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平成１６年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１６年 ９月１７日（金） 

  開 会   午後 １時３８分 

  閉 会   午後 ４時５０分 

 

○議事日程 

 協議事項 平成１６年第３回白老町定例会の開催について 

 １．提出議案 

（１） 町長提案（１６件） 

・ 補 正 予 算   ３件（一般会計、下水道・特養特別会計） 

・ 条 例 改 正   １件 

・ 選任の同意     ２件（固定資産評価委員１件、教育委員１件） 

・ 基本構想等     ２件（基本構想の制定１件、環境のまち宣言１件） 

・ 諮     問   ２件（人権擁護委員） 

・ 認     定   3 件（平成１5 年各会計・水道会計・病院会計決算） 

・ 報     告   3 件（平成１5 年決算に伴う付属書類） 

・ そ  の  他     （町長行政報告） 

（２） 議会関係（２２件） 

  ・ 諸般の報告承    ３件（議会閉会中における動向、定期監査及び例月出納検査、議員

の派遣結果報告） 

・ 特別委員会の設置  １件（決算審査特別委員会） 

・ 承     認   １件（議員の派遣承認） 

・ 意  見  書   ７件 

・ 陳 情 書 等   １件（陳情書） 

・ 審 査 報 告   ２件（議案第 5 号、請願第１号） 

・ 所管事務等調査報告 3 件（第４次総合計画特別委員会、総務文教常任委員会、産業建設 

           常任委員会） 

  ・ そ  の  他   ４件（常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査） 

 ２．補正予算の説明について（3 件） 

   （議案題１号～第 3 号） 

 ３．議案の説明について（１3 件） 

   （議案第 4 号～第 8 号） 

   （諮問第１号～第２号） 

   （認定第１号～第 3 号及び報告第１号～第 3 号） 

 ４．一般質問について  

   ○通告書の提出  ９月１3 日（月）正午締切 通告者～８名（１6 項目） 

      （９月１3 日の議会運営委員会で調整済） 

 ５．諸般の報告等について  
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○ 議長の諸般の報告 （議会閉会中における動向、定期監査及び例月出納検査､議員の派遣報告） 

○ 町長の行政報告 

 ６．平成１5 年決算及び決算に関する付属書類の審査方法について 

（１） 決算審査特別委員会の設置について 

（２） 決算審査特別委員会の委員の選任及び構成 

 ７．委員の派遣承認について  

○ 別紙のとおり 

 ８．意見書の取り扱いについて 

  （１）意見第１3 号   道路整備に関する意見書（案） 

  （２）意見第１4 号   日本郵政公社存続に関する意見書（案） 

  （３）意見第１5 号   消費者保護制度等の整備を求める意見書（案） 

（４）意見第１6 号   人身売買禁止のための法制化を求める意見書（案） 

  （５）意見第１７号   地方交付税の財源保障機能の縮小反対と総額確保に関する意見書（案） 

  （６）意見第１8 号   生活保護の見直しに関する要望意見書（案） 

  （７）意見第１９号   介護保険の見直しと充実に関する意見書（案） 

 ９．陳情書等の取り扱いについて  

○ 陳情書 

  （１）陳情第１号   ウィルス性肝炎対策に関して北海道への意見書提出を求める陳情書 

 10．審査報告について 

○ 平成１６年第２回定例会 民生常任委員会への付託 

・議案第５号 白老町環境基本条例の制定について 

（※原案の通り可決すべきものと決定） 

○ 平成１６年第２回定例会 産業建設常任委員会への付託  

・議案第１号 町道竹浦・虎杖浜線未歩道部分の歩道設置に関する請願書 

  （※採択すべきものと決定） 

 11．常任委員会及び特別委員会の所管事務調査等の報告について  

○ 第 4 次白老町総合計画調査特別委員会 

・平成１６年５月２７日「第３回臨時会」で設置 

  第４次白老町総合計画について 

○ 総務文教常任委員会 

・平成１６年第２回定例会 

  財政運営総合対策について 

○ 産業建設常任委員会 

・平成１５年第２回定例会 

  土木行政の現状と課題について 

 12．常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査について 

（１） 総務文教常任委員会 

（２） 民生常任委員会 

（３） 産業建設常任委員会 
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（４） 議会運営委員会 

 13．第 3 回定例会の日程について  

   ○ 会  期  平成１６年９月２１日（火）～９月２４日（金） ４日間 

   ○ 議事日程  別紙（案）のとおり 

 14．その他 

   

○会議に付した事件 

 協議事項 平成１６年第３回白老町定例会の開催について 

 １．提出議案 

（３） 町長提案（１６件） 

・ 補 正 予 算   ３件（一般会計、下水道・特養特別会計） 

・ 条 例 改 正   １件 

・ 選任の同意     ２件（固定資産評価委員１件、教育委員１件） 

・ 基本構想等     ２件（基本構想の制定１件、環境のまち宣言１件） 

・ 諮     問   ２件（人権擁護委員） 

・ 認     定   3 件（平成１5 年各会計・水道会計・病院会計決算） 

・ 報     告   3 件（平成１5 年決算に伴う付属書類） 

・ そ  の  他     （町長行政報告） 

（４） 議会関係（２２件） 

  ・ 諸般の報告承    ３件（議会閉会中における動向、定期監査及び例月出納検査、議員

の派遣結果報告） 

・ 特別委員会の設置  １件（決算審査特別委員会） 

・ 承     認   １件（議員の派遣承認） 

・ 意  見  書   ７件 

・ 陳 情 書 等   １件（陳情書） 

・ 審 査 報 告   ２件（議案第 5 号、請願第１号） 

・ 所管事務等調査報告 3 件（第４次総合計画特別委員会、総務文教常任委員会、産業建設 

           常任委員会） 

  ・ そ  の  他   ４件（常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査） 

 ２．補正予算の説明について（3 件） 

   （議案題１号～第 3 号） 

 ３．議案の説明について（１3 件） 

   （議案第 4 号～第 8 号） 

   （諮問第１号～第２号） 

   （認定第１号～第 3 号及び報告第１号～第 3 号） 

 ４．一般質問について  

   ○通告書の提出  ９月１3 日（月）正午締切 通告者～８名（１6 項目） 

      （９月１3 日の議会運営委員会で調整済） 

 ５．諸般の報告等について  
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○ 議長の諸般の報告 （議会閉会中における動向、定期監査及び例月出納検査､議員の派遣報告） 

○ 町長の行政報告 

 ６．平成１5 年決算及び決算に関する付属書類の審査方法について 

（３） 決算審査特別委員会の設置について 

（４） 決算審査特別委員会の委員の選任及び構成 

 ７．委員の派遣承認について  

○ 別紙のとおり 

 ８．意見書の取り扱いについて 

  （１）意見第１3 号   道路整備に関する意見書（案） 

  （２）意見第１4 号   日本郵政公社存続に関する意見書（案） 

  （３）意見第１5 号   消費者保護制度等の整備を求める意見書（案） 

（４）意見第１6 号   人身売買禁止のための法制化を求める意見書（案） 

  （５）意見第１７号   地方交付税の財源保障機能の縮小反対と総額確保に関する意見書（案） 

  （６）意見第１8 号   生活保護の見直しに関する要望意見書（案） 

  （７）意見第１９号   介護保険の見直しと充実に関する意見書（案） 

 ９．陳情書等の取り扱いについて  

○ 陳情書 

  （１）陳情第１号   ウィルス性肝炎対策に関して北海道への意見書提出を求める陳情書 

 10．審査報告について 

○ 平成１６年第２回定例会 民生常任委員会への付託 

・議案第５号 白老町環境基本条例の制定について 

（※原案の通り可決すべきものと決定） 

○ 平成１６年第２回定例会 産業建設常任委員会への付託  

・議案第１号 町道竹浦・虎杖浜線未歩道部分の歩道設置に関する請願書 

  （※採択すべきものと決定） 

 11．常任委員会及び特別委員会の所管事務調査等の報告について  

○ 第 4 次白老町総合計画調査特別委員会 

・平成１６年５月２７日「第３回臨時会」で設置 

  第４次白老町総合計画について 

○ 総務文教常任委員会 

・平成１６年第２回定例会 

  財政運営総合対策について 

○ 産業建設常任委員会 

・平成１５年第２回定例会 

  土木行政の現状と課題について 

 12．常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査について 

（５） 総務文教常任委員会 

（６） 民生常任委員会 

（７） 産業建設常任委員会 
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（８） 議会運営委員会 

 13．第 3 回定例会の日程について  

   ○ 会  期  平成１６年９月２１日（火）～９月２４日（金） ４日間 

   ○ 議事日程  別紙（案）のとおり 

 14．その他 

   

○出席委員（１１名） 

 委員長  大 渕 紀 夫 君        副委員長  熊 谷 雅 史 君 

 委 員  山 本 浩 平 君        委 員   吉 田 正 利 君 

      吉 田 和 子 君              谷 内   勉 君 

      加 藤 正 恭 君        副議長   根 本 道 明 君 

 議 長  堀 部 登志雄 君        委員外議員 玉 井 昭 一 君 

                             西 田 祐 子 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

 

○説明の為出席した者の職氏名 

 助  役  三國谷 公 一 君       総務課長  白 崎 浩 司 君      

 財政課長  辻   昌 秀 君 

  

○職務の為出席した者の職氏名 

 事務局長  山 崎 宏 一 君          主  幹   中 村 英 二 君 
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◎開催の宣言 
 
○委員長（大渕紀夫君） どうも皆様、ご苦労様でございます。ただ今から議会運営委員会を開会いたし

ます。 

 本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

 ご異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により、委員長において傍聴を許可いたしま

す。 

 

◎ 協議事項 
 

○委員長（大渕紀夫君） 協議事項が出されていますけれども、最初に事務局長から大まかな説明を願い

ます。 

○事務局長（山崎宏一君） それでは、今日お手元に配布してございますので、簡単に件数等々について

ご説明申し上げます。具体的には後ほどご説明申し上げます。 

 先ず、町長提案として１６件予定されております。ここに書いてありますとおり補正予算が 3 件ござい

ます。一般会計はじめこのとおりでございます。あと条例改正が１件、それと選任同意、これは固定資産

評価委員と教育委員２件でございます。それから基本構想等と書いてございますが、基本構想の制定と環

境のまち宣言併せて２件。諮問として人権擁護委員として 2 件ございます。 

認定のほうはですね、今回１５年度決算がございますので３件、全会計提出されております。報告につ

いては決算に伴う付属書類の報告でございます。その他、町長の行政報告が予定されております。 

 また、議会関係でございますが、現在のところ２２件ということになってございますが、ご承知のとお

り意見書等については後ほど協議をさせていただきますので、若干件数の動きはあろうかと思いますが、

諸般の報告については、これはここに書いてありますとおり、議会閉会中における動向、定期監査及び例

月出納検査、それと議員の派遣承認の派遣結果報告ということになります。 

特別委員会の設置ということになりますが、これは先ほどお話したとおり、決算が認定が出ております

ので議会としては特別委員会を設置して対応するということになっておりますので、設置の件１件。それ

と承認、これは議員の派遣承認でございます。意見書、これから協議されますが、今のところ７件提出さ

れております。 

あと陳情書等ということで、意見書を出していただきたいという陳情書１件、これのちほどご説明申し

上げます。それから審査報告ということで、議案第５号、民生常任委員会に付託になっておりました環境

基本条例の関係。請願については、虎杖浜の地区から出ておりました歩道の関係の請願。それぞれ審査報

告がございます。所管事務等調査報告、これは総務と産業建設の２常任委員会と第４次総合計画特別委員

会併せて３件予定されております。その他として３常任委員会と議運の次期所管事務等調査が予定されて

おります。 

以上が、雑ぱくでございますがそれぞれ提出される予定の案件でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは続きまして、町提案の説明に入りますけれども、その前に人事案件が

ございますので、助役が出席しております。この後に何か用事があるようでございますので、最初に人事

案件について、助役のほうから提案をしたいということでございますのお願いいたします。三國谷助役。 
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○助役（三國谷公一君） （人事案件説明） 

監督責任から自ら給与の減額を行うというものでございます。なお、この不祥事の内容につきましては、

本定例会の行政報告で、詳しく申し上げることにしております。それで、職員の処分内容と理事書の自ら

の処分内容について、これから概略をご説明させていただきたいと思います。 

処分者、前町民サービス課主査５１歳男。処分発令日が平成１６年９月１６日。処分の種類ですが懲戒

処分、停職１０日。処分の理由ですが業務の怠慢、不適当な処理、公文書の廃棄でございます。その内容

をもう少し申し上げますと、国保連合会から送付される過誤精算依頼書の事務処理を、１年２ヶ月処理を

していなかったということでございます。もう一点が国保連合会から送付される過誤精算依頼書１１月分

を廃棄処分したということでございます。なお、これにつきましては、再度国保連合会から取り寄せて備

えております。それと、高齢者高額医療費の払戻し事務の不適当な処理ということでの処分理由でござい

ます。併せまして、町民サービス課長６０歳男、これも監督上の著しい職務怠慢ということで懲戒処分。

減給１ヶ月１０分の１ということになります。 

理事者につきましては、監督責任による自らの処分ということで、担当助役であります私が、同じ理由

で減給１ヶ月１０分の１．５、町長が同じ理由で減給１ヶ月１０分の２という処分内容でございます。以

上で報告を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、人事案件につきましては２件ございましたけれども、これについて

今回特別聞いておくことがございましたらどうぞ。ありませんか。 

 そののちの、町職員の問題につきましては、２１日の日に町長から今お話しがあったように、詳しく行

政報告がされる予定でございますし、同時に減給の部分につきましては、条例案として追加提案されるや

に、いまの報告ではございました。当然その中で、議論がされるということでございますので、そのよう

な措置をしたいと思いますけれどもよろしゅうございますか。それではそのような形で、とり進めを行い

たいと思います。助役さんご苦労様でございました。 

○助役（三國谷公一君） 勝手申しまして申し訳ありません、失礼します。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは続きまして、２番目の補正予算の説明に入りたいと思います。３件で

ございます。提案の説明をお願いします。財政課長。 

○財政課長（辻 昌秀君） 私のほうからは、議案第１号から議案第 3 号までの補正予算に関わる部分ご

説明したいと思います。 

（補正予算説明） 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今財政課長から、補正予算３件についてのご説明がございました。本会議

前、今日の議会運営委員会で聞いておくことがございましたらどうぞ。よろしゅうございますか。それで

は補正予算関係についての説明は終りにいたします。財政課長ご苦労様でございます。 

 続きまして、町側提案の議案についての説明を願います。１３件ございますのでよろしくお願いいたし

ます。はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 議案 4 号以降、私のほうから説明させていただきます。 

（議案説明） 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今議案１３件についての説明がございました。今回聞いておくべき

ということがございましたらどうぞ。ありませんか、なければ議案の説明については以上といたします。

課長ご苦労様でした。 

 続きまして、議会関係の審議に入りたいと思いますけれども、４番目一般質問については締切を終わり、
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８名１６項目の方が質問をされるということであります。 

 次、諸般の報告について、５番目です。事務局長。 

○事務局長（山崎宏一君） これもですね、議長の諸般の報告ということで、議会閉会中における動向と

いうことで、今日お手元に１枚Ａ４でお配りしてございます。これが６月以降この９月までの動向でござ

います。それと定期監査及び例月出納検査については、今日議案と一緒に同封しております。議員の派遣

結果報告、今日お手元にホッチキスでとめてございますが、これは６月の承認以降、この１２１条におい

て、議長の職権によりまして派遣した結果報告書でございます。なお、町長の行政報告が予定されており

ますが、これは当日配布ということになっております。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、続きまして平成１５年度決算及び決算に関する付属書類の審査方法につ

いて、局長のほうからお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） これも先ほど、町のほうからですね、決算３件、それに付属する書類の報告

３件、併せて６件今回提案されてございます。従いまして、議会においてはここに書いてありますとおり、

決算審査特別委員会を設置して審議をするということになってございます。参考までにそのことをですね、

書いてございますけれども、今までも何回か繰り返してございますけれども、基本的なこととして一応申

し上げます。 

特別委員会は必要がある場合において議会の議決で置く。特別委員会の委員の定数は、議会の議決で決

める。これはそれぞれ本会議の中で、形式的にはなります。申し合わせ事項として、決算審査の方法は、

決算審査特別委員会を設置して、審査するということになってございますので、それに伴って今回設置す

るということになります。特別委員会の委員は、各会派に割り振りし、会派からの推薦のあった者を、議

長が議会に諮って指名する。この場合、無会派についても全体的な均衡を見て考慮する。 

人数なんですけれども、先例によりまして、委員数は８名ということになってございます。したがって

特別委員会の構成は、常任委員会の委員数と概ね同数とする。但し、委員会の目的などから、多数をもっ

て構成することが適当と判断した時はこの限りではないということで、決算にあっては、８名ということ

で推移してございます。 

それと、次のですね、各会派に割り振りということになってございますので申し上げますが、決算審査

特別委員会の委員の選任及び構成ということになります。申し合わせにより各会派（未会派も含む）に割

り振りし、８名の委員で構成するということになります。それで参考までにですね、これは１４年度のも

のを含めて申し上げますが、会派ごとに日本共産党については会員、会派数が３名でございますので８名

の場合は、比率によると１名ということになります。新風については４名でございますので比率によると

２名ということになります。新政クラブについては４名でございますので比率によって２名ということに

なります。公明党については２名でございますので比率からいくと１名となります。町清クラブについて

は５名ですので比率２名ということになります。無会派については参考までに２名書いてございます。そ

んなことで、１番右側のほうにこの比率と同じなんですけれども、前年度はこういう形で構成してござい

ます。それと、下のほうの※印なんですけれども、正・副委員長の互選ということになりますが、これは

あとから出てきますが、日程的には２４日、最終日に設置をすることになります。したがって、そのとき

に委員長・副委員長の互選が行われます。各会派にあっては、２４日に本会議で議決されますので、各委

員については、９月２１日、１日目の午前中、昼までですね。各会派から推薦人を事務局へ報告をしてい

ただきたいということでございます。以上で雑ぱくでございますが、ご説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今事務局長のほうから説明がございました。流れについてはよろし
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ゅうございますね。流れについてはいいと思うんですけれども、特別委員会の構成の問題なんですけれど

も、前年度の例が出ておりますけれども、その点について、どのような取り計らいをすればいいかという

ことなんですけれども、ご意見のございます方はいらっしゃいますか。 

 前年度はですね、委員を１名を出すところは、これどうにもならないわけですね、それで２名出される

ところで、無会派の方々の対応をどうするかという協議をしていただきました。この場でいうのはちょっ

と難しいと思いますので、若干休憩をいたしましてね、２名の会派であります新風、新政クラブ、町清ク

ラブの代表の方でご協議を願ってですね、対応を考えたいと思うのですけれども。前回は、確かそのよう

にした記憶がありますけれども、いかがでしょうかね。いずれにしても、このままで決めたというわけに

はいかないですから、一応議論をきちんとして、その結果というふうにしたいと思いますのでよろしゅう

ございますか。はい、それじゃ、タバコの休憩も含めまして２時３０分まで休憩をいたします。 

 

休  憩 （午後 ２時１７分） 

 

再  開 （午後 ２時３３分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、会議を再開いたします。 

ただいま、複数委員のところが集まっていただきまして、お話をしていただきましたけれども、その中

身について議長より簡潔に説明願います。 

○議長（堀部登志雄君） 二人委員を出す会派の３会派とお話をした結果ですね、比例按分で出されてい

る数字どおりのかたちで進めていただきたいというお話しでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今そういう報告がございました。今回の決算審査特別委員会につき

ましては、会派構成による８名をもって決算審査特別委員会を行うということでよろしゅうございますか。

ではそのようにさせていただきます。細かいことについては、９月２１日までに各会派から、委員の名簿

を出していただくということでお願いをしたいと思います。よろしゅうございますね。 

○議長（堀部登志雄君） 補足をしますが、委員のなかからですね、会派の中で二人を出す会派があると

すればですね、無会派の中でやっていただく人が整えば、それはそれで認めてやるべきだということなん

ですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 補足説明をすると、各会派の中で特別委員のメンバーを２人、うちの場合３人い

ませんけれども、２人の会派がありますね。その会派の中で、選考した場合に２人ではなくて１人、あと

１人のひとは無会派のほうから出してあげてもいいよという会派があれば、それはそれなりに認めてあげ

ようと。こういうことなんですよ。そういう意味です。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、そのことで今やったんですよね。 

○委員（加藤正恭君） 議長が正式に説明したものに、言葉足らずのところがあったので、副議長からい

われて、議長が補足説明したと、追加したと、こういうことなんですよ。これは、原則はこのままです。

このままなんですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が今いいたいのは、どういうことかというと、これから２１日までの間に、

差し替えがあるということですか、それともないということですか。 

○委員（加藤正恭君） 何もないんです。このままなんです。このままなんだけれど、２人の会派でたま
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たま都合が悪い人がいて１人しか出せないという会派があったとしたら。 

○委員長（大渕紀夫君） それはそういうふうにはなりませんよ。会派から出さなければ、１人選ばれた

人がなれなければ、それは会派から補充するということになりますよ。今の決め方でいうと。そのことで

今やっているわけですから、町清クラブさんでそういうことを考えているのであれば、私のところは１人

で、無会派から１人出させてあげますよというふうに、今日今決めていただかないとそういうふうにはな

りませんよ。当然です。今そのために会議開いて決めているわけですから、時間かけて。 

 暫時休憩いたします。 

 

休  憩 （午後 ２時３８分） 

 

再  開 （午後 ２時４７分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。再度協議をした中身について、

どなたか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 申し訳ありません。再確認させていただきましたが、今回の決算審査特別委員

会は、この案のとおり比例配分されておりますのでそのとおりやりますと、３者話し合いましたのでその

とおりやる形で進めていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それではさっきと同じですね。今回の特別委員会につきましては、この

提案のとおり各会派からの選出による８名による特別委員会を構成するということになりましたので、ご

承知おき願います。なお、各会派にあっては２１日の午前中までに特別委員の名簿を出していただくとい

うことでお願いをしたいというふうに思います。よろしゅうございますか。 

 それでは次には入ります。７番の議員の派遣承認について、事務局長。 

○事務局長（山崎宏一君） 今日お手元に配布してございますけれども、これから予定される議員の派遣

内容でございます。８件ございます。これについて今回、今時点でこういうことにご案内いただいてござ

いますので、これを派遣承認をいただくものでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、よろしいですね。議員の派遣承認についてはよろしゅうございますか。 

それでは次には入ります。８番目意見書の取り扱いについて、前回の議会運営委員会で、各会派に意見

書を渡しておりますので、それをお出し願いたいと思います。 

 それでは、１番目の意見書案ですけれども、町村議長会からでています道路整備に関する意見書でござ

いますけれども、これについてご意見ございます方。 

毎回私、このことについては、提出者から外れているんです毎回。前回もお話しをしたんですけれども、

文案で若干なおしていただければと思う部分があるんです。前回は、そのことについては全道議長会なの

で、文案の変更はできないというお話しであったに記憶をしておりますけれども、実は記２番目ですけれ

どね、だめであればだめで構いませんから、この２番目の最後の部分にですね、高速道路は採算と需用面

から検討していただきたいという部分を入れていただけないかと。それはどういうことかというと、例え

ば今、非常に利用度が少ない高速道路がありますよね、実際に。このままですと高速道路そのものがどん

どん延びる。延びることはいいですけれども、例を挙げれば十勝道は、私も何度も通りましたけれども、

ほとんど車がない状況であります。そういうことを考えますとね、今の交付税の問題等々、地方にどんど

んどんどん財政締めつけしながらやっている中でね、果たしてそういうところを若干でも、採算と需用面、
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要するに投下した費用がちゃんと回収できるのかどうかということと、採算と使う人たちがもうちょっと

あるということで考えたほうが､北海道はいのではないかと私は思っているんです。そんなところを、文

案の２番目に入れることは出来なものかなということで考えていたんです。これは全道議長会からでたと

いうことは十分承知です。前回も私同じことをいったんですけれども、そういうものを入れていただいて､

是非そういうお金で､市町村の道路をもっと整備して､中小業者に仕事がいくような形を､私はとるべきで

はないかと思っているのですけれども、これは全道議長会だからだめだということになれば、それはそれ

で結構ですけれども、いかがでしょうか。 

実際はなおしているところたくさんあるんですよ。各市町村ではね。 

○委員（吉田和子君） 提出先載っていますから、全道議長会へ戻っていくわけではないですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） ４番目に、必要に応じて地域の実情で挿入してくださいというのがあるんです

ね。そういうことが挿入されれば、私賛成できるのですけれども、そうでないとこの文案だけではちょっ

と疑問に思う部分が、この他にも何件かあるんです。一般財源化するという問題等々あるんですけれども、

それはおいてね、せめてそれくらいの文章は挿入できないものかなというふうに思っていたのですけれど

も、私が調べた範囲では、変えているところはたくさんあります。それは問題ないですけれどもね。ただ、

それはここの議会が決めることですから、私の決めることではございませんので。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 新政クラブは、概ね総論については賛成なんですよ。そういうことを足し足

しということは出なかったんですけれども、今、大渕委員長の意見も聞きますと、そういう部分も附加し

ても構わないと考えられますので、それが精査されて、僕もそういうことは問題ないと思いますので、そ

れがもし他の会派が良いというのであれば、うちは賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の会派の方、面倒なことをいって申し訳ありませんけれども、どんな見解を

お持ちでしょうか。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 委員長の、ひとつのお話しの中の要因を１，２質問してよろしいでしょうか。 

 例えば、無計画に、目的的に、非常に必要ではないというところまで道路がついていると、それが後々

の処理に、コスト高に、みんなにご迷惑がかかっていると。あるいは政治的にそれを付けすぎていると。

例えば、そのような要因を含んでの考えでございましょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） いいえ。私がいっているのは、要するに高速道路は採算と需用面から考えるべ

きであろうということだけなんです。それは、今の財政が厳しい中で、地方財政をこれだけ締めておきな

がら、やっぱりそこを考えたときに是非に採算と需用面は、考えていただいたほうがいいのではないかと

いうだけであります。たまたま、十勝のことをいいましたからそういうことかもしれませんけれども、そ

んな意図は全くございません。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤でございます。大渕委員長のいうことはよく分かるのですが、

例えば、十勝という具体的な名前が出ました。ですけれど十勝に住んでいる方々にとって見たらですね、

我々は、もう高速道路は必要がないから言えますけれども、むこうに住んでいる人たちの気持ちを考えれ

ば、こういう文章にならざるを得ないのではないかなと。全道議長会ですからね、地域を代表しているわ

けではなくて、全道的な見地から見れば、できうれば僻地の人のところにも、無用だなと思っても道路が

ほしいという地域があるわけですから、そういう方々のことは、何も考える必要がないのかもしれないけ

れども、この趣旨でいいのではないのかと、改めてそこをより鮮明な文章化するのがいいのかどうかとい

うことについては疑問を感じます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、はい吉田和子委員。 



 12

○委員（吉田和子君） 私のところもこれで良いのではないかということでしたので、ただ、全員一致で

附加するべきだということになれば、全道議長会に申し出て、この文章附加したいということであれば、

必要とみなが認めれば、それは構わないと思います。ただ、文章的には、私たちの会派ではこれでいいん

じゃないかということにはなりましたけれども。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） すいませんけれども、そこの分なんですけれども、これは意見書をだしてくれ

と言うことですから、全道議長会の承認を得るとか一切、そういうことはありませんのでね、これは白老

の議会が出すものですから、そこは間違わないでやっていただいていいと思います。どうぞ、熊谷副委員

長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今の質疑を聞いていると、地域性の話しがたまたま委員長のほうから出まし

たので、そういう話しになっちゃったと思うのですけれども、僕は言っている論旨というのですか、採算

と需用の整合性を図って整備を進めるべきということは、僕は入れても構わないと思いますね。それは、

先ほど加藤委員から出た地域では欲しいんだよということも需用の部分ですから、そういうふうに大くく

りできると思いますので、僕は入れても構わないと思います。もしそれで納得するのであれば、共産党さ

んが賛成してくれるのであれば、僕は意見書案を共同で出すほうがいいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） すいません面倒なことを言いまして。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 具体的な文章を見て議論をしているわけではなくて、こういう文言を入れたらど

うだということであるのですからね、それであれば具体的にね、例えば、大渕委員長のほうから、こうい

う文章を入れてくれという具体的なものを出してもらって、それを 4 号になるか、5 号になるか別にして

も、それについて審議するのなら別なのですが、ただ抽象的にああだ、こうだといっても、いざ出て来た

場合とちょっと違ってきたら、また話が違ってくるんじゃないかなという気がするものだから、そのあた

りはどうですかね。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに私がいいたいのは、高速道路は採算性と需用面を考慮して整備してく

れればいいということです。それだけなんです。それを文章で入れていただければ構わないということだ

けです。はい、委員外議員の玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） さっき加藤委員が言われた、北海道全体の公共的な道路として、全道議長

会は提出していると思うんですね。基本的にね、北海道で採算の合う高速道路というのはないと思うんで

す。そういってしまえば、結果全部だめなんですよ。だから、それでも赤字の少ないところという意味は

分かるんですよ。委員長のいっているのはね。だから、その辺を考えれば全般的にこのままでもいいかと。

強いて差し支えない程度に、今委員長がいったことを入れるのであれば、それについては私も異議はない

と思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ここで時間をとるわけにはいきませんので、２２日にどうしても議運は開かな

くてはいけません。追加議案がございますので。そのときまで事前に文章を作って、各委員さんのところ

へ流すようなことを考えたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） 記１に、道路整備を効果的かつ効率的に推進すること。という文章があるんです

よ。その中かで網羅されているんじゃないかと思うんだけどさ、具体的に効率化だとか採算性だとかとい

う言葉を入れなくてもね、効果的かつ効率的に推進することで、網羅されているんじゃないかと僕は思う

んだけれどさ。 

○委員長（大渕紀夫君） すいません面倒臭いことを言ってごめんなさいね。社会資本の整備重点計画と

いう法律になっているんですよ。実はこの中でうたっていることなんですよね。それで、その主旨の意味
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は、「効果的かつ効率的に」という意味は、今加藤さんがいわれたような範疇に入る「効果的かつ効率的

に」ではないのです。これ、私実は、社会資本整備重点計画法という法律がありましてね、その中でいっ

ているものなんですよ。 

○委員（加藤正恭君） その前の１全部読んで見てください。そこに道路整備の促進を図るものとし、と

いう文章も入っていますからね。ですからそれを続きとして、しかも「道路整備を」道路という言葉が入

っていますよ。インフラ整備ばかりじゃなくて、この中にあえて「道路整備を」という文章もあるわけだ

から。 

○委員長（大渕紀夫君） なぜだというと、「社会資本整備重点計画」港湾だとか全部除いて、道路だけ

が残っているんです。あとはですね、全部、今は何ヵ年計画というのがないんですよ。だから実を言えば

港もないんです。１１項目か何項目かあるうちですね、この道路だけが今残っているんですね、それでこ

ういう書き方になっているんですよ。そういうことなものですから、そこの「効率的かつ効果的」という

意味は多分、今言われた範疇には入らないと思います。  

○委員（加藤正恭君） どうして、道路整備という言葉がここに入っていますよ。 

○委員長（大渕紀夫君） ですから「社会資本整備重点計画」に基づき、と書いてあるでしょ。これに基

づいて作っているんですよということを言っているんですよ、そういう意味なんですよ。そういうことで

いっているんです。この「効率的かつ効果的」というのは。 

○委員（加藤正恭君） ここにあえてね、「社会資本整備重点計画」に基づき、道路整備を効果的かつ効

率的にという言葉の中でしめくくられているんじゃないのかなというふうに、漠然とね、思うんだけれど

も。社会資本整備重点計画の中身のことまで分かりませんけれども。これで委員長のいうような趣旨は網

羅されているんじゃないのかなと、僕は判断するんだけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 残念ながら、私の勉強した範囲ではそれは入っていないということだったもの

ですから、あえて言わせてもらったということなんです。 

 暫時休憩します。 

 

休  憩 （午後 ３時０５分） 

 

再  開 （午後 ３時１４分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開します。再度お諮りをします。文案を黒板に書いてあ

るように、「事業を推進すると共に採算性と需用面を考慮して整備を進めること」という文章を入れて、

意見書を出すということについて、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。そうであれば、私も賛

成いたしますので、よろしゅうございますか。それではそのような取り扱いにさせていただきます。 

○事務局長（山崎宏一君） それでは、全会一致ということで確認をさせていただきました。それで、こ

れは、道の議長会からきている内容ですので、共通でございますので、これ順番からいきますと、大渕委

員長が、今年になってから共通なのが始めてなものですから、順番から行きますと大渕委員長が提出者と、

あとの４会派については賛成者ということでよろしいですね。提出者大渕議員、あとの会派は賛成者とい

うことになります。 

○委員長（大渕紀夫君） 続きまして、２番目の意見書ですけれども、郵政公社存続に関する意見書、提

出者町清クラブ加藤正恭議員です。加藤委員何かコメントございますか。 
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○委員（加藤正恭君） アンケートを入れておいたと思うのですけれども、みんなからとったものですね、

あとからお読みいただければありがたいと思うのですけれども。別に説明する必要はないと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、町清クラブはＯＫですので、新政クラブどうぞ。 

○副委員長（熊谷雅史君） 新政クラブは賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新風。 

○委員（吉田正利君） 異議なし。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、私のところも異議ございません。公明党。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 提案した者として、公明党さんにお聞きしたいのだけれど、今朝の新聞で小泉首

相が、たまたま公明党が民営化については賛成であるというコメントが載っていたですけれども、公明党

さんとしては、そのあたりどのようにお考えになっておられるか伺いたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 書いてきました。本当に私たちは、党としては、基本的方針の中では民営化は賛

成ということになっています。但し、私たちもこのことについては国会議員ともやりまして、基本的な方

針の詰めがまだなっていないと。それで、経済活性化とか構造改革全体としての整合性、国民の利便性、

郵政局ネットワーク資源の活用、職員や労組との協働がないとだめなんだと。そういうことで今後変化に

きちんと対応できるような仕組み作りをもっと議論すべきだということで、公明党としては地方は地方の

判断にお任せしますということで話しがありましたので、私たちとしては、今回出された意見書にたいて

は、まだ基本的なこともできていませんし、議論もなされていないということで、賛成をするということ

にいたしました。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。委員外議員の方よろしゅうございますか。西田委員、

玉井委員、よろしゅうございますか。それでは全会一致ということでよろしゅうございますね。 

 それでは次、3 本目の意見書ですけれども、消費者保護法制等の整備を求める意見書、公明党吉田和子

委員、コメントといいましょうか、ありますか。 

○委員（吉田和子君） 今日、消費者の生活展がコミセンで行われているんですが、今回の町内会との町

政懇談会の折にも出ていましたけれども、白老町でもオレオレ詐欺が４件あったということもありまして、

消費者のトラブルというのがあとを断たない状況なんですね。ただ、悪質な商行為の中にあっても、自分

がだめだったんだからとか、面倒だとか、解決策が分からないだとか、金額が少ないということで、泣き

寝入りをしてしまうケースが大変多いということなんですね。そういうことで相談を受けた消費者団体と

か、そういうところが団体訴訟法の制定をされると、代わって訴訟を起こしていくことができるというこ

との法整備ということですので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは各会派の状況を伺います。町清クラブさん。 

○委員（加藤正恭君） 賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新政クラブさん。 

○副委員長（熊谷雅史君） はい賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新風さん 

○委員（吉田正利君） はい異議ありません、賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、私も結構です。委員外議員のお二人の方、よろしゅうございますか。 

それでは全会一致ですけれども。 

○事務局長（山崎宏一君） うちのほうで、ちょっと間違いがあるのですよ。前回お配りしたなかでの見
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出し、吉田和子議員が出している１枚目。見出しの部分です。消費者保護法等となっていますよね、法制

等制度の制という字が抜けています。これ本会議のほうの原本はなおします。次ぎめくっていただいて、

次の意見案の一番上、ここもですね、法制等制度の制という字が入ります。一番初めにお送りした中で、

間違っていますので、原本はなおしておきますので訂正をお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。 

 続きまして、人身売買禁止のための法制化を求める意見書案、4 本目でございます。公明党吉田和子委

員。 

○委員（吉田和子君） このことに関しては、ある程度犯罪組織によって行われているということがある

んですが、今回ある議員がカンボジアに視察に行ったときに、目の前で日本人男性が未成年の女性を買っ

ているところを見てしまったという話しがありましてね、やっぱりそういう問題点はきちんと法制化して

いくべきだろうということがありまして、実際の話しを聞きまして、今回提出させていただきました。以

上です。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） どうぞ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 文章の中で認識を新たにしたのですが、主要 8 ヶ国の中で監視対象国とされるの

は日本とロシアだけというふうに、決め付けているのだけれども他にないですか。この文章ね、ロシアと

日本だけだということでね、決め付けられたらね、私は他にだってあると思うんですよ。主要 8 カ国とい

うのはどこどこなんだろう。分からないの。Ｇ８か。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、

オーストラリアかな。この主要 8 カ国というのは、別に文章の中に入れなくてもいいのですけれども、知

識として知りたいということと、日本とロシアだけというのは間違いないのかどうなのかね、こういう決

め付け方してね、人身売買を行われているのは日本とロシアだけということで、われわれそういう認識を

持っていいのかどうかね、そのあたりちょっと提出者にお聞きしたいなと思って。どこかで確認して個人

的に言っていただければ結構ですから。文章どうのこうのではなくて。 

○委員長（大渕紀夫君） 町清クラブさんは、内容はいいですけれども、そこについては２２日でも、も

し分かればお知らせください。賛成ということでよろしゅうございますか。 

○委員（加藤正恭君） はい賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○副委員長（熊谷雅史君） 新政は賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですね。新風。 

○委員（吉田正利君） 賛成です。確認いたしたいと思いますが、冒頭のヤクザという言葉。 

○委員（吉田和子君） すみません、排除してください。このヤクザなどのというのは、言葉としては、

今不適切であるということで、提出先のほうにもきちんと申しておきました。申し訳ありませんでした。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、私も賛成でございです。委員外議員のお二人の方、よろしゅうございま

すね。それでは全会一致で賛成というふうにいたしたいと思います。 

 続きまして５番目ですけれども、私が出しているものですけれども、地方交付税の財源保障機能の縮小

反対と総額確保に関する意見書案。これこのまま読んでいただければ十分分かると思いますので、このま

まです。町清クラブ加藤委員。  

○委員（加藤正恭君） これ、私も賛成なんですよ、それは問題ないんですがね、いつも思うのですが、



 16

意見書案というのはいろいろ出していますね。ところが、これおそらく全国のですね、地方交付税の不交

付団体は別としてですよ、交付団体は全部が出していると思うんですよ。ところが実際はですね、地域住

民として国民の総意だと僕は思うのですが、地方交付税はカットされてくるんですよ。それで僕は議長に

聞きたいのだけれども、議長会などね、胆振、全道、全国という議長会でね、こういう問題についてね、

どういうようなね、実際問題として運動をしているのか、そしていろんな意見書があるんだけれども、出

しっぱなしで、そのあとは全然別なことが、これから出る介護の問題も何でもどんどんどんどん政府でも

って進められているのが現状なんですよ。 

 交付税だって、全国の地方自治体全部が削減は反対しましょうといっているのに、やることは全部削減

されてきているわけですよ。ですから折角出した要望書がですね、果たして国にはいっているんですけれ

ども、何の参考にもなっていないのかなと、現実の問題としてね。ですから、そのためには我々を代表す

るのは議長会とか、そういうところしかないと思うのでね、もう少し強力にね、そういうところで圧力を

かけてもらいたいと思うし、その結果をね、胆振の議長会、全道の議長会、全国の議長会があった場合に、

それらについて、議会に対して報告を、全部というわけにはいかないにしても、あってもしかるべきだな

と思うんだけれどもね、今までそういうのがないんですよ。 

 議長会があったよと、こういうことが議論されてこうなったよと。ただ、議長会で出す新聞みたいのは

くるんだけれどもね、何を決議したかにを決議した。あんなものを見ても仕様がないんだけれども、やっ

ぱり生の声で、出席された議長が、そういうものについて、こういうことになりましたよと。こういうこ

とが強力にやられましたよというのを、何かの機会に各議員に報告する必要が、僕はあると思うのだけれ

ども、その辺りは議長どうですかね。そういう機会を作ってやってもらいたいと思うんです。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今年の確か春頃でしたか、協力団体で東京の武道館ですか、大々的な集会を開

いてですね、政府に協力にこの点についても、今いったこんな決議をなんぼしても実行がないのではない

かという話しがありましたけれども、そういう形で議長会としては、そういう運動もしてきました。その

結果ですね、その雰囲気等を全然皆さんに報告していないというのは、事実なものですので、そういった

ときは、今後やっぱり、私の感じた気持ちをですね、議会の場でですね、報告するのも私のひとつの役目

だなと感じておりますので、今後そういう機会があれば、そういうような形にしたいと思います。 

○委員（加藤正恭君） 定例会でもいいし、臨時議会でもいいから、口頭でこういう議長会があったとか、

なんかという報告が必要じゃないのかなと。出された意見書については、こういうことが議論されたよと、

結果がどうなるかわからないけれども、こんな意見書なんかというのは全然出したってね、形は別なこと

になって実際はきているんですよね。そういう実態があったものだから、無駄な意見書だなというふうな、

白々しく感じてはいるんだけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） これなんで、全道議長会でこういう意見書出さないんだろうかね。全道議長会

から我々のところに降りてきてさ、道路財源と同じように。 

○委員（加藤正恭君） 三位一体論なんて、全然やっていないでしょう。地方自治体だってみんな困って

いるでしょ、困っていないのは東京都と泊村くらいなものだ。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことで、意見書が形骸化しているというのは、事実私も本当に加藤委

員の言われるとおりだと思います。出すことがむなしくなることもありますので、そこら辺含めてきちん

としたいと思います。 

新政クラブ。 
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○副委員長（熊谷雅史君） このことについては、是非とも連名で賛成をいたします。  

○委員長（大渕紀夫君） 新風さん。 

○委員（吉田正利君） 賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明さん。 

○委員（吉田和子君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員の２名の方、よろしゅうございますか。 

はい、それでは次、生活保護の見直しに関する要望意見書案。これも読んでいただければそのとおりで

す。その他は何もありません。町清クラブさん。 

○委員（加藤正恭君） はい、賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブさん。 

○副委員長（熊谷雅史君） 新政クラブは、これに時間を相当費やしまして、本旨のくくりのところには

賛成なんです。しかし、ただ国からの概算要求の事情はわかるんですけれども、国民生活保護法が施行さ

れて、施行された時期と現在の状況は、著しく違うのではないかと。その制度の見直しもですね、やはり

考えていただくということをしなければいけないのではないかと。そういうのがもし、文中で意見案の中

にですね、盛込めていただけるのであれば、もろ手を上げて賛成をしたいと。 

ひとつは、今いった中身が総論になるのですが、この制度の認定事項というんですか、生活保護者だよ

と認定する、この制度がですね、やはり施行当時とそんなに変わっていないんですよ。生活困窮というそ

の状況、いろいろファクターはあると思うんですけれも、どうもそれを悪用して、この制度を受給されて

いる方が近年多いのかなと。ここ近年生活保護申請というのは非常に急増しているんですね。その時代背

景というのは、現下の経済状況、雇用状況、それから核家族だとかいろんな状況があるとは思うのですが、

やはり短期的にこの制度を運用されて、助かる方も一杯いらっしゃるんですよ。ところが、その制度もな

い。そういうこともきちんと実情にあった制度化をしてもらう、見直しということも盛り込んでいただけ

れば、新政クラブは賛成したいということであります。  

○委員長（大渕紀夫君） はい。分かりましたけれども、どこをどういうふうに直してという。 

○副委員長（熊谷雅史君） 時期尚早じゃないですかと、もうちょっと文章をまとめて、もう１回出して

ほしいということです。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。これ概算要求の関係ありますから、今回出さないと

全然意味なくなるんですよね。時期尚早はわかりますけれども、それは出す意味がなくなってしまうかと

思いますけれども。文章をこういうふうにしたほうがいいといわれれば、それは変えないなどということ

は全然考えておりませんけれども、時期だけは今回出さないと、あまり意味がなくなるのではないかとい

う。 

 新風、お願いいたします。 

○委員（吉田正利君） 基本的には賛成です。今のこのひとつの意見そのものについては、やはり生活保

護の基本的な、基本項の見直し改正でございますから、今熊谷副委員長がおっしゃったようなところは、

運用の問題であって、この基本的な意見書は早いところ出すべきだと思います。賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明党、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 公明党としても賛成いたします。こういうふうになっていくと地方の締め付けが

かなり厳しくなって、本当に困っている人の申請がなかなか受け取ってもらえないという現状も、出てき

ておりますので、そういう面ではしっかりと国も国の負担を持っていただきたいというふうに思っていま
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すので賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、委員外議員のお二人の方。 

 新政クラブ熊谷副委員長、文章の関係含めて、ちょっと。 

○副委員長（熊谷雅史君） いえ、他の委員さん含めてこの文面で賛成なさるということですから、賛成

なさってくれてよろしいと思います。ただ、うちは賛成保留いたしますので。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。 

○副委員長（熊谷雅史君） はい、そういうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） 賛成者にならないということですね。分かりました。 

新政クラブを除いた会派で提出をすると。結果としては、そのときに判断をするということであります。 

よろしゅうございますね。 

はい、それでは次、最後なんですけれども、介護保険の見直しと充実に関する意見書。これもそのとお

りでございます。ほとんど同じ中身です。町清クラブ。  

○委員（加藤正恭君） はい、結構です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。はいどうぞ。 

○副委員長（熊谷雅史君） 新政クラブはですね、ある文面を削除していただければ賛成したいというこ

とであります。それはですね、ずうっと読んで行きまして、また「自立支援」をキーワードにすえ・・・

という、この段落であります。一番最後のほう「援助からはじかれ、生保の下ざさえが崩壊します。」こ

の文面は、僕は必要ないと思うのですが。うちの会派はそういうふうになりました。これを削除してくれ

れば賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 「著しく制限される」というふうにすれば賛成されるということですか、はい。

新風。 

○委員（吉田正利君） 基本的には賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、公明。 

○委員（吉田和子君） 介護保険の見直しの意見書というのは、すごく大事だと思っています。ただ、内

容の中で、何点か取り上げられていますけれども、その他にも問題になっていることがかなりあるんです

よね、障害者の支援費制度といっしょにするとか、２０歳以上の保険負担をするとか、私、介護保険制度

というのは、要支援と要介護１がね、予防に転化するのでという懸念が書いてありますけれども、この介

護保険の在宅サービスの最も大きな目的というのは、要支援、要介護者が介護の応援を受けることで、本

人が自立の改善につながっていくということが大きな目的なんですよ。ところが、今現在は、ケアマネー

ジャーにも責任があると思うのですが、「一旦は出なさい」というかたちで、要支援が２倍になっている

んですね。要介護１が２．３倍になっているんです。そういうことからいくと、２０００年は３．２兆円

で済んだんですが、２００４年、今年は５．５兆円になると。２０２５年は１９兆円になるという話しも

ありまして、そういうことからいくと、だからと一律要支援と要介護をなくせよということではないんで

す。ただ、その予防ということを含めた支援のあり方と、要支援の判定の仕方ということに今後も重きを

おいていかなければいけないんじゃないかということで、それとこの中にある、施設のことも書いてあり

ますけれども、実は私も、これ負担が増えるというのは反対なんですけれども、ただ、こういう比較をさ

れると「あれっ」と思って、今回はすみませんどうしようかということで勉強して、もっともっと含まれ

る言葉たくさんあると思ったんですね、この生活費用を施設入居者にも持ってもらうべきではないかと、

それはなぜかというと、年金の少ない中で、在宅支援で頑張っている方というのは、平均生活費が９９，
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０００円かかるんですよ。ところが施設に入ると５０，０００数千円で済むと。そういう差をどうするこ

とだと思うんです。そういうことを見ていくと、平等に施設に入っても、ある程度の負担はしてもらうべ

きじゃないかと。 

ただ、その中でも、今回公明党が１４団体全部と意見交換しているんです。あらゆる団体と。その中で

は、ユニット形式だけはそういうふうにすべきじゃないかと、そういう話しもでてきて、まだごちゃごち

ゃなんですね。だから、私も、この何点かは出てきているんですけれども、もしだとすれば、もっと附加

しなければならない分があるのかなと思ったんです。これだけではちょっと不足といっては失礼なんです

が、足りないなって思ったんですよ。今の時点で出せるというのはなかなか厳しいのかなというふうに思

ったんです。ですから。それでどうしようかと思ったんですけれども、すみません。 

これは賛成なんですけれども、もうちょっと内容を精査してもらったら良いかなって思ったんです。一

律廃止ではなくて、予防ということも大事だということを入れて、本当に必要なものをケアマネージャー

がきちんとスケジュールを作ると、そういうサービス料を作るということも大事だということも付け加え

て。そういうふうになったら、もっともっと膨大になると思うんです。介護保険が全部見直しですから、

そういうことを分かっておいていただいて、賛成ということで。 

○委員長（大渕紀夫君） 僕も、今の２０歳以上の関係ね、それともうひとつ障害者の方々の支援費の関

係ね。これは、ただちょっと調べたら、今書いたら、なんか駄目みたいだなって、言われたんですよね。

○委員（吉田和子君） あのね、障害者の団体はみんなね、どっちかというと賛成なんですよ。やっぱり

いっしょにしてもらったほうが助かるって。ただ、他のほうの団体がそれが入ってくることで、負担増に

なるだろうということもあって、そういうね、バランス的にかなり厳しい。だからきっと、出せる部分だ

け出してきたのかなって思ったんですけれども、そういう部分ではもうちょっと、入れなければならない

部分があるような気もしたんですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） できれば僕は、その二つだけは絶対入れたかったんですよね。だけど、今の状

況で入れるというの多分難しいのかなと思って、その二つはわざと入れなかったんですけれども本当はね。 

はい、どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 意見の目標も、現段階ではまだ定まらないですよね。このひとつの前段でロック

するという方法については、良いんでないでしょうかね。     

○委員長（大渕紀夫君） それと新政クラブから出されました「援助からはじかれ、生保の下ざさえが崩

壊します。」この部分をカットをして欲しいということなんですけれども、これは皆さん方の意見を含め

て、お尋ねをしたいと思います。私自身はいろいろ意味があって書いたんですけれども、これをカットす

ることによって賛成していただけるということであれば、論旨が別に代わるわけではございませんので、

その点については私は構わないと思っていますけれども、皆さん方のご意見を。 

今の意見出たばかりですのでね。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 意見提案者が修正で合意して、それで同意できれば全体的に、やっぱり共同でよ

ろしいと思いますので。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の会派の方。いいですか、委員外議員の方よろしゅうございますか。それで

は、本文の下から４行目、「介護保険の利用が著しく制限される。」で切っちゃうと。あとはなしというこ

とでよろしゅうございますか。よろしゅうございますね。全会一致です。 

 それでは意見書案につきましては、番号で１，２，３，４，５，７これが全会一致ということでよろし

ゅうございますね。６につきましては、提出者に新政クラブは加わらないということで、意見書を提出す
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るということでよろしゅうございますか。局長。 

○事務局長（山崎 宏一君） 今委員長のほうから話し出ましたとおり、１，２，３，４，５，７につい

ては、全会一致でございますので、全会一致の場合、討論を省略できますので、今までの討論は、本会議

の中で省略しています。従って、意見書の６番目だけですね、全会一致になっておりませんので、これは

討論を入れますから、隣に同じ意見書でね、議長が討論省略と言うのと、討論入れるというやつが出てき

ますのでね、その辺全会一致であるかないかによって、討論を省略するかしないかになりますので、あら

かじめご認識をしておいていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、よろしゅうございますか。意見書については以上でございますけれども、

よろしゅうございますでしょうか。はい、それでは９番目陳情の取り扱いについて、最後のページについ

ております。 

 これにつきましては、町外ということですので参考配布をさせていただくということで、よろしゅうご

ざいますか。それではそのように取り扱いをいたしたいと思います。 

 続きまして１０番目の審査報告に入ります。はい、局長。 

○事務局長（山崎 宏一君） まずですね、１点目は、６月定例会におきまして民生常任委員会に付託さ

れました、議案第５号白老町環境基本条例の制定。これについてはですね、審査の結果、原案のとおり可

決するということに決定となってございますので、今回の本会議に委員会報告されるということで上提さ

れます。 

もうひとつでございますが、これは請願でございます。これも同じく６月定例会で産業建設常任委員会

のほうへ審査付託されております請願第１号町道竹浦・虎杖浜線未歩道部分の歩道設置に関する請願書、

これも審査の結果、採択すべきものと決定ということになってございます。以上が今回審査付託された民

生、産建それぞれの報告になります。 

それで、ちょっと皆さんのお手元にですね、参考書のコピーしたものがいっていると思いますけれども、

見ていただきたいと思います。１枚だけ、これですね、今まで例があまりないものですから、取り扱いに

ついてお話しをしておきたいと思います。 

まず、今回ですね、右のほうの「紹介議員は当該請願の審査で除斥されるか。」どうかということなん

ですよ。今回は吉田正利議員が紹介議員になっております。ここではですね、陳情なんかは結構ありまし

て、陳情は紹介議員は必要ではありません。請願だけ紹介議員必要でございますんでね、今回たまたまそ

ういうことで、これに合致しておりますので、一応参考までに申し上げます。 

除斥されるかということなんですが、「除斥は、請願の内容が議員または二親等の一身上の事件、同じ

く業務に直接の利害関係がある場合に対象となるものです（法１１７）」今回はなりませんね、歩道の部

分ですから、吉田議員の利害関係は当然ありません。公道ですからね。それがひとつです。 

「から、請願の紹介議員になっただけでは直接的な利害関係を生じませんので除斥の対象になりません。

紹介は議員としての権利の行使に過ぎませんので、除斥とは直接関係ありません。 

 行政実例では、『単に請願の紹介をしたことのみをもって、当該議員がその請願に関する事件に関して

除斥されることはない』と述べています（昭２６・３・１６）」これが、文の冒頭のとおり二親等の一身

上の事件だとか、利害関係がある業務にですね、問題があれば当然対象になりますけれども、今の歩道の

未歩道の部分の請願ですし、吉田議員の利害関係もありません。それとまた、紹介議員になっていても、

こういうことが生じておりませんので、この件については除斥ということになりませんので、今までは陳

情の中で、結構除斥の対象になりますといってきてもおりますけれども、今回はこういうことで、普段あ
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まりないことなものですから、再度ご認識をしておいていただきたいと思いまして、ご説明をさせていた

だきました。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、局長から説明がございましたけれども、よろしゅうございますね。今

回は吉田正利委員については、紹介議員ですけれども除斥の対象にはならないということであります。 

 続きまして１１番、常任委員会及び特別委員会の所管事務調査の報告について、局長。 

○事務局長（山崎 宏一君） まずこれについては、３点ございまして、まず第４次の総合計画の調査特

別委員会。これについては先般、終了してございます。５月の臨時会で設置してございましたけれども、

所管事務等の内容が終わりました。従って今回、その調査報告をするものでございます。ですから、これ

は条例の審査付託ではないですから、調査ということですから、その辺お間違いのないようにご理解をし

ておいていただきたいと思います。 

 総務文教については、財政運営総合対策について、これは６月で継続になっておりましたけれども、今

回所管事務として終了してございますので今回報告と。産建のほうは土木行政の現状と課題について、報

告がなされます。以上が所管事務等の報告でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件については、よろしゅうございますね。 

 次、１３番目常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務等調査について。 

○事務局長（山崎 宏一君） これ、３常任委員会と議運がございます。３常任委員会につきましては、

ご承知のとおり道外の視察ということになります。従って、所管事務調査事項の決定をしていただきます。

２１日、１日目になりますけれども、本会議終了後、各３常任委員会それそれ分かれまして、道外視察の

所管事務調査事項を決定していただくということになります。２１日本会議終了後でございます。以上で

ございます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件については、よろしゅうございますか。 

 はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 道外視察はどういう日程になっていますか、３泊４日でしたか、４泊５日でした

か。 

○事務局長（山崎 宏一君） まず、二つございます。今回は東京以南、東京以北と二通りございます。

本来であると昨年だったんですが、ああいう事態だったものですから、今年スライドさせているというこ

とで、延ばしているということで､今回は東京以南でございますので、４泊５日以内。もうひとつの東京

以北については２泊３日以内ということになってございます。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。どうぞ､加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 予算はなんぼだったかな。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（山崎 宏一君） 今までは予算についてはですね、１人頭打切りでやっていたんですよね。

というのは、いろいろ内容的にどこへ行くか､日程的なものもいろいろございまして、やっておったんで

すが､今回実は、今年旅費の改正をしていますよね。道外についての割増とか､いろんな全部を落としてい

るんですよ。道外は宿泊、日当等について３割増、５割増というのを落としていますのでね、この料金で

はできませんので、逆に本来の正規の旅費の支給になるかなと思っています。正規のというのは、安くな

るんですけれどもね。今までは道外の場合割増がありましたよね。 

○委員（加藤正恭君） なんぼになるのか、今わかる。 

○事務局長（山崎 宏一君） いくらになるかまだ計算していません。 
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○委員（加藤正恭君） これまでに計算してやってもらわないと、幹事になる人が大変だから。  

○委員長（大渕紀夫君） はいどうぞ、局長。 

○事務局長（山崎 宏一君） いくらになるかということなんですけれども、自ずとですね、４泊５日で

すので、特別のことがない限りですね、行く日と帰りは異動時間ということになりますので、中３日にな

ります。ですから基本的には３日間に、行くときと帰りは視察ございませんが、中の３日間は視察という

ことになります。そんなことから行きますと、自ずとどこへ行くかによって、ルートが決まればですね、

それに併せた日当ということに、旅費がなりますのでね。ですから、実費ですから。 

○委員（加藤正恭君） 実費支給といっても頭打ちはあるでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩いたします。 

 

休  憩 （午後 ３時５５分） 

 

再  開 （午後 ４時００分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務調査については、２１日本会議終了後行うということで、

そのときに調査目的、日程等々決めるということでありますが、よろしゅうございますか。 

よろしゅうございますね。 

それでは１４番目、第３回定例会の日程ですけれども、先に議事日程を説明してから日程を決めたいと

思います。 

○事務局長（山崎 宏一君） 皆さんのお手元に、今日お配りしております２枚つづりので、全日程一応

通し番号で入っていますけれども、簡単にご説明申し上げたいと思いますけれどもよろしいでしょうか。 

 全日程よろしいですか。 

 まず１日目、２１日でございますが、ここに書いてありますとおり日程１、２はそのとおりなんですが、

日程第３一般質問についてはですね、４名ということで、時間的に割り振りしたいと思っております。と

いうのはですね、これが何時間程度要するかは別にしまして、右側のほうに参考として書いてありますけ

れども、本会議終了後、今話ししました各常任委員会の次期所管事務調査の調査項目を決定してもらわな

ければならないということで、若干時間がかかるんじゃないかということで、４名で一応１日目は設定さ

せていただきました。この他にですね、後ほどまた出てきますけれども、総務文教常任委員会のですね、

検討の中に入っております。今後の協議の中で出てきます。港のですね、特別委員会も視察の関係、大会

の参加の関係もありますので、これだけ混んできますと昼辺りに、１０分か１５分で終わりますけれども

港の委員会をやるかも分かりません。入り繰りはありますが、基本的に４名というかたちで１日目は終わ

らせていただければというふうに思います。 

 ２日目、２２日でございますが、あと４名の方については２日目ということになります。それで、もう

ひとつ補正予算ですね、これ当初から出ております１号議案ですが、一般会計の補正予算です。それで、

この右側に書いてありますとおり、これも本会議終了後、議会運営委員会、追加議案関係ですね。今のと

ころ２件一般会計の補正と例の理事者の条例一部改正ですか、これが出ておりますので、この関係になり

ます。その他にこれからまた出てくるかもしれません。  

 助役のほうから話しがございましたので、申し添えておきますが、この日、日本製紙の白老工場長が、
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どうしても町長のほうと４時くらいにお会いするということになっているようでございます。そんな形で

町側のほうから、議長を通じて４時にどうしてもですね、先方の時間の関係で会わなければならないとい

うことで、できれば４時前に、切れのいいところで終わらせていただければなという要請がございました。 

 従って、おそらく一般質問４名については、ぎりぎりかも知れませんが、議案第１号の補正予算はどの

程度は入れるか、その辺ちょっと議長のほうで、当日時間を見ながら運営していただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ３日目、２３日は休みでございますので、休会になります。 

 ２４日、最終日ということに位置付けてございますが、議案１号が２４日にくるかどうが別にして、２

号、３号、４号、５号、６号というかたちで進みます。次のページの第１０のところにですね、先ほど話

ししました特別委員会、第４次の白老町総合計画について、これの調査報告を予定しております。という

のは、次の議案第７号で、基本構想の制定が今回出ておりますのでね、この前に委員会報告というかたち

のほうが、むしろいいと思いますので、特別委員会の調査報告をしてから議案の議決ということに、一応

設定しております。 

それと次の民生常任委員会の審査報告、これも環境基本条例、これを先に民生常任委員会のほうから報

告していただいて、議案第８号のこれに関連ございます環境のまち宣言、これがあるものですから、条例

との関わりございますので、先に委員会報告をしてから、議案第８号という運びをしたいと思っています。

次、人権擁護委員が２件ございます。先ほど説明がありました。それと認定１号、２号、３号。報告１、

２、３と決算でございますので、これの提案説明をいただいてから、決算特別委員会の設置ということに

なります。このときにですね、休憩して正副委員長の互選ということになります。次の最後のページにな

りますが、次、議会関係が主になりますが議員の派遣承認、先ほど８件ございましたがこれの承認。それ

と意見案が１３から１４、１５、１６、１７、１８、１９ということになります。これもそれぞれ先ほど

決まっておりますので、これについての意見案でございます。 

 次が産建のほうの審査報告、これはさっき言った請願ですね。請願の不採択ということになってござい

ますので、これの報告になります。それと陳情１号、これについては参考配布になりましたのでね、ここ

から落ちますので、これはここから落としていただいて、当日参考配布にまわります。それと、常任委員

会の所管事務調査、総務と産建になります。最後になりますが、委員会の閉会中の所管事務の調査、これ

は２１日に決めていただきます。道外視察の関係の所管事務調査事項になります。議運は毎回同じでござ

います。 

 以上がですね、大体３日間の中で、特に何もなければこういう日程で、運営できるのかなというふうに

思って、一応案として作っております。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今局長のほうから、全日程の案が出されました。それに基づきまして、会

期を９月２１日から２４日までの４日間、実質審議３日間ですけれども、４日間とするというふうにした

いと思うのですけれども、これについてご異議ございませんか。 

〔｢なし｣という声あり〕 

ありませんね。それでは第３回定例会の日程については、９月２１日から２４日までの４日間といたし

たいと思います。 

 その他の事項について、はい局長。 

○事務局長（山崎 宏一君） ちょっと時間いただきたいと思いますが、今日お配りした６月の定例会で

お渡しした補正予算の関係の分つけてございます。２枚つづりです。 
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一番後ろを見ていただきたいと思いますが、実はこれ６月に出た専決処分の承認の報告でございますが、

一番下のですね、歳入歳出予算の補正というのがありますね、ここ第２条になっていますが、これ第１条

が正しいのです。間違って第２条でなっておりますのでね、単純な間違いだと思いますので議決事項の変

更ということにもなりません。従って、議長の判断の中でこういう文章で訂正いただきたいということが

出ておりますので、これについては議長の判断でよろしいということで、ご承認をしたいと思っておりま

す。それで、これについては当然議決されている事項なものですから、各会派でそれぞれ会合がございま

したら、参考までにこのことをですね、お伝えいただきたいなというふうに思っております。それが１点

でございます。 

 それとですね、もうひとつは先ほどらいから出ておりますとおり、確認も含めてお話しをさせていただ

きます。 

 今のところ、追加議案が２件出ております。補正予算と町長、理事者のほうの条例改正でございます。

これについては９月の２２日、議運を本会議終了後ということに設定をしたいと思っております。まず、

とりあえずこれだけなんですが。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） その他ということなんですが、町理事者のほうからですね、今回環境のまち宣

言をするのですが、今年、平和のまち宣言を５０周年記念の中でですね、やりたいと。これはかねてから、

議会でも話題になっていることでございました。そうした中で、この平和のまち宣言については内容的な、

文章的なものは各市町村ありますので、これはまた後ほど皆さんと相談をしながらですね、文面は考える

として、この提案が他市町村では議会提案というのが多いという中でですね、理事者のほうから白老町は

従来、宣言は全部町提案でやっておりますけれども、この平和のまち宣言ということについてのは、他市

町村でも議会の提案ということもあるんだということで、それについて議会としてどうでしょうかという

お話しがございました。 

 過日、代表者の方にお諮りしたところ、議会と町の両方の提案でやったほうがいいのではないかという

話しだったのですが、両側ですと議案の取り扱い上が、宣言にならずに決議になるというお話しがありま

してですね、最終的にそれでは町のという意向もあったのですが、この議運の場ですので、正式に皆さん

にお諮りして、今まで同様、町提案で平和のまち宣言をしたほうがいいのか、議員の立場で議会の提案で

やるべきだというようなことなのか、その辺を皆さんにお諮りしてですね、町はどちらでも、特にこだわ

るところは無いようですので、その辺を皆さんに聞いていただいて、宣言するからにはですね、是非皆さ

んの、全員の賛同をいただいてですね、宣言していきたいものだなというふうに思っていますので、時間

的に今すぐ今日ここで、どうのこうのしなきゃ駄目ですね。そういうことでお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただいま議長からお話しありました、前回、会派代表者会議の中でもん

だんですけれでども、議会側の提案になりますと決議、議決はされません。議決事項にならないというこ

とです。町のほうの提案ですと議会の議決事項になります。決議だと議決事項にならないというのはおか

しいけれど、決議をしたというだけにしかなりません。  

 ですから、そういうことで言えばどうなのかという議論がされましたけれども、各会派の中で、もしお

話しされたり、またご意見ございましたら伺いたいと思います。今議長からの諮問のとおりでございます

ので。 

ご意見ございます会派の方どうぞ。はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 文面についてはどういった内容になるのかというのは、ここでは今分からないの
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でしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（山崎 宏一君） さっき言ったように、どちらが提案するかによってですね、議会が提案す

るのであれば、ひとつのひな形みたいのはあるんですけれどもね、議会が議論して決めなきゃならないで

すし、町が提案であれば町が議論して決めなければならないということです。今のところですね、いろい

ろ町側の思い等々もございまして、他の町でやったサンプル的なものも結構ありまして、そういうものの

中から、白老町に相応しい文面ということに予定しておりますので、今まだ正式にこちらのほうへは、当

然まだ保留といいますか、どちら側で提案するかによってそれが出てきますので、今のところまだ示され

ておりませんけれども、いろんなところのものを参考にしながら、白老町にあった宣言というかたちで考

えているようでございます。 

 今のところ、物はご提示することはできませんけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） タイトルだけでいきますとね、非核平和都市宣言とか、いろんなあってですね、

大体内容的には、核を持たない、持ち込まないとかね、そういった文面を含めた平和都市宣言ということ

でですね、大体同じではないかと思うのですが、そのような内容です。今２１２市町村のうち８６くらい

の市町村が宣言しているんですけれどもね。文章的なものは皆さんにきちんと見てもらうということは、

大いに必要だと思いますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 要するに、町がやるか議会がやるかによって、こちらで町の方にということに

なれば、多分サンプルはくるかと思うのですけれども、今の段階では議会も出すかもしれないということ

になれば、向こうからくると議会の文面にならないから、なおこないのではないかと思うんですよね。で

すから今の態度がきちんとなれば、町からくるか我々が作るかということになるんじゃないかと思います

けれども。作ったものを町とすり合わせをするといいましょうかね。そういうふうになるんじゃないかと

思うんですよね、手続上は。 

 はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） この宣言をするということになると、議会が出すということになると、また日時

的に文面をどうすするかこうするかという時間的なものも必要になってくるでしょう。となるとやはりサ

ンプルがあると断言してしまってはおかしいのかもしれませんが、あるのだとすれば町提案にしてもらっ

たほうが、審議するのは我々がするというかたちにしたほうが、宣言の重みというものからいっても、町

提案のほうがいいのではないかという感じがしているんですけれどもね。物理的な問題もあると思うので、

これからああだこうだと文章を、ひっくり返りとっくり返ってやっていたのでは、時間がかかると思うの

で、それぞれの考え方もみんなあるでしょうから、町提案のほうがいいのではないのかな。そうすれば我々

としても、その文章についてこうだああだとスムーズに進むような気がするけどね。どんなもんでしょう

ね。僕はそう思うんだけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今加藤委員そういうご提案がありましたけれども、各委員の方ご意見ご

ざいましたら。吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 大変申し訳ないんですが、先般、町・議会共同というひとつの趣旨は、やはり町

制施行という、一般的な単純平和宣言ではなくて、町制施行というひとつの基盤にたった宣言ということ

でございましたので、むしろ両者ということだったのですが、でないとすればこのような趣旨からすると、

重みからすると、どちらの提案のほうが今回の趣旨に、非常に迎合するのかという判断からすると、経験
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的とか、今の調査会、局長どうでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 事務局長。 

○事務局長（山崎 宏一君） それる部分あるかもしれませんが、町長のほうのお言葉をですね、拝聴し

ていますと、自分の任期中に是非したいというのがまずひとつござます。それと町制施行５０周年の機会

にやりたいという、これ町側の意思でございますので、そういう趣旨から行きますと、当然これは、山本

委員がおっしゃったようにまだ文面が出てきておりませんが、平和というのもに対しては、皆さん異論の

ないところだと思いますけれども、そういうところからいけば、今回物理的に時間があってできるのであ

れば、議会が、町がというのが、加藤委員がおっしゃったようにこれは一番理想的なんですが、ちょっと、

今日がもうこういう日ですから、２４日までということになると物理的にですね、そうなってきますと議

運または全議員さんに周知しながら、理解をいただいていうことになりますと、物理的にもですね、町側

の趣旨からいってもですね、ちょっと無理なのかなと。今回出ます環境のまち宣言ですか、これも町提案

ですね。スポーツ都市宣言、交通安全宣言、歴史と文化のまち、これほとんど町提案でやっていますしね。

議決事項でやっておりますので、総論からいいますと、流れとしては町提案で、議会がなんらかのかたち

で関わっていって、結果的には全会一致という流れであればよろしいかなという気はいたしますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 総論でいったときに、例えば議会がこだわらなければという考えでとらえても良

いのでしょうか。分かりました。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしいですか。はい、局長どうぞ。 

○事務局長（山崎 宏一君） こういうものについては、やはりですね、議会という立場で議員自らも、

こういうものを提案して、我々議会自らもこういうものに賛同するよという趣旨からいけばですね、議員

さんが挙げていくというのが、本当に好ましい部分ですね。町民の代表で挙げていくわけですから、です

から町が出してくれと、チェックしてどうこうというということよりも、そのほうが本当は好ましいので

すが、さっきいったように時間的な部分だとか考えますと、今までの流れから行きますと、町側が出すと

いうことである程度止むを得ないのかなというふうに思いますが、ただ、内容的にそれに全員が揃って賛

同できるような姿勢さえ整えれば、どちらが出しても達成はされると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方どうでしょうか。熊谷副委員長どうぞ。 

○副委員長（熊谷雅史君） 僕は、やっぱり町提案で出されて、我々が議決というかたちが一番ベターだ

と思いますけれども。私の意見です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 賛同いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、町の提案ということで議決をきちんとすると。これはひとつやっぱ

り、僕も非常に大きく受け止めているんですけれども、そういうかたちで。両方一緒に出せれば一番いい

のだけれども、そういう形というのはなかなか技術的に難しいようですので、そういうかたちでよろしゅ

うございますか。 

〔｢異議なし｣という声あり〕 

 文面については、議長を含めて議会に相談をしていただくということは、きちんとそういうことにして

いただいた上で、というかたちにしたいと。はい、局長どうぞ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、局長どうぞ。 

○事務局長（山崎 宏一君） 今委員長のほうから文案も含めて、また山本委員のほうから文案の話が出
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ましたので、実はこのことについて、時間がないものですから町側と私のほうで議会が出す場合はどうい

うかたちで、どういう内部の調整、町が出す場合はどういうふうにしたらいいかというのを事前に、もう

やっていまして、それで今回町側が提案ということに決まったものですから、お話ししたいと思いますが、

町側もですね、町側で出すということになれば、総務文教常任委員会が総務を統括していますので、文案

含めてですね、実は時間がないものですから、２１日の次期所管事務決定して、どちらでもいいのですが、

そのときに総務課のほうからには実は手続していただいているんですよ。そういう事態のときは、時間が

ないので、２１日にもうすぐ総務文教常任委員会、委員長・副委員長のほうにお諮りしてね、ただ今回議

運の中に入っておりますのでね、そういうことも進めておりました。そんなかたちでもしよければ２１日、 

総務文教常任委員会の委員会協議会というかたちで、かけさせていただくような手配はしてございますの

で。 

○委員長（大渕紀夫君） 総務文教常任委員会の委員長さん、副委員長さん、よろしゅうございますか。 

それでは、非核平和都市宣言というのか平和都市宣言というのか分かりませんけれども、その件につきま

しては、今局長がお話しされましたようなかたちの中で進めるということでよろしゅうございますか。 

じゃ、そのようにしたいと思います。 

 局長どうぞ。 

○事務局長（山崎 宏一君） すみません、あと２件ほどございます。実はご承知のとおり台風１８号に

よります被害の状況なんですが、今日、ポストに入れてございます。それですね、実は今日お話ししたい

のは、台風１８号により議会関係の被害がございました。いまちょっとお手元に写真、何部もないもので

すから、実は屋上のですね議事堂エアコンが風で飛ばされまして、今写真を廻しますけれども、かなり年

数の経っているんですけれども、強風で倒されまして破損いたしました。見ていただいたのですが使用不

能でございます。今回補正予算が追加で出ますね、１，５５０，０００円くらい参考見積りではかかるん

です。物理的には 9 月定例会に間に合わないんですよ。それで、お諮りしたいのは、議場も含めてなんで

すが、調節が利きません。天気によってはかなり暑い室内になると思いますので、良ければですね、本会

議始まる前に、開会前に議長のほうからこういう状態なので上着は脱いでいただいても結構ですよという

ことを、議運でもしよしとすれば、そういうこともですね、ある程度皆さんの確認事項としてよしとする

のであれば、開会前に議長のほうから台風１８号によってエアコンが故障して調節がつかないと、従って

今定例会については、各自上着については脱いでも結構ですよという話しをさせていただきたいなと思っ

ておりますが。その辺お諮りいただきたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、本会議場のエアコンが破損したということで、本会議の時に上着を脱

いで議事にあたるということについての是非が、今出されておりますけれどもいかがでしょうか。 

〔｢異議なし｣という声あり〕 

上着を脱ぐということに対して異議なしですね。 

○事務局長（山崎 宏一君） 冒頭議長から言っていただければ、あとは各自の判断の中でやると。 

○委員長（大渕紀夫君） 町側も含めてだそうでございますけれども、よろしゅうございますねそれは。 

 はい、それでは議長、そのようにお願いします。いいですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次。 

○事務局長（山崎 宏一君） 最後になりますが、これ私の口から言うのも口幅たい言い方で、まことに

申し訳ないと思っておりますが、実はですね、選挙時含めて議員さんの皆さんにはですね、やはり公職選
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挙法がついて廻っているものですから、お互いに気をつけられたらなということで申し上げたいと思って

おります。また秋になりますと、各地でお祭りやらいろんな行事が軒並み出てきますね。どうしても地域

にいる議員さんにしてみればですね、やはり町内会、団体等々からご寄付の依頼が実態としてはあろうか

と思います。これについてはご承知のとおり公職選挙法で、個人の名前でのご寄付は金額の大小に関わら

ず禁止されております。 

 なぜ、私こういうことを言うかと申しますと、やはり公職選挙法が制定されてからかなり時間が経って

いますので、議員さんの方はもちろんそうなんですが、地域の方も知らない方は知らない方でいるのです

が、知っている方も結構、精通している方もいらっしゃいまして、ちょっとした時に私どものほうにです

ね、電話があったりするんですよ。「こういうことで出しているけれどもいいの」などという電話がある

ものですから、行政のほうも言われると決していいですよという話にはなりません。そんなことで、これ

は誰が彼がではなくて、２０名の議員さんお互いに気を付けていかないとですね、何かあったときにやは

り、ご本人はもちろんそうですがけれども、議会としても不名誉なことになるということもありますので、

これは要求をする町民の方々も承知していただければ一番いいのですけれども、なかなか実態としては、

やはり何かあれば議員さんにもお願いしたいというのが分かりますけれども、法的にそういうことになっ

ていますので気を付けていただかなければなということで、口幅ったい言い方で申し訳ありませんけれど

も、そういうことにお互いに気を付けてやっていただいたほうがよろしいかなということで、ひとつお願

いといっていいのかなんといっていいのか分かりませんけれども、そういうことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件につきましては、そのとおりだと思いますので、よろしゅうございます

ね。敬老会、あれはどうなったんだろうね。新たに、町内会減らされたんでしょう。会費が云々という話

しがあったけれど、あれはどうなっちゃってるんだろう、今度。 

 はいどうぞ。 

○事務局長（山崎 宏一君） すみません、その１件忘れていました。 

 実は、敬老会の出席についてなんですが、今議員は補助されていないんですね。これは大分前からなん

ですよ。前はその分出ていたんですけれども。今２，８００円ですね。行く議員さんによっては、気がつ

かないで顔を出してご挨拶をして帰って来ると。気がつけば２，８００円会費というかたちでね、会費だ

からとっておいてくださいというかたちで払っている議員さんもいる。また、これ話しですが、例えばご

祝儀的な、２，８００円というわけにいきませんから、３，０００円なり５，０００円なりおいてくる。

お酒を持っていく。そういうことがいろいろあるみたいですね。それで基本的にはですね、会費として出

す場合は全然違法ではありませんから、寄付ではありませんからね。 

 今回ご来賓として、ご案内があったときにですね、できれば２，８００円ですから細かいお金を持って

いって、３，０００円でも結構かと思いますけれども「会費分だからとっておいてください」ということ

で、そのほうがむしろよろしいかなというふうに思います。さっき忘れたものですから、会費としては公

職選挙法上抵触しませんのでね。会費として２，８００円お支払するほうがむしろはっきりして、それ以

上出す必要もないですし。自分の町内会の会費については様々なんですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩いたします。 

 

休  憩 （午後 ４時３６分） 

 

再  開 （午後 ４時５０分） 
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○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 局長、あとございますか。 

大変長時間ご議論いただきましたけれども、その他各委員の皆様方からありませんか。なければ、以上

をもちまして議会運営委員会を終了させていただきます。ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午後４時５０分） 


