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愛南町議会議員全員協議会会議録

令和３年６月18日（金）

議員協議会室

（１）小山地区太陽光発電事業に係る調査特別委員会の調査に係る動議について
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○佐々木副議長 皆さん、おそろいですか。いいですか。 

   それでは、全員協議会を開催いたします。 

○原田議長 先ほど中野議員のほうから動議が提出されました。中野議員より趣旨説明をお願

いをいたします。 

   中野議員。 

○中野議員 もう趣旨説明いうても、本議会の中で読み上げたらいいのかなと思って。ここで

全部読みますか、これ。 

○原田議長 一応言うてください。 

（発言する者あり） 

○原田議長 そうですか。 

   中野議員。 

○中野議員 本会議で読んだらええと思うし、一連の、全部読みませんが一連の流れ。 

（発言する者あり） 

○原田議長 暫時休憩します。 

（休憩） 

○原田議長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

   それでは、中野議員、趣旨を説明してください。中野議員。 

○中野議員 趣旨は今これ読んでいただいたらわかると思うんですが、これ内容、提案説明は

ほぼ一緒なんですが、ずっとこの流れの中で小山の太陽光発電の原因、いまだ、まだよく

わかりません。そこでやっぱり、議会として特別委員会を設置して、原因の解明、そこが

一番町民の求めるとこではないかと思いますんで、100 条の調査特別委員会の設置の動議を

提出するつもりです。 

   以上です。もう、提案理由のところは、ちょっと、ちょっと経過だけ説明しようと思いま

すが、以上、大体この内容です。 

○原田議長 この今後の流れについて、事務局、説明をお願いいたします。 

   本多事務局長。 

○本多事務局長 この後の流れについて、簡単に説明をさせていただきます。 

   現段階では動議が成立したところです。この後、本会議で今日の日程に追加し、追加日程

第 1 として議題とする採決を行います。可決された場合は、この後日程第 6、請願第 1 号、

柏坂遍路道の国史跡指定の促進の後に、追加日程第 1として追加して審議をすることになり

ます。では、これからは追加日程第 1として可決された場合で説明をさせていただきます。 

初めに趣旨説明、そして質疑、討論、採決の流れで進みます。仮に採決、可決されますと次

に委員の選任、委員長、副委員長の互選という順に、随時休憩を挟みながら進むことになり

ます。 

   以上です。 

○原田議長 今、事務局より説明がありましたが、質問ございませんか。 

   中野議員。 

○中野議員 これ遍路道の後ですか、成立したら。この続きでやるわけではないんですか。何

かそういう方向でいくのかと思って。今までの例だと、動議が提出されてあれだったらそ

ういう方向でいっとったように思うんですが。 

○原田議長 山下議運委員長。 

○山下議員 私がお答えします。 

今、議会運営委員会の中で、今回のこの補正予算、コロナ関係の大切な事業が入っており

ますので、まずそれを終わらしてから、その後の日程に入れるということで、大多数のほと

んどの委員の意見でそういうことで議会運営委員会では決定をしました。 
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   以上です。 

○原田議長 ほかに質問ありませんか。 

   吉村議員。 

○吉村議員 今、議運の委員長から報告があったのは、報告のあれなんですが、これちょっと

流れおかしいことないですか。これコロナが大事いうて議案はみんな大事なことでしょう。

でも動議として成立された以上は、その、そこで暫時休憩取るんやったら取ったとして、

その全協開いて趣旨説明やって、ほして本議会開いて提案理由の説明、質疑、採決、討論、

それが今回だけこれ動議成立した後に議運いう順序いうのは。もう全てそこで決めしまう

と、動議が成立した後で。これ流れ的にいうてどうなんですか、これ。おかしいんやない

ですか。動議成立したら一種の流れの中でいくのが自然な姿やない。あえて今回だけ、こ

ういうことしたいうこと自体が、私は疑問に感じるんやけど、どこ回答されますか。 

○原田議長 石川議員。 

○石川議員 私が提案さしていただいたんですけども、コロナという緊急事態が、この愛南町

の中で、一番優先事項はコロナ対策を一番にすることじゃないかなということで提案さし

ていただいて、議運の中でですね、大多数の賛成意見をいただいて、そういう日程を議運

としてまとめていったということですので。特別な、今回はですね、事象、コロナという

事象でございますので、そういうことを勘案すれば、日程を動議としても後ろにつけて補

正を先に採決するということが優先されるということで、各委員の方に、大多数の委員の

方に賛成をいただきました。 

○原田議長 山下議員。 

○山下議員 私、議運の委員長としてよいよ申し訳ないんですけど、ちょっと今回、その動議

が成立した後の流れ的なことを、ちょっと私の認識不足で、先に議会運営委員会で動議が

成立した過程として、ちょっと協議をしたんですが、本来ならば議場で趣旨説明があった

後、結局採決をして可決された後に開くのが本当の議運だったと思うんですが、大変間違

いで申し訳ありませんでした。ということですので。 

（発言する者あり） 

○原田議長 吉村議員。 

○吉村議員 私が質問したのは、石川議員答えたけど、議運の内容を私は指摘しよるんやない。

流れは今委員長が言うたように、そういうのが順序やという質問を私はしたんであって、

議会運営委員会の決定事項には、一応これは公的にやったことですから、だからそれに関

してとやかくいうて言いよるわけじゃないんです。勘違いをしないように。 

   やっぱし、1 年生議員も多いはずです。やっぱ物の筋道、順序いうことだけは、ぴしっと

やっていかんと、何のための議会かということが、そういうことなんで、今、委員長のほう

からそういう謝罪がありましたんで、そういうことです。趣旨です。 

○原田議長 ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

○原田議長 ないようでしたら、全員協議会を終了いたしますが、石川議員。 

○石川議員 ちょっともう一回確認なんですけど、本会議で日程の追加をこの後採決採ります

よと。追加された後、その後。 

○原田議長 山下議員。 

○山下議員 追加された後、暫時休憩して、再度議運を開くことになるんかね。なるんやろ。

仮定として、これどうも先に仮定として協議するのは、やっぱ議会として、議運を開いて、

再度協議をして決めたいと思います。先ほど謝罪があったように、ちょっと順序が逆にな

って申し訳ありませんでした。 

   以上で進めたいと思います。 
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○原田議長 金繁議員。 

○金繁議員 この後すぐに日程追加かどうかっていうことって、おかしくないんですか。動議

成立してるんですよね。すぐにやっぱり趣旨、動議の趣旨説明をして、その後にじゃあそ

れを日程に追加するかどうか決めるのが筋やないですか。 

（発言する者あり） 

○原田議長 本多事務局長。 

○本多事務局長 失礼します。 

   では、この後趣旨説明ということになりましたら、日程第 6の後なんですけども、いきな

り質疑ということになりますけども。 

（発言する者あり） 

○本多事務局長 一応、動議は成立しているので、日程に諮る必要があります。追加する必要

があります。それをどこに入れるかということを、次、本会議で決めるので、この流れで

いいんじゃないかと私は思っているんですけども。 

（発言する者あり） 

○原田議長 金繁議員。 

○金繁議員 今、確認さしていただいたように、議運の委員長自らおっしゃったように、この

後全協で趣旨説明をして、その後。 

（発言する者あり） 

○金繁議員 ごめんなさい。議会で、議会。失礼しました。議会で趣旨説明をして、その後に

日程追加するかどうかの採決をするんですよね。 

（発言する者あり） 

○原田議長  それは最後やろ。ちょっともう一回事務局、流れを説明して。 

   本多事務局長。 

○本多事務局長 今の話でしたらですね、この後本会議で趣旨説明が行われます。それで、そ

の後追加日程を決めていただくっていう流れの話を聞きました。そうなったらですね、そ

の後、追加日程、例えば第 6 の後ということになりましたら、次に次第書の元のとおり補

正予算の審議等流れていって、最後に国指定史跡の関係ですね、請願の関係が終わった後、

いきなり趣旨説明がなくてですね、質疑っていう形になるんですけども、それでよろしい

でしょうか。 

○原田議長 吉村議員。 

○吉村議員 これ、コロナ、コロナで大事なのは全部大事なんですよ。やけど、流れから言う

たら、尻切れとんぼで、間空いてこうこうでいうのは、議会運営上の流れいうのは、これ

は全くおかしいし、当然のことを、流れを。これ今までもずっとそうやろう、議事録見て

みなはい。結局、それをやって流れの中でずっと一連の流れでいきよる。間一つも空いて

ないよ。 

○原田議長 山下議員。 

○山下議員 そういう意見はわかるんですが、これも本当、今まで慣例のとおりすぐ同じ流れ

でいっとったんですよ。行っとったでしょう、今まで。だから今回なぜしたかというと、

まず一番の、この今回の柏坂の後に持ってきた理由は、やっぱりこれが長引くと、まず補

正予算が成立した後でっていう意見が出たんで、これもまた全協でそういう意見が出て、

それじゃあおかしいじゃないかって言ったら、また、そら変更というかそれもあり得るこ

となんで、これ議運で決定ということではありません。議運で諮って一応方向性を出した

だけで、皆さんの意見でそれはおかしいって言うんやったら、それは今までどおりになる

こともありますんで、そういうことでよろしく協議をお願いします。 

（発言する者あり） 
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○原田議長 中野議員。 

○中野議員 すぐにやるか、後からになるかという部分はともかくとして、これ一連の流れで

やっていくのが筋で、もうそういうふうでやってしもとんであれば、最初にやるか後にや

るか、とにかくどちらかをまとめて、この際、それはそれでそういう以後の研究材料とし

ていただいて、議運のほうも。これどちらでもこの際だから、出した本人としてはもう。

またそれで今度やって間が空いたりというのは、それだけは避けていただきたいなという、

サンドイッチだけはやめていただいて、どちらかに決めていただいて。 

それで、理由もおかしいと思います。本会議に出てくるものは、コロナだけが大事という

話は、それはおかしいと思いますし、それはともかくとして、もう全部議題は大事なことで

ありますんで、そこあたりもどちらかまとめていただいて、どちらでやるかいうことだけ、

もう決定していただいたほうがいいと思います。 

けど、局長言われるようにやったら、また飛んだということになるのか、またやった後に

続けてならないのかいうことになると、これはサンドイッチは、これはまずいと思いますの

で、どちらかに決めていただいて。 

○原田議長 石川議員。 

○石川議員 先ほどもちょっと確認したんですけど、まず日程の追加を採決する。それができ

れば、次に議案としての採決というふうに私理解しとるんですが。 

（発言する者あり） 

○原田議長 山下議員。 

○山下議員 まず、本会議で日程を追加するかしないか、まずそれを採決していただいて、そ

れが決まったら、決まった時点でまず議運を開きますので、そういう流れでいきますので、

よろしくお願いします。 

（発言する者あり） 

○原田議長 金繁議員。 

○金繁議員 ちょっと確認さしてください。動議は成立しています。議案としては出てるんで

すよ。 

（発言する者あり） 

○金繁議員 動議は成立してるんですから、もうこのまま趣旨説明をしていただかないとわか

らないですよ、町民にとっては。やっぱ議会基本条例できて、町民にわかりやすい議会に

しますと私たち宣言してるんですから、わかりやすい流れでお願いします。今、急にサン

ドイッチはやめましょうよ。 

（発言する者あり） 

○原田議長 この後、本会議で趣旨説明はしていただきます。その流れでずっとやるのか、そ

れともまた、それを議運で決定する。 

（発言する者あり） 

○原田議長 中野議員。 

○中野議員 趣旨説明していうて、局長の話だと今度ね、後にってことになってサンドイッチ

になるわけでしょう。そういうことではちょっとまずいでしょっていう話、そこだけ確認

しとかんと、後になるのと先になるのとは、それはともかくとして、サンドイッチはまず

いでしょっていう話をしよるので。もっとわかりにくいと思いますよ、見られている方も

何のことか。 

○原田議長 本多事務局長。 

○本多事務局長 これは提案ではないんですけども、ちょっと時間がたっているので、できれ

ばこの後本会議で、この後直ちに追加するか日程を採決していただいて、採決がありまし

たら、直ちにこの採決するような形で進めていってはどうでしょうか。 
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（発言する者あり） 

○原田議長 石川議員。 

○石川議員 日程の追加だけ、趣旨説明してですね、日程の追加の採決をして、議案の採決に

ついてはですね、そらまた別に採ればいいと思いますけど。 

（発言する者あり） 

○原田議長 中野議員。 

○中野議員 趣旨説明したら質疑があって、討論になる、質疑、討論になるわけでしょう。だ

ったらそれで止めていく、そこが一番ちょっとこれは流れが悪いんじゃないかと言よるん

で、すぐ次にやるのか、後にいくのかいうのは、サンドイッチにならんようにやっていた

だきたいっていう話をしよる。 

○原田議長 本多事務局長。 

○本多事務局長 先ほど説明不足だったんで、もう一度言いますけども、この後ですね、日程

追加の採決をしてですね、直ちに審議を始めまして趣旨説明、質疑、討論、採決とその流

れで行ったらどうかという説明でした。 

   以上です。 

○原田議長 金繁議員。 

○金繁議員 日程追加の決議が否決されたらどうなるんですか。 

（発言する者あり） 

○金繁議員 もう趣旨説明さえできなかったということになるんじゃないですか。 

○原田議長 山下議員。 

○山下議員 趣旨説明があって、その後質疑、討論があって、その後採決するんです。そこで、

可決したら日程に載るんです。わかりましたか。 

（発言する者あり） 

○原田議長 いいですか、わかりましたかね。 

事務局、それでいいですか。その流れで、事務局長。 

○本多事務局長 確認します最後です。確認をいたします。 

○原田議長 本多事務局長。 

○本多事務局長 この後、本会議で今日の日程に追加して、追加日程第 1 としてこの後直ちに

審議をすることにします。その後、趣旨説明、質疑、討論、採決という流れで進めていく

ことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

○原田議長 今の説明でよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

○原田議長 ほかにはありませんね、質問は。 

 これで全員協議会を終了いたします。 


