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平成１８年 議会運営委員会会議録 

平成１８年 ３月 ７日（火曜日） 

   開 会  午後 １時３０分 

   閉 会  午後 ２時４２分 

 

○議事日程  

 －協議事項－ 

 平成１８年第１回定例会について 

１．代表質問について 

２．一般質問について 

３．意見書の取り扱いについて 

（１）意見書案第１号 さらなる総合的な少子化対策を求める意見書（案） 

（２）意見書案第２号 高齢者への負担増に反対し、安心の医療制度改革を求める意見書

（案） 

 （３）意見書案第３号 米国産輸入牛への特定危険部位混入に対する意見書（案） 

（４）意見書案第４号 若者の雇用対策の抜本的強化を求める意見書（案） 

（５）意見書案第５号 ※３月１５日産業建設常任委員会で協議予定 

           平成１８年度酪農・畜産政策・価格対策に関する意見書（案） 

４．議員報酬の独自削減について 

５．その他 

 ○インターネット中継について 

 

○会議に付した事件  

－協議事項－  

平成１８年第１回定例会について 

１．代表質問について 

２．一般質問について 

３．意見書の取り扱いについて 

（１）意見書案第１号 さらなる総合的な少子化対策を求める意見書（案） 

（２）意見書案第２号 高齢者への負担増に反対し、安心の医療制度改革を求める意見書

（案） 

 （３）意見書案第３号 米国産輸入牛への特定危険部位混入に対する意見書（案） 

（４）意見書案第４号 若者の雇用対策の抜本的強化を求める意見書（案） 

（５）意見書案第５号 ※３月１５日産業建設常任委員会で協議予定 

           平成１８年度酪農・畜産政策・価格対策に関する意見書（案） 
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４．議員報酬の独自削減について 

５．その他 

 ○インターネット中継について 

 

○出席議員（１１名） 

  委員長 大 渕 紀 夫 君   副委員長  吉 田 正 利 君 

熊 谷 雅 史 君         山 本 浩 平 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）  

 

○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） ご苦労様でございます。ただ今より議会運営委員会を開会いたしま

す。 

お諮りをいたします。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（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、委員会の日程について事務局から説明いたします。 

ただ、すみません。委員外議員の玉井委員は、５分から１０分程度遅れるという連絡が入っ

ておりますので、ご承知おき願いたいと思います。 

それでは局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今日の委員会の協議事項ですが、今日の１０時で通告を締め切

りいたしました、代表質問及び一般質問の調整をいただくことになってございます。 

 それと、先般の議会運営委員会で今日に持ち越しになってございました、意見書の取り扱い

をご審議いただくということになってございます。 

 それと、前回も１点、今日までということになってございましたが、議員報酬の独自削減に

ついてもご審議いただく予定です。 

 それと、その他としてインターネット中継の関係で、ちょっと私どもの方からお諮りしたい

と思っている点がございます。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、それでは代表質問について、協議に入りたいと思います。代表

質問・一般質問、両方ですね。通して協議に入りたいと思います。 

 局長、お願いします。各議員のボックスに入っていたと思いますけれども、それを出してい

ただきたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしゅうございますか。 

 それでは、まず代表質問から説明したいと思っています。代表質問につきましては、会派順

になってございまして、先般の議運でも順番等の規定をご説明済みでございます。 

 まず、一番最初、新政クラブ。２番目、公明党。３番目、町清クラブ。４番目、日本共産党。

５番目、新風という形の流れで行うことになります。１会派概ね１時間。これは、明記したも

のはございませんけど、過去の申し合わせで約１時間程度ということになってございます。 

 １４日につきましては３会派、１５日につきましては２会派ということになってございます。 

 それじゃ、通告内容をご説明申し上げたいと思います。 

 まず、代表質問の１番目でございます。新政クラブ、熊谷議員でございます。通告の内容は、

大きく分けまして２項目３件の内容になってございます。まず１点目、平成１８年度町政執行
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方針についてということで、大きく分けて２点。１点目は安心、安全づくりから防災、福祉に

ついてということが１点でございます。内容は、防災についてということで、防災センターの

関わり等をお聞きすることになってございます。 

 ２番目、福祉についてでございますが、『寿幸園』の改築が進み、『寿幸園』の今後の果たす

役割をお示しいただきたいという内容になってございます。 

 それと、２件目でございますが、まちの活力づくりから産業についてということで、地方港

湾白老港の今後の整備の促進状況をお聞きするものでございます。 

 大きく分けて２点目、１８年度教育行政執行方針についてということで、学校教育。特に心

の教育についてということのご質問でございます。 

 １点づつでよろしいですか。いいですか、ずっと。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、ずっとやってください。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは２番目、代表質問の２番目でございます。公明党、氏

家議員でございます。２項目４点のご質問でございます。 

 １項目目、町政執行方針についてということで、１点目は「町民ふるさと農園」の考えにつ

いてというご質問でございます。 

 ２点目、町民の安全・安心づくりから「防災」についてということが１件でございます。 

 ３番目でございます。町民の安全・安心づくりから「福祉」についてということで、３連携

の取り組みの中で中心的位置を占める町立病院の取り組みについて、ご質問でございます。 

 ２項目目、教育行政執行方針でございます。この内容につきましては、幼児・子育て支援・

児童福祉、全てに心の教育があるのではないかという質問でございます。その中で、読書活動

団体の連携を深める具体的な手法ということでございます。 

 代表質問の３番目でございます。大きく分けまして２項目  ３点のご質問であります。 

 １項目目の町政執行方針についてということで、町民の安全・安心のまちづくりとしまして、

道路行政についてということが１点でございます。 

 ２点目、環境について。次世代グリーンビジネスの今後の方針ということが２点目でござい

ます。 

 それと、もう１点ですね。町の活力づくりについて。産業について、特に白老牛のブランド

化、改良センターも含めましてのご質問でございます。 

 次に、代表質問２日目になりますが、４番目としまして日本共産党、大渕議員でございます。  

 大きく分けて、２項目１２点のご質問でございます。 

 １点目は行財政の問題点とその対応策・長期見通しについてということにつきまして、１点

目、財政改革プログラムの改定状況についてというご質問でございます。 

 ２点目、財政健全化の主たる対応策についてということでございます。 

 ３点目、行財政改革との係わりで「保健・医療・福祉」３連携の具体的実行計画ということ

でございます。 
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 ４点目、バイオマス資源利活用の推進状況と問題点、スケジュール等についてでございます。  

 ５点目、産業基盤強化の中での食材王国の具体的方針。長期方針のご質問でございます。 

 ６点目、住民の立場に立った行財政改革の必要性についてということでございます。 

 ７点目、自主・自立のための行財政政策の確立と政策転換を含めた長期方針・見通しについ

てということでございます。 

 ２項目目でございますが、アイヌ民族政策とイオルについてということで、５点ございます。  

 １点目、イオル再生事業とアイヌ民族政策について。２点目、イオルの今後の方向付けにつ

いてということでございます。 

 ３点目、白老町としてアイヌ文化政策をどう発展させるかということでございます。 

 ４点目、文化の伝承・保存・新たな創造等を含めてという質問でございます。 

 ５点目、民族政策としての発展させる考えはということの質問でございます。 

 代表質問５番目で、最後でございますが、新風、鈴木議員でございます。１項目１点の通告

でございます。 

 町政執行方針まちの「活力づくり」②の町民活動についてということのご質問で、町民活動

の充実には「協働」「連携」をより図ることが重要と思うが、どのように取り組もうとしている

かという１項目１点の質問でございます。 

 以上が代表質問でございます。 

 続きまして、いいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) いいです。続けてください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一般質問でございます。一般質問につきましては、１６日・１

７日の２日を予定しておりまして、一応７人通告が出ております。 

 ちょっと、訂正をいただきたいと思いますが、レジュメの６番目・７番目、山本議員・加藤

議員となってございますが、これ入れ替えていただくように、お願いいたします。６番目が加

藤議員でございます。７番目が山本議員でございます。ミスでございますので、訂正をお願い

いたします。 

 まず最初に１番目、通告順の１番目、一般質問。吉田和子議員でございます。２項目３点の

質問でございます。 

 １項目目は町長の執行方針まちの活力づくりについてということで、１点目、移住・定住対

策についてのご質問でございます。３点、細かく質問がございます。「移住・定住」の受け皿と

なる町内の住宅状況と受入対象年代層についての町のお考えでございます。 

 ２点目としまして、全国の市町村が人口増と町の活性化のために「移住・定住」を施策とし

て行っているが、その中での白老町の優位性についてどのように考えているかというご質問で

ございます。 

 ３点目は、人口増、地域のビジネスチャンスとなる今後の進め方の考えをお伺いするもので

ございます。 
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 ２点目の雇用対策であります。これにつきましても、４点ほどご質問がございます。 

 白老町における生産人口増を図る施策についてということが１点です。 

２点目、町内におけるフリーター、ニートの状況の調査、原因の把握、町に与える影響をど

のように捉えているかというご質問でございます。 

 ３つ目、男女の就労維持と家庭・地域生活、子育ての両立のための制度（育児・介護休暇な

ど）の定着と意識啓蒙の推進についてということでございます。 

 ４点目として、白老町における各企業において、今申し上げました①から③までの項目に対

しての理解と対応をお伺いするものでございます。 

 ２項目目ですが、教育行政ということで、食育についてということで４点ほどの質問がござ

います。 

 １点目としましては、１７年度より進めている食生活教育実践事業の２年目の具体的な取り

組みについてお伺いするものでございます。 

 ２点目としまして、食育推進のための学校、家庭、地域が連携した取り組みについてお伺い

するものでございます。 

 ３点目、幼児期、保育園、保育計画に連動した組織的な「食育の計画」の策定について、お

伺いするものでございます。 

 ４点目として、「食育推進計画」の策定の取り組みについては広範囲になると考えられるが、

教育委員会が中心となって策定していくのか、またいつごろまでに策定するのかというご質問

でございます。 

 次、一般質問の２番目でございますが、斎藤議員でございます。２項目５点の、大きく分け

て５点の質問でございます。 

 まず、１点目でございますが、子どもたちをとりまく教育環境整備についてということで、

１点目としまして、児童・生徒の実態とその対応についてというご質問で、３点ほどございま

す。 

 要保護・準要保護の増加の実態と学校内外における子どもたちの暮らしの変化をどう押さえ

ているかというご質問です。 

 ２点目ですが、養育困難・放棄の実態、児童相談所対応の件数、不適応児指導の現状をお聞

きするものでございます。 

 ３点目としまして、特別支援教育が必要な対象児の実態と特別支援教育推進の方策はという

ご質問でございます。 

 大きく分けて２点目の幼保一元化についてということで、登別市におけるモデル実践の推進

状況とその成果をどう捉えているかというご質問でございます。 

 ３点目、起業家教育のねらいと成果についての考え方をお聞きするものでございます。 

 ２項目目としまして、「ふるさと学習」の推進状況と課題についてということで、２つの点の

ご質問でございます。 
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 １点目は、ふるさと学習の現況と地域連携の実態をどう押さえているかということでござい

ます。 

 ２点目は、民族教育の推進についてということで、細分の３点でご質問がございます。 

 国・道の方針を簡潔に教えていただきたいということと、２点目として、教師用指導書の利

用状況と学校の取り組み実状、成果の押さえはどのようになっているかということでございま

す。 

 ３点目として、イオル再生事業との関連性と教育委員会としての今後の構想でございます。 

 次に、一般質問の３番目でございますが、吉田正利議員でございます。吉田正利議員は３項

目１９点の質問が出てございます。 

 まず１項目目でございますが、移住政策及び定住対策とその取り組みについてということで、

この質問につきましては、吉田和子議員と若干重複するかなと思っております。 

 まず１点目ですが、温泉付き空き家、一般空き家の移住政策上の住居に斡旋の考えのようだ

が、どれほど町内に存在するのかというご質問でございます。 

 で、２点目は、空き家き各地域に点在するが、入居者の交通利便の考え方をお聞きするもの

でございます。 

 ３点目、移住者の健康・福祉・医療の関係についての対応をお聞きするものでございます。 

 ４点目、本格的移住者政策を展開の場合、専門部署の組織化が必要ではないかという、意向

を聞くものでございます。 

 ５点目、入居後の地域とのコミュニケーション対策をどのようにとるかというご質問でござ

います。 

 ６点目、移住者の定住化は雇用対策に大きく関係すると思うが、その対策はということでご

ざいます。 

 ７点目として、今後、移住促進を具体的にどう展開、推進するかというご質問でございます。  

 それと、２項目目でございますが、２項目目は道が公表したクラスター分析と今後の合併構

想を予測し、町の現実を踏まえ将来をいかに経営するかということにつきまして、７点質問が

出てございます。 

 １点目は、道の合併新法を基に、１４支庁を対象に説明を行いましたが、これに対しての町

長の見解をお聞きするものでございます。 

 ２点目、クラスター分析の結果、白老町と苫小牧の組み合わせを公表されましたが、これに

対する町長の見解をお伺いするものでございます。 

 ３点目、今後、道が実施する、市町村に対しての「意向調査」について、町長の考えをお聞

きするものでございます。 

 ４点目、町の人口は３月末で２１，０００人を割る公算が強いが、道の公表では２０３０年、

推計人口として１４，９５９人となっているが、大計に立ってどう捉えるかをお聞きするもの

でございます。 
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 ５点目、現状の財政力を示す経常収支比率が９８．６％と厳しい状況下にあるが、人口面か

らみてどう捉えるかというご質問でございます。 

 ６点目、合併可否に関わらず、役場内に合併議論を自由に交わせるシステムを作るべきと思

うがという質問でございます。 

 ７点目としては、４月１４日～１６日、各紙に載ったクラスター分析結果が、町民の間でい

ささか戸惑いがあると。経緯の解説の必要があると思うが、いかがかというご質問でございま

す。 

 ３項目目でございます。町の活力づくり、産業振興を図るため、今後の企業誘致の戦略的展

開をどう考えているかというご質問でございます。５点ございます。 

 工業団地造成事業費の実質収支はどう改善されたか。今後の赤字解消計画はどのようかとい

うご質問でございます。 

 ２点目として、一昨年改善した「助成金制度の優遇策」について、どう反映し、その結果は

どう捉えているかというご質問でございます。 

 ３点目、現状の企業誘致活動について、組織的に問題はないかというご質問でございます。 

 ４点目、これからの誘致活動の戦略的進め方についてというご質問でございます。 

 ５点目は、企業誘致促進住宅の入居について、建設の当初目的に沿った入居を成し得たかと

いうご質問でございます。 

 次に、一般質問の４番目でございます。土屋かづよ議員でございます。１項目５点の質問で

ございます。 

 １項目、介護保険の見直しについてというご質問でございます。５点ございます。  

 １点目、白老町における地域支援事業のあり方についてのご質問でございます。 

 ２点目としまして、地域包括支援センターの果たす役割はというご質問でございます。 

 ３点目、地域密着型サービスとはというご質問でございます。 

 ４点目、新予防給付でサービスの低下が生じるのではないかというご質問でございます。 

 ５点目として、保険者としての白老町としての役割はというご質問、以上５点でございます。  

 一般質問の５番目でございます。谷内議員でございます。１項目４点のご質問でございます。  

 質問項目は、港湾（第３商港区）整備事業に伴う、推進の方向性についてというご質問でご

ざいます。４点ございます。 

 １点目、公共バースの使用計画と企業との接点についてというご質問でございます。 

 ２点目、港湾の就労者数の現状と今後の見通しについて、長期・短期を含めましてというご

質問でございます。 

 ３点目、港湾の施設、ふ頭の使用料、手数料について、現状と今後はどうなっていくかとい

うご質問でございます。 

 ４点目、港湾使用についての営業活動・ＰＲはどのように行っているのかというご質問でご

ざいます。 
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 続きまして、一般質問の６番目でございます。加藤議員でございます。加藤議員は１項目３

点のご質問でございます。質問項目につきましては、国・道の基準を上回る町民サービス及び

町独自の町民サービスの内容についてというご質問でございます。 

 １点目でございますが、大まかな項目と件数、年間の金額と開始年度はというご質問でござ

います。 

 ２点目としまして、これらの継続的に実施されている町民サービスについて、多くの町民が

十分認識されているかというご質問でございます。 

 ３点目、これらの町民サービスの継続要望による財源確保について、新税の創設、また、地

方税等の税率アップについての議論と検討すべき時期にきていると思うがとの質問でございま

す。 

 最後、７番目、山本議員でございます。２項目５点のご質問でございます。 

 １項目目の質問につきましては、平成の大合併における町としての対応についてということ

でございます。 

 合併につきましては、先ほど吉田正利議員のところにも項目がございます。 

 １点目でございますが、合併が進んでいる中での全道での現状分析をどう捉えているかとい

うご質問でございます。 

 ２点目の白老町が自主自立を目指す論拠をどこにおいているのかというご質問でございます。 

 ３番目として、町の対応として検討推進部署の新設等が必要と思うが、いかがかというご質

問でございます。 

 ２項目目でございますが、道州制と道州制特区構想における町としての対応についてという

ご質問でございます。 

 １点目、地方分権・地域主権につながると思うが、現状をどのように捉えているかというご

質問でございます。 

 ２点目として、町の対応として検討・推進部署の新設が必要と思うが、いかがかというご質

問でございます。 

 以上７人から一般質問が出てございます。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今事務局から、代表・一般質問の通告内容についての説明

がございましたけれども、何点か同趣旨の質問がございますけれども、それでは問題点がござ

いましたら、出していただきたいと思います。 

 はい、山本委員、どうぞ。 

○委員(山本浩平君) 問題点というのじゃなくて質問なのですけれども、斎藤征信議員の質問

の、民族教育の推進についての①ですね。（２）①国・道の方針を簡潔にっていうのは、これ国・

道の方針を、示してほしい、どういうふうになっているか示してほしいって、そういう意味合

いですか、これは。単純に。 

○事務局長（上坊寺博之君） そこまでちょっと聞いていませんけど、素直に解釈していいと
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思います。 

○委員(山本浩平君) なるほど。はい。 

○事務局長（上坊寺博之君） たぶん、国と道の、それこそ民族のね、その教育のあり方をど

う思っているのか聞きたいということだと思いますけど。 

○委員(山本浩平君) なるほど。そして、それに対して町としてどう対応するかと、そんなよ

うなことなのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） その中で自分の思いを話されるのじゃないかなと思いますけど。 

○委員(山本浩平君) はい。結構です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他。 

 はい、根本副議長、どうぞ。 

○委員外議員(根本道明君) ９番の吉田議員の６番の合併可否にかかわらず、役場内に合併論

議を自由に交わせるシステムを作るべきじゃないのかと、交わせる。 

 それと、最後の山本議員の、どこだったかな、３番目ね。町の対応と検討推進部署の新設が

必要と思うがどうかっていう、これはだぶりだと思うのですよね。 

 それと、山本議員のこの２番目の（２）町の対応として検討・推進部署が必要と思うがどう

か、これとはまた違うのだけども、この上の方のことは、こっちは下の方は道州制のことだか

らね。上の方は合併の問題だから、この辺はどういうふうに捉えるのかなと。同じことですよ

ね。 

○委員長(大渕紀夫君) この場合はね、同趣旨の場合はもう最初の人の答弁が優先されますか

ら、もし、もしそれでね、この場合、今の場合で言えば山本議員が納得できれば、それはそれ

で質問しなければいいって。同じ答弁をもらってもしょうがありませんから。 

 納得できればね。質問しなければいいというだけの話ですから、ここの部分は、削るとか削

らないとかとしない方がね。もし違ったら、ほら、聞けるわけですから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方からもね、重複の方、後の方にお話していまして、もし

かあれだったら調整をとるか、質問を避けてもらうかということを言っています。 

○委員長(大渕紀夫君) なるほど。事務局からも、今のような同趣旨のことを言っているそう

でございます。 

 趣旨が同じであれば、最初の答弁が優先。もちろん優先されます。それで納得できない場合

はね、どうぞ聞いてくださいと。で、納得できれば、そのときは同じことを聞かないというこ

とが大切で、同じ答弁されるのじゃどうもなりませんから。 

 納得できたらそれで取り下げると。取り下げるというか、その場で質問しないと。そういう

ことでよろしゅうございますか。 

 ああ、どうぞ、どうぞ。何かありましたら。 

 はい、どうぞ、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) こっちの方、ちょっと申し合わせとか見ていないのですけど、同じ会派
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でね、質問の内容は、うちの会派はそうなのですけど、話し合って、質問があまりだぶらない

ように、同じ会派ではするのですよね。 

 で、そういう必要が、別に謳われていないから、自由でいいのかなって思ったりしながら今

聞いていたのですけど、どうなのでしょうね。 

 できれば会派は、事前に話し合って、あまりだぶらない方が、それが何ていうのかな。理想

っていうか、なのかなってちょっと思っていたのですけど。方向性が違うといえばそれまでな

のですけども。その辺でちょっと思ったのです。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、山本委員。 

○委員(山本浩平君) 国会等の例をあげていいかどうか分からないのですが、例えば何々さん

の関連質問てありますよね。ですから、限られた時間の中でやるわけですから、その中で若干

ですね、それに補足して質問したい内容については、構わないのじゃないのかなというふうに、

私は認識しているのですけれども。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。ご意見ございますか。 

 はい、委員外議員、玉井委員、どうそ。 

○委員外議員(玉井昭一君) はい、玉井です。今ちょっと、吉田和子委員が言われたことね、

これやっぱり大事なことだと思うのですよ。会派が同じであれば、打ち合わせをしてね、でき

ればですよ。 

 そうしないと、どうもやっぱり何のだめの会派かなって思うことになると思うのです。 

 だから、この辺はやっぱりもう少しね、議論した方がいいんじゃないかと思うのですけどね。

私はそう思います。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、谷内委員。 

○委員(谷内 勉君) 今の意見なのですけどね、私はね、例えば会派の中でもね、例えばこう

いうもので質問したいと。だから、具体的に文章になって出できた場合にはね、それで恐らく

ちょっとニュアンスが違ったり、何が違ったり、その辺はあるのではないかと思います。とい

うのはやはり、「いや、会派の中であなたは何を質問するのだ」と、「いや、こういうことに質

問するよ」っていう、このぐらいの程度の会話でないかなと思って、僕は判断しているのです

けども。 

○委員長(大渕紀夫君) 他、ありませんか。 

 いずれにいたしましても、山本委員のおっしゃっていることもまだ最もな部分がございます

ので、質問についてはそれぞれ、特に一般質問ですから、なるべく同じような趣旨の質問は少

ない方がいいのですけれども。 

しかし、山本委員の言われることも最もでございますので、趣旨は違うということであれば、

これはね、構わないわけで、なるべくそういう形で言えば、会派で協議されて、出されている

ということであれば問題ないというような解釈でいきたいというふうに思いますけれども。 

 その方がいいと思うのですよね。はい。 
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 ただ、全く同趣旨のものを全く同じ会派で出すっていうのは、これはまたちょっと違います

から、その点今の場合は違いますのでね。違いますので。そういうような解釈をして、今回に

ついてはいきたいというふうに思います。 

 はい、議長、どうぞ。 

○議長(堀部登志雄君) 今いろいろお話ありましたけれども、こういう形で代表・一般質問さ

れるということで、それは分かりましたのですが、今までのこの、いろいろ代表・一般質問の

中で、ちょっと私の立場としてお願いしたいなということが一つありますので。 

 まず、その一つはですね、代表質問等は一括質疑方式ですから、これは先ほど局長から言わ

れた１時間以内というようなね、そういうのもありますし、具体的に一問一答で慣れているも

のですから、ちょっと若干狂ってくるかもしれませんけどね。これは質問の要旨がたくさんに

わたりますので、時間がちょっとかかりますけれども。 

 特に一般質問についてはですね、今までの過去の例からいくと、自分の考えというのですか、

思いが非常に長い方が多くて、いつになったら質問に入るのかなというようなことが、たまた

ま見受けられますので、この質問要旨を見ますとほとんど具体的に書いておられますのでね、

前口上はできるだけ少なくしてですね、質問に淡々と入っていただきたいと。 

 一つの目安としてですね、最低でも３分くらい経ったらですね、自分の考えは３分くらい述

べたら質問に入るというぐらいにね、そういうことで一つ、原稿等をまとめていただければあ

りがたいなと。それが５分になったから絶対だめとかということはありませんけれど、そうい

う形で、スピーディーな形でこう、やり取りしていくというような形でやっていただきたいな

という、これは議長としてのお願いです。 

 それから、前回もちょっと、発言の文章の取り消しとかですね、削除とかってありましたけ

ども、特に一般の町の企業あるいは個人名、個人名ということはちょっとないと思いますけど

も、そういう固有名詞を出すときは十分配慮した形でですね、やっていただきたいなと。どこ

どこの会社って、１企業なら１企業とかですね、そういうような形でやっていただくのと、発

言のその言葉ですね、それもやはり、あまりぞんざいにならないような形で一つ、やっていた

だきたいなと。 

 特に、皆さんも感じていると思いますけれども、最近はインターネットで非常にその辺が、

見られている方が多いということでですね、また後ろに傍聴がいるいないとなると大分こう、

皆さんも意識するかもしれませんけど、見えないところでいろいろなそういった見られている

方も多いということでですね、スピーディーな形で、お互いの切磋琢磨したですね、やり取り

になるように一つ、ご努力を願いたいなということで、お願いしておきます。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。今の件、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) じゃ、私１点だけちょっと、新風の鈴木宏征議員の代表質問のことに

つきましてね、これやっぱり確認をしておいた方がいいと思いますので、このグリーンのこれ



 13 

の１７ページをちょっとお開き願いたいと思います。 

 この７番目にですね、こう書いてあるのですよ。「代表質問及び一般質問の通告は、開会日概

ね７日前に行う」と。「通告にあたっては、質問の内容を具体的に記載しなければならない」と

書いているのです。 

１７ページの７番目です、すいません。１７ページの７番目ね。７番目に書かれていると思

うのですけれども、私は議員の発言は、それぞれ自由であって構わないという考え方でござい

ます。 

 ただ、答弁をいただく、自分が納得のいく答弁をいただく。特に代表質問の場合、一括質疑

方式ですから、３回しか聞けませんのでね。そういう意味で言えば、具体的に書かれた方が、

自分が答弁を受ける者としても、いいのではないかというふうに思われます。 

 これは、本人がこれで結構だということですから構わないのですけれども、やはり具体的に

書いて具体的な答弁をいただくというふうな努力をしていった方がいいのではないかと。 

 これ、運営基準の中にきちっと書かれておりますので、その点についてだけは確認をしてお

くと。これがどうのこうのじゃなくて。確認をしておきたいというふうに思います。というふ

うに思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 次の１０番目だそうです。「代表質問及び一般質問に対する関連質問は許可しない」関連質問

は許可しないと。通告にないものは開けないという意味ですから。 

 だから、具体的でなかったら、通告でなかったら来ていないということになりますので。こ

れ、何ですけど、議長判断でこれは、この質問には関係ありませんと言われたら、聞けなくな

りますから。具体的に書いていないと。そういう意味でございます。 

  議員の側として質問権が狭まってしまいますのでね。相手側じゃなくて、我々の側として

見たとき。そういう意味ですので。一つ、今後十分配慮して、書いていただきたいと。 

 それと、すいません、もう一つ議長、代表質問なのですけど、一応１時間ということなので

すけどね、それは結構なのだけど、なるべく質問者に３０分ぐらい確保されるように、してい

ただきたいのです。答弁ずーっとやられて１時間経っちゃったっていうなら、これちょっと困

るのですよね。 

 ですから、そこの配慮をですね、ちょっと私も項目が長いから言うのですけど、３０分は質

問させていただきたいと、自分でも思いますので、その配慮だけは一つ、議長の方にお願いを

しておきたいと思います。 

 今の理事者がそれでね、やめるなんていうことは考えていません。そんな意味じゃなくて、

長くなってこっちから再々質問全然できないというのじゃね。２０分でやめちゃったというの

じゃちょっと、困る。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) その通りなのです。代表質問は３回しかできないのですよ。ね。 

 ですから、議長がさっき言った３分っていうのは、一般質問のことを言っているのだろうと
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思うのだけどね。 

 代表質問の場合３回しか聞けないのですから、やっぱり自分の意見をね、やっぱり堂々と述

べなきゃだめなのですよ。３回しかやれないのですから。ざっとね。代表の場合はね。 

 だから、一般質問の場合は、どうせ時間が４５分しかないわけだから、長く言ったらそれだ

け自分の時間がなくなるわけですからね、これは自業自得ということになっちゃうのだよね。 

代表質問の場合は、３回しかないのだから、もう十分自分の考え方を述べなければ、大変だと

思いますよ。１回づつ聞いたら３回で終わっちゃうんだもん。 

 だからその辺りは、区分しないとならないと思うね。 

○委員長(大渕紀夫君) そんな配慮をお願いしたいと。 

 はい、どうぞ、山本委員。 

○委員(山本浩平君) 議会改革の中ですとか、基本自治条例の議会の部門、部分等も垣間見ま

すと、今後議員もですね、政策提言的なものにしていこうという、そういう動きもやっぱりあ

るわけですから、やはり政策的なものを述べる機会を失うということは、私はよくないと思い

ますので、今の加藤議員の意見に私は賛成でございます。 

代表質問に関してはですね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。他。 

 代表・一般質問、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、以上のようなことで代表・一般質問を行うというこ

とであります。 

 続きまして、３番目、意見書の取り扱いについての協議に入りたいと思います。 

 それでは、意見書の協議の結果について、お尋ねをしたいと思います。 

 まず、公明党、吉田和子議員から出されております、さらなる総合的な少子化対策を求める

意見書。これについてのご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。町清クラブの加藤でございますが、賛成をいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) 新政クラブ。 

○委員(熊谷雅史君) はい。新政、熊谷です。賛同いたします。 

○委員長(大渕紀夫君) 新風。 

○委員(吉田正利君) 賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) 私のところも賛成です。 

 ちなみに、委員外議員の両名の方のご意見を伺いたいと思います。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、１番目、さらなる総合的な少子化対策を求める意見

書（案）、全会一致ということで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。続きまして、新風から出されております、高齢者への負担増に

反対し、安心の医療制度改革を求める意見書。 

 町清クラブ。 

○委員(加藤正恭君) はい。町清クラブの加藤です。これも賛成をいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、新政クラブ。 

○委員(熊谷雅史君) はい。新政も同じです。 

○委員長(大渕紀夫君) 新風。新風結構ですね。 

 はい、公明。 

○委員(吉田和子君) 賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) うちの共産党も賛成です。 

 委員外議員の両名の方。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、全会一致ということでよろしゅうございますね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。続きまして、同じく新風から出されております、米国産輸入牛

肉への特定危険部位混入に対する意見書。 

 町清クラブ。 

○委員(加藤正恭君) はい。町清クラブ、加藤ですが、賛成をいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) 新政クラブ。 

○委員(熊谷雅史君) はい。新政クラブは概ね賛成なのですが、ちょっと文面のところでもし

訂正ができるのであれば、してほしいなという部分があるのですけれども。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、どうぞ。 

○委員(熊谷雅史君) はい。上からですね、５番目のところですね。食品安全委員会がリスク

管理機関である厚生労働省及び農林水産省に強く求めていた輸入プログラムの実効性、遵守の

担保について。政府が十分に検証しないまま。これはですね、まだ結論が出ていない話だと思

うので、これはちょっと、文面的にちょっと、表現を抜いてほしいなと思うのです。 

○委員長(大渕紀夫君) この部分だけを抜けということですか。政府が十分に検証しないまま

という部分を抜いてくださいという意味ですか。 

○委員(熊谷雅史君) ええ、そうです。 

○委員(加藤正恭君) この辺りはどうなの。確実性は。この辺り。十分検証しないままってい

う。したの。 

○委員(熊谷雅史君) 政府としてはいろいろの、僕の周知の部分ですよ。政府としては、農林

水産省の担当部署について、アメリカと協議しなさいということだったのですけれども、アメ

リカ側で、要するに誤解をしてですね、自分たちの部位の検査をするところが、できていない
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うちに来られても困るという話になったわけですよ。 

 で、安全は担保されましたよということの通告を受けて輸入したのですよね。 

 だから、政府が十分にっていうことは、閣議決定の話がありましたでしょう。決定した、し

ないという話。で、政府としては、閣議決定はしたけれども、政府の対応としては農林水産省

に出しているわけですから。 

だから、政府が十分な検討という部分は、これ必要ないのではないかなと思うのですよね。 

確かに、入ってきたことは事実ですから、これについてはきちっとやってくださいという話

しにはなるのですけれど。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、私ども国会議員じゃないから十分この辺り分からないけれ

ども、やはり、結果的には十分検証しなかったから入ってきたと、こういうことを言わんとし

ているのじゃないかと思うのでね。 

 政府がどうのこうのじゃなくて、十分検証しなかったために、入ってきたのだと。こういう

ふうに捉えれば、この文章はそのままでいいんじゃないかという気はするのだけどね。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。吉田正利副委員長。 

○副委員長(吉田正利君) 今回の処置については、できた結果は結果でございます。 

 それで、現状をまだ政府が反論して今回も質問書を出しているわけですけれども、今までの

経緯からすると、起きた結果については政府の手続き上の問題で、このような結果になってい

るということを表現しているわけでございますので、私はこれでいいんじゃないかと思うので

ございます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) 会派では、この意見案については賛成なのですよ。 

 それで、今言ったのは僕の個人的意見なので、今言ったとおり、出されている方の意見がそ

ういうふうな趣旨であるということで理解をして、すいません。賛成をいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、公明。 

○委員(吉田和子君) はい。賛成いたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。私のところも、基本的には賛成なのですけど、これは議論をし

て得たところなのですけど、できればこれ、最後の部分にですね、日本なみのＢＳＥ対策及び

検査体制を条件として示し、輸入を再開するにあたっては慎重を期すべきであるとこう、書か

れているのですよ。 

 これは、日本の場合全頭検査をしているのですね。日本の場合は。ですから、できればこの

一番上に、米国産輸入牛肉への特定危険部位の混入及び全頭検査の徹底を求める意見書という

ふうにしてはいかがかと。 

 これ、なぜかというとですね、この全頭検査っていうのは極めて大切なのですよ。これ、日

本が世界で一番厳しいのです、事実。日本だけですから、やっているのは。他の国はやってい
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ないのですから。 

 ですから、私は、この中身はいいのですけどね、一番上のその鏡の部分に、米国産輸入牛肉

への特定危険部位混入及び全頭検査の徹底を求める意見書、そうするとさっきの部分のこの検

証の部分をですね、何というのかな、検証されるということになりますのでね。全頭検査をや

れば。 

 ですから、それをぜひ入れていただきたいというのが、うちの会派の意見なのでございます。  

 それで、提出者と皆さん方でご意見を。 

 はい、加藤委員、どうぞ。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、私どもはあまりよく分からないのですが、ただ、アメリカ

でですね、全頭検査というのは物理的に無理だということなのですね。ええ。 

 だから、日本では確かにね、全頭検査しています。それははっきりしているのだけど、日本

の規模と全然違うものですから、全頭検査というのはね、口では簡単に言えるけれども、実質

的には難しいのだそうですよ。 

 だから、無理なことをね、分かっていてまた言うのもいかがなものかという感じはするので、

まず我々としてはこの程度のあれにとどめておくのがいいんじゃないかと思うのだけど。 

○委員長(大渕紀夫君) すいません。ここで言っているのはね、米国産輸入牛肉へのなのです

よ。ですから、日本に輸入するものを全頭検査っていう意味なのです。 

 アメリカの牛全部やれなんて、そんなこと日本の国で言えることじゃございませんので、そ

うじゃなくて、日本に入ってくるものは全頭検査をできるわけですから。すべきだという意見

なのです。 

 それがもし、書き加えられて皆さんが合意きれば、私はそれがいいのではないかという意見

なのです。 

 そこら辺、提出者含めてちょっと、ご意見を伺えればと思います。 

 はい、吉田副委員長、どうぞ。 

○副委員長(吉田正利君) 私ども、この案については、一部当初の原案から大分修正を加えま

した。 

 ともかく、全頭検査も一つの議案に上ったわけでございますけれども、今回の場合はまだそ

れを日本国とアメリカがやり取りしているという段階でありますので、２、３厳しい要求を削

除いたしました。 

 そこに、全頭検査という文言を加入することについては、あえて否定はしませんけれども、

当初私ども、懸案になっていた事項でもございましたので、現状まだ明確になっていないで、

アメリカとやり取りしているという経緯から、今回の場合はこれをはずさせてもらったという

経緯がございます。 

○委員長(大渕紀夫君) 他ありませんか。 

 はい、なければ、基本的に私は先ほども申しましたように賛成でございます。ただ、そうい
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う意見を持っているということでございますので、うちの会派ではそういう意見が出ましたけ

れども、この意見書には賛成をいたしますので、そういうことで、現状のままで意見書は、委

員外議員のご意見を伺いたいと思います。すいません。 

 はい、西田委員。 

○委員外議員(西田祐子君) 私もこれは賛成させていただきますけれども、共産党さんの方か

らご指摘がありました、全頭検査、輸入牛については全頭検査、子育てをする親としては、ぜ

ひこの辺は本当は政府に厳しくやっていただきたいなという思いがありました。以上でござい

ます。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。そういう意見もありましたけれども、しかし意見書は全外一致

で通すということが原則論になるべくしていきたいということがございますので、原文で全会

一致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〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、次いきます。 

意見書案第４号です。私のところから、共産党から出しているものでございます。若者の雇

用対策の抜本的強化を求める意見書。 

 町清クラブ。 

○委員(加藤正恭君) はい。町清クラブ、加藤です。賛成をいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、新政クラブ。 

○委員(熊谷雅史君) はい。新政クラブも賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) 新風。 

○副委員長(吉田正利君) 賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) 公明。 

○委員(吉田和子君) 賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) 委員外議員の２名の方。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、全会一致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〕 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ありがとうございます。今回は全部の意見書が全会一致という

ことでございますので。 

 すいません。大変失礼しました。意見書案第５号がございました。 

 はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) これにつきましては、前回の議会運営委員会で参考配布にまわる

ものでございましたもので、苫小牧広域農協から出されていました、意見書を求める要望書み

たいな形のものでございました。 

 議運の意見として、産建で会期中にもんではどうかということで、産建の正副委員長にお話
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しましたところ、１５日、一応産業建設常任委員会を開いて、もみたいと。 

 原文内容を見ますと、そんなに大きな問題はなさそうですので、これでたぶんいくだろうと

いう話はされていました。 

 ２２日に、追加議案の関係で、再度議会運営委員会を予定してございますので、それまでに

ご審議願って、再提案させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 もう１件、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) それと、今４本全会一致ということで、決めていただきましたの

で、申し合わせ事項の２ページの６番を見ていただきたいのですが、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。 

 で、この場合、議長は会議に諮って質疑討論を省略するということになっていますので、そ

の手続きをさせていただきたいと思っています。以上であります。 

○委員長(大渕紀夫君) ただ今の意見書案第５号を含めて、意見書の取り扱いについては、た

だ今事務局長が発言した中身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、意見書案第５号については、２２日の議運で再度お

諮りをいたします。 

 続きまして、議員報酬の独自削減について。これを協議いたしたいと思います。これも、前

回各会派持ち帰りという状況になっておりますけれども、各会派のご意見を賜りたいと思いま

す。 

町清クラブ。 

○委員(加藤正恭君) はい。町清クラブ、加藤ですが、現在決められていることについて、我々

会派としても一致しまして、継続することに賛成をいたします。 

 任期中だけですね、ということで、任期が終わった時点では元に戻ると。そして、新たな議

会が招集された場合には、そのときまた改めて審議すると。これは当然のことなのでしょうけ

れども。 

 そういうことで、処置を願いたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。新政クラブ、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) うちも前回言ったとおり、削減すべきというふうな意見であります。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。新風。 

○副委員長(吉田正利君) 継続的に現行に処置することに賛成します。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。公明。 

○委員(吉田和子君) 前回言ったとおり、継続すべきというふうに決まりました。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。私のところも継続でございます。 

委員外議員の２名のご意見を賜りたいと思います。玉井委員。 
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○委員外議員(玉井昭一君) はい、玉井です。継続すべきだと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。西田委員、意見ございますか。はい、どうぞ。 

○委員外議員(西田祐子君) はい。私も、今議会、任期中は継続すべきと考えております。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、全会一致で議員の自主削減を継続するということで

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) ただ今ちょっと、資料を配付いたします。先日若干、変わりましたの

で。報酬額が。０．０５。 

 事務局長から内容について、説明をしていただきます。局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) それでは、今全会一致ということで、独自削減をするということ

でお決まりいただきましたので、私の方から資料を提出させていただきます。 

 参考資料につきましては、一応削減額を示したものでございますが、裏のページを見ていた

だきたいと思います。 

 今回、条例案にも出ていますとおり、議員報酬の期末手当でございますが、０．０５月分が

上がっております。昨年度は自主削減しましたけど、今年は規定どおり上がっております。 

 その中で、議長については総額１７，７１０円上がります。途中を省略しまして、議員さん

については１１，９０２円、０．０５月分で上がることになります。 

 ですから、その上がった額で、率で削減を計算するということになります。議長につきまし

ては、前年度と比較して２，０００円の削減額の増加でございます。あと、副議長以下は１，

０００円づつということで、ちなみに支給額と削減額の差が、増減の差が、実質的昨年度より

若干増えるということで、議員さんにつきましては約１０，０００円。委員長等につきまして

は１１，０００円ということになって、表に戻る削減額になりますので、これで条例提案した

いと思っております。 

 で、２２日のまた議運に、改めまして案を示したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ただ今の説明、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) ２２日の議会運営委員会で、議員提出として出すのですね。 

○事務局長(上坊寺博之君) そうです。 

○委員長(大渕紀夫君) 議員提出として出す文案が出ますので、確認を願いたいと思います。 

○事務局長(上坊寺博之君) ちょっといいですか。 

○委員長(大渕紀夫君) はい、局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) 流れ的にはですね、町側から提案されています議員の報酬の一部

改正。これは、０．０５カ月分を６月と１２月で分けるという、単純な議案が出ています。 

 ですから、それが通過した後に、溶け込ますような形で会議案として、議案が全部終わりま

した後に、会議案で出すという流れになろうかと思います。 
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○委員長(大渕紀夫君) 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、その他でインターネット中継についてということで

あります。 

 局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) それではちょっと、私の方からお諮りしたいと思っています。 

 現在、議会の本会議の部分につきましては、ライブ中継ということでインターネットを通じ

て全世界に配信されております。 

これについては、議会改革の第２次で取り組みを決めたものであります。１４年に取り組み

を決めたものでございまして、この取り決めの仕方としましては、町民に開かれた議会づくり

についてということの１項目として、本会議のインターネット中継という形で、議会改革とし

て取り組んでいます。 

 今回お諮りするのは、予算等審査特別委員会の中継をどうするかということなのです。 

 で、従来は、定例会の流れで放映していたみたいでございます。というのは、本会議中には

説明しか受けていないものですから、質疑というのは全然出てこないのですね。特別委員会に

委ねられてしまいますから、今回予算等審査特別委員会を流さないということになれば、イン

ターネットを見ている人には、説明だけしか行かないという。質疑経過が行かないということ

になって、従来も流していた経過がございますから、流したいなとは思っているのですが、そ

のときはっきりしておかなきゃならないのは、予算等審査特別委員会は本会議じゃないもので

すから、じゃ決算のときはどうするのだと。 

 で、今全員で組まさっている自治基本条例のときはどうするのだっていう議論が、当然この

中で必要かなと思いまして。というのは、前回決算の審査をやるときにも、ちょっと議論にな

ったのですね。というのは、町側の方で流すのかというような問い合わせがあったりですとか。 

 ただ、規定からいうと本会議ってしかなっていないものですから、これは改めてね、この場

で、これとこれについては流すべきってするのか、本会議上でやるのは全部流してもいいので

はないかってなるのか。一旦議運でちょっとご議論いただきたいなと思って提案させていただ

きます。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。ちなみにですね、これは流したから町が財政負担を負うとかっ

ていうことはないそうでございます。確認をいたしましたら。本会議上で流せるものは全部流

しても、お金は別に町に来るとか、そういうことではないそうであります。相手がアクセスす

ることですからね。 

 で、今局長が言ったのはやさしく言えば、本会議は全部流れていますから、予算説明は全部

流れたのだけど、それを議論しているところがさっぱり流れなかったら分からないということ

になるのだけれども、前回までは予算委員会は流していたけれども、いかがいたすかというこ

とであります。 
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 もちろん決算、それから全員委員会。こういう委員会はないですから、流せないのですけど

ね。 

 はい、熊谷委員。 

○委員(熊谷雅史君) 新政、熊谷です。ちょっとボリュームがあるので、会派に持ち帰ってち

ょっと議論させていただけませんか。今の話。 

 分かります、意味。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) 分かります。 

 ただ、持ち帰って議論するのは構いませんけれども、予算委員会が２０日から始まりますの

で、それまで結論を出すかどうかっていうことも、一つの課題としてはございますので、そこ

ら辺も考慮したうえで、お願いいたします。 

 他。加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、別に会派で相談、まだしているわけじゃない、この問題に

ついてはね。 

 ですけども、予算審査特別委員会は今までどおり中継していたと。従って決算もどうするか

という問題なのですが、それはそれで、やるべきだと思いますね。 

 ただ、全員協議会の何ですか、自治基本条例。あれらについては、ただ議会だけの問題を議

論していますわね。我々の場合。全部を議論しているわけじゃないわけですね。３つの項目の

うちの１つしかやっていないわけですから。 

 特に議会に関係するとすれば、町政に特に関係するとすれば、決算と予算ということは中継

すべきだというのは、個人的にそう思います。 

時間があれば、会派としては議論してもいいですけれども。今のところは個人的な意見しか

述べられません。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。委員外議員、玉井委員。 

○委員外議員(玉井昭一君) はい、玉井です。これ客観的に見るしかないと思うのだけども、

ただ私たちは、仮にね、よその議会を調査したいなと思うときに、やはりこれは、インターネ

ットで入っていると、インターネットで全部知ることができるわけですよね。 

 だから、やっぱり勉強もしやすいと。参考になるということからね、やはりこの、お互いに

できれば、すべきかなと思います。 

 全部っていうか、私は全部と思うのだけども、お互いにというのは、できるならだよ。仮に

よその町の人が、白老のことを知りたいとか、白老の者がよその町を知りたいということにな

ると、全部こうやって、出ていればね、インターネットに出ていると、勉強しやすいと思うの

ですよね。 

 だからこれ、議員の向上にもつながるかなと。こういう意味から、できれば治めた方がいい

のではないかと、私は思います。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。吉田副委員長。 
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○副委員長(吉田正利君) はい、吉田です。基本的には、会派で持ち帰って、一応検討させて

くる条件といたしまして、個人的な見解としては予算・決算の審議会は流しても構わないのじ

ゃないかと思います。 

 基本条例その他の協議については、再度やっぱり打ち合わせすべきだと思いますので、これ

については、今のところはちょっと反対したいと思います。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) 吉田和子委員。 

○委員(吉田和子君) はい。私も予算・決算というのはやっぱり、町民の予算の執行に対して、

どういうような関わりで、議員がどういう考えを持ってやっているのかというのはやっぱり、

きちっと見ていただくべきだというように思いますので、それはやるべきだというふうに思っ

ています。 

 ただ、特別委員会に対しては、先ほど自治条例のことに対して、出されておられましたけれ

ども、特別委員会か、そういうわけではなくて、これからまたね、いろいろなことが設けられ

てくると思いますので、それも含めて、きっと議論しなきゃならないのかなというふうに思い

ますので、それはやっぱり会派で話をしてきたいというふうに思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 他の方。 

はい、山本委員、どうぞ。 

○委員(山本浩平君) 会派の会議は開いていませんので、あくまでも個人的な見解として申し

上げたいと思いますけれども、もし仮に対外的なことを意識しているようなこともあるとすれ

ばですよ、これは分からないのですけれども、議会改革の中で、議員の資質向上というのを、

力を入れてやろうとしているわけですから、私は全部、今までどおり流すべきというふうに考

えます。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) 他ございますか。 

熊谷委員、どうぞ。 

○委員(熊谷雅史君) 熊谷です。ちょっと、事務局に確認なのですが、これライブ中継ですよ

ね。先ほど言ったように、委員外議員の玉井委員から出ていましたけれども、そのコピーレコ

ードっていうのはできないですよね。すべてライブでという考え方ですね。 

○事務局長(上坊寺博之君) できません。 

○委員(熊谷雅史君) はい。それだけちょっと、確認したかったのです。 

○事務局長(上坊寺博之君) やればできるのですけど、相当費用がかかるという。 

○委員長(大渕紀夫君) 他。 

はい。委員外議員、西田委員、どうぞ。 

○委員外議員(西田祐子君) 私は、インターネットでの中継というのは、議会の公開というこ

とが謳われておりますので、基本的には中継するべきじゃないかなという、個人的な意見を持

っております。以上です。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。それでは、今大方の意見は予算・決算はいいのではないかと。
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他のことについては、会派で持ち帰って議論をしたいというようなご意見のように承りました

けれども、確認のためにですね、これはちょっと、私は流すべきだというふうに、はっきり思

っていますけれども、うちの会派もそうなると思いますけれども。 

 ただ、民主主義でございますので。１７日の一般質問の最終日の昼休み、１０分間ぐらいち

ょっととりましてね、２０日からの予算委員会はどうするかということと、全体はどうするか

ということも、もしまとまれば、まとめたいというふうに思います。 

 そのような取り計ら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) はい。それでは、１７日の昼休み時間に若干、議会運営委員会を開か

せていただきますので、ご了承願いたいと思います。 

 その他ご意見ございましたら、どうぞ。 

 ありませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(大渕紀夫君) 局長、ちょっと。 

○事務局長(上坊寺博之君) 私の方からはありません。 

 町側の方でですね、今日一般質問・代表質問通告していますので、質問された方はヒヤリン

グしているはずですので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長(大渕紀夫君) 議長、何かありませんか。 

○議長(堀部登志雄君) ありません。 

 

    ◎閉会の宣告 

○委員長(大渕紀夫君) それでは、議会運営委員会を以上で閉会したいと思います。ご苦労様

でございました。 

（午後２時４２分） 

 


