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◎開会の宣言 
○委員長（鈴木 宏征君） 時間になりましたので、委員会を開催したいと思います。  

 ただ今から、民生常任委員会を開会いたします。本委員会において、傍聴を許可することにご異

議ありませんでしょうか。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。  

 

◎ 審査事項 
○委員長（鈴木宏征君） 次に、本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。  

○事務局主幹（中村英二君）  本日の委員会は、平成１６年第２回定例会で民生常任委員会に付託

されました、白老町環境基本条例の制定についての委員会の審査を予定しております。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君） 始める前に、委員さんに日程のお話をしたいと思います。  

本日につきましてはですね、一応３時までというような考えをしております。３時からエンドレ

スの勉強会がありまして、今日は３時まで委員会を開催すると。明日につきましては１０時から１

日お願いしたいと思います。明後日につきましてはですね、１０時から午前中までを一応計画して

おります。１２時までにですね、この審議が終わらない場合は、また委員さんとお諮りしまして、

日程の調整をして後日その引き続きの委員会を開催するというような日程で進めたいと思います

が、よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

それでは、これから白老町環境基本条例の制定についての審査を行います。  

執行部のほうから説明をお願いします。二瓶課長どうぞ。  

○生活環境課長（二瓶 充君）  それではですね、条例の部分に入ります前に、担当課のほうから

資料の部分について確認したいと思います。  

 １枚目、めくっていただきたいと思います。  

白老町環境基本条例提案までの経過という資料が、資料１として配布してあります。この資料に

ついては、実は平成 8 年から１２年にかけまして白老町議会の中でですね、環境基本条例につきま

しては非常に活発に議論がなされた経過がありました。従いまして、今回町のほうが６月の定例会

に基本条例の案として提案いたしましたが、そこのこれまでの経過をですね、民生常任委員会の場

でもですね、きちんと抑えていただく必要があるのではないかということでですね、経過としてま

とめた部分の資料があります。これが１です。  

２番目として、白老町環境基本条例相関図、見ていただきますと図面に書いてありますが、国の

環境基本法、北海道の環境基本条例、それと白老町の条例がどういう立場で関係があるのかという

部分をまとめた部分です。あとで説明する形をとりたいと思います。  

３番目がですね、議会で提案した時にもご説明しましたが、白老町環境基本条例（案）の概要、

再度この部分につきましても概略について、私どものほうからご説明をしたいと思っています。  

 条文比較表、資料 4 です。これにつきましては、今回の条文が口語体にしているということがあ

りまして、実は私どもの内部プロジェクトチームが検討したときの資料でございます。左側が北海
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道の条例だけではなくてですね、他の町の条例とか、いろいろ参考にしたものがミックスされてい

るこれまでの古い型の条例の形態という形で抑えていただきたいと思います。そして、右側が白老

町の修正の口語体の案ということです。ここの部分についても、若干ポイントをですね、説明する

ことになると思います。  

５番目、白老町環境基本条例（素案）の意見募集実施結果、町民から素案の段階で意見を募集し

ようということで実施しております。これにつきましては５月１日から２１日まで実施しました。

合計で口頭による意見をあわせますと３４件になりますが、その内容についてですね、小さな語句

の訂正ですとかそういうものについては説明を省略いたしますが、ポイントの部分についてご説明

したいと思っています。  

道内環境関係条例制定状況が資料６と、これもあとでご説明いたします。  

７番目につきましては、これも私ども環境審議会、庁内の検討プロジェクトで近隣の胆振の市町

村の条例と、北海道の条例を比較しながらですね、検討いたしました。これは、あくまで資料とい

う形で説明は省略したいと思いますが、比較したという部分での資料でございます。  

８番目、白老町環境基本条例（案）の解説ということで、主にこの資料８基づきまして説明をし

ていくという形をとりたいと思います。  

資料９なんですが、しらおい環境のまち宣言（案）、この環境基本条例につきましては町のほう

では環境のまち宣言を町制施行５０周年の記念式典で行いたいと。条例のほうと非常に関連性があ

るということでですね、私どものほうで起草委員会で案を作りました。その中で関連性が強いとい

うことで、民生常任委員会のほうでも協議させていただきたいという形の中で、資料として出して

おります。 

資料１０がですね、これが平成１１年３月に廃案になりました、快適環境のまち宣言です。これ

につきましても、宣言の部分で議論するときにですね、比較したりする形の中で参考資料として配

布させていただきました。 

 そういう形で資料の説明を終わります。 

 それでは委員長、経過のほうから説明させていただきます。  

 それでは資料１をお開き願いたいと思います。  

１ 環境関連法令及び計画等の動向ということで記載しております。環境関係の法律につきまして

は、最近非常に法律がめまぐるしく制定されたり、改訂されたりしております。その中で、今回の

環境基本条例に関わる法令関係としてですね、７点整理させていただいています。  

（１）環境基本法（平成５年１１月施行） 

（２）環境基本計画（平成６年１２月閣議決定）  

（３）北海道環境条例（平成８年１０月策定）  

（４）北海道環境基本計画（平成１０年３月策定）  

（５）白老町環境基本計画（平成１０年１０月策定 平成１６年３月期限到達）現在見直し作業を

しているものは、それに基づいたあとの形になると、またこの白老町環境基本計画は、平成１５年

度で区切りとしているということで、期限としては平成１６年３月到達しているということになり



４ 

ます。 

（６）快適環境のまち宣言（平成１２年３月議案として町議会に提出、白老町の場合議決事項とい

う形で、町のほうで提案しているという経過でもありまして、形態としては全会一致というような

やっていたという経過がありますが、いろんな意見がありまして、この部分については民生常任委

員会に諮られて、この年統一地方選挙があり、時間が足りなくて審議未了により廃案という経過が

あります。） 

（７）地方分権一括法（平成１２年４月施行）平成８年から１２年にかけて、いろいろ議会の場で

議論があったという、その中で主な意見、議員さんの意見、町側の考え方、４点ほどにまとめまし

た。 

２ 町議会での議論の経過  

（１）北海道が環境基本条例を制定した。これからの環境破壊の歯止めとなる環境基本条例を町と

しても早期に制定すべきではないだろうか。法的に拘束力のあるような条例を制定する必要がある。

（平成９年３月議会）  

（２）白老町の豊かな自然環境の恵みを、将来の世代に至るまで享受できるようにするため、また、

町民、事業者、行政それぞれの役割分担と連携による環境重視型社会を創出していくため、町独自

の環境基本条例が必要ではないか。（平成９年３月議会）  

（３）国では地球温暖化など環境悪化に歯止めをかけるため、平成５年に環境基本法を制定し、そ

れに伴い道も基本条例を制定した。すばらしい白老の自然を守るため、積極的に条例化を図る必要

がある。そうすれば環境基本計画も生きてくるし、実行しやすくなる。（平成１０年３月議会）  

（４）地方分権の時代に白老町独自の自主的な基本条例をつくり、基本計画等と連動して、環境行

政を進めていくべきではないだろうか。（平成１０年３月議会）  

こういう形で、議会での一般質問がありました。  

３ 町の考え方です。  

（１）北海道の環境基本条例には市町村・事業所・道民の責務に別れて制定されている。この条例

が本町の地域性に合わない、不充分であるというような段階になれば、その時点で考える。 

（２）道の環境基本条例の中に、施策の策定、実施の基本的な方向性が示されており、本町の環境

行政を推進するに当たっては、環境基本計画の中で具体的な施策体系・配慮事項を示し、対応して

いく。 

（３）白老町の環境問題については、従前は公害、無秩序な開発、これに伴う環境汚染があった。

また、身近な日常生活の中でも、被害者、加害者であるという環境問題もある。従ってまず町の環

境行政を推進するに当たっては、どのようなことを推進することが環境保全につながるかというこ

とを大前提に、先ず環境基本計画を定めて取組むこととした。  

（４）法律があり、道条例と市町村条例がある。実効性のある条例を考えた時、市町村条例は道条

例に違反することはできない。そのような中で。道の基本条例はかなりの施策部分で網羅されてい

るので、これに基づく基本計画で対応するということである。  

 ただし、今後条例を制定しないということではなく、まず環境基本計画で対応するということで
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ある。 

大きく分けまして、４点ほどそれぞれの意見・答弁という部分で整理させていただきました。こ

れ、議会のほうの議員さんの質問もですね、非常に､ちょうどこの地方分権に対するですね、国会

での議論、地方での議論、いろいろそういうことを見た中でですね、非常に勉強をなさっている中

での質問だなというふうに、いま読ませていただいても感ずるところです。  

 それでは町の考え方はですね、どうなのかといいますと、ひとつは地方自治法に基づく、都道府

県と市町村の関係の部分で答弁しているわけですね。これが間違っているという形ではないわけで

す。非常にこの部分ではですね、形式的な分といいますか、行政としてのですね、国・道・市町村

でのですね、これまでの流れでの考え方。それを答弁しているということです。  

 そういう中でですね、実態として今回までですね、条例案については提案しなかったわけですが、

そういう中でですね、先ほども地方分権一括法が平成１２年４月に制定されました。これのところ

の一番のポイントがですね、市町村条例と都道府県条例の関係でございます。この地方分権一括法

の中に、地方自治法も改正になっています。そこの段階での旧地方自治法の第１４条第３項、第４

項、これが地方分権一括法の中でですね、削除されています。ここのところを整理しますと、こう

いう中身だったんです。  

・ 都道府県は、都道府県単位で事務処理の統一性を図る観点から、市町村の行政事務に関し、条

例で必要な規定を設けることができ、（統制条例）「市町村の行政事務に関する条例は都道府県

の条例に違反する時は、当該市町村の条例は無効とする」という規定が置かれていた。  

・ 今回の改正により、市町村の事務に対する都道府県の関与を最小限にするという観点から、都

道府県の条例による市町村の行政事務の処理に関する必要な規定の設定（統制条例）の項目が

削除された。 

＜解説＞の部分で整理させていただいていますが。  

※ 住民に最も身近な基礎的自治体（市町村）を優先する。また市町村が地域における事務の

原則的な行政主体であることが明確にされた。  

※ 都道府県の画一的な行政や過度の干渉により、市町村の自主性・主体性が失われてきたと

いう観点から削除された。 

※ 都道府県の地域に関する事柄について、条例により市町村の状況や対応を考慮することな

く画一的に規定することを抑制された。  

まず市町村でできることは市町村にやってもらうと。広域的な取り組みについては都道府県、都

道府県でもできない部分について国がやるという、地方分権推進委員会がいろいろ議論したという

部分でのですね、改正がなされているということになると思います。  

そういう中でですね、次の部分について、この平成１２年４月前後でですね、各市町村で環境基

本条例の制定が非常に、制定され始めたという時点がありました。従って、３番目なんですが、一

応白老町でもですね、地方分権一括法なりの動きを見た中で、それで考え方として、統制条例の項

目が削除されたと。市町村が地域における原則的な行政主体だということが明確になったというこ

と。白老町は協働による町づくりを進めていますけれども、この環境行政というのはですね、住民
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と非常に参加協働、これが不可欠だと。更にパートナー・シップを作っていくといった場合にです

ね。やはり地域の環境政策の基本となる事項を、基本条例の形でまとめていく必要があるだろうと

いう、そういう判断に立ちました。  

それで平成１５年の１月にですね、環境審議会に対して環境基本条例のあり方ということで諮問

をいたしております。６回ほど審議した中で３月２６日に答申しております。早期に制定すべきで

あるということ。それと環境基本条例の骨子もですね、併せて提言されております。  

それともうひとつですね、付帯意見としてですね、快適環境のまち宣言。条例の議論のほかに、

宣言という形の中でいろいろ問題になっていた部分の、この宣言についてですね、その理念を条例

の前文、それに位置付けて生かすべきだよという、そういう答申がありました。そういう中でです

ね、経過としては平成１５年１２月、昨年の１２月からですね、庁内の環境施策検討会議、これで

素案の検討開始をしています。それで審議会のほうもですね、自分たちのほうで答申した部分とで

すね、骨子や何かも提言しておりますので、その骨子にあっているかどうか、条例の中身を審査し

ております。それで１６年５月１日から２１日まで町民から意見を募集したと。１６年６月１０日

に町として環境基本条例案を決定して、６月の定例会に条例案として提案したということです。経

過としてですね、ちょっとスピードを上げてご説明いたしましたが、そういうことでございます。 

○委員長（鈴木宏征君）  今、経過について二瓶課長より説明をいただいたんですが、この部分で

委員さんのほうからですね、何か質問がございましたら。もしなければ、次の説明をしていただい

てよろしいですか。次の説明をよろしくお願いします。 

○生活環境課長（二瓶 充君）  それでは資料２を見ていただきたいと思います。これが相関図と

いう形でまとめさせていただきました。  

 先ほども説明いたしましたが、国のほうでは環境基本法。それからそれに基づく個別的な法律計

画としては、公害関係法・自然環境関係法とかいろいろあります。これに基づいて右のほうはです

ね、北海道です。道のほうは環境基本条例を掲げている。環境基本条例からくる個別条例を整理し

たものが下の方に書いてありますが、公害関係の条例、それから自然環境関係の条例、最後に環境

基本計画。こういう形で国と道が連携されたなかで成立されている。  

 その中で条例はどういう形になるかというと左のほう、黒く印をしておりますが、基本的な部分

での、基本条例というの議会でもご説明して、読んで分かると思いますが、理念条例なんですね。

具体的に何をするというのではなくて理念条例です。その中でですね、基本的な考えかたを整理し

たものなんですが、これと関連するですね、町の条例的なものではですね、廃棄物の減量及び処理

に関する条例があります。これは国の別の条例に基づく法律に基づく条例ですので、この環境基本

条例を、具体的にどのようなことをするのか。これが右のほうの中段にいきます白老町環境基本計

画です。これが具体的な取り組みです。具体的な取り組み、現在環境審議会のほうで、いろいろ検

討していますが、分野別の課題とかいろいろ、これからも対応をしていく形の中で、来年の３月を

目途に策定しようという形でピッチを上げていますが、その中で環境基本条例に基づく個別の条例。

白老町の場合には課題を見るとそういうものが必要だろうと、これが公害防止条例になるのか、こ

れは具体的な課題をきちんと精査した中で、作るのか作らないのかというかたちになっていくと。
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ただ条例を作ればいいということにはならないと。個別条例になりますと具体的に何をするのか、

という部分がでてくる。そういう形の中で、ポイ捨て条例という部分、いろいろの町で成立してお

りますが、こういう部分もですね、実行性のある条例かどうなのか、その辺も議論したなかで考え

なければ、そういう中でですね、一番右のほうでは白老町の関連するですね、他の計画との連動と

いうのもあります。主な関連計画では総合計画、みどりの基本計画、これ今作ろうとしているとい

うことですね。一般廃棄物処理基本計画、これあるんですがこれから見直し作業を進めなきゃなら

ないという形でですね。一応そういう相関関係で、環境関係の法令関係がですね、整理させていた

だいたという。この図面でですね、何か、これ整理したという部分だけなんですが。  

○委員長（鈴木宏征君） 今、資料２の説明がありましたけれども、この説明はよろしいですか。 

資料３の説明を。 

○生活環境課長（二瓶 充君）  資料３、白老町環境基本条例の概要ということです。これについ

てはですね、一度ご説明していますけれども、ちょっと復習という部分もありまして確認の意味で

ですね、中身に入る前に概略をご説明したいと思います。制定の目的は省略いたします。  

 この基本条例の制定に当たってのですね、基本的な考え方、分かりやすい条例にするということ。

白老町では始めて口語体条例にしたということです。これは子どもたちからということと、お年寄

りまでということです。子どもたちとはどれくらいからかといったら、小学校４年生がですね、環

境行政について勉強するということで、小学４年生をまず基準に考えようという形の中でスタート

しております。 

 ２点目については先ほども説明いたしました。町民から意見を募集したということです。それか

ら主な内容としては前文を定めました。これは白老では情報公開条例に続いて２番目の条例です。 

基本的に考え方１条から６条、基本的な取り組み７条から９条、具体的な取り組み１０条から２５

条ということでですね、比較的他の町と比べてみますと、２５条という中ですね、短い条文になっ

ています。特にですね、胆振のほかの町のを見ていただいたら分かるんですが、環境審議会の部分

をですね、基本条例に入れている自治体が非常に多くございます。 今回私どものほうではですね、

審議会は審議会条例を持っていますので、そちらのほうと分離してですね、基本的な部分について

この２５条でまとめたということがあります。  

 特色ある規定としてはですね、最後のほうに書いていますが、自然と共生してきたアイヌの人た

ちの知恵に学ぶということがですね、前文にも位置付けておりますが、特色あると思います。あと

でまた、明日になるかもしれませんが、景観の部分と経済的負担の部分。これについてですね、規

定をしたという部分があります。それが主な部分です。これについては、具体的な部分については

中身のほうでご説明したいと思います。  

 引き続きご説明する部分へいきたいと思います。資料の部分ですので、資料４を見ていただきま

す。さきほど説明いたしました。この資料４はですね、北海道の条例とか、他の町の条例、いろい

ろ議論した中ですね、いろいろミックスした部分が左側です。条文もですね、である体になってい

ます。 

 前文のところは北海道の基本条例の前文です。今回私ども参考にしていただいた部分では、北海



８ 

道の基本条例の前文には、したから５段目にですね、「アイヌ民族の豊な知恵や」という部分でで

すね、道条例にはアイヌ民族という形の中で表現している部分があります。白老町の前文のところ

については「アイヌの人々」という表現をしています。旭川市は「アイヌの人々」ということで、

アイヌという言葉を使っているのは、北海道と旭川市と、白老町ができた場合３番目になるという

ことになると思います。  

 比較するとですね、例えば次のページの目的のところで、口語体にしたらどんなふうに変わって

いるのかという部分をですね、短い条文なんですが、私ども読んで見たいと思います。どんなふう

な違いがあるのか、ちょっと読ませていただきます。  

目的 

 第１条 この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造（以下「環境の保全及

び創造」という。）について、基本的理念を定め、並びに町、事業者及び町民の責務を明らかにす

るとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境保全及

び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確

保に寄与することを目的とする。とこれが今までのである体での条文です。  

 それが今回、こういうふうに変えております。  

目的 

 第１条 この条例は、良好な環境の保全と創造についての基本的な考え方を定め、町、事業者と

町民それぞれの責任と義務を明らかにするとともに、環境の保全と創造に関する施策の基本となる

事項を定めることによって、施策を総合的かつ計画的に推進し、現在と将来の町民が健康で文化的

な生活を営むことができるようにすることを目的とします。  

 こういう形の通常、使われているような言葉に、全体的な条文が整理されているということにな

ります。 

 この白老町の特色という部分で、私ども検討プロジェクトでも、胆振管内の市町村の条例を調べ

てみました。それで、町の特色ある部分としてはですね、７ページ左側の１２条を見ていただきた

いと思います。実はですね、他の市町村の場合でも大体この１２条あたりに環境影響評価の推進と

いう条文が載っているんです。これはですね、右側のほうに書いているんですが、大規模な開発行

為とか、ひとつ上げますと私どもの最終処分場を作ったりする場合にはですね、環境影響評価とい

うのをやらなければなりません。それで、それを環境アセスメントとよくいわれますけれども、実

際にやる前に調査して、やったあと、北海道が許可権者になるものについては北海道のほうへ申請

するわけですね。 

北海道のほうでは専門委員会というのを開きまして、実際に影響評価とか、規模はどうなのかと

いうことで、全部チェックするわけです。そういうものについてですね、先ほどいいました苫小牧

市などでも、環境影響評価の推進というのが条文が載っているわけですよ。実際に私ども、それを

やるためにはどんなことがいるのかといったらですね、専門職の職員を置かなければならないとか

ですね、実際に審査するのに専門的な技術が非常に必要なんですね。その中で、実際に環境評価の

ですね、条例を作って実施しているところは、道と札幌市くらいです。  
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伊達市も、苫小牧市も登別市も、条文は作っているけれども、実態としてなんらやっていないと

いうことが分かりました。そういう形でのですね、条文は造る必要がないと。載せる必要がないと。

それは北海道と連携をしていった中でですね、白老町がやるべきものだと。北海道からも意見を聞

かれる部分がありますので、その中でですね、白老町の考え方を反映してもらうという形の中で１

２条についてはですね、規定しないということにしております。  

そういう中でですね、他の町との比較した中で載ってはいるけれども、白老町に合わないもの、

実際にできないもの、そういうものは精査した中でですね、その部分については規定しないという

部分でのですね、考え方に立ちました。白老町にあった条例ということでですね、心がけてやって

おります。先ほども地方分権の考え方の中でお話ししましたが、広域的な取り組みでの北海道と市

町村のですね、基礎自治体である市町村での連携をこれから強化していく中で進めていくというこ

とが、求められていますし、これから財政状況なり非常に、市町村厳しい中ではですね、やはりそ

ういう工夫を図っていかなければできないと。人もお金もなくなってきている状況の中でですね、

その辺を考えながら進めていかなければならないというふうに考えております。  

これはひとつの条文の比較表というかたち中で、参考としてご説明させていただきました。 

○委員長（鈴木宏征君）  今、資料３、資料４の説明をいただいたんですが、ちょっと私のほうか

ら確認ということで。先ほどの資料４なんですが、７ページの１２条ですか、環境影響評価の推進

のところで、これは規定しないという、今説明を受けたのですが、確認なんですけれども、もし白

老町でそのような環境影響評価ですか、というような大規模な開発等があった場合は、ここにあり

ますように北海道環境影響評価条例とかいうものがあるので、そちらのほうの条例でできるという

ことなんですか。これがなくても、どういうことなんでしょう。  

 はい、どうぞ。 

○生活環境課長（二瓶 充君）  それは、大規模な場合には、大体概して北海道が許可権者という

形になりますね。そうすると許可権者として許可を出す前にですね、いろいろ事前審査とかという

部分がありますね。事前審査の段階で地元市町村がどういう意向を持っているのかという部分での

ですね、照会が当然大規模な開発をしようとする前に、市町村にですね、意見を聞いた中で北海道

のほうへ本申請というかたちになってくるんですね、順番としては。そうするとその中で白老町が、

例えばひとつの例をとりますが、最終処分場をですね、作るという場合、北海道が許可権者です。

事業所が作りたいという部分になったときには、ひとつの環境アセスメントをしなければ、条件の

ひとつあるわけですね。環境アセスメントを実施して、そしてそれを道に申請する前に、白老町の

ほうへ業者のほうで説明があるわけですよ。白老町のほうとしてそれに対してどういう施設なんだ

というのを分からなければならない。環境にどんな影響を与えるのか。そういう形の中でですね、

私どもはチェックすることができると。北海道のほうへ事業者が申請していく。そういう中で道が

またですね、白老町にたいして意見がありますかと。こういう環境アセスメントの結果、其れに基

づいてどうですかという形で意見を求められます。その段階でチェックができるということですね。 

○委員長（鈴木宏征君） 今の説明ですと、うちの環境基本条例の中に、そういう規定がなくても、

前段として、道なりにそういうものがあるので、ここになくてもチェックはできますよということ
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ですよね。 

○生活環境課長（二瓶 充君）  そういうことです。それを使わせてもらうというか連携した中で

ですね、使わせてもらうということです。 

○委員長（鈴木宏征君）  ほかに何か、今の説明で、資料３､資料４説明の中でお聞きしたいこと

はありませんでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、資料５のほうの説明をお願いします。はいどうぞ。  

○生活環境課長（二瓶 充君）  資料５です。これにつきましては町民からの基本条例に対する意

見ということで、３４件意見が出てきております。提案された意見の対応ですが、町内のプロジェ

クト、関係課職員の検討委員会で審議いたしました。これが５月１９日で、２１日のですね、期限

の前に来ているものからチェックをしていったという状況です。環境審議会につきましては、５月

２６日に検討いたしました。条例を審査する総務課ですが、そちらのほうもですね、きた段階で随

時中身をチェックしたりですね、審査をしていただいています。それで提出された意見の考え方と

したのが、６月１０日ということで決定したということです。  

 この辺の決定についてですね、町のホームページとかでも公開しております。また下のほうにも

書いてありますが、生活環境課ほかですね、出先の施設にも配布しております。その中で主なもの、

何点かですね、ご説明したいと思います。全部の説明は省略させていただき、実務的な技術的な部

分とかの意見とかもありますので、開いていただきますと。  

・「口語体で分かりやすい条文ですが、他の条文にも適用するのですか。」というそういう意見があ

りました。これはですね、右のほうにも書いておりますが、白老町の公用文作成規程、法規関係条

例関係ですね。「である体」ですることになっています。環境基本条例は、環境問題が私たちの生

活の広い分野に関わり、子どもの環境教育の面ですね、小さいうちからお年よりまでが理解して取

り組めるような、そういう内容にしなければならないということからですね、より分かり易い「ま

す体」とし、法律用語も必要な最低限として、普段私たちが使う言葉での条文としました。こうし

た考えによる特例的なものとご理解願います。と回答してございます。  

 次を飛ばしまして、１ページ目の一番下のところですね。  

・「事業活動の保障や財産権の問題から、難しいかもしれませんが、規制に従わない者に対する氏

名等の公表や実際に起きた環境被害は公表するなど罰則的なことも必要では。」ということです。

右のほうに書いています。この条例は環境についての基本的な考え方、方向性を示すもので、今後、

具体的な個別条例の中で罰則について検討したいと考えています。ということです。空き缶のポイ

捨て条例とかですね、出てきますが、その中で検討していくということになります。  

 次のページ上から３段目ですね、前文の部分ですが。 

・４段落目の「私たち自身も生態系の一員」は、人間の思い上がりを反省し、自然に対する謙虚さ

を表しており大変良い。以下「アイヌの人々･･･」と合わせてこれからの白老の環境を考えていく

上で原点であると思う。」ここの表現はアイヌの人々や先人の知恵に学んだ表現であります、この

条例の根底にある考え方と認識しています。という形で回答しています。  

・「アイヌの人々」が良いか「アイヌ民族」がよいか再検討する必要がある。」のではないか。  
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・「アイヌの人々は自然とともに生きてきた「生き方」（自然を神として敬う生活）を伝え受け継ぐ

のであれば「アイヌの人々の精神文化」ではないか。  

・「アイヌの人々や先人の知恵と歴史を学ぶ」ことは、我々が見習わなければならない教訓であり

白老の地域性も出ている。」 

 ３つの意見まとめて整理させていただいていますけれども、回答としてはですね。  

・ご意見を踏まえ、専門家の意見を含め検討しましたが、「アイヌの精神文化」は深く・広いので、

正確かつ簡潔に前文に表現することは困難であり、精神文化もあり、伝統文化もあり、その中での

考え方いろいろ議論した中でのですね、素案のままの表現としました。  

 なお、ご意見の趣旨については解説の中で生かすこととしたのでご理解願います。ということで

回答してございます。  

・環境の条例にアイヌの記述は必要か。先人の知恵に含まれるのではないか。 

・今日の環境問題は、私たちの生活からも発生していることから、「物を無駄にしない」、「食べ物

を取り尽くさない」など循環型の自然観をもつアイヌの人々の考え方に学ぶことは、極めて重要な

ことであり、日本のアイヌ文化の最大の拠点である白老の環境条例には必要な規程と判断しますの

でご理解願います。 

 それほど大きな部分での意見はないのですが、２５条の経済的負担のところ説明いたします。  

これは条文のところでも説明することになるのですが、一部負担の考え方なんです。  

・「一部を」と表記することにより、負担が軽いものなのだという、間違った、町が意図しないメ

ッセージを送ることになるのではないかと懸念されます。町の考え方、基本的な考え方なんですけ

れども。 

・町が行う環境施策のうち、その性質に応じて妥当と評価されるものについては、受益者に必要な

負担を求めていく必要があり、この趣旨を「一部の」負担と表記しています。なお、実施の際には、

事前に関係の方々に対し理解をいただき対応していきます。  

 ということで、この意見の募集については、ホームページ等も合わせてですね、町民のほうへご

回答しております。これが資料５です。  

○委員長（鈴木宏征君）  一応、今の説明の中では、こういうご意見を伺った中で、それも含めて

素案の中に表現しているということの説明でよろしいですね。これの中身については原文の中でや

りますので、次の説明をして下さい。  

○生活環境課長（二瓶 充君） それでは資料 6 を見ていただきます。環境基本条例それから公害

防止条例、基本条例に基づく個別条例ですね。それから自然環境保全条例とか環境影響評価条例、

これ先ほどご説明した部分ですね。それとポイ捨て条例です。基本条例についてはですね、左のほ

うにずっと書いておりますが、市とかではある程度のところ取り組んでおります。その中でですね、

最近の新聞で載っておりましたが、室蘭がですね、環境基本条例の取り組みを始めたということで

す。室蘭については、実は２年前に担当者のほうと意見交換を行ったんですが、これまでの白老町

の考え方と同じような考え方で、道条例があるから無理して市では条例を作りませんというような

考え方でですね、言っていましたがさすがに室蘭市も取り組み始めたということです。うちよりち
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ょっと遅れているようです。 

 公害防止条例につきましては、○をつけているところですね。自然環境保全条例、この辺につい

てはですね、実際に環境基本計画の中身の中でですね、進めたりですね、現在総合計画の中でも見

たらですね、保全条例関係についても都市整備課の部分でも検討されている部分がありますので、

その辺の中で具体的な動きになっていくだろうというふうに考えています。  

 環境影響評価条例の部分については、この条例は２カ所、北海道と札幌市。ポイ捨て条例につい

ては、ぽつぽつとですね、ありますが近間では苫小牧、ニセコというところが制定しています。こ

れ罰則の条例も定めているのですが、実際に罰則という部分で非常に、罰則が目的ではないという

部分で、意識を改めてもらうための条例という部分での意味合いがあるように聞いております。資

料６では道内の制定状況という形の中で、資料を提出させていただきました。 

 資料７につきましては参考資料ということでお願いしたいと思います。  

○委員長（鈴木宏征君）  それでは、一応資料１から７までの説明を終わりまして、資料８の白老

町環境基本条例（案）の解説に入るわけなんですが、委員の皆さんにお諮りしたいんですが、この

条例の中にはですね、今１から５ですか、説明のあったいろんな町民の意見ですとかも取り入れた

中でですね、このような条文になったということの前段でのご説明がありました。一応そういうこ

とで、これから１条から２５条まであるんですが、今説明を受けながらですね、進めていくんです

が、これ全部１回説明を受けてしまいますとですね、また１条から皆さんの意見を聞くときに、な

かなか１条の部分どういう説明を受けて、自分でどういう疑問があったのか、質問をしたいのかと

いう部分がわからなくなってしまうところもあるので、一つ一つやっていきたいと思うのですが、

どうでしょう。いいですか。 

 そういう形で進めたいと思いますが、もしよければそういう形で進めていきたいと思いますが、

よろしいですね。それでは１条ずつですね、説明をいただいて委員さんの質問を受け、一つ一つこ

れでいいかという確認をしながらですね、前に進みたいと思います。  

 じゃ、１条からよろしくお願いします。前文からですね。  

○生活環境課長（二瓶 充君）  はい、それでは説明します。  

 前文 「私たちの町白老は、緑あふれる山々、清らかな川や湖、紺碧の太平洋、豊富な湯量を誇

る温泉など豊な自然環境に恵まれ、この恵みのもとに特色ある生活を営み、個性ある文化を育んで

きました。」 

 これは一つ目に一段落ですが、白老町の環境の特性をここで記述しています。  

 「しかし、私たちの生活に物質的な豊かさと利便性をもたらした社会経済活動は、大量の廃棄物

を生むとともに資源とエネルギーを大量に消費することから環境への負荷を増大させてきました。

そして、その影響は単に地域の環境だけではなく、今や人類の存続基盤である地球の環境をも脅か

そうとしています。」 

 ここは、環境に対する基本的な認識をまとめています。  

 「私たちは、健康で文化的な生活を営むため、良好な環境の恵みを享受する権利を有するととも

に、良好な環境を保全、創造し、将来に引き継ぐ責任と義務があります。」 
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 ここについては、町民の環境にたいする権利と責務を表現しています。  

 「このため、私たち自身も生態系の一員であり、享受できる環境には限りがあるとの認識に立ち、

自然とともに生きてきたアイヌの人々や先人の知恵と歴史に学びながら、人と自然との共生を基本

として、持続的発展が可能な循環型の社会を築いていく必要があります。」 

 ここは、環境問題への取り組みの方向性、そして循環型社会へ作っていかなければならないとい

うことをまとめています。 

 「このような認識のもと、私たちは、互いに協力し、自ら参加して良好な環境の保全と創造に積

極的に取り組むため、この条例を制定します。」 

 目指すべき方向という形で、一応しめております。  

趣旨のところでですね、先ほども若干説明いたしました。環境審議会から答申がありました。その

中で『快適環境のまち宣言』の理念を前文に位置付けなさいということでですね、この前文という

部分を、今回制定させていただいたという部分があります。  

 環境問題の部分は、前文がほぼですね、条例の中身全部についてのですね、考え方を凝縮してい

る部分というのがあります。特にですね、ただ、前回、ここに書いてある『快適環境のまち宣言』

との違いはどこかと。ちょっと直す部分がありました。というのは先ほどの資料のですね、見てい

ただきますと、中身はまた後日説明するんですが、宣言文の題名からもですね、『快適環境のまち

宣言』。人間が中心という部分での視点がですね、宣言文の中にもある程度ですね、占められてい

る部分があるんですね。ということからですね、今回は委員さんの部分からもですね、解説の部分

にもありますけれども、『私たち自身も生態系の一員』なんだということ。それと、循環型の取り

組みとかいろいろ『自然と共に生きてきたアイヌの人々や先人の知恵』を生かす必要があるという

形の中で、まとめております。 

 特にですね、ここの前文のところではですね、この６番目ですね、どうしてもここはきちんと説

明しておかなければならない部分だと思います。『自然と共に生きてきたアイヌの人々や先人の知

恵と歴史に学び』ということです。ここは、前文にも書いてあったとおりなんですけれども、これ

につきましては審議会でも話をしている中で、議論している中身の中でですね、平成９年５月にア

イヌ文化振興法が施行されていると、平成１４年３月には道のほうで、白老町が中核イオルのです

ね、整備適地に決定されたという部分。そういう中を考えてですね、なおかつ白老町は日本のアイ

ヌ文化のですね、最大の拠点なんだということを考えたとき、やはり白老町の環境基本条例には先

ほども若干説明した部分もありますが、是非必要だろうという部分があってですね、これを除くと

いうことにはならないということで、前の『快適環境のまち宣言』と同様にですねこの表現は使わ

せていただいているという部分があります。  

 もう一点ですね、私どもの平成１０年に、実は環境基本計画を作ったときに、平成９年の４月に

ウタリ協会の白老支部からですね、要請書が出ているんですね。それについてはですね、この基本

計画については、アイヌ民族の知恵を生かして欲しいと。結局は『快適環境のまち宣言』について

はですね、基本計画に基づいて『快適環境のまち宣言』をやるという想定でスタートしたんですね。 

それで、計画の部分の時にですね、これについては『アイヌ民族の知恵を生かして』いただきたい
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という要請書がきているという部分がありました。いろいろ今回の部分での中核イオルとかそうい

う部分を考えた中で、私どもの担当のほうもですね、専門家に聞いてきましたのでですね、そこの

部分に付いては星主幹の方から補足で。  

○委員長（鈴木宏征君） はい、星主幹。 

○主幹（星 貢君） この部分についてはですね、本文のところ、解説文のところ合わせてですね、

ウタリ協会の当時相談員だった加藤相談員に相談をさせていただきまして、こういうことがよろし

いのではないかというご判断をいただいたのと、専門家という意味ではですね、苫小牧駒澤大学の

岡田先生とアイヌ民族博物館の中村館長のところに行きまして、同じものを見ていただきまして、

こういう形でいいのではないかという回答をいただいた上でですね、解説文のほうで若干修正とい

う部分はありましたけれども、本文のほうはこれでいいということでご判断いただいた上で、提案

させていただいております。以上です。  

○委員長（鈴木宏征君）  今、前文の説明を受けたんですが、私も平成１２年の３月議会で『快適

環境のまち宣言』のですね、なんで民生常任委員会に付託になったのかというところ聞きましたと

ころ、やはりアイヌという言葉を使うことに対してですね、委員の中で賛否がありまして、一括そ

こで採決するということがですね、ちょっと難しくなって委員会に付託されて、もう少し審議をし

てほしいというかたちで付託されたということをお聞きいたしました。  

 結果的には、選挙やなにかで廃案になってしまったんですが、民生常任委員会に付託された原因

がですね、そこにあるということで、ちょっと事前の打ち合わせの中でもお話させていただいたの

ですが、ここは結構委員さんの中からもいろいろ質問等議論のあるところでもあるし、きちんと説

明していただいて、そういう意見もあったんだけれども、なお前文の中でそういう表現をしたんだ

ということをですね、きちんとお話していただきたいということもお願いいたしました。全体にそ

ういうことがあったんだということをですね、委員の皆さんにも知っていただいて質問をしていた

だければなというふうに思います。  

 今前文の中で説明があったんですが、この中で委員さんのほうから何かご質問ありましたら、よ

ろしくお願いします。  

 はい、どうぞ、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、委員長のほうからご説明があったと思うんですけれども、『快適環境

のまち宣言』の話し、これが議論された時にですね、アイヌという言葉が出すことがいいのか悪い

のか、これはあくまで、例えば人種差別という部分での議論だったのでしょうか。その辺をちょっ

と僕も分からないのですけれども。そういった部分で使うべきではないということだったのかどう

か、その辺をお聞きしたいんですけれども。  

○委員長（鈴木宏征君）  そのとき、議論になったときにですね、いなかったのでそこら辺よく分

からないんですけれども、議長とか、根本委員とか、近藤さんあたり、そこら辺どうでしたんでし

ょうか。 

○委員（根本道明君） そのときはね、解釈の違い。人種差別とか何とかとそういうふうな問題で

はなく、アイヌという言葉を入れることが白老町の歴史の中で、昔はすべてがアイヌのところから
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出てきたというふうに、例えば５０年後、１００年後の条文を見た人方が、白老町にはアイヌしか

すんでいなかったのではないかというふうなとらえ方をされては困るのではないかというふうな

ことで、『先人』というふうな言葉が適切ではないのかということだったのではないかというふう

に、僕はとらえているのですが、議長それで。  

○議長（堀部登志雄君）  確かに、アイヌという言葉にかなりこだわってですね、私も人種差別と

かというのではない、やはりこの言葉が今根本委員が言われたように、なんといったらいいのかな。

ちょっと解釈に困るんだけれども、アイヌという言葉を入れておくことによって、この環境宣言文

ね、将来的なことまで言っていたような気がしたですけどね。  

 ただ、そのときも実際に、アイヌの財団のほうからも是非これは入れてほしいというような要請

に基づいて入れたという経過があったんですけれども、深くいかないうちに取り下げちゃったんで

すね。当時の町側で、これはまだ時期尚早みたいな形で、宣言文を取り下げちゃったのでとことん

議論というのはいかなかったような気がするんですよね。そういうことですね。これだからこうだ

ということにはいかなかったような気がするんです。だから僕の感じとしては、アイヌという言葉

が入ることについてものすごいこだわりがあったというそういう認識なんですよね。  

 だけれども、識者のほうからは、これは民族の方も入った中で、是非これは北海道からも是非入

れるべきだという形で言われていたと。そして、議員のなかで頑として受け入れなかったという経

過があったんですよね。  

○委員長（鈴木宏征君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 昔ね、ある時期はさ、アイヌという言葉を使うなというふうな。アイヌと

いったならば目をむいて怒ってきた時代があったよな。それがある時期から急激に、「アイヌ、ア

イヌ」と使ってくれとこうなってきているよね。ところがある時期はそういう時代もあったんだよ。

一線引いてある時期から、「アイヌ」を使ってくれとこうなってきたと。そしてこの条文を作ると

きに、なんでもかんでも「アイヌ、アイヌ」と使うことがいいのかということも、議場でされたよ

うな、そのときまだ俺たち一年生で、そうなのかなと聞いていたときに、なるほどなと思ったのが、

軽はずみにアイヌという言葉を使っていいのか。条文や何かの大事なものにね。そういう議論がベ

ースにあったのかなというふうに俺はそのとき感じた。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、どうぞ、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  僕はね、率直に、やっぱり人種差別の関係がすごく入っているんじゃない

かと思うんですよね。旧土人保護法が廃止されて新しい法律ができましたよね。あの辺から本当に

先住民であるアイヌの人方を、しっかり認めるべきだというね、それにはアイヌの方々の中でも、

例えばアイヌといわれたくないという若い人。僕たちもそうだったんです、その頃僕たちも生きて

いますからね。若い人方にとっては、今更やめてくれよというそういう話も、隠したいという部分

もあっただろうし、でもそういった先人の方々のいろいろな歴史をちゃんと残していきたいという、

両極端な意見があったと思うんですよね。 

 今、はっきりとして白老町がイオルの再生に向けて頑張っていくと、背中にそれを背負って白老

町はこれから進んでいくわけですから、僕はこの表現というのは、本当にすごく大事なことだなと。
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先住民であるアイヌ文化、アイヌの人方というのは、現実にそうだったわけですから、それを何か

で隠そうとか、そういった部分ではなくてちゃんと「先人の知恵と歴史を学ぶ」という部分の、条

例の前文は、僕はすごくいいなと思ってこれに反対するものは何もないと思います。  

 別にそれがどうのこうのというのではなくて、議会の中でも議論された意味合いというか、どう

いう形で議論されたのかというのが、僕たちも分からなかったものですから、ただ先住民のアイヌ

の人方のしっかりとした位置付けというのか、それはこの前文の中で残しておくべきだなと思いま

した。それだけです。  

○委員長（鈴木宏征君）  はい、先ほども前回の、前段の議会のほうの議論の話しでも、アイヌの

人々ばっかりじゃなくて先人のというような言葉を入れているので、アイヌの人たちだけではなく

て、それ以外の先人の人もいたよということも、両方の表現をしているので、そういうところは問

題ないのかなというふうな気はしました。 

 ほかに、はい、どうぞ谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） まことに単純な質問で申し訳ないんですが、「持続的発展が可能な循環型

社会を築くと」いうことがあるんですが、平たくもう少しわかりやすい言葉で、どういうことにな

りますか。大体は分かるんですが、この辺についてちょっと質問したいのですが。  

○委員長（鈴木宏征君） 星主幹どうぞ。 

○主幹（星 貢君） 簡単にいいますと、解説のところに一部触れているんですけれども、今の社

会の大きな経済システムは、大量に作る、使う、捨てるということの繰り返しのシステムになって

いるかと思うんですが、そういうことであれば、環境からいろんな資源をとってきて、環境にあま

ったものを戻すというような仕組みという意味でもありますので、なかなか環境を持続的に続ける

ことができない。今の環境を持続させていくことができないという。持続させていけないというこ

とは、産業の面からいってもですね、環境からいろんな資源を取り込んでいくことが難しくなって

いくという意味もありますので、環境にとっても、産業にとっても、持続的な発展が望めないとい

うことになりますので、そうならないがためにですね、いろんなリサイクルだとかということに代

表されるような循環型の仕組みに切り替えていくというようなことを、ここでは表現したくて使っ

ております。以上です。  

○委員長（鈴木宏征君） ひとつ例を言えば、山だって木を切るばかりではなくて、ちゃんと植え

ることもやりなさいという、そういうようなことでよろしいんですか。  

○主幹（星 貢君） はいそうですね。 

○委員長（鈴木宏征君） はいどうぞ。 

○委員（谷内 勉君） 今のことで大体分かるんですが、要するに循環させるということは、もの

を捨てる。その捨てたものがまた地に還って、そういうようなサイクルのことを今いわれたんです

よね。そういうことなんですね。  

○主幹（星 貢君） はいそういうことになります。そうするためにですね、あとのほうの条文の

中でもあるんですが、他の法律なんかでも処理することが困難なものを作らないようにしようだと

か。地中に埋めても溶けていかないようなものもたくさん出てきていますよね。そうならないよう
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なものを使って、いろんな公共工事をやっていきましょうだとか、日常生活に使うものもそういう

ものを使いましょうというようなことも実は触れているんですけれども、そういうようなことも含

めた、産業ばかりではなくてですね、自分たちの生活の中でもそういう努力をしていきましょうと

いうようなことも含めた意味合いで使わせていただいています。  

○委員長（鈴木宏征君） よろしいですか、はいどうぞ。 

○委員（谷内 勉君） ということは、今いった非常に幅広い意味での循環型社会を作りましょう

と、そういうことのタイトルがこれに上がっていますということなんですね。 

○主幹（星 貢君） はい。 

○委員（谷内 勉君） はい分かりました。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） ちょっと前に戻るんですけれども、実はこの『快適環境のまち宣言』づく

りのときの、議員になる前に、私それにも参加しておりました。やはりアイヌの文面を入れること

について結構問題になりまして、最終的には道が入れるということで入れました。でも議会に出し

たら、ある議員の反対にあって廃案といいますか、通らなかったと。それはやはり、今回のような

議会にですね、行政側から来て広く議員の意見を聞かなかったということもね、ひとつあるのかな

という気がしております。今回このような形で広くやっておりますので、問題ないと思いますし、

アイヌの方々の教授とか、協会の方とか、館長とか、いろいろな方が是非入れてくれというお話で

すから、私はこのことに関してはね、これでよろしいんではないかと、こんなふうに思います。以

上です。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、分かりました。他の委員さんはどうでしょうか。それでは、一応

前文の方については、この文章でよろしいということで進んでよろしいでしょうか。はい、わかり

ました。 

 それでは、一応前文の方につきましては終わりまして、第１条からまた願いいたします。 

 はいどうぞ、二瓶課長。  

○生活環境課長（二瓶 充君）  それでは、第１条から第 3 条くらいまで基本的なですね、形の条

文になります。一応全部読ませていただきます。  

（目的） 

第１条 この条例は、良好な環境の保全と創造について基本的な考え方を定め、町、事業者と町民

それぞれの責任と義務を明らかにするとともに、環境の保全と創造に関する施策の基本となる事項

を定めることによって、施策を総合的かつ計画的に推進し、現在と将来の町民が健康で文化的な生

活を営むことができるようにすることを目的とします。 

 この条文についてはですね、今読みましたとおりの部分、素直に取れるんではないのかなと思っ

ております。 

○委員長（鈴木宏征君） どうしますか、関連ある部分については１条、２条、3 条くらいまでは

関連あるということですから、3 条くらいまで読んでください。説明してください。  

○生活環境課長（二瓶 充君）  分かりました。それでは。第２条、用語の意味ですが、これ 3 つ
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載っておりますが、これ環境基本法と同じような３項目です。ひとつのパターンといいますか、そ

ういう形の中で載せております。  

（用語の意味） 

第２条 この条例における用語の意味は、つぎのとおりとします。  

（１）環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因

となるおそれのあるものをいいます。  

（２）地球環境の保全 地球温暖化やオゾン層の破壊、海洋の汚染、野生生物の種の減少などの地

球の環境破壊を防ぐことをいいます。  

（３）公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動にともなって生ずる相当範囲に

わたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下や悪臭によって、人の健康

や生活環境に関係する被害が生ずることをいいます。  

 ここの部分についても基本的な部分ですが、第３条へいきます。 

（基本的な考え方） 

第３条 環境の保全と創造は、環境の恵みを現在と将来の町民が享受できるとともに、良好な環境

が将来にわたって確保されるよう、適切に推進されなければなりません。  

２ 環境の保全と創造は、人と自然との共生を基本として、環境への負荷の少ない持続的発展が可

能な社会を作るために、町、事業者と町民が、それぞれの責任と義務を自覚し、自主的かつ積極的

に取り組まなくてはなりません。  

３ 地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることから、町、事業者と

町民それぞれが自分の問題として考え、日常生活や事業活動において積極的に推進しなければなり

ません。 

 １条から３条まで朗読いたしました。ここの部分でのですね、基本的な部分ですから、この解説

のとおりといえばそういう部分があるんですけれども。 

○委員長（鈴木宏征君）  今１条から３条まで説明をいただいたんですが、この１条から３条まで

で何かご意見、お聞きしたいことがありましたら。  

○生活環境課長（二瓶 充君）  これ道条例も含めてですね、この１条から３条あたりは型どおり

の部分ということで、特色あるという部分は特にございません。  

○委員長（鈴木宏征君） よろしいですか、これは。 

ひとつよろしいですか、表現としてこの責任と義務という言葉、結構使っているんですよね。責

務と使っているところと責任と義務使っているところ、権利と義務とかという言葉で使っています

よね。責任と義務というなんか、似たような言葉、責任があるというのと義務があるという違いと

いうのか、難しいよね。どっちも何か、同じようなこと。責任ということと義務ということの違い

というのか、どういうように表現したらいいんでしょうかね。  

○主幹（星 貢君）  解説の中ではもしかして、混合しているところがあるかもしれませんが、一

応、すべてですね、責任と義務ということに統一して使わせていただいているはずです。意味はで

すね、環境基本法並びに北海道環境基本条例ともですね、すべて責務という規定が、これと同じく
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らいいたるところに出てきております。ただ、何人か普通の人といいますか、条例とかに関わるこ

とのない人に確認しましたら、責務という言葉は通常使わないんじゃないかと。どういう意味かと

いうと、辞書なんかを引くと責任と義務と書いているものですから、責任と義務なら分かりますか

という話をしましたところ、それなら意味は分かるということで、単純にですね、責務という言葉

で通常使われているものを、法律で使われている言葉を責任と義務ということに置き換えただけで

して、委員長がおっしゃるようにですね、責任と義務の違いだとかということについてですね、十

分議論はしておりません。申し訳ありません。  

○委員長（鈴木宏征君）  なんかね、責務といったらひとつの言葉の中に、責任と義務があるんだ

って、責任と義務といったら、何か同じようなことではないかというような。権利と義務といった

らなんとなくすごい違いはあるんだけれども、責任があるというのと義務があるというのと、よく

分かりました。そういうことで使ったんですね、分かりやすく表現するために。これはずっとこれ

で、責務というところは全部責任と義務で統一しているということでいいですね。分かりました。 

 今１条から３条までについては、この条文でいいということでよろしいですか。はい、分かりま

した。第４条と５条、６条ですね、町の責任と、業者の責任と町民の責任というやつですね。この

４条から６条までの解説をお願いします。 

○生活環境課長（二瓶 充君）  それでは、 

（町の責任と義務） 

第４条 町は、前条に定める基本的な考え方（以下単に「基本的な考え方」といいます。）に従い、

環境の保全と創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実行する責任と義務があります。  

 この条文についてはですね、具体的には総合的かつ計画的なとはどういうことになっていくのか

といいますと、現在検討しています環境基本計画で、具体的な取り組みがなされますということに

なると思います。 

 第８条以降ですね、環境基本計画の条文も出てくることになります。それで、今後のところでも

出てくる部分ありますので、この解説の１の「町」という部分なんですが、「町」とか「町長は」

という部分で出てきます。それの「町」という用語の部分ですが、読ませていただきますけれども。  

【解説】 

１「町」 

 「町」という用語は、執行機関としての町長だけではなく、議会や教育委員会なども含めた総体

としての町をさす場合に用いており、町の施策の具体的な実施主体を指す場合は、執行機関の総括

者である「町長」という用語を用いています。  

 条文あとでまた出てきますけれども、そういう使い分けをしていますということになります。こ

れが町の責任と義務でございます。  

（事業者の責任と義務）  

第５条 事業者は、基本的な考え方に従い、事業活動を行うときは、公害の防止や自然環境を保全

するために、自らの負担で必要な取組みを行う責任と義務があります。  

 これについてばい煙や、汚水の物質、それから公害を防ぐ施設や何かの設置、そういうのを自ら
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の負担で、取り組んでいかなければならないという部分、それを言っております。  

２ 事業者は、環境保全上の支障を防止するために、その事業活動に伴う製品その他の物が廃棄物

となったときに、適正な処理が図られることとなるよう必要な取組みをする責任と義務があります。 

 製造段階から必要な措置をとっていくと。ひとつには、今ＩＳＯの１4００１とかですね、いろ

いろそういう部分での取組みが、企業のイメージ向上という部分も含めた中で、実際に動いてきて

いるという部分があります。 

３ 事業者は、環境保全上の支障を防止するために、事業活動に伴う環境への負荷の減少に役立つ

ような製品の開発、廃棄物の減量等に努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の

環境への負荷の減少に役立つ原材料、役務等を利用するよう努めなければなりません。  

 これは、具体的にどんな部分があるかといいますと、車でしたら排ガスの関係、リサイクルとか、

過剰包装とか、いろいろ企業のほうでも減量に関わる取組みがなされてきているということがあり

ます。 

４ 前 3 項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全と創造に自ら積極的に努め、情報の自主的

な提供に努めるとともに、町が実施する環境の保全と創造に関する施策に積極的に協力する責任と

義務があります。 

 これは、私ども第 5 条で事業者という部分で位置付けまして書いていますが、特にここで補足し

て説明させていただきますと、最近はＩＳＯとか、事業所関係について、公害関係の部分について

は、積極的に取り組んでいっていると。ＩＳＯの部分でもですね、昔だったら廃油とか、何とか出

てきたものが、今は原料にして燃やすような部分まで出てきていると。ゴミを出さないということ

が非常に進んでいます。企業イメージといいますか、企業が公害の不正をしたとか何とかとなると、

企業自体が報道関係からたたかれて、存続しなくなるような状況になるという時代になってきてい

ます。そういう面ではですね、この事業者関係については非常に率先して努力していっているとい

うふうにいえると思います。 

 そういう中でですね、次。 

（町民の責任と義務）  

第 6 条 町民は、基本的な考え方に従い、日常生活の中で、生活様式を見直すなど環境への負荷を

減少させるよう努めなければなりません。 

２ 町民は、町が実施する環境の保全と創造に関する施策に、積極的に協力する責任と義務があり

ます。 

 ここの部分については、町民一人一人がですね、負荷をなくするように努めるという形の中での、

趣旨と中身なんですが、これまで町民という立場に立ちますと、公害でもなんでも被害者という考

え方がありました。ところがですね、地球環境保全というような形に考えてきた現在においてです

ね、町民も加害者になってきていると。排気ガスとかいろんな部分でですね、被害者だけではなく

加害者となると。そういう視点で積極的に日常生活の中で、環境への負荷を減少させるという部分

をですね、この第 6 条でですね、町民自ら努めてくれという条文で、この中で定めております。  

 一応、第 4 条から第 6 条までご説明いたしました。 



２１ 

○委員長（鈴木宏征君） それでは今説明いただきました第 4 条から第 6 条までの説明の中で、ご

質問のある委員の方はどうぞ。ひとつ私のほうからよろしいですか。  

第 4 条なんですが、総合的かつ計画的という説明の中で、資料にある図面がありますよね。これ

から見ると、計画的というのは先ほども説明のあった白老町環境基本計画ですか。総合的というの

は、白老町の関連諸計画の中で、総合計画ですとか、みどりの基本計画だとかいろいろ他にありま

すよね、そういうところを指して総合的といっているのか、ここでいっている総合的というところ

は何を指して総合的ということを言っているのでしょうか、ひとつ。はい、どうぞ。  

○生活環境課長（二瓶 充君）  総合的かつ計画的というものは、環境基本計画という考え方です

ね。総合的というのはですね、結局環境行政というものが非常に幅広く、行政分野に広がっていっ

ているという形の中で、連携を持った中で総合的にまとめるのが環境基本計画でやっていくという

形の中の意味合いでですね、この部分については計画的な部分も含めてですね、基本計画の中でや

っていきますよということございます。  

○委員長（鈴木宏征君）  僕の認識は、ここでいっている総合的かつ計画的というのは先ほどいっ

たように、白老町環境基本計画だとおっしゃいましたがそれはなんとなく分かります。総合的とい

うのは、今連携を持っているという部分で、条例ができてそれに関連する部分というのが、いろん

なところでこの条例ができると、条例だけの話しではなくて、いろんな計画に連携をとったものが

出てこないとだめですよね。 

 これだけひとつ条例ができたからといって、これだけでできるということではなくて、こういう

条例ができるとこの条例の考え方に基づいた、いろんな計画を作るときもこの条例があるというこ

とを頭に置いてですね、作っていかなければだめだという部分がたくさん出てくると思うんですよ。

そういう意味で総合的というのは、この条例を作ったらこれだけではないですよと。この考え方を

基本にしたいろんな計画ができていって、それが総合的というようなことで、この文章を取ったん

だけれども、そうではなくて。 

○生活環境課長（二瓶 充君）  おっしゃるところは同じだと思うんですね、同じ意味合いだと思

うんです。条例に基づいてこの基本計画を作っていますという部分がありますね。総合的にという

部分は、ここで環境に関する部分をまとめて、条例は別ですよ。それを結局、例えばいろんな分野

の計画をここに書いてありますが、総合計画とかいろいろ部分ありますね。例えば社会教育計画も

含めてですね、そういう部分で、いろんな環境に関する取組みが出てくると思います。それを基本

計画で、総合的な分野で、まとめて連携を取りながらですね、ひとつの環境分野での総合的な取組

みが、まとまった形でやっていきますよということです。  

○委員長（鈴木宏征君） 分かりました。それともうひとついいですか。  

この解説の「町」というところで議会と入っていますよね。議会って町なんですか。町民に近い

ものがあると、ちょっとその辺分からないんですが。休憩をします。  

 

休  憩 （午後 ２時３５分）  
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再  開 （午後 ２時３９分）  

 

○委員長（鈴木宏征君） 再開をいたします。近藤委員どうぞ。  

○委員（近藤 守君） 責任と義務の中でですね、例えば、町、事業者に対してはね、責任と義務

という言葉当てはまりますけれども、町民に対してね、責任と義務があるというのはかなり押し付

けが、高飛車の表現手法じゃないかと思うんですよ。例えば第６条の２ですか、「積極的に協力す

る義務があります。」となっているんですけれども、「努めなければなりません」とかね、もう少し

優しい言葉であったほうが、町民は納得するんじゃないかという気がするんですが。  

○委員長（鈴木宏征君） 議論として、こういうふうになった話、作成した方がいるわけですから、

この辺の説明をしていただきたいと思います。どうぞ、二瓶課長。 

○生活環境課長（二瓶 充君）  はい、この第６条についてはですね、プロジェクトで策定した中

で、審議会のほうで議論してもらいました。その中ではですね、もっと町民も自覚してやるような

形で厳しい文章にしてくれと。特に「積極的に協力するように」ですとか、言ってみたら逆にです

ね、修正のお言葉をいただいて、レベル的には、事業者、町と同じレベルにしたつもりです。言っ

てみたらですね、やはりこれからの環境行政という部分については、町民自ら積極的にやっていか

なきゃそれは成り立たないんだという部分が根底にあるんですね。横道にそれた中では、行政はあ

まり当てにできない時代なってきていると。先ほどもそれらしきことをいいましたけれども、やは

り町民ができるところは自分たちでやっていこうという部分がですね、審議会の委員さん方からも

非常に強く出てきているという中でですね、この表現には逆に強く訂正させられたという部分があ

ります。 

○委員長（鈴木宏征君） 星主幹。 

○主幹（星  貢君）  ちょっと補足させていただきます。もともとの考え方自体は、環境基本法

の法律に添った形でですね、原案を考えておりまして、そこの中には第９条に国民の責務という規

定がありまして、それぞれこれと同じような構成の２項の構成になっていまして、同じような書き

方なんですが、「環境への不可の低減に努めなければならない」という。語尾はそういう表現にな

っているんですね。ですからそれは国の法律に合わせるような表現にしております。  

 ここの条例案の中ではですね、責任と義務がありますというふうに言い切った、ちょっと１項よ

りも強い表現にしていますけれども、これもですね、環境基本法９条２項の表現に合わせておりま

して、「国民は、国または地方公共団体の実施する施策に協力する責務を有する」という規定にな

っておりまして、「有する」という言葉を「あります」と置き換えただけで、基本的なですね、表

現の仕方としては法律にですね、合わせた形で表現していたんですが、先ほど課長のほうから説明

があったようにですね、審議会の中で住民の側からですね、白老は特に協働の町づくりということ

で、行政と住民がいろんな力を合わせてやってきたという歴史を考えても、積極的にという表現を

入れるべきではないかということがですね、指摘がありまして、この言葉だけ法律にはないのです

が、追加させていただいております。以上です。  

○委員長（鈴木宏征君） 近藤委員。 
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○委員（近藤 守君） それだったらね、逆に上の段のね、「環境への負荷を減少させるよう努め

なければなりません」とこの上に積極的にという言葉が入ればね、下の文章と整合性があってね、

上はかなりやさしくやって、下でガクンときているので、このギャップがあるので、その辺もうち

ょっと考えてもらえればと思いますけれども。  

○委員長（鈴木宏征君） どうですか、星主幹どうぞ。 

○主幹（星  貢君）  回答になるか。１１ページの解説の一番下のところでですね、※しるしに

「～に努めなければなりません」とありまして、ここの中ではですね、この条例全部通してですね、

語尾がいろんな表現をしているんですが、それぞれ責任と義務の強さによってですね、実は使い分

けをしておりまして、今のでいきますと１項のところは「～に努めなければなりません」ですから、

「～努めます」よりは少し強い表現。２項のほうについてはですね、言い切っていますのでこれの

ほうがより強い表現ということになっているんですよね。１項より、より強い表現をしているとい

うことを更に強調してですね、２項にだけは積極的という言葉を入れさせていただきまして、１項

についてはそれよりも弱い表現ということで「～に努めなければなりません」ということで、２項

のほうにだけですね、審議会の中で指摘のあった事項の気持ちをこめて、２項にだけ積極的という

言葉を使わせていただいていたんですけれども。  

○委員長（鈴木宏征君）  よろしいですか。一応事務局のほうの説明のようにですね、１項、２項

についても、順番からいくとそういう気持ちをこめた条文だということで、そういうことで理解し

ていただきたいと思います。 

 次、誰かおりませんでしょうか。もしなければ前へ進んでよろしいですか。じゃ、７条ですか。

７条だけでいいですか、じゃ７条の説明を。  

○生活環境課長（二瓶 充君）  ７条。 

（施策の基本方針） 

７条 町は、基本的な考え方に従い、次の基本方針に基づき、環境の保全と創造に関する施策を総

合的かつ計画的に推進します。 

（１）町民の健康の保護と生活環境の保全が図られ、健康で安全に生活できる社会を実現するため、

大気、水、土壌等を良好な状態に保持します。  

（２）人と自然が共生する豊な環境を実現するため、野生生物の種の保存、その他の生物の多様性

の確保を図るとともの、森林、農地、水辺地等の多様な自然環境を保全します。  

（３）潤い、安らぎ、ゆとりなどの心の豊かさが感じられる社会を実現するため、良好な環境の保

全を図りつつ、身近な緑や水辺との触れ合いづくり、自然と調和した良好な景観の形成、歴史的文

化遺産の保存と活用等を推進します。  

（４）環境への負荷の少ない循環型社会を築き、地球環境の保全に役立つ社会を実現するため、廃

棄物の処理の適正化を推進するとともに、廃棄物の減量化、資源の循環的な利用やエネルギーの適

切で有効な利用を推進します。 

 これが基本的な考え方に向かっての、条例を方針としてですね、どういうことをやっていくのか

ということが７条の部分で書いていますけれども、（１）には、公害等の人の健康の保護関係、環
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境の保全関係。（２）が、自然環境の保全ですね。（３）が、良好な環境の維持。（４）が、廃棄物

対策、地球環境の保全という形で、大きく 4 つに分かれているということになります。  

 まだちょっと時間ありますので、第 8 条、第９条までよろしいでしょうか。  

○委員長（鈴木宏征君） どうぞ。 

○生活環境課長（二瓶 充君）   

（環境基本計画の策定）  

第 8 条 町長は、環境の保全と創造に関する施策を推進するために、環境基本計画を定めなけれな

なりません。 

２ 環境基本計画は、次の事項について定めます。  

（１） 環境の保全と創造に関する長期的な目標  

（２） 環境の保全と創造に関する計画的かつ具体的取組み  

（３） 計画の進行管理に関すること 

３ 町長は、環境基本計画を定めようとするときは、町民と事業者の意見を反映させるために必要

な取組みをするとともに、白老町環境審議会の意見を聴かなければなりません。  

４ 町長は、環境基本計画を定めたときは、できる限り速く公表しなければなりません。  

５ 環境基本計画を変更するときも、前２項に定められた手続きによります。 

 ここの部分ではですね、3 項ですが町民と事業者の意見を反映させるために必要な取組み、今回

の条例のほうでもですね、町民の意見を聞きましたが、計画についても同じような形で素案ができ

た段階で、町民から意見を聞くということを含めた中でのこの表現です。  

（環境基本計画の進行管理） 

第９条 町長は、環境の現状や環境の保全と創造に関する取組みの実施状況を年に一度とりまとめ、

これを公表しなければなりません。  

これについては、環境基本計画の進行管理ということで、議会への報告はですね、行革の進行管

理とかとはちょっと違うと思いますので、現在のところ広報誌ですとか、ホームページを利用して

の報告という形をとりたいというふうに考えております。  

これが７条から 8 条、９条までの部分です。 

○委員長（鈴木宏征君） ７条から９条まで説明をいただきましたが、この部分で何かご質問があ

りませんでしょうか。ちょっとひとつよろしいですか。 

 先ほど、環境基本計画が今作成中という、平成１６年３月までが第１期か第２期か分かりません

けれども、今までの計画の最終年度といっていましたよね。期限がですね。今期限が切れているん

だけれども、今作成中ですよね。そうしますと今度の計画というのは、何年計画とかという計画を

持って、どのように考えていられるのかということを、ちょっとここから外れるかもしれませんけ

れども。もし分かれば教えてください。  

○生活環境課長（二瓶 充君）  １６年度中にですね、策定いたしますので、１７年度から考えて

おります。その中でですね、現在いろいろ事務局も考えているんですが、やはり総合計画とですね、

連動させないとなかなかうまくいかない部分が、今回もやってみてわかってきています。今回時間
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差でですね、私どもの環境計画がちょっと遅れ気味ですけれども、連携しているという中ではです

ね、次回の総合計画とうまく合うようにということになりますと、総合計画７年になるんです。そ

れに合わせた形でうちも総合計画に合わせたいというふうな考え方を持っています。  

○委員長（鈴木宏征君） 平成１７年から２３年までという７年間ですか。総合計画は平成１６年

から２３年まで。あと何か委員の方でご質問ありませんでしょうか。議長もよろしいですか。  

 それでは、第７条から９条はこの条文でよろしいということで確認したいんですが、よろしいで

すか。 

 それでは今日は、一応３時までと考えておりますので、これまでにしまして、明日第１０条から

１０時から行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

 それでは本日の委員会はこれで終了させていただきます。どうもご苦労様でございました。  

 

閉 会 （午後２時５５分） 

 


