
7 番 8 番 9 番

10 番 15 番

9:53　開会・挨拶 　

開催概要説明

会期1日、出席委員5名、欠席委員0名、員外1名　議長

開会挨拶

議事1　議会及び委員会に関する条例、規則等に関する事項について

1　別海町議会情報通信機器の貸与及び使用に関する規程の制定について

資料により内容説明

質疑

・　端末の破損時に議員が加入している損害保険が使えるか。

議事2　議会活性化について

1　議会タブレットを活用したペーパーレス議会の考え方について

資料により内容説明

質疑

・　資料中、日付の記載が間違っている箇所がある。

・　委員長、発言してよろしいか。

・　発言を許可する。

・　全員協議会協議会で考え方を説明することとする。

休憩　10:45

再開　10:57

2　令和2年度常任委員会調査計画について

資料により内容説明

①　重点調査計画

②　令和2年度調査計画

口頭により内容説明

①　東部介護施設の公募状況及び常任委員会の調査結果について

口頭により内容説明

①　第7次別海町総合計画の人口目標の変更と個別計画への影響について

委員長 10番 小林

委員 7番 木嶋

委員 8番 松壽

松本

委員長 10番 小林

今西委員 9番

事務局主幹

議長 西原

委員長 10番 小林

議長

委員の出欠
出席

事務局職員

木嶋　悦寛

小林　敏之

出席

出席 出席

出席今西　和雄

事務局長

松壽　孝雄

戸田　憲悦

発言者

小林

小林

委員長 10番

・　考え方の全体的なものは理解できるが、全員が理解した上で取り組むの

か、取り組みながら理解を求めていくのか。

・　私物のパソコンについても、議長なり議事整理者なりの許可を得てから、今

後使用してくようにすべきと考える。

松本

議長委員外の出席

令和2年第13回議会運営委員会　要点記録

開閉会日時 令和2年5月27日(水曜日) 会議場所
別海町議会

委員会室1

開会 9:53

閉会 13:31

事務局主幹

・　損害保険と機器購入時に見積もっている保守費の補償範囲を調べ、後日

報告する。

事務局主幹 松本

事務局主幹 松本　博史小島　　実

西原　　浩

小林

会議経過　※所管毎に議事を行う事情等により議事番号が前後することがある。

会議に付した事件及び会議結果など

委員長 10番

委員長 10番

松本

委員 7番 木嶋

小林

事務局主幹 松本

委員長 10番 小林

委員 7番

委員長 10番 小林

木嶋

事務局主幹 松本 ・　訂正させていただく。

委員長 10番

・　庁舎内で一人一台PCの体制が敷かれた際は、前段に職員間でパソコン講

習が行われた。そのうちに徐々に操作が慣れていった。同じように、委員会単位

で互いに操作方法の説明をするなり、事務局がサポートするなり、熟練度を

徐々に高めていくような取り組みがよろしいのではないか。

・　今西委員の問題提起は、おそらくタブレットの導入前の共通理解を得る必

要があるのではないかということだと考える。そこで、全員協議会協議会で協

議・調整を行のがよろしいかと考える。

西原

委員長 10番 小林

事務局主幹



令和2年第13回議会運営委員会　要点記録

口頭により内容説明

①　ふるさと交流館の調査結果について

②　中小企業経営持続化補助金の申請状況について

議員間討議

議事3　議会費6月補正予算について

1　6月補正予算要求（案）の内容について

資料により内容説明

暫時休憩

予算要求内容について自由討議

再開

議事4　別海町議会新型コロナウイルス感染症対策に係る連絡会議

1　各常任委員会の調査状況について

2　議員の意見等に対する対応について

資料により内容説明

・　特別定額給付金等の給付事業の迅速化について

3　今後の調査等について

資料により内容説明

①　総務文教常任委員会からの連合審査会開催の検討の申し入れについて

②　連合審査会に係る諸規定について

議員間討議

委員長 10番 小林

委員長 10番 小林

事務局主幹 松本

委員 7番 木嶋

委員長 10番

・　産業建設常任委員会協議会でも述べたが、町なり議会なりで意見交換を

する機会においては、どうしても役付の人との意見交換が多く、果たしてその意

見が、どこまで組織全体の意見であるのか不明なときがある。そこで、まずは、連

合審査会に至る前に、例えば青年部など、できる限り多くの経営者の話を聞い

て、そうしたワンクッションの取組みをした上で、議会全体として調査なり、提言

していくことが必要ではないかと考える。

委員 15番 戸田 ・　それぞれの委員会に調査権があるので、そのこととの兼ね合いがある。たしか

に自殺対策などは全体で審査をするのはよいかもしれない。我々の仕事は、町

民の声を迅速に町政に届けるのが務めであるので、その本分に沿って、各委員

会で調査を進めていくことが大切だ。所管の調査は、各常任委員会で行い、

全体で調査が必要であったら、全体でやればよい。なお、今朝の新聞記事を

見ると、議会の提言に対して否定的な発言があった。発言の内容に問題があ

る。

委員長 10番 小林

委員長 10番 小林

委員長 10番 小林

委員 9番 今西

委員長 10番 小林

事務局主幹 松本

事務局主幹 松本

委員長 10番 小林

15番 戸田 ・　先ほど報告にあった、最新の申請状況を再確認したい。

委員 9番 今西

委員 7番 木嶋

今西 ・　了解した。

委員 8番 松壽

委員 9番 今西 ・　50件で1,200万円という状況である。

委員 15番 戸田 ・　東部介護施設については、引き続き委員会で調査をしていただきたい。

委員 7番 木嶋 ・　了解した。

・　自由討議の結果、新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品費、タブレット

導入に係る通信運搬費及び器具費について予算要求することとする。

・　議事2において報告と協議が済んでいるため各委員会からの報告を省略する。

・　今回のコロナウイルスの影響により経営者自身が抱える経営不安が増して

いるが、先日、町が策定した別海町自殺対策行動計画の調査を行ってわかっ

たことは、やはり、福祉医療の政策分野の計画を調査をしたとしても、個別の

原因を探ると経済対策が必要であるなど、政策分野をまたがる問題に直面す

る。このため、委員会の垣根を越えて調査することは必要だと思う。

小林

委員 9番

委員

・　中小企業経営持続化補助金については、総務文教常任委員会において

も委員長から調査結果が報告された。（34件で800万円）先ほどの産業建

設常任委員長から報告のあった補助事業の最新の申請状況を聞く限り、補

助金の平均額は、当委員会の調査段階とさほど変わっていない。

・　ふるさと交流館については、働いている方への影響も含めて調査をお願いし

たい。
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・　この件については、また、次回の会議で継続協議する。

休憩　12:20

再開　12:56

議事5　第2回定例会の運営等について

1　補正予算の審議の流れについて

資料により内容説明

暫時休憩

再開

議事6　その他

1　今後の予定について

資料により内容説明

①　6月8日から26日の議会公務日程

2　次回議会運営委員会の開催について

　議事　令和2年第2回定例会の運営等について　など

3　その他

口頭により内容説明

①　6月定例会終了後の職員との交流会について

②　理事者との意見交換について

③　健康相談について

閉会挨拶

委員長 10番 小林

・　やはり、予算発案者に対する質疑が必要である。

予算審議の流れについて自由討議

・　自由討議の結果、次のとおり決定する。

②　特別委員会の日程については、一般質問の通告締め切りを早めるこ

ととしたので、定例会の会期を早めに調整し、効率的な日程を設定する。

①　本会議での質疑を省略し、これまでの当初予算の審査特別委員会

同様、理事者以下を特別委員会の出席対象とし、特別委員会で質疑を

行う。

③　事前質疑については、補正予算書に記載の事務事業の指定をし、か

み合う質疑を求めたい場合は、質疑の内容を記載する欄に質疑内容を記

載の上、提出を求めることとする。また、理事者への総括的な質疑の内容

についても事前に通告することとする。

委員

事務局長 小島

・　それぞれの委員会に調査権があるので、そのこととの兼ね合いがある。たしか

に自殺対策などは全体で審査をするのはよいかもしれない。我々の仕事は、町

民の声を迅速に町政に届けるのが務めであるので、その本分に沿って、各委員

会で調査を進めていくことが大切だ。所管の調査は、各常任委員会で行い、

全体で調査が必要であったら、全体でやればよい。なお、今朝の新聞記事を

見ると、議会の提言に対して否定的な発言があった。発言の内容に問題があ

る。

・　次第では、本会議の質疑を省略するという記載になっているが、どの段階で

理事者に質疑をするか。

議長 西原

委員長 10番 小林

委員長 10番 小林

委員長

委員長 10番 小林 13:31　閉会

　日時　令和2年6月12日（金）　10時00分から　委員会室1

①　現行の審議の流れ

②　特別委員会設置後の審議の流れ（案）

③　特別委員会の次第（案）

議員間討議

委員 7番 木嶋

①　第14回議会運営委員会

10番 小林 ・　協議の結果、次のとおり開催することで決定する。

・　事前質疑について、手法をもう一度確認しておきたい。理事者への総括的

な質疑も事前の通告が必要であろうか。

委員長 10番 小林

事務局長 小島

小林

事務局長 小島

委員長 10番

委員長 10番 小林

委員長 10番 小林

9番 今西


