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平成１７年 議会運営委員会会議録 

平成１７年１２月 ９日（金曜日） 

   開 会  午前  ９時５５分 

   閉 会  午後 １２時００分 

 

○議事日程  

 －協議事項－ (平成１７年第４回白老町議会定例会 関係) 

１.提出議案 

２.補正予算の説明について(６件) 

(議案第１号～６号) 

※各会計の補正予算 

３.議案の説明について(１５件) 

(議案第７号～第２１号) 

※条例の制定２件・改正７件、規約の変更５件、工事請負契約１件 

４.一般質問について 

○通告書の提出 １２月５日(月)午前１０時締切 

 ※１２月５日の議会運営委員会で調整済み(１１人２０項目) 

５.諸般の報告について 

○議長の諸般の報告 

(議会閉会中における動向、専決処分の報告(指定分１件)、例月出納検査・定期監査、議

員の派遣結果報告) 

６.各常任委員及び議会運営委員の選任について 

７.議員の派遣 

 ○承認第１号   別紙のとおり 

８.意見書の取り扱いについて 

９.請願書・陳情書・要望書等の取り扱いについて 

１０.常任委員会の所管事務調査の報告について 

○総務文教常任委員会 

 ○民生常任委員会 

○産業建設常任委員会 

１１.付託案件の審査結果報告について 

 ○決算審査特別委員会の審査報告 

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事項について 

 (１)総務文教常任委員会 

(２)民生常任委員会 
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(３)産業建設常任委員会 

(４)議会運営委員会 

１３.第４回定例会の日程について 

 ○会  期  平成１７年１２月１４(水)～１９日(月) ６日間 

 ○議事日程  別紙(案)のとおり 

 ○一括議題とする議案  

○会議に付した事件  

－協議事項－ (平成１７年第４回白老町議会定例会 関係) 

１. 提出議案 

(１)町長提案(２１件) 

２.補正予算の説明について(６件) 

(議案第１号～６号) 

※各会計の補正予算 

３.議案の説明について(１５件) 

(議案第７号～第２１号) 

※条例の制定２件・改正７件、規約の変更５件、工事請負契約１件 

４.一般質問について 

○通告書の提出 １２月５日(月)午前１０時締切 

 ※１２月５日の議会運営委員会で調整済み(１１人２０項目) 

５.諸般の報告について 

○議長の諸般の報告 

(議会閉会中における動向、専決処分の報告(指定分１件)、例月出納検査・定期監査、議

員の派遣結果報告) 

６.各常任委員及び議会運営委員の選任について 

７.議員の派遣 

 ○承認第１号   別紙のとおり 

８.意見書の取り扱いについて 

９.請願書・陳情書・要望書等の取り扱いについて 

 ○陳情書 

１０.常任委員会の所管事務調査の報告について 

○総務文教常任委員会 

 ○民生常任委員会 

○産業建設常任委員会 

１１.付託案件の審査結果報告について 

 ○決算審査特別委員会の審査報告 
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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事項について 

 (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 

(４)議会運営委員会 

１３.第４回定例会の日程について 

 ○会  期  平成１７年１２月１４(水)～１９日(月) ６日間 

 ○議事日程  別紙(案)のとおり 

 ○一括議題とする議案  

 

○出席議員（１１名） 

  委員長 大 渕 紀 夫 君   副委員長  熊 谷 雅 史 君 

山 本 浩 平 君         吉 田 正 利 君 

      吉 田 和 子 君         谷 内   勉 君 

      加 藤 正 恭 君 

  議 長 堀 部 登志雄 君   委員外議員   根 本 道 明 君 

  委員外議員 玉 井 昭 一 君   委員外議員  西 田 祐 子 君 

 

○欠席議員（０名）  

 

○説明のため出席した者の職氏名 

      経 営 企 画 課 参 事       山 本 憲 次 君 

      経 営 企 画 課 参 事       辻   昌 秀 君 

      総 務 課 長       白 崎 浩 司 君 

 

○職務のため出席した事務局職員 

      事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 

      主       幹       中 村 英 二 君 
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◎開会の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） おはようございます。若干早いようですけれども、説明員を含め全

員出席しておりますので、ただ今より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、ご異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（大渕紀夫君） 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。 

 

◎調査事項 

〇委員長（大渕紀夫君） 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。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日の議会運営委員会の審議でござい

ますが、第４回の定例会の向けまして議案の説明等、それからご審議をいただく予定になって

おります。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、早速協議事項に入りたいと思います。 

提出議案、議会関係のことについては記載のとおりでございます。次のページをめくってい

ただきまして２ページ、補正予算の説明、議案の説明とこうなっておりますけれども、説明員

の山本参事が所用がございまして、先に工事請負契約１件。これの提案説明をしていただきま

すので、お願いをしたいと思います。 

はい、山本参事、どうぞ。 

○経営企画課参事（山本憲次君） それでは、議案第２１号の件でございます。 

工事請負契約の締結についてでございます。よろしいですか。 

工事請負契約の締結についてという案件でございまして、契約の目的でございますが、平成

１７年度施行バンノ沢川砂防工事でございます。 

この入札につきましては、制限付一般競争入札で、１０月１日に入札を行なっております。

で、契約金額が一応７５，６００千円。相手方といたしまして、道南総合・田中特定建設工事

共同企業体が落札しております。 

次に議案説明でございますが、概要でございますが、これ白老駐屯地内。ご存知のとおり、

バンノ沢川の改修工事でございます。 

今回、床固工が２基計画しております。この本川で一応計画といたしましてですが、本川で

５基、支川で８基、１３基計画されておりまして、すでに本川で４基、支川で１基が完成され

ております。 

で、今年度につきましては、本川及び支川、おのおの１基を施工するものでございます。 

本川の№５床固工、それと支川の№２床固工となっておりまして、詳細につきましては記載

のとおりでございます。 



 5 

また、図面につきましては平面図が添付されておりまして、本川の№５床固工と支川の№２

床固工の詳細図がおのおの付いております。参照していただきたいと思います。以上でござい

ます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、議案第２１号の協議がございましたけれども、何かこ

の際聞いておくことがございましたらどうぞ。 

 ございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。山本参事、ご苦労さまでした。 

はい。それでは、予算説明６件についてを協議いたしたいと思います。 

はい、辻財政課参事。 

○経営企画課参事(辻 昌秀君) お手元にですね、議案とは別に資料として、平成１７年白老

町議会第４回定例会へ提案する平成１７年度補正予算の概要という、一応２ページの資料が、

別にちょっとお配りしているかと思いますので、そちらをちょっとご覧になっていただきたい

と思います。よろしいでしょうか。 

 今回の定例会には、補正予算として一般会計の他特別会計４会計、企業会計として病院会計

の計６会計の補正予算を提出しております。 

 議案としては第１号から第６号になりますけれど、一括してこの資料に基づき、ご説明させ

ていただきたいと思います。 

                   〔録音中断〕 

○経営企画課参事(辻 昌秀君) 補正予算の説明を終わらせていただきます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今補正予算についての説明が終わりましたけれども、この

際聞いておくべきことがございましたら、どうぞ。 

 はい、副議長。 

○副議長(根本道明君) お聞きしたいのですけど、消防費で５９，６２２千円、これ設計費っ

て言いましたよね。設計だけでこんなにかかるのかどうなのか。用地買収も入っていたのです

か。ちょっとそこら辺のところもう少し詳しく。 

○委員長(大渕紀夫君) 辻経営企画課参事。 

○経営企画課参事(辻 昌秀君) それじゃ、議案の第１号ですね、ちょっと見ていただきたい

と思います。 

議案第１号のですね、ページ数でいきますと３７ページになります。３７ページに消防庁舎

整備事業ということで、５９，６２２千円の内訳記載してございますけれども、実施設計分が

１２，７００千円。測量関係が１，９２２千円。用地取得関係が４５，０００千円と、こうい

うような内訳になってございます。 

○副議長(根本道明君) はい、分かりました。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他。 
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よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、財政、予算関係の説明は終わります。ご苦労さまで

ございます。 

続きまして、議案の説明をお願いいたします。 

白崎総務課長。 

○総務課長(白崎浩司君) はい。それでは私の方は一般議案ということで、議案の７号から２

０号までご説明いたします。 

 まず、議案の７号です。ちょっと真中辺りですが、議案の７号。件名としては、白老町人事

行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてということでございます。 

 中身につきましては、ここに書いているように、公務員の人事行政運営の公平性・透明性を

高める観点から、職員の任用等人事行政の運営状況を住民に対し分かりやすく公表するよう、

地方公務員法が改正されたため、本条例を制定するという内容でございます。 

 で、ちょっと補足説明いたしますが、これまでも職員の給与に関しての公表につきましては、

昭和５６年の事務次官通知により、自主的な公表ということで広報にですね、職員の給与等の

状況を掲載し、周知しておりました。 

 この度、地方公務員法の改正により、給与や定員を含めた人事行政運営等の状況の公表が、

法律上の責務とされたことから条例を制定するという内容でございます。 

報告事項については、第３条に掲げる事項で、従前広報に周知していたのと、大枠としては

給与の関係。それから、勤務時間。それから、勤務条件の関係等々、内容としては同様の内容

でございます。 

 これを、今まで通知で処理したものを、条例で制定するという内容でございます。 

 それから、次に移らせていただきますが、次、議案８号から１５号までは総括的には指定管

理者制度の導入に伴う議案でございます。 

 で、まず８号についてですが、８号につきましては、白老町公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例の制定ということで、指定管理者制度の手続等の、いわゆる一般的な通

則的な事項を総括にまとめた条例の制定ということでございます。 

 個別に係る部分については、それぞれ９号から１５号までの中で規定するということで、共

通する総括的なことを、手続等に関する共通する事項を、こちらの条例でまとめたということ

でございます。 

 次に、９号から最後１５号までなのですが、先ほどの８号に基づき指定管理者制度を導入し

た際の、指定管理者が行なう業務の範囲などの個別事項を、それぞれの条例に規定したという

ことでございます。 

 で、おのおの施設によってですね、業務の範囲が若干異なるというような、表現が異なると

いうようなことから、個別条例にそこら辺が盛り込んだということで、９号については都市公
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園条例。１０号が公民館条例。それから、１１号がスポーツ施設条例。１２号が２０００年の

森の設置及び管理に関する条例。それから１３号が、老人ホームの条例。それから１４号が、

北吉原ふれあいプラザの条例。１５号がしらおい経済センターの設置条例ということで、おの

おのの施設の一部改正という内容でございます。 

 ここまでが指定管理者に伴っての改正ということでございます。 

次に、１６号からご説明いたしますが、議案１６号から１８号については、同じ内容、同一

の内容でございます。 

胆振支庁管内の公平委員会の規約の改正という内容ですが、具体的には来年大滝村が伊達市

に編入合併し、早来町が追分町と、それから鵡川町が穂別町と、それから虻田町が洞爺村とそ

れぞれ新設合併し、新たに安平町、それから平仮名でむかわ町、それから洞爺湖町が誕生する

ことになっております。 

そのことから、議案１６号では大滝村を、要するに公平委員会から大滝村を脱退させること。

それから、議案１７号では早来町・鵡川町・穂別町・虻田町・洞爺村を脱退させること。 

それで、議案１８号では新たな洞爺湖町・安平町・平仮名のむかわ町を加入させるとい 

うことで、議会の議決を求めるという内容でございます。 

 おのおの、これは１市、議案１６号の資料にちょっと定款を載せてございますけれども、共

同で設置している公平委員会、それぞれの規約改正については、それぞれの議会の議決をいた

だくということになっているものですから、これを各町村の議会の方で議決をいただくという

内容でございます。 

 今のが１８号までの内容でございます。 

 次に１９号、２０号。これも、東胆振広域圏振興協議会の規約の改正ということです。先ほ

どの公平委員会の議案と同様、中身としては同様です。 

早来町が追分町と、鵡川町が穂別町とそれぞれ合併されるというようなことから、議案１９

号では、今言った４町の脱退を。 

それから議案２０号では、新しく安平町と平仮名のむかわ町を加入させるという内容で、そ

れぞれ議会の議決をいただくという内容でございます。 

はい。以上、雑ぱくですけども、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、議案の説明がございました。何かこの際、聞いておく

べきことがございましたら、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) ありませんか。 

続きまして４番、一般質問についてということについては、５日の議運で調整済みですので、

よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは５番目、諸般の報告について、事務局長。 
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○事務局長(上坊寺博之君) はい。５番目の諸般の報告についてでございます。 

今回、諸般の報告として４件予定されております。 

まず１点は議会閉会中の動向でございます。それは、お手元に別途お配りしてございますの

で、ご覧になっていただきたいと思います。 

それから、専決処分の報告。自治法の１８０条で町の方に委任した部分でございます。先ほ

ど補正予算の説明にもあったとおり、交通事故の１００万円以下の和解調停ということで、報

告を受けております。それも、お手元に添付しているとおりでございます。 

次に、例月出納検査・定期監査。これが、監査委員の方から報告を受けておりますので、お

手元に印刷して配付のとおりでございます。これも説明省略いたします。 

それと、９月定例会以降の議員の派遣でございますが、これは会議規則１２１条のただし書

きの規定で、議長に委任されておりますので、議長が派遣を決定して行なった分をご報告させ

ていただくということで、以上の４点でございます。 

ないですか。以上、諸般の報告については、議長の方からそのような形で報告させていただ

きたいと思います。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) 諸般の報告について、今ございましたけれども、何か。ご質疑ござい

ましたら、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、続きまして６番目。各常任委員会及び議会運営委員

の選任について。局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) ６番目、各常任委員及び議会運営委員の選任についてということ

で、今定例会の方に諮らせていただきたいと思っています。 

 これにつきましては、９月議会で委員会条例を改正いたしまして、委員の任期を就任から２

年後の１２月定例会の会期第２日目までを任期とさせていたしました。 

 それをもちまして、今定例会の二日目をもって各常任員会の任期が切れますので、三日目に

委員の選任をすることになります。 

 選任の方法ですが、別紙名簿、まだお手元に配っておりませんが、委員会条例第６条の第１

項によりまして、議長が会議に諮って指名するということになってございまして、先般各議員

さんの希望をとらさせていただきまして、一覧表にさせていただきました。 

 ただ、まだちょっと定数きちっと当てはまっていないものですから、名簿、配付させてもら

っていいですか。ちょっと、お願いします。 

 お手元に、委員の一覧表をお配り申し上げております。議会運営委員会につきましては、定

数７名で、委員の名簿７名ということで、これについてはこのような形で本会議で議長が指名

することになります。 

 ただ、各常任委員会の関係ですが、お手元に配った中で、網掛けしている部分が、今定数と

希望と合わないということになります。民生常任委員会は定数が６で、今ご希望されている方
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が５名ということで、１名欠員になってございます。産業建設常任委員会につきましては、定

数が６のところを、今現在７名が希望されているということで、これについても一人増という

形になってございますので、どちらか一人移動しないことには、これ調整がつかないというこ

とになっております。 

 で、お手元にこれ、持ってきている方いると思いますが、２４ページ、議会の運営基準の中

で、委員会という規定がございまして、その一番目に常任委員会・特別委員会の選任に当たっ

ては、あらかじめ議長が議会運営委員会において調整のうえ、本会議に諮って指名するという

ことになってございますので、最終的に今日辺りの議運で決めていただかなければ定例会に間

に合いませんので、調整方お願いしたいと思っています。まず、それが１点でございます。 

 で、その次に一番最後の方に書いてございますが、議長の常任委員会の就任辞退ということ

が書いてございます。 

 議員さんにつきましては、全員が常任委員会に所属するという法律の規定になってございま

すが、行政実例で、議長については常任委員会を辞退することができるという規定になってい

ます。 

 それと、これの運営基準の中にも書いてあるのですが、議長は常任委員になった後、議会の

同意を得て、当該常任委員を辞任することができるという規定がございます。うちの方も持っ

ています。 

 これはなぜかと申しますと、議長につきましては議長特有の権限が与えられておりまして、

法律で各委員会にすべて出席できるという権限を持っております。それと、本会議上で可否同

数の場合は、議長が採決権というのをお持ちです。議長の採決によって、それを可とするか否

とするか。そういう特殊な権限を持っておりますので、委員会に入って議論するということよ

りも中立性を保った方がいいのではないかということで、当白老町の議会におきましては、過

去から議長は辞任するという定めをしていますので、この就任しました後、議長から辞任届け

を出していただきまして、本会議にかけることになります。 

 で、本会議にかける場合ですが、議長の一身上の都合になりますので、地方自治法１１７条

で、議長はいったん除斥されます。ですから、議長席で議長の職務をとれませんので、副議長

が議長の辞任をする承認を、副議長が代わって代理するということになります。 

 一応、常任委員会の選任についての流れはそのような形で進めることとなりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ここで、常任委員会の構成についてのことを議題にしたいと思

いますけれども、２年の方もいらっしゃいますので、ちょっと経過、今任期２年になっている

のですよ。これ、地方自治法では一応、これ委員会条例はこうなっていますけど、一応原則４

年ということであります。 

 で、これを変えた経過はですね、若干長い議員歴のある方しか分からないと思いますので、

そこの経過、若干だけお話しておきたいと思います。 
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 実は、正副議長も常任委員会の構成も、２年というふうにしようという申し合わせが、一時

ございました。で、それは正副議長についてはとっぱらってしまいましたけれども。常任委員

会はその、それ以後。 

 その、作るときですね、原則、なるべく多くの委員会に属して、変わって、勉強したいって

いうことが主な理由だったように記憶をしております。その当時、議会運営委員会に属してい

た議員の方は分かると思うのですけれども、４年間同じ常任委員会を務めますとね、その他の

常任委員会は分からないので、なるべく幅広く議員の勉強をした方がいいのではないかという

ような主旨で、これ常任委員会を動くというふうにね。そういうふうなことで、任期２年制っ

ていうのが取り入れられたのです。 

 で、もちろんそれは強制するものでも何でもございませんけれども、そこのときの経過とい

うのはですね、２年経ったら原則変わるんだっていうことが原則的なその議論がされているの

ですよ。 

 ただ、もちろんだからといって変わらなければいけないとか、そういうことではないのです

けれども。原則、２年経ったら変わりましょうというような意志統一の下に任期２年というの

は決められたように記憶をしております。 

 ですから、その点原則論で言えば２年経ったら変わって、違う常任委員会にいって、勉強し

ようというようなことが主旨で、任期２年が決まったという経緯だけはですね、ご承知おきを

しておいていただきたいということでございます。 

 いろいろなことがございますけれども、そんなことの経過の中で任期２年というふうになっ

たということでございますので、その点も充分考慮のうえご審議願えればというふうに思いま

す。 

 今の任期２年について、何か補足等々ございましたら。議長、何かありませんか。 

○議長(堀部登志雄君) 特に、ないです。 

○委員長(大渕紀夫君) 確かそんなような経過だったと思います。局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) ちょっと、調べさせていただきましたら、平成１３年の５月、と

いうことは１５年の２年前ですから、ちょうど委員会の改選期にですね、平成１３年の５月の

議会運営委員会でもこの議論、同じく出ておりました。というのは、その当時もでこぼこがあ

りまして、委員会の中ででこぼこがあって、それはそういう経過の中で２年制にしたのだとい

う議論も、その中でちょっと話されているようでありまして、その時に最大会派というか、１

０名の会派がありまして、その中での調整諮られたという、そんなような内容のちょっと、話

があって、今大渕委員長が言われたように、２年制にしたというような経過も、やはり動くん

だよという、そういうような議論もされていたようです。 

 私ちょっとその、条例規則を変えたときはちょっと承知していませんけど、そういう議論も

やはり、その１３年のときに同じくされていたという記録がちょっと残っておりました。以上

であります。 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。そういうことを充分考慮に入れたうえでのご議論を願いたいと

いうふうに思います。 

 はい、根本副議長、どうぞ。 

○副議長(根本道明君) うちらの会派の報告させてもらいます。第１希望、第２希望という、

その第２希望までこう、あれがあるのですけれどもね、そういうふうなことを踏まえまして、

うちらの加藤議員が総務文教に入ります。ね。そして、谷内議員が民生に、第２希望民生です

から民生に入ります。そういうようなことで、この人数割、定数割っていうのができるのです

が、それでいかがなものでしょう。 

○委員長(大渕紀夫君) ただ今、根本副議長から会派の意向も含めまして、産業建設常任委員

を希望されていました加藤委員が総務文教常任委員会へ。総務文教常任委員会の谷内議員が民

生常任委員会へということで、町清クラブ内で調整していただいたということなのですけれど

も、他の、これはもちろんご異議も何もないですけども。 

 今ご報告があったように、町清クラブで調整していただいたのですけども、いかがでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。委員外議員の西田祐子議員、どうぞ。 

○委員外議員(西田祐子君) すいません、今の件につきましては異論は一切ないのですけれど

も、ただ、私２年経ちましたら、できるだけ多くっていうことは全然存じ上げておりませんで

したので、そういうようなことも特に規則の中に書いていませんでしたし、存じ上げていなか

ったのですよね。 

 そうなりますと、私正直言いまして、民生常任委員会の方に行きたかったなという思いがあ

りましたしね。 

 だから、もしそういうことがあったのでしたら、事前に教えていただけると非常にありがた

かったかなと思いました。 

○委員長(大渕紀夫君) 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前 １０時４０分 

 

再開 午前 １０時４４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。 

 各常任委員の選任についてでございますけれども、産業建設常任委員会から加藤委員が総務

文教常任委員会へ、総務文教常任委員会から西田祐子議員が民生常任委員会へと。これで定数

どおりにきちっとなりますけれども、そういうことでの最終調整でよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、各常任委員会の選任についてはそのような形で取り

進めを行なわせていただきます。 
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 続きまして、議長の常任委員会の就任辞退の件ですけれども、この件についての取り扱い含

めて、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。よろしゅうございますね。 

 はい。じゃそのように、取り扱いをしたいと思います。 

 続きまして、７番目、議員の派遣承認について。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい。７番目の議員の派遣承認でございます。 

 第４回定例会以降、来年の第１回定例会までで、今の時点で予定されている、特に議長中心

とした会議等の出席ですが、これを一応派遣承認をかけたいと思っています。 

 一番下の２月２日の部分なのですが、消費者協会から議員全員と懇談したいという要請が来

ておりますので、これは規定によれば出前トークでいいのかなということを思っていますので、

議員の出前トークということで派遣承認をかけたいと思っております。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。議員の派遣承認について、何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) よろしゅうございますね。 

 はい。それでは、次。８番目、意見書の取り扱いについて。 

○事務局長(上坊寺博之君) 意見書等の取り扱いにつきましては、これ前回の５日の日に一部

皆さんにお配りしております。今日お配りしている分も一部ございますので、ファックスで送

らさせていただいているそうです。取り扱いについて、ご協議をいただきたいと思います。 

 まず、意見書案ですが、ここで一つ私どもの方で訂正したいと思いますが、従来意見案とい

う形になっていたかなと思います。 

 ただ、議会運営基準等では意見書案という指定の書き方をしているものですから、これ過去

が何で意見案になったのか、ちょっとわかりませんけど、議会運営基準に合わせて意見書案と

いう形にまず、訂正したいと思っております。 

 議会運営基準の５ページ。５ページにそういう規定が、指定ございます。一番目に議員提出

の議案ということで、そこの中でも意見書案という、意見書案となっていますので、これは直

したいと思っています。 

 従来は意見案という、書が飛んでいましたけど、意見書案ということで、今回から直したい

と。まず、それが一つでございます。 

 意見書案７点でございます。７点について、ご審議をお願いいたしたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは最初に、意見書案第１３号 がん対策の推進強化を求

める意見書(案)。提出者は吉田和子委員であります。 

 吉田和子委員、何か補足説明ございましたら、どうぞ。 

○委員(吉田和子君) このとおりです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、各会派のご意見を賜りたいと思います。 
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 町清クラブ。加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) はい。町清クラブ、加藤ですが、問題ないと思います。このまま意見書

案として、提出していただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 新政クラブ。熊谷副委員長。 

○副委員長(熊谷雅史君) はい。新政、熊谷です。問題なく、あげていただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 新風。 

○委員(吉田正利君) はい。問題なく賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。私のところですけれど、基本的にはいいのですけれども、もし

加えていただける文章がありましたら、ちょっと言いたい、言ってみたいのですけども、いか

がかと思います。 

 全文の下から 1、２、３、４、４番目の「がん医療水準の均てん化のみならず」ってありま

すね。で、「がん専門医の育成うんぬん」て書いているのですけれど、できればここに「早期発

見、早期治療を図るため、かかりやすい健診条件の整備を図るべきですし、がん専門医のうん

ぬん」てこう、その、「早期発見、早期治療」という文章を挿入していただけないかと。全く中

身は変わりません。ただ、「早期発見、早期治療」を入れていただいた方が、より良いのではな

いかというのが１点です。 

 それと、記の４番目ですね。「有効性が証明された」ってことがありますね。４番目。記の。

で、この最後にですね、「こと」って書いていますけど、同じように、「検診の自己負担を軽減

し、検診にかかりやすい条件を高めること」というのを入れていただくと、より充実した中身

になるのではないかなというふうにうちの会派では議論になりましてですね、内容は全く変わ

りませんので、「早期発見と自己負担を軽減し、検診にかかりやすい状況を高めてほしい」とい

うようなところの挿入はいかがなものかということなのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員(吉田和子君) 訂正じゃないですね。追加するのは構いません。もちろん早期発見、早

期治療というのはもう、大きな要因になると思いますので、文章訂正していただけるかな。 

○事務局長(上坊寺博之君) ええ。後で。 

○委員長(大渕紀夫君) それちょっと僕書いていますので、言います。 

 今言った、読み上げたとおりでございますので。それではそういうことで、よろしゅうござ

いますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) あ、公明さん、聞いていませんけど、よろしゅうございますね。 

○委員(吉田和子君) いいです。 

○委員長(大渕紀夫君) 委員外議員の委員の方、何かご意見ございましたら。 

○委員外議員(西田祐子君) 賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。よろしゅうございますね。 

 はい。それでは、がん対策推進強化を求める意見書(案)については、全会一致ということで、
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よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。次、「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書(案)。

これについて。 

 提出者、何かございますか。吉田委員、どうそ。 

○委員(吉田和子君) 吉田です。実施している自治体、千葉県辺りは実施しているのですが、

かなりの成果が出ているということで、国民に負担増を図るばかりではなくて、それより先に

削減の対策として、ぜひこの事業はやるべきだろうと。 

方法としてはここにも書いてありますけども、いろいろあって、専門家を募るとか、いろい

ろな手法を用いてやっていく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、これに対する何か質問等々ございましたら、どうぞ。

議論がございましたら。 

 はい。それでは、町清クラブ。加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 町清クラブですが、賛成をいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。新政クラブ。熊谷委員。 

○副委員長(熊谷雅史君) 賛成です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。新風。 

○委員(吉田正利君) はい。賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。私のところも OK です。 

 公明さん。いいですか。 

○委員(吉田和子君) はい。よろしくお願いします。 

○委員長(大渕紀夫君) 委員外議員の方、ご意見ございましたら、どうぞ。 

 よろしゅうございますか。 

○委員外議員(西田祐子君) はい。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見

書(案)については、全会一致ということでの取り扱いをさせていただきます。 

 続きまして、３番目。１５号です。個人所得課税における各種控除の安易な縮小を行なわな

いことを求める意見書(案)でございます。 

 提出者から何か、補足等々ございましたら。 

○委員(吉田正利君) 特にございません。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、各会派のご意見を承りたいと思います。 

町清クラブ。 

○委員(加藤正恭君) 町清クラブです。賛成をいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、個人課税の関係。新政クラブ。 

○副委員長(熊谷雅史君) はい。うちも賛成します。 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。新風。これは提出者ですね。はい。 

 公明。 

○委員(吉田和子君) はい。よろしいです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。私のところですけれども、できれば何点かちょっと、お尋ねは

しませんけれども、こういうふうにしたらどうかという、ちょっと意見が出ました。 

 一つはですね、この「各種控除の安易な」と書いていますけれども、この「安易な」ってい

う部分を取った方がいいのではないかと。なぜかというと、何か意見書でこう、「安易な」って

いう表現は国なんかに行った場合ですね、安易っていう表現が果たしてどうかというふうに思

いまして。 

 これを取って、「各種控除の縮小を行なわない」っていうふうにした方がですね、文脈として

もいいのではないかという意見。 

 それと、真中よりちょっと上の方にも「安易に縮小すべきでない」って書いていますけども、

これも「安易に」っていうのを取った方がいいのではないかということが一つ。 

 それと、もう一つですね、これはちょっとご意見出るかもしれませんけれども、下から１、

２、３、４、５、５行目。「まず、確実な景気回復により税収の自然増を図るとともに」とござ

いますけれども、ここにですね、「西洋諸国と比べても数段低い大企業の法人税の見直しを図り」

というのを入れてほしいと思ったのだけど、ちょっと無理ですかね。大企業の法人税はこれ。 

 いやいや、なぜかというと、個人課税の控除の縮小を行なわないということは逆にいうと、

行なわなければどこかで税、財源措置が必要になるのですね。それをどこかにそういうものを

入れた方がいいのではないかということなのですよ。 

 今の中身じゃなくても結構ですけれども、それが今までの、皆さんがおっしゃるパターンで

ございまして、各控除を行なわないとしたならば、それだけの財源措置がなければ、ちょっと

やっぱり意見書としてはつじつまが合わなくなるのではないかということが出ているのですよ。 

 無駄な公共事業というのもちょっとなかなか大変でしょうし。何かそういう考え方がないか

ということであります。 

○副委員長(熊谷雅史君) 今の意見に意見言っていいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、どうぞ。熊谷副委員長。 

○副委員長(熊谷雅史君) 確かにそういうご意見もあろうかと思いますけれども、この意見案

の中身を見るとですね、個人所得税の対応についての意見であって、その財源についてのね、

提案は別にしなくてもいいと思うのです。 

 行財政改革という手もありましてね、国の歳出を抑えながら、国民の個人所得に対するね、

対応は、僕はできると思いますので、そういう文面は大企業の法人税を上げろという話は入れ

なくてもいいと思いますけど。 

○委員長(大渕紀夫君) いや。はい、他。どうぞ。 

 私が述べたのは、そこにこだわるのではなくて、今までの議論の中では、意見書の中で国に
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対する意見書の中で一番問題になったのは、例えば消費税を上げないといった場合、その上げ

なかったら財源どうするのという議論がほとんどたったわけです。 

 ですから、そういう意味で言えば、そういうことがある方が整合性がとれるのかなというこ

とであります。 

 ですから、別に大企業のうんぬんということじゃなくて、例えば無駄な公共事業でも結構で

すし、どういう中身でも構わないのですけれども、そういうものがある方が整合性がとれるの

ではないかという意味なのですよ。 

 ですから、今後そういう主旨だけで、後は国におまかせよっていうことであれば、今後の意

見書もなるべくそういうふうな形になっていきますので、そういうことで結構だということで

あれば、それは構わないのですけれども、そんな意味が今までかなりな議論の中で、意見書と

してあったものですからね。それで今、いかがかなっていう問題提起をさせていただと。 

 ここは、特に意見書はうんとやった方がいいと思うのですよ。後でね、ないように。 

 はい、山本委員、どうぞ。 

○委員(山本浩平君) 会派というよりも、ちょっと個人的な意見としてお聞き願いたいのです

けれども、私は先ほど熊谷副委員長がおっしゃったことに賛成でありまして、もしそこまで問

題というか、言及されるようなことであれば、うちの会派の中でこの意見書が出てきたときに、

私は反対をしたと思います。 

 で、一番最初の「安易な」という言葉を外した方がいいのではないかということに関しては、

賛成いたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、他。 

 なければ分かりました。私も基本的にはこのことについては賛成でございますので、「安易な」

というところを削除した部分で賛成をするという、基本的にはこれ賛成ですから。 

 ただ、そういう文章を入れた方がいいのではないかということでございますので、それでは

私の意見を取り下げまして、そういう形で賛成をしたいというふうに思います。 

 ただ、「安易な」という部分２ヵ所については削除していただきます。 

委員外議員の両名の方、ご意見ございましたら、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) よろしゅうございますね。はい。 

 それでは、個人所得課税における各種控除の縮小を行なわないことを求める意見書(案)につ

いては、全会一致ということで取り扱いたいと思います。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。次、北海道財政の再建についての意見書(案)。 

 町清クラブ。加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 町清クラブですが、賛成をいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) 新政。はい、熊谷副委員長。 
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○副委員長(熊谷雅史君) 上位議会の問題ですから、本来ならばどうなのかなという部分もあ

るのですけれども、今の状況を鑑みると、こういうことを考えていただかなくちゃいけないの

かなと思いますので、賛成をいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。新風はよろしゅうございますね。はい。 

 公明。吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 必要な事だと思いますので、賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。私のところも OK です。 

委員外議員の２名の方、いかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

 それでは、北海道財政の再建についての意見書(案)については、全会一致でとなります。よ

ろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。次に、後で受けられましたファックスで送られております、庶

民大増税の来年度税制「改革」の中止・撤回を求める意見書(案)について、会派の意見を求め

たいと思います。 

 町清クラブ。 

○委員(加藤正恭君) はい。町清クラブでございますが、これはちょっと、私どもの方ではい

ろいろ議論がありまして、自主投票にさせていただきたいと。反対の方が多いのですが、そう

いうことでございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。新政クラブ、熊谷副委員長。 

○副委員長(熊谷雅史君) 新政です。新政もですね、実はこの本意は分かると。言っているこ

とは分かるよと。 

 ところがですね、文面がやっぱり、あまりきつすぎるのではないかという話になりました。

特にですね、やっぱり下の「庶民には大増税を求め、空前の大もうけをしている」というよう

な、こういう文面がですね、非常に意見書案にはふさわしくないのではないかという意見が出

まして、文面を変えていただけるのでしたらね、まぁその内容を見て検討していきたいという

中身でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。新風。 

○委員(吉田正利君) はい。新風も一部、そのような意見が出てまいりました。 

最終的には全員一致ということはできませんでしたので、一部内容を変えていただきたいと

思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。公明。 

○委員(吉田和子君) 私のところは、この意見書案に対しては私たちは「事業仕分け」の方で

も出していますし、さっきも言っていましたけれども、企業っていうのが収益を上げているっ
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ていうことなのですが、これはリストラとか、大きなやっぱり従業員の犠牲の上に成り立って

いることであって、即それが法人税を上げるということにつながるのかどうなのか。 

そうするとまた、職員にいくのではないだろうかという、そういう懸念があります。 

ですからって、その根拠的なものもちょっとどういうことなのかちょっと、計り知れないと

いうことがありまして、反対いたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。一部文面の、文章を変えると。変えていただければという意見

がございましたけれども、具体的には「空前の大もうけをあげている大企業うんぬん」ていう

部分ですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。この「庶民には」っていうところから「不公平は許されない。」

っていう部分。 

 それと、ここだな。もう一つ下の部分ですね。 

○委員(加藤正恭君) 共産党らしくないでしょう、大もうけだなんて。 

○委員長(大渕紀夫君) この「大もうけ」というのは削りますか。 

○委員(加藤正恭君) 人の文章はいろいろ批判するけど、やっぱり共産党もきちんとこういう

文章は、「大もうけ」だなんていうのはね。ふさわしくないと思いますよ。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、どうぞ。谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) はい。私もね、会派ではね、個々にっていうようなことになりましたけ

れども。やはり文面にやはりちょっと抵抗を感じますので、それをある程度修正してもらうと

いうことで、一つお願いしたいと思います。ということは、どういうことかと言いますと、こ

れ、ある程度頭から直すという意味でこう、話していってもよろしいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) いいですよ、どうぞ。 

○委員(谷内 勉君) ずーっと言っていってもよろしいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) いいですよ。 

○委員(谷内 勉君) そうしたら、一番上からいきたいと思います。 

 これ、「庶民の大増税」という言葉の「大」。これを取っていただきたいと。 

 それと、上からですね、２、４、５、ここにも「庶民大増税」ありますよね。これ、ここの

「大」を取っていただきたい。 

 そして、次ずーっといきまして、ちょうど中段ぐらいになると思いますけども、「議論の対象

にもしようとしていない。」という、この言葉ですね。ここのところ、ちょっとカットしていた

だきたいのですよ。「議論の対象としていない。」かな。「しようとしていない。」という、この

「しようと」ということを、ちょっと割愛していただきたいと、そういうふうに思います。 

「議論の対象にもしようとしていない。」ですよ。これを、「議論の対象としていない。」か。

この「しようとして」っていう、ここのところをちょっと。  

○委員長(大渕紀夫君) 「議論の対象としていない。」ですね。 
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○委員(谷内 勉君) そう。そういうような言葉にしていただきたいと思います。 

 そして、あとずーっといきましてですね、下のこのまとめになると思うのですが、「庶民には

大増税を求め」ってこう、ここなのですけども、この「大」を取っていただきたいというのと、

それと「空前の大もうけをあげている大企業には」ということが゛あるのですけども、これは

今言った、「求め、」それからカットいたしまして、「利益を上げている大企業」と、こういう言

葉に直していただきたいかなと。そういうように思います。 

 そして、次の行になりますけども、「高額所得税減税を続ける不公平は許されない。」という

言葉、「続ける不公平は許されない。」これは、ここのところを「見直すべきである。」という言

葉にしていただきたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 「許されない。」という部分ですか。「不公平は」・・・。 

○委員(谷内 勉君) そう。「不公平は」要するに「見直すべきである。」ということにしてほ

しいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 「不公平は見直すべきである。」と。はい。 

○委員(谷内 勉君) いいですか。 

 そして、次はまた下の行ですけども、この「大増税」の「大」を取ると。 

 そして、その「大もうけ」これはカットすると。「中止し、大企業や」の、こういうふうなこ

とに続けていくと。 

 そして、その「大」分のこれはいいですね。 

そして、最後にですね、「税制改定をこそ行なうべきである。」ということに関しては、ここ

は「見直すべきである。」と。こういうような言葉に変えていただきたい。 

○委員長(大渕紀夫君) 「税制改定を見直すべきである。」とね。 

○委員(谷内 勉君) そうそう。そういうことです。 

 一応、これだけの修正をしていただければ、内容としてはね、いいかなという、そういう考

えはあります。 

○委員長(大渕紀夫君) なるほど。 

ただ今、谷内議員から修正の意見が出ましたけれども、プラスしてご意見のございます方、

どうぞ。 

 はい、熊谷副委員長。 

○副委員長(熊谷雅史君) やはり、何ていうのですかね、意見書案ですから、変な話なのです

けどこの、「しかし、景気が回復しているのは、１兆円を超える最終利益(３月期決算)を２期連

続であげたトヨタ自動車」ってこの、実名は入れる必要ないんじゃないかなと思うのですけど

ね。 

 だから、ここも製造業者だとか企業とかっていう名前に入れ替えていただいて、それで後は

谷内委員から出られた言葉の内容の、つじつまをきちっとなされたら、うちは賛成しても構わ

ないと思います。 
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 いやいや、大分直っていますけど、本意がね、本意が変わらないですから、ね。きちっとや

っぱり税制改定してくださいということですから。 

○委員長(大渕紀夫君) だから、ちょっとこう・・・。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前 １１時０９分 

 

再開 午前 １１時１８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。 

 庶民大増税の来年度税制「改革」の中止・撤回を求める意見書(案)につきましてはですね、

修正意見が出ましたので、それを考慮し、再度議会運営委員会にかけるということで、取り扱

いを行ないたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) それでは、会期中の中で議会運営委員会を行なうというふうにいたし

たいと思います。 

 次に、厚生労働省の新たな医療制度「改革」試案の撤回を求める意見書(案)についてを議題

に供します。 

 町清クラブ。 

○委員(加藤正恭君) 町清クラブですが、これもちょっと、意見が分かれて自主投票にしたい

と思います。 

ただ、「医療費の総額を抑制しようとしている。」医療費の総額を抑制するという方向はいい

と思うのですよ。ただこの意見書案では、「経済の伸びに基づいて」と。何で経済と医療費をあ

れにしているのかなと。１０年後には５０兆円になるんじゃないかなんていう、案まで出てい

るのですからね、医療費の総額を抑制しようという動きはですね、これは暴論じゃないのです

よ。 

ですから、そういう考え方ではちょっと賛成できかねるということで、ちょっと意見が分か

れていますので、その辺りも。文章の問題もいろいろあります。「高齢者への食費・居住費の負

担導入」とかって、これはみんな介護保険ではもう、認められちゃっているわけですね。 

そういうような意味からいってもですね、なかなか簡単には賛成できない文章だなというふ

うに思っておりますが、会派としては一致しているわけじゃございませんので、その辺り、そ

ういうことでございます。 

○委員長(大渕紀夫君) 新政クラブ。はい、熊谷副委員長、どうぞ。 

○副委員長(熊谷雅史君) はい。これもさっきの意見案とよく似たような議論になりまして、

文面を削除してほしいということで、本意は理解できるということです。 

 下から、一番最後の結びの言葉のその前ですけれども、「まさに“命のさたも金次第”」とこ

れ、この文面はちょっとやっぱり意見案にはそぐわないだろうと。 
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 この辺を少し、表現を変えていただきたいと。 

 それから、「撤回」という中身は分かるのですけれども、試案が出て、これから今いろいろ議

論がされてくると。この法案に対して。ですから、この試案の撤回ではなくてですね、試案に

基づく慎重なる再考とかっていう言い方をした方がいいのではないかと。 

 それでうちの議会の意志として、労働厚生省のこの部会に対してですね、きちっとやってく

ださいということに、意思表示をぶつけた方がいいのではないかと。そういう意見であります。  

○委員長(大渕紀夫君) はい。新風。 

○委員(吉田正利君) はい。新風については、熊谷副委員長が話した内容にプラスしまして、

上から６行目にあります、最後に「暴論」という言でございますが、これやっぱりまだ意見の

最中でございまして、「暴論」という表現についてはいかがかなという気がいたします。 

 それから、今の「“命のさたも”」「冷酷」ということになっておりますが、これは一つ文章を

やはり考えてみた方がよろしいんじゃないかなという気がいたします。 

 だいたいその２ヵ所を修正していただければという判断でございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。公明。 

○委員(吉田和子君) はい。公明党です。医療費の改革が、なぜ必要なのかっていうことで、

「高齢者が増えて医療費がますます必要になっているのに、経済の伸びに基づいて、医療費の

総額を抑制しようとしている。」というのがあるのですが、今回の医療費制度改革は言うまでも

ないのですが、現在約３２兆円の国民医療費が、２００５年度には６５兆円にまで膨らむって

いうふうに予想されているっていうことがありますので、試案の撤回、私はこれは充分思案を

するべきだっていうふうに思うのです。 

 負担をさせるさせないは、それ思案の中でどう軽減させていくかっていうことが大事ですけ

れども、私はこの中に、国民皆保険。これは日本が世界に誇れる制度なのですね。これをやっ

ぱり崩壊しないための試案はしていただきたいというふうに、するのであれば私はいいんじゃ

ないかと思う。 

 もちろん、ことは他にもありますけれども、で、この中に「医療費の一定額(外来受診１回当

たり千円)までを保険の対象外とする「保険免責制度」を導入する」っていうのは、これはなく

なりますから。なくなりましたので、これはいらないと思います。 

 それから、もちろんこういう高齢者の負担、療養病床に対しては、さきほどおっしゃったよ

うに、高齢者の施設等においてはとられますので、ただ、一時入院ていうか、病気になって入

院した分はとらないっていうふうにしましたので、そういう部分ではかなりいろいろな、それ

と低所得者に対しては、自己負担の上限額は今までどおり、外来は８，０００円で留めました

ので、かなりいろいろな面では負担にならないような対策をしています。 

 で、これと同時に、高齢者の対応で高齢者の負担が増えていく部分もありますけれども、高

齢者でお金のある方には少し負担をしていただいて、その部分を子育てにまわすというのが今

のちょっと、国としての政策ではないかというふうに思います。 
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 そういうことで、平成１８年度以降になると思いますけれども、乳幼児の医療費の無料化が

未就学児童までになるということも、この議論の中で出てきています。それがだいたい通るの

ではないかというふうになってきていますので、そういう改革がされている制度改革ですので、

慎重に且つその負担をなくするような改革にしてもらいたいという意見書になるのであれば、

私どもはいいと思うのですが。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。委員外議員の２名の方、ご意見ございましたらどうぞ。 

○委員外議員(玉井昭一君) はい。いいんじゃありませんか。 

○委員長(大渕紀夫君) この、国民総生産とリンクするというのは、これは試案できちっと出

ています。 

 ですから、当然リンクされれば、抑制っていう表現を変えればかからないようにするという

ことは、はっきりこれしているのですね。ここは。 

 ですから、抑制という言葉がいいかどうかっていうことのご議論はございますけれども、現

実的にはＧＮＰが下がればですね、医療費は下げざるを得ないというね、どこか削ってね。下

げなきゃない状況になるのも、これも目に見えています。はっきりしています。 

 それがどこになるかっていうのは今こう、吉田委員から出たように、議論されている中身で

付けたり取ったりしているっていう段階なのですよね。 

 ですから、結果としてはこのことが認められれば、かならず医療費は下がるような仕組みに、

どこか切ってなります。そこのところをやっぱりね、きちっとしておかないと、後でやっぱり

そうなっちゃったかってなる可能性がかなりあると、私は思うのですよね。 

 それで、そういう意味での、ところの議論を、皆さんおっしゃったように何でもかんでも無

制限に医療費伸びればいいと私も思っておりません。 

 それでまぁ、いろいろ三連携も言っているわけだけど。 

 ただ、ＧＮＰとリンクしていくってところは、やっぱりこれはね、僕はやっぱりまずいので

はないのかなと。抑制っていう言葉がだめであれば、総額を抑えようとしているとか、何とか

ってしかやっぱりならない。ここの部分はね。と思うのですよ。 

 で、これがもし通ったらやっぱり、通ったらってこういう方向になってしまったら、国民皆

保険そのものの、逆に言うと崩壊につながる可能性が高いというふうに、私は思っております。 

 だから、そういう点でね、この文章の「暴論」だとかね、「冷酷」だとかって、それから「“命

のさたも金次第”」だとか「撤回」だとかっていう部分については、これは変えるのは構いませ

んけれども、そういう基本線だけはやっぱり、私は考えるべきでないかっていうことで出させ

てもらったと、こういうことであります。 

 はい、委員外議員西田議員、どうぞ。 

○委員外議員(西田祐子君) はい。ここのところ、２ヵ所のところですね、文面を変えたらい

いなと思ったところがあったのですけれども、上から６行目のところですか。「全くの暴論とい

うべきである。」というところを、例えば「憂慮すべくである。」っていうふうに変えたり、下
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の方から・・・。ここのところ、変えられるっていうことなのですけれども、こういうふうな

形の中で、これは吉田委員が先ほど言われた質問ありますよね。あれと、違ってくるのですか。

同じことを言ってらっしゃるのですか。何か、ちょっと聞いていたら、吉田議員は何かこの意

見書に対して、何かもうちょっと違うふうな形のことを言っているように聞こえたのですけど、

私は。 

 ただ、今大渕委員長が、何か文章だけ変えてって言っていたので。私ちょっと二つ、意味が

よく分からなかったので、その辺ちょっと教えていただければと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 吉田委員が言ったのは、この趣旨はいいですよ、ただ中身について事

実関係と違う部分は変えた方がいいっていうふうに、僕はとったのだけど、違う。 

○委員(吉田和子君) そうです。先ほど言葉の訂正がありましたけれど、その他にね、導入し

ないというものがはっきり決まったものもありますので。 

○委員長(大渕紀夫君) はいはいはい。免責制度の問題とかでしょう。はい。 

○委員(吉田和子君) そういう部分は取り除いた方がいいですし、それともう一つね、そのこ

とに答えなきゃだめだ。違うことでちょっと、先にやってください。 

 え、私が答えるの。 

○委員長(大渕紀夫君) いやいや、そういう議論があったということで、それがこの意見書の

趣旨と、吉田さんは違うことを言っているんじゃないですかっていうことを言っているわけで

す。西田委員は。 

○委員外議員(西田祐子君) よく分からなかったって。 

○委員長(大渕紀夫君) 趣旨が違うんじゃないかって。この趣旨と違う事を吉田さんがおっし

ゃったのではないかということを言ったのです。 

○委員(吉田和子君) 違うこと言っていました。説明の仕方が悪かったのですか、私。 

 あと、もう１点ね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、吉田委員、どうぞ。 

○委員(吉田和子君) それともう一つ、先ほどの「医療費が抑制」ってありましたよね。「総

額を抑制しようとしている。」っていうことなのですが、その抑制をするっていうことのもう１

点、これは、これは「経済の伸びに基づいて医療費の総額を抑制しようとしている。」経済的な

負担を。そうですよね。 

 で、ここに一部ね、入れる必要ないか。ちょっともう１回考えます。医療費適正化っていう

ことで、特にここに医療費の約３割を占める生活習慣病の予防対策を強化して、医療費を抑制

するべきではないかと。それも、一応必要じゃないかと。 

 これ、議論の中にはね、ただあげるだけじゃなくて、その医療費をこういうふうにして抑制

する方法もあるんじゃないかと。そのことにもっと医療費を使うべきだというかね。それは入

るかどうか、合うかどうか分かりません。でも、そういう思いもありますっていうことを、っ

て文章を見てもらえればっていうふうに思います。 
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 意味分かりました。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、谷内委員、どうぞ。 

○委員(谷内 勉君) 参考って、先ほどから出ている繰り返しになりますけども、先ほど出ま

したいろいろな言葉の修正で、参考にしてもらえればと思って、意見を出しますけど、よろし

いですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、どうぞ。 

○委員(谷内 勉君) 先ほどのですね、上の方の２、４、６、６行目の「暴論」っていう言葉、

ありますよね。ここのところの言葉をちょっとですね、「健康を景気の動向で決めるべきでない」

あとはカットすると。こういうような書き方はどうでしょうか。 

 そして次、次に今言ったその「命の」と「冷酷」という、ここのところですけども、これは

「サラリーマンなどの高額療養費の上限額の引き上げるものとなっている。」と。こういうよう

なつなぎにしたらどうでしょうか。 

 ですから、「まさに“命”」のここから「冷酷」までのところをこれカットしてしまうと。そ

ういうようなことです。 

 そして、下から今言った２行目。「根幹を崩そうとするものであり、到底認めることはできな

い。撤回を求めるものである。」ということなのですけども。ここもカットするという意味で、 

「国民皆保険の根幹を厳守すべきである。」という言葉にしたらどうでしょうか。あとはカット

すると。そういうようなことで。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。今、吉田委員から出されたその先の問題について、真中の部分

に「ところが試案は、生活習慣病対策を柱にすえる一方で」って書いているのですよね。 

 で、これは肯定する意味で書いているのですよ。これは。否定する意味じゃなくて、肯定す

る意味で書いているのです。 

 ですから、ここで生活習慣病を柱にしているっていうことは、いいことだよという意味での

書き方なのです。はい。 

 他、ご意見ございますか。 

 この意見書もですね、先ほどの意見書と同じような取り扱いということにしたいと思います

けれど、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) いいですか。はい。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。直したものを、事前に各会派の議運

の皆さん方に、事前に配付をするというふうにしたいと思います。 

 よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。じゃ、それでは次、意見書案第１９号 平成１８年度予算等に

おける森林・林業・木材産業施策の実現を求める意見書(案)。これについて、各会派のご意見
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を伺います。 

 町清クラブ。 

○委員(加藤正恭君) はい。ぜひ、よろしくお願いをいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) これは、あの。 

○委員(加藤正恭君) 経過は、これ毎年のことなのだけど、会長になっている以上、私の名前

を出してあるのだけども、事務局長が宗像さん。議員会でこう、やっているようにして、会費

もちゃんと納めているので、構成員になっているものですから。ぜひ、そういうことで、毎年

のことでございますが、よろしくお願いいたします。 

新政クラブ。熊谷副委員長。 

○副委員長(熊谷雅史君) はい。これも前回の議運で承認をしているつもりをしていますので、

そのまま文面直ってきていますので、それでお願いしたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 新風。 

○委員(吉田正利君) はい。趣旨、結構だと思います。 

一つ教えていただきたいのですが、２番目の「林業公社に対する支援」ってございますが、

林業公社というのはこれ、今どのような体系になっているのでしょうか。 

○委員(加藤正恭君) 分かりません。 

○委員長(大渕紀夫君) これには書いていないですね。 

○副委員長(熊谷雅史君) 昔の農林省の林務局がやっている、営林署が要するにスリム化して、

公社化になっているのですって、今。 

 ですから、以前はいろいろなところに営林署ってあって、センターっていうのがなって、今

度こういう公社化っていうことで、ある程度の地域で一つの拠点を持った形で。はい。 

○委員(吉田正利君) なるほど。はい。 

○副委員長(熊谷雅史君) 状態的には変わらないです。はい。 

○委員長(大渕紀夫君) これは、森林管理署と同じ意味かい。森林管理署と。 

○委員(加藤正恭君) どうかな。 

○委員長(大渕紀夫君) 今のいう森林管理署っていうのは営林署の末端組織です。 

○委員(吉田和子君) これ、白老にあるのですよね。 

○委員長(大渕紀夫君) 森林管理署はあるよ。胆振東部森林管理署。 

○委員(吉田和子君) そうですよね。苫小牧も全部入って白老にできたのですよね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。提出者に求めます。ただ今の林業公社については、同じく次の

議会運営委員会まで、内容を精査して、報告をしていただきたいと思います。 

 他。すいません。公明。 

○委員(吉田和子君) はい。結構です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。うちも OK です。 

 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ね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、そのような取り扱いにさせていただきたいと思いま

す。 

 吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 白老町の議員が全部会員となっているとかって話しましたよね。新しい

方、知っていました、そういうこと。知らないんじゃないですか。説明ちょっとしないと。会

費を納めているって、え、どこから納めているのですかって、分からないんじゃないですか。 

 ちょっと１回ね、何かの機会に説明した方がいいと思います。 

○委員(加藤正恭君) 議員会の方でね、納めております。 

○委員(吉田和子君) どういう主旨で出来上がってどうなったのかって、ちょっと言ってあげ

ないと分からないと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。暫時休憩をいたします。 

休憩 午前 １１時３７分 

 

再開 午前 １１時３８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。 

○事務局長(上坊寺博之君) ちょっと１点、よろしいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

○事務局長(上坊寺博之君) 意見書の確認をさせていただきたいと思います。 

 今、意見書１３号から１９号まで、全会一致という原則の下で番号がふらさせていただいて

いますので、これ再確認ですが、１から４までについては、全会一致で出すと。 

そして７番、最後も全会一致ということになりましたので、１７と１８号は再提出というこ

とになりますので、これ番号ちょっとですね、ずらしたいと思っています。１９番を先にあげ

て１７番で、一応５本だけ、一応今確定していますので、５本だけ番号を付けておきたいとい

うことで、したいと思います。 

それと、申し合わせ事項にですね、一応規定がされているのですが、意見書の取り扱いとい

うことで、全会一致をした意見書については、議長が会議に諮って質疑・討論を省略すると、

こうなっていますので、それがいいかどうかということ。 

申し合わせ事項の２ページに書いてございます。２ページの(６)。一応そういう規定になっ

ておりますので、これが今言った５本が可能かどうかということをお諮りいただきたいと思い

ます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。分かりました。 

 申し合わせ事項の請願・陳情及び意見書の取り扱いという項、第６項にですね、議会運営委

員会で全会一致で提出を決定した意見書は、各会派の代表者が提出者となる。この場合、議長

は会議に諮って質疑・討論を省略すると、こうございます。 
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 ただ今審議された５本につきまして、このような取り扱いをしてよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 当然、全会一致ですからそうなるべきです。 

 よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 休憩をとらないで申し訳ございません。ずっといきます。 

 陳情１号。これは、苫小牧の地区連合ですから、これは参考配付ということでよろしゅうご

ざいますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長(上坊寺博之君) これもちょっと、よろしいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、どうぞ。 

○事務局長(上坊寺博之君) 説明だけさせていただきたいと思います。 

 初めての方もおられると思うのですが、これも申し合わせ事項で決められてございまして、

白老町民以外からのものの陳情郵送については、本会議に参考配付に留め、原則審査を行なわ

ないという規定になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。次、要望書等ございます。３本ございますけれども、白老から

も出ておりますけれども、要望書でございます。陳情・請願・意見書等々ではございませんの

で、要望・要請書に関しては参考配付というふうにさせていただいておりますけれども、中に

白老町のものもございますが、そのような取り扱いでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) よろしゅうございますね。はい。 

 ただこれ、白老から出されているものがちょっと、ちゃんと精査していませんけれども、も

し意見書とか出すのであれ、出してくださいということであれば、これやっぱりどなたかこれ

ちょっと、対応した方がいいですね。 

 地元のものについては事務局に出されたときにですね・・・。 

○事務局長(上坊寺博之君) これ、郵送なのですよ。 

○委員長(大渕紀夫君) 郵送ですか。郵送はしょうがないね。 

 ただ、これはね、９月に通っているのですよ。ですから、それでそういうふうに考えられま

すけど、今後白老の。 

○事務局長(上坊寺博之君) 違いますね。これ議長に直接。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、議長、どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) この件につきましてはですね、それぞれの団体の方が来ましてですね、 

理事者と議会の議長にもぜひお願いしたいということで、これ要請がございました。 

   そして、この内容で説明がございましたのですが、確か今年の年度中にですね、この意見書

を提出しているということで、そういう回答をいたしましてですね、年度が変わってまた新た
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にとなれば別ですけど、同じ年度でですね、要請があった場合同じものをまた次から次に出す

というのはね、同じ趣旨のものは出すべきでないという具合に、もうすでにこれには対応して

いますという、そういう回答をいたしたところ、向こうでは分かりましたということで、そう

いう返答だったものですから。 

 後ほどこれ、何と言うのですか、ただこういうのを自分らで活動しているということをお話

皆さんにしていただきたいというふうにこれ、送ってきたと思うのですが。 

そういう経過でございますので、一つ。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、議長から白老町の方々が来られた中身についての、要

望書についての説明がございましたけど、よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは次、１０番目。常任委員会の所管事務調査について。 

 局長、お願いいたします。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい、よろしいですか。１０番目、所管事務調査の報告というこ

とで、３件、それぞれの委員会から報告がされます。 

 先ほどもちょっとお話しましたとおり、２日で任期が切れますので、２日までの以内で議会

の報告をされると。後で、日程でちょっと若干ご説明したいと思います。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。各常任委員会の報告についてはよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは続きまして、１１番目。付託案件の審査結果報告につ

いて。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい。１１番目、決算審査特別委員会の審査付託でされていまし

たものの報告でございます。 

 先般、１０月の末から１１月にかけまして３日間、決算審査を行なっております。 

 認定１から３号、報告１から３号。これ、いずれも認定・報告済みということで、委員会報

告がされます。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。付託案件の審査結果報告についてはよろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。次、１２番目。常任委員会及び議会運営委員会の次期所管事務

調査事項について。 

 局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) これにつきましても、新しい選出の委員会で行なう形になります。

今、予定していますのは３日目に委員会構成を決めたいと思っていますので、３日の本会議が

終わった後に、各常任委員会ごとで決めていただきたいと思っております。 

○委員長(大渕紀夫君) よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。次、１３番目。第４回定例会の日程について。 

 先に議事日程、別紙ございますので、別紙を出してください。 

 局長、お願いします。 

○事務局長(上坊寺博之君) はい。一応今、事務局案でございますが、町側で３日程度という

ことで、予定してございましたが、一般質問の関係上、１日延ばした方がいいのかなと思って

います。 

 ですから、１９日までの６日間で会期をとるような形で一応案を作らさせていただきました。 

 １ページ目からご説明申し上げます。まず、１４日、開会でございますが、先ほども言いま

したように、常任委員会の任期が切れますので、当初２日間で一般質問が終われば、一般質問

が終わってから委員会報告という考え方をしていましたが、３日かかりそうだということで、

冒頭で報告しなければ、ちょっと日程の関係が組めないなということで、冒頭行政報告まで終

わりましたら、委員会報告をいたしたいと。 

 で、その日は４人くらいの一般質問でできればいいかなと思っております。 

 で、２日目ですが、２日目も同じく一般質問に入ります。一応４名載せてございますが、で

きれば５人ぐらい、２日目で終われれば次が楽かなと思っております。 

 で、２日目の委員会が終わりましたら、これちょっと全員の方には関係ございませんが、議

員会の新年会の協議をさせていただきたいと。山本議員とそれから小西議員が一応幹事さんに

なってございますので、これから町の方の課長職３名ぐらいにちょっと、町の方のご協力いた

だいて、打ち合わせをさせていただきたいなと思っております。 

 １６日ですが、これ進行状況にもよりますが、一応最大でも３人、一般質問という形の予定

をしております。できれば２人ぐらいでできればなと思っております。 

 そして、一般質問が終わりましたら、すぐ常任委員会・議会運営委員会の選任に１回入りた

いと思います。審議を止めますので、一応選任を先にやりたいと思っております。 

 選任、これで議長の方から指名されまして、すぐ休憩に入って、各常任委員会正副委員長を

選任していただくということになります。 

 順番としては常任委員会を先にやって、議運を後にということになります。 

 その次ですが、７番目に条例案。先ほど、総務課長の方からご説明がありました、指定管理

者に係る議案を、今のところ私の方では一括議題としたいという考え方をしております。 

 ８番目の手続条例、９番から１５番の個別の指定管理者の規定の条例ということになります

ので、一括で質疑を受けて、個別の採択という部分で行なっていきたいと思っています。 

 まずはこれ、補正予算より先にやるのは、手続条例の中に、指名委員会ですか。選定委員会

を設けるということになっていまして、報酬の補正予算が出ていますので、予算より前に行な

うという考え方をしています。 

 それから、３日目ですが、補正予算まで入っていきたいなと思います。補正予算、全部の会

計あげていますが、もしかしたら少し残すかもしれませんが、一応こういう形でいこうと。 
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 で、本会議が終わりましたら、各常任委員会の所管事務調査を決めさせていただきたいと思

っております。 

 それと、各常任委員会が終わりましたら、担当している方には誠に申し訳ございませんけど、

市町村合併調査研究会っていうのが、平成１４年ですかね。設置していまして、今１年、２年

近くですかね、ちょっと活動はしていないのですが、議長のお話もありまして、会長の方から

幹事会を開いて少しづつ進めていこうということになっていますので、幹事会を開きたいと思

っています。 

 次、ちょっとページが入りくりしていると思いますけれど、ちょっと綴り方が間違えていま

すので、最後のページを開いてください。 

 で、ここはちょっと飛んでいますけど、ここが第４日目という形で考えております。ちょっ

と、上の方に第４日目と入れてください。日程第１４から第４日目。 

 もしくは補正予算、若干残れば最終日ということで、持っていきたいと思っています。 

 人事案件の議案１本。それから、１５番目、日程１５。議案１６から１８、これ先ほどの説

明で公平委員会の部分でございます。市町村合併に伴う公平委員会で、脱会して、新たな町で

再加入という条例なものですから、これも一括で上程したいと思っています。 

これにつきましては、議案そもそも対でございますので、一括採択という形で今のところ考

えております。 

日程１６も同じく、東胆振広域圏のこれ脱会と再加入でございますので、これも一括上程で

一括採択という形で今のところ考えてございます。 

それから、工事請負、議員派遣をやりまして、決算審査の特別委員会の報告であります。こ

れも一括で上程するような形になります。 

それから、最後に意見書案の、今５件決まった部分と、それから２件再度ということで７件

ですね、一応予定しております。 

それと、所管事務調査の次期のものを決めまして、これでだいたい午前中ぐらいで終わらせ

てもらったらいいかなと思っています。 

で、その後全員協議会２本、予定されております。第４次白老町行政改革実施計画・後期分、

１７年度以降の部分。それから、白老町環境基本計画。この２本を予定しております。まぁ、

時間的には１時間半ぐらい、ちょっとかかるかなと思っております。 

で、全員協議会の資料につきましては、定例会開催日１４日に皆さんの方に配付したいと思

っております。 

全員協議会が終わりましてから、各常任委員の正副委員長さん、３日目で決まりますので、

最終の次期の日程調整をさせていただいて、定例会を閉めたいと思っております。以上であり

ます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今、第４回定例会の日程について説明がございました。何

か質問ございます方、どうぞ。 
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 はい、委員外議員西田議員、どうぞ。 

○委員外議員(西田祐子君) すいません。本会議終了後、市町村合併調査研究会幹事会とある

のですけど、よく分からないのですけど、ちょっと教えていただければありがたいのですけど。  

○事務局長(上坊寺博之君) 平成１４年のですね、月はちょっと忘れましたけど、市町村合併

に係る調査・研究を議会で議論しなきゃならないということで、改選前はですね、４回ぐらい

講演会をやったり、道の人に来てもらったりというような形でやっていたのですけど、飴谷町

長になってから、まぁ自立という方向性を町の方で言っていまして、その辺ちょっと今審議さ

れていないのですよ。 

 で、そろそろ議会は議会として別な立場から議論していきましょうということになっていま

して、一応議員会の会長がですね、この研究会の会長をかねることになっているのですよ。 

 で、その下に幹事会を設けていまして、各会派代表が幹事さんになられていると。というこ

とで、そうです。会派の代表の方一人づつ入っています。 

 で、その幹事会に座長があがっていまして、座長に吉田正利議員が座長になっています。 

 そして、幹事さんにつきましては、ちょっと名簿は持ってきていませんけど、新風さんは小

西さんでしたよね。小西さんと氏家さんですね。斎藤さんと谷内さんが幹事になっていらっし

ゃると。 

で、一応幹事会を開きましてですね、２年間ぐらいちょっと活動がないものですから、今後

どういうふうな形の議論を進めていくかという部分で、ちょっと議論していただこうかなと。

そういうような会なのです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。どうぞ、西田委員。 

○委員外議員(西田祐子君) そこの中で話し合われたこととか、会派のない私は一体どこから

情報をいただいたらよろしいのでしょうか。 

○事務局長(上坊寺博之君) 全部でやるのですけど、幹事会ってあるのですよ。 

○委員外議員(西田祐子君) 分かりました。はい、ありがとうございます。 

○委員長(大渕紀夫君) 議員会が主催をしておりますので、そこの幹事さんが集まられてどう

いう検証をしようかという相談をして決まったら、議員会議員全員での検証を行なうと。こう

いうことでございます。 

 よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 他、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) なければですね、第４回定例会の日程につきましては、平成１７年１

２月１４日から１９日までの４日間と決定いたしたいと思いますけれども、ご異議ございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、そのように取り扱いを行ないます。 

 あの、３件の一括議題とする議題がございます。内容については至極当然というように思い

ますけれども、これもよろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、最後、その他の部分ですけれども、実は前回の議運

でですね、前々回ですか、広報を単色化するか二色でやるかというお話をしました。１５万円

程度の節約ができるということで、各会派でお話をしていただきたいというふうにしたのです

けれども、していますか。 

 あの、やられていないということが多いようでございますので、この次の議運でこれは確認

をいたします。各会派で必ずこの議論をして、結果を持ってきていただきたいというふうに思

います。よろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。その他ございませんか、皆さん方の中から。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 局長、何か。 

○事務局長(上坊寺博之君) さっき全部常任委員会決まりましたので、新たに整理されたもの

をお配りしたいと思っています。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。議長、どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) その他ということで、いよいよ１２月の定例会が始まりまして、今回

の一般質問、１１名の方、おられます。 

 前回の定例会の一般質問から議長の方でいろいろと皆さんの発言に対して、注文をつけてい

る部分もございます。私もあまり、この注文をつけるのは得てじゃないのですが、ぜひ皆さん

もですね、質問される皆さんも、事前に何をどう聞きたいのかということをきちっと、勉強さ

れましてですね、質問の場ですから、質問する項目を説明する場所ではありませんのでね、そ

の辺も充分考慮いただいてですね、冷静沈着に一つ鋭い質問をしていただければなという具合

に思います。 

 若干目についたところ等々につきましては、議長として注意を与える場合もございますけれ

ども、できるだけそういうことはしたくありませんのでね、その辺簡潔明瞭に、短時間で終わ

るようにですね、思う存分一般質問をしていただきたいという具合に思いますので、一つよろ

しくお願いいたします。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎閉会の宣告 
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○委員長(大渕紀夫君) なければ以上を持ちまして、議会運営委員会を終了させていただきま

す。ご苦労さまでした。 

（午後１２時００分） 

 


