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日程第

１

行政報告（町長）＜Ｐ３～Ｐ４＞

追加日程第

１

議案第３０号

平成２３年度足寄町一般会計予算（予算審査特別委員会）
＜Ｐ５～Ｐ６＞

追加日程第

２

議案第３１号

平成２２年度足寄町国民健康保険事業特別会計予算（予算
審査特別委員会）＜Ｐ６＞

追加日程第

３

議案第３２号

平成２３年度足寄町簡易水道特別会計予算（予算審査特別
委員会）＜Ｐ６＞

追加日程第

４

議案第３３号

平成２３年度足寄町公共下水道事業特別会計予算（予算審
査特別委員会）＜Ｐ６～Ｐ７＞

追加日程第

５

議案第３４号

平成２３年度足寄町介護保険特別会計予算（予算審査特別
委員会）＜Ｐ７＞

追加日程第

６

議案第３５号

平成２３年度足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業
特別会計予算（予算審査特別委員会）＜Ｐ７＞

追加日程第

７

議案第３６号

平成２３年度足寄町介護サービス事業特別会計予算（予算
審査特別委員会）＜Ｐ７～Ｐ８＞

追加日程第

８

議案第３７号

平成２３年度足寄町後期高齢者医療特別会計予算（予算審
査特別委員会）＜Ｐ８＞

追加日程第

９

議案第３８号

平成２３年度足寄町上下水道事業特別会計予算（予算審査
特別委員会）＜Ｐ８＞

追加日程第１０

議案第３９号

平成２３年度足寄町国民健康保険病院事業会計予算（予算
審査特別委員会）＜Ｐ８～Ｐ９＞

追加日程第１１

意見書案第３号

介護保険制度の充実を求める意見書＜Ｐ９＞

追加日程第１２

会議案第１号

足寄町議会総合条例の制定について＜Ｐ９～Ｐ２６＞

追加日程第１３

議案第４０号

足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例＜Ｐ２７～Ｐ２９＞

追加日程第１４

閉会中継続調査申出書＜Ｐ２９＞
（議 会 運 営 委 員 会）
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午前１０時００分

開議

おいて浅川雅巳氏が、また、平成２２年６月
８日開催の第２回定例会において丸山公嗣

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

氏、ほか２名が最高裁判所へ上告の提起及び

全員の出席でござい

ます。これから、本日の会議を開きます。

上告受理申し立てを行った旨を行政報告いた
しました。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

仮換地指定処分等取消請求事件でございま
すけれども、平成２３年３月１８日付で棄却
等されたという通知が、最高裁判所より郵送

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

され、３月２２日付で受理をいたしましたの

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

で、決定内容について御報告を申し上げま
す。

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

どちらの決定内容も同一のものであり、
昨

『「上告の提起」については「棄却する」、

日開催されました第１回定例会に伴います議

「上告受理申立て」については「受理しな

会運営委員会の協議の結果を報告いたしま

い」、上告費用及び申立費用は上告人兼申立

す。

人らの負担とする』という主文内容でありま

本日は、最初に、町長から行政報告を受け

す。

ます。

理由といたしましては、『「上告の提起」

次に、本会議休憩中に予算審議を行いま
す。

は、民事事件においては最高裁判所に上告す
ることが許されるのは違憲事由が存在するこ

以上で、報告を終わらせていただきます。
○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。

とを理由とする場合であるが、本件上告理由
は、違憲を言うが、その実質は事実誤認又は
単なる法令違反を主張するもので、民事訴訟
法に規定する事由に該当しない。「上告受理

◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第１

申立て」については、民事訴訟法第３８１条
行政報告

を行います。

第１項により受理すべきものと認められな
い』という内容であります。

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

いても、法に従って行ってきた本件仮換地指

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

施行者といたしましては、最高裁判所にお
定処分の適法性が認められたものと考えてお

議長のお許しをい

ります。

ただきましたので、行政報告を申し上げたい
というふうに思います。

以上、土地区画整理事業に係る訴訟等の御
報告といたします。

なお、行政報告につきましては、区画整理

次に、東北地方太平洋沖地震にかかわる本

事業に関する件、それと、口頭で申しわけご

町の支援の状況、直近の状況、口頭でござい

ざいませんけれども、東北地方の太平洋沖地

ますけれども、報告を申し上げます。

震にかかわる支援の関係について、口頭で支

まず、支援物資の関係でございますが、本

援の現状、少し報告をさせていただきたいと

日、足寄町が災害用ということで備蓄をして

いうふうに思います。

おります物品、本日中に帯広の自衛隊、第５

まず、土地区画整理事業にかかわる訴訟等
についての件でございます。

旅団のほうに届けると。これは足寄町だけに
限らず、全十勝で取りまとめというようなこ

平成２２年５月７日開催の第３回臨時会に

とでございます。
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備蓄品の非常食、それから毛布、それから

をし、それぞれ帯広市を中心に派遣されてい

保存水、寝袋、それから携帯用の簡易トイレ

るところでございますけれども、このたび第

等々でございます。お金で換算しますと、約

６次の救急交代要員ということで、この３町

２００万円相当ぐらいになるかなということ

で構成しております行政事務組合、消防本部

でございますけれども、本日中に帯広第５旅

のほうに２名の派遣という要請が参りまし

団のほう、駐屯地のほうに送り届けるという

た。

ことにいたしました。

この２名のうち、本別署並びに足寄署から

それから、次に、被災地の中で、避難所の

各１名ずつ、３月２８日から４月３日の７日

状況、暖房が不足をしているというようなこ

間の予定で派遣をするということで、今現

とで連日報道されているわけでありますけれ

在、詳細を詰めている最中でございます。

ども、日本の森バイオマスネットワークとい

以上、報告とさせていただきますけれど

う組織がございまして、ここと現地との間

も、引き続き、また、いろんな要請を含め

で、やはりペレットストーブ、それからペ

て、可能な限りの支援をしてまいりたいとい

レット燃料、これの要望が非常に高いという

うふうに考えておりますので、議員各位にお

ことで、実は私どものほうでも、ペレットス

かれましても、特段の御理解をいただきます

トーブ、それからペレット燃料をお届けでき

ようお願い申し上げまして、行政報告とさせ

ないかということで考えて、少し検討させて

ていただきます。

いただいたのですけれども、やっぱりストー

○議長（吉田敏男君）

ブの確保が難しいということで、まだ実現し

終わります。

ておりませんでした。

これで、行政報告を

ここで、暫時休憩をいたします。休憩中

先ほど申し上げました、このネットワーク
のほうで、いろいろストーブを製造している

に、予算審査特別委員会の開催をお願いをい
たします。

会社等々から、ストーブの確保ができつつあ

午前１０時１０分

休憩

ると。しかし燃料が足りないということで、

午後１３時５３分

再開

このネットワークを通じて、町のほうにペ

○議長（吉田敏男君）

レット燃料を確保できないかという要請が参

再開をいたします。

りました。

休憩を閉じ、会議を

ここで暫時休憩をいたします。

ペレットの協同組合のほうとも協議をし、
今現在、在庫のある約８トン程度になる見込

休憩中に議会運営委員会をお開きをいただ
きたいと存じます。

みでありますけれども、この８トン程度を、

午後１３時５４分

休憩

急遽町のほうで購入をし、気仙沼市中心にな

午後１４時４８分

再開

るというふうに今のところ情報をいただいて

○議長（吉田敏男君）

いますけれども、一両日中に発送をしたいと

再開をいたします。

休憩を閉じ、会議を

いうことで取り組みをしているということで
ございますので、御理解をいただきたいとい
うふうに思います。

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

費用につきましては、既定予算のやりくり

長から、会議の結果の報告を願います。

の中で捻出をしながら対応をしていきたいと
いうふうに考えております。

議会運営委員会委員

議会運営委員会委員長

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

た

それから、人的派遣のほうでありますけれ

だいま開催されました、第１回定例会に伴う

ども、これにつきましては、消防の関係で、

議会運営委員会の協議の結果を報告いたしま

十勝的に十勝地区緊急消防援助隊という結成

す。
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これより、本日の日程に追加し、３月１８

１,７２１万３,０００円。これについては、

日の本会議で予算審査特別委員会に付託いた

私も夏場とても暑くて、自分自身としては欲

しました議案第３０号から議案第３９号まで

しいとは思うのですけれども、やはり毎年開

の平成２３年度予算について、予算審査特別

いていた、ことしも開いた集まりの中で、三

委員会の審査報告を受け、審議を行います。

十何人かの話し合いの中ではだめだと。去年

次に、意見書案第３号と会議案第１号を即

が特に暑かったのであって、そして、今まで

決で審議をいたします。

我慢しいていたのだから、もうちょっと我慢

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、委員長の

してもいいのではないかと、そういう意見が
ありました。

報告を終わります。

次、２番目に、まちづくり交付金事業、足
寄銀河ホール２１外構工事の１,９８０万３,

◎

日程追加の議決

○議長（吉田敏男君）

０００円。銀河ホールの周りは本当に使いに

お諮りをいたしま

す。

くい。車いすも、正面からあんな遠くではな
くて、国道からちゃんと車いすで上れる場所

足寄町議会会議規則第２２条の規程によ
り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

がはっきりわかるような、そういう使いやす
いつくり方をしてほしい。

程に追加し、審議することにしたいと思いま
す。

次、３点目、博物館運営経費の３,７８０
万円。これ、同じ指定管理者、足寄町は二つ

これに御異議ありませんか。

指定管理者制度をやっていますけれども、大

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

規模措置のほうからはお金をもらう、こっち

異議なしと認めま

す。

にはお金を払う、その整合性がとれないので
はないか。住民全体のことを考えたら、農家

したがって、追加議事日程のとおり、日程

のほうにこそお金を渡すべきではないか。

に追加し、審議することに決定をいたしまし
た。

次、４点目、職員費。職員費のうちの時間
外夜間休日勤務手当の６,６０９万５,０００
円。これを決めるについて、どこの部署のど

◎

議案第３０号から議案第３９号まで

○議長（吉田敏男君）

議案

全く調べないで、この値段を決めている。普

第３０号平成２３年度足寄町一般会計予算の

通の民間企業だったらつぶれてしまいます。

件から、追加日程第１０

追加日程第１

の人が多く使っているとか、そういうことを

議案第３９号平成

こんなやり方で決めるこの時間外手当、そ

２３年度足寄町国民健康保険病院事業会計予

して、一般住民にはない持ち家手当。では、

算までの１０件を一括議題といたします。

持ち家手当の出ない町民には出ていけという

本件における委員長の報告は、別紙配付の

ことなのかという意見がやはり根強くある。

とおり原案可決です。

この４点について反対いたします。

これにて、委員長の報告を終わります。

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第３０号平成２３年度足寄

ませんか。

町一般会計予算の件の討論を行います。

他に反対討論ござい

（「なし」と呼ぶ者あり）

本件に対する反対討論の発言を許します。

○議長（吉田敏男君）

９番矢野利恵子君。

言を許します。ございませんか。

○９番（矢野利恵子君）

これについては、

４点ついて。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

まず１点目は、役場庁舎空調設備事業の

次に、賛成討論の発

ります。
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これで、討論を終わ

これから、議案第３０号平成２３年度足寄
町一般会計予算の件を採決をいたします。

形にしていったほうが、そうやって徐々に減
らしていったほうがいいのではないかなとい

本件に対する委員長の報告は可決です。本

うところから反対いたします。

件は、委員長の報告のとおり決定することに

○議長（吉田敏男君）

賛成の方は起立願います。

言を許します。ございませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

次に、賛成討論の発

（「なし」と呼ぶ者あり）

起立多数です。

○議長（吉田敏男君）

したがって、議案第３０号平成２３年度足

ます。

寄町一般会計予算の件は、原案のとおり可決
されました。

これで討論を終わり

これから、議案第３２号平成２３年度足寄
町簡易水道特別会計予算の件を採決をしま

これから、議案第３１号平成２３年度足寄

す。

町国民健康保険事業特別会計予算の件の討論
を行います。

本件に対する委員長の報告は可決です。本
件は、原案のとおり決定することに賛成の方

本件に対する反対討論の発言を許します。

は起立願います。

ございませんか。

（賛成者起立）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

次に、賛成討論の発

言を許します。

したがって、議案第３２号平成２３年度足
寄町簡易水道特別会計予算の件は、原案のと

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

おり可決されました。

これで、討論を終わ

ります。

これから、議案第３３号平成２３年度足寄
町公共下水道事業特別会計予算の件の討論を

これから、議案第３１号平成２３年度足寄

行います。

町国民健康保険事業特別会計予算の件を採決

本件に対する反対討論を許します。

をします。

９番矢野利恵子君。

本件に対する委員長の報告は可決です。本

○９番（矢野利恵子君）

これについても、

件は、委員長の報告のとおり決定することに

持ち家手当について。もし３０歳で家を建て

賛成の方は起立願います。

て、退職するまでにもらう持ち家手当は約６

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

００万円になってしまう。それを考えたら、

全員の起立です。

住民、平等に家を建てる人には２００万円ず

したがって、議案第３１号平成２３年度足

つ上げるよというふうにすれば、１軒ではな

寄町国民健康保険事業特別会計予算の件は、

くて、３軒の新しい家を建てることに協力も

原案のとおり可決されました。

できる。それを考えたら、町職員だけの持ち

これから、議案第３２号平成２３年度足寄

家手当について、反対いたします。

町簡易水道特別会計予算の件の討論を行いま

○議長（吉田敏男君）

す。

言を許します。ございませんか。

本件に対する反対討論の発言を許します。
９番矢野利恵子君。
○９番（矢野利恵子君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

一人分だけですけ

次に、賛成討論の発

これで、討論を終わ

ります。

れども、持ち家手当の部分。これでいくと、

これから、議案第３３号平成２３年度足寄

１万８,５００円を毎月もらっているわけで

町公共下水道事業特別会計予算の件を採決を

すけれども、やはり５００円ずつ毎年減らし

します。

ていって、３７年間で廃止するようにという
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本件に対する委員長の報告は可決です。本

件は、原案のとおり決定することに賛成の方

業は見直すべきだということで反対いたしま

は起立願います。

す。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

次に、賛成討論の発

言を許します。ございませんか。

したがって、議案第３３号平成２３年度足

（「なし」と呼ぶ者あり）

寄町公共下水道事業特別会計予算の件は、原

○議長（吉田敏男君）

案のとおり可決されました。

ります。

これで、討論を終わ

これから、議案第３４号平成２３年度足寄

これから、議案第３５号平成２３年度足寄

町介護保険特別会計予算の件の討論を行いま

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

す。

業特別会計予算の件を採決をします。

本件に対する反対討論の発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

本件に対する委員長の報告は可決です。本
件は、原案のとおり決定することに賛成の方

次に、賛成討論の発

は起立願います。

言を許します。

（賛成者起立）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

ります。

起立多数です。

したがって、議案第３５号平成２３年度足
寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

これから、議案第３４号平成２３年度足寄
町介護保険特別会計予算の件を採決をしま

事業特別会計予算の件は、原案のとおり可決
されました。

す。

これから、議案第３６号平成２３年度足寄

本件に対する委員長の報告は可決です。本
件は、原案のとおり決定することに賛成の方

町介護サービス事業特別会計予算の件の討論
を行います。

は起立願います。

本件に対する反対討論の発言を許します。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

９番矢野利恵子君。

全員の起立です。

○９番（矢野利恵子君）

これについても、

したがって、議案第３４号平成２３年度足

持ち家手当の部分について。もし２５歳で家

寄町介護保険特別会計予算の件は、原案のと

を建てたとしたら、退職するまで７００万円

おり可決されました。

近く、町内の新しく家を建てる人に１００万

これから、議案第３５号平成２３年度足寄

円ずつ補助するというふうに平等にしても、

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

７軒の新しい家に補助するということができ

業特別会計予算の件の討論を行います。

る。そのほうが町民の理解を得られやすい。

本件に対する反対討論の発言を許します。

町職員だけに与えられたこのような特権は、

９番矢野利恵子君。

やはりよくないのではないかというところか

○９番（矢野利恵子君）

これについては、

ら、これに反対いたします。

北区のほうをやるということで、あの地区に

○議長（吉田敏男君）

住んでいる人の中には、やはりお年寄りで、

言を許します。

これを機会に新しく家を建てるなんて無理

ございませんか。

だ、やはりここには住めなくなるかもしれな
いと言っている人がいる。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

そんな中で、無理やり進めていって、空き

次に、賛成討論の発

これで、討論を終わ

ります。

地をふやすということにはならない。やはり

これから、議案第３６号平成２３年度足寄

これ以上空き地をふやさないために、この事

町介護サービス事業特別会計予算の件を採決
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をします。

いと。そうしたら、給料だって国家公務員と

本件に対する委員長の報告は可決です。本

違うのだから従えないのではないかと。

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。

企業がどれくらいの平均値の給料なのか、そ

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

要するに、人事院の勧告ではなく、町内の
れを踏まえてやるべきではないかと。そのこ

起立多数です。

とから、これに、人事院で勧告もしていると

したがって、議案第３６号平成２３年度足

いうことで反対いたします。

寄町介護サービス事業特別会計予算の件は、

○議長（吉田敏男君）

原案のとおり可決されました。

言を許します。

これから、議案第３７号平成２３年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）

町後期高齢者医療特別会計予算の件の討論を

○議長（吉田敏男君）

行います。

ります。

本件に対する反対討論の発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

これから、議案第３８号平成２３年度足寄
町上水道事業会計予算の件を採決をします。

次に、賛成討論の発

言を許します。

本件に対する委員長の報告は可決です。本
件は、原案のとおり決定することに賛成の方

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に、賛成討論の発

は起立願います。

これで、討論を終わ

ります。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

これから、議案第３７号平成２３年度足寄

したがって、議案第３８号平成２３年度足

町後期高齢者医療特別会計予算の件を採決を

寄町上水道事業会計予算の件は、原案のとお

します。

り可決されました。

本件に対する委員長の報告は可決です。本

これから、議案第３９号平成２３年度足寄

件は、原案のとおり決定することに賛成の方

町国民健康保険病院事業会計予算の件の討論

は起立願います。

を行います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

本件に対する反対討論の発言を許します。

全員の起立です。

９番矢野利恵子君。

したがって、議案第３７号平成２３年度足

○９番（矢野利恵子君）

やはり平等に、今

寄町後期高齢者医療特別会計予算の件は、原

まで反対してきたのと同じ理由で、この持ち

案のとおり可決されました。

家手当の部分について反対いたします。

これから、議案第３８号平成２３年度足寄
町上水道事業会計予算の件の討論を行いま

○議長（吉田敏男君）
言を許します。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

本件に対する反対討論の発言を許します。

○議長（吉田敏男君）

９番矢野利恵子君。

ります。

○９番（矢野利恵子君）

次に、賛成討論の発

これで、討論を終わ

これについても、

これから、議案第３９号平成２３年度足寄

持ち家手当ですけれども、何といっても人事

町国民健康保険病院事業会計予算の件を採決

院で勧告している。持ち家手当は廃止しなさ

をします。

いよと。人事院で勧告しているからといっ

本件に対する委員長の報告は可決です。本

て、給料を上げるときにはやっておきなが

件は、原案のとおり決定することに賛成の方

ら、下げなさい、廃止しなさいよという部分

は起立願います。

については、国家公務員とは違うから従えな
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（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

サービス利用料等、減免制度の拡充を図るこ

したがって、議案第３９号平成２３年度足

と。

寄町国民健康保険病院事業会計予算の件は、
原案のとおり可決されました。

３、居宅介護支援、介護予防支援などに利
用者負担を導入しないこと。
４、軽度者に対する給付に利用者負担の引

◎

意見書案第３号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１１

き上げを行わないこと。
意

見書案第３号介護保険制度の充実を求める意

５、多床室利用者に室料負担を求めないこ
と。

見書の件を議題といたします。

６、被保険者範囲を４０歳未満に拡大しな

本件について、提案理由の説明を求めま

いこと。

す。

以上、地方自治法第９９条の規定により、

１番星孝道君。
○１番（星孝道君）

意見書を提出いたします。
介護保険制度の充実を

求める意見書。

どうぞ御審議の上、よろしく御承認いただ
きますようお願いいたします。

介護保険制度の見直しについては、介護
サービス基盤強化のための介護保険法等の一

○議長（吉田敏男君）

理由の説明を終わります。

部を改正する厚生労働省案の概要が公表され
ました。

これをもって、提案

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行
います。質疑はございませんか。

医療と介護の連携強化や、介護人材の確保

（「なし」と呼ぶ者あり）

とサービスの質の向上など、現在直面してい

○議長（吉田敏男君）

る課題について見直しを図る一方で、保険料

す。

質疑なしと認めま

など、利用者の負担増とサービス削減が盛り

これで、質疑を終わります。

込まれている内容となっております。

これから、討論を行います。討論はござい

政府においては、２０１２年度介護保険制

ませんか。

度改正案では、新たに２４時間対応の定期巡

（「なし」と呼ぶ者あり）

回随時対応サービスの創設と、財政安定化基

○議長（吉田敏男君）

金取り崩しを内容とする改正にとどめ、改正

す。これで、討論を終わります。

案のほとんどを見送りいたしました。

討論なしと認めま

これから、意見書案第３号介護保険制度の

高齢化の急速な進行は既定の事実ですが、

充実を求める意見書の件を採決をします。

一人暮らしや老老介護の世代もふえ、新たな

○議長（吉田敏男君）

法的介護体制の整備は急務となっています。

す。

現状でも、医療と介護の両方が必要な高齢
者は、行き所がなくなって、家族が仕事をや

本件は、原案のとおり決定することに御異
議ございませんか。

めて介護に専念する中、悲惨な事故を誘発す

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

るなど、負担あって介護なしの実態を一層深

○議長（吉田敏男君）

刻化しております。

す。

介護の社会化という制度の理念を実現する
ために、次のことを強く求めます。

お諮りをいたしま

異議なしと認めま

したがって、意見書案第３号介護保険制度
の充実を求める意見書の件は、原案のとおり

一つ、介護保険を安心して利用できる制度

可決されました。

にするために、国庫負担を１０％引き上げる
など、公費負担を引き上げること。

◎

２、要支援などのサービス除外は行わず、

会議案第１号

○議長（吉田敏男君）
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日程第１２

会議案

第１号足寄町議会総合条例の制定についての
件を議題といたします。

第１１１条の議案の提出では、委員会が議

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

案を提出する条を挿入いたしました。
第１２４条の傍聴の取り扱いでは、秘密会

１４番菊地一將君。
○１４番（菊地一將君）

しました。

以外の委員会は公開とし、傍聴することがで
ただいま議題とな

きることを挿入いたしました。

りました会議案第１号足寄町議会総合条例の

第１３３条では閉会中の所管事務調査につ

制定について、提案理由の説明をいたしま

いて、第１３４では議員の視察調査を挿入い

す。

たしました。第１４１条では、秩序保持に関

最初に、総合条例の概要について御説明を
申し上げます。

する措置を挿入いたしました。
第５章の請願では、第５３条の請願の委員

第１章の法則では、第１条は目的でありま

会付託に、第６項で、請願の審査に対しては

す。第２条以下、第２１条までは本会議の基

委員会に付託し、提案者に意見陳述をさせな

本的理念についてであります。

ければならないを挿入いたしました。

第２章は、本会議の条項であります。条文

第１１章の傍聴では、第１９０条で、傍聴

中、既存の会議規則の会議規則運用例、委員

における写真、ビデオ撮影及び録音等の自由

会条例等の規程について盛り込んでおりま

を挿入いたしました。

す。

第１２章の議会広報の発行では、第１９３

第２２条の参集の第２項では、議員登庁表
示器を挿入いたしました。

条から１９６条まで、既存の規程を見直し、
文言等を整理し、挿入をいたしました。

第２５条の議席の第６項では、番号の次に
「及び氏名表」を挿入いたしました。

１３章では、新たに議会中継についての条
文を挿入いたしました。

第８２条の質疑の回数では、第１項で質疑

１９章では、本総合条例が議会運営におけ

の回数制限は行わないを挿入し、同条第２項

る最高規範と位置づけ、最高規範性及び見直

では、質疑に当たっては、一問一答方式によ

し手続を第２３６条から第２３８条まで挿入

り行うことを挿入いたしました。

いたしました。

８９条の一般質問では、第１０項の、質問
者は質問事項を一問一答方式として述べるを
挿入いたしました。

以上が総合条例の概要でございます。
次に、３月８日開会の本会議において、議
会改革の内容について、議会改革活性化等調

９１条の議員の派遣では、既存の会議規則
の第１５章を挿入いたしました。

査特別委員会の調査について報告をさせてい
ただき、その報告に対し、皆さんからの質疑

第９２条の議員協議会では、既存の運用例
の第１６章を挿入いたしました。

を受けたところであります。
質疑については、議案等に対する議員個々

第４章の委員会では、第１０６条第１項第

の採決態度や、議員の個々の活動状況など、

３号で、広報・広聴常任委員会と所管事項を

広報等で公表する必要はないのではないか。

挿入いたしました。

定例会ごとの閉会中の所管事務調査は７日

第１０９条の議会運営委員会では、第５項
で、議長及び副議長は議会運営委員会の委員
にならないのを原則とするが、委員会に出席
しなければならないを挿入いたしました。

以上開催するよう努めるについては、委員会
の自主性に任せるべき。
視察調査については、任期の初年度と３年
目の第３回定例会ごとあるのは、必要があれ

同条第６項の同委員会の協議事項として、
第２５号に議員研修に関する事項を挿入いた

ば年度を決めないで視察すべき。
同じく視察調査で、広報・広聴委員会は、
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必要に応じて委員派遣とあるが、１２人全員

調査特別委員会を開催し、修正させていただ

で行くことになるのか。また、委員会の人数

いたところでございます。

は１２人でなく、半分の人数で行けるのでは
ないか。

修正部分については、１点目としては、２
７ページの第１３４条第１項第２号で、広

会議等の事前公開は必要なことだが、具体
的にどこでどう公開するか。

報・広聴委員会は必要に応じて委員派遣とし
て調査するの条文を、広報・広聴常任委員会

議会広報では、考える広報としてあるが、

は必要に応じて委員の代表を派遣して調査す

現在も考える広報の思いでやってきた。広報

ることができると、努力規程にさせていただ

の４５日以内の発行も、議事録関係で６０日

きました。

くらいはかかる。努力規程になっているが、
現行どおりでよいのではないか。

また、２点目については、３７ページの２
０１条第２項第３号で、録画配信の期間は、

広報の編集委員では、４委員の編集委員と

当該議会が終了した日からおおむね１年とす

専任して編集発行するとあるが、編集にはか

るの条文を、録画配信の期間は、当面、議会

なりの神経と労力を使うので、６人による専

が終了した日からおおむね４年とすることに

任制をとる。

修正はさせていただきましたが、このことに

傍聴の規則の緩和では、後方からシャッ

つきましては、できる限り保存できる場合は

ターをたくさん撮られると抵抗感がある。今

４年以上のようになるかと思います。そうい

でも問題がなかったので、今までどおりでよ

うように考えを含めていただければ幸いと思

いのではないか。

います。

議員報酬、手当の見直しは、平成１７年の

なお、１３４条の視察調査の関係で、任期

まちづくり特別委員会で、当時の財政状況に

の初年度と３年目の視察は、必要があるとき

より一時凍結をしてきた。改革をするなら、

に視察するとの意見もありましたが、このこ

これを一度元に戻して議論すべき。

とは特別委員会でもいろいろと発言があり、

手当を廃止して報酬に組み入れることにな

議論をさせていただいたところであります

れば、足寄町は高いところとの見方もされ

が、そのときの常任委員会で決定していただ

る。特別職の報酬等審議会で、管内の状況を

き、予算措置のことからも修正はしませんで

見て決めてもらうべき。

した。

議会中継の録画期間は１年となっている

現段階では予算措置を講じていないので、

が、比較することも考えれば、４年にすべき

このことがお認めいただければ、６月定例会

ではないか。

において補正の措置をしていく考えでありま

子ども議会と大人議会を隔年で実施して、
議会に興味を持たせる。

す。
また、初日に報告した基本的理念や議会運

議会研修の充実へ、ディベート方式とある

営の機能強化でお示ししましたが、この総合

が、相手を論破するやり方ではなく、足寄町

条例にすべて成文化されたものではなく、改

のためにどうすべきか研究する議会であって

革活性化に向け、後退することなく前進する

ほしい。

ことを目途に、本条例の制定について提案さ

以上のように、多くの質疑や意見を出され
ましたが、それらの質疑や意見に対し答弁さ
せていただき、皆さんには一定の御理解をい
ただいたものと認識しております。

せていただくものであります。
それでは、会議案第１号について、提案理
由の説明をさせていただきます。
会議案第１号足寄町議会総合条例の制定に

条例化に当たっては、皆さんからの質疑、
意見を踏まえて、３月１４日に改革活性化等

ついて、その提案の理由を申し上げたいと思
います。
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地方分権と地方自治の時代にふさわしい町

の場であること及び合議制の機関であること

民に身近な意思決定機関として、議会及び議

を十分に認識し、自由討議の推進を重んじる

員の活動の活性化と充実のために、必要な議

と、こういうことになっているのですけれど

会運営に関し定めることによって、町政の情

も、今回の、きょうは正式なものが出ました

報公開と町民参加を基本にした協働の理念に

けれども、またもや、我々としては十分な議

立脚し、町民に対し、説明責任や議会の透明

論になっていないと思うのです。

性を図ることから、地方自治法第１２０条の

というのは、私は、前回の１７年のまちづ

規程に基づき、足寄町議会総合条例を制定す

くりの関係で、委員もやらされたのですけれ

ると。

ども、そのときは、やっぱり全員協議会の中

附則といたしまして、この条例は２３年５
月１日から施行する。

で何回か議論をして、最終的に決をとりまし
たけれども、そういう行為が今回なかったの

なお、附則の２から１３まで、足寄町議会
に関連する規程は、すべて廃止するものであ
ります。

です。
だから、今回も、これは３回までしかでき
ませんから、この間、１０日の日も３回目だ

以上、提案理由の説明をさせていただきま

ということで、私も質問できなかったのです

した。よろしくお願い申し上げます。

けれども、そういうことがやっぱり必要で

○議長（吉田敏男君）

あって、それからもう一つは、町民と議会の

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

協働ということになっていますね。だから、

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行
います。

本当に協働ということであれば、今回のどこ
の調整もやらない総合条例をつくるわけです

質疑はございませんか。

から、ぜひ、やっぱりこれは町民にも、こう

１１番後藤次雄君。

いうことで町議会としては大改革をやってい

○１１番（後藤次雄君）

今、口頭で１０日

の日の関係が説明されましたけれど、私とす

ますよと、そういう説明もあってよかったの
ではないかと。

れば、できれば文章を整理して皆さんに見せ

なぜそれを言うかというと、前回定数の関

てほしかったなと思います。聞こえないとこ

係ありました。あのときも、やっぱり町民か

ろがいっぱいあったものですから、そういう

ら抗議があって、町民集会を開けということ

ことで、意見として申し上げます。

でやったわけですから、それを今回もなぜ

今回の条例制定の提案ですけれども、提案

やってくれなかったかと、それが一番なので

理由の中に、ここに載っていますとおり、町

す。そして、そのことがやっぱり協働のまち

政の情報交換と町民参加を基本にした協働の

づくりになると思うのです。

理念に立脚し、町民に対する説明や議会の透

それで、協働のまちづくりというのは、私

明性を図ること、こういう提案になっている

はこう考えているのです。議会と、それから

のですけれども、今回の条例は、１０日の日

行政と町民が一つになって、やっぱりまちづ

にも言いましたけれど、我々議員として、委

くりをしていくというのが協働のまちづくり

員会、ほかの議員は、まだ納得しないところ

になっているのですけれども、これを見る

いっぱいあるのです。それで、今回も３回目

と、議会と町民とのまちづくりにしか読めな

の質問ですね。

いのです、どうしても。

それで、順次聞いていきたいと思いますけ

だから、それはやっぱり皆さん、町民にし

れども、まず、この間の活性化案の議員活動

ても、今回私の知り得る中では、やっぱりそ

の原則ということだったのですけれども、こ

ういう大事な６年に１回の大改革の条例をつ

れは、ここに書いてあるとおり、議会が言論

くるのであれば、やっぱり少なくとも、町民
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の皆さんにはこういうことをやりますという

ば、やっぱり職員も町民の一人だと私は思う

ことも必要でないかと言われています、はっ

のです。職員であって町民だと。選挙権もあ

きり言って。

りますから、やっぱりその辺の配慮も必要で

そういう意味では、この協働のまちづくり

あって、私は今までどおり５,０００万円と

というのは、私は、やっぱりここにも書いて

いうことで、ここはやっぱり今までどおり、

あるとおり、町民団体、ＮＰＯとの意見交換

必要ないのではないかということを意見とし

の場を多様に設けると、そして、議会議員の

て申し上げたいと思います。

政策の意欲を強化するということに今回なっ
ていないのです、はっきり言って。

それから、あと、議会広報の関係ですけれ
ども、これはこの間申し上げましたけれど

そういうことで、私は、このこともやっぱ

も、ただ、４５日は制限はされないのだよと

り意見の一つとして言っておきたいと思いま

いう話も聞きましたけれども、実際にそうで

す。

あれば、この辺もやっぱりちょっと変えても

それから、次に、９６条の２項の議決の事

らえるのかなという考えで思ったのですけれ

項、これは、前回、私、質問しなかったので

ども、やっぱり、きょう見ますと、原版その

すけれども、ここで言っている、最後に、全

ままだということで、この間言ったみたい

項の審査については、委員会及び特別委員会

に、そういう感覚で入っているのあれば、私

に付託し、審査をするものとするということ

も今まで広報委員会をやっていましたから、

になっているのですけれども、これをお聞き

議事録の全部、記事にするまでというのは相

したいのですけれども、例えば、こういう足

当時間がかかっているわけですから、それを

寄町の総合基本条例だとか、六つあるのです

見て、私は実態として言ったわけですから、

けれども、これは、事前に議会に説明しても

そういうことであれば、これは外れるのでは

らって、議会で審査して議会で承認するとい

ないかなということを期待したのですけれど

うことなのか、その辺がちょっと明確でない

も、このまま載っているということになって

ものですから、そこをまずお聞きしたいと思

います。

います。

それから、もう一つは視察の関係です。こ

それから、次に、予定価格１,０００万円

れも前回私言いました。これは１７年のとき

以上の工事または製造の請負の関係ですけれ

のまちづくりの中で、決めて、道外なんてい

ども、従来までは５,０００万円以上という

うことになると、やっぱり厳しい町政の中

ことになっていたのですけれども、ただ、こ

で、これはうまくないだろうということで外

のことを、今、なぜここまでやらなきゃなら

したわけですから。だから、今回、確かにあ

ないのかというふうに思っているのです。

のときは、最終的に財政基金は２８億円、今

というのは、今までも常任委員会にきちっ

回は大体２６億円で３８億円くらい残るとい

と報告していますし、この作業をするという

うことは、それはいいのです。わかったので

ことになると、やっぱり行政のほう、かなり

す。

労力をかけるわけですから、だから、やっぱ

ただ、ほかの町政のことはあまり言いたく

りこれは今までどおりでいいと思うし、ま

ないですけれども、やっぱり道外はしないと

た、そのことをやることによって、やっぱり

いうころが結構あるのです、視察は。だか

時間外という、今回、この条例をつくるのも

ら、そういう意味からいっても、私は必要が

相当時間がかかっていると聞いています。

あって行くということにすれば、それは、例

そうすると、片方ではこういうことをやっ

えば３年に１回でも、どうしても必要があれ

ておいて、きょうの発言ではないですけれど

ば毎年だってありますよね。何かあって、ど

も、時間外が多いと、こういうことであれ

うしても所管調査しなければならないという

― 13 ―

ことがあるわけですから。そこは、やっぱり

１１番後藤次雄君。

必要があって行くということにしていただけ

○１１番（後藤次雄君）

るのではないかなと思ったのですけれども、

は、前回もそういうことで何人かが、こうい

今回、そこも修正されていないということで

うことではうまくないよ、もう少し時間をか

す。

けてくださいということを言っていたので、

我々と言ったの

それで、いずれにしても、この条例、やっ

我々ということで我々と言いました。はっき

ぱり、先ほども言いましたとおり、もう少し

り言って何人かはいますよ。そういうことで

時間をかけて、そして、町民に対してもある

す。

程度説明をして、そして、ある程度理解をし

○議長（吉田敏男君）

てもらうという、前回も言いましたけれど、

てということですね。

そういうことをやっぱりやるべきだというこ

○１１番（後藤次雄君）

とで、私はやっぱり、今回、特別委員会の皆

を踏まえてということです。そこを理解して

さんが２５日もかけてやったことについては

ください。

敬意を申しますけれども、ただ、我々として

○議長（吉田敏男君）

は、今回の修正もきょう初めて聞いたので

君。答弁をお願いいたします。

す。二つ。

○１４番（菊地一將君）

だから、本当に我々は残念なのですけれど
も、もう少し我々のほうに説明をなぜしてく
れなかったのかという、それも疑問を持って
います。

前回のことを踏まえ
ええ。前回のこと

提案者、菊地一將
今、後藤議員から

いろいろと質疑があったところでございま
す。
それで、この前もどなたさんかの質問に対
して答弁しているのですけれども、一番気に

そういうことで、私としては、今回のこの

なったというか、難しいことの質問だなと

提案については、やっぱり先ほども言ったと

思ったことにつきましては、今、最後に言わ

おり、議会の根幹をなすものですから、やっ

れた、もう少し時間をかけて、そんな早急に

ぱり十分に時間をかけて改革をしていただき

やらなくてもいいのではないかというような

たいということで、私は時期尚早であると

ことを発言されたと思います。

思っています。

この件については、後藤議員も御承知のよ

以上です。
○議長（吉田敏男君）

うに、ことしは改選です。時間をかけると
今、１１番後藤議員

いっても、これ以上時間をかけれない状態に

のほうから、都合６点について質疑がござい

あるということをやっぱり認識してもらわな

ました。これに対するお答えをいただきたい

ければならないと思います。

と。

改選ということは、それなりの議員が入れ

６番井脇昌美君。
○６番（井脇昌美君）

かわるということです。ということになる
１１番議員さんの今

の質問に対して、我々、我々と数回、複数申

と、当然入れかわるのですから、この議案に
ついては廃案になるということなのです。

し出ていましたけれども、後藤議員さんの見

それを、結局、百何十万円もかけて道外調

解でなくて、我々という言葉は、そうした

査にも行ってきて、町民の血税を使いながら

ら、複数いるということですか。その辺、ほ

行ってきていると。そういうことも考える

かの賛同者がいるのだったら、はっきりと言

と、どうしても、その一定の方向性というの

えば、挙手をして、きちっと公の場で意見を

はここで出していかなければならないだろう

述べていただきたいと思います。

という考え方で、急遽、あまり説明がなかっ

○議長（吉田敏男君）

たとかどうのこうのと言われますけれども、

答えください。

今の質問に対してお

そういうことで精いっぱいやってきて、やっ
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た結果がこういうことであったということで

で、皆さんに報告ということが満度ではな

ございます。

かったと、前にも委員長のほうからお答えは

それと、先ほど工事入札で、１,０００万

した経過があるのですけれども、非常にその

円ということのやつが、今までと同じでいい

ことが、若干根底に皆さん持っておられる事

のではないかというようなことも言われまし

実でもある中で、我々もそういう中で、限ら

た。

れた時間の中で協議を本当にしてきたと。１

それから、広報発行の日数にしても、職員

４日の日もです。

が大変だからとか何とかということも言われ

やはり、ここに来て、決して１１番の議員

ましたけれども、少なくとも、議会改革とい

さんが違うとか正解だとか言うのではなく

うことを全面に挙げて調査もし、今までそれ

て、非常に微妙な解釈、また、見解状況のと

なりに皆さんで議論してきた特別委員会の結

らまえ方で、決して１１番議員さんの言うの

果でございます。元と同じであれば、議会改

が、これは間違いだということではない。

革も何も必要ないのです。機能強化も必要な

やっぱり同じ意見が我々委員会でも出たのは

いと思います。

事実なのです。

そうしたら、なぜこの委員会をつくるとき

そういう中で、こういう残された、今、委

に賛同したかということなんだと思います。

員長からの報告のように、改革活性化という

自分も一緒になって賛同して、このメンバー

ことは、非常に痛みも伴う、これからまたつ

でよろしいということも賛成してくれたわけ

らさ、一定の厳しいことが要求される、それ

です。それが２１年の３月ですね。２１年３

が改革活性化であると。何とか議員の皆さん

月といったら、あと２年しかないということ

方にもう一度説明をして、そして、御理解を

がはっきりしているわけですから、それが、

まずしていただこうではないかという１４日

今になって時間がないとかどうのこうのとい

の日のトータル的な意見の集約なのですけれ

う、そういう議論の仕方、質問の仕方という

ど、ただ、その間で疑問なのは、いろんな疑

のは、ちょっとどうかなと私は思います。答

問を投げかけている間で、何か聞いたところ

弁にならないかもしれないけれども、ちょっ

によると、若干の議員の人から、私もきょう

と疑問に感じたものですから。

聞いたのですけれど、反対ありきの前提で協

あとの足りない部分、ほかの議員さんのほ

議をしていると。我々が特別委員会で任命を

うから答弁していただきたいと思います。

受けて、そして、きょうのこの報告を聞かな

○議長（吉田敏男君）

今の特別委員長の不

い間に、そのありきの中で、私はそういうよ

足部分の答弁ということでよろしいですね。

うな案を陰でしていると。私はいかがなもの

６番井脇昌美君。
○６番（井脇昌美君）

かなと思いますよ。
委員長の説明に誤り

きょうの報告について、初めてこういうこ

はもちろんないのですけれども、この中で、

とが、まだちょっと理解できないというの

やはり我々、１１番議員さん、また、９番議

だったらわかります。その辺の経過も、やは

員さん、それから２番議員さんだとか、

り私は、もう一つ残念なことだなと。

個々、いろいろな、前回、８日の日に提案し

そして、１１番議員さんから、もうちょっ

ていただき、議事録まで全部精査をして、議

と町民に対しての配慮があっても当然と。も

員さんがまた見えていただくように、また、

ちろんそのとおりです。ですから、議会と町

各報道機関もきちっと来ていただきながら、

民との透明化ということで、十分ここの中に

議論を我々はまたしたわけです。

も、我々７名がこれをいかに透明化して住民

その中で、修正するところは修正、貴重な
意見としてとらまえ、決して、この数年間

の人に御理解していただけるかということも
十分協議した経過がございます。
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それと、視察研修についても、道外という

やっぱりこれだけの骨格ができたわけですか

文言も入っていますけれども、決してそれは

ら、改選期で、新しい議員の中で、こういう

一方的に道外じゃなくて、道内ということ

ことができていますということで、改めて討

も、きっちりと今回の修正するところは我々

論してもいいと思うのです。

も理解して、強行的な、強引な決め方ではな

それともう一つ、特別委員会、あなた方が

くて、基本的にそうではなくて、みんな全員

認めたのだからということを言われましたけ

で賛成できるような、理解をした条例であっ

れども、確かに認めました。だけれども、こ

てほしいということで、今日まで時間をかけ

の審議内容までは、その時点では、私、認め

て決めてきた経過を集約して、委員長に先ほ

ていませんから、だから、やっぱり改めて出

ど発言させてもらったのですけれども、言葉

てきたわけですから、そこでやっぱりいろい

足らずですけれども、ちょっと私どもも、決

ろ意見を言うのは、これは、私は議員として

して反論ではないのですけれども、その間、

の役目だとは思っていますから。

どうして理解できないで、きょうのきちっと

だから、委員長さんの言うことはわかりま

した１４日の結果を聞かない間に協議をされ

す。確かにわかりますよ。我々認めたわけで

たのかなと。

すから。だけれども、こういう我々が考えて

協議されるのは結構なのですけれども、反

いるような、私が先ほど言ったようなこと

対ありきの前提の中で協議されていたという

で、やっぱりなっていないということで意見

から、ちょっとその辺は理解できないです

を言っているわけですから。そのことを御理

ね。

解していただきたいと思います。

そんなことで、ちょっと私も委員長に補足

それから、今、井脇議員から言われたとお

した答弁とさせていただいたのですけれど

り、反対を協議してと、そんなことが我々と

も。

してあってはならないことだし、我々も、こ

○議長（吉田敏男君）

反対ありきでどうの

の間、１０日の日にもらってから、この色刷

こうのという話ではないというふうに思って

りのを何回も読みました。読んで、やっぱ

おります。

り、そしてきょうも、この間私が発言したと

そういった意味で、今お話がありましたけ

ころをある程度修正してもらえているかと

れども、総合条例の関係については、前回カ

思ったら、二つしか修正していないというこ

ラー版で皆さん方にお渡しをいたしておりま

とで、きょう言ったわけです。

すから、その後の修正部分は、確かにそれに

だから、これは、今、議長も言ったとお

は載っておりませんけれども、そういった意

り、皆さんもらっているわけですから、反対

味では、皆さん方が御承知しているというこ

ありきの、それをみんなでやったとか、そう

とはおわかりいただけるというふうに思って

いうことはありませんので、ぜひ、どこから

おります。

聞いたかわかりませんけれども、私はあくま

今、後藤議員の質疑に対して、ほぼお答え

でも、前回の議論、そして１４日のことも

はあったんだというふうに思っていますけれ

きょう初めてわかったということで意見を述

ども、なかった部分としては、町民との対話

べているわけですから、その辺を御理解して

をどうするのだという話ぐらいなのかなとい

いただきたいと思います。

うふうに思っていますけれども、続けて質疑
をお願いします。
○１１番（後藤次雄君）

以上です。
○議長（吉田敏男君）

委員長のほうか

ら、時間がないと、そして改選期だというこ
とがありました。私は逆に、改選期だから、

他に質疑はございま

せんか。
５番木村明雄君
○５番（木村明雄君）
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これに関しては、改

革活性化調査特別委員会委員の皆さんにおか

３点目、改革委員の他の議員、いわゆる私

れましては、足寄町議会改革活性化につい

たちだね。蚊帳の外なんて言ったら怒られる

て、平成２１年から２３年の長きにわたり、

のかな。議員改革委員さんの他の議員、この

今日まで２５回もの改革活性化等につき、慎

方たち、我々、わからない中、何も報告もな

重審議をいただき、また、これについては深

しに、きょうも見えられてはおるわけなのだ

く敬意を表するところでございます。

けれども、メディアがわかっていたと。これ

また、報告書を読ませていただきました。

は、本来から言ったらあってはならないこと

当然、そんなわけなのだけれども、この議会

だと私は考えます。これは一体どういうこと

改革活性化を図り、これからやはり目指さな

なのか。

ければならないと、こんなにも本当に改革活

こんなことは言いたくありませんが、特別

性化をしなければならないのかということが

委員の中で、だれかがつい漏らしてしまった

よくわかったところでございます。

のか。または、改革委員が、蚊帳の外って

しかしながら、少し前にこれがあったわけ

言ったら怒られるかな、我々、わからないほ

なのだけれども、意見として言わさせていた

かの委員、こんなのはともかくとして、改革

だきますけれども、議員定数の削減の折に

委員が協議検討してきた事項、事案が絶対有

は、全員協議会を１回もしくは２回くらい開

効なのだと、決まったも同然なのだと、この

いていたのかなと、こんなふうに思います。

際報道しようと、このようなことで２社の新

そのときは、私は、足寄町は面積も広い、

聞紙上に掲載されたとするならば、これはや

他の町とは条件の異なる町であると。また、

はり、我々知らなかった議員が、議会改革の

若い人たちが議会に参画するのは難しくなる

内容が全くわかっていない、周知徹底がなさ

のではないかということも意見として言わせ

れていない、理解がなされていないままに新

ていただきました。

聞紙上に報道されるということは問題だと私

あのときは、改革に皆さんが慎重審議、時

は思うわけでございます。

間をかけて協議、検討した案に対し、尊重

皆さんそれぞれに考え方があろうかと思い

し、賛成もいたしました。しかしながら、今

ますが、これについては、やはりほかの議員

回、２５回もの長きにわたり特別委員会を開

に対して軽視をした考え方ではなかったのか

催しながら、このような重大な議会改革につ

なと。もしそうだとするならば、これは開か

いて、全員協議会が１回もなされていない。

れた議会ではなく、閉ざされた議会になるの

これ、私が間違っていたら、皆さんに謝らな

ではとも考えるわけでございます。これにつ

ければならないけれども、なぜ今までに、２

いても説明をいただきたい、そんなふうに

回もしくは３回と全員協議会の開催をし、他

思っております。

の議員に周知徹底を図らなかったのか。とて

４点目。足寄町議会改革活性化等特別委員

も残念でなりません。このことについても、

会、７名で構成されております。所管事項は

そのうちお伺いをしたいと思います。

足寄町議会改革に関する諸問題の調査、研究

二つ目、この改革条件について、せめて半
年前ならともかく、せっぱ詰まったこの時期

及び提言、足寄町議会活性化に関する諸問題
の調査、そして研究及び提言とあります。

に、なぜ１期４年目の３月最終議会にこのよ

提言とありますが、提言とは、考え、意見

うな大切な事件の提案なのか。この辺も、先

を申し出るとあります。閉ざされた議会が強

ほどちょこっとお聞きをしたかな、そんなふ

行採決ということにはならないよう、私はこ

うに思うわけなのだけれども、これももう一

の活性化案について、やはり全会一致で議決

度、確認の意味でお聞きをしたいと思いま

をするのが妥当だと考えますが、これについ

す。

ても伺いたいと思います。
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○議長（吉田敏男君）

ここで申し上げま

す。

二つ、いすを用意して迎える体制をとってい
た中で、来なくて、勝手に行かなくて、よく

会議時間は、会議則第９条によりまして午
後４時までとなっておりますが、本日の会議

しかし、私、恥ずかしくもなく言えるものだ
なと。

時間は、会議則第９条第２項の規程によっ
て、これを延長をいたしたいと思います。

ど、あの重要な会議のときですよ。１５名の

異議ありませんね。

うち、１３名が町民と一緒になって出て協議

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

その中で、町民の公開のときも約２名ほ

したのです。議員さんも、傍聴の中から貴重

ただいま、４点につ

な意見を言っていただいた人もおります。２

いて５番議員から質疑がありました。これら

名、何をしていたのですか。今さら立派なこ

に対する答弁も含めて、どなたが答弁します

とを言うなんてとんでもないです。私は暴言

か。

だと思います。

４番井脇議員、答弁をお願いします。
○４番（井脇昌美君）

それと、７名の改革に関する提言の解釈な

今、５番議員さんか

んか、意味なんか並べていましたけれども、

ら質問がありました。何かわかっているよう

強行採決、どこからそれは出てきたのです

なわからないような、非常に質問をされてい

か。強行採決のないような形で今やっている

ましたけれども、まず、全員協議会の件につ

のではないのですか。採決したのですか。言

いては、昨年も委員長がきっちりとお答えを

葉をきちんとやっぱり使い分けていただきた

させていただいております。その中で、若干

いということです。どこに強行採決したので

言いわけかもしれないけれども、時間もな

すか。

かった、いろんな行事があったために開催が

失言ということを、やっぱりこういう場で

できなかったという説明も昨年にしてありま

すから、極力、うちらの委員の中でも全員賛

す。

成というのが、これが基本だということで、

それと、時期尚早という感覚をとらえてい

先ほども議論の中で、何とか皆さんに説明を

るようですけれども、時期が悪い、改選期だ

して御理解をしていただこうと、全員参加

と。私は、これではむしろ時期が遅かったと

を、いろんな意見、これもいただこうと。反

思います。精いっぱいの日にちで、敏速に何

対ということではなくて、いろんな意見をま

だかんだ、これも３月のあれで取り決めをし

たいただこうと。でも、それも精いっぱい今

なくてはという責任感の中で、むしろつくら

までの案を、経過を説明しましょうと議論の

させていただいた。その間も、皆さんにもま

中でもお話ししましたよね。そういう中で、

たお諮りもさせていただいたと。

強行採決という言葉が出る自体、私、びっく

それと、報道関係のことに触れていました

りしたのです。

けれども、報道関係の人、わかって当然なの

５番議員の人に言いたいのです。私、反問

です。特別委員会があるとき、ちゃんと報道

するのではないです。そういうことではなく

関係の人が一緒になって協議の内容をチェッ

て、やはりきっちりと、こういう公の場でお

クしているわけですから。私ども委員は、た

話をするのには、文言にも気をつけていただ

しか局長に聞いてもらってもわかりますけれ

きたいということで、答弁に一部不足がある

ども、いすをずらして、４名、５名来てもい

かもしれませんけれども、一応答弁とさせて

いように、一般の委員外さんの議員さんも参

いただきます。

加されたらということでいすは用意してい

○議長（吉田敏男君）

る。報道機関の方も、きょう見えていますけ

○１２番（大久保優君）

れども、勝毎さん、道新さんも、報道機関の

ら質問される方もいると思いますけれども、
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１２番大久保優君。
要するに、これか

一度も協議会に出してないと言うけれども、

いうふうに思ってございます。

これは全部一連の関連な事業なので、この原

それで、条例の内容を、この定例会におき

本ができ上がらないと皆さんに相談できない

まして、私も、２３８条からなる膨大な条例

のです。一部とって、皆さん、これでどうで

でございます。しかも管内にない総合条例と

すかというわけにいかないのです。それで、

いうことで、すばらしい形で進めておられた

精いっぱいこの委員会をやって、それで、で

のかなという気がいたします。

き上がって皆さんに出したときには、もうそ
ういう期限だったのです。

そこで、今回私も条例１本１本読まさせて
いただきましたけれども、私の能力というこ

それで、もともと皆さんに、その姿に言っ

ともあるかもございませんけれども、必ずし

ていますけれども、慣例な質問はしないでく

も、十分に内容を把握して、そして一致でき

ださい。ちゃんと聞いててください、皆さん

るということにも、ならない部分が、さら

ね。同じこと、時期をそこだけ延ばすとか、

に、前回は報酬の関係でお話ししました。

もうその話、終わっているのですから。２回
も同じことをしないでください。

その他に、ちょっと質疑もあるのですけれ
ども、第１章の総則の目的というところで、

そして、一番皆さんに知ってほしいこと

議員活動の第６条６項でございますけれど

は、これは今定例会でしかないのです。この

も、議会は町民に対して各議員の選挙公約等

後にはないのです。また次の新しい議員で構

における公約の実現性、議案等に対する議員

成しますなんて、そんな話はないのですか

個々の採決態度と議員の公務活動状況を的確

ら。その辺（不明）質問してください。

に評価できる情報提供を議会に広報等で公表

そして、協議会をやらんとかやるのでなく

すると、こういうことで、新しい流れで示さ

て、この文章がどうですかと私は聞いている

れたのかなという気がいたしますけれども、

のです。この改革の全体の案は皆さんどうで

根本を例題に示しますと、公約ということが

すかと聞いているのです。そんな協議会をし

ございますよね。公約ということを広報委員

ていないとか言ったって過去だから。それを

会等で実現する、実現性ということもござい

皆さん自覚して質問してください。

まして、さらに、的確に評価ということがあ

そして、問題は、２ページの議会の活動の

るのですけれども、では、この的確に評価、

原則の②がありますよね、ここをよく読ん

だれが評価するのかなということもございま

で、内容はいつでも見直しできるのです。こ

すし、公約ということを、国会議員の方はそ

れが完全なものと言いませんよ。だけど、委

れぞれ公約という部分を示しながらやってい

員が２年かかって一生懸命やったやつなので

ますけれども、今の現実の流れとしては、果

す。いつでも都合の悪いところがあったら見

たして、だれが公約をどうしたのかというこ

直しができるようになっているのですから。

ともわからない部分ではないのかなというよ

ともかく、後退する意見でなくて、前進す
る意見で協議してほしいと思います。

こういったこと、それとまた、その下に、

以上です。
○議長（吉田敏男君）

第７条の、議会は町民の参加の連携を高める
次に、他の議員さ

ん、質疑はございませんか。

方策として、全議員出席のもとということも
ございます。こういった意味で、本当にすば

７番熊澤芳潔君。
○７番（熊澤芳潔君）

うな気がします。

らしい条例ですけれども、我々議員の、個人
それでは、私のほう

から質疑をさせていただきます。

の議員以外のこういった議会に対する仕事と
いいますか、議会に対するこういった形も多

特別委員会の皆様には、本当に２１年から
今日に至りまして、大変御苦労をかけたなと

くなってくると。
こういうことから示しましても、私は、前
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から言ったとおり、やはり若い方も出ていた

議員の公約だとか、それを評価はどうするの

だくというようなこと、一般には、何か失礼

だと、だれがどうするのだと、こういうこと

なのですけれども、年金の方が町しか出れな

を御質問ありましたから。

いような町民の皆さんの話もございます。

７番議員に答えてやってください。

そういったことも含めまして、この条例が

１２番大久保優君。

悪いというのではなくて、やっぱりもう少

○１２番（大久保優君）

し、報酬等も含めて、私は、今回本当に大変

載せるということなのです。これを意味して

だったと思います。しかしながら、そういっ

いるのです。だから、議員は個々の選挙公

たことも含めて、若い新体制のもとの中で

約、きちっと議会で活動しなさいと、そし

も、これから１０年後、１５年と言うとオー

て、そのやったことをきちっと載せますよと

バーですか、１０年後も含めて、やはり新体

前回に言っているのです。

制も含めながら、やはりもう一度継続して、

○議長（吉田敏男君）

７番熊澤芳潔君。

これをなくしてしまうのではなくて、せっか

○７番（熊澤芳潔君）

確かにそういったこ

くの、こういったボリューム、すばらしいも

とで、私は最初、そういうことだと思ったの

のもございますので、そういったことも含め

です。ただし、評価となりますと、非常に、

て議論していただくことが望ましいのかなと

これは行政もそうですけれども、いろんな形

いうことで、言葉的には時期尚早ということ

で評価ということも、今求められていること

になろうかと思いますけれども、そういった

もございます。

ことで、私は意見とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）
○１２番（大久保優君）

議会活動のあれに

そういった意味では、同じように、やっぱ

１２番大久保優君。

り評価ということは、確かに広報委員会でそ

先ほど私が言った

ういったことは議論されるかと思いますけれ

ことをちゃんと聞いておいてください。

ども、そこだけで評価が果たしてどうかなと

それで、今のと６番の議会広報の関係は前

いう部分が私はあるのではないかなという気

回質問して答えているのです。こんなことを

がしますので、確かに、的確に評価というこ

繰り返して、終わらないです。そんなことは

とですから、私はどうなのでしょうというこ

ちゃんと確認しなさい。

とを言っているわけでございます。

当然、７条の関係も、これは全部質問が

○議長（吉田敏男君）

１２番大久保優君。

あって答えているのです。選挙広報等の公約

○１２番（大久保優君）

の実現性、それは、議員個人がそういう活動

のではなくて、広報に載せたら、住民がしっ

していく、それを的確に広報に載せるという

かりと議員の個々の活動を評価できるという

ことです。そして、賛成多数の記名まで載せ

意味なのです。その評価なのです。おれたち

ると、そういう赤裸々なことで前回ちゃんと

なんかが議員を評価するわけじゃないです。

説明しているでしょう。きちっと覚えていて

だから的確に載せようということなのです。

ください。

評価はそういう意味ですから。

それと、先ほど言ったように、これをま
た、時期を延ばすということはあり得ないと

○議長（吉田敏男君）

私たちが評価する

他に質疑はございま

せんか。

私は言っているでしょう。今回で議会が終わ

６番川上初太郎君。

るのだから、それを踏まえてちゃんと質問し

○６番（川上初太郎君）

てくださいと私は言っているのです。

方々が、いろいろ御発言がございました。タ

以上です。
○議長（吉田敏男君）

今まで、各議員の

ブるかもしれませんけれども、私の考えも、
大久保さん、今の熊

澤議員の関係なのですけれども、要するに、

もう一つ申し述べたいと思います。
議会改革活性化に関する諸問題の調査研究
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及び提言についてということで、議会初日、

ことで、ちょい出しにして議論をして、その

３月８日に特別委員長より報告がございまし

返事をいただいてからつくるなんていう、そ

た。委員以外の議員さんより意見が多数あっ

ういった作業にはならないのです。

たことは御承知のとおりかと存じます。

だから、議会運営に関すること、それから

現行規範の法規範の見直しを図り、議会運

議会の改革強化に関すること、この２本立て

営に関する事項を一本化する総合条例の制定

で審議をして、改革の柱、議会運営の柱、こ

については、大事なことで、重い条例という

ういうものをまず先議をしてもらって、そこ

ふうに思ってございます。

のところの、ほぼ、大体賛同が得られたとす

ただ、その間の中で、時間がなかったとい
うことで、報道機関に、私どもに協議する前

れば、これを条例化していこうと、こういう
ことです。

段に、協議の場合に、報道機関も出席してい

私は、今回の議会の改革で、後退はしてい

ただいて協議をしたということを先ほどお伺

ないと思うのです。なぜかというと、議会が

いをいたしました。

住民と乖離しているという問題、ずっとあり

であっても、やはり我々議員に、全員協議

ましたよね。これをやっぱり縮めていかなく

会の中でもう少し、何度もとは言いません。

てはいけないということが最大のテーマであ

３月８日に報告があったのが私にしてみれば

りましたし、もっと開かれていくべきだとい

初めてで、途中の中間報告も一度あったこと

うことも最大のテーマです。

は覚えておりますけれども、その段階では、

したがって、広報・広聴を新たに設置をし

中身がきちっと決まっていたということでご

て、充実をさせていくと。その任務は、この

ざいませんでした。

条例の中で明らかにしていますように、住民

何人かの方がおっしゃっておられますよう

との接点を絶えず議会側がつくっていくとい

に、時期尚早と考え、次期改選後に引き継

うことです。出前講座もそうです。向こうか

ぎ、全員議員で煮詰めて、全会一致で決定す

ら、住民側から要望されたときも、それはも

べき重い事案だなというふうに考えてござい

ちろんそうですけれども、そういった、臨機

ますので、私の意見として申し述べます。

応変に議会が住民の中に溶け込んでいくとい

○議長（吉田敏男君）

１０番谷口二郎君。

うことを最大のテーマにしてつくられている

私も特別委員会の

ものなのです。だから、そういう意味では、

委員のメンバーですから、皆さん方の御意見

絶対に後退していないのですよ、この改革案

を伺っていて、特別委員会の任務とは一体何

というのは。

○１０番（谷口二郎君）

だったのかなと改めて考えるわけです。

先ほどから問題点で出されているのは、そ

それともう一つは、特別委員会で、議会の

の議員個々の活動だとか評価を町民の前にさ

これからのあるべき改革について、一方的に

らけ出すだとか、それから、執行側の心配を

我がほうだけの考え方で進まないということ

されるというか、仕事が増加をするみたい

です。したがって、当然執行者側のそういっ

な 、 い わ ゆ る １ ,０ ０ ０ 万 円 契 約 に つ い て

たかかわりも出てまいりますから。

も、全部その委員会に付託してという、そう

それともう一つは、特別委員会に入ってい

いったことについての物理的な問題は確かに

ない議員の方々の考え方もあります。これは

にあるのです。しかし、相対的に、今回の議

先ほども、委員のほうからも言われましたけ

会条例というのは、やっぱり住民側に向かっ

れども、ちょい出しで議論はできないので

て前を向いて進めたということなのです。こ

す。まず一つわかっていただきたいのが。

れはやっぱり全体でわかってもらいたい。

例えば、小出しにして、ここの部分はこう

そうでないと、今出されているように、新

いうふうにしたい、ここはこうしたいという

たな議員ができ上がったときにやればいいと

― 21 ―

言ったって、その考え方ではできません。私

何で我々が知らないうちに報道されたのだと

はそう思います。それではできないのです。

いうこともあるかもしれませんけれども、

そういう考え方ではね。だから、基本的に

やっぱりちょっと前を向いてもらいたいの

は、何でなのですか、今、議会の改革という

は、悪いことで足寄議会が公表されたのでは

のは。ここなのでしょう。何で今やるのです

ありません。こういう改革をしようとしてい

かと、これもありましたよね。何でこの３月

るよということで、３月の議会に提案しよう

に。

としているという情報が例えばマスコミに取

私は、時期の問題とか、経過の問題とか、

り上げられたとすれば、そうかと、特別委員

特別委員会の審議の日数が２５日だとか３０

会もそこまで行ったかと、ならば、我々もそ

日なんていう、それは全く関係ないのです。

こに参画し、やっぱりもっといいものにつく

私どもの目指していたものが、より足寄町の

り上げていこうではないかという、私はやっ

議会が住民に向かって進んでいるかどうかと

ぱり前を向いてもらいたいのです。

いうことだけなのです。

そうでないと、これから選挙を戦うので

そうすると、やっぱりお互い、不十分なと

しょう。そのときに、町民に向かって、例え

ころはいいです。不十分なところは、ここは

ば、お茶懇でも、辻説法でも、立会演説会で

こうしていったらいいのではないかというの

も、堂々とこれを使っていけるのではないで

は、それは今でもやりますし、それから、先

すか。議会改革の。この中身を使っていけま

ほど言ったように、これから直すことだって

すよ。私どもはこうしたいと。例えば、今ま

可能なのです。

でなかった町民との対話だとか議会報告会を

これから、例えば、この議会条例をレール

実施していきますと、これは選挙公約になる

に乗せて、これで進んでいくとなった場合、

のではないですか、新たな立候補者の。こん

やっぱり不都合な部分は出てくるかもしれま

ないいことをバックさせる必要は、私はない

せん。それから、議員個々にとっても、これ

と思っているのです。

はちょっとやっぱり難しいよなとか、そうい

だから、不十分なところは直せばいい、そ

うものも出てくるかもしれません。これは、

ういう前向きの気持ちをぜひ持ってもらっ

その時点で、また全体の合意で変えていけば

て、別に特別委員会を高圧的にやろうなんて

いいのです。

思っておりませんので、やっぱりここは、全

決してコンプリートとかされているもので

体で、よしわかったと、行こうという意思を

はありませんので、だから、執行側との問題

固めていかないと、私はうまくないと思うの

も、そういった心配があるのであれば、それ

です。

は新しい中で、変えていく必要があるものは
変えていって構わないと思うのです。

だから、この議論の中で、強行突破だとか
強行採決だとか、そんなことを特別委員会で

だから、私どもの任務とすれば、やっぱり

考えているものではありませんが、やっぱり

２年かかって、一定のものを成果として出し

理由のある反対については真摯に受けとめ

ていかないと申しわけないです。大の男が７

る。これは、今もこれから先も同じだと思う

人もそろって、１年何ぼもかかって何をやっ

のです。理由のある反対は。理由のない反対

ていたのだということ。それはメンツの問題

というのはないと思いますので、そんなこと

ではありませんよ。それは議会に求められる

をぜひお考えいただいて、全体でこれを決め

質の問題なのです。私どもに。そのことを大

ていただきたいなということを心から念じ

事にしたから、この時期にと問われるけれど

る。念じると言ったら申しわけないですね。

も、やっぱりこの時期なのです。

私の考え方でございますので、言わせていた

だから、私は、この新聞の報道もされた、

だきました。
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よろしくお願いします。
○議長（吉田敏男君）

○１１番（後藤次雄君）

他の方で、質疑ある

方。

よ。だから、そのことをやったときに、議会
で事前にやって、後に行政、こういう委員会

１１番後藤次雄君。
○１１番（後藤次雄君）

９６条の関係です

を開きますよね。例えば、開いた後、また委
先ほど、私の質問

員会の委員から、こういうことではだめだ

したことに回答されていない部分があるので

と、こういうことをしてくれという意見が出

す 。 ９ ６ 条 の 関 係 で 、 １ ,０ ０ ０ 万 円 の 関

たときにどう調整するかということが私は心

係、それをまず回答してもらいたいことと、

配なのです。

今、谷口委員が言ったことは、私もそう思っ
ています。そのとおりですね。

委員会と、こういう特別総合基本条例にか
かわる基本計画の中、これは委員会でやりま

ただ、やっぱり何回も言っているとおり、

すから、そことの意見が、例えば、議会では

これだけのすばらしい改革をするわけですか

こうだけれども委員会ではこう意見が出たと

ら、先ほど言ったみたいに、ある程度できな

きに、その調整をどうするかということを私

かったら、皆さんの条項ができなかったとい

は心配しているのです。

うのはわかります。

○議長（吉田敏男君）

８日の日の中でも、全員協議会と言ってい
たのですから、やっぱりそういう場をいっぱ
いつくってもらいたかったと思うのです。確

議会と委員会の調整

ね。１１条と１２条の関係ですね、今言われ
ていることは。
委員長、答弁お願いできますか。

かに改選期だし、こういうことをやっていま

○１４番（菊地一將君）

すということなのだけれども、私としては、

かったものだから、意味があまりわからな

どうしてもそこは、谷口さんが言うことは十

かったのだけれども、９６条の関係ですよ

分わかるのだけれども、そうであれば、きょ

ね。その関係については、どことどこが違っ

うの理由のところ、一番最初の理由のとこ

たら、委員会からとか何とかと言われたけれ

ろ、やっぱり町政の情報交換と町民参加を基

ども、どういうことなのでしょう。わからな

本にした協働の理念ということになれば、

いのですけれども。

あまり聞いていな

やっぱりこのことも町民の中にある程度浸透

初めに言われたのは、５,０００万円が１,

させて、そして、そうかと、こういういい改

０００万円になったということだよね。２項

革をしているのだということも、やっぱりや

の関係。

るべき必要があったということをさっきから

○１１番（後藤次雄君）

言っているのです。

員会に付託して審査するものとするというこ

委員会及び特別委

だから、決して、今の谷口さんの言ってい

とになっていますよね。審査した後、議会で

ることは、私は全くそのとおりだと思います

例えば結論出したときに、出しておいて、今

けれども、その前段のことが、やっぱり

度、行政のほうで足寄町総合計画基本構想の

ちょっと、私としては今でも納得できないと

関係で委員会をやったときに、議会と違う意

いうことでありまして、これで３回目ですか

見が出てきたときにはどうするのですかとい

ら、先ほど私が言った漏れているところにつ

うことを説明していただきたいという、そう

いて、委員長さんのほうから御回答をいただ

いうことを言ったのです。

きたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

前項の審査については、委員会及び特別委
それは、今おっ

員会に付託して審査をするものとする、審査

しゃっているのは１２条の関係、９６条の２

するということは、議会でも結論を出さなく

項の関係ということですね。第１１条と１２

てはならないということですよね。

条の関係です。

○議長（吉田敏男君）
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８番高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

ただいま１１番議員

後藤委員長は特別委員会の報告を議長に渡し

からお尋ねの関係で、予算委員会で、私、相

た。結論が変わるということは全くないので

当答弁し過ぎた経過もあって、きょうは遠慮

す。そういう手続行為です。そういうことで

してございましたが、法規案の関係ですの

御理解をいただきたいと存じます。

で、私のほうから答弁させていただきます。

○議長（吉田敏男君）

ただいまの９６条第２項の関係で、第１１

他の議員さん、質疑

ありますか。

条２規定、前項の審査については委員会及び

（「なし」と呼ぶ者あり）

特別委員会に付託し審査をするものとする

○議長（吉田敏男君）

と、こういうことでございます。このこと

ります。これで質疑を終わります。

は、９月定例会に地方債にかかわる自立計画

質疑がないようであ

ここで、若干暫時休憩をいたします。

の関係で、１１番議員さんが特別委員長に就

午後１６時３１分

休憩

任されて、当本会議で審査をした経過がござ

午後１６時４７分

再開

います。それを想定していただければよろし

○議長（吉田敏男君）

いのです。

再開をいたします。

したがって、重要案件で９６条の第２項を
使うということは、重要事業計画だからこそ

休憩を閉じ、会議を

これから、討論を行います。まず、原案に
反対者の発言を許します。

議会の議決をしっかりいたしましょうという

１１番後藤次雄君。

ことです。９６条の第１項は、ごらんいただ

○１１番（後藤次雄君）

いたとおり、１４号の別表で規定をしており

意見を申し上げましたし、特別委員会の方か

ます。それ以外に、２項で、改めて議会の機

らの回答をいただきました。これは、私が前

能を知らしめるために、チェック機能を果た

から言っているとおり、やっぱりもう１回議

すために、一緒になって町民の付託にこたえ

論を深めて、そしてやるべきだということ

ていくというのが本規範の規定で増加したと

で、時期尚早ということで反対します。

ころでございます。従来、私どものうちにあ

○議長（吉田敏男君）

りませんでした。

の発言を許します。

それで、今、御確認いただいている関係

私は、先ほどから

次に、原案の賛成者

９番矢野利恵子君。

は、当然、理事者のほうからその議案が提案

○９番（矢野利恵子君）

されます。つまり、９月定例会の最終日でご

は、本当に画期的で、例えば土日に議会を開

ざいました。委員長が、後藤さんが御就任い

くよう努めるだとか、本当に中身を見ても画

ただきまして、当然付託をして、特別委員会

期的なやり方だなと。

この議会改革案

をつくって、１１番議員さんが審査をして、

もちろんこれについては、やはり、録画配

そして、両部会に分かれ、案件によっては、

信、ネット上にこの議会の様子を配信するの

すべて部会制をとらない審査の方法もありま

も、おおむね４年だけれども、その後も残っ

しょうが、委員会条例が一方的にある章のも

たやつはできる限り保存していくと。私の希

のは別として、例えば、医療とか、福祉と

望としては、永久保存というふうにしてもら

か、そういう絡みについては文教委員会が専

いたいけれども、災害もあることだから、永

らということに、付託にということもありま

久保存ということにはならないかもしれない

しょうけれども、全体の委員会条例、両委員

し、そして、委員会が所管事務調査をするに

会に、また、９月定例会にやった分科会方式

当たっても、３泊４日の日程とかと決められ

になるのかなと。

たり、３カ所以上だとか、道内３年目の第３

そこで、分科会方式になりまして、分科会

回定例会後においてとか、そんなのは細かく

から報告があり、後藤委員長の手元に行き、

決めなくてもいいのではないかというところ
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は多々あるけれども、８０％はよしとするも

ことも多かったかなと思います。

のだし、これからも中身が、本当に議会活動

ですから、実際やってみて、４年に１回と

をしていって、だめなものなら直していくこ

か、３年に１回見直しをかけて、不都合が出

ともできると、そういうことを考えたら、こ

てきたら、それをみんなで直して、また、町

の画期的な条例はぜひやらなければいけない

民からここは変だよという意見が出たとき

ということから、これに賛成いたします。

に、みんなで協議をして直していけばいいの

○議長（吉田敏男君）

でないかなと。一歩前に行かないことには改

次に、反対者の発言

を許します。

革しないことには、町民の賛同も支援も得ら

７番熊澤芳潔君。
○７番（熊澤芳潔君）

れないのではないかと思いまして、賛成いた
先ほども申し上げま

したけれども、ある部分につきまして、ある

します。
以上です。

程度答えていただきましたけれども、報酬の

○議長（吉田敏男君）

部分では、やはりもう一度戻すべきだという

を許します。

次に、反対者の発言

ことの中で、もう少し議論する必要があるの

６番川上初太郎君。

ではないかということで、時期尚早というこ

○６番（川上初太郎君）

とで反対します。

早ということをお話申し上げました。議員報

○議長（吉田敏男君）

次に、賛成者の発言

を許します。

酬の見直し、議員報酬を１０％上げて、期末
手当を１.２カ月削減して廃止するというこ

１３番高道洋子君。
○１３番（高道洋子君）

私、先ほど時期尚

とで、本当に今日の社会情勢を考えたとき
皆さんの御意見も

に、全国的に定数の削減、さらに報酬の引き

いろいろ伺いましたが、やはり名古屋市とか

下げ検討、それから、または日当制の導入な

阿久根市でテレビ報道されて以来、日本全国

ど、いろいろ申し上げて報道されています。

的にも、この議会改革というのはものすごく

町民からすれば、議会で１０％の報酬の値

国民の注目の集めているところです。

上げということになると、議員はみずからが

足寄町にあっても、やはりこの議会改革な

自分の報酬を引き上げるという見られ方をす

しでは本当に選挙も戦えないし、それから、

るのではないかなと。当然のごとく、町民の

議員としての質の向上も今後望めないのでは

方々からもそういう声は聞いております。

ないかと。そういう画期的な、また、前向き

○議長（吉田敏男君）

な案でございます。

も、この条例の中に、議員の報酬の関係につ

思い切ったところもいろいろありまして、

発言中ですけれど

いてはすべて抜かれていますから、その議論

私にとっては、できるかなというところも

はちょっと違ったと思います。

一、二ありますけれども、だけれども、普段

○６番（川上初太郎君）

自分たちが心がけて、議員としていることを

あれば、一番先の時期尚早ということで終わ

目的にしているところばかりですので、やっ

ります。

てやれないことはないのではないかと前向き

○議長（吉田敏男君）

にとらえております。

ます。

あと、皆さんのおっしゃることは、反対意

なるほど。そうで

賛成者の発言を許し

２番榊原深雪君。

見の人は、みんなではないですけれども、や

○２番（榊原深雪君）

り方、プロセス、方法論に対する不満、不平

たときに、私は賛成の意見を述べさせていた

が多かったのではないかなと思います。です

だきました。その中で、やはり議会改革とい

から、本文の条例案に対する不足やら不満も

うのは、常に前に進んでいかなければならな

少しはありましたけれども、やり方に対する

い。そういうことで、議員の資質も高めなけ
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前回報告がありまし

ればならないということは当たり前のことだ

も、やはりこれは、今、これについては残念

と思っております。先ほど特別委員会の委員

ですが、私は反対をいたします。

さんの谷口さんがお話しされたことは、本当

○議長（吉田敏男君）

１００％、私も賛同して聞いておりました。

はございませんか。

なぜ、今、報酬とか、いろんな議員に対す
る不満が出てきたというのは、私なりに解釈

他に、賛成者の討論

（「なし」と呼ぶ者あり）
他に討論はございませんか。

しましたところ、やはり住民の本当の公約、

（「なし」と呼ぶ者あり）

先ほど熊澤議員もお話になったけれども、公

○議長（吉田敏男君）

約に対しての、議員が果たしてそういう発言

ります。

これで、討論を終わ

をしているだろうか、そういう自分たちの声

これから、会議案第１号足寄町議会総合条

は伝わっているだろうか、そして、報酬に値

例の制定についての件を採決をいたします。

する仕事をしてもらっているだろうかとい

この表決は、起立によって行います。本件

う、いろんな疑問点があろうかと思います。

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

そして、私は、この議員条例というのは、

起立願います。

特にかみ砕いて、なかなか自分では解釈する
ことはできませんでしたけれども、自分は自

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

分の本当に議会での仕事を全うしていれば、

したがって、会議案第１号足寄町議会総合

的確なこういう条例というのは、まさしく自

条例の制定についての件は、原案のとおり可

分の質疑を高めていったり、自分で意見を言

決されました。

うことによって、研さんしていくことによっ

○議長（吉田敏男君）

て、この条例というのは、おのずとついて

いたします。休憩中に議会運営委員会をお開

回ってくると思うのです。

きをいただきたいと思います。

ここで、暫時休憩を

だから、議員として当たり前の仕事をして

午後

４時５９分休憩

いくということと、それに向かってもっと改

午後

５時３０分再開

革を進めていくということについていくとい

○議長（吉田敏男君）

うことが大切なことではないかなと思って、

再開をいたします。

賛成討論とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

議会運営委員長から御報告をお願いをいた

次に、反対者の発言

はございますか。

します。
議会運営委員長

５番木村明雄君。
○５番（木村明雄君）

休憩を閉じ、会議を

井脇昌美君。

○議会運営委員長（井脇昌美君）
先ほどは、谷口さん

の意見が少しぐさっと刺さりました。

ただいま

開催されました第１回定例会に伴います議会
運営委員会の協議の結果の報告をいたしたい

これから先に向けて、この時代、これから

と思います。

将来、そして未来に向け議会改革、議会活性

先ほど来、足寄町議会改革活性化等調査特

化、これについては避けて通れない問題、ま

別委員会の報告の審議の際、５番議員さん、

たは課題ではないかと、そんなふうに思うわ

６番議員さんにより、不適切な発言があられ

けでございます。

たという議会運営委員会の中で協議をなさ

私は、この大きな問題に対して、もう少

れ、今、本人は否定されているものですか

し、これは慎重に自分で考える、考えてみた

ら、現在、議事録を精査のために、全く本当

い、そんなふうに思う。時期尚早だなんて

に申しわけございませんが、この後、若干休

言ったら怒られるのかもしれないですけれど

憩をとりたいと思いますので、よろしくお願

も、慎重に考えたいと。少々時間がかかって

いをいたします。

― 26 ―

○議長（吉田敏男君）

それでは、暫時休憩

をいたします。

れておりますので、それを許したいと思いま
す。

午後１７時３２分

休憩

５番木村明雄君。

午後１８時３６分

再開

○５番（木村明雄君）

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

それでは、今会議の

中で、私が不適切な発言があったと。それに
つきまして、本当に皆さんに御迷惑をおかけ
をいたしました。これからにつきましては、

◎議運営委員会報告
○議長（吉田敏男君）

言葉に気をつけてまいりたいと、そんなふう

議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告をお願いします。
議会運営委員会委員長

井脇昌美君。

○議会運営委員長（井脇昌美君）

に思っております。本当に申しわけございま
せんでした。
○議長（吉田敏男君）

この後、

６番川上初太郎君。

○６番（川上初太郎君）

このたびの一件

いろんな行事等々、また、日程がある中、本

で、私の思っていたのとちょっと違う不適切

当に何度も議会運営委員会を開かせていただ

な発言ということでございました。今後、そ

き、中断を申しわけなく思っております。

ういうことのないようにいたしますので、今

ただいまの議会運営委員会の協議の結果の
報告をさせていただきたいと思います。

回はひとつ、御容赦のほどお願い申し上げま
す。

５番、６番両議員さんの不適切発言に対し
て、議事録を精査させていただきました結

◎日程追加の議決

果、皆さんのお手元に議事録の一部が配付さ

○議長（吉田敏男君）

れたと思うのですけれども、不適切発言とい

す。

うことが証明されました。

お諮りをいたしま

足寄町議会会議規則第２２条の規程によ

後ほど、議長よりしかるべく処置があろう

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおりに

と思いますが、それにしたがって、よろしく

日程に追加し、審議することにしたいと思い

お願いを申したいと思います。

ます。これに御異議ございませんか。

これより、本日の日程に追加をさせていた

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

だきまして、議案第４０号を即決で審議をい

○議長（吉田敏男君）

たします。

す。

次に、議会運営委員会からの閉会中の継続
調査申出書について審議いたします。

異議なしと認めま

したがって、追加議事日程のとおり、日程
に追加し、審議することに決定をいたしまし

以上で、第１回定例会における議案等の審

た。

議は、本日をもって終了する予定であります
ので、御了解を願いたいと思います。

◎議案第４０号

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、委員長の

報告を終わります。

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１３

議

案第４０号足寄町特別職の職員の給与並びに
旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正

ただいま、井脇委員長のほうからお話がご

する条例の件を議題といたします。

ざいましたとおり、先ほどの総合条例の質疑
の中、議事録を精査をさせていただきまし
た。その結果といたしまして、不適切な発言

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。

があったということでございます。ここで、

○総務課長（大塚博正君）

木村議員、川上議員、それぞれ発言を求めら

なりました議案第４０号足寄町特別職の職員
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ただいま議題と

の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

第２号は、長期欠席の期間１８０日以上３

の一部を改正する条例について、提案理由の

６５日未満の場合は、減額の割合は１００分

御説明を申し上げます。

の５０と。それから、第３号でございます

本条例の改正につきましては、議会改革活

が、長期欠席の期間３６５日以上減額の割合

性化等調査特別委員会の調査報告を受け、現

は１００分の７０とするものでございます。

行の議員報酬をそれぞれ１０％引き上げ、期

第５項でございますが、前項の規定による

末手当１.２カ月を廃止することについて、

議員報酬の減額は、長期欠席の期間が９０

足寄町特別職報酬等審議会を去る３月１４日

日、１８０日、または３６５日を経過する日

に開催し、諮問し、調査報告の内容について

以降の長期欠席の期間について、日割りを

妥当とする旨、答申を得ましたので、提案を

もって計算し、翌月の議員報酬から減額する

させていただくものでございます。

ものでございます。

改正の内容について申し上げます。

なお、長期欠席の期間中に死亡した場合

足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び

は、第２項の規程にかかわらず、全項の規程

費用弁償に関する条例の一部を改正する条

による減額を行うものとするものでございま

例。

す。

足寄町特別職の職員並びに旅費及び費用弁

また、死亡した日の属する次の翌月に、死

償に関する条例の一部を次のように改正す

亡した月の減額相当額を町に返還するものと

る。

するものでございます。

第６条中、及び期末手当を削るものであり

次に、第６項でございますが、前２項の規

ます。第７条第５項を同条第８項とし、同条

程にかかわらず、長期欠席の事由が北海道町

第４項中、全２項を第２項から第３項及び第

村議会議員公務災害補償等組合の定める公務

５項に改め、同項を同条第７条とし、同条第

または通勤により生じたと認められる災害に

３項の次に、次の３項を加える。

よる療養の場合は、減額しないものとするも

次の第４項、第５項、第６項の、この三つ

のでございます。いわゆる公務災害等と言わ

の項を加えるための条項の整理でございま

れるものの中での減額はないというものでご

す。新たに加える第４項でございますが、足

ざいます。

寄町議会総合条例（平成２３年条例第

次に、第８条を次のように改める。第８条

号）、空欄になってございますが、先ほど条

につきましては削除をいたします。

例が可決され、この後、告示等により条例番

次に、第９条第２項中から第５項までを第

号が入ってまいりますので、ここの条例番号

３項第７項及び第８項に改める。これは条項

については、まだ空白ということになってご

の整理でございまして、附則中第１６項を削

ざいます。

る。第１７項を第１６項とし、第１８項から

総合条例の第２３条第２項、前段の規程に

第２３項までを１項ずつ繰り上げるというも

該当し、９０日以上の長期欠席（以下、この

のでございまして、これも附則の１６項を削

条において「長期欠席」という。）をした場

る関係から、条項を繰り上げていくものでご

合は、議員報酬の額に次の各号に定める区分

ざいます。附則中第１６項につきましては、

に応じ、当該各号に定める減額の割合を乗じ

手当の加算額を定める規則でございましたけ

て得た額を第１項に定める議員報酬の額から

れども、手当が廃止され、報酬一本化という

減額するものとするものでございます。

ことでございますので、この附則の１６項を

第１号でございますが、長期欠席の期間９
０日以上１８０日未満の場合が、減額の割
合、１００分の２０でございます。

削るものでございます。
次に、別表第２中の改正でございますが、
最初に議長の報酬でありまして、２５万円を
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２７万５,０００円にするものであります。

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する

次は、副議長の報酬でありまして、２１万

条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

円を２３万１,０００円に、次が常任委員、

おり可決されました。

議運の委員長さんの報酬でございますけれど
も、２０万円を２２万円に改めるものでござ

◎閉会中の継続調査申し出の件

いまして、次が議員の報酬でありまして、１

○議長（吉田敏男君）

９万円を２０万９,０００円に改めるもので

会中の継続調査申し出の件を議題といたしま

ございます。

す。

追加日程第１４

閉

附則でございますけれども、この条例は、

議会運営委員会委員長から、会議規則第７

平成２３年５月１日から施行するということ

５条の規程によって、お手元に配付をいたし

で、先ほど議決されました総合条例との施行

ましたとおり、閉会中の継続審査の申し出が

日を統一としてございます。

あります。

新旧対照表につきましては、２ページ、３
ページに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。

お諮りをいたします。
委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調
査にすることに御異議ございませんか。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

（「なし」と呼ぶものあり）

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

○議長（吉田敏男君）

上げます。

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。

異議なしと認めま

したがって、委員長の申し出のとおり、閉
会中の継続調査とすることに決定をいたしま

これから、質疑を行います。質疑はござい

した。

ませんか。
（「なし」と呼ぶものあり）
○議長（吉田敏男君）

◎

質疑なしと認めま

す。

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

これをもって、本定

例会の会議に付議されました案件の審議は全

これで、質疑を終わります。

部終了をいたしました。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

これで、本日の会議を閉じます。
平成２３年第１回足寄町議会定例会を閉会

（「なし」と呼ぶものあり）
○議長（吉田敏男君）

をいたします。

討論なしと認めま

す。
これで、討論を終わります。
これから、議案第４０号足寄町特別職の職
員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例の件を採決をしま
す。
この表決は、起立によって行います。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。
（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

したがって、議案第４０号足寄町特別職の
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午後

６時５１分

閉会

平成２３年第１回足寄町議会定例会会議録
上記のてん末を記載し、その相違なきことを認めここに署名する。

足 寄 町 議 会 議 長
足 寄 町 議 会 議 員
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