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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 1６日（金） 

  開 会   午後  1 時３０分 

  閉 会   午後  ３時２０分 

 

○議事日程  

 協議事項 （平成１８年第２回白老町議会定例会 関係） 

 １．提出議案 

（１） 町長提案（２０件） 

 ・ 承     認    ６件 専決処分の承認（国保・老保・公共下水道・工業団地造成・

臨海部造成・港湾施設の各特別会計） 

・ 補 正 予 算      ５件（一般会計、国保・介護保険・特養事業特別会計、病院会計） 

     ・ 財 産 の 取 得      １件 

・ 町道路線の認定        １件 

・ 指定管理者の指定   1 件 

・ 規 約 の 変 更     １件（北海道市町村総合事務組合規約） 

・ 工事請負契約     ２件 

・ 選 任 同 意     １件（監査委員） 

・ 報 告     ２件（一般会計繰越明許費、白老町が出資等をしている法人の経  

   営状況） 

・ その他            （町長行政報告） 

（２） 議会関係（２４件）   

  ・ 諸般の報告      ３件（議会閉会中における動向、例月出納検査・工事監査、議員

の派遣結果報告） 

  ・ 承      認   １件（議員の派遣承認） 

  ・ 陳 情   １件 

  ・ 意 見 書  １１件 

  ・ 所管事務調査報告   ３件（総務文教・民生・産業建設常任委員会） 

  ・ 次期所管事務調査   ４件（各常任委員会・議会運営委員会） 

  ・ 特別委員会の設置   １件（町立国保病院に関する特委） 

 

  ２．予算の説明について  

○ 承認（専決処分）    ６件     

   ○ 補正予算        ５件 

 

  ３．議案の説明について  

   ○ 財産の取得      １件 

   ○ 町道路線の認定    １件 
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  ○ 指定管理者の指定   １件 

  ○ 規約の変更      １件 

  ○ 工事請負契約     ２件 

   ○ 選任同意       １件 

   ○ 報  告       ２件 

 

４．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、例月出納検査・工事監査、議員の派遣結果  

報告） 

○ 町長の行政報告 

 

  ５．議員の派遣承認について 

 

  ６．陳情書の取り扱いについて  

○ 陳情書 

（１）陳情第１号   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 

 

  ７．意見書の取り扱いについて  

（１）意見書案第６号  道路整備に関する意見書（案） 

（２）意見書案第７号 「仕事と生活の調和推進基本法」（仮称）の制定を求める意見書（案）      

（３）意見書案第８号  脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書（案） 

（４）意見書案第９号 （仮称）苫小牧登別通の道道昇格と整備促進に係る意見書（案） 

（５）意見書案第 10 号 出資法の上限金利の引き下げ等、「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） 

（６）意見書案第 11 号 自治体財政の充実・強化を求める意見書（案） 

（７）意見書案第 12 号 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） 

（８）意見書案第 13 号 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） 

（９）意見書案第 14 号 「ＪＲ不採用問題」の早期全面解決を求める意見書（案） 

（10）意見書案第 15 号 在日米軍再編に伴う米軍機千歳移転に関する意見書（案） 

（11）意見書案第 16 号 教育基本法改定に関する要望意見書（案） 

 

８．常任委員会所管事務調査の報告について 

○ 総務文教常任委員会 

・ 平成１８年第 1 回定例会 

小中学校適正配置について 

○ 民生常任員会 
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・ 平成１８年第 1 回定例会  

介護保険制度について 

○ 産業建設常任委員会 

・ 平成１８年第１回定例会 

    企業誘致政策について 

 

９．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 

○ 総務文教常任委員会 

○ 民生常任委員会 

○ 産業建設常任委員会 

○ 議会運営委員会 

 

 １０．特別委員会の設置について  

   ○ 白老町立国民健康保険病院に関する特別委員会 

 

１１．第２回定例会の日程について  

   ○ 会  期  平成１８年６月２０日（火）～６月２２日（木） ３日間 

   ○ 議事日程  別紙（案）のとおり 

 

１２．その他  

  ○ 本会議・委員会におけるクールビスの実施について 

 

 

○会議に付した事件 

 協議事項 （平成１８年第２回 白老町議会定例会 関係） 

１．提出議案  

（１）  町長提案（２０件） 

 ・ 承     認    ６件 専決処分の承認（国保・老保・公共下水道・工業団地造成・

臨海部造成・港湾施設の各特別会計） 

・ 補 正 予 算      ５件（一般会計、国保・介護保険・特養事業特別会計、病院会計） 

     ・ 財 産 の 取 得      １件 

・ 町道路線の認定        １件 

・ 指定管理者の指定   1 件 

・ 規 約 の 変 更     １件（北海道市町村総合事務組合規約） 

・ 工事請負契約     ２件 

・ 選 任 同 意     １件（監査委員） 

・ 報 告     ２件（一般会計繰越明許費、白老町が出資等をしている法人の

経営状況） 

・ その他            （町長行政報告） 
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（２） 議会関係（２４件）   

  ・ 諸般の報告      ３件（議会閉会中における動向、例月出納検査・工事監査、議員

の派遣結果報告） 

  ・ 承      認   １件（議員の派遣承認） 

  ・ 陳 情   １件 

  ・ 意 見 書  １１件 

  ・ 所管事務調査報告   ３件（総務文教・民生・産業建設常任委員会） 

  ・ 次期所管事務調査   ４件（各常任委員会・議会運営委員会） 

  ・ 特別委員会の設置   １件（町立国保病院に関する特委） 

 

  ２．予算の説明について  

○ 承認（専決処分）    ６件     

   ○ 補正予算        ５件 

 

  ３．議案の説明について  

   ○ 財産の取得      １件 

   ○ 町道路線の認定    １件 

  ○ 指定管理者の指定   １件 

  ○ 規約の変更      １件 

  ○ 工事請負契約     ２件 

   ○ 選任同意       １件 

   ○ 報  告       ２件 

 

４．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、例月出納検査・工事監査、議員の派遣結果  

報告） 

○ 町長の行政報告 

 

  ５．議員の派遣承認について 

 

  ６．陳情書の取り扱いについて  

○ 陳情書 

（１）陳情第１号   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 

 

  ７．意見書の取り扱いについて  

（１）意見書案第６号  道路整備に関する意見書（案） 

（２）意見書案第７号  「仕事と生活の調和推進基本法」（仮称）の制定を求める意見書（案）     

（３）意見書案第８号  脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書（案） 

（４）意見書案第９号 （仮称）苫小牧登別通の道道昇格と整備促進に係る意見書（案） 
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（５）意見書案第 10 号 出資法の上限金利の引き下げ等、「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） 

（６）意見書案第 11 号 自治体財政の充実・強化を求める意見書（案） 

（７）意見書案第 12 号 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） 

（８）意見書案第 13 号   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） 

（９）意見書案第 14 号 「ＪＲ不採用問題」の早期全面解決を求める意見書（案） 

（10）意見書案第 15 号 在日米軍再編に伴う米軍機千歳移転に関する意見書（案） 

（11）意見書案第 16 号 教育基本法改定に関する要望意見書（案） 

 

８．常任委員会所管事務調査の報告について 

○ 総務文教常任委員会 

(ア) 平成１８年第 1 回定例会 

小中学校適正配置について 

○ 民生常任員会 

(イ) 平成１８年第 1 回定例会  

介護保険制度について 

○ 産業建設常任委員会 

(ウ) 平成１８年第１回定例会 

    企業誘致政策について 

 

９．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 

○ 総務文教常任委員会 

○ 民生常任委員会 

○ 産業建設常任委員会 

○ 議会運営委員会 

 

 １０．特別委員会の設置について  

   ○ 白老町立国民健康保険病院に関する特別委員会 

 

１１．第２回定例会の日程について  

   ○ 会  期  平成１８年６月２０日（火）～６月２２日（木） ３日間 

   ○ 議事日程  別紙（案）のとおり 

 

１２．その他  

○ 本会議・委員会におけるクールビスの実施について 

 



 6 

 

○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         委 員   山 本 浩 平 君 

      吉 田 和 子 君               谷 内   勉 君 

      加 藤 正 恭 君         委員外議員 根 本 道 明 君 

 議 長  堀 部 登志雄 君               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  

総務課長  白 崎 浩 司 君    経営企画課長  岩 城 達 己 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） 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」という声あり〕 

○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。 

 

◎ 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） ご苦労様です。本日の議会運営委員会でございますが、第２回の定例会に

向けまして、議案等のご審議をいただく予定になってございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは早速、協議事項に入りたいと思います。 

１番目の提出議案から協議に入りたいと思います。 

最初に、町長提案のもの２０件ございますが、順次ご説明を願いいたします。岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） それでは、議案書をおめくりいただきまして、議案の目次でございます。  

 承認第１号、専決処分の承認を求めることについて、平成１８年度白老町国民健康保険事業特別会計補

正予算第１号から、承認第６号平成１８年度白老町港湾機能施設事業特別会計補正予算第１号。ここから

ご説明申し上げます。 

 お手元の方に、２枚つづりで平成１８年度白老町議会第２回定例会へ提案する平成１８年度補正予算の

概要というものをお配りさせていただいております。それにそってご説明申し上げたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

 １ 歳入歳出予算の補正規模でございますが。 

特別会計というところでございます。ただ今申し上げました承認６件でございますが、国保事業特別会

計補正予算第１号から、港湾機能施設事業特別会計補正予算第１号まで、この 6 件については５月３１日

付けで、平成１７年度決算額が確定したことに伴う、赤字決算分を繰上充用金として支出するものでござ

います。歳出歳入は記載のとおりでございます。 

続きまして、議案第１号平成１８年度白老町一般会計補正予算第２号でございます。 

予算概要の説明の一番上でございますが、一般会計第２号、金額が１５２，１７４，０００円増額する

補正でございます。この内容につきましては、次のページをお開き願います。２ページになります。 

２ 一般会計補正予算の主な事項 

（１） 歳出 

 総務費      ５５１，０００円     

広報活動経費       広報誌印刷執行残の整理    △１，６００，０００円 

 移住・定住促進事業 ＰＲ用パンフレットの作成、ＰＲ活動、空家調査の実施２，１２５，０００円 

 これにつきましては、地域住宅公金を財源充当するものでございます。 

 民生費  △２１，１９０，０００円  
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 地域包括支援センター運営経費              △１３，７３５，０００円 

 当初予算は、町内事業所に委託するということで予算計上していたところでございますが、国制度の変

更によりまして、地域包括支援センターで実施するというふうに内容が変わりました。 

それに伴う支出が削減になったと。いわゆる単価の減ということでございます。 

プラス要因としまして、地域包括支援センターで、ケアプランの作成を行うということに変わりますの

で、臨時専門員を配置するということで、この分はプラス要因となっていますが、総体では１３，７３５，

０００円減額というものであります。 

 老人保険会計繰出金でございますが、平成１７年度分の精算によります減額補正でございます。 

 環境衛生費       ６３０，０００円  

 公衆トイレ管理経費 白老駅舎向かって左手の公衆トイレ雨漏り補修。 

 農林水産業費      １５７，０００円  

 農業委員会経費 社台地区排水路用地取得に関わる経費。 

 商工費       ４，７００，０００円  

 観光協会補助金、空席であった観光協会事務局長の人件費分を補助 

 土木費     １６３，６６５，０００円  

 港湾建設事業 国の地方港湾の予算は一括予算となっており、各港湾への予算は年度末に詳細が決まる

というふうになっております。例年ですと、当初予算編成時にある程度見通しを立ててきたところでござ

いますが、今年度予算につきましては国の地方港湾予算の削減の姿勢が強く、白老港の事業費も要望額の

満額は認められないとの情報の中で、当初予算を編成したところであります。 

 その後、開発局と町とで第３商港区の早期供用開始に向かっての、予算獲得の強い要望展開をしたこと

によりまして、要望額の満額回答を得たところであります。この度、その分を補正増額するものでござい

ます。事業の内容としましては、ケーソン６缶、コンクリートの箱ものでございますが、その製作と臨港

道路の整備でございます。 

町営住宅整備事業 日の出団地公営住宅の周辺用地確定測量を行うものでございます。 

消防費         ７７８，０００円 

消防庁舎整備事業に係る財務局用地を購入することに伴う計上でございます。 

教育費       １，９８３，０００円 

児童健康診断経費  △８２７，０００円 生徒健康診断  △４０６，０００円 

眼科検診 問診方式の導入により検診単価の減になったものでございます。 

昨年までは，全児童・生徒対象に行っていたところですが、苫小牧方式を導入し、事前に問診調査をし、

全く以上がないというお子さんは検診をしないで、問診結果によって検診する児童・生徒を対象に行うと

いうもので、そのことによっての単価減で経費が削減されたということでございます。 

小学校施設整備事業 白老小学校の雨漏りの修繕でございます。 

中学校教育振興一般経費  △１，６３６，０００円 

これにつきましては、臨時講師を北海道では厳しいということで、補正で計上していたところでござい

ますが、この度、道費対応ということになったものですから、その相当額を減額するものでございます。 

諸支出金      ９００，０００円  

各種基金積立金 寄付をいただいていることから９００，０００円を。 

合計としまして、１５２，１７４，０００円の増額補正でございます。 
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（２） 歳入 

国庫支出金、道支出金、寄付金、繰入金、諸収入、町債につきましては、ただ今歳出で説明した内容で

ございますので省略させていただきます。 

繰越金   ２，０８１，０００円 

５月３１日の出納閉鎖による前年度繰越金は、約３４，５００，０００円でありますことから、当初予

算の繰越金２５，０００，０００円を差し引いた約９，５００，０００円のうち、２，０８１，０００円

を歳入として見込んだものでございます。 

また１ページにお戻りいただきたいと思います。 

続きまして、国保事業特別会計でございますが、議案の第２号になります。 

歳出 安定化計画作成及び推進経費  １２，７８６，０００円 

本事業は、平成１８、１９年度の２ヵ年事業で実施するものでございまして、国保医療費適正化推進モ

デル事業に補正でございます。内容としましては、医療費データ－分析等の委託料になってございます。

財源につきましては、北海道国民健康保険調整交付金を充当するものでございます。 

続きまして、議案第３号 平成１８年度白老町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 

歳出歳入は記載のとおりでございます。これにつきましては、平成１７年度精査に伴う支出でございま

す。 

続きまして、議案第４号でございます。平成１８年度白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計補正予

算（第１号）でございます。 

債務負担行為 １件。これにつきましては、指定管理者制度の導入に伴い、当面現介護職員を派遣する

こととしており、派遣期間中の人件費差額を指定管理料で支出する必要があることから、債務負担行為を

起こすものでございます。 

議案第５号 平成１８年度白老町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号）でございます。 

収益的支出の内訳でございますが、給与費△８，５１５，０００円。 

今年４月１日の人事異動に伴いまして、職員が削減されております。また、事務的事業を進めるための

会計事務等の委託料としまして会計経理の一部を民間委託をすることから６，６１５，０００円を増額。

さらに、経営シミュレーション委託料１，９００，０００円を計上してございます。 

増減については０でございまして、会計内流用により補正増減というのはございません。 

ただ今、承認第１号から、議案の第５号までご説明申し上げました。 

今回の平成１８年度の補正予算の状況、最終合計でございますが、          単位：千円 

    一般会計 特別会計 企業会計 合  計 

合計 １０，０９１，４８６ １２，６５０，５２１ ２，０３５，１７６ ２４，７７７，１８３ 

以上、承認第１号から、議案の第５号まで説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 私のほうから、議案第６号から９号まで説明申し上げます。 

 議案書の議案第６号、お開き願いたいと思います。議案第６号につきましては、財産の取得ということ

の提案でございます。取得する財産につきましては、１に書いてありますが土地ということで、所在、地

番、地目、地籍、所有者住所氏名につきましては、記載のとおりでございますので、朗読省略いたします。

全部で１８筆、４８，７８８．６７㎡ということで、次のページお開き願います。取得予定金額２７，９
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７０，０００円以内です。これは目的が萩の里自然公園用地。取得の方法が随意契約による買収というこ

とで、財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき議会の議決を求めるという内容でございまして、

位置図につきましては、次ページに図面が載っておりますが、萩の里自然公園内ということで赤色で塗り

つぶした部分でございます。 

 次に、開いていただきまして議案第７号です。 

 ７号につきましては、町道路線の認定という議案でございます。案件としては１件、大町１３号通りと

いうことで、次のページを開いていただきまして、図面が添付されていますが、位置図です。旧白老保育

所跡地の宅地分譲に伴って、整備する新設道路を町道として認定するという内容でございます。 

 次に議案第８号です。議案第８号につきましては、白老町立特別養護老人ホーム寿幸園の指定管理者の

指定についてという議案でございます。 

 記の欄に書いてありますが、２番目の指定管理者につきましては社会福祉法人天寿会ということで、指

定期間につきましては、平成１９年４月１日から平成２４年３月３１日までということで５年間でござい

ます。 

 次ページ、右の項３ページに天寿会の概要を、参考資料として添付してございます。それと、白老町指

定管理者候補者選定委員の委員会から出ております答申書につきましても添付してございますが、これに

つきましては朗読を省略させていただきます。 

 次に議案第９号です。北海道市町村総合事務組合規約の変更についてということの議案ですが、ここで

北海道市町村総合事務組合でございますけれども、これは北海道の市町村、あるいは一部事務組合３０９

団体が加盟している事務組合ですけれども、業務内容は非常勤職員あるいは消防団員等の公務上の公務災

害に関わる保障に関する事務を行っているところでございます。 

 改正内容としては、次ページに新旧対照表が載っておりますけれども、組合に管理者、副管理者及び収

入役を置くということの規定でございますけれども、この度、収入役を置かないというような方向で規定

を設けるという内容でございます。 

 これにつきましては、議案説明にございますとおり自治法上、規約の変更、それについての協議につい

ては加盟市町村の議会の議決を要すると言うようなことがありますので、今回これを提案するものでござ

います。 

 引き続き、議案第１０号に入りますが、また説明員変わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 議案第１０号でございます。工事請負契約の締結について、 

１契約の目的 白老町消防庁舎建設(建築主体)工事でございます。 

２契約の方法 制限付一般競争入札 

３契約の金額 ２０７，９００，０００円 

４契約の相手方 菱中・川田・小泉特定建設工事共同企業体 代表者、構成員は記載のとおりでござい

ます。 

次のページをお開き願います。 

工事場所につきましては、白老町字石山２０番地２４でございまして、先の議員協議会で位置等につい

てはご説明済みということでございます。 

完成期限につきましては、平成１９年３月２３日、工事概要につきましては構造としまして鉄筋コンク

リート作り２階建てでございます。以下施設、面積等については記載のとおりでございます。 
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次ページ以降、図面等が添付されてございますので、この内容については説明を省略させていただきま

す。 

続きまして、議案第１１号、工事請負契約の締結について、 

１契約の目的 白老町消防庁舎建設(機械設備)工事 

２契約の方法 制限付一般競争入札 

３契約の金額 ９６，３９０，０００円 

４契約の相手方 栗林・白老設備・タナカ特定建設工事共同企業体 代表者、構成員は記載のとおりで

ございます。 

次のページをお開き願います。工事場所につきましては、同じく白老町字石山２０番地２４。完成期限

は、平成１９年３月２３日でございます。 

機械設備工事の内容でございますが、空調換気設備、自動制御設備、給排水衛生設備、給湯設備となっ

てございます。詳細は記載のとおりでございます。 

続きまして、報告第１号でございます。平成１７年度白老町一般会計繰越明許費、繰越計算書について、

次のページをお開き願います。 

報告１―２ページでございます。８款土木費３項河川費、事業名バンノ沢川砂防事業｡金額としまして、

翌年度繰越額４，２１８，０００円でございます。 

本件につきましては、本年３月２４日、第１１号補正でございまして、融雪期におけるバンノ沢川周辺

山腹地の崩壊調査を行ったものでございます。報告第２号が説明に変わります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 私のほうから、報告２号です。白老町が出資等をしている法人の経営状況説

明書の提出ということで、自治法の規定によりまして、白老町が出資等をしている法人の経営状況説明書

の提出でございます。白老町土地開発公社、株式会社白老振興公社、財団法人白老町体育協会のそれぞれ

の平成１７年度事業報告及び１８年度事業計画の提出でございます。 

 なお、議案目次に掲載しております議案第１２号につきましては、議案書を綴じておりませんが、人事

案件につき当日配付させていただきますが、案件につきましては監査委員の選任につき同意を求めること

についてということで、当日議案を配付させていただきたいというふうに思っております。 

 以上、雑ぱくではございますが、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、町長提案の案件２０件の説明がございました。何かお聞きしたいこと

がございましたら委員の皆様どうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは町長提案の案件２０件については以上で終わります。ご苦労様

でございます。 

それでは引き続き、議会関係２４件を協議いたしたいと思います。最初に諸般の報告から、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 諸般の報告でございます。お手元の方に資料を添付させていただいており

ます。議長の諸般の報告としまして、閉会中における動向、３月から定例会開催までの議会の動きでござ

います。もう１点は、すでに議案と一緒に配付させてもらってございますが、例月出納検査・定期監査の

監査委員のほうからの報告でございます。 

 議員の派遣結果報告としまして、資料を添付させていただいております。３月定例会以降、議長の権限

により依頼のあったものに派遣をしたものでございます。会議規則の但し書きの規定によるものでござい
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ます。 

 もう１点、町長のほうから行政報告がございます。これについては、当日配付になろうかと思います。

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） まず、諸般の報告について何かございますか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次、承認。 

○事務局長（上坊寺博之君） ５番目の議員の派遣承認でございます。これは議決をいただくものでござ

いまして、当面確定しております６月定例会以降９月までの各種行事の派遣でございます。内容は記載し

てありますので見ていただきたいと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議員派遣承認、何かございますか。 

〔「なし」という者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） なければ次に行きます。陳情。 

よろしゅうございますか、別紙先に配布されていたものです。はい、陳情について４件。 

○事務局長（上坊寺博之君） 陳情のほう４件、出てございますが。２番目の市場化テスト法案から３番

目の部分については、これは郵送で届いたものでございます。従来の規定から行きますと一応参考配付に

なろうかなと思います。次第のほうには１件、青年会議所から届いたものを載せていただいております。

以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 別紙、事前に配布されているものですけれども、陳情書、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。これは青年会議所から出ているものでございます。この取り

扱いでございますけれども。従来どおり、産業建設常任委員会だと思いますけれども、そこに付託という

ことでよろしゅうございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ず、このグリーンの本をお持ちになっている方は、見ていただきたいと

思います。陳情書の取り扱いについて、若干ご説明申し上げたいと思います。会議規則です。 

 白老町議会会議規則がございますが、それの９５条を見ていただきたいと思います。 

 ９５条に陳情書の処理とあります。陳情書又はこれに類するもので、議長が必要だと認めるものは、請

願書の例により処理する。とこうなっております。これちょっと確認していただきたいと思います。その

前のページ開いていただきたいと思います。 

 第９章の 8９条から、そこに請願の取り扱いが書かれてございますが、第９２条請願の委員会付託とい

う形で書かれてございます。請願書は付託が原則になります。２項で付託を省略するのは、議決でという

ことになってございますので、今委員長が諮られたように、各所属の委員会に付託しなければならないと

いうことになりますのでご理解いただきたいと思います。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。青年会議所よりの陳情書については、よろしゅうございますね。それ以

下 3 本につきましては、白老町の町民が、ここには関わっていないということもございますので、参考配

付というふうな処置を取りたいと思いますが、いかがでしょうか。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） それではそのようなふうにしたいと思います。  

続きまして意見書。はい、局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書のほうもですね、２本意見書案できておりますけれども、これも郵

送になった部分でございまして、１点は全国市議会議長基地協議会、北海道社会保障推進協議会、これも
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郵送の扱いでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今の意見書、後についていますけれども、郵送のものについては参

考配付でよろしゅうございますね。 

 それでは、続きまして意見書案第 6 号、道路整備に関する意見書案、全道議長会から来たものでござい

ます。これにつきまして、ご意見ございましたらどうぞ。 

 私、毎年言っているのですけれども、この参考と書いてある意見書案のところの記の 5 番目に必要に応

じて地域の実情を挿入してくださいと書いているんです。これ毎年私言っているのですけれども、上にも

若干あるのですけれども、今回意見書も出ていますけれども、ここに道道、市町村道の整備促進を図るこ

とという１項目、是非を入れていただきたいというふうに、記の部分に入れていただきたいと。前文にも

若干そのような旨のことが書かれているのですけれども、道道、市町村道の整備促進を図ることというの

が、記の部分にございませんので、是非そこに、5 番目の記というところに入れていただきたいというこ

とであります。道道、市町村道の整備促進を図ることと。道道に関する意見書も出ていますので、良いの

かなと思いましたけれども。よろしゅうございますか。はいどうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 提案代表になる方でございますが、申し合せの事項で北海道議長会から要

請の受けたの意見書は、各会派の代表者が提出者となり、という規定がございます。今回日本共産党さん

が順番となりますのでよろしく願いしたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、よろしゅうございますね。 

では次、公明党さんから出されておりますガン対策推進法につきましては、前回の議運で取り下げにな

っております。 

引き続き｢仕事と生活の調和推進基本法｣の制定を求める意見書案でございますけれども、これについて

のご意見を伺いたいと思います。各会派別に、では町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブ加藤です。これについては、賛成をいたします。別に意見はありませ

ん。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブ熊谷です。うちも賛同いたします。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 新風、賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 私のところなんですけれども、できれば何点か直して欲しいなと思うのがあり

ます。それで、作ってきましたので。 

 暫時休憩します。 

 

休  憩 （午後 ２時０４分） 

 

再  開 （午後 ２時０５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。 

挿入をしていただきたいという部分がほとんどでございます。 

 １点目、仕事と生活の調和に関するということだけであれば、あまり意味が分からないので、差し障り

がなかったら「人間らしい労働の確立を目指す」というのを入れていただいたほうが分かりやすいのでは
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ないかと言うことでございます。それから、表題ですね。これはもしどうしてもだめだというのなら、表

題というのはあまり関係ありませんので。 

 それから、９行目に｢つまり｣とあります。その後に「労働法制の規制緩和による不安定雇用の増大、過

密労働の拡がり」というのを入れていただきたい。要するに具体的な事実関係を入れたほうが分かりやす

いのではないかということであります。 

 それから、１６行目の「ワークバランスに・・・」というのがありますね。そこに、若干の削除と「し

かし労働者が選択できるように・・・・」と書いていますけれども、そこのところをちょっと入れていた

だきたいということです。 

 最後の部分、２０行目ですけれども、「促進を図るため」とあります。「人間らしい雇用を確立し」と言

うところです。「長時間過密労働やサービス残業に道を開かないような、仕事と生活の調和に関する新法

によって」と、ここを入れていただければと思っております。それだけです。変わっているのはそこだけ

だと思います。 

 新法と書いているの、これ基本法だね。すみません、新法の、僕のほうの印刷間違っていますね。これ

新法、全部基本法です。意味は同じです。大変失礼しました、これ私のほうで間違っていますね。新法で

はなくて基本法です。１番最初から間違っています。 

 「つまり」のところと、１６行目の「ワークバランス・・・」というところ。それと下から３行目。よ

うするに、具体的なことを書いたほうが良いだろうということを言っているだけです。読んでみてい

ただければ分かります。 

 それで、提案者含めた賛成者の皆様方のご意見を伺いたいと思います。この次もう一度検討するという

こともできますので、よろしゅうございますか。 

 それではお諮りいたします。この件につきましては、次回の議会運営員会まで検討するということでよ

ろしゅうございますか。最終日にこれが係りますので、その前に一度議会運営委員会を開きたいというふ

うに思います。会期中になると思いますけれども、そのようにしたいと思います。よろしゅうございます

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは意見書案第８号脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進等を求め

る意見書。これいついて協議いたしたいと思います。各会派のご意見を求めます。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブ加藤です。これもよろしいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブ熊谷です。うちも賛成です。 

○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） 私のところも賛成です。これにつきまして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） では、意見書案第９号に入ります。新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） うちは賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 賛成いたします。 
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○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） はい、賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） うちも賛成です。 

意見書案第１０号 出資法の上限金利の引き下げ等、｢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。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤ですが、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） 新政クラブ熊谷です。うちの会派で非常にもめまして、非常に難しいということ

と、言っている中味の最後のほう、記の部分については理解ができるのかなという話なんですが、実は、

意見案の中の文面をずっと読んでいきますと、下のほうなんですけえども、｢一方長引く経済不況も背景

に・・・｣というところで、これは意見書として必要な文面なんだろうと提出者は考えているのでしょう

けれども、非常に「自己破産だとか、夜逃げだとか、一家離散だとか、校内暴力、自殺、強盗、殺人だと

かという犯罪の社会問題を引き起こすに至っているのです」というところに、ちょっとブレーキがかかる

かなと。この辺のところもう少しやわらかく表現できないかなと、もしその辺のところをご理解いただけ

るのでしたら、我々の会派は賛成しても良いなと言う意見に一応まとまっています。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、公明。 

○委員（吉田和子君） はい、賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 賛成ですね。私のところもこれにつきましては賛成です。早い話がサラ金対策

でございますので賛成いたします。提出者の方、今新政クラブからご意見出ましたけれども。はい、吉田

副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） どのような文言にしたらいいかということについて、案ございましょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブです。固有というか、形態表現というのでしょうかね。「自己破産だ

とか、夜逃げ、一家離散、校内暴力、自殺、強盗、殺人等の犯罪に至った」というこの辺を削除していた

だいて、「多くの社会問題を引き起こすに至っているのです」というくらいでまとめていただいたら良い

のかなというふうに思うのですけれども。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） このことにつきましても意見ございますので、提出者の方のご意見も伺うとい

うことで、今の意見を十分考慮した上で、次回の中で、次回も時間はかけません。他のところはもういい

のですから、直せるか直せないかということでございますので、そういう処置を取りたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。それでは、次に行きます。 

 自治体財政の充実・強化を求める意見書案。はい、事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 配布した部分でですね、訂正がございますので直していただきたいと思い

ます。 

 まず、１番上の意見書は、「（案）」が抜けていましたので、最後の行｢自治体財政の充実強化｣｢に｣とな

っていますが｢の｣に、この２つをお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 本分です。分かりましたか。それではご意見を求めます。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤ですが、賛成をいたします。特別意見はありません。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政。 

○委員（熊谷雅史君） 新政も賛成します。 
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○委員長（大渕紀夫君） 公明党。 

○委員（吉田和子君） 賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 私も賛成しますけれども、ちょっと確認します。 

次のページの国庫補助負担金改革と書いてますけれども、ここら辺かなり難しくて、何にも難しくない

のですけれども、政府が言っている改革は、自主財源をあまり認めるという方法ではないのです。この文

面からいくと、明らかにこの前の文章からいくと、自主財源を強化せよというふうに受け取れるのですけ

れども、そういう受け止め方でいいのですね。 

○副委員長（吉田正利君） 検討しましたけれども、基本時にはそのような考えで、私どもは一致しまし

た。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。それならば賛成いたします。これは賛成いたします。 

 全会一致でございます。 

 次、意見書案第１２号、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。 

○事務局長（上坊寺博之君） そこもちょっと、訂正がありますので、直していただきたいと思います。

表題の義務教育国庫、「費」が抜けていますので追加をお願いいたします。それと本文の５行目、同じく

冒頭の｢費｣も抜けていますので、これも訂正をお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブの加藤ですが、賛成をいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政も賛成します。 

○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、私のところも賛成です。全会一致でよろしゅうございますね。 

 それでは、意見書案第１３号、ただこれ、１４日に参議院可決しました。それで、趣旨としては、非常

に思っているのですが、可決しましたので、出しても同じことですので残念ながら取下げをいたします。 

 それでは次、意見書案第１４号、「ＪＲ不採用問題」の早期全面解決を求める意見書（案）。 

○事務局長（上坊寺博之君） そこも訂正させてください。１字訂正させていただきたいと思いますけれ

ども、９行目の冒頭で「進展」となっていますが。「推進」の原本誤りです。「推進」に直していただきた

いと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブですが、これについてもいろいろ議論をいたしました。事務局のほう

から、新聞の社説のコピーをいただいております。これらを見て賛成をすることにいたしました。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政も賛成です。 

○委員長（大渕紀夫君） 新風。 

○副委員長（吉田正利君） 大変申し訳ない。各論ございまして、新風としては意見集約大変難しくござ

いました。最終的には各人の判断に任せることにいたしました。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） はい、賛成いたします。 
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○委員長（大渕紀夫君） 分かりました。それでは、賛成、全員ではないのですけれども。私、意見書は

なるべく全会一意が望ましいと、この間からずっと言っていますけれども、この場合各自ということで、

会派では自主投票みたいな格好ですので、出させてもらうということで良いですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） そこら辺、もっと議論があって、ここを直したほうがいいという議論であれば、

治したほうがいいと思うのですけれども、今の場合ちょっと違いますので、なるべくそういうふうにした

かったのですが、今回の場合出すのはいいですか。よければ提出させていただきます。そういうことでよ

ろしゅうございますね。 

 では、続きまして意見書案第１５号、在日米軍再編に伴う米軍機千歳移転に関する意見書（案）、これ

についての。 

○事務局長（上坊寺博之君） そこも、ちょっと訂正がございます。４行目、真中辺「米軍の基地使用拡

大の」になっています。「が」です。そこから５行下に「牛乳」と書いています。「乳牛」逆ですので直し

てください。そこから５行くらい先の冒頭のほうに、「説明責任」と書いていますね、それを「事前説明」

に、原稿はそうなっていますので直していただきたいと、以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、これについての意見をお願いいたします。町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブ加藤ですが、これについてはいろいろ会派の中で議論をいたしました。

この種の問題は、国際、外交、防衛という地方議会としては本来なじまないという問題なのでしょうが、

「米軍機が千歳移転」ということでの意見書であります。近隣自治体としては、感化できないことだなと

いうふうな認識でおります。 

 私どもは総論、すなわち日本に基地があるということについては賛成をしている立場からですね、ただ、

各論になりますと、今回のように沖縄に７５％の基地があると。それを何とか各地区にと、日本全国で沖

縄の軽減を図ろうと。こういうのが各論になるのだろうとうところで、それぞれの来る自治体の意見の分

かれるところであります。 

 しかしながら、この文章を我々ずっと読みまして、提出者の日本共産党は、これ総論も反対、各論も反

対という立場ですから、我々とは意見を異にするわけです。しかし、基地のある千歳市は別として、現在

問題になっている苫小牧市、ここでも非常に意見の別れているところだと、我々は承知していますが、政

府が同意したということになると、苫小牧の市民の中にも条件闘争をすべきではないのかと。せざるを得

ないのではないかという意見もあるやに聞いております。 

 私どもの白老町にも弾薬支処という基地が、現実に存在し、それによって白老町の財源的な潤いもある

ということをいろいろ検討した結果、町清クラブとしてはこの意見書案には賛成しかねると。こういうこ

とでございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政も、今町清さんが言われるような議論に、ほとんど終始いたしました。結論

としては、不可ということでこの意見案に対して賛成も反対もできないということで、これについては賛

成提出者にはなれないということですね。それで勘弁して欲しいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新風。 

○副委員長（吉田正利君） 私どももいろいろ検討いたしました。１つ基地の問題に対する賛否でござい

ますが、私ども白老に弾薬庫を持っております。そのような関連で、外郭から見ると直接関係はないので

すが、ともかくそのような関連で、相当慎重にならざるを得ないのではないかという考えでございます。
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それから、現実的に、この企画案に対して中止を要求しているわけでございますが、私どもは近隣市町村

の関係がございます。苫小牧は反対の意思表明をしているわけでございますが、これを町議会に挙げて全

体的な反対というと論議になってくると、非常に難しいという考えでございます。よって、この案につい

ては、一部考え方もあるのですが、私どもは自主ということで一応決定いたしました。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、公明。 

○委員（吉田和子君） はい、うちの会派もいろいろ話し合いをいたしまして、苫小牧市としては反対と

いうことは聞いております。公明党のほうとしても、施設のことに対しては反対であるけれども、いろん

な条件的なものの、条件闘争に入ってきているという段階で、白老町議会の議員としては、先ほどもおっ

しゃったように基地もあるということで、町議会挙げて反対ということの、手を挙げていく、私たちの立

場で、それはちょっと控えるべきではないかと。他のほうの町議会も質問とかも出ていたようですが、そ

こまで立ち入っていくことはどうなんだろうという答弁等も見ていたりしますと、出すことには賛成はい

たしません。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、提出者として、一言お話をしておきたいのですけれども、私これを出し

ているのは、ここに弾薬庫があるということは十分承知しておりますし、それとは全く区別をしておりま

す。ですから、弾薬庫があるということで国から予算がくるということは、私は当たり前なことだという

考え方です。危険なものがあるわけですから、国からお金がくるのは当たり前ですし、防衛予算を使うと

いうことが全部だめだとは思っていません。ただ、農業の方を含めまして、ここでも間違いなく影響が出

るというのは、そう思います。そのときに失敗したなというのでは、私はまずいのではないかと。日本の

自衛隊さんがやられることではなくて、米軍が来てやるということについては、やはり反対すべきだろう

という考え方で提出したということは、理解していいただきたいと思います。 

 基本的には、私前からいっていますように、こういう状況の場合は意見書は取り下げます。取り下げる

ということもありますので、委員長として、なければ結構です。あれば、委員外議員のみなさんの意見も

お尋ねをしておきたいと思います。取り下げなければいいのですけれども、取り下げますので。玉井委員

外議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 私も、対外的なこと、今までの日本の成り立ち。終戦以来アメリカ軍が日

本を守ってくれたというのは、これ基本的ですね。そういうことから、１００％ではないけれども、もし

仮に日本で軍備を作るとすると何百兆円もかかると私は思っています。そういう関係から、ある程度は移

譲しなければならないだろと。このことが、はっきり言えば終戦後６２年になるけれども、日本人を逆に

堕落させたということも、今は考えていますから、だから１００％ということではないのですけれども、

ある程度、何百兆円もかけて軍備を作ることもいかないということも踏まえた中で、今の国のやっている

ことは、自民党でしょうけれども、それは間違っているという意味に取れないので、この意見書について

は、極端にいえば反対ということで。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他ございませんか。はい委員外議員西田祐子議員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 私は白老に弾薬庫がありますので、正直申し上げまして、この件に関して

はどうしようかなという思いはありますけれども、ただひとつ米軍がくるということで、日米地位協定と

いうものが差別があると。そういう観点から言いますと、できれば反対の方面になってしまうのかなと。

この日米地位協定というものがきちんと法律的に、平等に日本とアメリカとできちんと協議ができていく

中であれば、考え方も変わりますけれども、そういう分で非常に懸念がありました。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは意見書案第１５号につきましては、取下げをいたします。私のほうで
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取下げをいたします。 

 それでは、意見書案第１６号教育基本法改定に関する要望意見書（案）ということでございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 訂正させていただきたいと思います。表題の「改正」の「正しいが、定め

る」に直していただきたいと思います。それと、1 行目の「教育基本法改訂」ごんべんの「訂になってい

ますが、それも定める」に、その次に「提案と書いてありますが、これ提出」です。その下にも「改訂」

ありますので、それも直していただきたいと思います。その末尾「無視した重要なものです」これ「重大」

の誤りですので、直していただきたいと思います。 

それに、その次、「第２に」って書いてありますが、そこの改定も直していただきたいと思います。そ

れと記の３番目、「議論内容を」「を」が抜けていますので、入れていただきたいと思います。以上であり

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 分かりましたか。はい、それでは町清クラブ。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブです。教育基本法改定に関する要望意見書案ですね、私ども会派は、

基本的に、この教育基本法を改定することには賛成をしております。 

 これ、戦後まもなく制定されたもので、戦後６２年経過するにも関わらず、社会情勢等いろいろと変化

しているにも関わらず、改定してこなかったというのは、今の現実的な社会に適任しているかと、こうい

うことを考えれば見直す必要があるだろうという考え方でございます。現在の国会で、この改定について

は、国会の会期を延長しないということで、継続審査になった案件であると思います。この文章等につい

てコメントするわけですけれども、この文章の第１、第２、第３と。こういう文章が載っております。共

産党さんらしいなと。決めつけた所が各所に見られるわけですね。特に第３のところで、平和を希求する

人間の育成の理念を取り去り、憲法改定の動きと趣旨を同じくしているとの文章。これは憲法改定とはま

るきり別な問題で、どうしても憲法改定のほうへ持っていくという傾向がある。教育基本法とは自ずから

違うというふうに考えます。ただし、より良い教育基本法を改定するについて、十分な議論を国会でする

という趣旨については賛成いたしますけれども、この記の１にある審議中の教育基本法改定案を取り消し

廃案にすることということについては賛成しかねるわけであります。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政です。全く町清クラブと同意見であります。記の１を是非とも削除して欲し

いと。趣旨としては、我々の会派としても継続審議になった教育基本法を改定については、慎重に審議し

て欲しいという考え方ですから、今言われたとおり、文面１，２，３とまとまっていますけれど、非常に

決めつけが多いなと。もう少しやわらなくならないのかなと。そういう部分と、記の１を除いたほかで提

出するのであれば賛成するということであります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、新風。 

○副委員長（吉田正利君） 新風については、基本的な見解なんですが、賛成・反対両論が出まして、な

かなか集約しきれないというのが近況でございます。そういうふうなことで、今回の場合は自主判断でと

いうことでございます。ただ、記の１の、真っ向から廃案ということになってきますと判断が非常に難し

いので、これについては、一部修正を願えればという考えでございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） 私も、新政と町清さんと同じで、時代的な背景を考えていったときに、やはりそ

ぐわないところがたくさんあると。それで改定はするべきだというふうに考えておりますが、大切なこと

ですので十分議論すべきということも、私たちもそのことには賛成なんですね。この教育基本法改定に関
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する要望意見書なんですが、先ほども言いましたように第３は特に私は賛成しかねますし、記１の審議中

の教育基本法改定案を取り消し廃案にすることと言うのが入れば、賛成できません。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、具体的な文書提案が、記の１の部分についてはございますけれども、他

の部分について、どのような形が望ましいのかということがよく私も見えておりませんけれども、私はな

るべく努力をして、最大公約数でまとめられるものであれば、まとめたいという考えなんです。どこが出

されても同じ考えです。 

 実は、先日他町から視察にこられた時も、やはりそのような意見が結構ございましたので、私は基本的

には、私の役を仰せつかっている間につきましては、なるべく最大公約数でまとめられるのであれば、ま

とめる努力はしたいと。全くだめだとなればこれは努力する必要ございませんので、ただ、今の問題とい

うのも含めて、極めて大きな課題でございますので、再度私のほうでも持ち帰って、もう一度検討し、な

おかつ取り下げる場合でも、この次のことも考えて取り下げるということもできますので、この問題につ

いては間違いなく、明日、明後日休日ですから、国会は今日で終わりですので、そういうことで言えば、

継続審議になるというのははっきりしていると思います。そういう状況が見えておりますので、そんなこ

とも含めて再度検討をしてみたいと思います。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 申し合わせ事項を説明したいと思います。また、お持ちの人は見ていただ

きたいと思います。２ページ、申し合わせ事項の下のところに２と書いてあるところでございますが、そ

れを見ていただきたいと思います。そこに請願、陳情、意見書等の取り扱いと書いています。 

 （３）基本的に意見書の提出は、基本的に全会は一致を原則とする。となってございまして、一致にな

らない場合の手立てとして、（５）提出された意見書は、議会運営員会において取り扱いを協議すると。

これ、今やっている部分ですね。なお協議においても調整画困難な場合は、議会運営員長から議長に申し

出て会派代表者会議を開催し、提出会派の意見調整も行って再調整をすると。こういう手段になっていま

すので、こういう方法もあろうかなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、今、説明ございましたように、最大の努力をするということはここでも、

この前にも一度この議論をしていると思いますけれども、時間の問題もいろいろあるのですけれども、私

はやはり、議会というのは議論を尽くす場ですから、考え方が違う方が集まっているのは当たり前のこと

でして、それを前提にして話をするほうが当たり前なんですよ。ですから議論ができるわけですから、賛

成、反対が何か非常に罪悪に思っているような、風潮もありますけれども、決してそういうことはござい

ません。私は先ほど申し上げましたように、そういう形で議会運営委員会を進めたいと。必要によっては、

会派代表者会議を招集するということもありえると。ただ、それは全局の条件を見まして、その判断をす

るということですから、なんでもかんでも全部やれなんてことにはなりません。極めて均衡しているとか、

あと何人かの方がとか、そういう場合は会派代表会議も必要かと思いますけれども、基本的にはなるべく

そういうような形で進めたいと思っておりますので、今回については持ち帰って再度検討して、もう一度

検討する場がございますので、そのときに対処をしたいと、こう考えます。よろしゅうございますか。は

い。 

○事務局長（上坊寺博之君） 確認させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 意見書のことについて、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、レジメのほうで見ていただきたいと思います。確認させていただき

たいと思います。 

 道路整備に関する意見書案、これは全会一致で、議長会ですので、これは提案するということで、提案
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者が日本共産党さんでお願いしたいと。 

 第７号、「仕事と生活の調和推進基本法」これについては次回検討ということでございますので、会期

中の中で１日とりたいと思います。 

 次の脊髄液減少症の部分につきましては全会一致ということで提案すると。 

 それから、苫小牧登別通の道道昇格、これも全会一致で提出する。 

 出資法の関係につきましては次回まで検討、自治体財政の充実・強化を求める意見書、これは全会一致

で提出いたします。 

 ２００７年度政府予算編成、全会一致でございます。それと、療養病床の関係ですが、これは提案者が

取り下げるということになります。 

 「ＪＲ不採用問題」につきましては、これは提案者が独自で提案するということになります。 

 在日米軍、これについては取下げと。教育基本法改定に関するついては次回検討と。こういうことでよ

ろしいでしょうか、確認させてもらいます。 

 それで、意見書№入っていますが、私のほうの整理ございますので、今回全会一致のなったものについ

ては、番号を詰めさせていただきたいなと思っております。それと、一応確認していただきたいのですが、

申し合わせ事項には、全会一致で提出を決定した意見書は、各会派の代表が提案者になるということで、

５会派の代表者全員が提案者ということになって、過去には輪番で報告していたのですが、その辺確認な

んですが、今はしていないんですね。それでよろしいのかどうか。何人かの方に聞かれると輪番だという

方がいらっしゃるので。 

○委員長（大渕紀夫君） 今は輪番ではないですよ。提出会派が読み上げるというふうになっていますの

で。 

○事務局長（上坊寺博之君） では、申し合わせ事項も変えなければならないということですね。 

○委員長（大渕紀夫君） これ、議論してそうなったはずです。確か。何も議論をしないで、会派の長が

やるということはありえません。議会運営委員会できちんと議論をして、これ、提出者がしないのはおか

しいという意見が出た記憶を、僕ちゃんとしていますから、それは間違いないと思います。調べれば分か

ると思いますけれども。 

○事務局長（上坊寺博之君） 分かりました。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしても、両方とも申し合わせでございますので、そういう形の申し合

わせの中で進めているはずですから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 分かりました。番号は詰めさせてもらいますので、出てくる順番がバラバ

ラになるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 確か、誰かから提起があったはずです。はい、よろしゅうございますか。 

 次、常任委員会所管事務調査の報告について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今回、３常任委員会報告になります。 

 総務文教常任委員会につきましては、小学校の適正配置について。民生常任委員会につきましては、介

護保険制度について。産業建設常任委員会につきましては、企業誘致対策についてということで、３件に

なります。 

 先般、特別委員会の関係で決めていただきましたので、民生の病院の関係につきましては、自動消滅と

いう形で報告しないということになります、以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） この件はよろしゅうございますね。 
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 次、９ 常任委員会の及び議会運営委員会の所管事務調査事項決定について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次期所管事務調査の件でございますが、会期中に各常任委員会で決めてい

ただきたいと思います。今予定していますのは、第１日目一般質問が終わりましてから、例年どおり集ま

っていただいて決めていただくということになりますので、よろしくお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。 

 続きまして、特別委員会の設置について、運営、取り扱い方を含めて、局長から説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） これちょっと、一部訂正です。前に委員長から言われていたのは、病院の

運営に関するという部分だったかと思いますので、最終議事日程で設置をすることになります。議会運営

基準では、議長は特別委員にならないとなっていますので、議長を除く全員という形になろうかと思いま

す。 

 それともう１点、今日別紙を配らせていただいてございますが、これの議論をいただきたいと思います。 

 従来、特別委員会につきましては、調査終了までの閉会中の事項ということで、議会で諮って決めさせ

てもらっていますが、よくよく調べていきますと、ここの解釈で特別委員会の設置の際に期間を定めない

場合について、従来のとおり審査終了までという規定をしましたら、会期不継続の原則というのがありま

して、定例回毎の会期の審議事項は次の会期に引き継がないという原則があります。その例外を取ってい

るのが継続審査なんですね。これは議決に基づいてするということになってございまして、従来の定め方、

審査終了までという規定をしたのであれば、解釈としては次期定例会までだと言う解釈があります。これ

行政実例です。ですから、今までの定め方であれば、次次まで行かないという解釈なのですから、期限を

定めて設置する必要があるだろうなと思っています。 

 今回、病院の特別委員会を作るに当たっては、規定に基づいてきちんとしたほうがいいのかなと思って

いまして、いつまでの期限に設定をすればいいかというのを議論していただきたいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今の意味はですね、所管事務調査の場合は所管事項が決まったら、次期の定例

会までですよね。その後引き継ぐ場合は継続審議にしますよね。特別委員会も同じだと、今までは審査終

了まで、特別委員会継続するというふうにしていましたでしょ。それは違いますということなんです。で

すから、例えばこの場合、恒常的にずっと特別委員会があるということ自体が、うちの場合ありますけれ

ど、おかしいのです。それで、今回の場合も、例えば来年の 3 月に、町長が一定の方針を出すということ

になっておりますから、議会も呼応して、来年の 3 月まで期限を切って特別委員会をやるということであ

れば、それまでは、毎回毎回定例会毎議決をしなくてもいけるということなんです。 

 来年の３月までが良いのか６月までが良いのか、結論が出ればそれで終わりですから。それでも良いで

すし、だからといってとりわけ長くする必要もない。６月でだめだったら、６月の議会でまた許可を取れ

ばできますから。どうでもなるのですけれども、毎回、毎回というわけには行きませんので、できれば来

年の３月なり６月、皆さんの判断で、特別委員会の審議日程をそこまでというふうに今回したほうが、非

常に合理的であろうと、こういうことであります。はい、委員外議員根本議員どうぞ。 

○委員外議員（根本道明君） 今３月と６月、向こう側が出してくるのが３月ということであれば、特別

委員会で審議することも結構だけれども、代表質問なり一般質問で、やはりこういうふうな大事なものを

質問するという機会を与えたほうがいいのかなということであれば、１２月だったら、１２月で。 

 結局、特別委員会の委員になっていて、特別委員ということは全員が一般質問、代表質問ができないこ

となんですよね。ですから、そこら辺のことを。本議会を大事にするかということであれば、そういうふ

うな機会を持ったほうが良いのかなというふうに考えるのですけれどもいかがでしょうか。 
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○委員長（大渕紀夫君） ただ今、根本議員からそのような趣旨がございました。今のお話しで言えば１

２月まででいかがかと言うようなご意見かなと思いますけれども、そういう提案がございましたことも含

めてどうぞ。ご意見のございます方。はい、委員外議員根本議員どうぞ。 

○委員外議員（根本道明君） それと、もう一度確認をしておきたいのですけれども、代表者会議の中で、

特別委員会を全員でというふうになりましたけれども、この間若干そういうふうな意見もありましたけれ

ども、例えば会派に入っていないお２人に方については、全員入るのかどうなのかということを確認をし

ておかなければならないと思うんですよね。 

 つまり、「私は特別委員会に入らないで質問しますよ」というふうなことも許されるわけです。そうい

うケースもあるからやはり確認をすることも必要ではないかと思うのですけれども。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、分かりました。今の状況で言えばですね、皆さん今、根本議員も言われ

ましたように、原則論でいえば当初からお話しているように議長を除く全員というのが原則です。本人が

どうしても特別委員会を辞退をすると言う事態になれば、それは分かりませんけれども、それは議会から

外れて、自分で議論する場を自ら返上するということですから、それはそれなりに議会として対応を考え

なくてはいけなくなるでしょう。それが全然法律的に不可能かと言ったら、不可能ではないようです。で

すけれども、今の状況で審議できる場を放棄するかということになるかどうかといったら、ご意見を聞く

までもなく、今局長が言いましたように議長を除く１９人全員の特別委員会を作るということですので、

その後に、今もし辞退するというふうに言われたらそうなりますけれども、そうでない場合は１９人で構

成するというふうなことが原則になるということであります。 

○事務局長（上坊寺博之君） 辞退する場合議会の許可がいるということになります。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことでございます。そこはそういうことで１９人で行うということを

原則にしながら、期日をいつまでにするかというご議論を願いたいと思います。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 議会のたびに継続審査、継続審査と。こういうこと煩わしいので、一応１８年３

月までには結論を出すということが、町長の公約でもあるので、期限を１８年３月までというふうにして、

議会として結論が早く出たなら出たで良いですし、むこうもそういうつもりであれば、我々も期限を来年

の３月までと決めたほうが良いのではないかと思うのですけれど。そのたびに継続審査、継続審査という

ふうにしないほうが、煩わしいのではないかと思うのですが、いかがですか。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、他。吉田副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 今加藤委員が言われたように、来年の３月までの期限を設定して定めたほう

が良いかと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方どうですか。加藤委員から出ました来年の３月定例会までの期間

で特別委員会を設置してはどうかということでございますけれども、大方の意見がそのようですけれども、

よろしゅうございますか。特別採決する必要はございませんね。 

 それでは、そのようなことで取り計らいをしたいと思います。 

 それでは、１１定例会の日程についてということでありますけれども、お手元に議事日程、全日程がご

ざいます。これを見ながら局長からお願いをいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会期の関係でございますが、会期割をしていきますと３日で間に合うのか

なと思っております。 

 今、一般質問が８名でございますので、通常で行けば４名、４名で２日で終わるだろうなと。２日目が

若干早く終われば、専決処分の報告くらい受けられるのかなと思っています。次の日、全日程を終えてし
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まいたいと思っております。 

 その中で１点だけ、日程の第２０、２ページでございますが、工事請負契約の締結について、消防庁舎

の建設でございますが、関連ございますのでこれは一括で提案して、個別採択したいなと思っております。

それが１件ですね。あとございません。 

 失礼しました。議事日程の右のほうに参考と書いていますが、１日目、先ほど言いましたけれども所管

事務調査の決定をしていただきたいと思っております。最終日、書いていませんけれども、全員協議会。

先般決めていただきました北海道開発局、苫小牧の港湾事務所、道路事務所の関係の事業説明。去年もし

ていただきましたけれども、それを議会終了後行いたいと思います。全員協議会を終わりましてから、正

副常任委員長さんの会議、次期所管事務の日程調整をさせていただきたいと思っております。 

 流れ的には、今のところの予定はそういう流れでやっていきたなと思っております。 

 先ほど、人事案件が当日配付ということでございましたので、２２日の朝９時３０分から議会運営員会

ということで、１件説明を受けたいと思いますので、あとで文書をもう一度流しますけれども、ご承知お

きいただきたいなと思います。 

 もう１点、今言った意見書の調整は、委員長と調整させてもらって、意見書の調整もあるということだ

け、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今、会期の件についてありました。議事日程についてはよろしゅう

ございますね。それでは会期は平成１８年６月２０日から６月２２日までの３日間といたします。 

 なお、意見書案についての議会運営員会については後日連絡をいたします。人事案件についての議会運

営員会は２２日午前９時３０分より、議会運営委員会を行います。その場で人事案件については町側から

の提案を受けたいと、こういうふうに思いますので、お含みおきよろしくお願いいたします。よろしゅう

ございますね。 

 それでは最後、本会議・委員会におけるクールビズの実施についてということで、事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今町側でクールビズを実施するという動きがございます。今日の記者会見

で、報告されると思います。議会のほうも昨年の７月に提案がございまして、一応クールビズをしても良

いのではないかというところまではいっていますけれども、確実にどういうふうな運用をするかというこ

とがまだ決まっていませんので、町側が実施するという部分に合わせて、ここまでは良いだろう。ここま

ではだめだろうという議論をしていただきたいなと思います。 

ちなみに次のページから参考につけてございますが、道庁のクールビズの対応です。道庁については本

会議・各委員会についてはクールビズをしないという考え方をしているようです。 

 これ、町側の案でございますが、町側も道庁の例に倣って、本会議・各委員会は従来どおりという形で

進めようと思っていましたけれども、議会の中も今議論があるということで、お話申し上げておりますの

でよろしくお願いしたいと。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今クールビズについての町側及び道庁の状況が話されました。当議

会といたしましては、本会議及び各委員会について、クールビズを実施するかどうかというところのご議

論をいただきたいというふうに思います。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 国民は国会中継等を見て、大分ラフなクールビズに目も慣れていると思います。

そういう観点からいって、もっとやわらかくやったほうが良いのではないかというふうに感じます。 

○委員長（大渕紀夫君） 今のは本会議までもという意味でございましょうか。そのようなことでござい

ます。加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 賛成をいたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 賛成でございますね、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） このクールビズというのは、目的は温度を下げて CO2 の削減をしていくという

のことが目的なんですよ。その意に法って、議会中にどんどん冷房をかけて、ネクタイをして背広を着て

いるのでは何の意味もないというふうに考えますので、私はやっぱりある程度の品位を保って、ここに書

かれているような形で実施するべきだというふうに思います。本会議も。 

○委員長（大渕紀夫君） 本会議もという意味ですね。そこをきちんといっていただきたいと思います。

はい、谷内委員どうぞ。 

○委員（谷内 勉君） 私もクールビズ大賛成です。本会議についても是非やっていただきたいです。 

○委員長（大渕紀夫君） 今のご意見は、本会議・委員会通じてクールビズを実施してはどうかというの

が多勢を占めておりますけれども、それでよろしゅうございますか。 

 バッチだけは佩用して議場に入るということが原則になっておりますので、忘れても仕方ありませんけ

れども、男性の方は特に気を付けて、必ずつけて入るようにして下さい。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、クールビズという形で皆さん賛成のようなんですが、その辺のクールビズ

ってどこまでがどうなのか、その辺がきちんとしていないと、例えば襟付きのものであれば良いし、襟の

ないものであればだめだとか。常識の範囲というのはあるのだけれど、それは全体が常識で理解してくれ

れば良いのだけれど、例えばワイシャツノーネクタイで良いのか、ポロシャツで良いのか、その辺をきち

んと決めておいてもらわないと、あまりバラバラな形というのは、私としてはいかがなものかという感じ

がするのですよね。 

例えば、ネクタイをしたまま上着を脱ぐ程度にするのか、ネクタイも外してワイシャツにすると。ネク

タイも背広も外してワイシャツにする。男性に場合それである程度統一する形にするのか、その辺をある

程度決めていただきたいなと思うんですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 議長の心配するのはよく分かる。常識的な問題だけど、半袖と、カラーでもいい

わけですよね。赤でも白でも。ただアロハシャツまでいくのは、いかがなものかということで、普通の白

とか線のついたワイシャツとか、そういう常識的な範囲内であれば良いということで、我々議論している

つもりなんです。アロハシャツをクールビズだといって、あれまで華やかにする必要は、常識にはないと

考えて賛成しているわけです。そういう意味ですから。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、委員外議員根本議員。 

○委員外議員（根本道明君） 確かにそのとおり、議長の言ったとおりなんですよね。今の皆さんは常識

があるから良いけれども、あたらしく選任されて「俺はクールビズなんだから、シャツ一枚でもいいのだ」

というふうなことになってくると、拡大解釈されると困るから、今議長の言うように、議長の判断に任せ

るとか、そういうふうなしばりをある程度つけておいたほうがいいんですね。今言っているのはみんなは、

一般常識のクールビズを言っているのだけれども、ジーパンで入ってきたり、短パンで入ってきたり、そ

ういうふうなことになるケースも考えられるから。心配があるからある程度。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 国会中継見ていますと、ノーネクタイ、ボタンダウンのシャツだとかが見られま

すよね。ただ、先ほど加藤委員がおっしゃられたように、アロハシャツだとか、ゴルフのポロシャツ着て

いたり、あるいはＴシャツ着ていたり、ジーパンでやっている人はいないと思うのですよ。 
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 国会は多分決められたルールがあると思うので、それを参考にして、ひとつの例として、その程度でや

られてみたらいかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） これ見たらですね、例というところに書いているんですよ。上着を着用しない。

ネクタイを外す。半袖のシャツや開襟シャツ等の着用等とします。この範囲かなと思うのですけれども、

いかがですかね。但しはもちろんあります。その程度の認識でどうですかね。 

 現状に合わない場合は、議長に注意をしていただくとか、どなたかが議長に言って、ちゃんと注意をし

てもらうというような範囲にしかならないような気がするのです。加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 何月からという期日も、７月１日から９月末までという意味だね、分かりました。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 国会中継なんか見ていても、逆にラフな服装をしている人と、きちんとネ

クタイしている人が入り乱れていると、どうも格好良くないんだよね。それがチグハグ過ぎると、みんな

バラバラになっちゃうと、これもまたあまり良くない。その辺がある程度は徹底したほうが良いのではな

いかと思うのです。特に白老なんかは暑い日が少ないから、９月というのは無理だと思うけれども、おそ

らく７月中旬から８月下旬くらいまでだと思うんだよね。それ以降はできないと思うんだ。だからその辺

の期間もある程度決めておいて、この期間はみんながそういう服装にしようというふうに統一したほうが

良いのではないかと僕思うんだよ。できない人もいるだろうけれどもさ。それが半分ずつくらいになると

いよいよ格好悪いんだよね。 

 そういうふうに見えています。私は。その辺皆さんの意見聞いてもらえればと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、玉井議員の意見がございましたけれど、意見のある方どうぞ。 

 はい、委員外議員西田議員どうぞ。 

○委員外議員（西田祐子君） 私はよく学生時代に夏服というのがありましたよね。６月くらいから始ま

っていましたよね。できれば６月から９月くらいまでで、正直言いまして、やはり寒くて着たいという方

は、それは仕方がないと思うのですけれども、やはり暑いからといってエアコンをつけるよりは、脱いで

いただきたいなという、そういう観点でここは話し合っていただければありがたいなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、意見ある方どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今のいろいろ議論があれば、寒い人は上着を着ればいいのですよ。ネクタイをし

ないで、暑い人はそれを脱げばいいのですよ。それだけのことでしょ。寒いなと思う人は、議場でみんな

半袖でも。 

○委員長（大渕紀夫君） ネクタイをしないということですか。はい山本委員。 

○委員（山本浩平君） 僕は、とりあえず先ほど委員長がおっしゃられたこと、１番の絵ですか。これに

決めておいて、ネクタイをやっぱりすることが、仕事モードや議会モードになる方もいらっしゃると思い

ます。僕も自分で質問するときになったら、ネクタイしたほうがしまるなという気持ちになって、したく

なることも考えられますので、この辺は逆に言えば自由にしておいたほうがよろしいんじゃないですか。

別にバラバラだから格好悪いとか何とか、そんな問題ではないように思うのですけれどもね。 

○委員長（大渕紀夫君） 早い話が、温度を下げないということですから、それで文句言わないで、暑い

人は上着を脱ぐなり、ネクタイを取るなりやっていただくと。ただ、ネクタイをするなというのはどうで

すかね。僕はやっぱりちょっと抵抗あるんですよね。上着脱ぐのは構わないと思うんですけど、半袖も良

いと思うんですけどね。ネクタイをしないで皆さん来なさいというのは、そこまで決めることがあるのか

なという気がするんですよ。 



 27

 暫時休憩します。 

 

休  憩 （午後  ３時１５分） 

 

再  開 （午後  ３時１８分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。 

 町側はですね、道庁に合わせて委員会・本会議につきましては従来どおりというようなことですけれど

も、我が白老町におきましては、議会のほうから積極的にクールビズをしましょうということで、役場の

職員の皆さん方も秩序を持った形での軽装でかまいませんということは、きちんと伝えていただくと。 

 同時に、我々も、今２４℃設定だそうですけれども、それ以上は下げないと、２４℃以下にはしないと

いうことを守り、かつそのときに文句を言わないで上着を脱ぐ人は上着を脱ぐ、ネクタイを外す人はネク

タイを外す、女性の方はどうするか考えていただきまして、そういう形で進めていくというところでいか

がでしょうかね。あまりしばりをかけるということも、いいと思うのですよ。 

 ただ、町にはそういう形で行いますので、どうぞ職員の皆さん方もそのようにして出席くださいと、い

うことで町の側には伝えるということでいかがでしょうか。 

 ７月からですから、今回は関係ありません。よろしゅうございますね。 

 他、その他何かございますか。 

 なければ、以上で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 ３時２０分） 


