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平成１７年 総務文教常任委員会会議録 

平成１７年 ６月 ６日（月曜日） 

   開 会  午後 １時４５分 

   閉 会  午後 ２時３８分 

 

○議事日程  

 議案審査 

 議案２４号～第２６号、第２８号～３７号 

（手数料及び使用料の改正に関する条例１３件） 

 

○会議に付した事件  

議案審査 

 議案２４号～第２６号、第２８号～３７号 

（手数料及び使用料の改正に関する条例１３件） 

 

○出席議員（７名）  

  委員長 吉 田 和 子 君   副委員長 吉 田 正 利 君 

熊 谷 雅 史 君        玉 井 昭 一 君 

      西 田 祐 子 君        斎 藤 征 信 君  

      及 川   保 君 

 

○欠席議員（０名）  

 

○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（吉田和子君） たいへんお疲れのところ、引き続き総務文教常任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。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（吉田和子君） 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。 

 

◎議案審査 

〇委員長（吉田和子君） これより議事に入ります。平成１７年第１回定例会において、本委員会に一

括付託されました議案第２４号から議案第２６号並びに議案第２８号から議案第３７号については、先

ほどの使用料・手数料に係る連合審査会において、質疑を終了しております。   

これより、審査付託されております１３件の議案の附則について、協議をいたします。 

事務局長より説明をさせます。 

○事務局長（上坊寺博之君） お手元に配布させていただいています資料をご覧いただきたいと思いま

す。一番めくって最後の部分を見ていただきたいと思います。 

ここに、継続審議中に施行日を経過した条例案の扱いはということで書かれてございます。 

今回第１回定例会で付託されました議案につきましては、施行日が６月１日ということになっており

ます。今回、本会議で報告するということになりますと、施行日の部分について矛盾が生じてきます。

これの取り扱いを書いている部分でございます。 

ここの説明では、これは３月の定例会で４月１日の施行日という形で書いてございますが、これを委

員会でそのまま原案可決することはできないという形になってございまして、修正を委員会でしなけれ

ばならないという形で、今回修正日の議論がいただくことになります。 

その時に、今回は使用料の改定でございますので、住民に義務とか負担を課すものについては、遡及

できない。不遡及の原則が適用になります。 

ですから、６月１日。例えば交付の日から施行して６月１日から適用するという規定はできません。

ですから本会議以降の日で、施行日を決めていただかなければならないということになります。以上で

す。 

○委員長(吉田和子君) それでは今、附則の取り扱いについての説明がありましたけれども、どのよう

に取り扱いをしたらよろしいでしょうか。 

○委員（熊谷雅史君） この資料に書いてあるとおりでいいんじゃないですか。別に規則で定める日か

ら施行すると。違うのですか。 

○委員長(吉田和子君) そのためには修正案を出さなきゃならないのですよね。 

○委員(熊谷雅史君) いや、だから修正案を出して、別に規則で定める日から。だから、それを９月定

例会以降にするのか、臨時会を開いてもらうのか。それを議論していけばいいのでしょう。 
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これ、９月定例会以降の方がいいんじゃないですか。 

○委員長(吉田和子君) 本当は６月の定例会で委員長報告しますよね。この総務文教常任委員会でやっ

たものをね。で、全部今回採決しますので、採決したものを委員長報告として今回させていただきます

ので、その時に、それ以前にこの修正案を出さなければいけないということになると思います。形とし

ては。 

○事務局長(上坊寺博之君) 委員会で修正案を出さなきゃならないです。委員発議になるのですけれど

もね。 

○委員長(吉田和子君) 前の連合審査会のときにも、この日程のことが最後に出ましたよね。で、その

時連合審査会では修正案を出すことができないので、委員会として出さなければいけないということを

説明して終わったと思うのです。確か最終的に。 

 そういうことで、今回委員会としてこの審査に入る前に、この訂正の部分についてきちっとしておか

なければ、ということなのですよ。 

 で、どういうふうな形にするかということでやって、その後に採決するときも、この修正案も全部同

時に採決していかなきゃならないのですよ。項目ごとに。 

○事務局長(上坊寺博之君) ですから、その前のページにちょっと案の段階ですが、これ委員会ですか

ら、副委員長の吉田さんの方から提案していただくというような形で作ってございますが、その後ろの

方に、まだ附則の日にちを入れてございませんが、これを修正案で。委員会ということにならないもの

ですから、委員個人の名前で修正案を出していただくような形をとらなきゃならないということなので

すよ。 

○委員(熊谷雅史君) それを先に説明させればそれで。ここは一番最後でいいんじゃないのっていうこ

とはさ、だからこの別に規則で定める日から施行するという方法しかないでしょう。だからこの方法な

のでしょう。 

○委員長(吉田和子君) 先ほど局長の方から説明がありましたように、副委員長から修正案として出し

ていただいて、それを皆さんにまたお諮りをして、それでいいということであれば、修正案のこの議案

で日程を決めて、作成をしていただくと。 

 それを今度各項目ごとに提出しなければなりませんので、一応案件ごとに。それをまた皆さんに全部

一つひとつお諮りをしながら、採決していくという形になるのです。はい。 

 そういうことで。 

○事務局長(上坊寺博之君) あとは、今町側の方では９月１日ですか、したいというような意向を受け

て、本委員会もそういうような意向を汲んでね、修正案を出すのか、逆に言ったらもっと遅くするのか。

そういう議論。 

○委員長(吉田和子君) もっと遅くするとか、もっと早くするとかということもあるのですね。 

 はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) 熊谷です。今の局長の説明を聞いて、委員長の発言も聞いて、自分が思うのは、

今委員会で採決を取って、修正日も決めて、いう日にちは町民の周知の関係も２カ月あるということで



４ 

すから、９月１日でよろしいかと思います。以上です。 

○委員長(吉田和子君) 他にご意見、どうでしょうか。 

 町内、町各団体の説明も９月１日ということでしていたというふうには、言っていましたよね。これ

は訂正の何も案件も出ていませんけれども。これは一応行政側の言い分なのですけれども。そういうよ

うなことで出ていましたけれども。 

 意見がなければ９月１日施行ということでよろしいでしょうか。 

 はい、玉井委員。 

○委員(玉井昭一君) はい、玉井です。いや、それはいいのだけれども、６月定例会では決定はできな

いよと。ね。で、施行は９月１日からということになると、必然的にその中間で臨時会をやって、決め

なきゃならないということになるのかな。 

○委員長(吉田和子君) はい、事務局長から説明します。 

○事務局長(上坊寺博之君) そうじゃなくて、委員会の修正案ですから、それで今の副委員長から出し

てもらって、形式上ね。出してもらって、ここで採決をとれば９月１日の修正がなったということで委

員会報告します。 

○委員(熊谷雅史君) 今日ここの委員会で。 

○事務局長(上坊寺博之君) そうです、そうです。で、６月の議会で議長が、委員長の報告があったと

おり、修正案に同意するかという案、採決の仕方をとります。 

 そして、その後本文についてどうだと。そういう流れになるのです。 

○委員(玉井昭一君) そういう形。分かった、分かった。 

○委員長(吉田和子君) はい、斎藤委員。 

○委員(斎藤征信君) よく分からないのだけども、今修正案をここで採決すると。この次の６月議会に

は、提案はそこで審議することは不可能なのですか。 

○委員長(吉田和子君) 局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) これは委員会に付託されていますから、委員会で審議して、その結果を議

会に返さなきゃならないのですよ。 

 ですから、今のままでいけば、不遡及のままになってしまいますから、６月１日、いずれにしてもこ

れは無理。ですからここで一回修正かけなきゃならないのですよ。形上は。このまま返すわけにいかな

いですから。本会議の中に。 

○委員(斎藤征信君) そうすると、そのままの形どおり流れたとしても、実施は９月にしかならないと

いうことですね。 

○事務局長(上坊寺博之君) ９月１日で、本会議で可決されれば。 

○委員(斎藤征信君) なるほど。はい、了解。 

○委員長(吉田和子君) 一応、委員長報告の中で修正を踏まえて９月１日ということを委員長報告しま

す。 

 で、今度議長の方から議会として、委員会でもこれを採決して委員会としての結論は持っていきます
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けれども、また今度議会に議長から全部１件ずつ出されて採決しますので、その時には９月１日という

ことも議決されるというか採決されるということになると思うのですが。 

 そういうことですよね。こっち側で持っていったものでいいかどうかということで。 

○事務局長(上坊寺博之君) 委員会の結果としては、修正可決すべきものと報告するものです。要する

に修正しますから、今修正しまして、修正可決するべきものと決定という形で委員会報告。 

 だから、それを議長が受けて、当然委員会の中で一部修正されていますから、それは一部修正を今度、

本会議の中でかけるわけです。 

 で、一部修正が可決されれば、その附則を除いた部分の本文について、可決であればね、可決ってい

う形が。否決であれば否決って。 

○委員長(吉田和子君) じゃ、そういう形でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(吉田和子君) じゃ、９月１日ということで進めていきたいというふうに思います。 

 それでは修正案を作成いたしますので、暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時５７分 

 

再開 午後 ２時１０分 

○委員長(吉田和子君) 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それではここで、吉田正利副委員長からお手元に配布のとおり、議案第２４号から議案第２６号並び

に議案第２８号から議案第３７号の本案に対し、修正の動議が提出されております。これを本件と併せ

て議題とし、提出者の説明を求めます。 

○副委員長(吉田正利君) それでは私から提案いたします。平成１７年６月６日、提出先・提出者は記

載のとおりでございます。議案第２４号から第２６号及び第２８号から第３７号まで、一括説明させて

いただきます。 

 この条例を一部修正する理由について。平成１７年第１回定例会において、総務文教常任委員会で審

査付託された１３件の議案については、閉会中の継続審査となり、６月定例会において委員長報告され

ることとなりますが、町長から提案された各条例の施行日、平成１７年６月１日から施行するとなって

おり、そのまま施行することは不都合が生じており、また、各条例の内容は住民に義務や負担を課する

ものとなるものであるから、不遡及の原則の適用により、施行日を定例会以後とすべきであり、住民に

対してより一層の理解と周知などを深める必要があることから、施行日を平成１７年９月１日とするこ

とが妥当であり、条例の一部修正を提出するものであります。 

 よって、議案第２４号ないし２６号及び２８号から３７号まで、一括提案をさせていただきます。以

上でございます。 

○委員長(吉田和子君) 休憩提案理由の説明が終わりました。これより修正案に対する質疑を許します。

質問のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長(吉田和子君) はい。質疑がなければ、修正案に対する質疑は以上で終了いたします。 

 続いて、議案第２４号から議案第２６号並びに議案第２８号から議案第３７号の本案及び修正案を一

括して討論を行ないます。 

 討論はありますか。 

 はい、西田委員。 

○委員(西田祐子君) 私は、ここの中で先ほどもたくさん質問させていただきましたけれども、やはり

料金のところで、高校生と高齢者の負担割合のところが、やはりちょっといかがなものか、おかしいの

じゃないかなという疑問が残っております。それが一つ目です。 

 二つ目が、公共団体の認定は町が行なうというふうになっておりましたけれども、そこの中での意見

は必要に応じて行なうということを言っておられましたけれども、あくまでも参考意見を聞くっていう

程度なのか、それともきちっとした意見を聞くというのか、その辺がなんかちょっと曖昧だったような

気がいたします。 

 三番目といたしまして、白老町では政策的に判断し、高齢者に優遇するっていう考え方を示しており

ましたけれども、この度こども課として新たにできるようになったわけですから、町としてのそういう

政策的判断をぜひ求めたいなと。以上三つの点から、反対申し上げます。 

○委員長(吉田和子君) はい。賛成意見がある方。 

 はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) はい、熊谷です。本委員会に付託された事案につきまして、私は賛成の立場で討

論をさせていただきます。 

 本来、地方分権一括法が平成１２年に施行され、住民自治の根幹である地方自立、自主自立の行財政

体制が始まりました。本町においても、いろいろな対応をしてきているところでありますが、この国、

三位一体改革の中で、地方自治体がなすべき住民サービスの根幹をまっとうするためには、受益者負担

の原則をここで住民に理解をしていただき、今回上程された使用料・手数料のこの条例を可決をし、町

民に理解を得、またいろいろな議論を深め、修正を加え、３年後にいろいろ修正をしたいという理事者

側の提案もありました。それを前向きに捉えて、この条例をすべて可決すべきと、私はそのように思い

ます。以上であります。 

○委員長(吉田和子君) 他に討論はありませんか。 

 はい、斎藤委員。 

○委員(斎藤征信君) 私達が長い間言ってきたのは、この使用料・手数料すべてに公平性を保つための

ルールっていうものをきちっと作るべきだと、長いこと求めてきました。 

 それで、その中でただ一律にそれを適用するのじゃなくて、減免という制度をきちっと取り入れて、

それも一定のルールを持たなきゃだめだというふうな主張をしてきて、今回それらを取り入れながら提

案されてきたというふうに考えます。 

 それで、なお不備な面ていうのは確かに先ほど指摘もあったことは事実だし、やっぱりまだまだ検討

しなきゃならない部分というのは残るのだろうなという気はするのですけれどもね。 



７ 

 それでも３年に一度の見直しというようなことで、これから動きながら見直さなければならないこと

だというふうに考えて、今回賛成をしたいというふうに思います。 

○委員長(吉田和子君) 他に討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(吉田和子君) はい。なければ採決をしていきたいと思います。 

 それでは、議案第２４号白老町の手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議題といた

します。 

 本案に対する吉田正利委員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、

挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものといたします。 

 次いきます。次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

 議案第２４号白老町の手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決するに

賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は原案のとお

り可決されました。 

 次、議案第２５号白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例

の制定について。本案に対する吉田正利委員から提出された修正案について、採決いたします。修正案

に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第２５号白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例の制定

について、原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、原案のと

おり可決されました。 

次、議案第２６号白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について。本案に対する吉田正利委員から提出された修正案について、採決いたします。

修正案に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第２６号白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の一部を改正する条
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例の制定について、原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、原案のと

おり可決されました。 

次に、議案第２８号白老町生活館条例の一部を改正する条例の制定について。本案に対する吉田正利

委員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第２８号白老町生活館条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決するに賛成の

方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数であります。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２９号白老町福祉館条例の一部を改正する条例の制定について。本案に対する吉田正利

委員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第２９号白老町福祉館条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決するに賛成の

方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数であります。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。 

次、議案第３０号北吉原ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例の制定について。本案に対する吉

田正利委員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第３０号北吉原ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決する

に賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数であります。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。 

次にいきます。議案第３１号しらおい経済センター設置条例の一部を改正する条例の制定について。
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本案に対する吉田正利委員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、挙

手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第３１号しらおい経済センター設置条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決

するに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数であります。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。 

次、議案第３２号白老町老人憩の家設置条例の一部を改正する条例の制定について。本案に対する吉

田正利委員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第３２号白老町老人憩の家設置条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決する

に賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数であります。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。 

次、議案第３３号白老町児童館条例の一部を改正する条例の制定について。本案に対する吉田正利委

員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第３３号白老町児童館条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決するに賛成の

方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数であります。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。 

次、議案第３４号コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について。本案に対する吉

田正利委員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 
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議案第３４号コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決する

に賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数であります。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。 

次、議案第３５号白老町公民館条例の一部を改正する条例の制定について。本案に対する吉田正利委

員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第３５号白老町公民館条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決するに賛成の

方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数であります。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。 

次、議案第３６号白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について。本案に対する吉田

正利委員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第３６号白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決するに

賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数であります。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。 

次、議案第３７号白老町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について。本案に対する吉田正利

委員から提出された修正案について、採決いたします。修正案に賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数。よって、修正案は可決すべきものと決しました。 

次に、ただ今修正可決すべきものと決した部分を除く、原案について採決をいたします。 

議案第３７号白老町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決するに賛成

の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長(吉田和子君) 賛成多数であります。よって、修正可決すべきものと決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。 
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以上で議案第２４号から議案第２６号並びに議案第２８号から議案第３７号の審査は終了いたしまし

た。 

 なお、委員会報告の作成については、正副委員長にご一任願っていいのかな。皆さんからぜひこの部

分は報告してほしいという部分があれば伺いたいと思ったのですが。 

 はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) 通常本会議のルールで言えば、西田委員が言った反対討論意見、これ小数留保と

いう手段もあるのですが、彼女の言ったことも意見ですから、これもやはり、そういう意見があったと

いうことで、委員会報告に記述をしていただきたいというふうに思います。 

○委員長(吉田和子君) 本当はこれ賛成者がいれば、当日で反対討論として出せるのですけれども。賛

成者がいないですので、それとも誰か。 

 この委員会には同意する方はいませんけれども、議会の場にいったときに、もし反対討論するときに、

賛成者がいればできるのですね。保留できるのですよね。委員会の中ではないですけどね。ですからそ

のまま。 

○委員(熊谷雅史君) これは委員会の中で、今はないですから委員長報告の中で書いていただきたいと

いうお話だけ。 

○委員長(吉田和子君) はい、分かりました。 

 他に何かこの部分。 

○委員(玉井昭一君) いや、書くのは自由だろうけどね。少数意見として留保する場合はね、賛成者が

一人いないと認められないのだから、その辺の書き方がどうなるか私も書いたことがないから分からな

いけれど。 

○委員長(吉田和子君) 委員会も同じですか。 

○事務局長(上坊寺博之君) 委員会も同じです。留保の申し出があって賛成する方がいれば、そこで委

員長を通じて議長にあげるのです。 

○委員長(吉田和子君) 委員長報告にはやっぱり、留保されなければ報告する必要はないということな

のですか。 

○委員(玉井昭一君) になるかと思うけどね。 

○委員長(吉田和子君) その辺どうなのですか。 

○事務局長(上坊寺博之君) その辺は委員会の考え方で。それは決めちゃって委員長が。 

○委員(玉井昭一君) だから、そういうことがないのであれば問題ないけれども、その辺ルールにのっ

とって。 

○委員長(吉田和子君) 熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) 私の承知している限り、委員会の中のこういう質疑の形式っていうのは、本会議

に準じるのですが、要するに、議事録としてきちっと残るという。これもとっていますけれども、一応

本会議の議事録の扱いとは署名捺印が違ってきますので、当然その部分では委員会の中の質疑というこ

とですから、委員長の報告がない限りこういうことがあったということは、記載されないですよね。 
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 ですから、それを報告の中に書いていただきたいという、これは私の願いであります。はい、そうい

う意味です。 

○委員長(吉田和子君) それはそういう意見ですよね。ですから、今西田委員の反対理由として、討論

として言われたことを、委員長の報告の中に含めるべきじゃないかと。他の委員さん方が賛成がなけれ

ばと言うか、必要ないんじゃないかと。玉井委員はそういう意味で言われたんじゃないかと思うのです

が。他の委員さん方、どうでしょうか。 

 はい、玉井委員。 

○委員(玉井昭一君) 私が言っているのは。基本的にルールとして、例えば委員会が、委員長が報告す

るということは委員会がですからね、委員会がルールにのっとったことをやっているということであれ

ば何も問題はないのです。私が言っているのは。 

 だから、その辺のルールは私も正確には分からないけど、ね。そういうルールがあると思うのです。 

 だから、今熊谷君が言ったことがそのままで何ともないということであれば、私は構いませんよ。 

○委員長(吉田和子君) 及川委員。 

○委員(及川 保君) 及川です。今の西田委員の反対討論ですね。これ、今委員会全体の中でもそうだ

ったのですけれども、連合審査の中でも今西田委員が言われたことをですね、皆さんやっぱりそれぞれ

いろいろ疑問に思っている部分もあるわけですね。 

 だから、その中には総括として入れるということはいくらでもできるはずですから、それはぜひ入れ

た方がいいんじゃないですか。以上です。 

○委員長(吉田和子君) 他にどうでしょうか。よろしいですか。 

 はい、斎藤委員。 

○委員(斎藤征信君) ちょっと形式がね、今分からなかったものだから。報告の形式って何か修正案を

採択すべきものと決定と、それで終わりだったらね、いろいろと書きようがないのだろうと思うけどね。  

 ただ、その審議の経過を書くのであれば、これはものすごく大事な意見なのですよね。我々もそれを

全部のんだうえでね、完璧なものとして受け入れたのじゃないのですよ。 

 ですからね、やっぱりそういう意見は尊重すべき。だから、きちっと残して。 

 本会議の中のね、少数意見の留保っていうのはまた別ですけどね。だけども、書けるものであれば、

ぜひ残しておきたいというふうに思います。 

○委員長(吉田和子君) 今後のね、３年後の見直しに大きく影響していく意見でもある。これはもう、

議会の連合審査の中でも出ましたので、可決はされたけれどもこういった部分に問題点はあるんじゃな

いかということでは、意見としては言っていけるんじゃないかと思いますので、それを含めてやってい

きたいと思います。 

 他にこういう意見を述べるべきではないかということがありましたら言っていただきたいというふう

に思うのですが。どうでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(吉田和子君) 今、意見も出ましたけれども、あと意見がないようですので、委員会報告とい
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うのを作成については正副委員長にご一任願いたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(吉田和子君) それでは、報告書が出来上がりましたら皆さんにまた提示しますので、不足し

ている部分等ありましたら言っていただきたいと思います。 

 そのように取り計らって、提出をしたいと思います。 

 他に何かありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

◎閉会の宣告 

○委員長(吉田和子君) じゃ、以上をもちまして本日の総務文教常任委員会を閉会したいと思います。

よろしくお願いします。 

（午後２時３８分） 


