活動日誌から
●文教厚生正副委員長挨拶回り & かがみの中央
こども園落成式
文教厚生常任委員会に関連する学校園などに、中
西委員長と一緒に挨拶回りを行いました（回りきれ
ていません）
。それぞれの学校園などで規模も違い、
抱えている状況は

日々の動き
３月 26 日 町議選
27 日 当選証書付与式
30 日 議会説明会
4 月 5 日 初議会前の議員懇談会
（議会運営の申合せ、初議会の運営など議論）
10 日 初議会（４月会議）
11 日 鏡野中学校入学式
16 日 消防出初式 ↓
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異なりますが、ど
育に力を入れても
らっているという
話を聞きました。
中央こども園は
鏡野町産の木材を多く使った作りです。子ども用の
小さなトイレがとても可愛らしい。

●人形峠環境技術センターとの面談
さよなら原発 1000 万人アクション in 岡山実行委
員会の皆さんと、日本原子力研究開発機構人形峠環
境技術センターを訪れました。昨年 12 月、センター
が発表した「ウランと環境研究プラットフォーム」
構想の概要、昨年 10 月の鳥取県中部地震への対応
と今後の地震対策、さらに原発の高レベル放射性廃
棄物の処分についてなどを巡って、見解を聞きまし
た。高レベルについては人形峠環境技術センターの

17 日
18 日
20 日
23 日
26 日
27 日
30 日
5月 1日
３日
５日
７日
８日
11 日

文教厚生正副委員長挨拶回り
〃
全員協議会、議会運営委員会
かがみの中央こども園落成式
人形峠環境技術センター
との面談
４月第２回会議
第３回かがみのマルシェ
メーデー
上斎原おんな相撲大会 →
憲法集会
夢広場 春の味覚祭
富布施神社お田植祭 →
立憲主義と地方自治を
守る議員の会総会
地方×国政策研究会
（東京）
鏡野町立養護老人ホームかがみの園
創立 50 年式典

仕事ではないとのお話でした。

●第３回かがみのマルシェ

●第 24 回地方×国政策研究会

４月 29 ～ 30 日、寺

私が事務局をしている自治体議員政策情報セン

元で開かれました。町

ターが年３回、国会内で開く勉強会です。今回のテー

をにぎやかにしようと

マは、非正規公務員の制度改革、指定管理者制度。

昨年から始まっていま

総務省の方から説明を受け、さらに上林陽治さん（地

す。寺元は懐かしいと

方自治総合研究所）
、白石孝さん（官製ワーキングプ

ころ。同級生もいます

ア研究会）からお話がありました。

ごあいさつ

こでも鏡野町は教
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もっと開かれた、討論する議会を
選挙期間中は「討論する議会を、そしてみんなで町づくりを」と訴えま
した。人口減少時代を乗り切るには、住民みんなが知恵をしぼること、そ
してそれだけではなく、みんなが少しずつ力を発揮しなければならないか
らです。誰かがうまい方法を見つけてやってくれるのではなく、私たち自
身が一歩を踏み出すことが大切と考えるからです。
ところが議会に行ってみて、これはなかなか難しいぞと思っています。
鏡野町議会基本条例は「自治体事務の立案、決定、執行及び評価における
論点及び争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な
討議を通して、これら論点及び争点を町民に公開しなければならない」と
定めています。
しかし現実には、その自由闊達な討論がなかなか実現できていないよう
です。議会説明会では次のような説明がありました。
「質問することの目的は、町の公益に資するために有益となるために行うも
のであって、町が不利益になるために行うものではない」
「一般質問は、議論を重ね、執行機関と質問者との合意点、一致点を見出
だそうというものではなく、執行機関の考えを聞くだけのものである」
「執行機関を追及攻撃するような発言は厳に慎しまなければならない」etc。

し、子どもの頃はここまで 20 分ほど歩いてやってき

11 日、非常勤職員の採用方法などを明確にしたう

さらには町民への議会の公開についても、まだまだ改善の余地がありそ

てバスに乗って津山に出かけていました。この日は

えで、ボーナスを支給できるようにする、改正地方

木工の DND Woodturning さんで、胡椒と塩のミル

うです。
（議会運営員会は委員以外の議員の傍聴が認められていま

公務員法・地方自治法が成立しましたが、2020 年の

を買いました。

施行に向けてまだまだ課題が多くありそうです。

せん。もちろん町民も）
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□後記：初当選後、様々なことが「押し寄せて」ニュー

□これからの予定

スの発行が遅れてしまいました。町の動き、議会の動
きについては、ニュースやホームページなどを通して
伝えていきますので、よろしくお願いします。

５月 24 日 全員協議会、議員勉強会、議会運営委員会
６月 ５日 ６月定例会開始
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これらの点は議会の全員協議会で議論することになりました。そ
して幸いにも議会運営員会の一員となり、副委員長という大役も与
えられました。議会改革に終着点はありません。議会基本条例を本
当に活かすためさらに改革を進めていきたいと思います。
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4 月議会報告

◇ 4 月 10 日、初議会

選挙の結果、議長に岸泰広議員、副議長に本山紘司議員が選ばれま
した。

鏡野町議会基本条例
平成 25 年 3 月 8 日

（前文）
議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と、町民の福祉の向上のために果たすべ
き役割は、今後ますます大きくなる。特に地方分権が進む中で、自治体の自主的な決定と責任の範囲が

また所属の委員会も決まり、私は文教厚生常任委員会に所属するこ

拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行及び評価に

とになりました。
（町議会には他に総務常任委員会、産業常任委員会が

おける論点及び争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議を通して、これら

あります）また議会運営委員会にも出ることになり、先輩議員から頑

論点及び争点を町民に公開しなければならない。

張ってやってみろという声をかけられて、どちらも副委員長という大
役をいただきました。
さらに監査委員や一部事務組合議会議員が選ばれ、教育委員会委員、
教育長の任命への同意がなされました。

◇ ４月 27 日、４月第２回会議
鏡野町農業委員会委員候補選考委員会設置条例の制定、個人情報保
護条例の一部改正、一般会計補正予算案が審議され成立しました。
農業委員会の公選制が廃止され、町長が議会の同意を得て任命する任
命制となりました。私はこの変更は制度の改悪であり、農業や農地を

鏡野町議会は、
「議会の活性化と町民に信頼される議会づくり」を目指すため、二元代表制の下、鏡
野町の意思決定機能、政策立法機能及び行政監視機能の能力向上を図るとともに、町民の意見を的確
に反映し、貴重な自然環境や歴史・文化を引き継いでいくとともに、安全で安心な真に豊かで潤いのあ
る地域社会を築き、育て、将来の世代へ残していくことを目指して活動する。
このような使命を達成するために本条例を制定する。
（目的）
第 1 条 この条例は、地方分権と地方自治の時代にふさわしい、町民に分かりやすい議会及び議員の活
動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開を基本
とした、鏡野町のより持続的で豊かなまちづくりを進めることを目的とする。
（議会の運営原則）

守ることには繋がらないと考えています。ですからこの条例をどう判

第 2 条 議会は、自由かっ達な討論を通じて、町民に分かりやすい議会運営を目指さなければならない。

断するかには悩んだのですが、賛成しました。選考委員として、学識

2 議会の会期は、いつでもすぐに活動できる通年会期とする。

経験者、農業関係団体の代表者、町長が特に適当と認める者が、任命
されることになりましたが、その選び方など注視していきたいと考え
ています。
補正予算は昨年 10 月の鳥取県中部地震によって被災した上斎原文化
センター、同観光スポーツ施設の改修事業費としての 7,500 万円です。

（議員の活動原則）
第 3 条 議員は、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
2 議員は、議会が合議制の機関であることを認識し、多様な町民意思を反映した、議員相互間の自由
討議を推進しなければならない。
3 議員は、町政における課題全般について多様な町民意見を把握するとともに、政策水準を高めるこ
とに努めなければならない。

議会公開について
関東の友人が、議会公開の現状について知らせてくれました。公開が当たり前、そんなに難しいことで
はないと 思うのですけどね。

議会運営委員会は、委員会条例で、常任委員会と並列で設置を規定し、当然、常任委員会、特別委員会ととも
に、公開です。
「議員に公開」ではなくて、何人に対しても公開です。けっこう市民の傍聴があります。
全員協議会と代表者会議は「規程」で「原則公開」としていて、これも市民であれ、何人に対しても公開です。
今日も全協がありましたが、議長の許可も、議員にはかることもなく、市民が最初から入っていました。
本会議中に開く代表者会議や議会運営委員会も、本会議の傍聴をしていた市民が、代表者会議ものぞきに来ま
す。本会議を休憩して代表者会議を開くとき、議長が「傍聴者の皆さんに申し上げます。この休憩は代表者会議
を開くための休憩です」と知らせます。以前はわざわざ「代表者会議は傍聴できます」と付け加えていましたが、
もうあたりまえなので言いません。
すべて、傍聴申請も必要ありません。名前を書くこともなく、傍聴券を取るだけです。

2

料

選挙後初の議会が開かれました。議長、副議長や、所属委員会を決
めるものです。
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（町民と議会との関係）
第 4 条 議会は、議会の活動に関する情報公開の徹底と、町民に対する説明責任を果たすように努めな
ければならない。
2

議会は、会議（常任委員会及び特別委員会の会議を含む。
）を原則公開とし、傍聴の自由及び報道

の自由の尊重に努めなければならない。
3 議会は、町民との意見交換の場を年 1 回以上設けなければならない。
4 議会は、参考人制度及び公聴会制度を積極的に活用して、議会の討議に反映するよう努めなければ
ならない。
5 議会は、請願及び陳情等を町民による政策提案と位置付け、その審議及び調査に当たっては、提出
者の意見を直接求めるよう努力する。
［以下略］
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