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平成１８年白老町議会運営委員会会議録 

平成１８年６月１２日（月曜日） 

開 会  午後 １時２９分 

閉 会  午後 ２時５３分 

  

○調査事項 

 平成１８年 第２回 定例会について 

  

○出席委員（１１名）  

委  員  長  大 渕 紀 夫 君     副 委 員 長  吉 田 正 利 君 

委   員  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                玉 井 昭 一 君  

西 田 祐 子 君 

  

○欠席委員（０名） 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

 事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

 主     幹    中 村 英 二 君 



 2 

 

 

◎開会の宣言 

○委員長（大渕紀夫君） ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。お謀りをいたし

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。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○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。 

 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） ご苦労さまです。本日は第２回定例会に向けまして、今日の１

０時で一般質問を締め切ってございます。通告書が出てございますので、それを中心にご説明

したいと思います。それと、定例会事項、何点かございますので、それもご審議いただきたい

と思っております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは早速、協議に入りたいと思います。一般質問について。一

般質問の内容につきましては、個々のボックスに入っておりますので、それをお持ちいただき

まして、８名の方が今回質問されておりますけれども、局長、説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、私の方からご説明いたします。１番目でございます

が、通告順に申し上げます。大渕議員でございます。３項目の１８点、質問がございます。ま

ず１点目は、アイヌ民族政策とイオル、ポロト観光についてということで、細部６点出てござ

います。観光協会長に就任されたが、抱負と今後の方針はということが１点であります。２点

目、観光協会長として実行したいことは。３点目として、協会、民間と町行政、公の役割とそ

のすみ分けについてということでございます。４点目、イオルとポロト観光、アイヌ民族政策

との整合性についてということでございます。５点目、アイヌ文化振興、研究推進機構の誘致

を積極的に進めてはどうかという質問でございます。６番目、全体、表題に関わります今後の

方向性ということでございます。 

 ２項目目でございます。ごみ処理基本計画とごみの燃料化の見通しについてということで、

７点ございます。ごみ処理基本計画との整合性をいつ取るのかということでございます。２点

目、一般ごみの燃料化の見通しはということでございます。３点目、一般ごみの燃料化後の状

況は、使用計画等についての質問でございます。４点目、燃料化の量の確保についてというこ

とでございます。５点目、技術、燃料化のための採算と体制についてでございます。６点目、

産、学、官の協調についてということでございます。７点目、将来に見えてくるものはどうい

うことかということでございます。 

 ３項目目でございます。町財政の見通しと長期方針についてというご質問でございます。１

点目、長期方針策定と進行状況はどのようになってるかということでございます。２点目、現

在の財政状況をどのようにおさえてるかということでございます。３点目、懸案事項と財政状

況、長期方針との整合性はどのようになってるかということでございます。４点目、危機的な
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財政状況に対する具体的な対応策はどのようにしてるかということでございます。５点目、国、

道の動向と役割に対する考え方はということでございます。 

 通告書２番目になります。近藤守議員でございます。２項目、３点についてのご質問です。 

１項目目でございます。萩野１２間及び石山地区、道路及び排水溝の整備改修他についてとい

う質問でございます。１点目の萩野１２間の補修、改修整備にていてということで、細部２点

ございます。車道歩道の今後の計画はいかがかということでございます。フシコベツ川完成後

の排水溝の管理方法はどのようにされるかという質問でございます。２点目、石山新生萩野里

地区についてでございまして、細部２点ございます。町道萩野石山線の今後の改修方法につい

て伺いたいと。２点目でございます。大排水溝の今後の改修方法についてお伺いしたいという

ことでございます。 

 ２項目目でございます。旧アカデミーハウスの管理についてのご質問です。現在使用されて

いない旧アカデミーハウスは、民有施設であるが、廃屋化しつつあり、どのように指導してい

るかというご質問でございます。 

 通告、３番目でございますが、吉田正利議員でございます。４項目、９点のご質問がござい

ます。１項目目でございます。産業振興対策と諸施策の推進についてということで、２点ござ

います。１点目は起業家の創業と町の施策について。細部３点ございます。町内若手起業家の

育成について。２点目、若手起業家への助成等並びに初期創業の指導体制について。３点目は、

新会社法と起業による雇用の創出についてということでございます。２点目でございます。食

材供給基地白老から特産２次、３次商品の開発促進についてということで、細部３点あります。

１点目、白老特産原料を基盤とする２次、３次商品の不足をどう捉えているか。２点目、農産、

畜産、水産物の２次、３次商品の開発促進について。３点目、商品の販路拡大についてでござ

います。 

大きく２項目目でございます。護岸整備の今後の計画についてということで、２点ございま

す。１点目は、町全体の今後の護岸工事計画はというご質問でございます。２点目は、虎杖浜

市街区海岸の護岸計画はというご質問でございます。 

３項目目です。町外釣人客による海岸のごみ対策についてということで、２点ございます。

１点目、釣人客のごみ放置をどう捉えているか。２点目、不特定多数の釣人客のごみ放置対策

についてというご質問でございます。 

４項目目。町道竹浦虎杖浜線の歩道計画についてということで、３点ございます。現状の進

捗について。２番目、現状児童生徒の通学路安全確保について。３点目、今後の整備計画につ

いてというご質問でございます。 

続きまして、通告４番でございます。吉田和子議員でございます。２項目、７点の質問でご

ざいます。１項目目、少子化対策について。４点ございます。１点目、総人口に占める子供の

割合、出生率も更に低下しているが、地域による格差が出て来ているが、白老町における少子

化の地域要因をどうとらえているかということでございます。２点目、包括的若者支援の取り

組みについて。若者の雇用と社会参加、未婚化への対策をどうお考えか伺いたいということで
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ございます。３点目、細部３点ございます。出産に対する環境支援について。１点目、白老町

の妊婦の通院圏における産科の状況は。不妊治療の助成制度は確立したが、治療医の現状はど

うなっているか。３点目、助産士による出産状況と助産士の状況はどのようかとう質問でござ

います。４点目、妊産婦にやさしい環境とづくりとマタニティーマークの活用にということで

お伺いしたいということです。 

大きく２項目目でございます。家庭教育、子育て支援推進計画についてということで、３点

ございます。１点目、子ども課の子ども行政のコーディネーター役としての一貫した施策の進

捗状況はということでございます。２点目、家庭教育支援ネットワークづくりの進捗状況につ

いて。３点目、子どもの虐待等対策対応ネットワーク設立以後の虐待の状況と対応についてと

いうことでございます。 

通告５番目でございます。宗像脩議員でございます。２項目、５点の通告でございます。１

項目目、日本航空学園の現状と対策について、２点ございます。今年度に入ってからの日本航

空学園白老校の現状はどうなっているかということです。２点目、定員に満たない状況として、

今後、町として何か方策を考えているのかという質問でございます。 

２項目目、移住促進事業に伴っての対策と、その結果及び今後の活動について、３点ござい

ます。１点目、移住促進事業について、どのように活動しているか。具体的にどのような対策

を行ったか。２点目、その対策の結果と評価をどのように捉えているか。３点目、今後の取り

組みについてどのように考えているかということでございます。 

通告６番目でございます。西田祐子議員、３項目１８点ございます。１項目目、子育て支援

について、６点ございます。１点目、保育料の最高額が三歳未満で６万６，３００円、三歳児

が４万４，３００円、四、五歳で３万８，３００円。このような高い保育料で若い世代が働き

ながら子どもを産み育てる気になると思うか。減免措置を受けられる年収などの条件を知りた

い。２点目、国保加入者の出産育児一時金を町として、病院に直接支払う方法や増額は考えら

れないか。３点目、町立病院で小児科医が夜間不在なるが、かかりつけの小児科医がいない親

の不安をどう取り除くのか。４点目、妊娠中の検診に町外の病院まで行かなくてはならず経済

的理由で検診回数を減らしたりしているが、母子の健康に不安を感じるが補助する考えはある

かということです。５点目、町長の公約である入学準備金貸付事業で、親の年収不足の為、金

融機関から借り入れ出来ない実体にどのように思うか。６点目、給食費の未納が増加して子ど

も達が楽しみにしている郷土料理の回数が減っているがどう考えるか。 

２項目目です。観光地に相応しい町づくりについて。７点ございます。１点目、景観条例を

つくり、白老らしい町づくりとしてイオル構想に基づくアイヌ文化を基調とした景観や虎杖浜、

竹浦地区を温泉街らしい景観にする考えについてであります。２点目、イオルに必要なのはア

イヌ民族の文化と歴史であり、それにはアイヌ語の地名復活が必要だと思うが。３点目、虎杖

浜、竹浦地区の温泉や土産店、ドライブインなどのトイレマップをつくり、インターネットで

サービスを行う考えでございます。４点目、観光地として宿泊施設や食事に地場産食材を使用

すべきと思うが、そのネットワークづくりをする考え方はあるかについてでございます。５点
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目、ポロトの駐車場を無料にして観光客に喜ばれるサービスがあってこそ観光地らしくないか。

観光客減の状態が続く原因の一つと考えられないかということでございます。６点目、クッタ

ラ湖は白老町の貴重な財産であるにも関わらず、白老町側からは行かれない状況をどのように

思うか。７点目、シーニックバイウェイ制度で街道を美しく、観光振興に繋げる取り組みに対

して、当町も樽前山や牧場など、誇れる街道があるが、どのように考えているかということで

ございます。 

それから３項目目です。白老町の合併に対する考え方についてということで、５点ございま

す。町長は合併には夢や町の大きな活性化が伴わなければならないとしているが、合併の可能

性に関しては町民が幸せになるなら考えたいとも発言している。１点目、自主自立を選択した

今、夢や町の大きな活性化とは具体的にどのようなものなのか。２点目、道の市町村合併推進

構想が示されたが、自立で町は生き残れると考えるか。３点目、町の財政状況を表す経常収支

比率９８．６％で、町民に負担増を強いるような行政運営は、町民にとって幸せだと思うか。

４点目、２５年後の白老町はこのままだと人口１４，９５９人、６５歳以上の人口割合は４３．

２％と予想されていますが、日本国中が少子化と高齢社会で打開策が見つけられずにいるのに、

白老町が人口減を止められると考えるのは甘すぎないか。５点目、若い世代や子ども達に借金

負担を押し付けるような、自主自立であってはならないと思うが、その責任は誰が負うべきだ

と思うかということでございます。 

次に通告７番目でございます。斎藤征信議員です。２項目、７点の通告です。１項目目、保

健、医療、福祉三連携の推進方針にかかわってというご質問でございます。１点目、三連携推

進計画が出された後の取り組み状況、また関係各課の体制がどう変化しているか。２点目、こ

れまでの保健、福祉事業の中で病院関係者が果たしてきた役割は。３点目、病院に設置された

総合相談窓口の運営状況と活動内容は。４点目、現在、国の医療制度改革、介護制度の見直し

がこれからの三連携事業にどのような影響を与えるかの４点でございます。 

２項目目、季節労働者援護制度の存続について、３点ございます。１点目、この制度が道内

季節労働者に与えてきた効果をどう捉えているか。２点目です。この制度廃止計画によって、

わが町の季節労働者とその家族に与える影響をどう抑えているのか。３点目でございます。制

度廃止の代替策として地方でできる対策について国の指示はあるかという質問でございます。 

最後８番目でございますが、土屋かずよ議員、１項目、３点の通告でございます。障害者自

立支援法改定についてのご質問、３点でございます。１点、自立支援法で１割負担となったが、

白老町の現状と低所得者対策は。２点目、施設、事業者の今後の経営に対しての支援は。３点

目、町独自の軽減策の拡充はということで、８名１９項目出てございます。調べましたが、特

に重複は特に大きな問題では無かったように思われます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま局長から説明ございました。この件につきまして、何かご

意見ございます方どうぞ。西田祐子議員の３点目の質問の（２）道の市町村合併構想がと書い

てますけど、クラスター分析。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〕 
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○委員長（大渕紀夫君） それともう一つ、私の質問なんですけど、１番目のアイヌ民族政策

とイオル、ポロト観光とございますけれども、それの⑤アイヌ文化振興、研究推進機構の誘致

を積極的に進めてはと書いてるんですけど、実はいろいろありまして、何故聞こえたか分かり

ませんが、聞こえて行ったこともありまして、ちょっと何かあるんだって、いろいろ面倒なこ

とが町で。それで、推進機構についてというふうに変更したいんです。誘致をというのがまず

いようだ、どうも。それで、アイヌ文化振興、研究推進機構についてというふうに直したいん

ですけど、まずいですか。議長、良いですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） すいません、それでは、についてというふうに直してください。ち

ょっと、迷惑がかかるとまずいもんですから、そういう考慮は私も必要だと思いますので、何

故漏れたか分かりませんけど、そんなことで聞きましたので。是非そういうふうに、僕は構わ

ないんだけど、そんなことあったもんですから。他、一般質問通告について何かございますか。

無ければ、２番目、請願、陳情、意見書等についてを協議したいと思います。局長、よろしく

お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 請願、陳情、意見書等についてでございます。これにつきまし

ては、先週来た分までをのせてございます。一応最終締め切りは１５日、定例会の開催前、最

終の議案に間に合う５日位前となってますので、１５日が締め切りです。追加してきましたら、

再度ご協議いただきたいなと思ってます。これにつきましては、１６日の議会運営委員会の中

で議論することになりますので、各会派でご検討方よろしくお願いいたしたいなと思ってます。 

まず、陳情の件でございます。１点目の白老町役場内に企業誘致に特化した専門課設置に関

する陳情書ということで、社団法人白老青年会議所、理事長が直接議長の方にお持ちになって

ございます。内容は見ていただきたいと思います。それと、２点目の市場化テスト法案に関す

る意見書採択を求める陳情書。北海道自治体労働組合連合から来ております。これにつきまし

ては、郵送になってございます。３点目、最低賃金引き上げ、改善を求める陳情。北海道労働

組合総連合から来てございます。これも郵送扱いでございます。４点目、地方交付税制度の財

源保障機能を堅持し、充実させる意見書採択を求める陳情書。これは、北海道自治体労働組合

連合から来ておりますが、これも郵送でございます。一応、陳情案件は４件。町内１件と町外

郵送を含めると３件ということでございます。 

続きまして、裏面をご覧になってください。意見書案でございます。意見書案につきまして

は、１２件の提出がございます。まず１点目でございますが、道路整備に関する意見書案とい

うことで、道の議長会から提案がございます。それと、２点、３点、４点目が公明党さんから

の提案でございます。１つは、がん対策推進法仮称の早期制定を求める意見書案。２点目とし

て、仕事と生活の調和推進基本法、これも仮称の制定を求める意見書案。３点目として、脳脊

髄液減少症の研究、治療等の推進を求める意見書案という３点が出てございます。町清から１

点でございます。仮称苫小牧登別通りの道道昇格と整備促進に係る意見書案ということでござ

います。新風さんからも３点出てございます。１点目です。出資法の上限金利の引き下げ等、
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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び貸金業の規制等に関する法律の改

正を求める意見書案です。２点目です。自治体財政の充実、強化を求める意見書案。３点目、

２００７年度政府予算編成における義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率１／２復元を求め

る意見書案でございます。日本共産党から４点でございます。１点目でございます。療養病床

の削減、廃止の撤回及び同病床入院基本料の是正を求める意見書案でございます。２点目。Ｊ

Ｒ不採用問題の早期全面解決を求める意見書案。３点目、在日米軍再編に伴う米軍機千歳移転

に関する意見書案。４点目でございます。教育基本法改正に関する要望意見書案でございます。

失礼しました。意見書案、もう２つ来ていました。これは２つとも郵送です。郵送扱いの意見

書が来ております。基地対策予算の増額等を求める意見書。全国市議会議長基地協議会。それ

と、医療制度改革関連法案の徹底審議及び抜本的見直しを求める意見書。北海道社会保障推進

協議会ございます。要望書が１点来てございます。北海道保健医会です。内容は、国の責任を

患者、地方自治体に転嫁する医療制度構造改革案に反対する意見書採択の要望でございます。

以上でございます。これは先週まで受け付けた分でございますので、１５日まであれば、１６

日再提案し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） それでは意見書案出ましたけれど、ただいま公明党吉田和子委員か

らがん対策推進法仮称の早期制定を求める意見書案は取り下げたいというご意見ございました。 

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） その他の意見書、陳情書につきましては、１６日の議会運営委員会

において協議をいたしますので、各会派で十分協議、検討の上、１６日に意見を持ち寄ってい

ただきたいと思います。なお、意見書の締め切りは１５日ですので、１５日までの分について

は１６日に再度お渡しをして協議をすると、そういう運び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」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次、３番目。議会運営委員会の開催予定について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、今週末１６日でございますが、定例会の告示日となって

ございまして、議案配布がされますので、その時に議会関係の分と合わせて再度ご説明申し上

げたいと思います。１時半からです。よろしくお願いします。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） この件、よろしゅうございますね。続きまして４番目。議員の派遣

承認について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議員の派遣承認でございますが、件名が町村議会議員特別セミ

ナー。千葉県のアカデミーでやる部分ですが、平成８年にこの特別セミナーが出来まして、議

員さん、一回行くということになってまして、今現在、行かれてない方が４名いらっしゃいま

す。議長、大渕委員長、それから中出議員、それから西田議員と４人になってございまして、

今回、二人派遣の予算をみてございます。その中で今日、中出議員と電話したんですが連絡と

れなくて、意向確認出来なかったんですが。この中から４名の内２人。来年また２人派遣。た
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だ、７月の末なんです。７月の末で、来年になると選挙間近になっちゃうかなという。７月２

０日と２１日です、ちなみに。後の議員さんは全員行かれてると思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩します。 

休憩 午後 ２時０１分 

  

再開 午後 ２時０２分 

○委員長（大渕紀夫君） 再開いたします。議員の派遣承認につきまして、町村議会議員特別

セミナーにつきましては、４名の議員がまだ未参加ということですけれども、協議の上、今年

は２名参加するということにいたしたいと思います。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） それでは、５番目。裏側です。表彰について。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、説明いたしたいと思います。今回８日ですか、道の

議長会の総会が行われまして、議長会の表彰規定に基づきまして、１５年以上の議員在籍とい

うことで、うちの議員から中出議員と及川議員が賞状授与を伝達されております。定例会開会

前に議場において、議長より伝達をいたし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） この件については、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） ６番目。全員協議会の開催について。別紙を見てください。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 企画課の方から全員協議会の開催の要請が来てございます。内

容的には昨年度も行ってございますが、北海道開発局の方から１８年度の管内の開発事業の概

要についてご説明したいと。定例会中ですので、終わった後か、会期中の中でやるようになり

ますけど、多分最終日の方が強いのかなと今のところは思っております。以上、議長に要請が

ございましたので、お謀りいただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま、全員協議会の要請がございました。例年行われておりま

す開発局の説明会ですけれども、この件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） それでは、これを受けて最終日になるかと思いますけれども、行い

ます。それでは、その他ございましたら。議長。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、その他ということで、私の方から議会運営委員の皆さん

にご検討いただきたいということでお話させていただきますが。実は町立病院の関係について

なんですが、ただいま民生常任委員会で町立病院の運営についての所感事務調査が行われてお

ります。そうした中で、私も議長として委員会に参画して、いろいろと調査内容を伺っており

ますが、この際、非常に大きな検案事項でもあり、町長が今年度中に将来の方向性を出すとい

うことを明言されております。そうした中で、過去から懸案とされてる大変大きな事項でござ

いますので、この際議長として、現在、民生常任委員会で取り組んでおられる国保町立病院に

ついて、議員全員でこの問題について調査していただきたいというような思いで、今日ご提案
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申し上げる次第でございます。決して民生の方で取り組んでいることについて、民生だけとい

うより大きな問題ですので、重ねて言いますけど、全員でこの町立病院の問題については、現

状分析なり調査研究していただいて、町長が将来方向出される時点と言いますか、その前段で

も結構ですけど、議会として理事者と議論をしていただきたいという思いでございますので、

全体でこの問題を調査研究出来るというような形に、是非していただきたいという思いでご提

案申し上げる次第でございますので、一つよろしく取り計らいの程お願いしたい。 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま議長より町立病院に対して、全員による調査特別委員会を

作りたいというご提案がございましたけれども、これについて議題にいたしたいと思います。 

まず、これについてのご意見ございます方。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 非常に重要な問題ですから、議長の提案のように全員という考え方も

一つの方法ですが、いろいろとあちらこちら成功例とか失敗例とか、動かなければならないこ

とも予想されるんですね。視察ですね。ということになりますと、２０人という議員全員とい

うのは如何なものかなと。２０人の特別委員会なんだけれども、半分位にして絞って、もう少

し動き易いような方法で検討してみては如何かなと思うんだけれども。特別委員会の設置は良

いんですがね、２０人全員の特別委員会ということには、ちょっとあれでないかと思うんです

けど。１０人か、少し圧縮した形でやる方が行動的じゃないかなという気がするんですけども。

財政的なことは別に考えなくてもいいのかもしれませんけれども。２０人といっても、２０人

常時揃うということはまず考えられないし、ある程度専門的なことをするとすれば、絞った方

が良いんじゃないかなという気がするんですけども、そのあたりは議長、どのようにお考えに

なっておられるのか。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） その件ついては、具体的に視察とか何とかいろんなとこを調査した

ということになりますと、これは１ヶ所や２ヶ所では逆にないという可能性もありますし、そ

ういう実際にはもうにするとなればそういう形になると思いますので、同じ所に行くという形

でなくても、もし何ヶ所かあれば、それは区分けして、例えば病院なら病院については半分、

こちらについては半分というような形で役割分担をしながらやるという方法もございますので、

そういう面では、それがネックになって全員でないということにはならないのかなと。私、要

するに、この問題については特別委員会で全員でやっていただきたいというのは、あくまで全

員でやっていただくので意義があるわけですので、もし少なくするのであれば、今の民生常任

委員会でやっていただくのも結構、それはそれで良いと思いますけれども。やはり、本当に町

立病院という大きな今後の問題について、やはりより多くの全員で同じ勉強、きちっと調査を

してもらって、それで将来方向を堂々と理事者と意見を戦わせるというためには、やはり全員

に是非この問題を関わり合ってやっていただきたいという、そういう思いですので、視察や何

か個々については全員でやっても十分対応出来るというふうに私は判断してます。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ただ、例えば２ヶ所見るとすると、１０人ずつ分けると言いますけれ
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ども、それではちょっとまずいと思うんですよ。やはり一つの場所と２つの場所は関連ありま

すので、出来ればこっちを見て、それでこっちに無い所をこっちで見るというふうにしなけれ

ば、それはあくまでも全体２０人でやる場合は、２０人が同じような意見を聞く、議論出来る

という場所をするためには、分かれたらニュアンスが違うんですよ、受け取り方が。向こうの

方の説明やら。ですから、私の方は聞いてなかったとか聞いてたとかということじゃなくて、

出来れば全員が２つの場所へ行くんなら２ヶ所とも全員が行くと、そういうようなふうにして

いかなければ、共通の話題にのらない危険性が考えられるもんですから、非常に重要な問題だ

とすれば。ですから、出来ればそうするとすれば、少し動き易い方にした方が良いんじゃない

のかなという気がするんですけども。民生は民生で所管事務調査としてやるわけですから、そ

れはそれで良いと思うんですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） その前にルール的な所を局長から説明させます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議長が特別委員会全員で、全員でなくても良いんですけど、港

湾の特別委員会ございますよね。それと同じような位置付けになるんですよ。基本的には港湾

というのは、産業建設委員会の所管事務なんですよね。だけど、それは特別委員会起こしてま

すから、産業建設委員会では出来ないんですよ。今も町立病院は民生の所管です。それを切り

離して、人数は別ですよ。特別委員会を作るということになれば、民生の手からその部分だけ

は離れるという。だから、一緒に平行してやるわけにはいかない。そのための特別委員会です

から。そういうことになります。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員、よろしゅうございますね。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そうすると、現在、民生常任委員会が所管事務調査をしているのはど

ういうふうになるんですか。扱い方は。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） もしか今、民生で、通常であれば所管事務ですから、調査を終

えて、報告をして終わるというのが通常の所管事務調査です。ただ今、民生は調査中でござい

ますから、その時点で特別委員会が設置したということになれば、その調査機関、特別委員会

の方に移行しますので、そちらから再スタートになるかなと、新たに。今やってる民生常任委

員会の方では自動消滅と言ったら変ですけど、当然報告はこっちで移管しますから報告出来な

いですけど、報告無しの時間切れと言ったら変ですけど、継続調査はしないですから、当然そ

こで切れてしまいます。そういう形で移行するしかないかと思ってます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 民生常任委員会で現在所管事務調査してるのは、所管事務調査項目が

なくなるわけですね、自動的に。ですけど、特別委員会はこの６月の議会で決められるわけで

すね。民生常任委員会の病院に関する所管事務調査はまだ継続審査にしてあるわけですか。結

論まだ出てないわけですね。それなら自然消滅。審議未了になるわけですね。分かりました。 

○委員長（大渕紀夫君）山本委員。 

○委員（山本浩平君） 単純な質問なんですけど、所管事務調査をする場合にテーマが出ます
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よね。その時に今の問題みたいのが何か無かったんですかね。逆に言えば、動きみたいのがあ

って民生だけでやるのはまずいというのか分かりませんけど、どういうことでそんなふうに変

更にしなければならいのかという理由がちょっとよくのみ込めない。良いか悪いかではなくて。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） その件につきましては、先ほども言いましたように、民生常任委員

会に私も議長という立場で出ております。それで、３回ほどこの問題についてやられまして、

正直言いまして皆さんのお手元にございますように、経営診断の結果が報告され、新たに来年

の３月に向けての町長の方針を出す上でのいろいろなコンサルにかけて、いろんな角度から再

度調査したい、コンサルにかけたいというような、そんな話もございます。従いまして、この

まま所管事務調査をいきますと、継続審査、継続審査でいきますと、町長の方針出す前に直前

になって、早い話が委員会の報告が出て来たとしても、他の人は全く分からないわけですよ。 

全くということはありませんけど、あまり関連してませんのでなじみないもんですから、報

告出た時点で。民生の方は分かってるかもしれませんけれども、他の議員というのは全然分か

らないわけですよね。だから、この話あっちこっちになりますけど、経営診断についても私は

議長として委員会には報告されてますけど、全員協議会等でこの問題については全員に是非知

っといてもらわないと駄目だという思いもありました。だけども、全員協議会でやりますと、

ただ一方的に報告して、議事録も無い中で全員協議会で意見があった無いといっても、あまり

重要視されない部分もございますので、この際そうなりますと、大事な将来方法を出すのに議

会として勉強不足で、ただ今までの固定概念みたいなもので、ただそれに対する良いだ悪いだ

という意見交換、質問等でやっても、ちょっと議会としては片手落ちになるし、最終的に町長

の出した方針を認めると、議会としもそれは認めたということになりますので、そうなりにし

ても、議論戦わせるにしても、やはりこれは全員できちっといろんな状況等を調査して、それ

なりの知識的なものを全部持って、議員として議会としての立場できちっと町長と議論をする

べきだという具合に立ちまして、この際民生常任委員会の所管だけではちょっと議会として結

論の導き出していくには土壌があまりにも弱いなという具合に感じますので、是非議員の皆さ

んに現状をいろんな調査をしていただいてやっていただければなということで、先ほどの予算

等についてもこの際もし全員で必要だというのであれば、町長の方に要求して、きちっと確保

してもらうという形にしてもらいたいなと、そういう思いで提案している次第でございますの

で、是非理解していただきたいなという具合に思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時２５分 

  

再開 午後 ２時３５分 

○委員長（大渕紀夫君） ただいま、議長から特別委員会の設置について、お話がございまし

たけれども、その他、その他の方でご意見ございます方どうぞ。山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 所管事務調査をされてた民生常任委員会が納得済みであれば問題ない



 12 

と思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、ございませんか。それでは、名前は別にいたしまして、全員に

よる病院に関する特別委員会を作るということについては、ご意見ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、全員による特別委員会を作ります。名称及び正副につい

て。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 名称についてはご協議いただきたいと思いますが、正副委員長

につきましては、従来から自治基本条例もそうですし、総合計画もそうですけども、通常そう

いう部分の全員による場合は、所管する常任委員会の正副委員長がその特別委員会の正副委員

長をするというルールできてますので、今回民生の正副委員長が特別委員会の正副委員長にあ

たるという形になるかと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 最初に正副につきましては、民生常任委員会の正副の委員長が特別

委員会の正副委員長に就任するということ。これは申し合わせでございます。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） 名称ですけれども、どのような名称にいたせばよろしゅうございま

すか。白老町立国保病院の運営に関する調査特別委員会とかという名前になるのかなと思いま

すけど。あんまり変な名前にすると医局との関係が面倒くさくなるような名前にはなるべくし

ない方が良いと思いますので。そういう名前にした方が良いかなと思って。白老町立国保病院

の運営に関する調査特別委員会。良いですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、そのような名称で特別委員会を構成したいと。６月の定

例会で提出されますので、全員による形で行うことになります。その後の運営については、そ

の後に決まります。その他、特別委員会に設置についてはその他。委員外議員、西田委員どう

ぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 最後になって聞くのも何なんですけれど、いつそういうふうに

民生の方から特別委員会に移るという話になったんでしょうか。今初めて聞いたんですけど。 

それともう一つ、質問とかする時は民生常任委員会でするような形式なんでしょうか。それ

とも、特別委員会になっちゃうから。委員会方式でよろしいんでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、自治基本条例に関する特別委員会やってますよね。全員に

なるから、ここでは出来ないですけど、本会議場の議場の方でああいう形の運営になります。 

○委員長（大渕紀夫君） これに委員会の運営書いてますから、そのとおりですから、そのよ

うに見たら書いてますので、是非見てください。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 非常に微妙な問題なもんだから、先ほどから議論しているように。公

開もしたりしなかったりということも状態によっては考えられるんじゃないのかなと思うんで
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すよ。原則は公開なんですけども、非常に難しい問題が議論されるとすれば、そのあたりはど

うなんですか、扱い方は。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員長の許可です。 

○委員（加藤正恭君） 委員長が許可すればそういうふうになるんでしょうけども、必要によ

ってはここが必要か必要でないかは判断が非常に難しいような気がするんだけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私からちょっと申し上げたいと思います。青いの持って来てる

方は見ていただきたいと思いますけど。議会委員会条例というのがあるんですよ。その中の１

７条で秘密会という規定がございます。当然、委員会にも秘密会の規定がございまして、委員

会はその議決で秘密会をすることが出来るという規定ございますので、基本的には今、議会改

革の中で委員会の協議会も全部公開という形の中で動いてまして、議長が形式的に読むんです

けど、本当に必要があって秘密会には本会議も委員会も出来るという解釈ですから、そういう

形で理解していただきたいと思います。今おっしゃったことは、その都度。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ただ、途中で、最初から秘密会というのもあるだろうし、それからテ

ーマによっては、ここから秘密会だよという、こういう場合も出てくるんじゃないのかなと、

議論してる最中にですよ。そのあたりは委員長の判断だと言われればそれで済んじゃうんだけ

れど。 

○委員長（大渕紀夫君） ここには、委員会条例第１７条の２項には、今局長読んだ後ですけ

ど、委員会を秘密会とする。委員長または委員の発議については討論を用いないで委員会に諮

って決めるとございますので、その時点で各委員会の方からこれが秘密会必要だということで

あれば提起し、討論をしないで委員長が諮ると。その結果、過半数であれば秘密会にすること

が出来るということであります。そういう解釈にしていただきたいと思います。申し合わせの

中に、傍聴というのがございまして、傍聴を認めない時は会議開会前に関係者、報道機関等に

事前に周知し、傍聴を許可すると時は会議の初めから入場を認めるということでございますの

で、これは申し合わせですから、法的拘束は全くありませんけれども、会議の途中で内容によ

っては退席を求めることが予想される時は事前にその旨の理解を得るということですので、か

なり難しいかと思います、そういうふうにする場合は。ですから、原則公開で秘密会になるよ

うな議論はなるべく避けるということの方が良いんじゃないでしょうか。そこまで立ち入って

我々が議論出来る中身がどこまであるかという問題ですから。 

○委員（加藤正恭君） 答弁もそこまで予想されるんだよね。こっちが聞く方は良いんだけど、

答弁が出来ない場合があるでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれしても、今読み上げましたように、会議規則及び申し合わせ

に基づいて会議は運営されますので、その範囲で委員長、副委員長の判断で一つ適切な議事裁

きでお願いしたいというふうに思います。他、この特別委員会の設置について、何かございま

すか。ありませんね。それでは、その他。他のその他、ございますか。加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 今の特別委員会と別の問題なんだけど。ちょっと関連あるんだけど。

今、総務文教常任委員会も学校の統合の問題を実はやってるんですよ、所管事務調査として。

そして、結論出ないでずっと継続審査で来てるんだけれど。今、今回政策変更を出されたわけ

ですね。町の方として。この場合も総務文教常任委員会としては、理事者の方はいろいろ調査

をするので白紙に戻したと、こういう形になっちゃったわけなんだけども。総務文教常任委員

会では、合併の話は所管事務調査として継続してずっと結論出ないで来てるわけですよ。そう

いう場合の扱いも、特別委員会を作る云々とは違うにしても、民生と病院の問題と同じような

経過があるもんですから。このままずっと総務文教常任委員会で進めて行って良いものかどう

か。政策変更をされたという、どういう扱いにしたら良いですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） これについて、たまたま前の計画を白紙にして、新たなこういう形

で進みますということで、今回、理事者の方から提出されました。だから、私はこの問題も病

院と同じように今後、明日、あさって中に、病院の方は今年度中に出すというから、今こうい

う具合に提起しましたから、やはりこの問題についても、今後こういう形で総務だけに任せて

全部やるというよりは、これだけ各地域にかかって大きな問題ですから、やはり議会として、

全体としてこうあるべきだという全員で議論する必要が。今後、今みたいな形にやはりやって

然るべきだなという具合に。大きなまたがっての課題ですから。この６月にやらなくても、次

の時に頃合見計らってやはりそういうのやってくの必要ではないかなという具合に思ってます

けど。こういうやつほど特別委員会作って、やはり向こうで先にああだこうだする前に、うち

らも一緒になって平行して議論していく、調査していく必要があるんじゃないかと、そう思っ

てます、私は。 

○委員（加藤正恭君） 今、議長からそういう考え方を述べられたんだけど、私もそうあるべ

きじゃないのかなと思うもんですから、それで今聞いてみたわけですよ。丁度同じような問題

なんです。政策変更して、今までの考え方を全部白紙にしましたよと。ゼロから今度出発です

よという考え方ですから、それを総務文教では合併どうするこうするなんてことを所管事務調

査でやっていくから、結論出ないで結局継続継続で来てるわけですよ。ですから、総務文教だ

けの問題ではなくなってきてるなという、病院と同じようなあれですから。ですから、また全

員で特別委員会でも作った方が良いのかな、そうでなければまずい。町は町で、理事者は理事

者でいろいろこれから調査をしてある程度考えていくと。議会は議会でやっぱりそういう情報

を得ながら、議会としての結論も出して、時にはすり合わせしなければならない問題もあるん

じゃないのかなと思えば、丁度病院と同じような状態だなと思ったもんですから。今回も総務

文教では結論出ないんですよ。出されないんですよ。継続継続でいくと永久に継続になっちゃ

う。ですから、そういうふうに進めていただきたいと思うんですけども。 

○議長（堀部登志雄君） 今、加藤委員の意見なんですけど、まさしく特別委員会というのは、

そういう形で、その時点時点でやはり大きな問題については特別にそれはやって、短期間で集

中的に議会は議会として調査して、結論を出して、はい終わりと。そういう大きい問題は、そ
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ういう形でやっていく方が。特別委員会と言ったら、今まで一番最初にやって何年も同じ問題

ずっと継続してるけど、特別委員会というのは本来そうではなくて、加藤委員から出されたよ

うな問題についてみんなで特別委員会作って集中的にやった方が良いというふうになれば、そ

れはそれで本来のそういう形に今後していくべきだなという具合に思います。そういう問題が

あればざっくばらんに皆さんから提案してもらって、そういう形でやっていくという方向でど

うですか。私はそういう具合に思います。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにいたしましても、９月の議会に自治基本条例が出れば、自

治基本条例の特別委員会は自然消滅ということになります。そうすれば、総務の正副委員長さ

んと議長さんと相談されて今の言ったような方向が良いのかどうかということ含めて議論して

いただくというような形になっていくのかなというふうに思いますけれども。そんなことで、

ここで結論出すということにはいきませんので、そんなような格好で考えたらどうかというふ

うに思うんですけど、いかがですか。他、その他ございますか。無ければ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） それでは、本日の議会運営委員会は以上で閉会いたします。ご苦労

さまでございました。 

（午後 ２時５３分） 


