牧草地・畜産地等を経営されており

当たりまして、農地行政にかかわる点につい

ました農家が離農するに当たっては、農業委

て、農業委員会より抗議の文書が皆様のお手

員会さんは、台帳に登載がないから農業委員

元に配付のとおりの内容をいただいていると

会のかかわることでない、単なる権利の移動

ころでございます。所管委員会を主宰する責

だというようなことをおっしゃってた経過も

任者といたしまして、また、長い議員生活の

ありました。

中でも、極めて異例なことと受けとめさせて

またもう１点は、つい最近になりまして
も、上利別地域で離農し、帯広に転出される

いただいているところでございます。
まず、取りまとめに当たった経過等につい

農地価格が現状の近傍類似の２分の１程度で

て前段申し上げさせていただきたいと存じま

あっせんをされた事実もあり、種々意見が出

す。

たところでございます。

当委員会は、平成２１年８月１０日から先
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詳細にわたりましては、菊地委員のほうよ

り御説明をいたしたいと存じますが。

等を精査をいたしまして、委員長が成文化を

次に、私は、今回の移転集落に当たっての

した経過もありますが、この８年間、委員長

当委員会の考え方を申し上げさせていただ

職を４年間務めさせていただきましたが、前

き、また、その考え方に基づいて意見の集約

段申し上げましたような意見の取りまとめを

をいたしたところでございます。

し、議会に報告しているという現状でござい

本来２１日、２３日、２月でございます

ます。

が、当期の委員会を終了する予定でございま

土曜日に至りまして、事前配付が３日、議

したが、農業委員会等の関係で、両日とも４

員はもちろん関係職のところには到着してい

時半まで委員会を開催したこともあり、農業

るように承知しておりますが、４日の金曜日

委員会に出席をするいとまがなく、２８日に

午後になりまして、川上委員、木村委員から

農業委員会、前段申し上げましたような職員

電話がございました。

の出席を求めて、説明をいただいたところで
ございます。

川上委員については、そのペーパーを見て
いないと、配付されていない旨を申し上げま

説明終了後、委員会におきまして、２３日

したが、続いて来た木村議員に申し上げまし

の委員会の再開、散会の際にも、各委員に申

たところ、それはいただいてますと。後ほ

し上げましたのは、各所管事務調査は今期で

ど、川上議員もありましたということを申し

終わりですんで、４月、５月からは改選期に

上げておりましたが、自宅へ参りまして議員

当たりますんで、所見を各委員が持っていた

がおっしゃるには、何とか委員長で下段の２

だいて、２８日の委員会に臨んでいただきた

行を修正をしていただけないか旨の要請がご

旨を委員長より申し上げたところでございま

ざいましたが、委員長には修正権はございま

す。

せんので、最終的に委員会を閉じるときに

所見のペーパーを持っていただいた方は、
３委員でございました。それを踏まえて、休

は、正副委員長にあと一任ということで委員
会を閉じてございます。

憩をいたしまして、特に農業経済の実情につ

そうなりますれば、委員長が恣意的に特定

いては、農業関連議員が当委員会に３名在籍

の委員の要請にこたえて文言修正することに

してることもあり、休憩中に議員控室でもっ

は法律的には相なりませんので、そういうこ

て精査に当たっていただいたわけでございま

とはできませんということで申し上げ、でき

す。

るとすれば、閉会中ではありますけれども、

先ほど、２３日に各委員に申し上げました

当該所管事務調査が閉会中の調査を求める事

所見書につきましては、３名の方もすべてコ

案については、委員の過半数をもって委員会

ピーをして各全員に配付をいたし、それを踏

委員長あてに委員会の開会請求をすることの

まえて調査結果を決定いただく旨の手配をい

道はございますと。その際、皆さんで協議す

たしたところでございます。

ることもありますので、その手順を踏んでい

先ほど申し上げましたように、休憩中に最

ただきたいという旨を申し上げましたが、そ

終取りまとめの際に、農業関係議員等も含め

の後、日曜日になりましてから、その件につ

まして精査をいただきましたが、ただいまお

いては取り下げしたい旨の文書が私のところ

手元に記載しておる調査結果についての１点

へ投函されまして、このことは一件落着した

目の農業経済と農地行政については、このよ

と。このように認識しているところでござい

うに了承を得たというふうに委員長としては

ますが。

認識をいたしているところでございます。

昨日、議運がございまして、何か来ました

８年以上前でしたら、委員長経験も相当務
めさせていただいておりますが、委員会記録

ら、冒頭申し上げました農業委員会より抗議
の文書が参っていたところでございます。
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以上が当委員会としての一定の手続行為、
概要について申し上げさせていただきまし

も、それが急遽、中足寄のほうに公募した
と。

た。

これは、常日ごろ、農業委員会の会長は、

あと、当該関係事案については、菊地委員

農地の集積ということを常に言っておりま

より、議員各位、関係行政委員会等に説明を

す。農業委員会の活動目標の中にもありま

させたいと存じますので、よろしくお願いを

す。それを、そういうところまでいって、集

申し上げます。

積というのはどうやったらできるのかなと。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

綱で引っ張ったって農地は寄ってこないと思
これも極めて異例だ

うんですよ。そういうことのあっせんの仕方

というふうに思いますけれども、具体的事例

がどうなのかなというように私は思っていた

等々も含めて、菊地議員のほうから御説明を

ところでございます。

いただきたいと存じます。

それとして、もう一つの放牧地の農地の関

１４番。

係なんですけれども、この関係には農地台帳

○総務産業常任委員会委員（菊地一將君）

に載っていないというように、ここにこうい

ただいま総務産業経済委員長から、るる説明

うふうには書いております。これは、農業委

をされたところでございます。それで、かな

員会の事務局長ともう一人沼田さんが来たと

りダブるところもあるかなと思っておりま

きに、こういうことは一言も言っていないよ

す。

うですね。

この報告書については、先ほど委員長が

それで、一番大事なことは、農地のパト

おっしゃられたとおりでございます。それ

ロールをやっているということを言われてま

で、大体問題点として５項目くらいあるかな

すけれども、この農地に、私の言ってる農地

と、ここでそう思っているところでございま

というのは、本当の道路の縁の農地です。だ

す。

れが見ても、あそこを通ればわかる農地なん

町外業者に移転した分については、委員長

です。私の生まれる前から農地になっていた

のほうから報告がされたところでございます

ところなんですよね。それが台帳に載ってい

けれども、当時、やはり畜産農家の方が、

ない、パトロールしてもそこに目がつかな

やっぱりその土地を希望したいという人がい

いっていうのは、パトロールに疑念を持たざ

たことは事実でございます。でも、公募がな

るを得ない。

かったということで、読んでいなかったとい

平成１９年でしたか、決算委員会の中で農

う。委員会は出したと言うんですから、本人

地・牧草地が芝をはがされて、そしてその芝

にしてみれば、読んでいなかったということ

を売られていると。その農地はどこかと言っ

になろうかなと思いますけれども。そういう

て、農業委員会は行ってみたけれども見当た

事実もあったわけなんですけれども。

らなかった。議会で言ったもんですから、経

次に、先ほど言われました大誉地のＡさん

済課のほうで心配して、行ってみてもどうし

という方。これは、そこを借りて農業者の方

てもわからないと。それで、経済課に頼まれ

が営農を続けていました。ところが、ある機

て、職員と一緒にその現場へ連れていきまし

関によって、おまえに貸したってろくな収穫

た。

もできないんだから、いいから返せというこ

確かに芝のはいだ跡だと。でも、シラカバ

とで返した結果、その近辺にだけには公募は

が十二、三センチくらいまで太っちゃってい

あったと。しかし、その近辺だけであって、

るんですけれど。パトロール、パトロールっ

次に公募されたのは、それを拡外して普通は

て言うけど、全然そのパトロールの意味がな

公募するのが本当かなと思うんですけれど

してないんじゃないかと。私はそういうふう
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に疑問を感じていたところでございます。

な方なんですけれども、かなり不満なようで

それと、次にもう一つ、農地の集積と言い

した。

ながら、自分の地域ですから一番よくわかる

そして一番問題なのは、ここに書かれてお

んですけれども、下のほうに住んでる人に、

ります牛舎等の設備をしているから、投資を

売買の申し込みをした人が高台と下台と畑が

しているということで資金対応ができなかっ

あったわけなんですけれども、下台に住んで

たということなんですけれども、そうしたら

る人に高台の農地をあっせんして、上に住ん

資金対応ができない農家が希望したら安く

でる方に下をあっせんしてというようなやり

売って、資金対応できる人が出た場合は高く

方ですね。そう言ってるうちからそういうふ

売るのかという解釈にも成り立つと思うんで

うに、全然、言ってることやることが全然違

す。だからそういうことを考えたときに、こ

うと。そういう実態があるわけなんですよ

の抗議文というのはいかがなものかなと解釈

ね。私は実態のないことも言わないし、農業

しております。

委員会の事務局長が委員会で答弁されたこと

それで、阿部会長には以前にそれを言った

をここに書いただけのことなんですけども。

ら、かなりつんつかつんつかされたところな

それともう一つは、農地の額なんですけ

んですけども、やっぱり私は私なりの考えで

ど、農業委員会は近傍類似価格ということを

そう言って、議会でも認めていただいたから

常にあれしますけれども、古い話から言え

そういう発言しているんであって。それを言

ば、わかる人はわかるかなと思うんですけれ

われたからって、反省もなく怒りを込めると

ども、トメルベシベの辺から売買が始まった

いうことについては、ちょっとどうかなと。

んですよ、うちらの地域のほうは。そのとき

私が聞いた話では、会長から直接聞いたん

に、たしか記憶は定かではないんですけれど

ですから、農業委員会なくてもいいってこと

も、３５万か４０万だったんです。そして、

なのかということまで言われました。だけど

その１０年後には、それよりちょっと下がっ

も、新聞紙上では、農業委員会についてはと

てきて３１万ぐらい。そして十二、三年たっ

いうことでいろいろと書かれていました、そ

て１２万５,０００円から１３万だと。どう

のときは。こういうことを書いてあることを

してこんなに変わっていくのかなと。

あんたは新聞読んでないのかと言ったら、読

そして、そうかなと思ったら、その後すぐ

んでましたと、こういう話なんです。

３年ぐらいで売買の申し込みの方があった

ですから、もう少し、人の財産を左右する

と。下台において１４万、高台で１２万。そ

農業委員会ですから、安ければいい、高けれ

してなおかつ２年後に、さっき言った音更の

ばいいというものではない。やっぱりそのと

ほうへ転出した方が売りたいということで、

きそのときの適正な価格があると思うんで

７万１,４００円と。これだったら、そのと

す。そういうことをきちっと把握した中で、

き、そのときの対応しかしてないんじゃない

人の財産を動かしていただきたいと、私はそ

かと。

ういうふうに認識しておるんです。

私は、少なくとも上利別の下台のその１４

ですから、今後においてこういう抗議文書

万の土地よりも、はるかに音更に行った方の

を書くよりも、もう少し農業委員会でのあっ

土地はいい土地だと思っています。沖積土

せんの中でのやってきた行為について反省す

で、下台で。それがこういう値段しかつかな

る余地があるんでないかなと、私はそう思っ

いということ。たまたまこういうことを考え

ています。

たときに、もとの売り主がたまたま上利別に

以上でございます。

来たということで寄っていったんですけど

○議長（吉田敏男君）

も、やっぱりなかなかおとなしい方で、無口

び菊地委員のほうから詳細にわたって説明が
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ただいま、委員長及

ございました。

すると、関係委員の証人申請もできますし、

これから、質疑をお受けをしたいと思いま
す。質疑はございませんか。

参考人招致等もするという、そういう状況に
なるのかなと。

９番。
９番（矢野利恵子君）

所管事務調査の関係については、陳情です
これは、両方の意見

とか請願でありますというと、提案者が町民

を聞いたら、両方本当にもっともなことを

の場合であっても、御本人をお呼びをさせて

言ってるのかなと。要するに、本当にこれに

いただいて、一定の意見をお聞きする手だて

実際にかかわってきた人の意見を聞かないと

を講じることは当然のことなんですけれど

何とも言えないことなのかなと。

も、我々、委員会条例における所管事務調査

安過ぎて不満だったという人、そして、他

等については、一定の執行機関の関係者をお

町村の方にあっせんしているということにつ

呼びして聞くという状況になって、それ以上

いても、仕方なくあっせんしてしまったとい

踏み込んで、土地の貸借売買した関係者をお

う事情があるということもあると。

呼びするということになりますれば、やっぱ

こういうふうに本当に議会に出すようなも
のは、関係機関の関係する人とよく話し合っ

り行政委員会の執行権の介入になってくるの
かなと。

た上で、どんな表現だったらいいのかという

前段申し上げましたように、一定の法的な

ことを事前にあらかじめ話し合ってから出す

権限与えられますれば、そのことをクリアで

べきだったのではないかなと。両方に不満が

きておりますけど、現段階ではそういうこ

残るような形でないようなやり方はとれな

と、所管事務調査でありますので、この程度

かったのかなと。

の文言になっていくのかなと。

そこを、ちょっとこれはだれに聞いたらい

ただ、御理解いただきたいのは、先ほども

いのか……。委員長ですか。これを書かれた

委員長が委員会の審査報告を申し上げました

側がどう思うか。そして書いた側も、どうい

けれども、委員各位には考え方が相違ある場

うことになるかということを事前に協議した

合もございましょう。その場合は、特に本件

上で、これを出すべきだったのではないかな

について限定して言わせていただければ、前

と私は考えますけれども。

農業委員会会長あるいは代行の方が議員とし

これは今からでも、双方考えをすり合わせ

て、当該委員会の委員として２人在籍してい

て、表現をもっと柔らかくするとか、そうい

るわけでございまして、そういう方が今は執

うことはできないのかどうか、お聞きしたい

行機関の委員でございません。今は議決機関

と思います。

の議員でありますけども、しかしながら、そ

○議長（吉田敏男君）

８番。

の所管委員の一定の見識と実態と自分の経験

○総務産業常任委員会委員長（高橋幸雄君）

測とあわせて、自分の知り得る見識の中で乖

ただいまの９番議員の御質問にお答えした

離がある場合については、一定の質疑をただ

いと存じます。

す。そして、そういうことで一定の議員の職

委員会の所管事務調査の法的権限の許容限

責を果たすことができることがあるわけです

度ということがございますし、これからさら

から、委員長としても十二分にその点を踏ま

に深めようって、行政委員会と議会の乖離し

えて、民主的かつ適切に意見を述べるような

ているものをさらに精査をするということに

場所をつくっております。

なりますれば、一定の法的権限を与えていた
だければそのことは可能ではないかなと。

しかしながら、この農業経済の関係は、Ｔ
ＰＰ問題から鹿柵問題から所得補償制度まで

例えば、９８条を付与する、あるいは１０

広範囲にわたって、耕畜連携からもろもろの

０条を付与する、もろもろを含めてね。そう

こと、それと公金の絡んで、町民の血税を支
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出してる事業には特に力点を置きながら、議

からいって、そのことは９番議員個々のこと

会として、委員会として所管事務に当たって

ですからこれ以上は申し上げませんけども、

いるところでございます。

ただ、手続行為上、いかなもんでしょうか

したがって、本件についても、当該委員の

ね。

方が、この問題についてはほとんど発言がな

ただ、従来の、従来ということは相当２０

かったわけですから、そういう意味からすれ

年も前の話ですけれども、例えば単行議案で

ば、手続行為の中で、先ほども申し上げまし

報告をしますと、議論が続出しまして、再度

たように、通常でありましたら、出された意

調査をして報告するようにというケースは一

見を集約して一定の文言精査を私は今までし

度ございました、３６年間の中で。所管事務

ておりましたけれども、この８年間、つまり

調査では余りそういうことはございません。

そのうちの４年間の委員長の中では、議会の

単行議案の場合はございますよね。

陣容も踏まえて、私は一切そういうことをし

だから、今、御指摘いただいた後段の産業

ないで、生のまま皆さんにお諮りをして、意

あたりについて、とりわけ９番議員さんから

思決定をしたと、こういう現実をひとつ御理

御指摘をいただいた部分、本当に驚いていた

解をいただきたいと存じます。

ところでございますが、私は温厚篤実な人間

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

ですから、あなたのおっしゃってることは、
よろしいですか。

本当に心からよくわかるわけでございます

９番。
○９番（矢野利恵子君）

が、しょせん私は委員会の単なる司会者役的
要するに、これは

な立場でございまして、当然、この問題につ

今からでも遅くないので、農業委員会と話し

いては、一言たりとも申し上げておりませ

合いをして、どのような表現が適切かという

ん。ただ、休憩中等を含めて、場合によって

ようなことを再審議して、また出してもらう

は、これ以上局長の答弁能力の限界を感じ

ということはできないものなんでしょうか。

て、この程度ととどめて委員の発言を制止し

これは、常に公平・公正であるべき農業委

た委員会記録はございますけれども、前段申

員会が、そのときそのときの対応で、農業委

し上げたようなことをどうするかについて

員会の基本理念から欠けている。今後の農地

は、今後の所管事務調査のあり方等も先に向

行政に危惧を感じる。ここまで過激な言葉を

けても危惧、それこそ危惧されるなという思

並べているということは、本当に農業委員会

いがしております。

だって、みんなから選挙されているという形
をとっているわけですからね。

ただ、現段階では、お互いに厳しい中で、
公職を担っているんだという認識論を持って

農業委員会をまるで敵に回したようなこの

いただくことで御理解をいただきたいものだ

表現は、いつもたった一人で物事に反対する

なと。とりわけ農業委員会阿部会長さんほ

ことがある私でさえ、余りにも過激じゃない

か、他の委員さん方にも我々と同じ公職とし

かと思うような表現なので、もうちょっと柔

てこの厳しい農業経済、社会経済、これから

軟な対応をできないのかどうか、お聞きした

足寄町の行く末を考えたとき、そういうこと

いと思います。

の中で激励叱咤されたなと、こういうような

○議長（吉田敏男君）

答弁、８番。

ことで。

○総務産業常任委員会委員長（高橋幸雄君）

私も公職者として、特定なそういう執行機

９番議員のいつものからの論調からいう

関の関係について冒涜をしたり、そういうこ

と、驚嘆の意を表して拝聴させていただきま

との思い上がりは全くございません。ただ、

した。非常に参考になりました。

先ほど詳細について菊地委員から申し上げた

そういう９番議員の思いと常日ごろの言動

ような事例があるものですから、今後につい
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てもその面を踏まえながら、ひとつ。

しては、どうこれを判断できるのかなと大変

ただ、農地価格等についても、私は直接承

とまどいを持っているところであります。

知しておりませんけれども、吉田議長からお

先ほど、菊地委員のほうから、何点かの事

教えを受けたことによりますと、上士幌町農

例についての説明がございました。このこと

業委員会は一筆ごと価格を設定していると。

をもって、すべてが今の農地行政執行のすべ

本人もそういう関係になって、一般的には相

てが公平・公正でない、理念に欠けた行政執

対で価格が決まっても、農業委員で認められ

行が行われているというふうに断定すること

なかったと。価格のことも教えてもらいまし

については、私自身は違和感を持っていると

たが、それはここでプライベートな場所でご

ころであります。

ざいませんので申し上げられませんが、それ

今、９番議員からもお話がありましたよう

くらいの厳しさだと。そのことが裏打ちする

に、やはり調査の段階でもう少し検証がなさ

ことは、個々の農業委員さんの財産をキープ

れるべきではなかったのかなと、こんな思い

することにつながるんですよね。金融対策そ

を持っております。当然のことながら、委員

のものも、やっぱり担保能力も増すというこ

会としては、こういう結論を出すまでの十分

とでございますんでね。

な調査・検証が、審査がなされたんだと思い

先ほど、トメルベシベからずっと価格が

ますが、こういった大きく乖離する二つの文

やっぱり停滞しておる中で、土地価格が下

書が出てくることからすれば、もう少しその

がっていることは事実でございますし、農業

余地があったのではないのかな、こんなふう

団体で担保能力だってずっと減じていること

に考えてるところであります。

も事実で、承知しておりますが、一定の公共

そして、このことは、この委員会の報告の

的行政委員会として、我々と一緒になってひ

内容、特に先ほど申し上げましたように、最

とつ、我々も逆の場合については、当然今回

後の公平・公正でない執行状況がなされてい

のいただいております抗議文と同時に、私自

るとするならば、これは大変遺憾なことだ

身も重く受けと思っております。単なる空

と。これは単に委員会報告の域を超えた問題

ボックスの司会する立場ではございませんの

になるんではないかと、私はかのように判断

で、一定の委員会の責任者としては重大に受

するものでありますが、その辺のお考え方を

けとめさせていただいておりますんで、ひと

お聞かせいただきたいと思います。

つ行政委員の皆さん方にも、ひとつそういう

○議長（吉田敏男君）

再認識をしていただければなと。

○総務産業常任委員会委員長（高橋幸雄君）

答弁、８番。

したがって、９番議員のせっかくの温情温

１番議員のおっしゃっていることは、議運

まる一定の見識を示していただきましたが、

の中でもお聞きしましたのでよく承知してお

今回はこの程度にとめさせていただければな

ります。

と、このように思っておりますので、よろし

ただ、すべての農業委員会の執行が誤りだ

く御理解をいただきたいと存じます。

なんていうことは、委員会の中で申し上げて

○議長（吉田敏男君）

おりませんので、特定の事案について、あっ

矢野議員、よろしい

ですか。

てしかるべきでないかという見識を示され

１番。

て、説明員に説明を求めて、その事実関係を

○１番（星

孝道君）

ただいま報告されま

確認していると、こういうことで。先ほど菊

した第４号、たまたま、たまたまという言葉

地委員のほうからございましたように、そう

は悪いんですけども、農業委員会から抗議文

いう認識に立っているわけでして、それが農

が出されている。この双方を見ると、相当乖

業委員会がすべて公平・公正でなってないな

離があると。私ども審議に加わってない者と

んて、そんな認識には全く立っておりませ
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ん。

ら農地行政全体を指しているんでないと、こ

とりわけ、今の参与席に御着席の阿部会長

ういうお答えがございました。しかし、この

については、会長職は今３年くらいでしょう

文章を見る限り、事例についてそうであると

かね。だから、今回の所管事務調査は、昨年

は一言も言ってない。ということは、農地行

からずっと継続して、一端としてずっと調査

政全体を指して表現されているものだと私は

をいたしておりますんで、報告は今回、任期

理解をするものですが、その辺の考え方につ

が終わるということもあって、きちっとけじ

いて聞きたいと存じます。

めをつけさせて一定の見識を調査結果として

○議長（吉田敏男君）

出したわけでして、ほとんどが今参与席にお

○総務産業常任委員会委員長（高橋幸雄君）

られる阿部会長以前の状況ということが多う

それは、１番議員さんの受け取り方でない

ございまして、そういうことの一連の中で農

でしょうか。先ほど、今回の文言もさること

地政策としてはどうなんだろうかなと。こん

ながら、補足されて、具体的に指摘した付近

なケースもあり、あんなケースもありという

のことの執行状況を推量していただければ、

ことで、先ほど詳細に菊地委員から御説明し

その辺がきっと明らかになるのではないかな

ていただいたいケースに限定をし、なおかつ

と、このように思ってます。

お話しさせていただいておりますんでね。

○議長（吉田敏男君）

他に。２番

○２番（榊原深雪君）

調査結果について質

これは２８日の委員会だけでの議論ではな
くて、昨年からずっと、委員会が８月１０日

委員長答弁。

問いたします。

からずっと調査をしておりますんで、１２日

去る３月３日に、フードバレーとかちにつ

間にわたって農業委員会に出席をしていただ

いて講演会がありました。これからの持続化

いて、説明員に説明を求めた一つの中での一

の社会の中心核に農業が位置づけられており

定の事案ということでとらえていただきたい

ました。この大切なときに農地行政に危惧を

し、このことが、すべて農業委員会そのもの

感じていては、時代に乗りおくれるのではな

の執行に問題ありということは全く考えてお

いでしょうか。

りませんので、そういう御認識で御理解をい
ただきたいと思います。

その中で、調査結果報告の中で、他町村の
方にあっせんしていることがまことに遺憾な

ただ、乖離のあるということは、先ほども
具体的に菊地委員のほうから御説明があった
状況でございます。

こととありました。
私が考えるところでは、近隣の農業者の方
が取得を希望しない、あるいは農地売却予定

ただ、この場では、当該行政委員会から答

価格に折り合いがつかない結果であれば、農

弁を求めることには相なりませんことなもの

業経営に意欲的な他町村の方が町内に進出し

ですから、まことに残念でございますが、こ

てくるのは必然的なことではないかと私は考

の辺も含めて議会は改選になりますけれど

えております。そこのところを、委員長の認

も、次期もまた改選後、委員会を構成され

識をお願いいたします。

て、この問題をさらに考察を深めながら、農

○議長（吉田敏男君）

業委員会と議会も一体となって、あるべき姿

○総務産業常任委員会委員長（高橋幸雄君）

を構築するということがあってしかるべきか

今のお尋ねの趣旨は、私は答弁することは

なと、このように考えておりますので、御理

やぶさかではございませんけど、だてに馬齢

解をいただきたいと存じます。

を重ねていませんけど、しかし、本件の所管

以上です。

答弁、委員長。

事務調査からいきますれば、ちょっと申し上

○議長（吉田敏男君）

１番。

げることは越権かなと、むしろ町長なり経済

○１番（星

ただいま、委員長か

課長に御答弁いただくことなかと思っており

孝道君）
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ますけどね。差し控えさせていただきます。

た一定の、農業委員会さんが一定の形のあっ

○議長（吉田敏男君）

２番。

せん行為をして法的手続をして、そのときの

○２番（榊原深雪君）

差し控えるというこ

価格のあり方等も含めて決めている現状でご

とでしたけれども、調査結果報告では、ここ

ざいますんで、総論については全く異論がご

に文言で書かれておりますよね。あっせんし

ざいませんので、その辺は私自身も理解をい

ていくのはまことに遺憾なことであると。

たすところでございます。

土地のことも売買でありますから、買い手

○議長（吉田敏男君）

があれば売り手もあって、買い手がやっぱり

○１０番（谷口二郎君）

その価格で折り合いがつけば、それは商売と

尋ねをいたします。

いうか、商いですので、それは仕方ないこと
だなと私は思うんですよね。

他に。１０番。
委員長にひとつお

今回、議案として取り扱うのはきょうなん
ですよね。農業委員会からの抗議を出されて

やっぱり同じ足寄町内で農業を経営されて

いるのは、７日付で出されておりますよね。

いても、大きな黒字を出す人とか、大きな赤

我々議会の議論というのは、議題になってか

字を出す人もおりますね。その中で、大きな

らの議論でありまして、議題になっていない

赤字を出す人には、やはりいろんな再建対策

案件に対して抗議が出てくるというのは、私

資金などがされております。そして、そうい

は考え方としてはおかしい気がするんです。

う黒字の方には、そういうことを見習って

それで、本来、調査結果が出て、その調査

いって、農家をやっぱり盛り上げていくとい

結果に対して、議員間の議論なんですよ、こ

うか、いろいろな手だてがあると思うんです

れはね。この調査報告が本当に事実関係に照

ね。

らした客観的な判断で、いいのか悪いのかと

その中で、こういう調査項目が２３ある中

いう判断をするわけですよ。これがないうち

で、調査結果報告が、これは農家、農業に対

に抗議が出てくると。抗議をあわせて議論す

してすごく前向きな意見ではなかったという

るというのは、普通異例ですよね。

ことに残念なことだなと思うので、私は意見
をさせていただきました。

先ほど委員長のほうからも、こんなことは
初めてだと。確かにそうなんですよ。この扱

お答えが、それでいただけないのであれ

いは、議運でもやりましたけれども、やっぱ

ば、それはそれで結構ですが、私の意見はさ

り公平に民主的にやるべきではないかという

せていただきたいと思います。

ことから、こうなったんですが、やっぱり本

○議長（吉田敏男君）

来こうあるわけではないんですよね。した

８番、答弁。

○総務産業常任委員会委員長（高橋幸雄君）

がって、委員長も、この報告で何とか理解を

今の２番議員さんのおっしゃっていること

してくださいという言い方を先ほどからされ

は、私も別に異論は全くございません。当然
のことのあるべき……。

ているんですね。
だから、ここのずれの問題について委員長

フードバレーの話も、過日の米沢市長のお

どう受けとめておりますか。私はこれを聞い

話を聞きまして、問題はやっぱりフードバ

て、あとは総括でやりたいと思っていますの

レーの場合は、農業にかかわる組織もさるこ

で。（発言する者あり）

とながら、もろもろの課題があるなと、その

○議長（吉田敏男君）

以前の問題があるなという受けとめ方をして

ら、先に委員長答弁。

おりました。榊原さんのおっしゃっているこ

○総務産業常任委員会委員長（高橋幸雄君）

とは、私も全く異論はないわけでございまし

私自身も長い経験の中で、こういう経験は

て。

答弁求めてますか

……。通常、所管事務調査報告と、単行議案

ただ、農地の場合は、通常の不動産と違っ

でも結構なんですけど、それが議会の一定の

― 13 ―

結論が出て、関係者、団体もありましょう

ども、こういう内容で今まで見てたのか、そ

し、今回のような、普通、執行機関はほとん

れとも、行政監査としては、それこそ経営理

どないというふうに私は認識しておりますけ

念にのってきちっとやっていたのかどうかを

ど、だけども、現実にあったんですね。

含めて、ちょっとそこら辺まずお聞きしたい

基本的な考え方で言えば、今１０番議員の

と思います。

おっしゃってることなんですよ。本来、議会

○議長（吉田敏男君）

が開催して、議題に供されて、一定の議員間

○総務産業常任委員会委員長（高橋幸雄君）

の、やっぱり所管事務調査の質疑なものです

先ほど申し上げましたように、今の現職の

から、それを踏まえて一定のコメントが出る

阿部会長さんが御就任になっていたこの３年

ことは。だけど、執行機関だなんていう部分

間ということでなくて、ずっと農地政策一体

は、ちょっと信じられない感じですけど。

の中で全部精査をさせていただいてますの

まさに１０番議員がおっしゃっているよう
に、議会が８日なのに７日付で来てるんです

先に委員長答弁。

で、ただここの時点で集約してあったという
ことではありません。

よね。先ほど、これはやっぱり手続上も、そ

したがって、今、特にこのことについて検

ういうことにならんだろうという。だけど、

証をされた菊地委員につきましては、かつて

私は所管の委員会の委員長として、原則論で

農業委員の職責にいたこともありまして、ま

窓口で却下するということも考えたものです

た、農業者ということもあって、私どもより

から、私は責任者でなく、他の委員に所属し

ずっと見識が深く、客観的に実態も精査され

ていたら、今いみじくも１０番議員のおっ

ているというふうに私どもは受けておりま

しゃっていることを論点にしたいと思います

す。

ね。

ただ、何回も申し上げますけど、今この時

だから、先ほど申し上げている手続上も、

点でこのことが出たということの認識は全く

委員会で意思決定をして終わってから、後か

とっておりません。行政手続行為ですから、

ら議員が２人来て、委員長ひとつこれは修正

執行年度がずっと明らかになっておりますん

してくれなんていうこと、それはもちろんで

で、ただ、ここで詳細には語っておりません

きませんし、冒頭言っている、１０番議員の

けど、そういうことですんで。

おっしゃっていることは正論だと、このよう
に認識しております。
○議長（吉田敏男君）

が出てくる関係で、それはあえて文言にしな
他に質疑はございま

せんか。

かったということで、配慮したということで
御理解いただきたいと思います。

１１番。
○１１番（後藤次雄君）

ただ、そのときに語りました責任者の名前

○議長（吉田敏男君）

今、後藤議員のほう

今まで、ずっと各

から、監査委員に対する業務監査のあり方、

議員さんの議論を聞いてきました。それで、

これに対してどうであったかということをお

私のほうからちょっとお聞きしたいんですけ

聞きになりました。

れども、これは毎年、こういうことをやった

きょう、議論がこういうふうに沸騰いたし

結果を、こういうことで文書にしているの

まして、本来なら違うのかもしれませんけれ

か、それとも、ある時期にこういうことが

ども、特に代表監査委員に所見をお願いした

あって、こういう結果だからこういうふうに

いというふうに思っております。

なっているんだということなのか、その辺を
ちょっとお聞きしたいんですけれどもね。

代表監査委員。
○代表監査委員（川村浩昭君）

それと、毎年行政監査やっていますよね。
行政監査の代監にもお聞きしたいんですけれ

ただいまの

御質問にお答えいたします。
私が監査に就任してから、行政監査につき
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ましては行っておりません。基本的には財務

ますけれども、やっぱりだれが見てもね。今

監査のみでございまして、行政監査につきま

まで、確かに菊地委員も言ったとおり、こう

しては、今後、必要に応じて行っていきたい

いうことがあったにしても、やっぱりここは

というふうに考えております。

改善すべきだとか、そういうことでやらな

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

かったら、やっぱり余りにも、先ほども言い
１１番。

○１１番（後藤次雄君）

ましたけれども、文章にしたらね、だれが見

代監が今答弁され

たってこれは、本当に言葉は悪いですけど、

たとおり、代監はこの件にはかかわっていな

不正とかそういうのをやってるというふうに

いということですね。それで、議会選出の議

思われてしまうんですよね。

員の監査委員は、４年間やっているわけです

だから、その辺を何とか修正できないかと

から、議会議員の監査委員の御説明をいただ

いうことを私は思っているんですけど。その

きたいと思うのですが、こういうことで今ま

辺、委員長さんは、さっきから、これはでき

でやっているのかどうかも含めて。

ないよと言ってますけどね。さらにやっぱ

○議長（吉田敏男君）

り、行政とこっちのほうと一緒にやっていか

暫時休憩をいたしま

す。

なければならないことがこれからもいっぱい
午前１１時５３分

休憩

あると思うんですよ。だから、いろいろな知

午前１１時５４分

再開

恵を出して、何とかできないのかということ

休憩を閉じ、会議を

を私のほうから申し上げておきたいと思いま

○議長（吉田敏男君）
再開いたします。

す。

行政監査、先ほど代表監査委員の答弁があ
りましたけれども、行政監査は代監に就任し
てから一度もやっていないということでござ

○議長（吉田敏男君）

ただいまの関係につ

いては、意見としてお伺いをしておきます。
７番。

います。そういった意味で、今は２年です

○７番（熊澤芳潔君）

か、就任以前のことはちょっとわからないと

ても、私議員としましてお読みさせていただ

いう話ですけれども、そういった意味で、監

きました中では、今まで出た流れと同様、こ

査委員、これは議選の監査委員も一体ですか

の文章を見た限りでは、遺憾な部分でないの

ら、そういった意味では、今回は答弁が

かなというふうに判断もいたしました中に、

ちょっとできないだろうと思います。

ただいま総務委員であります菊地さんのほう

次に、質疑ありませんか。

からいろいろ答弁がございました。

１１番。
○１１番（後藤次雄君）

このことにつきまし

その中で、私ちょっと聞いた範囲がもし間
わかりました。

違っていたのかどうかわかりませんけれど

それで、先ほど委員長のほうから、これは

も、委員長が言ったことを私は書いたと。こ

全部でないんだよという話がありましたね。

の委員というのは、だれのことなのか、

そういうことを思ってないと、考えてないと

ちょっと私、わかりませんけども……。

いうことであれば、先ほど矢野議員も言いま

○議長（吉田敏男君）

したし、それから星議員も言ったとおり、こ

れども、委員長ではありません。局長がおっ

の文章はだれが見ても、ぼんと出したら、言

しゃったということです。

葉は悪いですけど、農業委員会っていいかげ

○７番（熊澤芳潔君）

んなことをやってるなと、そういうように思

ました。そういうことでございます。それは

われると思うんですよね。

わかりました。

発言中でありますけ

そうですか。わかり

だから、何とかここは、先ほど議会の場で

ただ、今、後藤議員が言ったように、私は

すから農業委員会云々は別にしたって言われ

この全体を見、また、若干別な形でお聞きし
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た中では、やっぱり特殊な部分がここに明記

と、この行政に危惧するって言ったら、死ん

されて、農業委員会全体がこういう形に見ら

だ人間の首絞めているような、そんな表現だ

れるというような形になりかねない文だと私

と受け取れる。そのことに皆さんが危惧感を

も思います。

感じて、いろんな御発言が続出しているとい

それで、特に今言われたように、農業委員

うふうに受けとめてございますが、このこと

会の基本理念までうたわれ、さらに農地行政

は先ほどから申し上げておりますように、

を危惧するという、極端に言えばだめ押しみ

我々も公職者として、農業委員さんも公職者

たいな感じで、極端な形であろうと。こうい

として、お互いにやっぱりそういうことの一

う例題に挙げられたことにつきましては、１

定の公職者の厳しいところを、お互いにせめ

００％のうち１０％あるのかどうかというこ

ぎ合いながら執行していくんだと。

とのような感じで私は受けとめてまいりまし
たのでね。

ただ、１点、先ほどもどなたかの議員にお
答えいたしましたけれども、全体が最終的な

先ほど委員長からお話しありましたよう

集約に、すべての農業行政がそうであると

に、別な形でもし、法的な根拠で整理される

か、現職の農業委員会がそうだということで

こともできるというような形でございました

はないわけでして、昨年度からずっとやっ

んで、再度私はそういった形で、何らかの形

て、それぞれの資料等もついておりますの

で修正というんですか、そういったことがで

で、先ほどの菊地委員の実態の中からも、そ

きればありがたいなということでは申し述べ

ういう限定集約されて、一定の中でのことを

たいと思います。

皆さんに、この文言にないところを説明させ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

ていただいてますんで、その辺もしんしゃく
そのことも意見でよ

して御理解をいただいきたいものだなと、こ

ろしいですね。委員長に答弁を求めますか。

のように考えてございます。御理解いただき

委員長、ただいまの意見というか、質問に
対して御答弁をいただきます。

ます。
○議長（吉田敏男君）

８番。

時間になりましたの

で、昼食のため、暫時休憩をいたします。

○総務産業常任委員会委員長（高橋幸雄君）

午後

０時０２分

休憩

先ほどからるる各議員からお尋ねあった委

午後

１時００分

再開

員会の責任者として申し上げていることで、

○議長（吉田敏男君）

何らか変わりませんので、御理解をいただき

再開いたします。

たいと思います。

休憩を閉じ、会議を

報告第４号、他の質疑はございませんか。

今は、議会がきょう開会になりましたか

（「なし」と呼ぶ者あり）

ら、法論上このことが、調査報告を認めない

○議長（吉田敏男君）

と皆さんがおっしゃるのであれば、また話を

す。

後ろへ。１回、議長に委員会としては報告し

質疑なしと認めま

これで、報告を終わります。

ているんですよね。だから、私は、そういう
ことを言うと、今後、議会運営そのものに禍

◎

報告第５号

根を残すんでないですか、そういう議会運営

○議長（吉田敏男君）

をいたしますと。

号足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

通常の文言の最終的なフィニッシュ、成文

日程第８

報告第５

調査報告についての件を議題といたします。

化のあり方としては、思慮されたい、努めら

本件に関し、委員長の報告を求めます。

れたい、そういう形の中で文章を流すとい

足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

う。この文章からいけば、確かに欠けている

委員長
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菊地一將君。

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員長

を選出した住民においても、議会における議

（菊地一將君）

報告第５号足寄町議会改

論の内容や議員の活動の実態等について、積

革・活性化等調査特別委員会調査報告をいた

極的に関心を持たれることが期待されるとこ

します。

ろでございます。

平成２１年第１回足寄町議会定例会におい

足寄町議会は、住民に対しさらなる説明責

て付託された事件について、調査の結果を足

任や議会の透明性を図る必要から、議会運営

寄町議会会議規則第７７条の規定により、次

の基本的理念の中で、議会・議員の活動原

のとおり報告をします。

則、町民と議会の協働、町長と議会の関係、

事件名、議会改革に関する諸問題の調査研

法第９６条第２項に定める議決事件の拡大、

究及び提言。二つ目として、議会活性化に関

議会の議決すべき事件以外の契約の透明性、

する諸問題の調査研究及び提言。

自由討議の活性等を定めた。

調査日は、２１年から今日まで２５回でご
ざいます。

また、議会運営の機能強化の中で、本会
議・委員会等の機能強化では、閉会中の所管

調査地につきましては、道内、道外。道外

事務調査や視察調査、広報広聴常任委員会の

につきましては、山形県庄内町、奈良県斑鳩

設置、質問・質疑は議員の責務、一般質問・

町、滋賀県竜王町でございます。

質疑のあり方の改善等を定めた。

報告の内容につきまして、別紙のとおりで

住民に開かれた議会への取り組みでは、議

ございます。読み上げて報告にかえさせてい

会報告会や議会広報、議会の実態公表、傍聴

ただきたいと思います。

規制の緩和、議員報酬の見直し・期末手当の

地方分権の進展等に伴い、地方公共団体の

廃止、長期欠席者の報酬等の減額措置等を成

処理する事務は今後さらに増大するととも

文化し、新たに、これまでの議会関係条例を

に、事務の処理に当たっても、条例により自

一体化し、議会運営の基本的理念と現行の議

主的に定めることができる範囲が拡大するな

会運営の実態をさらに強化・進化させるた

ど、地方公共団体の責任領域が拡大するもの

め、現行法規範の見直しを図ることとし、議

と考えられ、議会機能のさらなる充実と強化

会運営における最高規範とするものである。

を求められている。

今後も引き続き、議会の改革・活性化に向

足寄町議会の改革・活性化については、平

け、町民に対する役割・責任を果たすための

成２１年３月に特別委員会を設置し、これま

議会運営づくりを目指し、町民からの信託を

で先進地の道外視察も含め協議を重ねてきま

受けたとの強い認識を持ち、町民に開かれた

した。

議会のあり方、議会と町民参加、議員の資質

議員定数につきましては、平成２２年５月

向上など、議会制度の改革を積極的に議論

の第３回臨時会において中間報告を行い、同

し、さらに調査・研究を進め、改善に向け取

年９月の第３回定例会において、議員定数を

り組んでいくことが重要であります。

１５名から１３名にすることで議決を得たと
ころであります。

皆さんのお手元に配付してあります、その
あとの議会運営の基本的理念と現行規範の見

既に執行者側に対する反問権や一般質問に

直しと議会運営の機能強化につきましては、

対する答弁者の直前配付、補正予算の本会議

高橋委員のほうから説明があります。どうぞ

での即決審議など改革を進めてきたが、議会

よろしくお願いします。

活動は制度的な面だけでなく、実質的な面か

以上、終わります。

ら議会の権能を高めていくためには、議会が

○議長（吉田敏男君）

住民の意思を十分に反映し、充実した審議を

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

行うことが重要であり、そのためには、議員

（高橋幸雄君）

― 17 ―

８番。

それでは、私のほうから議

会改革活性化案についての御説明を申し上げ

けた議会の実現に向け、常に見直しを図るこ

たいと存じます。

と。

この活性化案につきましては、議会運営の

３点目は、町民が議会を傍聴し、町政に参

基本理念と現行規範の見直しの大綱２点に整

加する意欲が高まる議会運営に努めること。

理をさせていただきました。現行規範の見直

４点目は、町長との緊張関係のもと、監視

しについては、議会運営の機能強化の項に詳

機能を果たすとともに、議員相互の自由な討

細にございますので、るる説明をさせていた

議（以下「自由討議」という。）などを用い

だきます。

て、政策立案・提案を積極的に行うこと。

まず、前段の地方分権改革の動きの中で、
新たなる要請に対応すべき議会のあり方を問

これが議会の活動原則の４原則でございま
す。

い直し、議会の活性化・改革を、議員は町民

次に、議員の活動原則でございます。

に対する責任を果たすために、町民から信託

議員は、次に掲げる原則に基づき活動しな

を受けた強い認識を持ち、各議員が自覚を持

ければならない。３点記載してございます。

たなければならない。

１点目は、議会が言論の府であること及び

活性化・改革については、議会運営の基本
理念と現行の実態をさらに活性化・改革を進

合議制の機関であることを十分に認識し、自
由討議の推進を重んじること。

化させるための現行法規範の見直しを図り、

２点目は、個別的、地域的な事案の解決で

議会運営に関する事項を一体化する総合条例

なく、町民全体の福祉向上を目指して活動す

の制定を思慮するところでございます。

ること。

議会運営の基本理念について申し上げます

３点目は、町政の課題全般について町民の

が、お手元に配付の総則の関係、これは間

意見を的確に把握するとともに、不断の研さ

違って転記してございますので、これを割愛

んによって自己の能力を高め、町民の代表と

をしていただきたいと存じます。

してふさわしい活動をするということでござ

この項は、本来、総合条例の総則の目的に

います。

入る項でございましたんで、大変恐縮です

次に、町民と議会の協働についてでござい

が、現段階で気がつきましたので、この辺を

ます。この点については、７点記載してござ

削除願いたいと存じます。

います。

それでは、議会運営の基本理念の関係につ
いて入らさせていただきます。

議会は、議会の活動に関する情報公開を徹
底し、責任説明を十分に果たし、地域を熟知

この関係は、議会及び議員の活動原則とい

する町民と互いの情報を共有する。

う中項の定めの中で、小項で議会の活動原

２点目は、議会は、本会議、常任委員会、

則、議員の活動原則、この２点に分けてござ

議会運営委員会、特別委員会、全員協議員会

います。

等すべての会議を原則公開するととともに、

１点目の議会の活動原則は、議会は、次に
掲げる原則に基づき活動しなければならない
ということで、４点について記載をさせてい
ただいております。

町民が議会の活動に関心を持ち、いつでも参
加できるよう運営する。
３点目は、議会は、常任委員会、特別委員
会等の運営に当たり、参考人制度・公聴会制

まず１点目は、住民から直接選挙された代

度を十分に活用して、町民や学識経験者等の

表であることを常に自覚し、公平性、透明

専門的・政策的識見等を議会の討議に反映さ

性、信頼性を重視し、町民参加を不断に追求

せる。

する開かれた議会を目指すこと。

４点目は、議会は、請願・陳情を町民によ

次に２点目は、会議の運営については、開

る政策提案と位置づけ、審議においては、提
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案者の意見を聞く機会を設ける。

１点目、政策等の発生源。２点目、検討し

５点目は、議会は、町民、町民団体、ＮＰ

た他の政策案等の内容。３点目、他の自治体

Ｏ等との意見交換の場を多様に設け、議会議

の類似する政策との比較検討。４点目、総合

員の政策能力を強化し、町民と議会が積極的

計画における根拠または位置づけ。５点目

に政策提案できるような協働を目指して、政

は、関係ある法令及び条例等。６点目は、政

策提案の拡大を図る。

策等の実施にかかわる財源措置。７点目は、

６点目は、議会は、町民に対し、各議員の

将来にわたる政策等のコスト計算。

選挙公報等における公約の実現性、議案等に

次に、大項の２点目は、議会は、前項の政

対する議員個々の採決態度と議員の公務活動

策等の提案を審議するに当たって、それらの

状況を、的確に評価できる情報提供を議会広

政策等の水準を高める観点から、立案、執行

報等で公表する。

における論点・争点を明らかにするととも

７点目は、議会は、多くの町民が参加でき
るよう、平日の夜間、土曜・日曜日に会議を
開催するよう努める。

に、執行後における政策評価に資する審議に
努めるものとする。
次に、予算・決算における政策説明資料の

次に、議会報告会でございます。２点まと
めてございます。

作成に関してでございます。
町長は、予算及び決算を議会に提出し、議

議会は、町民の参加と連携を高める方策と

会の審議に付すに当たっては、前条の規定に

して、全議員出席のもと、町民に対し説明責

準じて、わかりやすい施策別または事業別の

任を果たすとともに、町民との多様な意見交

政策説明資料を作成するように務めるものと

換の機会として、議会報告会を年１回以上実

する。

施し、広く町民の意見を聴取して、議会活動
に反映させるものとする。

次は、法第９６条第２項の議決事項に関し
てでございます。

２点目は、この報告会は広報広聴常任委員
会が所管する。

法第９６条第２項の議決事項については、
代表機関である議会が町政における重要な計

次に、町長と議会の関係についてでござい
ます。

画等の決定に参画する観点と同じく、代表機
関である町長の行政執行上の必要性を比較考

町長と議会及び議員の関係でございます。

慮の上、次のとおり定めるものとする。

１点目は、議会の本会議における議員と町

１、足寄町総合計画基本構想及びそれにか

民及び執行機関の職員（以下「町長等」とい

かわる基本計画。２、足寄町生涯学習推進計

う。）の質疑応答は、広く町政上の論点、争

画。３、足寄町高齢者保健福祉計画・介護保

点を明確にするため、一問一答方式で行う。

険事業計画。４点目は、足寄町障がい福祉計

議長から本会議及び常任委員会、特別委員

画。５点目は、足寄町次世代育成支援行動計

会の出席を要請された町長等は、議員の質問

画。６点目は、足寄都市計画基本計画。７点

に対し、議長または委員長の許可を得て反問

目は、長期（３年以上）計画にわたる重要事

することができる。

業の計画決定に関すること。

次に、町長による政策等の形成過程の説明
でございます。

及び特別委員会に付託して審査するものとす

町長は、計画・政策・施策・事業等（以下
「政策等」という。）を提案するときは、政
策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等
の決定過程を説明するよう努めなければなら
ない。

２として、前項の審査については、委員会
る。ただし、軽微な変更等については、省略
することができる。
次に、議会の議決すべき事件以外の契約の
透明性についてでございます。
法第９８条第１項の規定による議員の検査
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の充実を図り、議会の議決すべ事件以外の契

対する答弁も責任を持って行わなければなら

約の透明性を高めることにより、契約事務の

ない。

適正な執行に資することを目的とする。

３点目、各委員会は、町民からの要請に基

２点目は、町長は、町が締結する次に掲げ

づき、審査の経過等を説明するため、出前講

る契約について、契約の名称、履行の場所、

座を積極的に行うよう努めなければならな

契約の金額、契約の方法、契約の相手方の住

い。ただし、利害関係が発生する集会等は、

所及び氏名、契約締結の年月日並びに契約の

委員長が判断するものとする。

期間を、次の議会において、これを議会に報
告するものとする。

次に、議会及び議会事務局の体制整備につ
いてでございます。

一つ、予定価格１,０００万円以上の工事
または製造の請負契約。二つ目として、地方
公営企業の業務に関する予定価格１,０００
万円以上の工事または製造の請負契約。

まず、１項めは、議員研修の強化について
でございます。
議会は、議員の政策立案能力向上のため、
議員研修の充実を図り、この条例の理念を議

大きく３点目は、議会は、前項の規定に基

員相互間で共有しなければならない。

づく報告について、質疑及び意見を述べるこ

議会は、議員研修の強化に当たり、幅広い

とができる。町長は、意見が述べられたとき

分野からの専門家、町民等の参加による議員

は、その権限の範囲以内において、当該意見

研修会等を年１回以上開催するものとする。

を尊重するように努めるものとする。

議員は、幅広い知識吸収するため、積極的

次に、自由討議の活性についてでございま
す。

に研修に参加し、自己啓発をしなければなら
ない。

自由討議による合意形成。

議会事務局の体制整備についてでございま

議会は、議員間の討論を主にしていること

す。

を十分に認識し、議長は町長等に対する会議

議長は、議員の政策立案能力を支援するた

等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員

め、事務局の調査・法制機能を初めとした組

相互間の自由討議を中心に運営しなければな

織の強化を図らなければならない。

らない。

なお、当分の間、執行機関の法制機能の活

議会は、本会議及び各委員会において、議
員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に
関して、議員相互間の自由討議で十分に審議
し、合意形成に努め、町民に説明責任を果た
さなければならない。

用等、職員の併任を考慮するものとする。
次に、議会の広報の充実についてでござい
ます。
議会は、議会広報の発行に当たり、情報技
術の発達を踏まえて、多様な広報手段の活用

３点目は、議員は、前２項の自由討議に基

により、充実した内容で町政に係る重要な情

づき、政策、条例の立案を積極的に行うよう

報を議会独自の観点から常に町民に対して周

に努めるものとする。

知するとともに、あわせて、町民からの意見

次に、委員会の活動についてでございま
す。

や要望を取り上げ、その内容と対応等を定期
的に住民に周知し、町民に親しまれ、説明責

委員会の活動。３点でございます。

任、情報公開、情報提供の方策に重要な役割

１点目は、委員会審査に当たっては、資料

を果たす有効な議会広報となるように努める

等を公開し、町民に対してわかりやすい議論
と説明を行うように努めなければならない。
２点目は、委員長は、委員会秩序の保持に
努め、委員長報告をみずから作成し、質疑に

ものとする。
次に、議員の政治倫理、身分、待遇の関係
についての項でございます。
議員の政治倫理について御説明申し上げま
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す。

り、議会は、この条例に違反する議会の条

議員は、町民全体の代表者として、その倫

例、規則等を制定してはならない。

理性を常に自覚し、自己の地位に基づく町民

議会は、議会に関する日本国憲法、法律及

や地域の影響力を不正に行使することによっ

び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合

て、町民の疑惑を招くことのないように行動

においても、この条例に照らして判断しなけ

しなければならない。

ればならない。

次に、議員の懲罰の項についてでございま
す。

議会及び議員の責務でございます。
議会及び議員は、この条例に定める理念及

議員は、地方自治法の規定に基づいて議員

び原則並びにこれらに基づいて制定される条

に懲罰を科そうとするときは、各議員が町民

例、規則等を遵守して議会を運営し、もって

の信託を受けて選ばれていること、及び議会

町民を代表する合議制の機関として、町民に

が町民主権を基礎としていることを踏まえ

対する責任を果たさなければならない。

て、慎重に判断するものとする。

次に、見直し規定でございます。

次に、議員の定数についてでございます。

議会は、定期的にこの条例の目的が達成さ

これは、御案内のとおり、先ほど委員長が

れてるかを議会運営委員会において検討する

報告したように、議員の定数は１３人とする
と決定済みでございます。

ものとする。
２点目は、議会は、前項の検討の結果、条

次に２点目は、議員の定数改正に当たって

例、規則等の改正が必要と認められる場合に

は、行政改革の視野だけでなく、町民の現

は、この条例の改正を含めて適切な措置を講

状、課題及び将来の予測と展望を十分に考慮

じるものとする。

し、町民を含む第三者機関（学識経験者等）

議会は、この条例を改正する場合には、全

による議会及び議員の活動の客観的な評価等

議員が賛同する改正案であっても、本会議に

を参考にしなければならない。

おいて改正の理由及び背景を説明しなければ

３点目は、議員定数の条例改正案は、町民
間の直接請求による場合及び町長が提出する
場合を除き、議員が提案し、その理由につい
て説明責任を果たさなければならない。

ならない。
次に、２本柱の、次の議会運営の機能強化
の関係について御説明を申し上げます。
まず、本会議・委員会等の機能強化の関係

次に、議員の議員報酬についてでございま
す。

についてでございます。
委員会における議案の提出。

議員の議員報酬（以下「議員報酬」とい

１として、地方自治法第１０９条第７項の

う。）は、足寄町特別職の職員の給与並びに

規定により、委員会は議会に議案を提出する

旅費及び費用弁償に関する条例による。

ことができる。

議員報酬の条例改正は、町民からの直接請

この関係は、現在の委員会条例等には、当

求による場合及び町長が特別職報酬審議会条

町の議会には規定がございません。したがっ

例に基づき提出するものとする。

て、議会運営委員会で、議長会で意思決定さ

最後は、先ほど冒頭で申し上げました最高

れているものを、議運の委員長個人名あるい

規範の総合条例のことを意味しているわけで

は議運のメンバーが提案者、賛成者として記

ございますが、最高規範及び見直しの手続に

載しているのが例でございます。しかしなが

ついての項でございます。

ら、地方自治法が平成１８年というふうに認

最高規範性。この条例は──これから予測

識しておりますが、改正になりまして、委員

された総合条例を考えてございますが──こ

会そのものが条例等を提案、議案等を提出す

の条例は、議会運営における最高規範であ

ることになっておりますので、具体的に申し
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ますと、何々委員会委員長だれだれ、他の者

１点目は、議員の資質を向上させ、議案審

は賛成で何々委員というこういう形で、今度

議や政策提言の議会活動に寄与させ、住民福

は固有名詞ではなくて、そういう職責がつい

祉の増進に資するための研修視察をすること

て出せるような法律の改正がございましたの

ができる。

で、その点も委員会の機能強化の面に、法律

２点目は、総務産業・文教厚生常任委員会

改正にのって、足寄町議会も総合条例の制定

の閉会中の所管事務調査にかかわる調査とい

の際には、法第１０９条第７項の規定も挿入

うことで、任期の初年度と３年目の第３回目

することと考えていることから、ただいま申

の定例会後において、３泊４日の日程で３カ

し上げている内容になるわけでございます。

所以上の道内・道外の視察地で視察すること

委員会が議案を提出しようとするときは、
その案を備え、理由をつけ、委員長が議長に
提出しなければならない。

ができるという規定でございます。
これも、初の規定でございまして、経費節
減の折、自律プラン等でここ８カ年の間、昨

次に、請願及び陳情の関係についてでござ
います。

年、一昨年から再開された経過がございます
が、地方自治法が改正されまして、政務調査

請願及び陳情の審査に対しては、委員会に

費が公金の支出として認められるようになり

付託し、提案者に意見陳述をさせなければな

ました。その場合は、条例を制定するという

らない。

ことが、もちろん条件でございます。

これは、完全化の義務化を図ったところで
ございます。

ちなみに、十勝管内の動勢を見ますと、音
更町と鹿追町の２町村が、政務調査費を導入

次に、閉会中の所管事務調査についてでご
ざいます。

して調査をしているところでありますが、特
別委員会の考え方としては、政務調査費を導

まず１点目、総務産業・文教厚生常任委員

入することなく、従来の先ほど申し上げまし

会の開催日数は、毎定例会ごとの閉会中の所

た常任委員会の視察をもって、政策提言に伴

管事務調査は７日以上開催するよう努めるも

う調査をするということに基づいて、先ほど

のとする。ただし、改選年の第１回定例会後

申し上げましたことを申し上げたところでご

については例外とする。

ざいます。

つまり、改選年の第１回の定例会というの

それから、初年度と３年目の第３回定例会

は、ただいま開かれている、本日開会された

というのは、９月定例会のこと、本年度は今

議会のことを意味するわけでございます。

の３月定例会は第１回です。６月定例会は第

次に、本会議において付託がない事項で

２回、第３回の９月定例会、その後、なるべ

あっても、災害等の緊急性のある事項につい

く速やかに次期定例会までに調査して、１２

ては、調査ができるものとする。

月定例会、第４回に報告するような、政策提

これは、以前の規則ではございませんでし

言をできるような視察をする。

たが、今までの経験測からいきましても、本

３年目を考えましたのは、常任委員会の委

来は、閉会中の議会の活動は本会議で認めら

員の任期は２年でございますので、委員会の

れている以外は活動ができないように、議員

入れかえ等も考慮して、３年目の第３回定例

活動は自由でございますが、なるようになっ

会後にということで規定している状況でござ

ておりますけれども、不測の事態等もあり得

います。

るということを踏まえて、この項を改めて挿
入したところでございます。

要に応じて委員派遣として調査をする。

次に、視察調査の関係について申し上げま
す。

次に、広報広聴常任委員会については、必
現状の広報発行特別委員会の中でも、私の
知る範囲では、札幌等の視察がございますん

― 22 ―

で、このことは必要に応じて委員派遣等をし
て調査をするということでございます。

まさに本日の私が所管する総務産業常任委
員会の委員長報告に対して、各議員から熱い

次に、議会運営委員会、特別委員会につい

質疑あったこと、こんなような状態で運営し

ては、政策課題等の必要性に応じて調査する

ていただければよろしいのかなと、このよう

ことができるというふうに考えております。

に認識をいたしているところでございます。

次に、広報広聴常任委員会の設置でござい

次に、質問・質疑は議員の責務という項で

ます。

ございます。

この関係は、過般の議会運営委員会の報告

ちょっと私、歯の調子が悪くて、発音が、

の中で報告されて、正式に委員会条例を改正

若いころはこういう発音ではなかったんです

しておりません。したがって、今回、この辺

が、聞き苦しい点がございましょうけど、

も踏まえて、条例に挿入すべく広報広聴常任

ペーパーがあるんで、その辺も参酌して、同

委員会の設置を考えたところでございます。

時でひとつ御理解をしていただきたいと思い

委員会は、議長を除く１２人の委員で構成
し、所管事項は次のとおりとする。

ます。
議会の活性化の一番は、議員の資質の向上

一つには、議会広報誌の編集及び発行に関

にかかわることから、議員個々の議案に対し

する事項。２点目は、議会広報・広聴の実施

ての質疑を常に行うということと、考え方を

に関する事項。３点目は、議会広報・広聴の

ただす姿勢が必要最低条件と考えられる。質

調査及び研究に関する事項。４点目は、足寄

疑を行うことは、議員みずからの議案に対し

町議会ホームページによる広報に関するこ

ての知識と理解を深めるし、また、受ける側

と。５点目は、足寄町議会の放映による広報

でも、常に答弁できるよう準備をしなければ

に関することの５点を調査事項としていると

ならない等、双方の意識の向上が町全体の活

ころでございます。

性化につながるものであると、このように認

したがって、前段の視察調査の関係で、広
報広聴常任委員会は、必要に応じて委員を派
遣して調査するということは、委員構成が１

識して記載をしたところでございます。
次に、提言・指摘事項の処理状況の確認で
ございます。

２人でございますので、その点を踏まえて適

１点目は、議会が採択した請願・陳情等に

切に公費の節減に努めながら、あるべきスタ

ついては、定期的に報告を求めることとす

ンスの中で選考をしていただいて、執行する

る。

のが適切かなと思ってございますし、また、

２点目は、常任委員会で提言を行った事項

広報はもちろんでございますし、広聴の関係

について、常にその執行状況を配慮すべきで

についても、町政報告会等の関係もございま

ある。

すので、それは担うことは先ほど申し上げた

３点目は、定例会ごとに所管事務調査と提

ようなこともございますので、その辺も自主

言した事項の検証のため、常任委員会を開催

的にしかるべき委員会で審査をして執行する

するものとするでございます。

ということを踏まえているところでございま
す。

次に、一般質問・質疑のあり方の改善につ
いて申し上げます。

次に、常任委員会の調査報告の関係でござ

議員側としては、地元や団体の陳情に終始

いますが、常任委員会の調査報告は、単なる

したり、首長へのお願いやお礼言上の場に

調査結果にとどまらず、執行機関への提言・

なったりすることは現に慎む。これは当然の

提案とすべきであり、全議員が価値観を共有

ことでございます。

し、共通した認識に立てるよう本会議で委員
長報告に対して質疑を行うものとする。

次に、質問事項が複数事項に際しては、全
部を一括して述べることを改善して、一問一
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答方式とするものでございます。

ころでございます。この関係については、総

次に、３点目は、質疑については、３回の

合条例の中に明記してございませんが、議員

回数制限を撤廃し、無制限とするものでござ

といたしまして、議員個々の中で御認識をい

います。

ただければと存じております。

次に、住民に開かれた議会への取り組みに
ついて申し上げます。

議会だよりは、定例会終了後４５日以内に
発行するように努めるものとするということ

まず１点目は、情報公開でございます。

でございます。

情報公開条例の中で、議会もその対象に

これは、努力規定で、現状は６０日になっ

なって参加する。これは当然、条例が制定し

てございます。先進町村では、３０日という

てありますので、御照覧いただければ御理解

ところもございますけど、速記力等の関係等

できるかと存じます。

も踏まえて、４５日を努力目標にして規定を

次に、会議等の事前公開。

したところでございます。

本会議・委員会の日程及び議事等の内容に

次に、広報広聴常任委員会においては、正

ついては、住民に対して事前に公開するもの

副委員長と定例会ごとに４委員、つまり順番

とする。

制の編集委員を選任して、編集発行するもの

次に、３点目は、議会の報告会でございま
す。

とすると、こういうことでございます。
この項については、相当苦労したところで

議会活動の一層の充実を図り、住民の議会

ございますが、議会運営委員会で視察した町

参加と協働の町づくりを促進するため、議会

村等も、ちなみに白老町でございましたけど

活動（委員会活動も含む）の状況を町民に直

も、広報常任委員会が議長を除く全員という

接報告・説明し、町政に関する情報の提供に

ことでありますので、本来、広報委員も私、

努めるとともに、議会活動に対する批判や意

議員当選後３６年前に２年ほど経験ございま

見、さらに提言など話し合う場とするもので

すけれども、そんなに１０人で編集発行しな

ございます。

ければならないということでもありませんと

広報広聴常任委員会において、実施時期と

同時に、委員が皆さんがそれぞれ定例会ごと

場所、報告内容について協議するものとす

に順番制で、今回が１番から４番まで入っ

る。

て、そのほかに正副委員長、仮にその中に正

これは、つい最近、本別町議会が執行され

副委員長がいらっしゃったら、次の番から

ておりますが、何班に分けてやる、開催場所

回って、６人が。そういたしますと、３定例

等、それから住民との対話のときの議会サイ

会ぐらいで大体一回り、平委員の方は一回り

ドのあり方等も十二分に委員会で協議して進

するのかなということの中で、当初、小委員

めていただきたいと存じます。

会とか部会を考えたんですが、ただ１点、広

次に、議会広報の関係について申し上げま
す。

報広聴常任委員会を常任委員会制にしたこと
により、議員報酬と委員長報酬との絡みも余

先進地の議会で見受けられるように、町民

り複雑にしないで、皆さんがすべてが携われ

への説明責任を果たすための重要な役割を担

るようなことがあってしかるべきかなという

う議会だよりとなるよう、これまでのお知ら

発想に基づく、ただいま申し上げた広報広聴

せ広報、会議録広報から脱却し、町民と議会

委員会の編集発行にかかわる委員の選任のあ

が提言と議論を繰り返す、考える広報となる

り方を示させていただきました。

よう努められるべきであると。

次に、議会中継の関係について申し上げま

これは、一歩、従来の広報から、他の議会
で見られてるような理念を申し上げていると

す。
議会は町民に公開し、より開かれた議会を
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推進するため、議会の会議中継を行うものと

いう判断をいたしまして、詳細については記

する。

載をしていないところでございますので、次

現在、これは行っておりません。行ってお

に立候補されて当選された方は、その辺も踏

りませんで、２点目、３点目、４点目、ずっ

まえて適切なあり方を模索して実施していた

と９点目まで、現在の規定は全くありません

だきたいと期待をしているところでございま

ので、現状を踏まえて、これはすべて今回の

す。

総合条例の中で、承認を考えてございます。

次に、傍聴者の対応でございます。

具体的には、記載のとおりですので、特段説

会議に関する議案書等については、議員同

明する必要はございませんので、ひとつ御照

様に傍聴者に対応する。本会議及び委員会に

覧をいただいて御判断を賜りたいと存じま

おいて、住民の生の声を聞くため、傍聴者と

す。

の対話の場を設けるものとする。

次に、議会の実態公表についてでございま
す。

これは、十勝管内の音更さんが実施してい
ることの猿まねではございませんが、これも

本会議・委員会活動の実態と各議員におけ
る議案等の表決結果及び公務実態を議会広報
誌等で公表するものとするという規定でござ
います。

あってしかるべきスタンスかなというふうに
思って挿入をさせていただきました。
具体的なあり方等については、これも議会
運営委員会で考えて、これは御決定なされ

今回、皆様のお手元の資料の中で、発言の

て、あるべき姿で執行するのかなというふう

関係、一般質問の関係、公務日数の関係、議

に。したがって、詳細に規定すべきでないと

員個々に精査をして配付してございますが、

いう判断で、具体的には明示しておりません

この場合は特別委員会でも議論がありまし

が、理念だけ記載をし、条例化をする考え方

た。賛否の問題、それから議会だよりの公表

に立っているわけでございます。

の問題、公表の時期等、いろいろな考え方は

次に、傍聴者へのアンケート実施、これも

あるんですが、あえて広報常任委員会を設置

従来やっていたかどうか、私よく定かでない

して、新しく改選された議員各位の見識の中

んですが、本会議・委員会の傍聴に対して

で一つの適切な記載のあり方、議会、町民に

は、傍聴の受け付けに際し、議会傍聴で感じ

対する公表のあり方を考えていただきたい

たことをアンケート用紙を配付し、記載して

と。現に、視察先でもこういう事例がござい

いただき、住民の声を議会に反映させると。

ましたので、そんなことも考えているところ

これは、従来も議会だより等でもって、傍

でございます。

聴したらどうですか、議会に何か声ありませ

なお、これは議会だより・広報誌等なんで

んかというようなことで、従来もやっており

すが、視察等の中で、私も、現在の特別委員

ますし、その延長線上、さらに内容の密なも

に選任されてから、十勝管内を、帯広市を含

のになっていただければなという期待でござ

めて全部の議会広報に目を通させていただき

います。

ましたし、道内外を含めてそれ足すすこと１

次に、子ども議会の開催でございます。

０団体くらい目を通させて、それなりの記載

これからの町を担う世代の小学生、中学生

のあり方等なり、発行のあり方もあるのかな

を対象とした子ども議会を開催するよう努め

という思いをいたしておりますが、一から十

る。開催要項等は、広報広聴常任委員会でお

までモデルを示して記載するということは、

考えいただいて、具体的な進めについて推し

新しく選ばれる議員さん方の見識が拘束され

はかっていただきたいということでございま

るということでありまして、枠組みだけをひ

す。

とつ条例化をすることにすべきではないかと

次に、傍聴規則の緩和でございます。
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写真、ビデオ、撮影及び録音等の自由にす
るということでございます。

す。
○議長（吉田敏男君）

議長は、傍聴者における写真、ビデオ等の

谷口さん。

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

撮影及び録音（以下「録音等」という。）に

（谷口二郎君）

ついては認めることとし、議事の進行の妨げ

いたしました。特別委員会は、それぞれ持ち

になっていると認めたとき、または他の傍聴

場持ち場で調査検討してきましたので、かか

者に迷惑を及びしてると認めたときは、撮影

わった部分について説明をさせていただきま

等の方法の変更を求めることができる。これ

す。

に従わない場合は、撮影等を禁止することが
できる。

それでは、説明員を交代を

議員報酬の見直しと期末手当の廃止の関係
につきましては、これは平成１６年のまちづ

これは、議会の内部の秩序権の問題でござ

くり調査特別委員会の議論経過もございまし

います。従来、現在の傍聴規則は禁止でござ

たので、私が中心になってというよりも、そ

います。禁止でございますが、現実問題とし

ういった経過も踏まえて調査をしたというこ

て、議会中継をライブも録音もすべて流して

とでございます。

いる段階で、撮影を認めないなんていうこと
はナンセンスかなという感じで、これを自由

議員報酬の見直し・期末手当の廃止でござ
います。

にすると。問題は、演壇に立ってフラッシュ

議員報酬については、特別職報酬等審議会

を浴びて原稿を読めないような状況になれ

の答申に基づき決定されてきましたが、地方

ば、それは議長の整理権の中できちっとして

自治体の行財政改革に伴った議会諸経費の削

いただけるというふうに。そんなことは万に

減をまちづくり調査特別委員会において実施

一つないと思いますが、これは議長が議事整

した結果、現行の報酬体系となりました。

理権の中で。したがって、これは完全に自由
にいたしたところでございます。

議員定数及び報酬問題については、今日な
お削減・引き下げの議論が強く、定まってい

次に、議員に関する事項でございます。

ない状況にあります。

議員の研修の充実でございます。

この際、議会改革の実施に基づき、議員報

現在の議員研修は、調査視察研修、講演会

酬を次のように見直すことにいたしました。

方式による研修等がほとんであるが、議会運

現行の議員報酬をそれぞれ１０％引き上

営委員会が企画する自主研究を年に１回以上

げ、期末手当１.２カ月を廃止する。なお、

開催して、議員や議会事務局職員の調査・政

実施に当たっては、特別職報酬審議会の答申

策立案・法制能力を求める専門的実務研修の

を受けるものとし、見直し廃止の理由は次の

充実や、議員同士のパネルディスカッショ

とおりとする。

ン、ディベート方式の参加型研修をするとい
うことでございます。

一つには、現行報酬体系を引き上げとする
環境にないこと。管内の状況から、現行維持

ディスカッション、ディベート研修という

を妥当と判断をいたしました。

のは、皆さん御案内かと思いますので、釈迦

二つ目、期末手当廃止分を報酬加算として

に説法で説明いたしませんが、かえって日本

現状維持するのは、他の非常勤特別職との兼

語辞典が出るかと思います。

ね合いと不利益を考慮いたしました。

次に進みます。

三つ目、定数２名減で５８０万円程度の人

次の関係の議員報酬の見直し・期末手当の

件費削減になりますが、地方分権の強化に伴

廃止等については、谷口委員のほうから説明

い、議会の役割、議会制度の改革により、調

をいたすのが適切かと存じますので、私の現

査・研究、町民との対話など、議会活性化の

段階における説明は終わらせていただきま

予算化は図る必要がある。
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ここで、不利益を講じますので、現行の
１.２カ月を廃止した分を報酬を引き上げる

額措置をとられておりますが、明確になりに
くいところがあるんですよね。

という形をとりました。道内でも、期末手当

ここでは、特別委員会が議論したのは、９

廃止というのは余りないのかもしれません

０日を超えることですから、８９日の段階

が、こういう形で風通しのよいようなことに

で、９０日目に、例えば出席をしてきたとい

したいということの考え方でございます。

うときに、どういう扱いになるのかという問

定数２名減で議会経費も削減されますが、

題などもありました。したがって、ここを

先ほどの高橋委員のほうからもありました

すっきりするために、９０日を超えた段階で

が、委員会の調査、そういった経費だとか、

は、その次の４カ月目の報酬の２０％をカッ

それから新たに広報広聴委員会を設けて、町

トすると、こういう考え方です。

民との対話とか議会報告会、こういうところ

こうすると、わかりやすい言い方になるん

の経費なんかもある程度考えていかなければ

だと思いますけれども、そういう考え方で一

なりませんので、こういったことで経費の浮

応は整理をかけているつもりでございます。

いた分は、議会活動を全般にそういった予算

以下、１８０日、３６０日、同様の考え方

化をしていくべきではないかという考え方

でございます。

で、期末手当に反映させるとか、報酬に反映

それから、二つ目には、閉会中の議員所在

させるという、そういう考え方は持ちません

の報告及び長期の議員活動休止・再開の届け

でした。

出の義務化を明示をしたいということでござ

したがって、現行と改正後の表でごらんい

います。

ただければと思います。これは、年間の議員

これですべての説明について終わるわけで

報酬の収入と、改正後も変わりはないという

すが、同時に今回、総合条例案について、後

前提でつくってあります。

日提案をする予定でおりますので、よろしく

それから次に、長期欠席者の報酬等の減額
措置の関係でございます。

お願いを申し上げたいと思います。
今回、事前に配付されております資料、総

これは、今までなかったことでございます

合条例案として既に配付をされております。

が、報酬体系を確立をするということで、新

したがって、従来のありました規則、運用、

たにこういった措置を設けることにいたしま

そういったものについては、どういう部分が

した。

今回総合条例にかかわってくるのか、それか

現状の町民経済と町財政状況を踏まえて、

ら新たにつくられる条項なども、色分け、文

議員の活動に対する対価を実態に近づけた報

字体、そういうことで既に明示してあります

酬支給とするための減額措置でございます。

ので、わかりやすくしてございますので、ぜ

１として、長期にわたり議会・議員活動が

ひ十分に熟知していただければというふうに

できない場合の段階的報酬の減額支給でござ

考えておりますので、よろしくお願いを申し

います。

上げます。

月額報酬の月額割合ですが、９０日を超え

以上で、私のほうからの説明を終わらせて

たとき、３カ月ですね、９０日を超えて長期

いただきます。ありがとうございました。

欠席、それも続く場合、９０日を超えた時点

○議長（吉田敏男君）

で１００分の２０の減額措置をとると。１８

報告を終わります。

これにて、委員長の

０日を超えて、６カ月を超えたとき、これは

なお、議会活性化案につきましては、高橋

１００分の５０。それから、３６５日を超え

委員、谷口委員のほうからも詳細な御説明が

たとき、これ１００分の７０の減額措置をす

ございました。

るということで、既に他町村でこういった減

これから質疑を受けたいというふうに思い
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ます。

いう解釈に立っております。

非常に長い、多い案件がたくさんあります
から、議会運営の基本理念と現行規範の見直

それで、きょうの特別委員会の報告事項で
ございます。

しということの第１点目。それから、第２点

それで、今、矢野さんの言われた活性化、

目の機能強化、このことを分けて質疑を受け

機能強化の関係について、皆さんから議論を

たいと思います。その後に、総体的に質疑を

いただいて、その後に条例案をつくったらい

受けたいというふうに思っております。

いんでないかというような質問であったと思

それでは、第１点目の議会運営の基本的理

うんですけども、その関係につきましては、

念と現行規範の見直しのほうから質疑をお受

私自身の考え方になってしまうのかなと思う

けをいたしたいと思います。

んですけども。

どなたでも結構ですから、質疑をいただき
たい。

一応、これが皆さんから議論をもらって、
特別委員会の報告事項ということは議決事項

９番。

でないものですから、それで、皆さんに議論

○９番（矢野利恵子君）

これは、活性化特

をいただくけれどもと言ったら、矢野さんは

別委員会の調査報告プラス、既に総合条例の

また怒られると思うんですけども、わからな

案まで出ているわけですけれども、これは勝

いところを徹底的に質問して聞いていただく

手にその会だけで決めるのではなく、全員協

と、そして理解を得ていただくという考え方

議会を開いて、どういうふうにしたらいいの

を持っていたところでございます。

かというのを話し合って、それからこの案を

以上でございます。

つくっても遅くなかったのではないかなと。

○議長（吉田敏男君）

これからいろんな質問をして、いろんな質

９番。

○９番（矢野利恵子君）

今の考え方を聞い

疑をして、それが取り入れられるんだろう

て、全く納得ができない。特別委員会を認め

か。さっきの農業委員会の話ではないですけ

てもらったんだから、特別委員会でやったこ

れども、これで出してしまったものは取り下

とをすべてよしとするのだって、そんなこと

げることもしない、書き直すこともしない。

にはならない。特別委員会では、一応たたき

それと同じようなことだったら、質問しても

台をつくってもらえるのかなということで

何の意味もないので、ここで話し合われたこ

あって、それをすべて認めるから特別委員会

とが条例案に反映されていくものかどうか、

をつくりましたよなんて、そんなことには絶

まずそこからお尋ねしたいと思います。

対ならないことなのでね。

○議長（吉田敏男君）

答弁、委員長。

やはり納得するところは納得する、納得し

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員長

ないところは納得しないで、開かれた議会を

（菊地一將君）

目指すんだったら、特別委員会を認められた

今の９番議員さんの質問に

お答えをいたします。

んだから、そこで何をしてもいいんだって、

町民集会を議員定数の関係で開いたとき
に、町民の方からいろいろと言われたことを
今ちょっと思い出しているんですけども。

そんなことにはならないと思います。
一応、たたき台をつくることは、もちろん
特別委員会を認めていると、特別委員会で認

特別委員会をつくるということは、皆さん

めたことをすべてに賛成しますということを

の御了解のもとに議決されてつくられたと。

認めたことではありません。そこを勘違いし

それで、今度また、委員の選考についても、

ないようにやっていただきたいなと。

皆さんに報告をし、理解を得たということ

さっきから話は戻るんですけども、この条

で、一定の部分は特別委員会を立ち上げたと

例案の中には、かなり私もチェックして不備

いうところで、その委員会に任されていると

なところが、これはおかしいんじゃないかと
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いうところがかなりあるわけですけども、や

議会でやるって言うんだったら、最初から特

はりそれについて改善してもらえるのかどう

別委員会を設置しないで全員協議会でやれば

かを、まずはっきりさせてもらえなければ、

いいんですよ。だけど、この種のものは全員

これは何を言っても無駄だということになる

協議会ではまとまらないんですよね。

ので、そこを特別委員会の方々は再度話し

だから、したがって一番意思決定が早いの

合って、その方針を決めていただかないこと

は１人ですよ。人数が少なければ少ないで意

には、こちらも言うにも何も言えないと思い

思決定は早いんですよ。

ます。

さりとて、今特別委員会を設置して、一定

○議長（吉田敏男君）

委員長答弁。

の７人で設置しているわけですから、その中

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員長

で、専ら目的に合った調査をして、大綱が決

（菊地一將君）

その関係につきましては、

まれば、先ほど説明したような、最終的には

一応規範づくりということで高橋議員にお願

議会とよその町の先進議会議会の基本条例も

いしてあった部分もございます。それで、高

踏まえながら、あわせて、この際、地方自治

橋委員から提案されて、委員会でいろいろと

法の改正もありましたし、それを踏まえて一

議論した結果がこういうことになったという

体化して、議員が自分のかかわる議会運営に

ことで、今、矢野さんの言われたことにつき

ついてみずからすぐ、今まではほとんど、私

まして、高橋議員のほうから答弁いたします

も３６年議員やっても、すべて承知してませ

ので、よろしくお願いします。

ん、議会に関して。むしろ地方自治法のほう

○議長（吉田敏男君）

が詳しいくらいですよね、読む機会が多いも

答弁、８番。

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

のですから。そういうものを一体化して、本

（高橋幸雄君）

まず、議会が特定な議会運

当に議会運営に資する議員個々が、座右の書

営に関すること、あるいは執行機関に関する

としてやるくらいの認識を持っていただかな

ことの調査をしようとするとき、全員で調査

ければ、何でもありの議会になってしまうな

することと、あるいは所管委員会でするこ

というのが、僕は８年間痛感してございま

と、特別委員会を設置して調査をすること、

す。

これは３態様に分かれるわけですけど、最

そういうことも含めて、やっぱりきちっと

近、国会でも一般論としてという言葉が随

しようと。議会は議会として、児童会だっ

分、政府の答弁でありますが、一般論として

て、もう少しましな児童会があるのに、それ

言わさせていただければ、専ら私もかれこれ

以下だということになりますれば、やっぱり

１００日以上は費やして参考文献、９番議員

町民から信託を得た議会ということも、町民

が選挙員名簿をやっているときも、毎日あな

から不評になりますし、そういう思いで特別

たの来ているとき、毎日行き合ってました

委員会を、先ほど委員長が申し上げたよう

ね、駐車場でね。私は自分の選挙に関心なく

に、立ち上げてまで一定の報告をし、先ほど

て、特別委員として各委員から、やっぱり得

９番議員が言った総合条例の関係は、そうい

手不得手があるんで、高橋幸雄、ひとつ素案

うことを踏まえて総合条例というものを、当

をつくれということですから、ある意味では

初からバックボーンとして作成しようという

議会議員の集大成ということもありますし、

特別委員会の意思決定なもんですから、ただ

また、その分野は全く私の好きな分野でもあ

し、２３８条もある条例をすぐ出して、審議

るということもあって、そういうことでだん

をすれと言っても、ほとんど無理でしょうか

だん任期も少なくなってまいりましたから、

ら、相当のインターバルを置き、本日、開会

試案を作成した経過がございます。

した初日に、この対応について報告案を受け

そこで、９番議員お尋ねのところ、全員協

た中でいろんな質疑をし、そしてその後、一
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定の中で議題として供して、皆さんに審議し

ね。納得しました。

ていただこうという一つの手続を踏んでいる

○議長（吉田敏男君）

ところでございます。

他に。

１１番。

それで、先ほど９番の議員がいみじくも

○１１番（後藤次雄君）

今回の報告につい

おっしゃったように、言ったことが全然変わ

て、確かに２５日間もやって、相当時間をか

らないのでは意味ないということですが、そ

けてやったことですから、中身についてはあ

んなことはございません。全体の合意が取り

る程度理解はしますけど、ただ、進め方とし

ますれば、つくっているものが金科玉条のご

て、実はこの考え方を初めて私がわかったの

とくに一歩も曲げれないんだという、そんな

は、２月９日の新聞報道なんですよね。それ

ばかな議会はないわけですし、９番議員の

で初めてわかって、これは新聞報道ですか

おっしゃっていることが、まだ崇高で格調の

ら、こんな具体的に載ってなかったものです

高い議会運営であれば、それは改正してやる

から、ちょっとどういうことかなと思ったん

ことは民主主義の手続上からいっても当然の

ですけども、そうしたら３日の日、昼からで

ことだというふうに認識しておりますので、

すか、議案が来て、初めて内容がわかった

どんどん質疑をしていただいてね。

と、そういう状況になってます。

ただ、御理解いただきたいのは、今の議会

それで、私も矢野議員が言ったとおり、

の活性化の関係の議会運営の基本理念と機能

やっぱりこれだけの資料ですから、確かに

拡大との２点を挙げていましたから、全体を

我々が認めた特別委員会ですから、そのこと

すべて問題点がありましたら、質疑をどんど

は私はわかって発言しているつもりです。

んしていただいて、この中でも先ほど説明を

ただ、これだけの条例改定を含めてあるわ

いたしましたように、条例に即入る部分が、

けですから、やっぱり１回か２回は全員協議

先ほどの１０９条の関係の、要するに常任委

会を開いてもらって、こういう方向で進んで

員会の議案提出の関係、地方自治法が改正に

いるという中間報告みたいのを受けたかった

なって、当議会は改正していないものですか

なと思うんですよ。というのは、議員の定数

ら、そういう種も結構ありますんで、それも

の問題のときも同じことを言ったんですけど

踏まえて改正しますし、傍聴の規則の自由化

も、だからそのことが今回また生かされな

の問題、緩和の問題も従来は全部禁止ですか

かったなというのは感じております。そのこ

ら、一変してやることを予定しておりますん

とをまず言っておきたいと思います。

で、どんどん御発言をしていただいて、すば

だから、私なりに、きのうもおとといも言

らしい見識を示しながら、また、それを参考

いましたけれども、いろんな質問事項があり

にして、また特別委員会、定例会が始まった

ますんで、これから一つ一つ聞いていきたい

ばかりですから、委員会を開催して、それが

と思います。よろしいですか。

全体の合意であるとすれば、それは改正する

まず、町民と議会の協働の関係ですけど

ことはやぶさかでありませんので、どんどん

も、これは１から５番目、それから７番目は

質疑していただいて、御指導をいただきたい

これでいいと思いますけども、ただ、６番目

と、このように思うところです。

の、議会は町民に対し、各議員の選挙公報な

○議長（吉田敏男君）

どにおける公約の実現性、議案等に対する議

○９番（矢野利恵子君）

９番。
では、納得しまし

た。

案個々の採決態度と議員の公務活動状況を的
確に評価できる情報提供を議会広報等で公表

要するに、多くの議員がここはこのように
したほうがいいという意見になったら、改正
することはやぶさかではないということです

すると。私は、これは、ここまでなぜやらん
きゃならんかと思うんですよね。
というのは、ここはやっぱり議員そのもの
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が努力することであって、例えば選挙公報と

た段階でも、出た段階で傍聴者は当然議員の

かそういうの、例えば選挙公約で自分で載っ

方もいらっしゃる、町民もいらっしゃるとい

てない場合、どういうふうにそれを扱いすれ

うことで、会場対応もいたしましたけど、議

ばいいのか。

員はもちろん、入ったのは報道機関が傍聴さ

そして、これをやってしまうと、本当に議

れただけだったんですけれども。

員が毎日活動していることが全部載っちゃう

ただ、中間報告と言っても、なかなか一任

ことですからね、私は個人情報の関係も含め

を受けて作業やっているのは私１人なもんで

て、うまくないと思うんですよ。そういうこ

すから、私１人なもんですからね、だからそ

とで、ぜひこれは今までどおり、議会のほう

れは中間報告って、私ができなかったら委員

で町民から求められたら、初めて公表するす

会も開催できないという状況もあって、事が

ることであって、議会のほうから町民のほう

事だから分担をしてやるということも、なか

から求められてないことまで公表することは

なか状況もできなかった。だから資料収集等

ないと思います。その点、１点について委員

については、委員会で（不明）、またそれを

長のほうから見解をお願いします。

出したものを特別委員会開催して、集約され

○議長（吉田敏男君）

て、議会の会期も迫ってきたし、議員の任期

高橋委員、答弁。

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

も今期ですし、しかるべき（不明）も、町民

（高橋幸雄君）

の血税を使って調査をしていて、お茶を濁す

御答弁申し上げます。

この点について、非常に違和感があるかと
思いますが、やっぱり地方分権改革推進法が

ような結論は得れない。やっぱりしっかりし
てやろうということね。

制定されて以来、こういう議会と主権者の流

この際、地方分権改革あるいは地方制度調

れなんですね。我々みたいな古い議員は、今

査会は今３０次まであります。２６次くらい

１１番議員さんがおっしゃったような感性と

から、これは議員各位にも配付されていると

それほどたがえないような状況にあるんです

思いますけどね。その中には、午前中に議論

けども、例えば最近の阿久根市の状況、長野

がありました行政委員会の関係とか、議会の

市の状況を見てますと、非常に議会不要論み

あり方等、それを踏まえて地方自治法が改正

たいなものもあって、首長があれだけ精鋭化

されて、議会のかかわることが相当改正に

されると、両極端な例でございますけど、両

なってきてますよ。我々は、議会はその後何

方の公共団体。やっぱりこういう時代なのか

もしないでいたものですから、この際そうい

なという思いをしてますね。

う改正も含めてやりたいという、そういう中

これは、先進地でやられている事例でござ

で提案をさせていただきました。

いまして、議員個々のことでなくて、議会の

今、１１番さんに御指摘あるような、この

公の会における公の公表なわけでございます

ことはやっぱり説明責任を果たすと。委員会

から、そういう時代背景の流れの中で、本当

の中でもこういう議論がありますね。一定の

に議会というものについての主権者の御認識

意思決定が決まって、自分は賛成をして、あ

をいただくという一つの手だてなのかなと。

る町民に会って、町長の批判があったときに

これは、先進地議会でも当然とられている

一緒になって、了としてやるということの議

ことを採用させていただきました。

員としての、公人としてのことということ、

先ほど、もう１点、冒頭で１１番議員さん

僕も今まで長い議員生活で多々、多々どころ

がおっしゃった、委員会の中間報告とか、定

か相当経験してます。だから、その際はやっ

数の関係も話したけど、委員会開催日だって

ぱり明らかにきちっとしていこうということ

常にオープンにしてるんですよね、内緒で委

があるべき今時代の要求かなと、このように

員会を開いていませんね。最終的に煮詰まっ

思っているところでございます。
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○議長（吉田敏男君）

１１番。

○１１番（後藤次雄君）

けれども、委員長は、委員会秩序保持に努

今、聞きました

め、委員長報告をみずから作成し、質疑に対

ら、私１人でつくったという話があったんで

する答弁も責任を持って行わなければならな

すけども。いいですか、議長。

いと、こういうことを明記するということで

今聞きますと、私１人でつくったから、

すね。それであったら今も同じだと思うんで

やっぱり中間報告等を含めてできなかったと

すよ。だから、私は、できればやっぱり最高

いう話を聞いたんですけども、私は、これは

責任者の委員長が報告しているわけですか

やっぱり７人の委員さんが当然全部かかわっ

ら、委員長のほうから答弁をもらいたい。

てやってたと思ってましたから、そういう意

それで、今言ったみたいに、この６番の問

見をしたんですけども、１人でつくったとい

題については、確かに公表することはあれで

うことだと、そうすると、本当に言葉悪いで

すけど、議員の個々の採決態度と議員の公務

すけど、高橋試案になってしまいますね、こ

活動状況と、これを的確にするといったっ

れはそういう話になるとね。

て、それぞれありますよね。だから例えば、

そのことが、確かに最終的には、特別委員

委員の人も、やっぱりできる人もできない人

会の中で、皆さんで意見を集約してこういう

もいるし、言い方がきちっとできる人もいる

ことで報告していることになったと思います

と思うんですね。それを一つにとらまえて、

けど、やっぱりこんな大事な総合条例改正ま

あのときはこうだった、あのときはこうだっ

でやるわけですから、もうちょっとやっぱり

たということを、やっぱり私は議員の個人情

その辺は、先ほど言ったみたいに、確かに委

報の、さっきも言いましたけど、それから

員会は開いてやって、私が傍聴に行かなかっ

いっても、やっぱり私はここは納得できない

たというのは、それは言われれば指摘はその

んですよね。

とおりです。ただ、議員としては、そこに

そういうことで、できれば委員長のほうか

行っていいものかどうかという、やっぱり私

ら明快な答弁いただきたいと思います。

なりに判断するんですよね、どうしてもね。

○議長（吉田敏男君）

だから、そういうことで、高橋議員から来な

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

かったということを言われればそのとおりで

（高橋幸雄君）

すけれども、しかし、今聞いたら、中間報告

間報告というけれども、この種のものに中間

できなかったというのは、私１人でつくった

報告というのは、途中で中間報告する事情等

からということを言われると、それじゃあ高

はないわけでしょ。

８番。

私が申し上げてるのは、中

橋議員１人でつくったのかと、それを取りま

定数の関係は、私がつくった、私がつくっ

とめて最終的に報告したということにどうも

たというのは、試案を作成して、それぞれの

聞こえるんですね。

委員会委員の方から意見をいただいて、つけ

私は、そうでないと思います。やっぱり全

加えること、修正することのそういう作業

体で、例えば高橋議員もつくった、みんなで

が、単なる今出ている活性化案だけだったら

つくっても、最終的には全員であれしたわけ

問題ないのですけど、総合条例を制定すると

ですから、本当はこれは私は委員長に答弁を

いうことを考えたときに、そういう作業がい

してもらいたいんですよ。

くんで、やらなきゃならないんですよ。

というのは、ここにも後にもありますけれ

そういうことを踏まえたとき、だったら１

ども、委員会のここに載ってますよね。委員

１番議員さん、委員会をこれだけ開催してい

会活動の中で。これは、これに当てはまるか

るんだから、一度か傍聴したことあります

どうか、委員会になってますから、特別委員

か。逆にお聞きしたいのは。いつもオープン

会が入るかどうか私ちょっと確認してません

にしているんですよ。だから、それはいつの
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段階でもオープンにしているから、出席をし

けです。

て、いつでも、今は委員会の現行規定の中で

それから、この中でも、自由討議の活性化

も、委員会に出席、発言をできることになっ

があります。本来は、きょう、朝から参与席

ております。一定の中で発言できるわけです

はだれもいなくていいんですよ。議会にかか

からね。

わる案件だから。その場合に、努めて道内の

それからもう一つ、今の規則の中で、委員

議会もそうだけど、参与席も仕事していただ

長がつくって委員長が答弁しなきゃなんてい

いて、理事者くらいは出席してらっしゃるの

う事例は、今求めている条例がそういうこと

かな、あとは全部仕事する。議会にかかわる

であって、代理でもって申し上げることは何

議案が出たら、重要であればあるほど、議員

でやぶさかでないと思いますよ。

個々の自由討議をどんどんするんですよ。自

それから、議員の個々の公表は、公の議案

由討議を聞いてて、最終的に自分が賛成する

が１０本あって、このことの賛否の態度の表

か、反対するかなって。自由討議に反対の論

明を意味してるわけですから、何ら問題ない

陣を張って、ほかの自由討議を聞いたときに

と思いますけどね。

賛成の論陣を張って、私よりも政策論的に

だから、過日の議会の中で、ある議員さん

は、やっぱり反対だったけど賛成だなと言っ

が、反対するなら論拠を示して反対討論しな

て、採決のときに逆に賛成討論に回って賛成

さいよという話が私に入ってきましたが、ま

することは何ら問題ないんですよ。反対討論

さにそのとおりでございまして、やっぱりそ

を言ってて、賛成には回れないんですよ。自

ういうものなんですよ。だから、私はいつも

由討議はそういう場所ですからね。そういう

申し上げているのは、反対するんなら反対し

意味でのやっぱり議員個々の一つの問題に対

て、それなりの根拠を示すべきだと、賛成な

する認識を示していくと。

ら賛成で。何もわからないのに、ただ賛成、
反対ではだめなんだと。

だから、１１番議員さん、誤解のないよう
にしていただきたいのは、先ほどの態度表明

私、議員になったとき、たまたまいみじく

というのは、表明できるとかではなくて、採

ば故人になられたからお名前出して差し支え

決の、他の議会では見られて、この議案につ

ないと思いますけど、お隣に座ってらっしゃ

いては賛成、反対、そういうことをきちっと

るお父様と一緒に議席を間にして、論理明快

議会だより等でね。

の反対討論をされておりました。私、出たと

あるいは、これから町政報告会があります

き、反対討論は三、四人あるんですけど、賛

けども、確かに本州の視察では、議員会でみ

成討論はだれもしないで、賛成多数、言って

ずからつくって、それに対しての問いに答え

みれば２３対３くらいで、２３対２ぐらいで

て、内容も町内に配布しておりますね。議会

すが、２６人でしたからね。私、若い世代

だよりのほかに、特別号ということで。いろ

で、これはいけないと。やっぱり賛成討論も

んな議会の主権者との関係の表明の関係は、

何もなくて、反対討論は論理明快で反対討論

今の地方議会に求められているんだなとい

して、賛成討論も何もなしで、私はそういう

う、そんな思いがいたします。

ことは、やっぱりこの際、かつての古い型の

だから、このように先ほど私がつくった、

地方議会だと。新しい議会は堂々と、やっぱ

私がつくったと言った、何か私的レポートの

り先ほどちょっと１１番議員さんは誤解され

みたいな物の言い方ですけども、この種のも

ておりますようですけども、私が申し上げま

のを構築するに当たっての一定の、視察も一

した態度の公表というのは、議案そのものの

緒に行ってますし、一定の意見交換も行く前

賛否について示している議会があるから、そ

にも特別委員会でやってますしね、私が一般

れはすべきだということを申し上げているわ

質問する論旨を、ただいまの報告案件に入っ
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ているわけでございませんので、ちょっと誤

言ったけど、いや、私は中間報告でなかった

解のないように。

ら、前議会の中でも、こういう方向で大体固

ただ、意思決定というのは、先ほども谷口
議員から説明いただいたように、それと分割

まってるよということをお知らせしてもらい
たかったということですね。

して、ただ、中間報告をもうちょっと早い時

それから、１人で１人でって、先ほど、言

期ということは、その段階で委員会に出席し

葉じりとるのは嫌ですけども、高橋議員が１

ていただければ、そのプロセスがわかったの

人でつくって、こうだということをできな

かなと。

かったって言っただけでね、それは我々も全

それと同時に、先ほど新聞報道の関係出ま
したね。あれは、たまたま、多分こういう状

体でやって、そして委員長のほうに報告する
のはわかってますからね。

況になると、議員も議会が始まって、議員各

それでもやっぱり私は、そこまでね、これ

位も傍聴に来るだろうと。外にいすを用意し

意見ですから、やる必要ないということはこ

たり、第一委員会室でやりましたからね、そ

こで言っておきたいと思います。

ういう措置しましたけど、お見えになったの

それから次に、町長による政策等の形成過

は報道機関だけだったものですから、公開の

程の、これは、私は今までも行政側でやって

ものですから、途中経過として新聞報道にな

きたと思うし、それから、もし説明するとす

されたという、こういう状況かなとも思って

ればどこまで突っ込んだ説明を求めていくの

ますんで、ひとつその辺は御理解をいただき

か、お聞きしたいと思います。

たいと思います。

○議長（吉田敏男君）

決して、私の私的リポートではございませ

８番。

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

んので、よろしくお願いいたします。

（高橋幸雄君）

○議長（吉田敏男君）

の開催が議員個々周知されていなかったこと

１１番。

○１１番（後藤次雄君）

まず、冒頭の関係の委員会

私は、先ほども

については、私委員長でありませんけど、た

言ったとおり、私は特別委員会には傍聴に

だ、後藤議員さんに御理解いただきたいの

行っていませんとはっきりそれは言ったつも

は、私が責任者で特別委員会のメンバーに

りなんです。

なったことがございますよね、一緒に。たま

ただ、その特別委員会をいつ実施するのか

たま現在は特別委員に就任されてなくて、そ

というのを、我々議員には知らせがないんで

うでない議員ということになりますけども、

すよね。ないんです。だから、そういうこと

あのときも常にオープンなんですよね。通

で、もし特別委員会のほうでこういうことを

常、きょう特別委員会やるからと言って、あ

やるんで、議員の人も含めて傍聴にという話

なたと一緒にやったときもそういうことはあ

だったらあれですけど、全然、我々はそうい

りません。

う機会が全然ないものですから、何月何日何

ただ、相当の機会にスケジュール調整し

をやるという、そういうのは今まで一切な

て、議会の掲示板の中にすべて書いてありま

かったものですからね。それは、高橋さんの

すよね。急にあしたやるなんてことはほとん

言われるとおり、来ないのが悪いというのは

どありませんので、特別委員会の場合特にそ

そのとおりです。はっきり言ってね。

うなんですよね。常任委員会との開催の関

ただ、来ないより、我々は、いつ日にち、
何時からやるというのも知らされてないもの
ですから。それで、やっぱり来なかったとい
うこともあるんです。

係、もろもろ執行機関とのいろいろな絡みが
あったりしているから。
そんなことで、その辺が精査不足だという
ふうに御指摘いただければ、委員長にかわっ

だから、先ほど、中間報告するべきだと

て一定の謝意を申し添えることはやぶさかで
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はございませんけど、その辺は、私は責任者

７番。

であなたも一緒に特別委員やったときも、そ

○７番（熊澤芳潔君）

ういう議会の流れとか、日程のスケジュール

ど全体のことも質問があったかと思いますけ

のあり方とかを考えたときに、その辺を御理

れども、このことについて、行政との関係な

解いただきたいものだなと。

のですけれども、議会で決定しましたよとい

まず１点目は、先ほ

特にこの関係、大体終盤になりましてか

うことの中で、一方的といいますか、行政と

ら、たしか町民の声を聞く会の中で、川上さ

のすり合わせのない中で、このことを進める

んと木村さんが来てないだけで、あと全員来

ことになるのかどうか、それでいいのかどう

てたんですよね、全員のメンバーが。その中

か。

でも、答弁の中で申し上げてますように、公

それと、２点目は、議会の活動原則、１

に特別委員会いつやるんですか、大筋決まっ

ページ目ですけれども、自由討議の具体的な

たら、やる日を知らせてくださいという意見

仕組みといいますか、それをちょっとお願い

があったんですよ。

したいことと、３ページの２について、町長

それだから、なおさら特別委員会をやった

は、町が締結する次に掲げる契約についてと

ときに、多分傍聴者もお見えになるという判

いうことの、この２について具体的に。１

断で、用意をしたんですよ。委員会室をね。

ページと３ページをお願いいたします。

外にもいすも置いたりいろいろして、だけど

○議長（吉田敏男君）

もおいでになったのは報道機関だけだったと

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

いうことなんですよね。そういうことを踏ま

（高橋幸雄君）

えて。その辺、ひとつ御理解をいただきたい

との関係については、本来、二元制の中です

なというところでございます。

り合わせという言葉はないのですけれども、

８番。

まず、第１点目の執行機関

それから、今具体的に町長との関係で、ど

さりとて、やっぱり両輪のごとく議会運営を

んなことを書くんだという、どういうことを

して町民の負託にこたえるという観点から、

言うんですかということは、従来も、本来は

執行機関、つまり理事者と十二分に協議をし

予算提案等したときにいろんな説明資料、う

て、理解を求めて、理解をされて提案をした

ちの足寄町議会は、町長部局において、行政

ところでございます。

委員会も含めてそれ相当の説明、政令で定め

とりわけ、９６条２項の拡大の関係は、特

るもの以外のものもついてるんですよね、基

に相当数の手が加わりましたけれども、そう

本的にね。だけども、今、政策等に関係の過

いうことを踏まえながら決定をしたところで

程だけということでどんなことというのは、

ございます。

３ページに書かれている１点から７点目の分

次に、３ページの２点目の議会の議決すべ

についてお示しをいただきたいなということ

き事件以外の契約の透明性の関係の２点目

が特別委員会としての考え方、理事者に対す

の、町長は、町が締結する次に掲げる契約に

る説明を求める考え方でございます。

ついて、契約の名称、履行の場所、契約の金

○議長（吉田敏男君）

議論中でありますけ

額、契約の方法、契約の相手方等の住所及び

れども、ここで暫時休憩をいたしたいと存じ

氏名、契約締結の年月日並びに契約の期間を

ます。

次の議会においてこれを議会に報告するもの
午後

２時３４分

休憩

とすると。このことの持つ意味で、１点目に

午後

２時５２分

再開

予定価格１,０００万円以上ということで、

休憩を閉じ、会議を

１点、２点目がありますが、今回の総務産業

○議長（吉田敏男君）
再開いたします。

他に質疑をお願いいたします。

常任委員会の資料に基づいて、土木建設工事
１３５契約を全額明示しています。そのイ
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メージと同じようなことで考えていただけれ

たします。論理明確にやります。２番委員が

ばいいのかなと思っております。

黒だと言います。３番委員が白だと言いま

本来、御案内のとおり、法で定めるのは

す。７名委員会で６名の方が順次発言します

５,０００万円以上ですので、あるいは、財

が、それは１回だけではございませんので、

産取得は、御案内のとおり、過般の議会等で

自由討議で時間がフリーでございますので、

問題になりました施行令に定める額ですけれ

何回か行うことが可能です。そこで、１番委

ども、そのことを、例えば、今、４月１日か

員が白だと２択で話しても、４番委員が発言

ら平成２３年度執行が始まります。次の第２

したときに黒だと言った発言の趣旨が自分の

回６月定例会までに、その間に執行された、

考えている見識をはるかに上回り、また、反

ただいま記載した内容について、そういう契

対に、やはり黒だなという判断をするという

約の事実があれば記載の状況を報告して、議

ことの自由裁量権が委員個々の中で働くのか

員はそこで質疑を述べることができると、こ

なと思っております。

ういうことの成文化でございます。この点

したがって、自由討議は、皆さん一巡なり

も、前段申し上げたように、執行機関には理

二巡して、あとはございませんと。皆さん

解を求めているところでございます。

で、そこで自由討議が終わりましたら、次は

そうなりますれば、総務産業常任委員会が

これで自由討議を終結をいたします、これよ

従来やっておりますことも、そういうことに

り討論に入りますと言うんです。討論の際

なれば、どういう形の所管調査の資料という

に、黒だと言ったものが、二巡三巡して、他

ものになるのかなという相関関係が出てまい

の議員の見識を拝聴して、逆になって討論を

りますので、それは改選後の担う所管委員

することがございます。

長、それの職責に当たる方がその辺を総合判

したがって、討論に反対した者が賛成に起

断をして、一定の執行機関に求める、あるい

立するわけにはまいりませんが、自由討議の

は求めないということになるのかなと、省略

際はあくまでも自由ですから。そのことは、

するということになるのかなと、このように

本会議にもそういうことを採用して、自由討

認識してございます。

議がかかるようでしたら、他の議会で見られ

自由討議の関係でございますが、先ほども

るように、相当重要案件について議論が百出

ちょっと触れておりましたが、非常に私のよ

して長期間要するようだったら、参与席に理

うな古い議員では、ちょっとなじまない先進

事者ぐらいは残っていただいて、あとは退席

地の状況でございました。しかしながら、視

していただいて職務についていただくという

察後、総務産業常任委員会でも、単行議案の

こともありましょうし、また、場合によって

際については採用してございます。

は、本会議に討論・採決だけを除いて一括上

具体的に事例を申し上げますと、単行議案

程された場合なんかは、まるっきり、あと自

が出て、委員会に付託になります。その場合

由討議と討論・採決しか残りませんので、一

に、提案理由の説明は本会議でありますの

括でもって、例えば予算案なんかが特にいい

で、直ちに質疑に入ります。通常の委員会議

例ですよね、一括上程の可能なもの。もちろ

事次第におきますれば、質疑が終わりました

ん議決は１本１本議決になりますけれども。

ら、討論、採決ということになるわけです

そうすると、参与席が全く要りませんので、

が、討論に入る前に委員全員が発言をして、

説明を求めることも全くありませんので、あ

考え方を示していただいています。

とは議会だけでもって自由討議をし、討論を

先ほど申し上げましたように、仮に白か黒

し、採決をすると、こういうことは議会運営

かという結論が２択あるといたしますと、１

上のあり方かなというふうに思っております

番委員が白だと言って自由討議の際に発言い

ので。
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ちなみに、先進視察へ行った際、総務産業

も。そして、改選年の第１回定例会後は例外

常任委員会も、単行議案のことにつきまして

にするということですけれども、これも含め

は、その採用を現段階でもとっております。

て、やっぱり今までも、例えば総務産業と文

軽微なもの、例えば道路法改正で自由討議と

教常任委員会の課題にも、いろいろ振り分け

いったって、それほど選択肢がありませんの

た段階で、文教のほうが、すごく課題が狭

で、そういう最も簡易なものは本議会のよう

まっているのですよ。

に即決になっておりますし、重要案件等につ

そういうことも含めて、やっぱり今までど

いては、やっぱりそういうような手順の中

おり、お互いにやっているわけですから、そ

で、議員個々が自由に、議案等を認識した中

れは日数を決めないで、やっぱりこれは努力

で、そして、一定のジャッジを下すというこ

目標ということで明記しないほうがいいので

とに寄与するのかなと、このように考えてお

はないかと思います。

ります。

それから、視察調査の関係ですけれども、

これは、改選後の議員各位におかれまして

これも、実は１６年６月から１７年６月ま

は、十二分に採用して、なおかつ、質疑あた

で、１年間、いろいろ議論をしまして、これ

りも回数無制限でございますから、完全に納

はまちづくり推進調査特別委員会でこれを

得のいくまで、あとは議長が議事整理権の中

やっています。

で、オウム返しのような質疑のあるときは注

それで、視察の関係ですけれども、あの時

意を与え、論点を変えていただくということ

点で決めたのは、やっぱり道外というのは、

は必要かなと、肝要かなと思っておりますけ

いろいろな財政事情もあって、極力やめるべ

れども。

きだということで決まったと思うのですね。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

それが、今回、こういうことで、また道外・
他に質疑ございませ

んか。

道内を含めて視察するということと、それか
らもう一つは、任期の初年度と３年目の第３

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

回定例議会においてということなのですけれ

それでは、先ほど、

ども、この部分も、やっぱり私は前回の１７

冒頭申し上げましたように、次に、議会運営

年に決まった、やっぱり年度を決めないで、

の機能強化のほうに入らさせていただきたい

必要があれば道外でも道内でも視察をしたほ

と思います。

うがいいということのほうが私はいいと思う

ここでの質疑を受けたいと思います。

のですね。

１１番。
○１１番（後藤次雄君）

これは、１７年に決まったまちづくり特別
何点かについて質

問したいと思います。

委員会の方向もそうですけれども、そういう
ほうが、やっぱりこういうに明記してしまう

まず１点目、閉会中の所管事務調査の関係

と、例えば、これは極端だと思いますけれど

なのですけれども、この中で、定例会ごとに

も、初年度と３年目においては、いろんな調

閉会中の所管事務調査を７日以上ということ

査項目がなくても行かなければならないと、

で書いてあるのですけれども、これは努める

逆にそういう見方もされますので、ぜひその

ものとするということなのですけれども、こ

辺は、今までどおり必要があれば行くと、そ

れは、やっぱり今まで私も文教を８年間やら

ういう表現にしたほうが私はいいと思いま

せてもらっていましたけれども、それはそれ

す。

ぞれの委員会の自主性に任せたほうがいいと

それと、次ですけれども、広報広聴常任委

思うのです。７日と明記するというのは、努

員会について、必要に応じて委員派遣として

力目標みたいなものだからいいのですけれど

調査をすると。
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これは、今回、この後になりますけれど

採択した請願・陳情等については、定期的に

も、１２人ということになっていますね。そ

報告を求めることとすると。これは、どこに

うすると、例えば必要に応じて派遣するとい

求めていくのか、ちょっと私の勉強不足で申

うことは、１２人が全員になっていくのかと

しわけありませんけれども、わかれば教えて

いうことにも考えられますので、そうする

もらいたいと思います。

と、経費面でもまたいろいろかかると思いま

それから次に、一般質問・質疑のあり方の

すので、これはやっぱりどういう形で、例え

改善ですけれども、①の議員側としては、地

ば先ほど話したみたいに、６人ずつ分けて行

元や団体の陳情に終始したり、首長へのお願

くのか、その辺がちょっとわからなかったも

いやお礼言上の場になったりすることは厳に

のですから、質問に答えてもらいたいと思い

謹むとなっていますけれども、ただ、例えば

ます。

一般の人が陳情か要望かというのを分けるの

それから、あと、議会運営委員会、特別委

はかなり難しいと思うのですよね。受ける側

員会については、これは、ここに書いてある

も、陳情か要望かということを、それは議員

とおり、政策課題の必要に応じて調査する

が判断すればいいことですけれども、ここの

と、これはこれでいいですね。必要があって

ところをどういうふうに判断したらいいの

行くわけですから。

か、陳情というのはどこまでを言うのかを含

それから次に、広報広聴常任委員会の設置
ですけれども、議長を除く１２人の委員で構

めて、ちょっとお知らせをいただきたいと思
います。

成するということになっていますけれども、

それから次に、会議等の事前公開の中で、

これは、なぜ１２人になるのか。ここに書い

本会議・委員会の日程及び議事録等の内容に

てありますけれども、ただ、私は、こんなに

ついては、住民に対して事前に公開をするも

必要がないのではないかと。

のとすると。これは必要なことだと思いま

例えば、町民集会を開くときには、これは

す。ただ、具体的に、どこでどうやってこれ

議員の責任上、やっぱりこれは行かなければ

を事前に公開するかというところをお聞きし

ならないと思いますから、余りこれを幅広

たいと思います。

く、昇格するということになっていますけれ

次に、議会広報の関係ですけれども、これ

ども、ほかの議員が、例えば今回１３人に

を読みますと、①で、「議会だより」となる

なったときのあれですけれども、条例に

ようと、その後に、これまでの「お知らせ型

ちょっと載っていますけれども、総務産業が

広報」「会議録広報」から脱却し、町民と議

７人、それから文教が６人、こういうこと

会が提言と議論を繰り返す、「考える広報」

で、これは案ですけれども載っていましたか

ということを述べておられますけれども、こ

ら、そのことから含めて、やっぱり広報広聴

れは私個人の考え方ですけれども、私は８年

委員も、そのぐらいの人数でもできるのでは

間広報委員をやらせてもらいましたけれど

ないかということを思っています。

も、やっぱりほとんどが「考える広報」とい

それから、委員会の調査報告ですけれど

うことでやってきましたし、このことをさら

も、先ほど高橋議員の説明もあったけれど

に住民に対して、それ以上の突っ込んだこと

も、今までやってきているのだということで

をやるという、これは広報広聴委員会の中で

あれば、特にここはこのとおりで載せなくて

も議論になると思いますけれども、これは今

もいいのではないかというふうに私は思って

までやってきたことが私は間違っていなかっ

います。

たというように思っています。

それから次に、提言・指摘事項の処理状況

それから、議会だよりの定例会終了後４５

の確認、これなのですけれども、①の議会が

日、これも今までやってきた段階で、議事録
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を解くときに、やっぱり事務局から聞いて

ならいいのですけれども、後ろから撮られる

も、６０日ぐらいはかかりますよと。それは

というのは相当抵抗があるのですね。

一般質問の関係もありますが、一般質問が、

だから、これは今までどおりで別に問題も

例えば一人とか二人なら別ですけれども、例

なかったので、今までどおりでやったほうが

えば１０人やったら、かなりかかりますね。

いいのではないかと思います。

そして、やっぱり一人の人で何万字も校正し

それから次に、議員報酬の見直しの関係で

なければならないものですから、そういうこ

すけれども、これは先ほど谷口議員のほうか

とからいくと、これは努めるというふうに

らるる説明がありました。もちろん、まちづ

なっていますけれども、やっぱり今は現行ど

くり特別委員会でも実施して現行結果になっ

おりでいいのではないかというふうに思いま

ています。

す。

それで、私の言いたいのは、確かに１７年

それから、③の委員会においては、正副委

の中では期末手当を一時凍結すると。この凍

員長と定例会ごとに４委員（順番制）の編集

結するという意味は、あのときの財政シミュ

委員を選任し、発行するするものとすると。

レーションで、基金が最終的にこれぐらいし

ただ、これは、私の今までのやってきたもの

か残らんと、そういう状況の中で、やっぱり

から見ると、かなり神経を使うのですね。も

議員の報酬も下げると。そして、あわせて、

ちろん自分のことも編集しますけれども、他

一時凍結で期末手当も凍結するということに

の議員のことも編集するとなると、急に何回

なっていたわけですから、これは、私は、今

か変えていくとなれば、かなり、なった人に

は改革ですから、一時、それを全部戻して、

ついては、相当苦労すると思うのですね。

初めてやることがいいと私は思うのです。

だから、やっぱり初めから、これは何人と

例えば、ほかの町村でもこういうことを

いう、４人でなくて、例えば正副委員長を含

やっていませんから。そして、ここに載って

めて６人とかという順番制でなくて、専任制

いる表にすると、ぱっと見た場合、足寄が一

にしたほうがいいのでないかと思います。

番高いのではないかと、そういう見方もされ

それから次ですけれども、議会の実態公

ると思うのですよね。だから、私は、まず戻

表。これは、私は１番目でも言ったとおり、

してもらって、そして、第三者機関の報酬等

なぜここまでやらなければならないのかとい

審議会の中で、きちっと管内の状況を見て、

う疑問を持っています。だから、先ほど言っ

そして、足寄はこの辺でいいという、そうい

たみたいに、広報等で公表するものでなく

う答申を、やっぱりこの際ですからしても

て、やっぱりこれは議員の勤務評定にかかわ

らったほうがいいと思うのですよ。

るようなことにもなると思うのですよ。そう

というのは、今管内でも、確かに議員報酬

いうことで、これはやっぱり、こういうこと

で見ても足寄は最下位のほうですね。だか

はしないほうがいいというふうに言っておき

ら、そのことも含めて、やっぱり特別職報酬

たいと思います。

審議会があるわけですから、１回、そこでど

それから次に、傍聴規制の緩和ですけれど

ういう方向がいいかという結論を出しても

も、これも議会中継のところで、これだけ広

らったほうが、私は議員で決めるのではなく

くこれからやるということですから、今まで

て、そういうことも必要でないかというふう

どおりで、これはやっぱり、そこにも書いて

に思っています。

ありますけれども、そういう規制で、例えば

それから、２番のところで、最後ですけれ

先ほど高橋議員も心配していたとおり、後ろ

ども、不利益を考慮したということで、私

からシャッターをばらばら撮られて、やっぱ

は、他町村の現状から見ると、決して不利益

り撮られるということは、人間的に、前から

になっていない。今までのあれを見ると、逆
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に我々がなっていると思うのですね。

員会は自由に、付託の必要なく調査を十二分

そういうことで、このことについては、

にできるわけですけれども、閉会中の調査と

さっき言ったみたいに、もちろん特別委員会

いうのは、本会議で付託をとって議会の議決

で決めたことは尊重しますけれども、それ以

がないと、議会活動ができない法規範になっ

上に、やっぱり特別職報酬等審議会があるわ

てございます。

けですから、そこできちっと、先ほど言いま

そこで問題は、７日以上ということを明記

したとおり、管内の状況を見て、そして決め

することに抵抗感があるように考えられてお

てもらうべきがいいのでないかと、そういう

りますが、ここはいずれにしても、特別委員

ふうに思っています。

会で議論がありましたときに、努力規定、努

それから最後に、長期欠席者の報酬等の減

めようということでございます。

額ですけれども、これは、例えば病休のとき

ただ、考え方としては、議員報酬との絡み

もいろんな事情があって、例えば、自分でや

で、税込みでございますが、約２５０万円あ

らない交通事故でも、相手が悪くて休んだ場

る。今、資料に提出されている公務日数が、

合も含めて、その辺の議論があったのかどう

それぞれ議員個々の公務日数がありますが、

か、ちょっとお聞きしたいのですよ。

議長は大体その日数の８割掛けぐらいでしょ

それで、いずれにしてもこれは最後の質問

うかな、議長で七、八割掛け、議員で８５％

になると思いますけれども、やっぱり先ほど

ぐらいか８０％掛けが正規の公務日数かな

も言ったとおり、これは大改革をやるわけで

と。そのことの持つ意味は、例えば卒業式が

すから、そして、例えば１７年で１回決まっ

ありましても１日かかりません。

て、その後、１７、１８、１９、２０、２

１７年度の自律プラン制定後、行政委員さ

１、２２、６年間変えていないわけですか

んも含めての考え方としては、例えば日当も

ら、このことを決めるということは、また来

半日当を採用してございます。ということ

年というわけにはいかないですから、やっぱ

は、審議会等がありますと、１０時に開会し

り慎重に、そして、議員の皆さんがこういう

て午前中に終わると、最初から午前中で終わ

ことでいいという方向性が出て、初めて、こ

るという見込みで、費用弁償もそれしか用意

の改正条例案は決まるべきだと思っています

しておりません。三千数百円ですが。

ので、ぜひ、そういうことで私はお願いして

そういう実態を考えますと、今、お手元の

おきたいなというふうに思います。

資料で３カ年分、本定例会を会期どおり会議

○議長（吉田敏男君）

今、多岐にわたって

をやったということを前提で日数をカウント

質問がありました。項目的には１６ぐらいあ

してございますが、今回は、定例会会期も、

るそうです。答弁をお願いいたします。

６日ぐらい開会日数があって、これはどうな

８番。

るかわかりませんけれども、平均しても２０

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

日はないだろうと、臨時会を含めて２０日ぐ

（高橋幸雄君）

まず１点目、閉会中の所管

らいかなと。臨時会で１日も２日もやった例

事務調査の関係についてお答えいたします。

はございません。会期を設けて、過去８年間

この関係については、特別委員会の中で多

では、３日の会期でもって半日と２日やった

種議論がございました。現状の中では、閉会

経過がありますが、ほとんど午前中で終わっ

中の調査日数は拘束してございません。自由

ています。そういうことを実質的に、行政委

に当該委員会が定例会に閉会中の調査を申し

員さんの日当、公人として日当を換算する

出ると。

と、先ほど申し上げたような実質の公務日数

御案内のとおり、このように議会が開会を
されれば、本会議開会以外は、休会中でも委

になるのかなと。
そこで、今、７日以上を努力目標として、
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７日以上とするというような試案でございま

いは、馬齢を重ねる人間からいたしますれ

したが、委員会の中で努力規定の中でありま

ば、そんな思いをいたしてございます。

した。７日でも、４定例しかありませんの

この４年間の間も、２年前から少しよそへ

で、２８日間でございます。そうすると、大

出て調査をするという機運が生まれまして、

体６０日を目途として考えております。議会

理事者等に議会費として御理解をいただいて

活動を６０日ぐらいになるのかなというふう

の予算措置をし、視察をした経過がございま

に考えております。

すが、先ほど申し上げましたように、視察調

そうすると、特別委員会の中では、閉会中

査というのは、やはりよその土地を見る、よ

の調査を１年間通してということの御意見も

その空気に触れるということは、私は大切な

ございましたけれども、例えば３０日以内と

ことでないかなと。今はインターネット時代

か２０日以内ということもございましたけれ

で、いろんなことを検索して、いろいろな情

ども、現実的に閉会中調査というのは定例会

報を吸収できることは事実ですけれども、書

から定例会の間までのことを言うものですか

籍等についても、なかなか質問しても答えが

ら、ただいまお示ししているような数字で、

返ってこない。過日の大学入試のあの問題の

特別委員会の中で決着を見たところでござい

中にあれば、そういう専門的な知識でもあれ

ます。

ばそういうこともあるのでしょうけれども、

改選年の第１回定例会については例外とす
るというのは、本日の開会された定例会を意

１回、公務的にはこういうことも必要かな
と。

味するわけで、改選期を迎えて、定例会の

それと相あわせて、先ほども説明申し上げ

後、５月の改選後の臨時会以外、あるいは、

た中で申し上げましたけれども、十勝管内で

これから予想される臨時会以外は、定例会は

は音更町と鹿追町さんが、政務調査費を使っ

６月定例会しかございませんので、実務的に

て政策を提言できるための調査をしたいと。

も法理論的にも、今定例会で閉会中の継続調

これは、私人の立場で公金を使っていくわけ

査をする委員会はないかと存じます。今まで

で、一般的には会派であるとかそういう形

は皆無でした。１２月定例会は、今定例会の

で、ひとり会派は何か認めないということも

調査はもちろんございますけれども、そうい

聞いていますし、その財務処理のあり方につ

うことを御勘案いただいて、実質執行の中で

いて、いろいろと問題は、道議会も含めてオ

総合判断をしていただければなと、こんなよ

ンブズマンから提言された。そういう経過を

うな思いをいたしているところでございま

踏まえたとき、政策調査費を地方自治法上改

す。

正になって公金の支出は認められたけれど

次に、視察調査の関係でございますが、非

も、今、総合条例制定に当たって、そのこと

常に、平成１７年度の自律プラン等の改革の

は、そういう選択肢よりも、従来の行政視察

中で、それ以降は視察を全くしておりませ

のパターンのほうが、公金のあり方等も含め

ん。経費削減も含めてやっておりませんでし

て、そして、それの当該委員会が同じ目線で

たけれども、私のように馬齢を重ねている議

同じ情報を得て、一定の政策を構築できるよ

員は、それぞれの経験を税金を使ってさせて

うに寄与するには、このことがトータル的に

いただいた経過がありますが、当然、浅い議

選択肢としてはあるべき姿かなということ

員におかれましては、私も天皇陛下の子供に

で、今回、視察調査の関係については、これ

生まれれば皇太子殿下ですけれども、貧乏人

は条例の中には入れてございますが。

の子供に生まれれば貧乏人の子供だと同じよ

そこで、先ほど説明の中で申し上げました

うに、たまたまこういう状況の中で、悪い時

が、任期の初年度の、３年目の第１回という

期に向かって公人となられたのかなという思

のは、先ほど申し上げましたように、本年の
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９月定例会、３年目の９月定例会の後、それ

次に、広報広聴常任委員会の関係、必要に

を調査して１２月定例会に、少しでも政策に

応じて委員派遣として調査するということ

反映するということが目的でございますが、

が、これはちょっと書き方とすれば、委員の

この問題については、全体議員各位の合意形

代表を派遣するという書き方が正解かと存じ

成も当然必要ですので、特別委員会の中で了

ます。言っているのは、１０人で全部で行く

とされて、その上で提案していることでござ

ということではございません。

いますので、その辺を。

例えば、全道の議長会研修に行った折、全

それと同時に、道内・道外というのは、当

員で議長会へすべてが行きます。その視察、

初は道外しか原案にはなかったのですけれど

講演をお聞きになって、その帰りは必ず視察

も、道内も選択肢にあってしかるべきではな

目的を含めて、従来は、もう２０年ぐらい前

いかという委員のほうから発言がありまし

になりましょうか、道内３カ所でやったので

て、道内もつけ加えさせていただきました。

すが、議員定数のこともあり、視察の場所の

道内も道外も、それぞれ３泊４日行くという

経費のこともあって、南北に分かれていたの

わけではございませんので、道内か道外とい

が、今度は中央１本になりました。そういう

うことで。

こともあって、どうしても札幌会場になるわ

基本的には、やっぱり道外があってしかる

けですけれども。

べきかなというような、試算もして、１５万

そんなようなことは全員で研修だから行く

円弱かかるわけですけれども、他の議会の１

わけですが、広報広聴常任委員会の方は、必

年間の、例えば鹿追は１万２,０００円の月

要に応じて委員の代表派遣としてということ

額政策調査費、それから音更が１万円だとい

が正しいのかと。予定としては、４人か、あ

うのが資料についておりましたけれども、そ

るいは正副委員長のほかに２名になるのか６

うすると、年間１２万円ですから、４年間で

名になるのか、そういうことで考えておりま

４８万円ということですけれども、これは大

すので、これは改選後については、当然１２

体消費金額を１５万円と見て、トータル３０

人で行くのではなくて、そういう御認識をい

万円を一応財政的にも推計をしているところ

ただきたいと存じますし、また、なおかつ、

でございます。

この文言が条例に入った場合については、不

このことについては、そんな自律プランも

十分だと言われれば、委員の代表派遣とする

やって厳しいのだから行くことはないという

と、こういうことで加筆をすると御理解いた

ことであれば、あえて私は皆さんを説き伏せ

だくのではないかなと思っておりますけど。

て、何とか原案を認めてくれという心構えは

一方で、１１番議員さんがおっしゃるの

ありませんけれども、しかしながら、これも

は、広報広聴常任委員会の委員メンバーが１

あって、やはりよそを見て執行機関の、自分

２人について異論を述べられておりました。

の経験則でいきますれば、説明を見て非常に

議長を除く１２人。

感嘆することも、そういう経験則でいって

これも、先ほど提案理由の説明をした際に

も、この選択肢はあってしかるべきかなとい

申し上げましたけれども、今は地方自治法が

うふうに考えております。

改正になりまして、委員の重複はできます。

これも、議員各位の皆さんから、こういう

したがって、広報広聴常任委員会も常任委員

ことで必要ないということになりますれば、

会になりましたから、特定の委員だけが重複

これは条例からも削除することはやぶさかで

でなくて、全員が重複になるわけでございま

はありませんけれども、趣旨はそういうこと

す。そのことの持つ意味もねらいの一つでご

ですので、御理解をいただきたいと存じま

ざいました。常任委員会ですので。

す。

従来、特別委員会の場合は、全員がなるこ
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とはありませんので、したがって、広報広聴

ら、先進地町村の実態もそのようになってい

常任委員会の役割、所掌事項に、御案内のよ

るわけでございます。

うに広報ばかりではなくて、一定の調査事項

次に、議員の質疑の関係についての記述事

等も含め、それから、広聴、つまり町政報告

項ですが、これはごくノーマル的な理念であ

会に対する対応のあり方も、実施要綱も実施

りまして、これを条例化するのではなくて、

したり対応したりするということになれば、

このことを何回も読み返して、私自身も頭の

全員のほうが好ましいのかなというような認

中に入れて、質問とか質疑というのはこうあ

識にも立っております。

らなければならぬなという理念でございます

先進地事例から見ますれば、３班とか４

ので、このことがいいとか悪いとかというこ

班、本別さんも、本別町の議会が終わって、

とにはならんのではないかなと。したがっ

お聞きしますと、最終的には全員でやった場

て、これは条例の中に、ここに書いている機

所もあったと。人数も、これこれの人数が、

能強化が全部条例に入るわけではございませ

町民の方や役場の職員を除いたらこれぐらい

んので、これは一つの理念として議員個々が

だというお話も直接お聞きしております。

受けとめることではなかろうかなというふう

このことが足寄町議会の町政報告会にそう

に思ってございます。

いうことになるのかどうかは、これはわかり

次に、議員側としては、地元や団体の陳情

ませんけれども、過般、特別委員会が定数等

に終始したり、首長へのお願いやお礼言上の

で実施した町民の声を聞く会は、委員のほか

場になったりすることは厳に謹むということ

に、先ほど申し上げた議員の方以外は全員出

は、これは、一般質問・質疑を指して申し上

ておりました。それを除くと、一般住民の方

げているところでございます。

の数は、報道であるような状況でございまし

通常の議会公務でない議員公務の中で、か

たので、この町政報告会も、それに見合うだ

かわる団体の方と一緒に町長室へお訪ねし

けの議員も質問にお答えするということも、

て、一緒に会員の一人としてやることについ

単なる一方的に報告するにとどまらないこと

て禁じているわけでも何でもありませんの

もありますので、むしろ、そういう意味で

で、ここは一般質問の中で、町長と、私の所

は、全員で広報広聴常任委員会で行くべきで

属する団体に従来は１６０万円しか予算がな

ないかというような認識に立っておりますの

かったけれども、今回、こういう事情にかん

で、その辺を御理解いただきたいと思いま

がみて３７０万円予算支出する考えはないの

す。

かと、こういうことで、それが終わったと

とりわけ、このことで、１１番お説のとお

思ったら、次の団体を持ち出していって、こ

り６名ということになりますれば、委員１０

ういう質疑のあり方、一般質問のあり方とい

人中、重複委員が６人で、残りの委員は一つ

うのは、それは厳に謹む。これはごく当たり

の委員会しか所属しないことの不公平感も生

前の概念論でありまして、これがいいなんて

まれますし、やはり全員野球で、先ほど御指

言う人はだれもいないのではないかなとも思

摘がありました、例えば、こういう種の大き

いますので。今後ともよろしくお願いいたし

な事業仕分け、全員協議会で云々とか全員で

ますと結びで、そんな感じのは、これは物の

どうとかって、全員で特別委員会も構成する

本に書いてある理念でございます。

ことはまれでありませんし、そのことは可能

これは、もちろん条例化するなんていう、

でありますけれども、常任委員会でございま

そんな条例に入れるような文言でございませ

すので、重複が認められて委員会の数も制限

んので、これは１１番議員さんが目指す議員

されなくなりました関係から、そういうこと

像ではないかなと、みずからも体験している

が望ましいという特別委員会なり、それか

ことではないかなということを、ただ、議員
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全体が再認識するために成文化したものです

ではだめだということは、私は現職議員でも

ので、その辺、御了解をいただきたいと思い

あり、なおかつ、そうことを申し上げること

ます。

も、それに携わった委員長ほかの方のことを

次に、会議等の事前公開の関係。これは、

考えると、そのことは申し上げれません。

先ほど１番議員から、特別委員会の開催日時

それと同時に、１から１０まで、先に向け

がわからなくて傍聴できなかったという、中

たことを、先ほど申し上げたように、議会広

間報告の絡みの中で御発言がございました。

報も十勝管内は帯広市を含め全町村拝読をさ

そういうこともありますので、このことは

せていただきました。たったこれだけのプラ

住民に開かれた議会の取り組みのことで指し

ンニングをするのに、これは道南のほうでご

ておりますので、幸いにして、マスコミ報道

ざいますが、先進地事例の概念論を取り上げ

の中で一般質問とか議会の定例会の開会と

た。これは、自分自身の認識を深めればいい

かっていうことを知らせてはいただいている

のだなと、やっぱりこれは２１世紀型の議会

ところでございます。

広報のあり方を示唆しているのかなという思

議会によっては、各公共施設等に張り紙を

いの中で記載をして、皆さんとともにこれを

配付している議会もございました。その具体

理念としてとらえることは何ら問題ではない

的なことは、現実問題としてそれを踏襲でき

のだろうかなということで記載をしたところ

るかどうかについては、この問題について

でございます。

も、住民に対し事前に公開するものとすると

次に、議会だよりの定例会終了後４５日以

いうことが基本的な大事なことですので、こ

内の関係。視察町村は３０日でございました

れも改選後の議員の方で具体的な取り組みを

けれども、これも以内に発行するように努め

して、どういうことが効果的で、かつ住民に

るということでございますし、事務レベルと

開かれた議会になるのかということで御考察

も協議いたしました。１２月定例会終了後の

をいただきたいと存じます。

年末年始にもかかるようで、これは相当のこ

次に、議会広報の関係のお尋ねでございま

とで、なかなか、ちょっと４５日というのも

すが、この関係は、これも先ほど説明の中で

困難な。でも、しかしながら、きょうは３月

申し上げたように、ただ知らせるよというこ

８日ですから、それ相当の中で発行されたと

とでなくて、お互いに情報を共有し合って、

いうふうに私は現実の問題として認識してお

ともに考えようと。

りますし、今、マスコミ報道もいろいろな形

具体的な事業で、こういう表現をすると誤

で報道されますので、議会広報が一日でも早

解を招いて恐縮なのですけれども、例えば、

く、場合によっては、先ほどの特別号みたい

ごみの問題を一つの焦点にして、今、行政も

なチラシのほうでも、足寄議会のお知らせよ

我々議会も真剣に取り組んでいる。調理場の

という感じで、そんなことの選択肢も、一定

関係で、岩見沢でこんなことになったと、今

の編集をしないで中間的にあってしかるべき

の調理場でその辺は万全なのか。これは所管

選択なのかなという思いはいたしておりま

委員会でやることでしょうけれども、それが

す。

実際に建てかえするとか、そういうことにな

このことについても、新しい改選後の中で

りますれば、それも選択の課題の中でお互い

広報広聴常任委員会で選ばれた委員の方々

に考える広報になるのかなという意味で、そ

が、先ほど冒頭で申し上げたように、正副委

ういう概念論を申し上げているのです。

員長だけでなくて、これは６人ぐらいでいい

これも当然条例に入れるところではござい

のではないかというのは、委員構成の重複を

ませんので、議会広報のあるべきことを、将

含めて、みんなでそれをやるということを含

来展望を含めて、今のままでいいということ

めて、ローテーション方式でやることで、議
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会広報に全員が、恐らく３定例ぐらいになる

それも、例えば、２００字以内にして３

と一巡すると思いますね。議長を除いて定数

回、私が当選したころは３００字以内、一般

が１２名しかおりませんので、２名を除いた

質問は３回しかできませんでしたから、３０

ら残り５名ですから、４名についても、３定

０字以内にまとめて、答弁も３００、再質問

例で一巡します。

３００、再答弁３００、再々質問３００、

その際、肝要なのは、広報の記載のあり方

再々答弁３００と、こういうふうにしてき

というのは、広報広聴常任委員会できちっと

ちっと決まっておりましたから、その辺も踏

やっぱり、編集委員は、そういうローテー

まえて、我々のころは事前に答弁書はいただ

ションは結構でしょうね。広報のあり方とい

けない時代でしたから、その辺を広報の中に

うのは、先ほど申し上げた十勝管内のいろん

織り込んで、それをダブル的な形でとらえま

な広報を見せていただきました。道内外のも

すれば、あるいは一般質問が、通告が終わっ

見せていただきました。どれがいい広報なの

て議会運営委員会を終了しますと一般質問者

かな。

が確定いたします。そうすると、本定例は１

例えば、表決の態度といったときに、私は

１日の１０時から、一般質問に関する議会運

一般会計に反対しましたと。反対にはしかじ

営委員会が前日の１０日の４時ですべて終わ

かという、反対だけ載って理由が載らないと

りますので、そうすると、再開する１６日に

いう、そういうことは当該発言者の少数者に

は、本会議終了後、例えば広報広聴常任委員

対する配慮の中で、きちっと広報の中でとれ

会を開いて、一般質問の数が決まって固有名

るそういう編集方法。

詞がはっきりしますから、それに対する取り

それから、２０分やったものと１２０分

組みをスタートしていくということも、一つ

やったもの、何ら広報の内容は変わりないん

の執行のあり方としてはあり得るのかなとい

ですよね。それと同時に、内容も議員個々が

うことで考えております。

書くということに、発言者が書くということ

いろいろありましたけれども、いずれにし

に現行はなっておりますので、記載の内容、

ても、具体的に明記するということは、現に

ある者は３回聞いて３回答弁、ある者は２回

携わって一連の御苦労をいただいている議員

聞いて２回答弁とか、ある者は５回聞いて

各位に失礼かと存じまして、概念論と大綱の

も、質問したら５回ですね、逆ですね。

あり方等についてだけ示させていただいたと

それやこれや編集が統一になりませんの

ころでございます。

で、こういう細かいことを言うといかがかと

次に、議会の実態公表の関係でお尋ねでご

思って、そのあり方も、一定のことが頭の中

ざいますけれども、この関係、今回も資料の

にありましたけれども、それを文字で書くと

中で加えて、これは賛否両論あるかと思いま

いうことは、それに携わる各委員に対しても

すけれども、ただ、御理解いただきたいの

失礼かと思うし、同時に、そのことは了とし

は、住民に公開をするということですから、

てきたという事実経過も尊重しなければなら

そういう理念になりますれば、そういうこと

んということで、この辺も先ほどのと同様に

になるのかなというふうに。先進地ではそん

お考えいただくかなと。

なことでやっておりましたので。

それと同時に、今回は、つい最近から、も

だから、何回も表決をとったのも、先ほど

ちろん一般質問は事前通告だし、第１回目は

申し上げましたように、特定な予算の一部分

相手方の答弁書がいただけるということであ

だけ反対だから、最終的に賛成者がもう１名

りますれば、それをそっくりすれば、１回目

得られないために予算修正案を出せないと。

はそれで済むのかなという。よその議会の参

そういう人方の少数意見を担保するための言

考例ですけれどもね。

動については、どういうことで取り組むか
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と。こういうことになりますれば、それは公

中で御理解をいただきたいものだなと、この

表等も含めて、方法論はいろいろあると、こ

ように思っているところでございますので。

のように考えておりまして、これらはあくま

だから、限られた時間で、多くにわたりま

でも本会議、委員会も議会活動なわけですか

して答弁漏れもあろうかと存じますけれど

ら、もともとはオープンなものですから、す

も、後ほどございましたら、また真摯に、ひ

べて住民公開ということで考えておりますの

とつお答えをしていきたいと思いますので、

で、たまたま、今お手元に配付してございま

御理解をいただきたいと存じます。

す資料ということになりますれば、ごく当た

なお、議員報酬の関係等については、谷口

り前のパターンなのかなと、２１世紀に求め

委員より答弁をいたしたいと存じますので、

られている、今の地方議会に求められてい

御了解をいただきます。

る、そういうことなのかなと。

○議長（吉田敏男君）

もともと、私のような後ろ向きの馬齢を重

１０番。

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

ねた議員についてはなじまない。先ほどの自

（谷口二郎君）

由討議もそうですけれども、しかしながら、

をいたしますが、これは特別委員会でも大変

時代の要請に基づいて、地方議会のあり方

迷ったところなのですよね。

は、やっぱりこのように変えていかなければ
ならないのかなという思いでございます。

では、私のほうからお答え

前の改革議論のときに私どもが報告した中
身には、一時凍結の文章ですよね、手当の部

次に、この辺は全く議論が分かれるところ

分については。では、これはいつまでなのだ

でございまして、写真・ビデオ撮影及び録音

という議論ですが、当面という言葉を使いま

等の、従来は禁止を自由ということで、何せ

したが、改革期間が１０年間で、平成２６年

改革なものですから、やっぱり放映もして

までなのですよね。

やっておりますので、規制する何物もない
と。

当時、財政シミュレーションしたときは、
議会経費の削減も３０％削減するという前提

先ほど１１番議員さんのお説の中に、前か

でいきましたので、それは平成１９年の定数

らシャッターならいいけれども、後ろから

減でようやく３０％を少し超えた削減の厚み

シャッターというのは、僕も目が痛いし、副

になったということなのです。

議長も目が痛いのでないかと。後ろのシャッ

手当の関係はそのまま動いてきています

ターって、光を発したということは別といた

が、では、２６年までということの見通しを

しまして、そんな話もございました。これ

立てておりますが、当面だから、当面のとこ

は、やっぱり程度の問題でありまして、議長

ろで切ったらいいのではないかと。

の議事整理権の中できちっととらまえて、時

それから、今回特別委員会でも出たのは、

代の要求に沿った改革として、何とか御理解

１回もとへ戻すべきでないかとか。例えば、

をいただきたいと。

手当をもとに戻すといったら４.４に戻すと

これも御案内のとおり、それ相当の反対が
あれば、別に私は人と争うことは全く、選挙

いうことになりますね。それが一つありまし
た。これも議論になったと思います。

は仕方なくて争っていますけれども、それ以

それからもう一つ、過程であったのが、特

外は、争うことはすべて引いている男ですか

別報酬審議会の中では、報酬の減額というこ

ら、このことについては、私の政治生命も、

とが出たのですね。特別報酬審議会は、手当

私のがんの進行も関係ありませんので、私自

の部分は議論になりませんので、報酬の部分

身は撤回できませんけれども、委員会で強力

だけですから。その報酬は、たしか１万円程

な意見があれば撤回することはやむなしと思

度切り下げるということの方針が出たので

いますけれども、できますれば、今の状況の

す。
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こういった経過を踏まえてみると、今、特

うことを率直に議論をさせてもらいました。

別委員会の議論もさておき、足寄議会全体と

それで、じゃあ、何で１０％引き上げて手

して手当を４.０以上に戻すことが、果たし

当をなくすのですかと。これは、先ほど不利

て町民に向かってやれるかどうかということ

益という言葉を使いましたけれども、その他

なのです。これは、私は相当度胸の要ること

の非常勤特別職員の関係については、期末手

だと思うのですよ。当面だから、もとに戻し

当はないのです。議会議員だけはあるのです

てもいいではないかという理論は通ります

が、それは議会議員はいわゆる他の特別職、

が、現状の環境を考えたとき、報酬と手当の

町行政の特別職との比較ですか、そういうこ

関係を考えたら、やっぱり足寄はかなり切り

とで支給することができるというものを引用

込んできましたから、これを一定程度持続し

して支給しているだけにすぎないのですね。

ていかないと、町民に対して、議会はもっと

支給しなければならないということにはなっ

しっかりすれよということにはね返ってくる

ておりません。することができるという。

可能性があるのですよね。

ですから、そういうことを考えると、もう

実は私、平成１６年度の改革委員会のとき

この際、手当をなくして報酬で明らかにして

に経験したことなのですけれども、例えば議

いくと、もうこれしかありませんということ

員定数の削減、あのときは１８名から３名減

で、やっぱり大胆に提起をしていったほうが

します方向を出しました。それから、期末手

いいのではないかと。

当の削減をやりましたね。議会全体で３０％

今、全国的にも、この手当議論というのが

強の経費削減をすると。もちろん、先ほど議

当然今出てきていますよね。国会議員もそう

論になりました視察研修もやらない。非常に

ですけれども。たしか年４か月以上手当を支

閉鎖的なマイナスの思考でスタートをかけま

給しているのは、たしか９４％ぐらいの地方

した。

議会は支給しているはずです。ですから、ほ

この過程で、合併が破たんしたということ

とんどは期末手当を支給しているという状況

もあって、町民懇談会をやったのですね。そ

には確かにありますが、議員の方たちも期末

れは行政サイドでやりましたけれども、その

手当というのはあったのですかみたいなこと

ときに、議員歳費の問題とか定数の問題と

があるのです。その分は隠れているのですよ

か、ほとんど出なかったのです。当然議論と

ね。報酬審議会でも議論になりませんので。

して出てくるべきなのですが、住民懇談会の

ですから、本当にこれでいいのだろうと。

ときに出てきていないのですね。私も、その

したがって、今回、期末手当１.２を削っ

ときの記録なんかもずっとひもといて見たの

て、それを報酬に１０％積むという、このや

ですけれども、それは出ていないです。

り方でやっぱり明らかにしていこうと。こう

切り込んだときに出てきたのが、一部、本

いう風通しのいい、そういったことで町民に

当にこれだけやっていっていいのかという話

明らかにするほうが、議会としてはいいので

がありましたけれども、むしろ切り込んでい

はないかなということで考えたものでありま

くことに対する心配が出されておりましたけ

して、議員各位の皆さん方には、私どもの削

れども、本当にこんなに減らしていいのかな

減した責任者としては本当に申しわけないと

みたいな同情的な声もありました。しかし、

思っていますよ。年間にするとかなりの金額

それ以上のものはなかったのです。

になりますので、これもかなりダウンすると

ですから、こういうことを考えたときに、

いうことになってきましたので、本当に申し

その当時と今の環境を考えたときに、やっぱ

わけないというふうに思っています。思って

りこれはもとに戻していくということは、な

いますが、今の現況を考えたときに、やっぱ

かなかこれはうまくないのではないかなとい

り町民に向かってこれから議会が進んでいこ
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うとするときに、よりそういう部分での姿勢

いただければというふうに思っております。

もちゃんと示しておいたほうがいいのではな

○議長（吉田敏男君）

いかなということで考えました。

○１１番（後藤次雄君）

当然、議論のあることは承知の上ですが、

１１番。
まず、高橋議員に

細かくいろいろ説明を受けました。

もし、これで全体の御了解をいただけないと

それで、視察調査の関係、私はだめだとは

すれば、先ほど高橋議員が言いましたよう

言っていないのですね。ただ、やっぱり必要

に、これは議会全体がだめだということの結

なときはやったほうがいいと、そういう意見

論になるのであれば、これは現状のままでい

ですから、やってはいかんということではあ

くか、それから、手当をもとに戻していくの

りませんので、今までもそうだし、年度でな

ですかみたいな、もう１回話をするというこ

くても、どうしてもいろんなことが出て調査

とになってまいります。

に行かなければならんということもあると、

私は、この条例全体は、議員全体がやっぱ

それは必要なときにやればいいだけで。

り確認をして、よし、これでいこうというこ

ただ、こういう文面にすると、やっぱり

とにならないと、基本的にはスタートできな

我々はわかるのですけれども、見た人は、何

いものだと思っておりますので、規範の見直

だ、こういうことをやるのかということも言

しの関係にもなっているので、全員賛成で

われることもちょっと心配して言ったことで

も、その改正の説明をきちんとする義務を議

あって、だから、必要であれば道外でも道内

会として持つことになっておりますので、条

でも私は行くべきだと思っています。そうい

例のスタートはやっぱり全会一致でやりたい

うことで私は意見を言ったつもりですから。

と。この大原則からすると、手当の報酬への

それから、広報の常任委員会の関係、これ

繰り入れも同時に考えていただいて、ぜひ、

は先ほど高橋議員から代表派遣という、これ

そんなことで御了解いただければというふう

はわかりました。

に思っております。

それから、広報の１２人の関係も、言われ
てみれば、そういうこともやっぱりこれから

◎

会議時間延長の宣告

○議長（吉田敏男君）

は必要でないかということも感じておりま

会議時間につきまし

す。

ては、会議規則第９条によりまして午後４時

それから、一般質問の関係、これは再認識

までとなっておりますが、本日の会議時間

ということで、別にこれは条例にしないとい

は、会議規則第９条第２項の規定によりまし

うことですから、我々も今までそのとおり

て、これを延長いたします。

やっていたのですけれども、こういうふうに
文書化されると、やっぱりどういうことなの

◎

報告第５号

○議長（吉田敏男君）

かなということで質問しましたので、その辺

１０番。

は御理解願いたいと思います。

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員
（谷口二郎君）(続)

それから、会議等の事前公開、これも先ほ

それから、削減の関係

ど答弁の中で、やっぱり議員にしろ町民にし

ですが、議会活動、それから議員活動ができ

ろ、事前に公開するということで、これから

ない場合ということですから、けがとか病気

新しい体制の中でやってもらったらいいので

とかということになりますね。

はないかということで言われましたので、こ

それで、これは通常は公務災害として受け

れはわかりました。

ている場合は、これはやっぱり対象としない

それから次に、広報の関係で、これも今ま

というのが通常ではないでしょうか。それ以

でやってきたことを言っているのではなく

外ということで、傷病的なものとして御判断

て、これからいろんな各町村のことも私なり
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に見て、こうやったらいいのではないかとい

て特別報酬審議会でこういう答申を受けたと

うことで提起したということになっています

いうことになれば、大分違ってくると思うの

から、それはそれで私もいいと思います。

ですね。

それとあと、４５日以内の、これも先ほど

だから、そういうことで、決して私も高く

言ったように、そこに努めるものであって、

もらおうとかなんとかということを思いませ

決して４５日以内にやれということでないの

んし、期末手当の関係も、ことしは人事院勧

だということもお話しされましたので、これ

告で、結構ほかの町村でも０.２％減らして

はそういうことでわかりました。

いますよね。今回の議会でも、鹿追かどこか

それから、正副委員長と定例会ごとに４委

減らしていますけれども、そういう状況はわ

員の関係、これも今聞きまして、理念だと、

かっています。わかっていますけれども、

皆さんがそういうことであれば条例に入れる

やっぱり一本化することによって、先ほども

ことはないという話も聞きましたので、これ

言いましたけれども、谷口議員は、やっぱり

はそれでわかりました。

期末手当の関係は全然町民もわかっていない

それから、議会実態の公表の関係、これも

のではないかと、それも特別報酬審議会の中

今までやってたことだし、別にという話です

でそれはないということですけれども、た

けれども、私は、やっぱりこれは、理念とい

だ、こういうふうに文書に載せて出すと、例

うことを言われていましたけれども、これは

えば議長を含めて、議員が２０万９,０００

何としても私はここまでやる必要はないので

円、これをこういうふうに出してしまうと、

はないかというふうに思っています。

これだけ読んで、そして、ほかの町村のあれ

それから、議会中の傍聴の緩和、これは先

を見ると、足寄はすごく高いのではないか

ほど言ったみたいに、そういう過激なという

と、こういうことを言われるので、逆に心配

か、そういうことの迷惑があるとすれば、議

しているのですよ。

長の権限でとめることができるということも

だから、谷口さんの言うことも十分わかる

再度言われましたので、それをぜひ生かして

し、だから、できればそういうことで、私

いただきたいなというふうに思います。

は、１回特別報酬審議会の答申を受けて、そ

それから、議員報酬の見直し、期末手当の

の後、やっぱりどうしてもということであれ

廃止の関係、これは谷口議員から、現状も含

ば、再度委員会の中でもう少し議論してやっ

めて、それから１７年６月に決まった内容を

ていったほうがいいのではないかというふう

含めてお話しされています。

に思います。

それで、先ほども言ったとおり、これはあ

それで、長期欠席者の関係はわかりまし

のときの財政シミュレーションの関係で、

た。ただ、これだけを見ると、全般にわたっ

やっぱり３０％減らさなければだめだ。今の

ての議員活動に対する休暇の関係でこういう

財政シミュレーションは、例えば基金にして

処置になるのかなという、ちょっと危惧をし

も、お話を聞くと、その時点と今の時点は相

たものですから、これは公務災害以外という

当違いますよと。だからといって、私は全部

ことになっていますので、それはわかりまし

そのままにすれということでなくて、少なく

た。

とも、例えばさっき言ったみたいに、視察旅

それで、ちょっとその関係について、もう

行なんかももとに戻すのであれば、これも一

１回答弁いただければありがたいと思いま

時凍結ですから、やっぱり戻して、そこから

す。

出発して、そして、そのことを第三者機関の

○議長（吉田敏男君）

特別報酬審議会の中で答申を受けたほうがわ

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

かりやすいし、町民に対しても、議会でなく

（高橋幸雄君）
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８番、答弁。

議会実態の公表について

は、ちょっと考え方の相違は１１番議員さん

をすべく調査をする、議員独自のそういう調

とあるように思われますけれども、早い話が

査活動もあるものですから、そういうことを

すべて原則公開ですので、先ほどから何回も

含めたとき、やっぱり納税者サイドが一定の

申し上げているように、時代の要求で議会の

中で見識を占めて、財政状況も、平成２６年

オープン化かなというふうに思っていますの

度の関係もありますけれども、そういう選択

で、ひとつ。

肢があり得るのかなと。

なお、そのあり方等については、先ほど、

それからもう１点、やはり先ほど報酬の関

今回予定している条例の広報広聴常任委員会

係で谷口委員のほうから申し上げましたけれ

のあり方等について、しかるべくひとつ。

ども、基本的な理念というのは、行政委員の

先ほどもここで申し上げましたように、例

方々に、長く馬齢を重ねて議員をやっていま

えば、予算審議に当たっても、他の議会で予

すと、意識感覚が薄れてまいりまして、議員

算審議の意見が出ている場合、それから、予

はいいよなと、ボーナスがもらえるからと、

算審議の採決に当たって、先ほど申し上げて

こう言われたのが今でも耳に残っています。

おりますように、同調者が得られず、一定の

その方は今議席におりますけれどもね。言わ

意思を出せない場合がありますよね。その辺

れるまで、余り認識ないのですね、そういう

のあり方等も、広報広聴委員会の中できちん

ものに。だから、地方自治法上の中では、行

と知らしめるような形の中で公表していくと

政委員にボーナスを支給できるなんていう規

いうような考え方を示していただければな

定は全くない。

と。

今の議会は、昭和３８年か３１年か、三十

願わくば、後段の議員報酬の絡みもありま

何年ぐらいに、国会で立法化された地方自治

したけれども、先ほど、全体の中で閉会中の

法が改正になって、国会議員が、つまり立法

所管調査もございますし、それから議会のあ

府のそういう立場の人たちが地方議会に配慮

り方等も、改革めいた、あるとすれば６０日

して、ボーナスを支給することができるとい

か７０日の公務になったとしても、一定の、

う規定を設けたという認識でいるのですけれ

矢祭は日額でございますけれども、あるいは

ども。

喜茂別でしたか、監査法人にあれして、資料

それから、それはあくまでも義務規定では

はおつけしていませんけれども、独自で入手

なくて、裁量規定ですね。することができ

して読みました。もちろん日額で、いろんな

る、努めなければならないとか、そういうこ

……。そういう評価のあり方が、住民目線、

とでございますので、そういう意味合いで、

納税者目線であるものですから、むしろ、こ

ここで先ほど谷口委員さんがおっしゃってい

れだけやっているのにこれだけのことなのか

る、他の特別職の方とのバランスということ

なと。

はそういうことであり、また、そのためには

そのかわり、議員というのは、議会公務だ

議員も一定の公務をしなければ、そこでまた

けでなくて、議員公務的な、例えば議長は出

公務実態の中でギャップが出てくるのかなと

初め式に案内があるから行くけれども、他の

いう、こんな思いもいたしております。

議員は、ただ議会であるゆえに行かなければ

それからもう１点、長期欠席者の関係、

ならぬという、そういうケースがたくさんご

ちょっと僕、極めて担当委員会でお話しして

ざいますよね。そのほかのことも、自分の選

いない、議運の中でお話ししようと思ってい

挙活動とか、あるいは自分の所属団体のアク

るのですが、長期欠席者の報酬等の減額措置

ションは、これは別でございますけれども、

のあり方、これは例えば福島町の例を例えま

現地を踏査して事情をいろいろと、所管委員

すと、４月１日から６月３０日はちょうど９

会でなくても、みずから見て一つの政策提言

０日間あるのですよ。７月１日に出てきた場

― 50 ―

合は、７月の減額報酬をできないのですよ

それともう一つは、その中で、先ほど１１

ね。当該月、議員が退院して、おかげさまで

番議員さんが御指摘になった公務災害等は除

お見舞いありがとうございました、元気で議

くと。当然のことで、それは全然カウントし

会活動も議員活動もできますのでと、きちん

ないということでございます。

と届け出の義務があるものですから、そうし

ちなみに、私が交通事故で入院したときは

たら、７月はできないものを、８月もありま

１月１６日で、３月５日ぐらいまでいたわけ

せんでしょう。そういうのとか、あるいは白

で、たまたま幸いにして定例会の開会日には

老町も同様な基準日めいた、職員の給与めい

なりませんでしたけれども、日数からいく

たものに準じたようなことで。

と、そういう意味では減額措置になりません

それで、今考えているのは、それではいつ

けれども、それは私的な不始末でございます

減額措置するのよということになって、特別

ので、当然公務災害ではございませんので、

委員会の中でも議論がありました。その調整

そういうことになるのかなと。

等については、私に一任して精査をして、提

議会の中にも公務災害の規定はありません

案をするのは町長部局なものですから、担当

けれども、今の特別職の職員の給与並びに旅

課と協議していくということで、協議を進め

費及び費用弁償に関する条例の中で、公務災

させていただきました。

害の規定がありまして、公務災害の規定の中

その結果として、９０日経過した直近の支

で公務災害として支給すべきものの規定が別

給日、つまり２１日にね。ただ、問題は、

途ございますので、あえて議会の中で、規範

今、従来のような伝票でもって出納に支出命

で、それを加入しなくていもいいという判断

令をするわけではございませんので、やはり

の中で、これからこのことが、ただいまお示

１０日程度のインターバルが必要ということ

ししていることが皆さんの御了解をいただけ

になれば、例えば１３日に退院してきますよ

れば、そのような提案を総合条例改正後に…

といっても、支給日はまだその先の８日ある

…。改正後でないと、特別職の職員の給与並

のですけれども、事務手続上、もう振り込み

びに旅費及び費用弁償に関する条例の条中、

の電算が動いていることもあり、その場合は

今の総合条例の、私の記憶に間違いなければ

翌月に減額措置をするとか、それは９０でも

３２条でしたか、その中の規定をしていく関

１２０でも３６０でも同じような考え方で。

係もありますので、先議をしなければならん

最終的に、例えば１８０日と続いて減額し

ということになります。

てやっているうちにお亡くなりになったら、

以上です。

それは本人は亡くなりますから、亡くなった

いずれにしても、１１番議員さんに大筋御

場合は、現行法規範の中でも、１日で亡く

理解をいただいたなということで、携わった

なっても全額支給することになる。除名も辞

一人として感謝を申し上げたいと存じます。

職も皆同じで、現行規定もそうなっています
から、そういう規定でするのかなと。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

こういうことがあるのですね。取ろうと

○１１番（後藤次雄君）

１１番。
高橋議員、丁寧な

思った２１日になって出てきましたと、減額

御回答をいただいて、ありがとうございま

措置をしようと思ったら、その方がその月に

す。

亡くなっちゃったのに電算を終えて支給をし

それで、議員報酬の関係、これは確かにこ

てしまったと。そうすると、遺族からその減

こに書いてあるとおり、他の非常勤特別職と

額措置分を還付していただくというような、

の兼ね合わせた場合となっていますけれど

こんなことも町長部局とも打ち合わせをして

も、これがもし条例改正でなったとすれば、

ね。

やっぱり相当議員としていろんなことをやら
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なければならないと思うのです。だから、そ

すから、その辺の取り扱いができれば、余り

ういう姿勢を見せれば、先ほども言ったけれ

こういうことで発言回数になるというのは、

ども、町民も、これだけやっぱり議会も改革

議員の中でやるのならいいですけれども、こ

して頑張ってやるのだということにもなると

のことを含めてこれからの広報広聴の中で町

思うのです。だから、そういうことで、ぜ

民に知らせるということになれば、ちょっと

ひ、私もそういうふうに考えていますし、そ

私としては問題があると思います。

ういうことでやっていきたいと思っていま
す。

それで、これは３回目ですから最後になり
ますけれども、先ほどから高橋議員も谷口さ

それで、資料の１なのですけれども、議員

んも言っていますけれども、この条例の関係

活動の日数の関係ですね。正確にすごく調査

については、後の議会でやるとなっています

して載っているのはありがたいのですけれど

から、それはわかるのですけれども、やっぱ

も、ただ、これを見ると、例えば議運の方と

りさっき言ったみたいに、皆さんが納得し

か特別委員の方は、これは日数は多くなりま

て、そして、こういうことでいくのだという

すよね。だから、こういう出し方でなくて、

全会一致のことで進めていきたいということ

やっぱり議運の人なら議運の人が何ぼとか、

をお願いして終わりたいと思います。

そういうふうに出してもらわないと、これは

○議長（吉田敏男君）

一括で出ているものですから、そうすると、

他にありませんか。

９番。

議運とか特別委員会に入っていない人は、こ

○９番（矢野利恵子君）

れは日数調べですから、これをぱっと見る

さんと同じに、１ページの視察調査のところ

と、例えば１番の星議員はこんなにやってい

の②、総務産業・文教厚生常任委員会の閉会

る、例えば後藤はこのぐらいしかやっていな

中の所管事務調査にかかわる調査ということ

いと、そういう見方をされるということもあ

で、任期の初年度と３年目の第３回定例会後

ると思うのですね。

においてと、わざわざこんなことを書く必要

私は、１１番議員

だから、できれば、議運の委員はこの人で

はないのではないかなと。初年度ではなく

何日出たとか、それから特別委員はこういう

て、次年度に必要だったかもしれない、そし

ことで何ぼ、今回は２５日ぐらいですか、そ

て、４年目のときに必要なことが出るかもし

ういうことで分けていただいたほうが、下に

れない。

も書いてありますけれども、これでは普通の

２年任期だからと言うけれども、大抵は４

人はわからないと思うのですね。だから、公

年間ずっと同じ所管にいることが多い。その

平にするんであれば、そういうことでお願い

中で、やはりこういうのはいかがなものか。

したいなという意見を持っています。

そうしたら、必要もないのにやっていくのか

それから、３番目の発言の回数ですけれど

ということにも誤解されてしまうので、やは

も、これも私はこう思っているのですね。例

りこれは必要に応じて道内なり道外なり、た

えば、いろんな予算特別委員会とか、決算特

だ、幾ら必要があっても、無制限に行くとい

別委員会とかいますけれども、議案を読ん

うことにもならないから、道内は４年の間に

で、そして、私なりにこれでいいのだという

１回か２回か、そして、道外は……。必要が

ことで発言しないこともあるのです。だか

あればですよ。必要もないのに必ず行くとい

ら、これを、一概に発言回数だけを載せると

うことにはならないと思う。やはり、任期の

いうことになると、例えば３４回もしている

初年度と３年目の第３回定例会後においてと

人がおりますけれども、それと比較された

いうのは、やはりまずいと思う。

ら、やっぱり自分は読んで読んで、これでい

それから、議会の実態公表ですけれども、

いのだということで思って発言しないわけで

これについては、私も、少数意見の留保もな
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く、たった一人で反対することが多かったも

た１年にする、この理由がわからない。議会

のだから、その場合において、本当にきちん

の実態公表については、実態を公表するなら

と、こういうことについてこういう理由で反

するで、中途半端にしないで、一体どういう

対をしたのだということをちゃんと載せてく

ところに反対したのかということまで詳しく

れるならわかるけれども、ただ単に一般会計

説明するのだったらいいけれども、そうでな

反対では、ちょっと勘弁してくれという。

い限りは、これはちょっとおかしいのではな

そして、３ページの⑤、議会中継のところ

いか。この３点について。

で、録画配信の期間は、当該会議が終了した

○議長（吉田敏男君）

日からおおむね１年とする。なぜ、たった１

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

年。例えば、予算だったら予算だけを比較し

（高橋幸雄君）

て、４年間か四、五年見たいという場合は、

関係は、皆さんの御意見があれば、すべて外

その比較検討ができない。なぜ、たった１年

して、そして４点目に、議会運営委員会、特

なのかな。少なくとも、その任期中、最低で

別委員会、常任委員会において、政策課題の

も４年間は見れるようにするべきではないの

必要に応じて調査するで、それで十分だと思

かなと。

いますね。現況からいって、道内に２回行っ

議員活動日数調べ。本当に１１番議員さん
が言われたとおりに、私も、これは日数行き

答弁、８番。

まず、１点目の視察調査の

て、道外へ行くと、そんな状況になりません
のでね。

たいけれども、ボランティアで広報広聴をや

もちろん、ここでは義務規定でないから、

りたかったけれども、それもだめ、もっとや

することができるわけですから、だから、し

りたい人がいた。ボランティアで議運にも入

なければならないということではないのです

りたかったけれども、それもだめ、やりたい

から、それにこだわることないかなと思いま

人がいると。やりたかったのだけれども、と

すけれども、今、１年目の３定以降、それか

められてというか、みんなの賛成が得られな

ら３年目の３定以降、これについて相当…

くてこれに参加できなかった。

…。自治体として、やっぱり政策課題を持っ

また、委員会があるよと言われたときに、

て行く場合については、町民に政策反映でき

その委員会があることを知らないで行かな

る一つの目安として示しているのですが、で

かったことも、私もありましたから、そうい

あるとすれば、これも全部特別委員会の中で

うのをここで利用されたのではたまらないな

再検討して、要するに、４点目の常任委員会

と。もし委員会に来なかったら、それは通知

もひっくるめてできるということでやること

書を見ていないから、すぐに電話をかけてく

でも、私は別にこだわらないと思っていま

れればいいのに、電話もかけない。そして、

す。

終わってから、参加しないのは問題だよと言

これも特別委員会で協議して、他の意見

われて、どういうことなのだって。今までの

で、直してもらいたいところだけ御発言な

議会で、理由もなく来ないということになっ

さって、そのままでいいという人の発言がな

たら、必ず電話をかけて、きょうはどうした

いものですから、ない方は了としたというこ

のだというのが当たり前のはずだったのに、

とになれば、少数ということになりますし、

それが終わってから電話が来て、どうしたの

現行どおりということにもなります。これは

だと。こっちこそどうしたのだと言いたい。

条例の規定条項に入っていますので、公金の

そういうこともあるので、とりあえず、

支出も絡むことから、この辺はやっぱりめり

こっちのほうの３点について、任期の初年度

はりをつけて、たくさんの意見を聞くという

と３年目というふうに道内・道外の所管事務

ことですから、たくさんの発言をして、無言

調査を決めるのはよくない。録画配信をたっ

は賛成というとらえ方になりますので、いつ
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までも堂々めぐりになりますので、御発言を

ので、他の名前を言うことは失礼ですが、自

忌憚なくお話ししていただきたいと存じま

分のことを言うについては、具体的な効果と

す。

してはありますので、議員は一連の政策等の

それから、２点目の中継の録画配信の、終

関係で見たいということで、公にかかわるこ

了してからおおむね１年と。これも当初４年

とですから、当然のことだと認識しておりま

を考えていたのですよ。任期中４年というこ

す。

とで考えたのですけれども、その場合、事務

次に、議会の実態公表の関係です。これ

的に録画配信を残すことになりますので、そ

は、１１番議員さんの御指摘がありました。

れで、事務的にどうかなと。実際にやってい

確かに、特別委員になっている、議会運営委

るところは１年ということもあったのです。

員になるということになりますと、同じ日

案として１年。多分１年は短いのではないか

に、きょう本会議を開かれたら、本会議の１

なというふうに指摘を受けるなというふうに

日しかカウントされないのですよ。議会運営

思っていました。これも再検討させていただ

委員会を何回やっても、それはカウントして

きたいと思います。

いないのです。

例えば、こういう場所でこういう表現は適

一方で、委員会活動の関係もありますし、

切でないのですけれども、録画配信をやれ

特別委員会になりますと、そのこともカウン

ば、仮に４年だとすれば、私が４年以内に亡

トされるので、先ほど１１番議員さんから

くなれば、この録画中継を使って葬儀会場に

おっしゃられたような趣旨を踏まえて、議会

流せるのですよね、しのんで。それが可能な

運営委員会だからと、そういう詳細は書いて

のです。いや、まじめな話を申し上げている

ありますけれども、この資料の提供のあり方

のですよ。私に限らず、そういうことができ

が、議会人はわかっても一般町民が知らしめ

るのですよね。

ることについて理解することが極めて困難だ

例えば、従来ですと、録画配信も何もない

ということになれば、これは一応、今の中で

ですと、撮ったテープを、現職議員に限った

は４年分を入れた経過がありますので、

というふうに私は認識しておりますけれど

ちょっと小さくなりましたけれども、具体的

も、当時の一般質問になっている声を流すと

に細分化して、公表に資するためのことは当

か、そういうところに参列したこともござい

然可能だというふうに認識しておりますの

ますので、ありし日の姿をしのんでというこ

で、その辺については、新しい改選の議員各

ともありますので、そうなれば、４年でも妥

位におかれましてもこのことを踏まえて、条

当かなと。

例制定後、ひとつしっかりと住民に周知をし

ただ、事務的に録画のボリュームそのもの
も、保管の問題等で、多分事務レベルで協議

ていただきたいものだなと、このように思っ
てございます。

したり、そういうことで。それと同時に、イ

次に、先ほど９番議員からお話しされた、

ンターネットでの議会中継の関係は、今現段

委員会の招集があったのに電話をくれなかっ

階、冒頭説明いたしまして、全くなくて、こ

たと、そういう子細なことでありますと、私

れは新規に条例に参入するものでございま

もちょっと、それなりに承知はしております

す。したがって、既存の本州府県のある市の

が、９番議員は私の所属委員会の委員でもご

状況をある程度アレンジかたがた、これを導

ざいませんので、ちょっとこの辺については

入するということで皆さんに御提案申し上げ

コメントを差し控えさせていただきたいと思

たところでございます。

います。御了解いただきます。

それは検討してまいりたいと思って、具体

これ以上言うと、当該所管委員会の責任者

的な運用も含めて、そういう価値があります

に対して非常に失礼になりますので、この辺
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は御理解いただきたいと思います。

たら、やる人がやればいいのではないかな

○議長（吉田敏男君）

と。私の気持ちとしては、ディベートではな

○９番（矢野利恵子君）

９番。
ネット配信のやり

方にも検討をしていただけるというので、あ
りがたいです。

くて、本当に足寄町のためには何がいいのか
と、それを研究する議会であってほしい。
まず１点目は、視察調査を全くとるのでは

そして、視察調査の２番については、全部

なくて、必要なときにということで変えても

とれということを言っているのではなくて、

らいたいということと、子ども議会ばかりで

やはり必要なことはやるべきだと思う。だか

はなくて、大人議会と隔年でやるようにして

ら、必要でなかったら、全然、全くやらなく

もらいたいということと、ディベートではな

てもいいし、必要があったら、本当に２回で

くて、もうちょっとまじめに町政についての

も、何回もというそんな無制限ということは

ことを研究するという、そういう姿勢を持っ

あり得ないかもしれないけれども、こんなふ

てもらいたいという、この３点について、ま

うに決めないで、必要なときにやることがで

たお願いします。

きるという形に変えたらどうかなということ

○議長（吉田敏男君）

を言いたいのですけれども、これについて。

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

それと、子ども議会の開催ですけれども、

（高橋幸雄君）

答弁、８番。

視察研修については、別に

子供の教育のために子ども議会も必要かもし

明言しなくても、４点目にあるように、これ

れないけれども、一般の人がなかなか議員に

には政策課題等の必要に応じて調査すると。

なり手がないということも出てきていますの

これは、今の記載している部分についても、

で、一般の議員のなり手を発掘するために

することができるだから、しなければならな

も、町民ジェットのように、町民ジェットは

いということではございませんので。

子供と大人と交互にやりますよね。だから、

ただ、先ほど申し上げたように、考え方の

子ども議会にしても、大人のいろいろな一般

思いとしては、政務調査費の絡みの中で、ぜ

の人の議会、大人議会と子ども議会を隔年で

ひこの程度は議員に研修をして、他の土地で

やるというような形で持っていって、もっと

もって一つの政策研修をしていただければな

議会に対する興味を町民の人たちに喚起する

という思いの中で、どうせ出るのなら、タイ

ような、そういうやり方もいいのではない

ミング的に政策が反映する時期が肝要という

か。

ことで、従来の経過から踏まえて、このとき

ディベート方式の参加型研修も工夫すべき

が適切かなと。

と、これはちょっと書いていいのかなと。

たしか委員会条例に２年とあっても、全然

ディベートというのは、賛成派と反対派に分

変わらないと言われれば、政策課題がなかっ

かれて、こっちは何が何でも賛成で相手を論

たら行かなければいいわけですから、行かな

破する、こっちは何が何でも反対で相手を論

ければならんということではないわけですか

破するって。それはあくまでも中学生、高校

ら、メンバーが変わっていないのなら。

生の範囲であって、我々はディベートではな

また、特別委員会が設置されて、そのこと

くて、いかにしたら町をよくすることができ

が、どうしても現地を踏査して一定の政策を

るか、どうしたら本当に町のためになるのか

提言することの目的があれば、それは当然

ということを話さなければならないので、相

行って視察できることを明記してございます

手を論破すればいいというものではない。

ので、それはそれでよろしいのかなと思って

ディベートの参加型研修は、わざわざ議会と

おりますけれども。

して、研修としてやるべきことなのかと。こ

この辺も、特別委員会で十分に協議して、

こはちょっと疑問なので、これはやりたかっ

他の委員のほうからもそういう御発言があり
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ますので、あえて固執はいたしません。私は

すけれども、あえて、これも特別委員会にお

そんなに固執しない男です。去る者は追わず

諮りして、一定の地に着いたことを考えるよ

です。来る者は拒まずです。

うなことで、また検討を皆さんとしていきた

次にお答えいたします。

いと、このように思っておりますので、御理

子ども議会の関係ですけれども、確かに大

解をいただきたいと思います。

人の方も地方議会なり足寄町政、あるいは足

○議長（吉田敏男君）

寄議会を熟成する意味では、そういうことの

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

一つのあり方もあるのではないでしょうか、

（谷口二郎君）

子ども議会ということで。その第一歩とし

関係で答弁をいたしましたが、単に報酬の部

て、冒頭申し上げました音更方式で、きょう

分で手当を削減して、そのことだけでいいと

も傍聴の方がいらっしゃいますけれども、ど

は思っていないのですよ。だから、今、高橋

の時期でやるかといういろいろな方法論があ

委員のほうからありましたように、政務調査

ります。きょうは８日ですから、本別議会が

費の問題とかということが出ますよ。

一般質問、夜間ナイターでやっている予定で
すよね。

１０番。

先ほど私のほうで、報酬の

削減の３番目に書いてあるのですよ。ここ
に、２名減で５８０万円程度の人件費削減に

だから、そのやり方はどのようにやるかと

なるのです。こういった経費を、やっぱりこ

いうことがあるわけですから、この辺も当

れからの町民に向かっていくという町民対話

然、今後子ども議会等ということで、一般の

だとか、調査研究だとか、そういうところに

方も入れてやるという、その先に傍聴者との

予算化をしていくべきだという言い方をして

一定の対話も入れていますので、こういう機

いるのですよ。これが我々特別委員会の考え

会を踏まえて、本人の御都合もありましょう

方なのですよね。

けれども、そのことは検討に値することだと

だから、報酬として受け取ることも、それ

思っております。それを全面否定する何物も

は必要でしょうけれども、議員活動として

ありませんので、前向きにとらえて、特別委

やっぱり予算化をしていくという。そうする

員会の中で、また協議をいたしたいと思って

と、一般の見方とすれば、議員の活動が見え

います。

れば、報酬は高くてもいいという言い方をさ

それから、ディベート方式の関係、議員研

れるのですよね。だから、そういうふうに指

修の充実の関係。パネルディスカッションは

向していくことが一番いいのではないかなと

いいけれども、ディベートは違いますという

いう発想です。そういうことで、ここにあえ

のは、例えば公述人を呼んで一定の公聴会の

てですね……。

ような状況ですよね。ある一定の反対とか賛

やっぱり先ほども言いましたように、研修

成で議論して、どちらがいい、一つの見識と

というのは、行きたいときにやればいいのだ

正しい選択をすべきかということ。この場合

と言うけれども、必要なときにやればいいの

は、議員がみずから一定の政策テーマの中で

だと言うけれども、予算化というのが出てく

お互いに議論し合って、どちらの政策を足寄

るでしょう。当初予算というのが出てきます

町の将来にわたってやるかということですの

ので、そうすると、やっぱり調査研究、それ

で、これは先ほど１０番議員がおっしゃった

から町民との対話、これは一定程度予算化を

ようなことを踏まえて、あえてそういうこと

していかなければなりませんから、だから、

にこだわりませんので、その研修のあり方で

そういう前提で、トータルして考えていく必

もってディベート方式はだめなのだと言って

要があるのではないかなということで、あえ

いる理由も見当たりませんから、あえてこう

てつけ加えさせていただきたいと思います。

いう選択肢もあってしかるべきかなと思いま

○議長（吉田敏男君）
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９番。

○９番（矢野利恵子君）

お答えありがとう

ございます。

と思います。
現行の議員報酬の関係で、最終的には１０

ただ、予算化するに当たっても、例えば文

％上げ、期末手当の２カ月を廃止するという

教の場合は４年間の間に１回だけあったよ

部分で端的に申し上げまして、もう少し時間

と。ところが、産経は３回あったよと。で

をかけて議論していただきたいなということ

も、どうしても必要なら、それは許されるべ

を申し上げまして、私の発言をとりあえずは

きだと思う。予算のない中で、つまり、一つ

おさめます。（発言する者あり）

の委員会が１回しか行かなくても、一つの委

私は、議員報酬を上げるべきでないと、現

員会が３回行ったとしても、それは必要があ

状のままでいいのではないかと。といいます

れば許されることだと思うし、予算の内であ

のは、先ほど来議論になっております、管内

れば構わないと思う。何が何でも２回ずつ行

的に見ても議員報酬は、今度は十勝でも結構

かなければならないなんていうことになった

なレベルに上がる、高いランクになるという

ら、それこそ形骸化してしまって、議員のた

お話も聞いておりますので、私はそれには反

めにはならないと思う。

対をしたいと思います。

やはりこれは無制限ではないけれども、必

○議長（吉田敏男君）

今の御発言は、１０

要があれば行くという、その形で、そのと

％上げには反対するということは、要するに

き、もしかしたら両方の委員会で１回しか行

現行より下げれという意味ですね。

かなくて、予算が余ったとしたって、それは

○６番（川上初太郎君）

それで仕方ないと思う。それは予備費のほう

止しなくてもいいのではないかと、そういう

に、また次年度に回してという形で持ってい

ことです。

くべきだと思います。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

議論中でありますけ

きます。

れども、ここで１０分間休憩をいたします。

７番。

期末手当を別に廃

意見として伺ってお

午後

４時３９分

休憩

○７番（熊澤芳潔君）

午後

４時５０分

再開

報酬、また、期末手当の廃止についてという

休憩を閉じ、会議を

ことでお聞きしたいと思いますけれども、谷

○議長（吉田敏男君）
再開いたします。

私のほうからも議員

口議員のほうから、平成１６年の町づくり特

他の質疑を許します。

別委員会の中で一時凍結になったということ

６番。

から始まっているわけでございますけれど

○６番（川上初太郎君）

先ほど来から各議

も、その後、町民の皆様からもいろいろな報

員からいろいろ御発言がございました。私も

酬の関係等につきまして御意見をいただいて

意見はたくさんございます。先ほど、余り重

いるわけですけれども、この際ですので、い

複するような発言をしてはいけないなという

ろいろ条例を見てみますと、仕事といいます

ことで、私は辞退をいたしておりました。

か、大幅な議員としての活動も多くなると

特別委員会、３年にわたって２５回という

か、また、若い人たちも出てくれるような体

慎重な審議をしていただいたことは認めま

制も必要だということから始まりまして、そ

す。それで、この案につきまして、議案を見

ういったことからいって、やはりもう一回、

たのが先日、３日配付という中で配付になっ

当時の凍結から始まりますので、一回戻し

ていたのですが、別件で、私ごとでかかりき

て、私も議論すべきでないかというふうに思

りのことがちょっとございましたので、こち

います。

らのほうまで確認できなかったのですが、一

○議長（吉田敏男君）

つだけ私のほうから発言させていただきたい

５番
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それも意見ですね。

○５番（木村明雄君）

皆さんの御意見をお

ういうことで議会報酬の関係が話題になって

聞きしながら、私も一言述べたいと思いま

きていることは事実なのですよ。だから、

す。

我々もそういった情報はいろいろ参酌してい

今日まで、道内どこの町村においても議員

るつもりなのです。

定数削減をしてきた。これは厳しいというこ

結論的に、上げるとも下げるとも言ってい

との中から、そういう形の中で進んできた。

ないのですね、特別委員会は。ただ、手当を

しかしながら、議員活動、これについて議員

なくして一本化するという、これは他の非常

の皆さんは議員活動に専念をするということ

勤職員とのバランスのことで、そういうこと

になれば、生活ができなくなるぐらい本当に

にしたほうがいいのではないかと。それと、

下火になっているということなわけでござい

手当の分が隠れて見えないなんていうこと

ます。金持ちではなく、そして新人、若手が

は、やっぱりよくないのですよ。もし、それ

出馬しやすくしたいとも言われております。

を、手当があったのですかみたいなことで、

根室管内の中標津町では、昨年４月、１９

ほかの町村議会の場合はわかりませんけれど

万３,０００円だった月額報酬が４月から２

も、手当が隠れみのになっていて、本報酬の

０万円に上げたと言われております。今に

分だけで上げ下げ、こっちがあるからいいわ

なって道内の町村議会で議員報酬の引き上げ

みたいなことではよくないと思うのです、こ

を検討する動きが相次いでおります。今日ま

れは。だから、いっそのこと手当をなくし

で自治体の財政難のために引き下げが続いて

ちゃって、報酬一本でしていったほうがいい

きたが、議員のなり手不足や定数削減を理由

というのが考え方なのですよね。それで、上

に見直しを求める声が相次いでいるのも確か

げも下げもしないと、現状の維持をしていく

であります。

ということの考え方で報酬審議会の意見を伺

そこで、足寄町の財政はこんなに逼迫して

うと、こういう結論ですね。

いるのかということもある。それからまた、

手当の関係については、特別委員会でも議

私はそうは思わない。個人的な意見として、

会でも決めるとは申し上げておりません。あ

現行月額１９万円、年末手当年１.２カ月分

くまでも現行制度、報酬審議会制度の中で客

ということなわけなのだけれども、これから

観的な判断をしていただくということでござ

先に向けてはこれではだめだということを考

いますので、今議論をいただいていること

えるとするならば、これに１０％引き上げぐ

は、あくまでも私どもの考え方を提起をし

らいでも私はいいのではないかというような

て、議会全体で議論をして、もしこの考え方

気がするところでございます。

でいいとすれば、報酬審議会であとは判断を

これは私の個人的な意見なわけなのだけれ

していただくということの手順を踏むことに

ども、そこで、報酬審議委員会もあるわけ

なりますので、できればそういうことで御判

で、やはりそれらの意見についても尊重しな

断をいただいて、あとは報酬審議会で判断を

がら、そして、足寄町の本当の実際的な内容

していただくということになりますので、御

はどうなのか、その辺について委員長からお

理解をいただきたいと思います。

伺いをしたいと思います。

○議長（吉田敏男君）

５番。

○議長（吉田敏男君）

○５番（木村明雄君）

わかりました。報酬

１０番、答弁。

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員

審議会のほうで理解をいただいて進んでいく

（谷口二郎君）

ということはわかりました。

報酬のことですので、私の

ほうからお答えをいたします。

私が考えるには、この問題について活性化

状況的には、確かにより議会のそういった

特別委員会、これについては平成２１年には

活動だとか、それからいわゆる新陳代謝、そ

１２回、２２年には１０回、２３年には３
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回、２５回も特別委員会を開いている。しか

のではないのかなと、そんなふうに思うとこ

しながら、削減についての皆さんの全員協議

ろであります。

会、これはやっているのですよね。しかしな

ですから、この問題については、時期尚早

がら、報酬、それからまた今回の活性化委員

だと、そのように考えるわけでございます

会についてはやっていない。そして、議案が

が、そこで委員長にお聞きをいたします。そ

配られて、これが３月３日に配付をされた。

の辺をどう考えているのか、お伺いをいたし

そうすれば、メンバー外の人たちについて

ます。

は、３月３日にこれを見たときに初めてわ

○議長（吉田敏男君）

かった。これは一体全体どういうことなんだ

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員長

と私は思うわけなのですよね。

（菊地一將君）

委員長、答弁。

お答えをいたします。

そして、それもなおかつ、そこでちょっと

これだけの回数、日数をかけながら、今、

前にはわかった。それは何かというと、北海

３月３日で皆さんのお手元に配付した。それ

道新聞、そして十勝毎日新聞の掲載報道に

を事前に何とかできなかったかという質問か

よってわかった。我々議員が知らないもの

なと、こう思っております。

が、何で報道がされたのだということになる

先ほど高橋委員のほうから、こういう条例

わけなのですよね。やはり私はこれについて

なり規則なりというものについては、一連性

も、皆さんが周知徹底して納得のいく形の中

があるので、途中で切って、皆さんにどうで

でこれは決めていくべきではないのか、私は

しょうかというお諮りというのはなかなか困

そう思うわけなのです。

難だというように答弁されたかと思います。

ですから、私の意見としては、この時点で

そういうことで、一から十まででき上がらな

のこの問題については１期４年間をかけて、

かったら、なかなか皆さんに提示しても、議

これは次期に向けて徹底的に協議検討する必

論を求めても、そういうのは出てこないので

要があるのではないか。今ここで４年間の最

ないかという、そういう考え方を持っていま

終の議会でこの問題が出てきたということに

した。

ついて、これはどういうことなのだと、この

それと、後段の部分の２年ぐらいしかかけ

辺もお聞きをしたいと思います。我々は聞い

ていないわけですから、それを４年間かけて

てもいないのに、これは我々にとって、私は

やるということになりますと、ことしは議員

寝耳に水だというふうに考えております。

の改選期でございます。そういうことで、こ

ですから、これは条例が改正されるという

こでこれが決まらなければ、次に持ち越すと

わけなのだけれども、これは本当に前向きに

いうことにはならない、廃案になるというこ

改正されるのかなと、そんなような気もいた

とでございますので、それで今回、こういう

します。これは、やはり４年間をかけて、そ

ことで提案させていただきました。

して１年目でだめだったら２年目あたりから

それで、木村議員の言うことも十分わかる

でも、少しずつこれは進めていきながら、そ

わけなのですけれども、いろいろと慎重に審

して、こんな最終のこの段階でこの問題が出

議している中で、やっぱり一つ一つが出てく

てくるなんていうこと自体がおかしいと。確

る中で、いろんな形で弊害の部分もあったり

かに我々は特別委員会の皆さんに付託をして

なんかして、また検討し直したりということ

いる。付託をしているということは、これは

で時間はかなりかかったことは事実でござい

尊重しなければならないということは百も承

ますけれども、その中でやっぱりおくれたと

知でおります。しかしながら、この辺につい

いうことでございます。そんなことで御理解

て私はもう少し配慮があってよかったのでは

をいただきたいと思っています。

ないのかなと、意思徹底をする必要があった

足りない分があったら、高橋委員のほうか
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らお願いしたいと思います。

事を頑張ろうという気持ちでやっていくこと

○議長（吉田敏男君）

がいいと思うのですね。

他に質疑はございま

せんか。

そして、質疑ですから委員長にお聞きしま

２番。

すけれども、やはり活性化の一番は議員の資

○２番（榊原深雪君）

議会の活性化の一番

質の向上ということで、長年議員を務められ

は議員の資質の向上にかかわることから、議

た議員から見られますと、新人の議員という

員個々の議案に対して質疑を常に行うという

歯がゆい思いをきっとされたと思います。で

ことですが、質疑したいと思います。

も、やはり議員同士が対話して指導というと

この中で、議員というのは、活性化の一番

ころで、会派を超えて皆さんで、議案を出さ

というのは、このようにいろいろ改革されま

れたことに対して会派とは別に全体で協議し

して、私が思うところは、議員に対する風当

たりすることも大事なことだなと。私は、そ

たりが強くなったという一つの要因は、報酬

れは全体で情報交換なり、このことに関して

に値あるお仕事をしているかというところな

はどうだろうということのそれぞれの議員の

のですね。そこで、本当にしているかという

考え方というのは、もちろんそれぞれ資質は

と、私たちというか、私に関してはしなかっ

違います。それを向上させていくからには、

たのかなと。だから、この改革案にのっとれ

やはり一つの課題を持ってみんなで議論を出

ば、もっと働ける場所ができたかなとすごく

し合うということが大事なことではないかな

喜んでいるところです。

と思います。そのところの委員長の意図をお

そして、音更町議会さんの傍聴者が多いと

聞きしたいと思います。（発言する者あり）

いうことの中で、それを努力されているとい

○議長（吉田敏男君）

うのは、やはり傍聴者の一言事業ということ

性化に対する考え方、それを意図するところ

で、わかりやすい議会をつくられているとい

はどこなのですかというような御発言でござ

うことなのですね。住民の方との対話が身近

いました。

になる、これが改革の一番の資質の向上にも

要するに、議会の活

１４番、答弁。

値するわかりやすい議会というのがすごく大

○議会改革・活性化等調査特別委員会委員長

事なことだなと思うのですね。

（菊地一將君）

意図するところと端的に言

中身のことは、特別委員会の方が議論し

われても、なかなか答弁しにくいところなの

合ってたくさんの御意見をつくられたわけで

ですけれども、最近、耳がおかしくて余りよ

すから、それに向かって私たち議員は研さん

く聞き取れなかったのですけれども、榊原議

することによって、的確な質疑応答もできる

員の言われていることは、自由討議の活性と

かなと。そして、傍聴者がいらっしゃること

いうところに当てはまるのかなというような

によって緊張感も高まりますし、あと、広

感じがして聞いていたところなのです。

報・公聴会で住民の方との対話のときにも、

そういうことで、議員同士が自由に討議で

どんな質問が来ても答えられるように、自分

きる場所を持つということになっています

自身を研さんしていくということが大事なの

ね。その中で党派をというか、会派を超えて

ですね。

いうような話もされたので、こういうところ

議員になるには、別に資格試験があって入
るわけでもない、皆さんから選ばれて入った

に当てはまるのかなという考え方を持ってい
ました。

議会ですので、それはおのずと自分自身で勉

以上でございます。

強していかなければ、皆さんに納得していた

○議長（吉田敏男君）

だけないと思うのですね。そこのところで報

か。

酬のこともさることながら、それに値する仕
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他にございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

それでは、質疑なし

と認めます。

国の経済対策に基づき、地域活性化に資す
るものとして、国からの補助金を財源に実施

これで、質疑を終わります。

する事業について御報告いたします。

これにて、委員長の報告を終わります。

まず、地域活性化交付金につきましては、

ここで、暫時休憩をいたします。

平成２２年第４回定例会及び平成２３年第１

午後

５時１４分

休憩

回臨時会において、本町の実施計画の概要を

午後

５時２６分

再開

御報告しておりますが、この実施計画に基づ

休憩を閉じ、会議を

き、今定例会において補正予算の提案をさせ

○議長（吉田敏男君）
再開いたします。

ていただいております。
本町への交付限度額見込みは、これまで、

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

きめ細かな交付金が１億１,１１０万９,００

議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

６６万５,０００円と御報告しておりました

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

０円、住民生活に光をそそぐ交付金が１,１
が、住民生活に光をそそぐ交付金につきまし

た

ては、交付金の趣旨に沿った効果が高い事業

だいま開催されました議会運営委員会の協議

と認められた結果、１,３３４万１,０００円

の結果を御報告申し上げたいと思います。

の追加配分が行われることとなり、合計２,

議長より既に本日の議会の延長が宣告され
ておりますが、議会運営委員会で協議しまし
た結果、日程８まで皆さんの御協力で一応終
了させていただきまして、日程９

５００万６,０００円の交付限度額となりま
した。
両交付金を財源に今定例会で補正予算の提

行政報告

案をさせていただく事業につきましては、平

を町長、教育委員長より受けましてから、本

成２２年度補正予算説明資料に掲載しており

日の日程どおり日程９より日程２５

陳情第

ますが、平成２２年第４回定例会において補

１号までをこのまま進めてまいりたいと思い

正予算の議決をいただいた、仮称南区コミュ

ますので、御協力をお願いいたします。

ニティセンター整備事業、あしょろ銀河ホー

これで議会運営委員会の協議の報告を終了

ル２１改修事業、プレミアム付き商品券発行

させていただきます。よろしくお願いいたし

支援事業及び旧法務局足寄出張所土地建物購

ます。

入費のそれぞれの事業においては、財源を一

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

長の報告を終わります。

般財源から地域活性化交付金へ組み替えを
行っております。
なお、今定例会で補正予算の提案をさせて

◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第９

いただいた事業は、本年度内の完了が困難な
行政報告

を行います。

ります。

町長から行政報告の申し出がありましたの
で、これを許します。
町長

また、消費生活問題等の相談員の採用や弁
護士等のアドバイスを仰ぐために必要な経費

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

ことから、繰越明許費の設定をお願いしてお

を本年度に基金として積み立てて、平成２４
議長のお許しをい

年度までに取り崩して執行する場合は、交付

ただきましたので、１１件の行政報告をさせ

金の対象経費となることから、足寄町住民生

ていただきます。

活に光をそそぐ基金条例の制定に係る提案を

まず、地域活性化対策についてでございま
す。

させていただいておりますので、御理解を賜
りますようお願いを申し上げます。
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次に、森林整備加速化・林業再生事業補助

設費のほぼ全額を賄える１４億円以上の基金

金を活用した、仮称地域交流物産館整備事業

残高がありましたが、交付税の削減など、将

について御報告をいたします。

来の財政状況が不透明であったため、８億

本施設は、道の駅周辺整備事業において、

１,０００万円の起債を行い、庁舎建設基金

あしょろ銀河ホール２１の南側に平成２３年

のうちおよそ６億８,０００万円を一般財源

度事業として建設を計画しておりましたキャ

化して、他事業の財源に回す計画といたしま

ノピーを、仮称地域交流物産館として整備す

した。その結果、平成１６年度に策定した自

るものであります。

律プランにおいて、平成２６年度末の普通会

森林整備加速化・林業再生事業は、本年度

計全基金の合計額が約８億円残るものとし、

建設しました南区コミュニティセンターにも

１０カ年の財政推計を行ったところでありま

活用しており、地域における間伐等の森林整

す。

備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した

自律プランを策定して６年が経過しようと

林業・木材産業等の地域産業の再生を図るこ

していますが、自律プランに基づく行財政改

とを目的とした事業であります。今回、国の

革の推進が着実に進み、また、地方交付税の

平成２２年度補正予算により、現行の森林整

削減額が推計よりも少額になったこと、さら

備加速化・林業再生基金が増額され、本事業

に、平成２０年度から３年連続で、地域活性

を活用して建設することが可能となったこと

化に資する基盤整備事業などを対象とした地

から、補助金の交付決定を受け、地元カラマ

域活性化交付金などの各種臨時交付金が創設

ツ材を活用して本施設を建設することといた

されたことで財政負担の軽減が図られ、役場

しました。

庁舎建設、子どもセンター建設、公営住宅建

本施設において、道の駅に立ち寄られる観

設、小中学校の耐震化、火葬場整備などの大

光客や町民の皆様に地域の農産物等を販売す

型事業を推進したにもかかわらず、粗い推計

ることにより、道の駅周辺のにぎわいをつく

ではありますが、平成２６年度末の基金残高

り、本町農業及び地域の活性化につながる施

がおよそ３８億円と、平成１６年度に推計し

設になるものと期待しており、今定例会にお

た基金残高約８億円に比べ、高額となる見込

いて補正予算を提案させていただきました。

みとなりました。

なお、本事業につきましても、本年度内の

このような状況から、実質公債費比率の改

完了が困難なことから、繰越明許費の設定を

善と金利負担の軽減等を目的に、役場庁舎建

お願いしておりますので、御理解を賜ります

設事業債の繰り上げ償還を行うことについ

ようお願い申し上げ、御報告といたします。

て、帯広信用金庫足寄支店と協議を行いまし

次に、役場庁舎建設事業債の繰り上げ償還

た。本年２月末現在で、役場庁舎建設事業債

実施と自律プラン財政推計の見直しについて

の残高は、平成１７年度分が約１億３,９６

報告を申し上げます。

８万円、平成１８年度分が約６億３,７４８

役場庁舎建設事業債につきましては、平成

万円の合計約７億７,７１６万円あります

１８年１０月に完成した現役場庁舎の建設資

が、本町の財政健全化の取り組みに関して帯

金として、平成１７年度に１億５,３２０万

広信用金庫足寄支店に御理解をいただき、２

円を、平成１８年度に６億５,６８０万円の

年度分の起債のうち、残高が多額で繰り上げ

合計８億１,０００万円を借り入れいたしま

償還の効果が高い平成１８年度分の残高約６

した。両年度とも帯広信用金庫から、３年据

億３,７４８万円に係る本年３月３０日の繰

え置き、その後１７年間の半年賦元金均等償

り上げ償還について、違約金や手数料を負担

還の返済条件で借り入れたものです。

することなく償還することの御了解をいただ

当時、役場庁舎建設基金には、役場庁舎建

くことができました。
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この繰り上げ償還の実施により、来年度以

した地域を除き、銀河線跡地の隣接地を所有

降に支払う予定であった利息のうち約９,１

または使用されている方を優先して、地域の

８７万円を軽減することができ、また、来年

方々の希望を聞きながら売り払い事務を進め

度以降の実質公債費比率をおよそ０.９ポイ

ており、本年度中の売買契約の完了を目指し

ント低下させる効果があります。

ております。

なお、この繰り上げ償還に必要な予算措置

銀河線跡地は、国道用地と隣接している地

を今定例会で提案させていただいております

域が多数あることから、帯広開発建設部足寄

ので、御理解を賜りますようお願い申し上

道路事務所に、銀河線跡地と国道との境界確

げ、御報告といたします。

認にあわせて、銀河線跡地の取得希望につい

なお、平成１６年度に策定した自律プラン

て照会をしたところ、将来の国道線形変更な

の財政推計は、平成２０年３月と平成２２年

どの事業予定地や排水整備用地として、足寄

３月に見直しを行い、議会報告させていただ

町北６条１丁目４番地１のうち、およそ３３

いておりますが、今回の繰り上げ償還の実施

０平方メートルほか２７カ所、合計約１７,

や平成２２年度決算見込み、さらに平成２３

８４１平方メートルにかかわる取得意向があ

年度当初予算は町長改選期のため骨格予算と

りました。

なってはおりますが、平成２６年度までの第

この取得意向があった銀河線跡地に関し、

５次総合計画の後期５カ年計画等の内容を考

帯広開発建設部足寄道路事務所から、郊南交

慮して、改めて別紙のとおり財政推計の見直

差点改良工事により発生した国土交通省が保

しを行いましたので、あわせて御報告をいた

有している郊南１丁目２９番地１２の不要地

します。

約８８５平方メートルとの、道路法第９２条

次に、国道２４１・２４２号足寄市街拡幅

第４項に基づく等価交換の提案があったこと

事業の進捗状況及びふるさと銀河線跡地と国

から、今後、等価交換の手続を進めたいと考

土交通省保有地の等価交換について報告を申

えております。

し上げます。

今後のスケジュールは、３月中旬に帯広開

帯広開発建設部足寄道路事務所が施工して

発建設部から足寄町に土地交換にかかわる協

おります一般国道２４１・２４２号足寄市街

議書が提出され、３月下旬に足寄町から帯広

拡幅事業の進捗状況につきましては、平成１

開発建設部に交換承諾書の提出、同じく３月

８年度に南３条通から校南通までの４２９

下旬に帯広開発建設部が国道用地の区域変更

メートルの改良工事に着手以来、歩道拡幅、

官報告示、４月以降に交換契約書を締結、登

道路排水の整備、学校の沢川河川切りかえ、

記、土地引き渡し等を予定しております。

車道部舗装補修等が行われ、今年度末で一連
の事業が完了する予定であります。

引き続き、ふるさと銀河線跡地の活用と円
滑な公共事業の推進のために、積極的に帯広

なお、南７条のパチンコ・オアシスからＹ

開発建設部と連携を図ってまいりたいと考え

Ｓヤマショウ株式会社足寄営業所までの延長

ておりますので、御理解を賜りますようお願

４６０メートル及び元株式会社永寿足寄給油

い申し上げ、御報告といたします。

所から本別警察署足寄交番までの延長４４３
メートルの歩道表層（排水性舗装）一層の舗

次に、消防の広域化についての件でござい
ます。

装工事については、帯広開発建設部足寄道路

消防の広域化につきましては、平成２２年

事務所から平成２３年度に施工予定との報告

第１回定例会で、十勝圏複合事務組合に設置

を受けております。

された消防広域推進室において検討が進めら

次に、ふるさと銀河線跡地につきまして

れた、十勝圏消防広域化報告書の概要と広域

は、町が利用を予定している市街地を中心と

化の大まかな考え方について報告をいたしま
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したが、その後の検討状況等について御報告
をいたします。

ついて御報告いたします。
雇用状況の悪化により、新卒予定の学生・

平成２２年３月に、消防の広域化に向けた

生徒に対する求人も厳しい状況となってお

取り組みの周知と広域化した場合の消防への

り、特に北海道地域は求人倍率・就職内定率

期待などを把握し、広域化に向けた検討材料

も全国最下位であります。今春の高校新卒者

とするため、十勝管内１９市町村の２０歳以

の就職環境はより厳しい状況にあり、足寄高

上の男女６,０００人と十勝管内の消防職員

等学校卒業生５１名のうち、３月１日現在、

全員を対象にアンケート調査が実施されまし

進学決定者３１人を除く就職希望者２０人の

た。

うち、就職内定者が１５人、就職活動中の就

このアンケートの調査結果などを踏まえ、

職未内定者が５人であり、足寄高等学校でも

平成２２年５月から消防や市町村職員で構成

全力を挙げての就職活動を展開しておりま

された行財政・職員・警防・予防・通信の

す。

ワーキンググループにより、分野別に広域化

学校を卒業しても就職できないという環境

の検討が行われ、本年２月２８日に開催され

は、若者の勤労意欲を損なうばかりか、将来

た十勝圏複合事務組合議員協議会において、

の夢や希望を奪い去るものであり、足寄町と

別紙資料の消防広域化に向けた検討課題の調

しても、地元足寄高等学校の新卒者における

整案（骨格）が示されました。

就職未内定者に対し、安心して就職活動が行

この調整案は、１点目が消防活動の迅速化

える場の確保を図るため、１年間、町の臨時

や現場対応力の強化を図るため、高機能指令

職員として一時的な雇用対策を実施すること

センターの整備や直近出動・署所連携を基本

といたしました。

とした出動体制を目指すほか、通信や事務の

対策の経費といたしましては、臨時職員３

効率化を図ることにより現場体制の強化に努

人分の賃金を、平成２３年度一般会計に事務

めて、住民サービスの向上を図ること、２点

補助賃金として４８７万９,０００円を計上

目は、広域化後の経常的な消防経費の分担方

しましたので、よろしく御審議を賜りますよ

法について、消防費基準財政需要額割と消防

うお願い申し上げ、足寄高等学校の新卒者の

需要割という指標を用いて公正な分担率の検

就職支援についての御報告といたします。

討を進め、市町村財政の健全化に資すること
を目指すというものであります。

なお、きょう現在で確認をさせていただい
たところ、足寄高等学校でも全力を挙げて就

今後、平成２３年度中に消防の円滑な運営

職支援をしているとのことでありまして、今

を確保するための基本方針や関係機関相互間

現在、３名の就職が決まっていないというこ

の連携の確保に関する事項等を定める広域消

とで、なお努力中というようなことでお聞き

防運営計画案を作成するとともに、平成２５

をしております。

年１月１日の広域化に向け、必要な事務を進
める予定となっております。

医療と介護・保健・福祉連携システムの一
環として行う財政支援等の実施についてでご

以上、十勝圏複合事務組合における消防広

ざいます。

域化の検討状況について御報告いたしました

医療と介護・保健・福祉の連携システム

が、住民サービスの向上と財政健全化のため

──以下、連携システムという──構築に向

に、引き続きオール十勝により消防広域化の

けた取り組みにつきましては、平成２２年第

ための連携を図ってまいりたいと考えており

４回定例会、平成２３年第１回臨時会におい

ますので、御理解を賜りますようお願いを申

て進捗状況について御報告をさせていただき

し上げます。

ましたが、その後の経過について御報告いた

次に、足寄高等学校の新卒者の就職支援に

します。
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町内人口の減少に相反して高齢者人口の増

ては、一般病床２０床の新型老健への転換に

加傾向が進む状況のもと、ともに支え合う地

対し行うものとし、１日１床当たり減少見込

域力の維持をしながら、すべての町民がいつ

み額から事業者のコスト削減努力額４０％を

までも安心して暮らせる町をつくっていくた

差し引いた残額の５０％相当額、１日１床当

めには、生活の安心の基礎となる医療や介護

たり３,１００円を基礎額として、単年度で

の環境を盤石にしていくことが最重要の課題

２,２６３万円、平成２４年度から平成２８

となっております。

年度までの５年間で１億１,３１５万円を限

議員の皆様の御理解を賜る中で、課題解消

度としての助成を予定しております。

の第一歩として、町内病院機能において医療

所要とする費用の総額につきましては、今

と介護の役割分担を行うことができ、限られ

定例会において平成２２年度補正予算の債務

た有益な社会資源を将来に向けて安定させ、

負担行為として御提案をさせていただきまし

町民の生活と安心を守っていく連携システム

た。また、平成２３年度予算において改修費

の第一歩を踏み出すことができましたことに

用に対する財政支援額の御提案をさせていた

厚くお礼を申し上げます。

だきましたので、御審議のほどをよろしくお

さきの臨時会において概略の御報告をして

願いいたします。

おりましたが、医療と介護の役割分担に伴う

今後、債務負担行為に基づき、時期に即し

財政支援の方法について整理がつきましたの

ながら役割分担が明文化され実効性を持つ連

で、支援内容の御報告をさせていただきま

携システムの稼働に向けた協定書を取り交わ

す。

していく所存にございます。

我妻病院における平成２４年４月介護療養

さらに、すべての町民の安心の醸成と確保

型老人 保健 施設 ── 以下 、新型老健 という

に向けた連携システムが早期に具現化するこ

──の開設に向け、必要とされる現有施設の

とを推進するため、核となる地域包括支援セ

改修内容として、スプリンクラー設備の設

ンターの機能強化を図り、早急に仮称ソー

置、デイルームの拡張、バリアフリートイレ

シャルワークセンターの稼働開始を目指して

の整備及び入浴設備の拡充について平成２３

まいります。

年度中の改修完了が必要であり、この改修費

仮称ソーシャルワークセンターにおいて

用の総額として５,０４１万８,０００円が見

は、住民の持つ各種の不安材料に対し種類を

込まれており、さきの御報告のとおり全額を

問わず受け付ける総合相談窓口の開設や、町

助成することといたしました。この経費助成

内にある医療や介護施設等の御協力をいただ

の財源としては、介護型療養病床３０床の新

きながら要介護者等の身体状況等に応じた各

型老健への転換に対する国の転換助成金の平

施設機能等とのマッチングに向けて、公営・

成２３年度地域介護・福祉空間整備等施設整

民営を問わず各介護施設等が持つ情報の一元

備 交 付 金 １ ,９ ５ ０ 万 円 を 見 込 ん で お り ま

化と施設入所等に対する一括調整を行ってい

す。

くなど、連携システムの総合推進部署として

また、新型老健の１床当たり収入が現在の

稼働させていく考えであります。

一般病床の約半分に激減する見込みであるこ

また、町民の皆様への御説明につきまして

とから、平成２４年４月以降の収入減少見込

も、時期を見て説明会等を行っていく予定に

み分について、コスト削減努力後の５０％相

ありますので、御理解をお願いいたします。

当額を新型老健の運営安定と今後の連携シス

今後においても、連携システムの進捗状況

テムの安定稼働に向け、５年間にわたって財

にあわせて随時御報告をしていく所存であり

政支援をしていくことといたしました。運営

ますので、御理解を賜りますようお願い申し

安定等に向けた財政支援の内容といたしまし

上げます。
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以上、医療と介護・保健・福祉連携システ

いたしましては、来年度から始まる戸別所得

ムの一環として行う財政支援等の実施につい

補償制度の支援水準が、当初、販売金額の算

ての御報告といたします。

定方法により現行の水田・畑作経営所得安定

次に、老人保健特別会計の廃止について御
報告いたします。

対策に比べ、制度上、減少したことや、２年
連続の不作による影響、農業者の高齢化など

老人健康保険法は、平成２０年３月末で廃

により、労働力を多く必要とするてん菜に対

止となり、同年４月から後期高齢者医療制度

する作付意欲が減退していることなどが考え

に移行しましたが、老人保健医療費の請求や

られます。

不当請求に関する収入及び支出に対応するた

平成２３年度は、足寄町農協が独自の支援

め、高齢者の医療の確保に関する法律におい

策や、てん菜需給調整対策費と糖業３社の拠

て施行後３年間は特別会計を設けるものと規

出金を活用して作付農家に緊急的な支援を行

定されておりました。このため、本町におい

いますが、てん菜は本町の農業にとって輪作

ても特別会計を維持し会計処理を行ってきま

体系を確立するためにも重要な作物であり、

したが、現在では老人医療費の請求は全くな

作付面積の維持拡大を図るため、今後、関係

く、法令に基づく設置期間も本年３月３１日

機関と連携を図りながら支援策を検討してま

をもって終了することから、老人保健特別会

いりたいと考えておりますので、御理解を賜

計を廃止することとしました。

りますようお願い申し上げ、御報告といたし

なお、今後想定される医療機関の不正請求

ます。

にかかわる返還金等の収入及び支出について

次に、カラマツ加工場についてでございま

は、一般会計において処理することとし、平

す。平成２２年１２月２３日に各新聞社より

成２３年度予算については、一般会計に計上

報道のありました、カラマツ加工場の内容に

させていただいておりますので、御理解を賜

ついて御報告いたします。

りますようお願い申し上げ、御報告といたし
ます。

御承知のとおり足寄町のカラマツ加工場
は、森林組合と青山製材工場の２工場があっ

次に、てん菜作付面積の維持拡大対策につ
いて御報告いたします。

たわけでありますが、平成２１年春ごろに、
将来的なカラマツ加工場の存続についての問

てん菜は、寒冷地作物として位置づけら

題提起がありました。

れ、本町の基幹作物として輪作体系上、欠か

町といたしましても、林業振興上、カラマ

すことのできない作物でありますが、年々作

ツ加工場は必要不可欠と考えており、森林組

付の減少が進んでおります。平成１８年度に

合とも対応協議をさせていただきましたが、

は４９７ヘクタールの作付面積がありました

折しも森林組合加工場はリーマンショックの

が、平成２２年度には４１０ヘクタールとな

あおりを受け、オーダー減少や工場の老朽化

り、平成２３年度の作付予定面積は、３月１

もあって、操業停止を考えている時期であっ

日現在約３６０ヘクタールであり、本年度よ

たこともあり、工場の存続は組合本体をも危

りも５０ヘクタール程度下回る見込みとなっ

うくするとの判断から、平成２２年３月を

ております。

もって加工場の閉鎖が決定されました。カラ

北海道糖業本別製糖所糖区９農協において

マツ振興や雇用の場等に関する大きな柱を

も同様であり、糖区指標面積６,６６０ヘク

失ったことに、町としては大変ショックを受

タールに対し５,６００ヘクタール弱の確保

けたところであります。

しかされておらず、減少傾向が進んでいま
す。

こうした状況下において、平成２２年７月
に、異業種の有志の皆さんより、地域産業を

このように作付面積が減少している原因と

守りたい、産業として再生を図りたいと事業
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協同組合による加工場設置の提案を受け、各

の答申がされたことから、翌２月８日付で足

種検討をしていたところであります。

寄都市計画基本計画の変更について決定いた

一方、国の動きとして、昨年１０月から公
共建築物等木材利用促進法が施行となり、公
共施設については低層化を図り、国産材の使
用が義務づけられました。さらに、昨年１２

しましたので、変更の概要について御報告申
し上げます。
１点目として、本計画の目標年次をおおむ
ね２０年先の平成４１年といたしました。

月、林業再生プランが策定され、将来、国産

２点目として、都市計画の基本目標を、足

材自給率５０％を目指すことが明らかになり

寄町第５次総合計画、足寄都市計画区域の整

ました。

備、開発及び保全の方針との整合性を図り、

この国の方針により、今後、国産材の需要

次のとおりといたしました。一つとして、産

が高まることは明らかであり、とりわけカラ

業の振興と地域文化による活力のあるまちづ

マツの活用が大いに期待されることから、豊

くり。二つとして、恵まれた自然環境と共生

富なカラマツ資源を有する足寄町として、昨

する快適なまちづくり。三つとして、健康で

年１１月から１２月にかけ、林野庁に対し、

安心して暮らせる協働によるまちづくり。

国産材自給率５０％に向けた足寄町からの提

３点目として、将来市街地の設定について

案をさせていただいたところであります。こ

は、人口が減少している現状下、市街地の拡

の提案の中にカラマツ加工場も含んでおり、

大を行わず内部充実型のまちづくりを目指す

このことが平成２２年１２月２３日に各新聞

こととし、現在の用途地域約３１２ヘクター

により大きく報じられたところであります。

ルを基本とすることといたしました。

提案の趣旨は、今後、カラマツ資源の平準

４点目として、未整備街路の整備方針につ

化を目指し、主伐について４０年から５０年

いて、都市計画決定当時の整備方針を検証す

のサイクルを確立することで、未立木地の解

ることといたしました。

消等にもつなげていきたいと考えており、当

５点目として、地域別構想は７地域を設定

面はこの提案内容の精度を高めるための取り

し、全体構想を踏まえて、各地域の現状と課

組みを行い、国のモデル事業の指定を受ける

題、整備方針、将来像を精査して基本方針図

べく努力をしていく考えでありますので、特

に反映をさせました。

段の御理解をお願い申し上げます。

今後は、本計画を本町の都市計画に関する

以上、カラマツ加工場についての御報告と
いたします。

基本方針として、各種の都市計画、まちづく
りを推進してまいりたいと考えております。

次に、足寄都市計画基本計画の変更につい
て御報告を申し上げます。

以上、足寄都市計画基本計画の変更につい
ての御報告といたします。

平成１１年度に策定した足寄都市計画基本

なお、計画の詳細につきましては、本日配

計画の変更につきましては、平成２１年６月

付いたしました足寄都市計画基本計画（２０

９日開催の第２回定例会で、平成２１年度、

１０～２０２９）を御参照願います。

２２年度の２カ年をかけて見直しを行うこと
を御報告申し上げたところであります。

次に、国民健康保険病院の診療体制等につ
いてでございます。国民健康保険病院の医師

本計画の見直しに当たり、住民アンケート

体制につきましては、平成２２年第４回定例

や広報、インターネットによる意見募集など

会で御報告をさせていただきましたが、現況

を行い、足寄都市計画基本計画検討委員会で

について御報告を申し上げます。

見直し原案の作成を行い、平成２３年２月７

昨年１２月、外科医師２名から退職の意向

日開催の足寄町都市計画審議会において本基

が示された後、道内大学病院及び北海道地域

本計画変更の御審議をいただき、諮問どおり

医療振興財団に対し医師派遣要請を行い、さ
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らに全国自治体病院協議会並びに当院ホーム

ら教育行政報告の申し出がありましたので、

ページにおいて医師の募集を行ってまいりま

これを許します。

したが、外科医師２名、内科医師４名、計６

教育委員長

星崎隆雄君。

名の医師から問い合わせをいただいたところ

○教育委員長（星崎隆雄君）

であります。

をいただきましたので、教育委員会より行政

これまでに４名の医師と個別に面談し、赴
任に向けた諸条件について提示をし、協議を
進めているところですが、今後の当院の診療

議長のお許し

報告を行います。
ウェタスキウィン市中学生・高校生訪問団
の来町について御報告いたします。

方針、介護・福祉へのかかわり方に賛同して

足寄町とウェタスキウィン市は、平成２年

いただける医師を確保していくためにも、よ

に姉妹提携を結び、人的交流を中心に国際交

り慎重に協議を進めているところであり、決

流活動を続けております。このたび、ウェタ

定までにはもう少しお時間をいただきたいと

スキウィン・足寄友好協会から連絡があり、

思っております。

中学生・高校生の訪問団一行が来町すること

議会初め町民の皆様方には、大変御心配を

になりました。

おかけいたしておりますが、４月以降には常

訪問団一行は、中学生３名、高校生１２

勤医師が確保できるものと確信いたしており

名、引率者５名の計２０名で、平成２３年４

ます。

月１４日にウェタスキウィン市を出発し、４

次に、看護体制についてですが、昨年から

月１５日から４月２３日までの９日間、日本

常勤の看護師が確保されつつあり、本年も４

に滞在し、本町へは４月２０日から４月２３

月に新たに３名の看護師を採用することとし

日までの４日間、滞在することになりまし

ております。これにより３６名──正職員２

た。前回の第５次訪問団は、平成２１年４月

８名、補助職員８名、うち民間からの紹介看

に８名が来町しており、今回は６回目の訪問

護師３名──の看護師体制となり、一般病棟

団受け入れとなります。

の１５対１の看護配置基準を満たしておりま

受け入れに当たりましては、足寄町、ＷＡ

すが、依然、民間会社からの紹介看護師に頼

の会、教育委員会の３者で受入実行委員会を

らざるを得ない状況であり、引き続き看護師

組織して対応したいと考えております。本町

の確保に努力してまいりたいと思っておりま

での滞在中は、ホームステイをしながらホス

す。

トファミリーとの交流、足寄中学校・足寄高

次に、リハビリテーション科についてです

校への一日体験入学や町内の公共施設見学な

が、４月に理学療法士１名を新たに採用する

どを行い、日本文化を体験することになって

ことといたしました。これまで以上に外来及

おり、両市町にとって有意義な交流となるこ

び入院患者の状態に合わせた質の高いリハビ

とを期待しております。

リの提供と指導が可能となるばかりでなく、

また、９月には本町より第１１次足寄町中

高齢化率の上昇に伴い、ニーズの高い在宅や

学生・高校生海外研修訪問団をウェタスキ

居住系施設入居者等の患者さんに対する訪問

ウィン市に派遣を計画していますことから、

リハビリにも徐々に取り組んでまいりたいと

今回の訪問団受け入れを契機に交流がますま

考えております。

す深まり、両市町の友好親善が深められるこ

以上、国民健康保険病院の診療体制等につ
いての御報告といたしますので、御理解を賜
りますようお願いを申し上げます。

なお、ウェタスキウィン市中高生訪問団受
入実行委員会補助金１３８万２,０００円及

以上、行政報告とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

とを願っております。

びウェタスキウィン市への派遣に係る町民海

次に、教育委員会か

外研修事業費として５８９万２,０００円を
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新年度予算に計上させていただきましたの

士幌東２線２４４番地、氏名・大古研二氏で

で、町議会の皆様の御理解を賜りますようお

ございます。

願い申し上げ、御報告といたします。
○議長（吉田敏男君）

事故の概要につきましては、２ページ右側

これで、行政報告を

終わります。

を御参照願います。
平成２３年２月１３日日曜日午前１０時０
分ごろ、足寄郡足寄町白糸の町道高嶺線上に

◎

報告第６号

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

おいて足寄町役場建設課車両室服部宏幸職員
報告第

が運転する除雪ドーザ・帯広００ろ４８３が

６号専決処分の報告について（車両破損事故

除雪作業を終え、同線の下り坂を走行中、対

に対する損害賠償の額を定めることについ

向の相手車両を発見しブレーキをかけたとこ

て）の件を議題といたします。

ろ、タイヤがロックして制御不能となり、プ

本件について報告を求めます。

ラウがガードロープ支柱に接触した弾みで車

建設課長

体後部が相手車線側に流れ、右側後部バン

南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

ただいま議題と

パー付近が対向車線走行中の十勝農業共済組

なりました報告第６号専決処分の報告につい

合北部事業所大古研二さんが運転するライト

て提案理由の御説明を申し上げます。

バン・帯広４００す２２７０の車体右フロン

地方自治法第１８０条第１項の規定によ
り、下記のとおり専決処分したので、同条第
２項の規定により、これを報告するものでご
ざいます。

トガラス付近から後部ドア付近にかけて接触
して破損したものでございます。
なお、当方運転手にはけがはありませんで
したが、相手運転手の方には検査診察を受け

専決処分書。

ていただき、現在、経過観察中であります。

町道高嶺線路上における車両破損事故に対

示談の条件につきましては、過失割合が足

する損害賠償の額を定めることについて、地

寄町１００％、大古研二氏ゼロ％でありまし

方自治法第１８０条第１項の規定より、次の

て、甲は乙に対し本件事故に関する一切の損

とおり専決処分するものでございます。

害賠償金として７１万円を支払うこととする

１、損害賠償額７１万円。

ものでございます。

２、事故発生の場所、日時等につきまして

以上により示談が成立いたしましたが、今

は、別紙示談書のとおりでございます。２

後、このようなことがないよう最善の注意と

ページ左側の示談書を御参照願います。

安全運転励行の強化に努めてまいりたいと思

本件交通事故については、上記のとおり示

います。

談が成立しましたので、今後、本件に関して

なお、次の３ページに事故発生現場見取図

は異議を申し立てないことを約し、示談書を

を添付しておりますので、御参照をお願いい

取り交わしました。その日付は、平成２３年

たします。

３月２日でございます。

以上で、報告第６号専決処分の報告とさせ

本件交通事故に関します第一当事者・甲、

ていただきますので、御理解のほどをよろし

所有者住所・北海道足寄郡足寄町北１条４丁

くお願い申し上げます。

目４８番地１、氏名・足寄町長安久津勝彦、

○議長（吉田敏男君）

運転者住所・足寄郡足寄町西町２丁目２番地

わります。

これにて、報告を終

２５、氏名・服部宏幸。第二当事者・乙、所
有者住所、北海道帯広市川西町基線５９番地

◎

報告第７号

２８、氏名・十勝農業共済組合組合長理事松

○議長（吉田敏男君）

井博幸氏、運転手住所・河東郡上士幌町字上

７号専決処分の報告について（平成２２年度

― 69 ―

日程第１１

報告第

足寄町一般会計補正予算（第１２号））の件
を議題といたします。

て提案理由の御説明を申し上げます。
路線番号２０３、路線名足寄原野１号線の

本件について報告を求めます。

変更につきましては、利別川改修に伴い豊栄

総務課長

橋を足寄原野１号線の延長上にかけかえるこ

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

なりました報告第７号専決処分の報告につい
て提案理由の御説明申し上げます。

とによる終点を、共栄町から郊南１丁目に変
更するものでございます。
路線番号４４４、路線名北４丁目仲通及び

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

路線番号４８２、路線名南７条３号通の変更

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

につきましては、改良工事等の延長による起

２項の規定により、これを報告するものでご

点地番の変更でございます。

ざいます。

内容について申し上げます。

専決処分書。

道路法第１０条第３項の規定により、町道

平成２２年度足寄町一般会計補正予算（第
１２号）を地方自治法第１８０条第１項の規
定により、別紙のとおり専決処分する。

路線を次のとおり変更するものでございま
す。
路線番号２０３、路線名足寄原野１号線、

補正予算の内容について申し上げますの
で、５ページをお願いをいたします。

変更前の起終点、起点・足寄町共栄町１１４
番地２、終点・足寄町共栄町１１４番地１、

平成２２年度足寄町一般会計補正予算（第

変更後の起終点、起点・足寄町共栄町１１４

１２号）でございますが、歳入歳出予算の総

番地２、終点・足寄町郊南１丁目２０番地１

額に歳入歳出それぞれ７１万円を追加し、歳

０でございます。

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ８５億
８,１２５万円とするものでございます。

路線番号４４４、路線名北４丁目仲通、変
更前の起終点、起点・足寄町北１条４丁目２

８ページをお願いをいたします。歳出で、

２番地、終点・足寄町北２条４丁目１０番

土木費、道路橋梁費におきまして車両事故の

地、変更後の起終点、起点・足寄町北１条４

事故賠償金といたまして７１万円を計上いた

丁目１８番地１、終点・足寄町北２条４丁目

しました。この財源といたましては、同額、

１０番地でございます。

歳入で車両共済金を計上させていただいてお
ります。

路線番号４８２、路線名南７条３号通、変
更前の起終点、起点・足寄町南７条２丁目２

以上で、説明を終わらせていただきます。

９番地、終点・足寄町南７条２丁目４０番

御審議のほどをよろしくお願い申し上げま

地、変更後の起終点、起点・足寄町南７条１

す。

丁目５６番地１、終点・足寄町南７条２丁目

○議長（吉田敏男君）

これにて、報告を終

わります。

４０番地でございます。
参考といたまして、路線の変更前延長と変
更後延長を記載しておりますので、御参照を

◎

議案第８号

○議長（吉田敏男君）

日程第１２

願います。
議案第

また、１０ページから１１ページに、少々

８号町道路線の変更についての件を議題とい

見にくい図面ではございますけれども、変更

たします。

路線の位置図を添付してございますので、御

本件について提案理由の説明を求めます。
建設課長

南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

参照のほどをよろしくお願いいたします。
以上で、提案理由の説明とさせていただき

ただいま議題と

なりました議案第８号町道路線の変更につい

ます。御審議のほどをよろしくお願い申し上
げます。
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○議長（吉田敏男君）

これにて、提案理由

の説明を終わります。

路線を次のとおり廃止するものでございま
す。

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

路線番号５８７、路線名南７条４号通にか
かわります廃止の起終点につきましては、足

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

寄町南７条１丁目５５番地２でございます。

質疑なしと認めま

す。

参考といたまして、路線番号と延長を記載
しておりますので、御参照を願います。

これで、質疑を終わります。

また、１３ページに廃止路線位置図を添付

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

してございますので、御参照のほどをよろし
くお願いいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

以上のとおり御提案申し上げますので、御

討論なしと認めま

す。

審議を賜りますようよろしくお願い申し上げ
ます。

これで、討論を終わります。

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第８号町道路線の変更につ

の説明を終わります。

いての件を採決します。

これから、質疑を行います。質疑はござい

この表決は、起立によって行います。

ませんか。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

これにて、提案理由

質疑なしと認めま

す。

全員の起立です。

これで、質疑を終わります。

したがって、議案第８号町道路線の変更に
ついての件は、原案のとおり可決されまし

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

た。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
◎

議案第９号

○議長（吉田敏男君）

日程第１３

討論なしと認めま

す。
議案第

９号町道路線の廃止についての件を議題とい
たします。

これで、討論を終わります。
これから、議案第９号町道路線の廃止につ
いての件を採決します。

本件について提案理由の説明を求めます。

この表決は、起立によって行います。

建設課長

本件は、原案のとおり決定することに賛成

南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

ただいま議題と

の方は起立願います。

なりました議案第９号町道路線の廃止につい
て提案理由の御説明を申し上げます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

南７条４号通は、先ほど議案第８号町道路

したがって、議案第９号町道路線の廃止に

線の変更について御承認を賜りました南７条

ついての件は、原案のとおり可決されまし

３号通の南北方向２３メートルに位置する認

た。

定路線であります。本路線の道路機能のすべ
てを南７条３号通へ移行を図ることから、廃
止をお願いするものであります。

◎

議案第１０号

○議長（吉田敏男君）

日程第１４

議案第

内容について申し上げます。

１０号北海道市町村総合事務組合規約の変更

道路法第１０条第１項の規定により、町道

についての件を議題といたします。
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本件について提案理由の説明を求めます。
総務課長

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

す。
これで、質疑を終わります。

ただいま議題と

なりました議案第１０号北海道市町村総合事

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

務組合規約の変更について提案理由の御説明
を申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

討論なしと認めま

す。

り、北海道市町村総合事務組合規約を次のと

これで、討論を終わります。

おり変更するものでございます。

これから、議案第１０号北海道市町村総合

北海道市町村総合事務組合に新たに広域紋
別病院企業団が加わることになりまして、構

事務組合規約の変更についての件を採決しま
す。

成団体であります我が町にも協議が必要とい

この表決は、起立によって行います。

うことで、この協議につきましては議決とい

本件は、原案のとおり決定することに賛成

うことになってございますので、御審議のほ

の方は起立願います。

どをよろしくお願いしたいと存じます。

（賛成者起立）

改正する規約の内容について申し上げま
す。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１０号北海道市町村総

北海道市町村総合事務組合規約の一部を改
正する規約。

合事務組合規約の変更についての件は、原案
のとおり可決されました。

北海道市町村総合事務組合規約の一部を次
のように変更する。

◎

別表第１中、オホーツク総合振興局（２

議案第１１号

○議長（吉田敏男君）

日程第１５

議案第

３）をオホーツク総合振興局（２４）に改

１１号北海道町村議会議員公務災害補償等組

め、網走地区消防組合の次に、広域紋別病院

合規約の変更についての件を議題といたしま

企業団を加えるものでございます。

す。

次に、別表第２第９項中、北見地区消防組
合の次に、広域紋別病院企業団を加えるもの
でございます。

本件について提案理由の説明を求めます。
総務課長

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

附則といたしまして、この規約は地方自治

なりました議案第１１号北海道町村議会議員

法第２８６条第１項の規定による総務大臣の

公務災害補償等組合規約の変更について提案

許可の日から施行するものでございます。

理由の御説明を申し上げます。

１５ページに新旧対照表を添付してござい
ますので、御参照願いたいと思います。

り、北海道町村議会議員公務災害補償等組合

以上で、提案理由の御説明とさせていただ
きます。御審議のほどをよろしくお願い申し
上げます。
○議長（吉田敏男君）

地方自治法第２８６条第１項の規定によ
規約を次のとおり変更するものでございま
す。
北海道町村議会議員公務災害補償等組合に

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

新たに広域紋別病院企業団が加わることにな
りまして、構成団体であります我が町にも協

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

議、いわゆる議決が必要ということで、お願
いをするものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

改正する規約の内容について申し上げま

質疑なしと認めま

す。
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北海道町村議会議員公務災害補償等組合規
約の一部を改正する規約。

１２号あしょろ銀河ホール２１設置及び管理
条例の一部を改正する条例の件を議題といた

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規
約の一部を次のように変更する。

します。
本件について提案理由の説明を求めます。

別表第１に、広域紋別病院企業団を加える
ものでございます。

総務課長

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

附則としまして、この規約は地方自治法第

なりました議案第１２号あしょろ銀河ホール

２８６条第１項の規定による総務大臣の許可

２１設置及び管理条例の一部を改正する条例

の日から施行するものでございます。

につきまして提案理由の御説明を申し上げま

右側に新旧対照表を添付してございますの
で、御参照願います。

す。
銀河ホール改修につきましては、身障者用

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

スロープ、それと特産販売を行う施設の建設

きます。御審議のほどをよろしくお願い申し

を残しまして、本年度末、大方の整備が完了

上げます。

し、４月１８日に道の駅オープンセレモニー

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

を予定してございます。
銀河ホール改修におきましては、まちづく

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

り交付金事業にて整備した関係上、使用料が
徴収できなくなりましたことや、施設の名称

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

と条例を整備する必要が生じましたことか

質疑なしと認めま

す。

ら、一部改正をお願いするというものでござ
います。

これで、質疑を終わります。

改正の内容について申し上げます。

これから、討論を行います。討論はござい

あしょろ銀河ホール２１設置及び管理条例

ませんか。

の一部を改正する条例。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

あしょろ銀河ホール２１設置及び管理条例

討論なしと認めま

す。

の一部を次のように改正する。
第４条第１項第１号を次のように改める。

これで、討論を終わります。

第１号、南側・北側駐車場に改めるもので

これから、議案第１１号北海道町村議会議
員公務災害補償等組合規約の変更についての
件を採決します。

ありまして、改正前の駐車場を南側と北側を
明確にしたものでございます。
第４条第１項第４号の次に次の１号を加え

この表決は、起立によって行います。

る。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

ものでございます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

第５号といたしまして、交通広場を加える
別表を次のように改める。

全員の起立です。

別表を別紙としまして右側に添付してござ

したがって、議案第１１号北海道町村議会

いますので、ごらんいただきたいと思います

議員公務災害補償等組合規約の変更について

が、使用料の定めでございますが、まちづく

の件は、原案のとおり可決されました。

り交付金の対象となっていない銀河ホール２
階部分につきましての上段半分ほどになりま

◎

議案第１２号

○議長（吉田敏男君）

日程第１６

すが、ホール、会議室、屋上、この部分につ
議案第

きましては交付金が入ってございませんの
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で、従前のままということで、変更はござい

ストランを運営していくということで、私ど

ません。

もが聞いているのは、ことしの４月１８日に

銀河ホールの下の１階部分を改修してござ

オープンをしたいということで、今、直営で

いますので、また、まちづくり交付金という

観光協会としてシェフですとか関連する従業

ことがございまして、交付金上の名称、それ

員等々の募集等々もあって、シェフについて

と使用料が取れないというような縛りの中か

は既に地元出身の方で採用が決定をしている

ら、使用料等を改正させていただくというよ

ということはお聞きしているところでありま

うになってございます。

す。具体的なメニュー等々については、まだ

なお、名称でございますが、事務室、それ

私どものほうには具体的なそういったメ

から地場産品・ベーカリーコーナー、レスト

ニューの内容等々についてのお話はありませ

ラン・厨房、これが１階部分の名称となって

ん。

ございます。使用料につきましては、電気料

以上です。

のみ実費使用料とし、施設の使用料について

○議長（吉田敏男君）

は取れないということで、削除させていただ

○９番（矢野利恵子君）

いています。

も家賃が全く要らない。そこを考えたら、観

９番。
レストランにして

そのほかにつきましては、多目的観光施設

光協会に丸投げするというやり方ではなく

事務室、多目的観光施設イベント物販スペー

て、平等に町内の業者さんに、ここでやらな

ス等ということになってございまして、これ

いかいというのを、まず声をかけてから、そ

は既定の条例の中にございます。

してだれもいなかった場合に観光協会がやっ

左側に移っていただきまして、附則でござ
いますが、この条例は、平成２３年４月１日
から施行することとしてございます。

ていくかと、そういう形にしたほうが住民の
理解を得られたのかなと。
そして、ベーカリーコーナーにしても、足

１８ページに新旧対照表を添付してござい

寄町には２件もおいしいパン屋さんがあるの

ますので、御参照いただきたいと存じます。

に、さらにベーカリーコーナーを設けるとい

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

うこのやり方が、やはり町民には受け入れが

きます。御審議のほどをよろしくお願い申し

たいかなと。もし、ベーカリーコーナーに町

上げます。

内の人に入ってもらおうと思ったけれども、

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

町内の人に断られたのだったら、違うものを
やろうというふうに臨機応変にやることはで

これから、質疑を行います。質疑はござい

きなかったものなのか、それをちょっとお聞

ませんか。

きしたいと思います。

９番。

○議長（吉田敏男君）

○９番（矢野利恵子君）

ここにレストラン

○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長。
ただいまの御質問

があるのですけれども、前と比べてかなり広

も先ほどと同様なのですけれども、この間、

くレストランをとっていますけれども、一体

何回か議会の中で同様の質問等々もございま

どんなレストランが入ることになっているの

した。今回、観光協会が事業を運営といいま

かをお聞きしたいと思います。

すか、主体的にレストランですとかベーカ

○議長（吉田敏男君）

リーですとか、そういった部分の運営を担っ

答弁、副町長。

○副町長（田中幸壽君）

お答えいたしま

す。

ていくということが決まったのは、一定の過
去の歴史があって、観光協会、商工会、農

従来から報告なり答弁なりでお答えをして

協、そして行政、この４者で検討委員会をつ

いるとおり、足寄観光協会が主体となってレ

くって、僕の記憶では過去１２回というふう
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に聞いていますけれども、さらにはワーキン

ベーカリーコーナーやレストランについて

ググループ等々もあって景観部会、そういっ

も、町民からそういう不満があった時点で、

た関係するところとの協議もあって、最終的

やり方を変更していくべきでなかったか。そ

に基本的には前回、この間の講演でもありま

のときに決まったから、これでいいんだとい

したけれども、道の駅については足寄町の観

う、何が何でもこれでやっていくではなく

光施設の拠点にすると、情報発信の場にする

て、町民から不満が出た時点でそれを改良す

と、そういったことをメーンに掲げて、ただ

るという、その気持ちが大切だったのではな

単にあそこがいろいろな民間の個店を入れた

いかなと。そのことから、この条例に対して

テナントで、もうけ主義でいくということで

反対いたします。

はなくて、別な意味でそういった慣行の情報

○議長（吉田敏男君）

発信の場でもあるということを考えれば、

せんか。

やっぱり観光協会が主体的になっていくとい

他に討論はございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

うことが一番ベストだということが決定をさ

○議長（吉田敏男君）

れていることで、このことについては機会を

ります。

これで、討論を終わ

とらえて議会にも報告をさせていただいてい

これから、議案第１２号あしょろ銀河ホー

ますので、今、いろいろな御質問があります

ル２１設置及び管理条例の一部を改正する条

けれども、さかのぼってのお答えということ

例の件を採決します。

にはなりませんので、御理解のほどをよろし

この表決は、起立によって行います。

くお願いしたいと思います。（発言する者あ

本件は、原案のとおり決定することに賛成

り）

の方は起立願います。

○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

せんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

したがって、議案第１２号あしょろ銀河

質疑なしと認めま

す。

ホール２１設置及び管理条例の一部を改正す
る条例の件は、原案のとおり可決されまし

これで、質疑を終わります。

た。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

◎

９番。
○９番（矢野利恵子君）

議案第１３号

○議長（吉田敏男君）
これについて反対

討論です。

日程第１７

議案第

１３号足寄町職員の勤務時間、休暇等に関す
る条例の一部を改正する条例の件を議題とい

銀河ホール２１のことについては、周辺の

たします。

交通広場にしても、交通広場なんか要らない

本件について提案理由の説明を求めます。

んじゃないかと、そこを駐車場にしてもらっ

総務課長

大塚博正君。

たほうがよかったという……。（発言する者

○総務課長（大塚博正君）

あり）関係ありますよ、交通広場を改めるっ

なりました議案第１３号足寄町職員の勤務時

て書いてありますよ。

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

それについては、やはりとても使いにくい
と。正式な南側・北側駐車場、そこから駅へ

ただいま議題と

例について提案理由の御説明を申し上げま
す。

行くにはかなりな距離を歩かなければならな

国家公務員におきまして土曜日、日曜日を

い。本当に使いにくい駅だということは、町

交代で勤務する職員や、早朝、夜間を交代で

民の間で評判になっている。

勤務する職員について、その勤務形態の特殊
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性から勤務時間中に休息時間が設けられてお

くっつけるということはしないということに

りますことから、本町においてもこれら特殊

してございます。

な形態の勤務に休息時間を置くこととして改
正するものでございます。

以上で、提案理由の御説明とさせていただ
きます。

なお、適用を受ける職場、職種につきまし

なお、右側に新旧対照表を添付してござい

ては、特別養護老人ホームの介護士、看護

ますので、御参照いただきたいと思います。

師、調理員と、国民健康保険病院の看護師で

御審議のほどをよろしくお願いを申し上げま

あります。

す。

改正条文の内容について申し上げます。

○議長（吉田敏男君）

足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条

理由の説明を終わります。

例の一部を改正する条例。

これをもって、提案

これから、質疑を行います。質疑はござい

足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条

ませんか。

例の一部を次のように改正する。

（「なし」と呼ぶ者あり）

第７条を次のように改める。

○議長（吉田敏男君）

休息時間でございますが、第７条、任命権

す。

質疑なしと認めま

者は、第４条第１項の公務の運営上の事情に

これで、質疑を終わります。

より特別の形態によって勤務する必要のある

これから、討論を行います。討論はござい

職員のうち、別に定める職員については、所

ませんか。

定の勤務時間のうちに、規則の定めるところ
により休息時間を置くものとする。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

附則でございますが、第１項として施行期

討論なしと認めま

す。

日でございますが、この条例は、平成２３年

これで、討論を終わります。

４月１日から施行することとしてございま

これから、議案第１３号足寄町職員の勤務

す。

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

経過措置といたしまして、第２項で、この

条例の件を採決します。

条例による改正後の規定は、この条例の施行

この表決は、起立によって行います。

の日以後に開始する勤務について適用するも

本件は、原案のとおり決定することに賛成

のでございます。

の方は起立願います。

なお、第７条で掲げております規則にゆだ
ねております内容でございますけれども、規

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

則で同時に改正をいたしまして、休息時間に

したがって、議案第１３号足寄町職員の勤

つきましては、おおむね４時間の勤務ごとに

務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

１５分間の休息を置くこととしてございま

る条例の件は、原案のとおり可決されまし

す。また、休息は、１回の勤務について２回

た。

までとすることとしてございます。
また、休息時間につきましては、始業の時

◎

議案第１４号

刻から連続し、または終業の時刻まで連続し

○議長（吉田敏男君）

てはならないこととしておりまして、休息は

１４号足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一

一応即勤務の態勢に戻れるようなの意味合い

部を改正する条例の件を議題といたします。

がございますから、休憩ではございませんの

本件について提案理由の説明を求めます。

で、そういった意味合いから始業時の初めに

総務課長

くっつけるとか、仕事の勤務の最後の時間に

日程第１８

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）
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議案第

ただいま議題と

なりました議案第１４号足寄町職員特殊勤務

務手当支給条例の一部を改正する条例の件を

手当支給条例の一部を改正する条例について

採決します。

提案理由の御説明を申し上げます。

この表決は、起立によって行います。

本条例の改正につきましては、特別養護老
人ホームの入所者の容体急変に備えまして、

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

夜間、看護師に自宅待機を命ずることとする
ため、これに対して、現在、国民健康保険病

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

院の看護師等に支給している救急呼出待機手

したがって、議案第１４号足寄町職員特殊

当と同様の手当を支給することができるとい

勤務手当支給条例の一部を改正する条例の件

うことの改正を行うものでございます。

は、原案のとおり可決されました。

改正内容について申し上げます。
足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を
改正する条例。

◎

議案第１５号

○議長（吉田敏男君）

足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を
次のように改正する。

日程第１９

議案第

１５号足寄町土地開発基金条例の一部を改正
する条例の件を議題といたします。

第７条第１項中、病院に勤務する医師以外
の職員を、特別養護老人ホーム及び病院に勤

本件について提案理由の説明を求めます。
総務課長

大塚博正君。

務する職員（医師を除く。）に改めるもので

○総務課長（大塚博正君）

ございます。

なりました議案第１５号足寄町土地開発基金

附則といたしまして、この条例は、平成２
３年４月１日から施行することとしてござい
ます。

ただいま議題と

条例の一部を改正する条例について提案理由
の御説明を申し上げます。
平成２２年１２月、第４回定例会にて行政

右側に新旧対照表を添付してございますの
で、御参照いただきたいと存じます。

報告いたしました用地取得計画及び庁舎駐車
場用地の買い戻し補正予算をお認めいただ

以上で、提案理由の説明とさせていただき

き、基金での保有額が確定いたしましたの

ます。御審議のほどをよろしくお願い申し上

で、基金の額を改正させていただくものでご

げます。

ざいます。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

足寄町土地開発基金条例の一部を改正する

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

条例。
足寄町土地開発基金条例の一部を次のよう

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

改正条文の内容について申し上げます。

に改正する。

質疑なしと認めま

す。

第２条第１項中、１億７,８１２万８,００
０円を９,３８２万５,０００円に改めるもの

これで、質疑を終わります。

でございます。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

すけれども、土地として保有する額が８,１

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

９,３８２万５,０００円の内訳でございま
８１万５,０００円でございます。現金とし

討論なしと認めま

す。

て保有する額が１,２００万９,５１６円と
なってございます。合わせて９,３８２万５,

これで、討論を終わります。

０００円の基金保有額となるということで、

これから、議案第１４号足寄町職員特殊勤

条例の基金の額の圧縮をお願いするというも
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のでございます。

の一部を改正する条例について提案理由の御

附則でございますが、この条例は、公布の
日から施行することとしてございます。

説明を申し上げます。
本条例の改正につきましては、自治会員の

右側に新旧対照表を添付してございますの
で、御参照いただきたいと思います。

減少により極端に利用頻度が低い旭丘農作業
管理休養施設と、それから自治会の統廃合に

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

よりまして自治会エリア内に２施設を有して

きますので、御審議のほどをよろしくお願い

いたもののうち、芽登地区でございますけれ

申し上げます。

ども、芽登中央集落センターについて地域よ

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

り廃止についての合意が得られましたことか
ら、二つの施設の廃止を行うもの、それから

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

現在建設中でございますが、本年度中に完成
ということで仮称南区コミュニティセンター

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

が完成いたしますことから、追加をさせてい

質疑なしと認めま

す。

ただく改正、また、施設の名称中、コミュニ
ティセンターなのですが、コミュニティーと

これで、質疑を終わります。

伸ばして呼ぶ呼び方と条例のようにコミュニ

これから、討論を行います。討論はござい

ティという表記方法でコミュニティセンター

ませんか。

という二つの表記がございますが、この際、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

改正させていただきまして、伸ばさないほう

討論なしと認めま

す。

のコミュニティセンターというものに名称を
統一させていただきたいと。

これで、討論を終わります。

なお、各それぞれ地域に建っておりますコ

これから、議案第１５号足寄町土地開発基

ミュニティセンターにつきましては、施設の

金条例の一部を改正する条例の件を採決しま

表示銘板もコミュニティセンターとなってい

す。

るということで一致をさせていただきなが

この表決は、起立によって行います。

ら、また、住民の方々もそういった名称で親

本件は、原案のとおり決定することに賛成

しんでいるということから、統一した改正と

の方は起立願います。

させていただきたいとするものでございま

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

す。

起立多数です。

改正条文の内容について申し上げます。

したがって、議案第１５号足寄町土地開発
基金条例の一部を改正する条例の件は、原案
のとおり可決されました。

足寄町公の施設条例の一部を改正する条
例。
足寄町公の施設条例の一部を次のように改
正する。

◎

議案第１６号

○議長（吉田敏男君）

日程第２０

別表第１中、足寄町芽登中央集落センター
議案第

で所在は足寄町芽登１６３４番地２でござい

１６号足寄町公の施設条例の一部を改正する

ますが、これを削り、コミュニティーセン

条例の件を議題といたします。

ターをコミュニティセンターに改める。それ

本件について提案理由の説明を求めます。

から、足寄町旭丘農作業管理休養施設、足寄

総務課長

町芽登１３０９番地、これを削り、足寄町鷲

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

府集会所、足寄町鷲府１４４番地の５の次

なりました議案第１６号足寄町公の施設条例

に、足寄町南区コミュニティセンター、足寄
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町南５条２丁目８番地を新たに加えるもので

○総務課長（大塚博正君）

ございます。

なりました議案第１７号足寄町定住自立圏形

附則といたしまして、この条例は、平成２
３年４月１日から施行することとしてござい
ます。

ただいま議題と

成協定の議決に関する条例の制定について提
案理由の御説明を申し上げます。
十勝圏の定住自立圏構想につきましては、

右側に新旧対照表を添付してございますの
で、御参照いただきたいと存じます。

平成２２年１２月の第４回定例会で行政報告
いたしましたが、帯広市による中心市宣言が

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

昨年１２月１５日に行われ、帯広市と町村の

きます。御審議のほどをよろしくお願い申し

１対１の定住自立圏形成協定の締結に向け

上げます。

て、現在、作業を進めているところでござい

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

ます。本年６月には、各市町村議会で定住自
立圏形成協定締結の議決を目指しているとこ

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

ろでございます。
この協定の締結・変更に当たりましては、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

地方自治法第９６条第２項に基づく議決案件

質疑なしと認めま

す。

でありますことから、条例の制定をお願いす
るものでございます。

これで、質疑を終わります。

制定条文について申し上げます。

これから、討論を行います。討論はござい

足寄町定住自立圏形成協定の議決に関する

ませんか。

条例。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

地方自治法第９６条第２項の規定に基づ

討論なしと認めま

す。

き、定住自立圏形成協定の締結・変更及び同
協定の廃止を求める旨の通告は、議会の議決

これで、討論を終わります。

すべき事件とする。

これから、議案第１６号足寄町公の施設条
例の一部を改正する条例の件を採決します。
この表決は、起立によって行います。

日から施行するものでございます。
以上で、提案理由の御説明とさせていただ

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

きますので、御審議のほどをよろしくお願い
申し上げます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

附則でございますが、この条例は、公布の

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

理由の説明を終わります。

したがって、議案第１６号足寄町公の施設
条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

おり可決されました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

◎

議案第１７号

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

日程第２１

質疑なしと認めま

す。
議案第

１７号足寄町定住自立圏形成協定の議決に関
する条例の制定についての件を議題といたし

これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

本件について提案理由の説明を求めます。

○議長（吉田敏男君）

総務課長

す。

大塚博正君。
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討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

金に属する現金の管理について、第５条は基

これから、議案第１７号足寄町定住自立圏

金から生じる運用益金の処理について、第６

形成協定の議決に関する条例の制定について

条は繰り替え運用について、第７条は基金の

の件を採決します。

処分について、それぞれ規定しております。

この表決は、起立によって行います。

第８条は、委任規定でございます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

附則としまして、１、この条例は、公布の

の方は起立願います。

日から施行する。２、この条例は、平成２５

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

年３月３１日限りで、その効力を失う。この

全員の起立です。

場合において、交付金相当分に残額があると

したがって、議案第１７号足寄町定住自立
圏形成協定の議決に関する条例の制定につい
ての件は、原案のとおり可決されました。

きは、当該残額に相当する金額を予算に計上
して、国庫に納付するものとする。
以上で、提案理由の御説明とさせていただ
きます。どうぞ御審議のほどをよろしくお願

◎

議案第１８号

○議長（吉田敏男君）

日程第２２

いいたします。
議案第

１８号足寄町住民生活に光をそそぐ基金条例
の制定についての件を議題といたします。

理由の説明を終わります。
ませんか。

櫻井光雄君。

○住民課長（櫻井光雄君）

これをもって、提案

これから、質疑を行います。質疑はござい

本件について提案理由の説明を求めます。
住民課長

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
ただいま議題と

なりました議案第１８号足寄町住民生活に光

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

をそそぐ基金条例の制定について提案理由の

これで、質疑を終わります。

御説明を申し上げます。

これから、討論を行います。討論はござい

本条例は、国の円高・デフレ対応のための

ませんか。

緊急総合経済対策の一環として創設されまし

（「なし」と呼ぶ者あり）

た住民生活に光をそそぐ交付金を、本年度に

○議長（吉田敏男君）

おいて基金として積み立てし、平成２３年度

す。

討論なしと認めま

から２４年度までの２カ年において、消費生

これで、討論を終わります。

活相談を初めＤＶ対策・自殺予防等の弱者対

これから、議案第１８号足寄町住民生活に

策、自立支援等の取り組みを強化し、住民が

光をそそぐ基金条例の制定についての件を採

抱える諸問題の社会的解決を図るため制定す

決します。

るものでございます。

この表決は、起立によって行います。

次に、制定条文について御説明申し上げま
す。議案の２５ページをお開き願います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

議案第１８号足寄町住民生活に光をそそぐ
基金条例。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

第１条において、基金の設置目的を規定し
ております。

全員の起立です。

したがって、議案第１８号足寄町住民生活
に光をそそぐ基金条例の制定についての件

第２条において、基金の額は一般会計歳入

は、原案のとおり可決されました。

歳出予算で定める額とする規定でございま
す。

◎

第３条は基金の経理について、第４条は基

意見書案第１号

○議長（吉田敏男君）
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日程第２３

意見書

案第１号地域医療存続のための医師確保に関

○議長（吉田敏男君）

する意見書の件を議題といたします。

理由の説明を終わります。

本件について提案理由の説明を求めます。
４番

井脇昌美君。

これをもって、提案

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

○４番（井脇昌美君）

ただいま議題となり

（「なし」と呼ぶ者あり）

ました意見書案第１号地域医療存続のための

○議長（吉田敏男君）

医師確保に関する意見書、朗読をもって意見

す。

質疑なしと認めま

書の提出を申し上げますので、よろしくお願

これで、質疑を終わります。

いいたします。

これから、討論を行います。討論はござい

医師不足の現状は、抜本的解決がなされ

ませんか。

ないまま深刻な社会問題となっており、閉

（「なし」と呼ぶ者あり）

鎖 に追い込まれ る診療科や 病院のみなら

○議長（吉田敏男君）

ず、地域医療が崩壊する危機的状況も生じ

す。

ております。

討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

平成１６年に始まった「新医師臨床研修

これから、意見書案第１号地域医療存続の

制度」により、医師の地域偏在が進み、地

ための医師確保に関する意見書の件を採決し

方 で勤務する医 師の不足が 深刻な状態に

ます。

なっており、医師不足からくる過酷な勤務

お諮りをいたします。

状況であるとともに出張医勤務に多額な費

本件は、原案のとおり決定することに御異

用を要して病院経営が非常に困難な状況に

議ございませんか。

あることから、早急な解消対策が求められ
ている。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

住民の安全と安心を確保するため、救急

異議なしと認めま

す。

医療をはじめとする地域医療体制の整備に

したがって、意見書案第１号地域医療存続

当り、何よりもまず安定した医師の確保が

のための医師確保に関する意見書の件は、原

必要である。

案のとおり可決されました。

以上のことから、地方の医師不足と医師
の偏在を解消し、安心できる地域医療体制

◎

意見書案第２号

が存続できるよう下記の施策を国において

○議長（吉田敏男君）

緊急に講ぜられることを求める。

案第２号平成２３年度畜産物価格決定等に関

記

日程第２４

意見書

する要望意見書の件を議題といたします。

医師不足の解消や地域ごと・診療科ごとの

本件について提案理由の説明を求めます。

医師偏在の是正を図るために、医師臨床研

１０番

谷口二郎君。

修において医師の技術修得はもとより「医

○１０番（谷口二郎君）

は仁術」という医療の基本を修得すること

成２３年度畜産物価格決定等に関する要望意

に期し、医師不足地域での数年間の勤務義

見書の関係について提案をさせていただきま

務など医師派遣体制を構築する法的措置を

す。

講じること。

意見書案第２号平

北海道・十勝の酪農・畜産は、厳しい気象

ただいま読ませていただきました医師確保

条件と地理的条件の下で、専業経営を主体に

に関する意見書を提出させていただきます。

展開し、安全・安心な牛乳乳製品及び職人の

よろしく御賛同のほどを申し上げたいと思い

安定供給に加え、国土・環境保全など多面的

ます。

機能の発揮に重要な役割を果たしています。
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また、乳業など関連企業とともに、地域経

以上、既に皆様のお手元に配付しておりま

済・社会・雇用等を支える基幹産業として重

すので、提案を割愛させていただきます。よ

要な役割を担っています。

ろしく御賛同のほどをお願い申し上げて、提

しかしながら 、酪農・畜 産の経営環境

案とさせていただきます。

は、配合飼料価格など生産資材価格高騰と

○議長（吉田敏男君）

高止まりによる生産コスト上昇の影響が残

理由の説明を終わります。

るか、景気悪化による消費の減少や生産者
手取り価格の低下などから厳しい状況が続

これをもって、提案

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

いています。加えて、２２年度は猛暑によ

（「なし」と呼ぶ者あり）

る生乳生産基盤へのダメージ等によって、

○議長（吉田敏男君）

より一層厳しい局面を迎え、将来にわたる

す。

質疑なしと認めま

畜産物の安定供給体制が危惧される状況に

これで、質疑を終わります。

あります。

ただいま議題となっております意見書案第

また、例外なき関税撤廃を原則とするＴ

２号平成２３年度畜産物価格決定等に関する

ＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）交渉

要望意見書の件は、総務産業常任委員会に付

への参加問題や日豪ＥＰＡ交渉の加速化な

託し、会期中の審査とすることにしたいと思

ど 、わが国の酪 農・畜産の 市場開放をめ

います。これに御異議ございませんか。

ぐって危機的な状況に晒されています。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

一方、国は「 食料・農業 ・農村基本計
画」において、１０年後の食料自給率を５

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

０％へ向上させる目標を掲げ、畜産物につ

したがって、意見書案第２号平成２３年度

いては現状と同程度の生産目標数量を設定

畜産物価格決定等に関する要望意見書の件

し、各般の施策を総合的かつ計画的に推進

は、総務産業常任委員会に付託することに決

していくこととしています。

定をいたしました。

したがって、わが国の食料供給を支える
北海道・十勝の酪農畜産が、食料自給率向

なお、本件は、会期中の休会中に審査の
上、報告をお願いいたします。

上に寄与しながら、持続的に発展するため
には、農業者が抱いている国際化対応など

◎

陳情第１号

への将来不安を払拭することが重要であり

○議長（吉田敏男君）

ます。その上で、所得補償政策と経営安定

１号「介護保険（見直し）案に対する意見

政策の確立、自給飼料生産の強化や家畜改

書」の提出を求める陳情書の件を議題といた

良の推進等による生産基盤の強化、海外悪

します。

日程第２５

陳情第

性伝染病等の発生に備えた防疫対策等を積

ただいま議題となっております陳情第１号

極的に推進することが不可欠であります。

「介護保険（見直し）案に対する意見書」の

ついては、国民の基礎的食料の安定供給

提出を求める陳情書の件は、文教厚生常任委

及び地域経済・社会を支える酪農・畜産の

員会に付託し、会期中の審査にしたいと思い

持続的発展と、担い手の所得向上及び経営

ます。これに御異議ございませんか。

安定に向けて、綜合的な政策を推進される

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

よう下記事項をそえて強く要望致します。

○議長（吉田敏男君）

一つは、平成２３年度畜産物価格等につい

す。

て４項目。次に、平成２４年度酪農・畜産政
策について１１項目。

異議なしと認めま

したがって、陳情第１号「介護保険（見直
し）案に対する意見書」の提出を求める陳情
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書の件は、文教厚生常任委員会に付託し、会
期中の審査とすることに決定をいたしまし
た。
なお、本件は、会期中の休会中に審査の
上、報告をお願いいたします。
◎

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。
本日は、これで散会をいたします。
次回の会議は、３月１６日午前１０時より
開会をいたします。大変御苦労さまでござい
ます。
午後

７時１７分

散会
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