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平成１７年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１７年 ９月２２日（木） 

  開 会   午前 １０時００分 

  閉 会   午後 １２時０３分 

 

○議事日程  

 協議事項 （平成１７年第３回白老町議会定例会 関係） 

 １．提出議案 

（１） 町長提案（１９件） 

 ・ 承 認   ２件（専決処分の承認（一般会計補正２件）） 

・ 補 正 予 算   ６件（一般会計、臨海部・港湾機能・介護保険・特養特別会計、水 

道事業会計） 

・ 条 例 改 正   ２件（一部改正） 

・ 町道路線の認定等  ２件（認定、廃止） 

・ 選 任 の 同 意    １件（教育委員） 

・ 認 定   ３件（平成１６年各会計・指導事業・病院会計決算） 

・ 報 告   ３件（平成１６年決算に伴う附属書類） 

・ そ の 他   （町長行政報告） 

                 

（２） 議会関係（１６件） 

  ・ 諸 般 の 報 告   ４件（議会閉会中における動向、専決処分の報告（損害賠償１件）、

例月出納検査・定期監査、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） 

・ 会議案       １件（委員会条例） 

・ 承     認   １件（議員の派遣承認） 

・ 意 見 書     ２件 

・ 所管事務等調査報告 ３件（総務文教・民生・産業建設常任員会） 

・ 特別委員会中間報告 １件（イオル特別委員会） 

  ・ 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．予算の説明について（８件） 

○ 承認（専決処分）    ２件（一般会計補正／承認第１号、第２号） 

   ○ 補正予算        ６件（一般会計、臨海部・港湾機能・介護保険・特養特別会計、水  

道事業会計／議案第１号～第６号） 

 

 ３．議案の説明について（１１件） 

   ○ 条例の一部改正    ２件（議案第７号、第８号） 

   ○ 町道路線認定等    ２件（認定、廃止／議案第９号、第１０号） 
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  ○ 選任同意       １件（教育委員／議案第１１号）  

  ○ 認 定         ３件（認定第１号～第３号） 

  ○ 報告         ３件（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１６日（金）午前１０時締切   通告者：８名（１３項目） 

      （９月１６日の議会運営委員会で調整済）  

 

 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（損害賠償１件）、例月出納 

検査・定期監査、議員の派遣結果報告） 

○ 町長の行政報告 

 

 ６．平成１６年度決算及び決算に関する附属書類の審査方法について 

○ 決算審査特別委員会の設置について 

・ 認 定     ３件（認定第１号～第３号） 

・ 報 告     ３件（報告第１号～第３号） 

 

 ７．会議案について 

○ 白老町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

（別紙のとおり） 

 

 ８．議員の派遣承認について  

○ 別紙のとおり 

 

 ９．意見書の取り扱いについて 

  （１）意見案第１１号  国の季節労働者冬期援護制度の存続・拡大を求める意見書（案） 

  （２）意見案第１２号  アスベスト対策を求める意見書（案） 

  

 10．常任委員会及び特別委員会の所管事務等調査の報告について  

○ 総務文教常任委員会 

  ・平成１７年第 1 回定例会 

     人事評価制度について 

  ・平成１７年第２回定例会 

     町税の概要について 

○ 民生常任員会 

・平成１７年第２回定例会 

        環境問題について 
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○ 産業建設常任委員会 

・平成１７年第２回定例会 

① 萩の里自然公園の現状と今後の計画について 

② 町有林の管理運営について 

 

 1１．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 

 

 1２．第３回定例会の日程について 

   ○ 会  期  平成１７年９月２８日（水）～９月３０日（金） ３日間 

   ○ 議事日程  別紙（案）のとおり 

 

 1３．その他の事項について 

（１） 全員協議会の開催について 

○９月３０日（金）時間未定（本会議終了後） 

・ 指定管理者制度について                 （政策推進室） 

・ 防災拠点整備（消防庁舎・地域防災センター）について   （総務課・消防本部） 

 

（２） その他 

・ 白老町議会傍聴規則の一部改正について 

・ 議会運営委員会（９月５日）で各会派検討事項扱いの「議事堂内等のクール・ビズ」につ

いて 

 

○会議に付した事件 

 協議事項 （平成１７年第３回 白老町議会定例会 関係） 

１．提出議案  

（１） 町長提案（１９件） 

 ・ 承 認   ２件（専決処分の承認（一般会計補正２件）） 

・ 補 正 予 算   ６件（一般会計、臨海部・港湾機能・介護保険・特養特別会計、水 

道事業会計） 

・ 条 例 改 正   ２件（一部改正） 

・ 町道路線の認定等  ２件（認定、廃止） 

・ 選 任 の 同 意    １件（教育委員） 

・ 認 定   ３件（平成１６年各会計・指導事業・病院会計決算） 

・ 報 告   ３件（平成１６年決算に伴う附属書類） 

・ そ の 他   （町長行政報告） 
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（２） 議会関係（１６件） 

  ・ 諸 般 の 報 告   ４件（議会閉会中における動向、専決処分の報告（損害賠償１件）、

例月出納検査・定期監査、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） 

・ 会議案       １件（委員会条例） 

・ 承     認   １件（議員の派遣承認） 

・ 意 見 書     ２件 

・ 所管事務等調査報告 ３件（総務文教・民生・産業建設常任員会） 

・ 特別委員会中間報告 １件（イオル特別委員会） 

  ・ 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．予算の説明について（８件） 

○ 承認（専決処分）    ２件（一般会計補正／承認第１号、第２号） 

   ○ 補正予算        ６件（一般会計、臨海部・港湾機能・介護保険・特養特別会計、水  

道事業会計／議案第１号～第６号） 

 

 ３．議案の説明について（１１件） 

   ○ 条例の一部改正    ２件（議案第７号、第 8 号） 

   ○ 町道路線認定等    ２件（認定、廃止／議案第９号、第１０号） 

  ○ 選任同意       １件（教育委員／議案第１１号）  

  ○ 認 定         ３件（認定第１号～第３号） 

  ○ 報告         ３件（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１６日（金）午前１０時締切   通告者：８名（１３項目） 

      （９月１６日の議会運営委員会で調整済）  

 

 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（損害賠償１件）、例月出納 

検査・定期監査、議員の派遣結果報告） 

○ 町長の行政報告 

 

 ６．平成１６年度決算及び決算に関する附属書類の審査方法について 

○ 決算審査特別委員会の設置について 

（１） 認 定     ３件（認定第１号～第３号） 

（２） 報 告     ３件（報告第１号～第３号） 

 

 ７．会議案について 
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○ 白老町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

（別紙のとおり） 

 

 ８．議員の派遣承認について  

○ 別紙のとおり 

 

 ９．意見書の取り扱いについて 

  （１）意見案第１１号  国の季節労働者冬期援護制度の存続・拡大を求める意見書（案） 

  （２）意見案第１２号  アスベスト対策を求める意見書（案） 

  

 10．常任委員会及び特別委員会の所管事務等調査の報告について  

○ 総務文教常任委員会 

  ・平成１７年第 1 回定例会 

     人事評価制度について 

  ・平成１７年第２回定例会 

     町税の概要について 

○ 民生常任員会 

・平成１７年第２回定例会 

        環境問題について 

     

○ 産業建設常任委員会 

・平成１７年第２回定例会 

① 萩の里自然公園の現状と今後の計画について 

② 町有林の管理運営について 

 

 1１．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 

 

 1２．第３回定例会の日程について 

   ○ 会  期  平成１７年９月２８日（水）～９月３０日（金） ３日間 

   ○ 議事日程  別紙（案）のとおり 

 

 1３．その他の事項について 

（１） 全員協議会の開催について 

○９月３０日（金）時間未定（本会議終了後） 

・ 指定管理者制度について                 （政策推進室） 
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・ 防災拠点整備（消防庁舎・地域防災センター）について   （総務課・消防本部） 

 

（２） その他 

・ 白老町議会傍聴規則の一部改正について 

・ 議会運営委員会（９月５日）で各会派検討事項扱いの「議事堂内等のクール・ビズ」につ

いて 

   

○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 

経営企画課参事  辻   昌 秀 君 

  

○職務の為出席した者の職氏名 

 事務局長  上坊寺 博 之君          事務局主幹   中 村 英 二 君 
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◎開催の宣言 
 
○委員長（大渕紀夫君） これ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） 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。今日の議会運営委員会でございますが、平成１７年

第３回白老町議会定例会の議案関係のご審議をいただくということになってございます。それと、最後に

その他の事項といたしまして、先に提案させていただいてございますが、傍聴規則の一部改正と議員から

提案のございました議事堂内等のクール・ビズについての議論をいただくことになってございます。以上

であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 早速協議事項に入りたいと思います。レジメの２ページ目をお開きください。

今回の提出議案についての説明を受けます。最初に人事案件について助役から報告がございますのでよろ

しくお願いします。三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） それでは、議案のほう１１号議案になります。議 11－１ページになります。

お開きいただきたいと思います。半分よりやや後ろくらいになります。 

よろしいでしょうか。議案第１１号なんですけれども、実は教育委員の選任についての議案でございま

す。教育委員ですね、現在 3 期１２年務められました堀田仁史委員が退任されるということで、その後任

としてですね、新たな教育委員さんを選任させていただきたいと、こういうことでございます。 

議案第１１号にありますように、その方は萩野にお住まいの松本功さん。昭和３５年１１月３０日生ま

れの４４歳。履歴でございますが、別紙にございます。本籍、現住所とも萩野でございます。学歴が苫小

牧工業高等学校を卒業されたということでございます。職歴につきましては、現在道南整熱株式会社の代

表取締役ということでございます。公職歴につきましては、平成６年４月～平成９年３月まで公民館運営

審議会委員、平成９年４月～平成１１年３月まで社会教育委員、平成１２年２月～平成１４年１月までみ

んなの基金運営委員会委員、平成１４年４月～平成１６年８月まで町総合計画審議会委員でございます。

民間団体歴でありますけれども、これにつきましては白老青年会議所理事長、商工会理事、これは現在ま

で、まだ就任されております。この３月まで北海道白老東高等学校のＰＴＡ会長というような民間団体歴

がございます。 

そういう結果、ご存知かと思いますけれども、今教育委員会は５名体制でございますが、和歌教育委員

長、松田嘉邦委員、中谷通恵委員、それから山崎教育長とこのたびの松本功さんという体制になるという

ことでございますが、そういうことの議案を提案させていただきますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ助役から提案ございましたけれども、何か聞いておくべきことがございま

したらどうぞ。ありませんね。それではご苦労様でした。 

 続きまして予算関係の説明を受けます。辻経営企画課参事。 
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 （補正予算説明） 

○経営企画課参事（辻 昌秀君） これで、予算関係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、ご苦労様です。ただ今補正予算関連の説明がございましたけれども、何

かお聞きしておくことがございましたらどうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １１ページの今説明のあった、児童福祉受託事業収入。苫小牧市との保育児の受

け入れがいつの時点で決まったんですか。 

○経営企画課参事（辻 昌秀君） 平成１７年度から受け入れるということで決まったということを聞い

ております。 

○委員（加藤正恭君） ４月１日からそういうふうになったのですか。 

○経営企画課参事（辻 昌秀君） 前年度まではですね、苫小牧市としては負担できないということで、

実質的には受け入れできないような状況でしたけれど、今年度より苫小牧市きちんと負担するということ

でですね、受け入れするということになっております。  

○委員長（大渕紀夫君） 他、よろしゅうございますか。それでは予算関係の説明は終わります。 

 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） それでは一般議案の説明をさせていただきます。  

議案第７号でございます。議案書の真中辺だと思いますが、議７－１ということで議案第７号ですが、

条例の改正です。白老町漁業近代化資金利子補給条例の一部を改正する条例の制定についてということで

提案させていただいております。内容は次ページの議７－２に議案説明がありますが、上位法にあります

漁業近代化資金助成法の題名を含んで法律の一部改正が行われました。法律の改正内容に伴っての条例の

中味の改正はありませんが、同法を引用している本条例の一部を改正するということは、法律名を条例の

中に記載しておりますので、法律名が変わりましたのでその部分を改正すると。あわせて第１条で書いて

いる部分の主旨、目的をこのように改正するという内容です。法律の題名につきましては、漁業近代化資

金助成法が漁業近代化資金融通法に改正になったということでの改正内容です。 

 法律のほうの改正はですね、国が都道府県に対し利子補給の一部を補助していたと。これを補助を廃止

し交付金制度になったということで、改正の中味なんですが、直接条例には改正の中味が影響しませんの

で、題名の部分だけの一部改正ということでございます。 

 次に議案第８号でございます。議案第８号につきましては、白老町火災予防条例の一部を改正する条例

の制定についてということで、これも条例の一部改正です。改正の項目がかなり多いのですが、議８―２

６ページお願いします。 

 今回、改正項目新旧対照表もつけておりますが、改正項目が多いので改正の仕方としては、第１条から

第５条に区分けしまして改正しております。改正の中味なんですが、これも法の改正に伴っての関連する

条例の改正ということで、議案説明に記載しておりますが、消防法の改正、それと石油コンビナート等災

害防止法の一部改正、併せて危険物の規制に関する政令、これが改正されましたことに伴っての条例の改

正でございます。ここに記載しております第１条関係、第２条関係、第３条関係につきましては、改正に

伴っての内容なんですが、直接住民に該当するという項目の内容はほとんどありません。直接関係するの

は第４条の関係で、こちらのほう説明いたしますが、これについては施行は平成１８年６月１日からなん

ですが、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令が制定され、住宅

用防災警報機または住宅用防災報知設備の設置が義務付けられたことによる改正ですということで、平成

１８年６月１日の施行日以降、一般新築住宅につきましては、防災機器、防災報知設備の設置が義務付け
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られたということでございます。 

 具体的には火災報知器等の警報機を設置しなければならないということになったと。併せて設置されて

いる既存住宅につきましては、経過措置がありまして、施行日から５年以内に設置しなさいということの

附則で決められているという内容です。第５条については免除できる規定を５条で規定しているという内

容でございます。 

 次の議案にいきますが、議案第９号と第１０号を一括説明いたします。これにつきましては町道路線の

認定と第１０号では廃止でございますが、いずれも同一路線の廃止と認定でございます。 

 議１０－２の後ろにですね、図面を添付してございます。１つ目が末広１丁目通りなんですが、これに

つきましては起点の変更に伴う変更でございまして、第１０号で廃止して第９号で新たに認定するという

内容です。図面は駅裏のところですが、実線のほうが新たな認定ということで、破線のほうが今までの道

路認定をしていたところ、これを廃止して新たに認定するという内容です。それからもう１本のほうは朝

霧通り、これにつきましても次のページに図面がありますが、これは終点の変更による既定路線を廃止し

て新たに終点を定めて認定するという内容でございます。 

 続きまして、議案第１１号は先ほど助役の説明のとおりでございます。その他に提案としては認定の１

号から３号、これにつきましては平成１６年度の白老町各会計の決算認定についてということで、白老町

水道事業会計・白老町立国民健康保健病院事業会計の決算認定の提案でございます。及び報告１号から３

号につきましては、決算に関する附属書類の提出ということで提案させていただきたいと思います。雑ぱ

くですが以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） 議案関係の説明が行われましたけれども、何か聞きおくべきことがございまし

たらどうぞ。よろしゅうございますか。それでは白崎課長ご苦労様でした。 

 続きまして４番目に入ります。一般質問についてということですけれども、この件につきましては９月

１６日に締切りを行い、同日議会運営委員会で調整をしておりますのでよろしゅうございますでしょうか。 

 はい、それでは５番目諸般の報告について事務局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 今回、議長のほうの諸般の報告として予定されているものは４件ほどござ

います。まず１点目は閉会中における動向。それは別紙資料でお配り申し上げてございます。 

 それと、町側から、町に委任しました専決処分の報告が１件きてございます。内容としましては、町の

義務にかかる損害賠償１００万円以下の決定ということで、札幌のほうで標識を引っ掛けてしまったとい

うことでの報告がきてございます。額は１９万円ほどになってございます。それが１件でございます。 

 監査のほうから、例月出納検査・定期監査の報告がきてございます。それは議案と一緒に配られている

かなと思います。議案のほうに２種類ついていると思います。 

 それと、９月定例会で議決しました議員の派遣以降で、新たに生じた議員の派遣結果ということで、こ

れは会議規則の１２１条１項の但し書きで議長に委ねられているものでございますので、このように議決

していない部分の派遣をしたということで資料をお示ししてございます。それと、町側のほうからまだ文

書は出てきてございませんけれど、町長の行政報告を１件予定しているということでございます。以上で

あります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、５．諸般の報告等について、よろしゅうございますか。 

では、６．平成１６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ということを議題にいたし

ます。事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これにつきましては、すでに議運のほうでご審議されているかと思います
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が、議長及び監査委員を除く全員で、今年から決算審査を行う特別委員会を設置するということになって

ございまして、今日、どういうような運営をするかと、それと含めまして、前回も出ていましたように決

算審査の正・副委員長の関係ですが、それをどのようにするかという議論をしていただきたいと思ってご

ざいます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、先般各会派で議論していただくというふうになっておりますけれども、

ひとつは、１委員会で全体でやるということはすでに決まっております。質疑関係等々も一部議論ござい

ましたけれども、質疑の内容についてどのように行っていくかということが一つと、もうひとつは正・副

委員長をどうするかということでございますけれども、この２点について各会派のご意見を賜りたいと思

います。 

 どこからでも結構ですけれども、町清クラブからいきますか。はい、町清クラブ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この件について、会派で慎重に議論をいたしました。結論から申し上げますが、

会派の持ち回りというのは止めようと。できうれば予算審査特別委員会と同じように、総務文教常任委員

長が委員長をしたほうがいいだろうと、こういうことです。 

その理由はですね、会派ということになりますと、選挙のたびに共産党クラブと公明党クラブは、ある

程度固まりますが、他の会派は非常に流動的であると。３つになるのか４つになるのか５つになるのか分

からないということから、また、編成の内容も変わるということがあります。 

それからもう一つは、苫小牧、千歳の決算審査特別委員会の視察をした結果、非常に特別委員会での委

員長の采配というのは重要視されるところがあるだろうと。と申しますのは、これは、苫小牧でも審査要

領の中に、特別委員会で行われているような市政各派にわたる質疑事項とはしないものとし、あくまでも

決算に対する質疑とすると。いう取り決めを苫小牧ではしておりますし、それから千歳の場合も予算等に

関連する質疑は極力避けること。ということが要領として決められているということになりますと、質問

等に熱が入ればどうしても、予算に対しての決算からちょっと関連してですね、来年度予算はどうなるの

だというようなところまで質問が行く危険性がある。そういう場合には必ず委員長がその発言を途中で止

めるという裁量が非常に必要な部分が出てくるのではなかろうかということになりますと、総務文教常任

委員長という比較的ベテランの議員さんが委員長をする委員会でございますから、そういうところに委ね

たほうが良いのではないかと、こういう結論でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 審議方法については、議論なかったでしょうか。予算委員会と同じようなかた

ちでやるということなのか、それとも例えば、予算委員かと同じようなかたちとか。 

○委員（加藤正恭君） それはページ数によって、今までと同じような方法でやったいいと。予算委員会

とね。款でやるということになると、幅が広くなるものだから大きくなっちゃうと。ページ、ページでで

すね、予算と同じように区切って、それは委員長、事務局のほうへお任せするとしても、そういう方法で

やったほうが良いだろうと。 

○委員長（大渕紀夫君） では新政クラブお願いします。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） うちは、この決算特別審査委員会については、とりあえず委員長の職責につ

いては会派の持ち回りが良いだろうという議論になりました。それは、議運としては予算が申し合わせ事

項の中で、総務文教常任委員長となっていますので、これはそれで良いだろう。だけど決算となると同じ

常任委員長が采配を取るということが果たしていいものだろうかという議論になりまして、これは会派廻

りでやられたほうが良いだろうという議論になりました。それから審査方法については、従前の決算審査

特別委員会で審議されている方法でよろしいのではないかという話しになりました。以上です。 



 11 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新風、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 総務文教常任委員長並びに副委員長が従来やっているとおりで良いのではないか

という結論でございます。審査方法については従来と同じで結構でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、公明、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 委員長、副委員長については会派の持ち回りということと、さっき加藤委員がお

っしゃったように私たちも選挙の度に変わるということ、それはそれで流れが作れるのかなと思ったので

すけれども、問題がなければ総務文教常任委員長、副委員長がやるのがいいのではないかと思います。 

 それから質疑の内容については、予算と同じような形で、白老町としては良いのではないかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 会は持ち回りではなく、総務文教常任委員会がやったほうが良いという意味で

すね。はい。 

 うちの会派は、予算決算含めて会派持ち回りにしたらいかがかという意見であります。それはなぜかと

いいますと、総務文教常任委員長が予算・決算・総務、すべての委員長をやるというのはやはり会議の運

営上は極めて円滑にいく可能性は高いのですけれども、それでは予算も決算も総務も、すべて同じ委員長

がそこを行うということは、議会運営上いかがなものかということの議論になりました。それは運営がう

まくいくかもしれない可能性が高いですけれども、それぞれの委員がそういうことをきちんと経験してい

くということを含めてですね、同じ人が３つの委員会の委員長をやるというのはちょっと、議会運営上問

題があるのではないかということで、総務文教常任委員長は総務文教常任委員長で、予算・決算はすべて

持ち回りで行っていったほうがということであります。  

 審議の仕方については皆様と同じように、今までのとおり特に予算委員会のような形でね。やられるの

が一番良いのではないかという議論になりました。 

 委員外議員の方で、決算委員会の持ち方についてのご議論、考え方ございましたら意見を伺いたいと思

います。玉井委員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 特別にはありませんけれども、今まで皆さん言われているように総務文教

常任委員会で委員長・副委員長がやると。そのとおりで良いと思います。それから、審議も今までどおり

といういうことで良いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、西田議員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 私は会派持ち回り式のほうがよろしいではないかと思います。やはり会派

の代表が委員長・副委員長を務めることによって、それぞれ決算書とか予算書とかに関しても、やはり関

心が高くなるわけですし、総務だけの責任でやってしまうと、特に特別会計とかそちらのほうが、いつも

そうなんですけれども見ていると、何か質問もなしで終わっちゃいますので、議論を深めるためにもやは

り会派持ち回りのほうが良いのではないかなと感じております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の方でご意見ございましたらどうぞ。 

 審議の仕方については皆さん一致しておりますので、予算委員会と同じような形ということでよろしい

かと思うのです。決算委員会の場合は係長まで出ますけれども、今度は係長は出席しないということにな

りますので、予算委員会と同じような形の審議方法となるかと思います。正・副委員長の件ですけれども、

総務文教常任委員会の正・副委員長が予算委員会、決算委員会ともやったほうが良いといわれたのが、町

清、新風、公明ということでございます。新政は予算は総務で決算は会派ということでございますので、

きちんと採決したほうがよろしゅうございますか、それとも予算・決算ともども総務文教常任委員長が委

員長を行うということでよろしゅうございますか。加藤委員どうぞ。 
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○委員（加藤正恭君） 予算の審査のことまでは、議論はしていません。今回の場合は決算に対しての持

ち方ということですから、予算のことまでは議論はしておりませんから、予算も決算もこうだよというこ

とにはならない。私、先ほど申し上げたように非常に決算審査特別委員会の中で、予算に関する問題を、

とにかく決算に限ってやるということになると、どうしてもいろんな発言をすると、「来年の予算はどう

なんだ」というようなことを聞く傾向が、我々はじめあるんですよ。必ず出てくるんですよ。そういう場

合にはやはり、決算に限るんですよということをやるためには委員長がしっかりと、そういう発言が途中

であった場合に「まずい」という決断するために、ある程度ベテランの方で、ベテランというのは語弊が

ありますが、例えば会派でやるとなると、やはり新人で出られた方すぐ決算の委員長ということがないわ

けではない。しかも、今度やりますと２年、さっき言うのを忘れたのですけれども、２年後には今度また

任期が終わりますね。新たに 3 年目になると、新しい議員さんで決算をやると、そのときに今までの会派

がそのままのメンバーであるかどうかということになりますとね、名前も変わる、メンバーも変わるとい

うことになりますと、その度にですね、順序は一応決めてあるでしょう。3 番目のは今度できた会派のど

の会派に充てるとかなにか、そのたびに議論をされるのであれば、共産党さんと公明党さんはきちんとし

ているから、これは良いと思うのだけれども、他の会派は流動的だと思うので、名称も含めてメンバーも

ですね。だからそういうことを考えると、必ずしも会派というのことになるとまずいのではないかと、こ

ういうふうに考えての提案でございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。私がさっき申したのはですね、今の町清クラブさんの場合は予

算委員会はそのままですから、当然決算委員会が総務文教常任委員長ということになれば、予算・決算と

もどもになりますね。やっぱり委員長が３つの委員会の委員長をやるというのはいかがなものかと、僕は

思っているわけですよね。これはやっぱり議会運営上まずいだろうというふうに思っております。それで

そういう意見を述べたわけですけれども、もちろんこれ皆さん意見の総意で決まるわけですから。例えば

会派がそうなる場合、僕が考えていたのは、委員長は会派の上からくると、副委員長は下からいくという

ふうにして、これ例えば代表質問なんかみなそうなんですね。改選時期になりますと、みんな会派変わり

ますから、代表質問当然変わります。順番はもちろんそうなるわけです。前回の順番で踏襲するわけには

行きませんので、それは代表質問の順番も全部変えるわけですよ。ですからそういうことで言えば、会派

の人数の多い順番から委員長をやってきて、人数の少ない会派から副委員長をやってくれば、これはどん

な時でもルールは同じルールになりますので、そういう点で言えばなにも面倒くさくないことになると。 

ただ、内容の問題についていえば、今加藤委員が言われたことについては、これはクリアできない内容、

中味ですね。運営上の問題ではそういう意見がございましたし、意見が申し述べられれば、それはそうか

なという気はもちろんいたします。ですから、３つの委員長を一人の方がやられるということが、やっぱ

り大丈夫なのかなという気はちょっとしたということです。はい加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） もう一つ、確かに委員長が予算・決算委員長となっちゃうと、同じことが考えら

れる。それも多少分かる。ただ５つの会派がもしあった場合、我々の任期は４年ですから、決算は４回や

るわけですね。そうすると５つ目の会派というのはどういうふうになるのだ。 

○委員長（大渕紀夫君） それで委員長は頭から、副委員長は下からいくということと、同時に予算委員

会も全部入れて８回になります。だから予算委員会も決算委員会もすべて持ち回りにすれば、８回ですか

ら十分全部に廻るということになる。そういう意味です僕が言っているのは。 

○委員（加藤正恭君） だけどもそううまくいくかな。５つの会派の場合ね、必ずしもそういうふうにな

らないような気がするんだけれども、４つだと順調に行くかもしれないけれど。 
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○委員長（大渕紀夫君） それは当る人と当らない人が出ますけれども、それはルールでいきますから。

ただ予算委員会と決算委員会にすると、ポストは１０になりますからね。正・副委員長ですから、１０回

ですから５会派ですと２つずつは必ず当るという計算になるんですよ。そういうことになりますよね。計

算でいけば。ですからそういうふうにされたほうが、１人の人が３つの委員長をやるのはいかがなものか

というのが、私が最大の理由だったのですけれども。もちろんこのことで、時間を費やす気はさらさらご

ざいませんので。はい加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 一つの提案として、その都度委員長を互選するという方法も考えられる。会派に

しばらないでね、その中から選ぶという方法も良いのではないかと思うのだけれどね。それは個人の意見

です。 

○副議長（根本道明君） 会派の意見を今述べているわけだから、個人の意見を持ち出したらそれはだめ

でしょう。そういたらもう一度会派会議をやらなければならないわけでしょ。 

○委員（加藤正恭君） それはそうだ、それは余計なことだ。取り消します。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方。山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 総務文教常任委員長が予算の委員長を兼ねたのは、職務的に通じるものがあるか

らということで何も問題なくそのようになったと思うのです。たまたま今回３つになると申しましても、

総務文教常任委員長がものすごい仕事上３つもあれば負担であると、こういう事情であればそういうこと

も分かりますけれども、そういうことでなければ、何も私はそれに対しての異論はないというふうに考え

ます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、ございませんか。はい、委員外議員玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 今はですね、この問題、今後もっともまなければいけないと思うのです。今は暫

定的にある程度多数決のような状況で決めておいて、そして、変更する分については何もその都度問題は

ないわけですから、そういうふうに流動的に持っていったらどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 今玉井委員から今回はそういう形で決めるけれども、今後再検討してはいかが

かと言うような主旨の意見がございましたけれども、いかがでしょうか皆さん。 

 いずれにしてもこれ申し合わせですので、条例化するとかそんなことございません。申し合わせでござ

いますので変えることは可能なんですけれどもね。それは全く問題ございませんのでね。 

 いずれにしてももう一つこの次、決算委員会を会期中に入れるかどうかというのがあるんですね。予算

委員会と同じように。これはまだ議論していないのです。当然それは今後の議論になると。これも考え方

色々ございます。但し今回だけは９月議会ではできませんので、当然１０月なり、１１月に決算委員会を

新たに設けると、こういうふうになりますので、当面は今玉井委員がおっしゃられたように、当面は今の

意思統一、総務文教常任委員の正・副委員長が決算委員会の正・副委員長を担うということで今回はいく

ということでよろしゅうございますか。 

〔｢はい｣という声あり〕 

 はい、それでは平成１６年度の決算につきましては全員で行う。町長・助役、すべて出席をしていただ

くと。審査の方法は決算委員会とやや同じような形で行うと。委員長・副委員長については、総務文教常

任委員会の委員長・副委員長が行うと。 

決算委員会、いままで通常ですと４､５日ということで、準備期間も含めましてね、とっているわけで

すけれども、今回につきましては、先ほど申しましたように１０、１１月の中で新たな形で行います。日

程をどの程度とるか、また、一般会計と特別会計を日割りをするかどうか、日割りという意味は、一般会
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計２日で、特別会計１日というように。そうすることによって、先ほど西田委員から出た特別会計が時間

がないために、スーっといってしまうというふうになりづらいという部分がございますので、日割りにし

たほうがいいのかなという意見が前回も、私ではない方から出たと思いますので、そこら辺のご議論だけ

いたきただきたいと思います。はい、吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 前回も話したのですが、やはり時間割の問題で議論が中途半端になる可能性がご

ざいますので、できれば一般と特別会計の時間割を明確にして進めたほうがよろしいかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。予算委員会は大体２日半なんです。ですから、それを見ますと

一般会計が２日とちょっとで特別会計はほとんどなしという状況であります。それは、事務局からも確認

いたしました。そうなると、２日間の一般会計で１日特別会計とって早く終わればやめるということは構

わないわけで、意見がなければ止めるのは当然ですから。日割りにするとしたらそのような形になるのか

なと。２日間の一般会計で議論百出すれば延会もありえるというようなことで、総務文教常任委員長に采

配を振ってもらえばいいのかなというふうに私は思っていましたけれども。 

 今、吉田正利委員も時間をきちんと区分けをしたほうがいいということは、そういう形での区分けしか

ないかなと思っているんですよね。大体そんな形で良いですか。残った分については、正・副の決算委員

長と事務局にお任せをして、予算委員会を十分考慮しながら行うというようなことでいかがでしょうか。 

 これは権限がそちらにございますので。はい、それでは決算委員会については、最後に日程は今後正・

副委員長にお任せをいたしますけれども、概ね３日間くらいにし、一般会計２日、特別会計１日というよ

うなことを考慮しながら決めていただくというような形でよろしゅうございますか。 

 はいどうぞ、根本副議長。 

○副議長（根本道明君） 決算委員会のときは、必ず資料請求という時間というのをとっていたのですけ

れども、今回の場合それをとる時間帯は取れないと思うのですが、資料請求をどのような方法で執り行う

かということを、事前に例えば事務局に申し出るとか、そういうふうな方法を若干申し合わせておいたほ

うが良いと思うのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま、根本副議長から資料請求の関係が出ました。今までは先に早い段階

で打ち合わせをいたしますので、その段階で資料の問題各会派に下ろしていますけれども、今回そういう

ふうになるかどうかというのもございますので、その点については正・副の決算委員長が内定しておりま

すので、事前に資料請求が各会派でできるような形を、これは必ず議会としてはやらなければいけません

ので、それは考慮していただきたいというふうに思います。そういうことでよろしゅうございますか。 

 ただ今確認した事項につきまして事務局でまとめをいたします。それをもって理事者側ときちんとこう

いう形で、今度から町長・助役が拘束されますので、そういう形で申し入れを議長及び議会運営委員会と

して行うというふうにいたしたいと思いますけれどもよろしゅうございますか。 

 はい、それではただ今１１時でございますので１０分間休憩といたします。 

 

休  憩 （午前 １１時００分） 

 

再  開 （午前 １１時１１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。 

 それでは、７．会議案について、事務局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） はい、お手元に委員会条例の一部を改正する条例という案をお配りしてお

ると思います。これは前回の議会運営委員会で議論していただきました各常任委員会、議会運営委員会の

任期でありますけど、これは取り決めのとおり１２月定例会の会期中に任期が切れるようにすると、所管

事務・委員長の互選等もスムーズにいくということでご承認いただきました。このように提案していきた

いと思っています。 

まず一つ、後ろの新旧対照表で見たほうが分かりやすいかと思いますが、任期は従来は２年ということ

になっておりましたが、これを２年後の１２月定例会の会期第２日までとするということで、会期の２日

目に任期切れをするようにしますと、２日目で所管事務調査の報告を終えて、３日目で改選できるという

ことになりますので、こちらのほうがいいかなということでございます。 

それと、第４条の関係ですが、今まで任期は期間としていましたので、今回任期を指定日としたことか

ら、任期の起算がいらなくなるということで第４条を削除したいと。それにあわせまして４条－２を４条

にします。それと第６条－２ですが、これは任期前の改選ということで、定例会中に改選が行われますの

でこれは必要なくなるだろうということで削除したいということであります。その下の４のアンダーライ

ンを引いているの、これは誤りですので訂正してください。これは関係ないです。以上です。 

この３点を改正したいということです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、これは前回議論をし尽くしておりますけれども、いかがでしょうか。よ

ろしゅうございますか。はい、それではそのようにいたします。 

８．議員の派遣承認について。 

○事務局長（上坊寺博之君） これについても、資料をお配りしてございます。議会議員研修会等日程表

ということで、これは最終日に派遣承認をいただく部分でございます。 

 現在までで決まっている部分の行事日程を出させていただいてございます。 

 これ以外のものにつきましては、冒頭で説明しましたけれども、但し書きの規定で会議規則で議長に委

ねられてございますので、これ以後新たに発生して議会が必要と認めるものにつきましては、議長の裁量

で行われるということになります。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。それでは、９．意見書の取り扱いについて。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、意見書、前回１６日の日に配らせていただいているものでござい

ます。２件出てきております。 

 １件目は日本共産党のほうから出てきているものでございまして、今回意見案第１１号になります。国

の季節労働者冬期援護制度の存続・拡充を求める意見書（案）ということになってございます。 

 もう１件は公明党のほうから出てきてございまして、これの番号が意見案第１２号になります。アスベ

スト対策を求める意見書（案）ということでございまして、内容についてはすでにご配付していますので

以上のとおりでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 意見書２件でございます。１本目、国の季節労働者冬期援護制度の存続・拡充

を求める意見書（案）、これについての各会派のご意見を伺いたいと思います。どうぞ。はい、町清クラ

ブ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） はい、２つともよろしゅうございます。という結論でございます。 

○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） 新政クラブは、国の季節労働者冬期援護制度の存続はずっと賛成しておりま

すので、賛成をしたいということであります。それから、アスベストの対策については、今大変な懸案事
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項でありますので、国に対して対策を求める意見案というのは必要だということで賛成ということであり

ます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風、吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 新風は両案とも賛成いたします。以上。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、公明吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） はい、共産党さんから出てきた意見書には賛成いたします。あとは自分のですの

で。 

○委員長（大渕紀夫君） 私、１件アスベストの意見書ですが、基本的には賛成ですが、ちょっと文章を

入れていただきたいというところがありまして、ご議論を願いたいと思います。全然難しくはございませ

ん。私たちのところで、町のほうにも申し入れをいたしました。その中でも出ているのですけれども、一

つは記１､１番最初の部分、アスベスト問題に関する省庁、総理大臣を本部長とするといううんぬんとい

うところでございます。ここにですね、実はこれ長い間、国で問題になっていたことで８種類くらいある

もののうち、２種類が先に提出されて残った部分が今まで継続されてきたということがございます。表現

のほうが色々ありますけれども、最後です。「推進すること」となっている「推進すると同時に政府の責

任も明確にすること」と入れていただけないかということです。それはどういうことかというと、ＩＬＯ

の関係で、受け入れるかどうかというのは国の姿勢があるんですね。これ輸入物ですから。そういう意味

でございます。 

 それともう１点、２番目の教育施設うんぬんこれはこのとおりでございます。それで、町のほうもこれ

はいっているのですけれども、「対策を進めるとともに」最後、「体制整備を進めるとともに、今年度の補

正予算の計上を図ること」と。要するに国がお金を出して欲しいという意味です。自治体がやるというの

は難しいですので、やっぱり国に一定限度補正予算を持っていただきたいという、この２つをですね、で

きればいれていただけないかと、そうすれば私たちも賛成したいというふうに考えておりますのでご議論

願いたいと思います。 

 まず、提出者の方そういうことでお願いしたいのですけれどもいかがでしょうか。 

○委員（吉田和子君） これは、何年前かにこの問題が出たときに、うやむやにした部分があるんですよ

ね。だめだというものを正式に使用禁止にしないで、そのまま継続して持ってきたというのがありますの

で、これはきちんと明確にすべきだと思いますので入れて構わないというふうに思います。それからやっ

ぱりこれは、各自治体でできることではありませんので、かなり予算的なものがこれからかかってくると

思いますので、補正をきちんと組んで国として対応してもらうということは大事なことだと思いますので

良いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま提出者のほうは了解を得ましたけれども、他の委員の皆様いかがでし

ょうか。 

〔｢異議なし｣という声あり〕 

 よろしゅうございますか。それではそのようにしたうえで、２本今回は意見書が出るということでご確

認を願いたいと思います。 

 続いて１０．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、事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今回につきまして、三常任委員会とも報告がございます。合わせて５件ご

ざいます。 

 まず、総務文教常任委員会でございますが、第１回定例会で所管事務として継続調査になってございま
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す人事評価制度についてが、１本報告がございます。それと第２回の定例会、６月で取り組みました町税

の概要について、これについても今回報告がございます。 

 それから、民生常任委員会ですが１本。環境問題について６月定例会で取り上げたものでございます。 

 それから、産業建設常任委員会でございます。第２回６月の定例会で取り上げました２件について、萩

の里自然公園の現状と今後の計画について、それから町有林の管理運営について、これについて報告が出

される予定でございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 常任委員会の報告についてはよろしゅうございますね。はい、続きまして１１．

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（上坊寺博之君） これにつきましては委員会条例を直しましたので、今回９月定例会で所管

事務を取り上げることは可能でございます。それで、第１日目の本会議終了後各常任委員会を設けて議論

をいただきたいと思ってございます。以上であります。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、よろしゅうございますね。この件については。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） いいのです。この問題ではなくてね、今回広報が議会だより、その中でちょっと

私意見として述べたのですが、今回の議会運営委員会の所管事務調査をやることになっていますね。その

調査結果というものが具体的に、今まであまりそういう報告はされていないのですが、今回の場合、千歳・

苫小牧に行って色々勉強して来たと。そういうのが、所管事務調査の１つにならないかどうかですね。な

るとすれば議会だよりの中でですね、議会運営委員会としての報告書というものを提出する必要があるん

じゃないかなと、どうだろうと、こういうことになったんですけれども。それについてはどうでしょう。

そうすると議会だよりの記事にですね、たいしてスペースはありませんけれども、こういうことで所管事

務調査をしてきた結果こういうことになるというような話しを、委員長なり副委員長なりで書いてもらう

と。こういうことも必要ではないのかなということで、今回の議運でその話しを出してみようと思ってい

たんです。それで今気付いたんですけれどもいかがでございましょうか。諮っていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今ちょっと確認をいたしましたら、当然報告するのは全然かまわないというこ

とでございますので、例えば、議運がこの日とこの日にありましたよと、読み上げるのはどうかと思いま

すけれども、そういうことを含めて、所管事務調査としてやったということについて報告することは全く

問題ないということですから、そうであれば、議会改革の例えば、今回きちんと結論が出たこと、そうい

うことを含めて、今までは改革全体が終わった時にやっているんですよ。所管事務報告はしているんです

ね、議会運営委員会として。それは大きなものとして全体が終わった段階でやっているんですよね、そう

いうものを含めて、今後、議会運営委員会の所管事務調査のあり方について、正・副委員長と事務局で検

討いたしまして、結果的には報告したほうが良いということになると思うのです。ですからそういうよう

な方向で、もうちょっと詰めてみたいと思います。 

 どの範囲が出るか、今後のこともございますので、１回そういうことに手をつけたらそういう形になっ

ていきますのでね。そこも充分考慮したほうが良いだろうと、ただ報告することについて言えば、各会派

に報告されているとはいえ、文書で報告したほうが良いだろうと私も思いますので、そういう視点でもう

ちょっと時間をいただければと思うんです。 

 今始めて出ましたので、副委員長とも全く話しておりませんので、そんなような処置にさせていただけ

ないでしょうか。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 原稿的には、広報特別委員長がおられるんだけれども、委員長がいうのが筋でし

ょうけれども。広報のほうはまだ間に合いますので、なるべく早く結論出してやってもらえれば、１０月
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末に出る議会だよりには掲載できるということですので、なるべく早く結論を出すようにお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の議論の中では、現在まだ所管事務報告をするかどうかというのは決まって

おりませんので、ここに書いておりませんけれども、そういうふうになればですね、ここの日程に１項目

追加すれば報告はできるということでございますので、もちろん皆さん方に文章で出すとすれば確認をし

なくてはいけません。そういうことも含めてやりたいと思いますのでよろしく願いいたします。そういう

結論でよろしゅうございますか。 

はい、それでは次、１２．第３回定例会の日程について、別紙全日程が出ておりますから、それを見て

ください。事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応３日くらいの日程がかかりそうかなと、今思っております。初日目案

につきましては、一般質問でございまして、一応６名、今挙げてございますけれどもできれば５名くらい

は終了したいなという考え方は持っております。その日終わりましたら各常任委員会の所管事務調査の会

議をしていただくという流れになります。 

 次の第２日目ですが、多分一般質問が前日全部終わらないと思いますので、一応３人か４人増えると思

います。それは順次下げていくことになります。２日目につきましては、できれば補正予算までの議案審

議を終われたらどうかなと思っております。 

 ３日目でございますが、補正予算以外の議案の審議案がございます。日程の１４番目ですが、議案第９

号と議案第１０号、これは恒例によりまして一括で上げさせてもらって一括議決をもらうという形になり

ます。それと日程の１６番目、認定１号から報告の３号まで、これについても一括上程させていただきま

して、決算特別委員会の設置になります。それであとは議会側の提案事項です。 

 会議案第３号、それから議員の派遣承認、意見書２件、それと常任委員会所管事務調査の報告。失礼い

たしました、ここ民生常任委員会が抜けてございますので、あとで追加しておきます。 

 それともう１本新たに追加されれば、日程２１と２２の間に議会運営委員会の所管事務調査の報告とい

うことで１本組まれると思います。それと、中核イオルのほうの特別委員会、中間報告したいという日程

になっております。 

 ３日目終わりましてから全員協議会２本、今予定してございますが、その次の議題になりますのでそれ

で説明したいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 第３回定例会の日程につきましては、会期を平成１７年９月２８日から９月３

０日までの３日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔｢異議なし｣という声あり〕 

 それではそのように決定させていただきます。 

 １３．その他の事項につきましてお願いいたします。  

○事務局長（上坊寺博之君） 全員協議会の関係でございますが、これにつきましては前回の議運の中で

もご説明してますとおり、２本予定しております。これは、３日目の議会全日程終了後に一応組みたいと。

今の予定で２本かけますと大体２時間くらいかかるものですから、議会は３時前くらいまでにはあげたい

と。議案の審議で時間はずれると思いますけれど、今回町側の議案もそんなに多くないですから、そうい

う目標で議会運営進めていきたいと思っております。 

 件名につきましては２点、指定管理者制度について、これは第１日目の日程で資料が配られるという予

定でございます。Ａ４版で７～８枚になるということで、初日に配りますので最終日までご覧になって検

討していただきたいと思います。それと防災拠点整備ということで、これ防災センターと消防庁舎の関係
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でございますが、これは９月７日の日、室蘭開発建設部で入札がされていまして、その後は白老町と協議

を進めるという予定になってございますが、まだ開建のほうから白老町へは打診がきてないということで、

ちょっと３０日に説明できるかどうかというのは微妙な状況にございますということでございます。 

 第１日目までに諮れるかどうかということの結論をいただく予定になってございます。もしかすると１

０月以降の自治基本条例の全員集まるときですとか、そういうときにやる可能性も出てくるかも知れませ

んので、ご了承いただきたいと思います。 

 まず、１番目につきましては以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 全員協議会についてはよろしゅうございますね。前回確認しておりますのでね。

そのように取り計らいをいたします。その他の２番目。  

○事務局長（上坊寺博之君） その他でございますが、２点冒頭でも申し上げましたようにご議論いただ

きたいと思います。 

 すでに、議会の傍聴規則につきましては、資料配付させていただいてございますので、今回また各会派

協議いただくということでございましたのでこの場で協議をいただきたい。それと、９月５日の議会運営

委員会で議事堂、委員会室もそうですが、クール・ビズの議会としての対応をどうするかという議論もい

ただくことになってござい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、その他２点について、各会派のご意見を伺いたいと思います。最初に町

清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） クール・ビズについては白老町の場合、特に北海道という地域をみて今までどお

りでいいのではないかと。あえてクール・ビズをする必要はないと、こういう経過になりました。色々議

論をしましたけれども、最終的にはそういう扱いをするということになりました。 

もう一つ傍聴の件は、なにか登録を廃止するかしないかということですね、それと幼児を入れる入れな

いもあったやに伺っているのですが、やはり今までどおり傍聴者については一応名前・住所等の明記は必

要であるということで、今までどおりやっていただきたいというのがうちの会派の考え方。それから、幼

児を議場内に入れるということも別に差し支えないと。もし泣いたり騒いだら、議長が即時退去してもら

うような、本人が自主的に退散すれば別ですけれども、それでも泣いている場合は議長から「邪魔になる

から退席してもらいたい」という指示をするということでの結論を得ております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと確認をしたいのですけれども、要するに町清クラブは記名は必要だと

いうことですね。それ以外のことについてはこのとおりでいいという。はい、新政クラブ。 

○副委員長（熊谷雅史君） この傍聴規則の改正につきましては、提案の中味を理解をし、このように進

めていただきたいというのがうちの会派の意見であります。先ほど町清クラブのほうから記名の手続はど

うだろうということも、うちの会派の中でも議論はあるのですが、個人保護法の施行もあることだし、や

はり無記名で入っていただくということで良いのではないかと。それから、議長の裁量が非常に大変なん

だろうと、この中にも議案があるのですけれども、退場者の改正の部分ですけれども議長並びに委員３名

の発議により妨害をしたというふうに認められたときには、そういう対応策も入っていますので良いので

はないかということで、ですから改正案とおり進めていただきたいというのがうちの会派の意見でありま

す。 

 クール・ビズにつきましては、京都議定書に書かれている理念を鑑みますと、冷暖房装置を極力使用を

避けるということであれば、やはり町議会の中でクール・ビズの対応も可であるというふうに我が会派は

思っております。以上です。 
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○委員長（大渕紀夫君） 新風、お願いいたします。吉田正利員。 

○委員（吉田正利君） 傍聴規則の関係につきましては、最小限必要な住所・氏名くらいの届け入れは、

これは必要ではないかという見解でございます。詳しくはいろいろとあると思うのですが、やはり一枚一

枚ご自分の氏名と住所くらいは、やはりきちんとしないとあとからの処置でまだまだ問題が出るのではな

いかという気がいたしますので、そういうふうなことを要望しておきます。 

次に、幼児の取り扱いでございますが、これは前面廃止することについては別に抵抗ございませんが、

やはりここまでやるとすると幼児の期間中における取り扱いについて、特別、要するに養母なる人をです

ね、設置する必要があるのではないかという見解でございます。方針については、意向は反対ではござい

ません。そういうふうなことで、この２点についてはそういうふうな見解でございます。 

なお、クール・ビズにつきましては、やはりこれは実施すべきだという考えでございます。以上でござ

います。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明お願いします。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今回の改正というのは、傍聴をしやすくしていくというためのものだと思うので

すね、ですから、記名はしなくて良い。そのほうが傍聴者が入りやすいということであれば必要ないので

はないかと思います。ただ、問題が起きたときにはその問題を起こした人に対応すれば良いということだ

と思うのですが、そういう見解です。 

それから、子ども連れの傍聴の許可制度なんですが、これは私は、議会改革の面からも、子どもさんが

いる方も議会傍聴する状況を作ってあげるべきだというふうに思います。そのためには、騒げば出ればい

いということではなくて、子を持つ私も経験があるんですけれども、子どもがいるということだけで集中

して聞けないという部分があるので、気がどうしても子どもの方に向くんですね。ですから、これは本人

の希望だと思うのですが、「子どもを連れて行きますので、預かる人を用意していただきたい」という希

望があれば、お助けネットに要望すれば人数に応じてきてくれるはずですので、もし前もって子どもさん

をつれて傍聴したいという要望があれば、これは、確かお金がかかるはずなんですよね、それでも、預け

て聞きたいという希望があれば、私はそういう準備をしてあげることが親切だと思います。 

 クール・ビズの関係は、この経済効果というのが大変大きなものがあったというふうに新聞等でも見ま

した。そういうことからすると北海道であっても、もし冷暖房で、私にとっては苦しいことなんですが、

温度を下げるとか、上げるとかということでの調節をして、地球温暖化に対しての効果もあるということ

ですので、これは用いていくべきだと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところは、傍聴規定は改正して良いのではないかと、名前を書くかどうか

という話しなんですけれども、結果として名前を書いても書かなくてもと議論になったんですけれどもね、

それをどういうふうに使うかということも出ますので、やっぱり傍聴者に対する議長の裁量といいましょ

うか。ただ、数の把握くらいは議会事務局でしておかないと、何人来たかわからないとかというのでは、

これはちょっと困りますから、そういうことはやっていただきたいと思うのですけれども、私はこういう

形の傍聴規則で良いのではないかというふうに、議論の中でそういうふうになっております。 

 それから、子どもの件なんですけれども、これ、今公明さんがおっしゃいましたけれど、それはちょっ

と認識不足ですみません。お金を払うというのは個人が払うんですか。そういうことが可能で傍聴したい

という方がいらっしゃったら、それは大いに受け入れるべきだと思うけれど、それが良いのかどうかとい

うのは僕もちょっと分からないんですけどね。それはすごい優しい政策だなと僕は思います。どうすれば

いいかということはあまり考えていなかったので、自己負担だけれどね。手配をこちらでしてあげるとい
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うことになるんでしょうから、そういう議会が優しい側面を持つ、出してあげれば一番良いのだけれど、

来ている来ていない、来るということを事前に確認するということが良いかもしれませんね。確認できな

くて置くというのは、僕はちょっといかがなものかというふうに思うものですから、そこら辺はちょっと

どうかなと、そういうことができれば良いなというふうに私も思います。 

 クール・ビズにつきましては、３人しかいないのだけれどいろいろ出ました。ネクタイを取らなければ

いけないとかそういうことではないですよね。ですから自由にして暑い方は取るというようなことで、も

のの説によると夏は２度上げるというのですか、それから冬は下げる。これはかなり議論になりました。

だけど結論としてみればやると。やって対応はそれぞれ個々がどうぞして下さいと。ネクタイを取りたく

ない人はして来ればいいわけですから、そういうことで対応したほうがいいのではないかという意見です。

以上。 

 委員外議員の方、参考のためにご意見を。谷内委員どうぞ。 

○委員（谷内 勉君） 実はですね、定例会ですとか臨時議会、議事堂でやる場合はけじめの意味でネク

タイをしましょうと決まりました。それで、委員会につきましてはね、クール・ビズでやりましょうとい

う話しになりましたので、これ補足的な説明です。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。委員外議員の皆さんご意見があれば、はい、玉井議員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 谷内委員が言われたことを、私も言おうと思ったのだけれど。国会でも今はノー

ネクタイを奨励しているということで、これは僕はノーネクタイのほうが良いのではないかと思うのは、

堅苦しくすればすべていいということではないし、規律正しければいいというものでもないなと、ネクタ

イのことについてですよ。そういうことを考えるとノーネクタイでもいいのではないかと思うのです。つ

いでだから、今この辺の話しを詰めていただければと思うのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） 西田議員ございませんか。はいどうぞ西田議員。 

○委員外議員（西田祐子君） クール・ビズの一番の目的は、やはり先ほどから話が出ていますように、

地球温暖化というのが一番の基本だと思うのです。先日も新聞とか報道で随分出ていましたけれども、冷

房についてはエネルギー消費量より、むしろ暖房のほうが６～７倍高いという結果も出ているんですよね。

やはりそういう意味でいくと、私も夏はいいのですけれども冬になってきたら、やはり厚着をするとか、

夏になったら夏になったように薄着をするとかというのが、それが地球温暖化に対して、まず議会からや

っていくべきではないかと思うのです。ネクタイというのもけじめがあってきちんとしていなくてはいけ

ないとか、背広も礼儀だという考え方もあるんですけれども、それでは傍聴規則の中に背広を着なければ

いけないとか、ネクタイをしなければいけないとか、そういうようなものがいつから慣例的になっている

のかなと思いますと、非常に最近なんではないのかなという思いがするのです。昔は羽織袴でしたよね。

議事堂に入るときは。大昔ですけれども。今は背広という形になりましたけれども、地球温暖化という一

つの社会的な流れの中で、まず議員が範を示すという意味では、できることから何かをしていったほうが

良いのではないかと思いまして、提案させていただきました。 

○委員長（大渕紀夫君） 最初に傍聴規則の関係ですけれども、記名をしたほうがいいのではないかとい

うご意見、あとは中味については子どもさんの保育をどうするのかという、この２点なんですけれどもね。

これはちょっと多数決はなじまないような気が僕はするのです。傍聴規則というのは。私の勝手な判断で

すけれども。もうちょっと議論をしたほうがいいかなとも思うのですけれども、いかがでしょうかね。今

日、このままでいいというほうが多いから、このままというのも、傍聴規則はやっぱり全会一致のほうが

良いのではないかと私勝手に思うのですけれどもいかがでしょうか。 
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 もう議論する必要はないよということであれば、それはそれでいいんですけれども。どうでしょう議長。 

○議長（堀部登志雄君） 傍聴規則について、今提案させてもらっているんですけれども、皆さんの意見

を聞いて、私なりにちょっと考えたのですけれども、住所・氏名ですか、我々は傍聴の方にそういうふう

にすれば気安いのではないかと思うのですけれども、逆に裏を返してみると、傍聴の方、名前も何も書か

ないで来てね、逆に傍聴するほうがなんとなく、力が入らないような感じがしないでもないというような、

そういう具合の認識もあるんですよね。「どうぞ、どうぞ来てください。名前も何も書かなくても良いか

ら、出入りを自由にしてください」というような形にすると、「私は今日傍聴に行ってきました」という

ときに、「傍聴に行ってきたというけれど、本当に行って来たの。証拠も何もないでしょう」というよう

な形になると、なんとなく張り合いがないような感じがしないでもないんですよね。そういう面では強制

するものもないかもしれないけれど、ある程度紙を置いておいて、いろんな会議でも何でも受付に人が付

いて、「名前と住所を書いてください」とやっていますけれども、あれまでしなくてもやっぱり、そうす

ると事務局もついていなくてはだめですか。入口に置いておいて、書く人は書いてもらうくらいの、書か

ない人は書かなくてもどうということはないのですが、そういう形にしておいたほうがいいのかなという

ことで、その辺に付いてはもうちょっと皆さんで議論してもらったほうが良いのかなと。全く書かないで

どうでもいいよとなると、来ている方も張り合いがないといえば張り合いがないような感じがして、そん

なこともありますのでその辺ひとつ。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、では事務局からちょっと説明します。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっとよろしいでしょうか。この傍聴規則の改正については、第２次の

議会改革で傍聴規則を改正するという改革項目があるということに伴いまして、事務局案というかたちで

提出させてもらっております。今住所・氏名の規定がかなり戸惑いというか、そういうのがあるのかなと

いう感じを受けましたが、この流れというのはですね、これをちょっとご説明しておいたほうがいいかな

と思っています。 

 平成１２年に白老町情報公開条例を定めていまして、その中で各種の会議も公開していくという方向性

を、その情報公開制度の中で作っております。その中で、大きな紙の改正する内容の４条、５条のところ、

ちょっと見ていただきたいのですが、町側ではすでに白老町附属機関の会議の公開に関する規則というも

のを定めていまして、原則公開として、要するに傍聴人の自由意志を尊重するという定め方をされていま

す。それに伴いまして氏名・住所等の記載をする受付は一切行わないという町側の仕組みを今そういう形

で動いております。 

 ですから、そういうものを総合的に判断して議会も今住所・氏名書いていただいても、一切それが何か

に活用されるかというものは今ありません。ただ、受付したものを保存しておくというのみでございます

のでね、これはいらないのではないかという内部の議論でもございます。その代り先着順でございますか

ら、傍聴に関するそういう決まりごとですとか、３０名と決まっていますので番号札等は配らなければな

らないだろうという判断はしてございまして、氏名・住所についてはですね、事務局としては必要ないの

ではないかという受け止め方をしてございます。ですから根っこの部分は情報公開制度からきているとい

う部分をちょっとご理解いただきたいなと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、これを見ましたら先着順とするということになっておりますから、事務

局にはどうしても入らなくてはいけないということになるということでありますね。 

 ご意見ございます方どうぞ。はい、委員外議員玉井議員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 特別問題はないと思うのだけれど、ただ、色々事件的な、暴動的な言い方があっ
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たときもあるのですけれども、そういう時には名前が必要ではないかと思うんですよ。何も平穏無事にい

っているときはなんでもないですね。いらないかと思います。だけど、暴言を吐くとかそういうことがあ

った時は、やはり必要性があるのではないかと、そういうとこのために今までは住所・氏名を書いていた

のではないかと思うんですよね。だから、そういうこともいらないんだということであれば、今事務局長

が言われたように問題はないと思いますが、その辺はどうすべきかなと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 傍聴規則というのは、地方自治法で一応定めなければならないという規定

があって定めているものですよね。基本的には本会議場の中の整理権というのは、議長に委ねられている

んですよ。議長の判断によっては静止を求めたり、退場を命じたりということが可能です。なおかつ法律

の規定ではですね、危険を加えるですとかですね、そういうものをやると議長が警察権を要求できるんで

すね。そういう法律の定めになっていますのでね、あえて細々書いてもすべて議長に委ねられているとい

ったら変ですけれども、ただ、うちのほうでこの傍聴規則の全部を排除しようということは、何かあれば

議長の議場整理権でカバーできるわけですよ。逆にいったら今どき拳銃だとか、そういうものをもって入

るだとかいうことも当然考えられないし、逆にいったらそういうものを狭める必要がないのではないかと

いう規定なんですよ。 

 例えば、暴動を起こすとか、騒ぎ立てるというものは当然議長の議場整理権でできますのでね、逆にこ

この人の一つの考えとしては、あくまでも規制をする部分と、逆にいったら議会を公開する義務というの

を持っていますので、これをどっちに秤をかけるのかという部分だと思うんですよね。ですから、今ライ

ブ放送もしていますから、映像も録音も自由にできる状況になっていますのでね、そういうものを鑑みた

ら、開かれた議会という部分から見たら、あまり細かな規定はいらないんじゃないかなと思います。先ほ

ど子どもの部分がありましたけれど、これについては今後どうやっていくかというのを議論していかなけ

ればいけないかなと思っていますけれども、それも何かの形でカバーは可能なのかなと思っております。

あくまでも法律の規定で議長に権限があるということを理解していただいて、ですからこれ規則ですから

議会にかかわらないんですよ。議長の決裁で定めるものですので、ただ、これ全体に関わる部分ですから、

お示しして決めていただくということの手続を取っていますけれど。ですから、事務局としては議長の裁

量の下で、そういう部分はクリアできるかな、最悪には警察権を導入することは議長に任されていますの

で、その部分もございますので、ある程度はクリアできているのかな、制度上は。と思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今事務局から説明がございましたけれども、ご意見のございます方どう

ぞ。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 開かれた議会の基本線が、今局長が説明した内容でよく分かるんですけれども、

やはり公の会議そのものは、議会も含んだ会議の内容を指しているのでしょうか。公開条例その他の問題

について、それが一つなんです。それから、いずれにしても絶対無防備ということは保障されないと、先

般も裁判中に裁判官を狙った事件ございましたけれども、これはやっぱり予測外の、想定外のいろんな問

題があるわけでございまして、最小限の規制というものはいかに開かれた議会であっても、それはやはり

一時確保する最小限の確保は必要があると思うんでございます。そういうふうな意味で、今回の傍聴者の

件については、余分な規制は全くいらないと思うのですが、最小限、今受付簿、傍聴者名簿の中でも、白

老の場合は連記されているのでしょうか。１枚で連記されておる場合は、これは公開情報その他でちょっ

と問題があると思うので、これが１枚１枚であれば問題ないだろうと。そのように個々人が自分が記載し

て、所定の箱に入れておくということについては、自分が来ているかどうかということを他に見られなく

て良いわけでございますので、他の苫小牧、室蘭もやっているように。やはり一部そのように連記ではな
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くて個々人の住所・氏名くらいの規制は絶対必要ではないかと思うのでございます。そういうふうな意味

において、全く今局長が話されたように、それを全部撤廃するということについてはどうかな、段階的に

やることも必要でないかと思うのでございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はいどうぞ、事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今ちょっと、受付簿は連記式なんですよ。許可書はそれぞれに出しますけ

れど、今は書いてもらって傍聴券を出していますから。それは個々ですけれど、記名は連記式になってい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、委員外議員玉井議員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 今吉田正利委員も言われたとおりなんだけれども、やはり外国から入ってこられ

ている方がすごく多くなってきていると、平均に日本の治安も悪くなってきているんですね今。だから、

先ほど裁判所での事件も言っていましたけれども、そんなのが起きたというのもそんな関連もあって、や

っぱり問題が起きる。今、これ例えばね、撤回することも私は構わないのだけれど、だけども、もし起き

てからもう１回改正するのだというのであれば、これは定かでないと思うのですね。こんなことがあって

はならないことなんだけれども、ある前にそれを予防するという意味で、ある程度の線まで、最低限度は

決めておくということも基本ではないかと思うんですよね。私はそう思うんですよ。だから最小限度は決

めておこうということでないかと私は思うんです。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。この件につきましてはもう１度だけ、各会派で議論していただ

きたいと思いますけれどもいかがでしょうか、採決するというのはどうも私は違うような気がするもので

すから、これは時間が必要ございませんので、ここまでやらなくてはいけないということはございません

ので、もう一度この件につきましてはご議論願えませんか。いいですか、じゃそのようにしていただきた

いと思います。 

 最後にクール・ビズの関係ですけれども、大方の意見は同じなんです、それで、２度下げる、上げると

いうことがきちんとできるのであれば、これはネクタイを着用するかしないかというのは本人の意識とい

うことで、ネクタイをしなくてもいいと、上着も着用しなくて良いということも含めて、本人の判断でク

ール・ビズは行うというような線にしかならないのではないかと、これやらないというふうにはならない

問題ですので、こちらだけ上げるけど、本会議場は上げないなどということにはなりません。はい、どう

ぞ加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 関連で聞きたいのだけれども。今議員側だけの議論をしてクール・ビズうんぬん

言っているけれども、当然町の理事者がどういうふうになるかと。我々はノーネクタイでラフな姿で行く

のはいいけれど、向こうはネクタイをしてね、というのはバランスが取れないし同じことになるんですよ、

議場に入った場合はね。だから、その辺りの議論は役場サイドとしてはそういう傾向にあるのか、もう一

度、クール・ビズは終わったから、今度は暖かくするほうに、オーバーでも着てやればば別ですけれどね。 

 そういう議論をするまだ時間があるから、ここで結論を出さなくてもいいのだけれど、町の理事者とも

そういう問題については検討しなければならない問題だと、少しすり合わせしてみる必要があるんじゃな

いかと思うんだけれども。もう少し時間をかけたら良いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） この件につきましては、先ほど決算委員会の話しがございますので、その節に

町側ともお話しをいたします。方向としてはやっぱりそういう方向であろうと。当然、上着を着るかどう

かということは、冷房が入っているのは白老の庁舎の中で、こことそこしかありませんので、そういうこ

とでございますので、そこのところ念頭に入れながら、方向付けとしてはそうなるのではないかというこ
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とも含めて、町側ときちんと話しをするというふうにしたいと思います。次回なりの議運で結論を出すと。

決算委員会の話しをした時に、その話しをするということでいかがですか。あんまりこんなことで議論を

するという中身でもございませんので、そんなような方向でいきたいと思います。 

その他ございますでしょうか。 

なければ、ちょっとオーバーいたしましたけれども、以上で本日の議会運営委員会を終了いたします。

ご苦労様でございました。 

 

（閉会 午後１２時０３分） 


