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平成１９年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１９年 ６月 １１日（月） 

  開 会   午後 １時３０分 

  閉 会   午後 ２時４８分 

 

○議事日程  

 協議事項  

平成 1９年度第２回白老町議会定例会 関係 

 

○会議に付した事件 

 協議事項  

平成 1９年度第２回白老町議会定例会 関係 

 

○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         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 

           

○欠席委員（０名）  

 

○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  森   隆 治 君 
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◎開催の宣言 

 
○委員長（大渕紀夫君） 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〕 

○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 
 

○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。 

○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の協議事項ですが、第２回定例会に

向けまして、一般質問等の協議をいただく予定でございます。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それでは早速協議に入りたいと思います。最初に、一般質問について８

名が出ております。事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、ご説明申し上げます。一般質問につきまして８名の方から 18

項目出てきてございますので、順次朗読させていただきたいと思います。 

 まず通告順 1 番でございます。宗像脩議員でございます。３項目、細かく 13 点あがっております。ま

ず１項目目です。白老町の財政現状と対策について、３月の定例会において町財政の実態、厳しさが明ら

かになったが、その後のマスコミ、道新、読売等の報道で、2005 年度連結決算が赤字となった道内27 市

町村名が発表、白老町は悪いほうから５番目にランク、しかも再建対象になる可能性があると発表された。

この報道で、多数の町民の中に心配の声が上がっているということで、４点です。 

１． 白老町の財政の現状を公開すべきと思うがいかがか 

２． 具体的な対策案を示すべきではないか 歳入の増、歳出削減について 

３．町民に対しての説明責任は 

４． 今後の具体的な対策案は、向こう数年間の 

ということでございます。町長に対して答弁を求めております。 

２項目目です。白老町の活性化を目指して、ということで５点ございます。 

１． 大型ホテルの現状と今後の対策について、細かく厚生年金保養ホーム、ホテルビュラメールを具

体的にあげております。 

  ２．白老町に新たに進出する企業の実態について、明らかにできるもので結構ですと言うことです。 

３．今年 3 月以降の移住・定住の実態と今後の計画について 

４．スポーツ・文化両面にわたっての大会誘致の取り組みや諸会議の開催について 

５．大型イベントの開催と町民の参加について、ということでございます。 

３項目です。食育教育の実態、執行方針の中での具体的な動きについてということで４点をあげており

ます。 

１． 昔から早寝早起き朝ご飯なる言葉があったが、家庭の実態をどのようにとらえているか 

２． 実態に合わせて、その対策をどのように考えているか 
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３． 保育所・学校における食育教育の実態と問題点は 

４． 今後の取り組みについてはどう考えているか 

教育長に対してであります。 

 通告２番目であります。大渕紀夫議員であります。２項目９点ございます。 

 １項目目です。新財政改革プログラムについて、4 点ございます。 

１． 基本的な考え方について 

２． ４指標をどのようにとらえているか また国や道の締め付けにどのように対応する考えか 

３． 町長の基本的な政策との整合性をどうとらえられるのか  

４． スケジュールと具体的な取り組みについて   

答弁を求める者は町長であります。 

 ２項目目、保健、医療、福祉、介護、４連携の推進について ５点ございます。 

１．財政的見地から４連携の位置付けは 

２．具体的取り組みの状況と進行度は 

３．医療費の削減対策と安定化計画脱却はどうすれば進むのか、職員の皆さんの考え方か病院か専門

職員かということです。 

４．町民全体の健康を守ることと特に弱い人を守ることは大切と思うがどうか 

５．特に弱い立場の人を生活健康面で具体的にどう守っていく考えか   

町長でございます。 

 通告３番目です。吉田和子議員でございます。３項目10 点ございます。 

 まず、１項目目です。育児支援についてということで２点ございます。 

１．白老町における妊産婦の健康受診状況をどのようにおさえているか 

２．妊産婦健診の公費負担回数の今後の拡大について  

答弁を求める者町長でございます。 

 ２項目目、障害者や弱者に優しいまちづくりについて、3 点ございます。 

１．白老町における内部障害への対応はどうなっているか 

２．役所等の公共施設駐車スペースに車椅子マーク以外の内部障害、聴覚・視覚障害、妊産婦にため

の駐車スペースマークの設置について 

３．利用者へのカード発行について   

答弁を求める者町長であります。 

 ３項目目、自転車事故防止対策について、５点ございます。 

１．白老町における自転車安全運転のための各年代別の指導状況は 

２．白老町における自転車点検をする自転車安全整備士の体制状況は 

３．幼児同乗の自転車事故防止の対応について 

４．自転車走行ルールの徹底について 

５．自転車事故防止の町、利用者などの責任を定めた条例制定の考え方は  

答弁を求める者町長であります。 

 通告４番目です。小西秀延議員です。２項目６点ございます。 

 １項目目です。飴谷町長の政策公約について、３点ございます。 

１． 平成 20 年を見据えた財政面に対する国の考え方、それに対する町の動向についてお伺いします。 
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２． 任期の終盤を迎え、公約の達成成果とこれまでの町政運営について 

３． 残された任期をどのようなラストスパートをするお考えかお伺いします。 

 ２項目目です。洞爺湖サミット開催について、３点ございます。 

１．白老町の対応はどのようにされるのかお伺いします。 

２．各国首脳夫人の視察地について、プログラムや環境整備をどのようにされるのかお伺いします。 

３．イオル再生事業への影響はどのようにお考えかお伺いします。 

答弁を求める者いずれも町長であります。 

 通告５番目です。斎藤征信議員です。２項目９点ございます。 

 1 項目目、介護保険制度の現状について、５点ございます。 

１．制度改定により認定区分の対象がどのように変わったか  

２．新予防給付の導入でサービス内容がどのようになるか 

３．介護サービスの利用割合の傾向をどのように抑えているか 

４．介護給付、予防給付を含めてはどれほどか、また介護基金はどのような状況か 

５．町独自の救済措置はあるか、また制度上の問題についてどうおさえているか 

 ２項目目です。白老体育協会の運営とスポーツ振興について、４点ございます。 

１．指定管理者としての体協の現状と課題は 

２．各施設の利用状況と施設使用料の改定による影響は 

３．体協として自主財源確保のための自主事業の取り組みは  

４．スポーツ振興策の取り組み状況は     

１項目目町長です。２項目目多分これ教育長だと思いますので、間違えられたと思います。よろしいで

すか。 

それでは次のページ通告６番目です。土屋かづよ議員でございます。２項目３点ございます。 

まず１項目目、後期高齢者医療制度についてでございます。２点ございます。 

１．制度の仕組みはということで、保険料の裁定はどうなるか。例えば無年金の高齢者の場合 

２．広域連合が設置された場合都道府県での格差が生じるのではないか  

独自の保険料減免は、影響と保険料が払えない将来展望と対策 

 続きまして２項目目です。空き店舗対策について。 

１．申し込みの現状は、上限５万円の家賃補助だが周知はどのように行っているか  

２．利用を１年とした理由は、拡大する方法とチャレンジショップの継続は  

ということで、いずれも町長であります。  

 通告７番目です。山本浩平議員です。２項目７点ございます。 

 まず１項目目でございます。自治体経営の考え方についてということで、４点ございます。 

１．行財政改革半ばにおいての増税示唆はどのような根拠に基づいてのことか 

２．事務事業削減や社会情勢を考慮した場合、町民や事業者に与える影響をどのようにとらえている

か、歳入確保としての増税はあくまでも最終段階での政策と考えるがいかがか 

３．財政難のニュースが流れるにつれ石山工業団地造成や白老港建設の政策に異論が出てきている

と聞くが、今一度町としての考え方をお尋ねしたい 

４．過去の自治体経営の手法に齟齬がなかったか、今後の財政再建計画を進行する過程において単な

る三位一体改革の影響だけではないことを明示すべきであると考えるがいかがか 
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 次のページに続いています。２項目目。協働による町内イベントの将来像にということで、３点ありま

す。 

１． 各種の祭りが大規模になるにつけ弊害も出てきているように認識しているが、行政としてはどの

ようにとらえているか 

・ 行政が深くかかわりを持つ牛肉まつり、港まつりの反省点とは何か、長所も短所も含めてどのよ

うに認識されているか 

・ 実行委員・町職員・ボランティア・協賛企業等の負担について 

２． 社会状況を見極めた上で、イベントを融合し効率化を図る時期であると認識するが検討の余地が

ないか 

３． 各種イベントを官依存型から民主導型へ移行すべき時期と考えるがいかがか、またその方策につ

いての考え方は    

いずれも町長であります。 

 ８番目の通告です。加藤正恭議員でございます。２項目８点ございます。 

 １項目目、自治体再建法の新指標、試算による連結実質収支比率について、６点ございます。 

１．白老町のマイナス48.09％、17 年度は不正確な数値だと思うが 

２．この数値の公表に多くの町民が不安感を抱いていると思うが 

３．単式簿記と複式簿記との連結は全くナンセンスだと思うが 

４．自治体の全会計を複式簿記に統一すべきだと思うが 

５．新指標による 18 年度の連結実質収支比率の数値は 

６．正確な数値で町民に白老町の財政を説明できる内容の新指標の提案を総務省にすべきと思うが 

 ２項目目です。企業誘致並びに造成地売却への活動資金について、２点ございます。 

１．活動資金の範囲をどのように考えておられるか 

２．現状と今後の展開は  

ということでいずれも町長でございます。 

 この中で、微妙には違うのですが、財政面が場合によっては重複するのかなと思ってございます。一つ

は宗像議員の一項目目ですね。それと次のページの大渕議員の一項目目、それと通告４番の小西議員の一

番上の１点目、財政面 20 年度、多分この辺もそうかなと思っております。それと、通告７番目の山本議

員のところですね、それと通告８番目の１番目の加藤議員のこの辺が微妙な形でなろうかなと思います。 

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 財政面以外の部分では、ほとんど重複するところはないと思われますけれども、

財政面についてはどうでしょうかね。 

完全にダブっているという部分はないし、聞く範囲については、聞いていないところと聞いている中身

と両方ございます。例えば、８番目の加藤議員の簿記の関係についてはどなたも聞いていませんから、こ

れは多分全くでないと思いますから、そういう部分がございますので、極力、これが事前にわたりますの

で、原稿を書いてあるから聞くよというのではなくて、できれば、自分の意図とする答弁があれば、そこ

の部分はやはり聞かないと。原稿を書いてしまったからとりあえず、前に答弁がありましたけれども聞き

ますよというのは、これだけは注意していただいてこのままという形でいかがなものでしょうかね。 

以前に、ちょっとだけ気になったのは、原稿に書きましたので前に答弁がありましたけれども聞かせて

いただきますと言うのがあったような記憶がありますので、それはちょっと各会派で言っていただいて、
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やめるようにしたほうがいいと思います。それはやっぱりこちらの努力です。それでないと町側に答弁し

たことの同じ内容を答弁するなと、我々の側から言えませんからね。ですからそこだけ注意すると言うこ

とでいかがですか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それでは、はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 私の質問で、１問目に答弁を求める者に町長と監査委員と書いてあるのですよ。

監査委員の見解も聞きたいものだから、監査委員と書いたのだけれども、ミスプリントではなくて意識的、

消したのですか。１答目は町長という意味でカットしたということですね。それであればわかります。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしいですね。それでは、一般質問については以上でよろしゅうございます

ね。はい、根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） ホテルビュラメールありますよね。この現状はどのようになっているので

すか。営業をしていますよね。 

○委員長（大渕紀夫君） ２年間営業したあと、売却すると言う話と聞いています。 

○委員外議員（根本道明君） こういうような状況の中で質問して差し支えないものか。厚生年金保養ホ

ームの場合は現在休業していますけれども、それは分かりますけれども。ホテルビュラメールに関しては

名前を出して差し支えがないものなのか。 

○委員長（大渕紀夫君） 多分、町は町に言われている部分しか答えることはできないと思いますね。も

う一つは、記憶が定かではありませんけれども、行政報告の中で町長がビュラメール、そういう状況だと

いうお話しませんでしたでしょうか。僕の記憶も危ないですけれども。 

暫時休憩します。 

 

休  憩（午後 １時４８分） 

 

再  開（午後 １時５０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。ただ今根本委員外議員から出ましたホテ

ルビュラメールの件につきましては、ただ今行政報告をしているかどうか調べております。行政報告をし

ていれば、町が答えられる範囲で答えると言うことについては差し障りはないのではないかというように

思います。 

 それから、休憩中ですけれども、西田委員外議員から、４番小西秀延議員の２番目の洞爺湖サミットの

開催について各国首脳夫人の視察と書いていますけれども、新聞にも夫人の視察とは書いてあった記憶は

ありますけれども、言われて見ればドイツの首相は女性ですから、ご主人がいらっしゃるのかどうか分か

りませんけれども、この表現がどうでしょうかというご意見がございましたけれども。いいですか。新聞

報道そうありますので、そのような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） それでは、そのようなことで一般質問についてはそのような処置をしたいと思

います。 

 次に２番目、北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙についてでございます。局長、説明をお願い

します。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 資料、ご添付申し上げておりますとおり、白老町が組織員、加盟員になっ

ております後期高齢者広域連合のほうから、議員の選挙について連絡を受けてございます。これにつきま

しては、町村関係の議員から８名選出するということになってございまして、現在団体推薦が８名と、個

人推薦が１人ということで９名が、名前が挙がっているということで、この中から８名選ばなければなり

ません。 

 それで、各町村の６月定例会において投票を行うということになっています。一応、規定はそこにも書

いておりますけれども、地方自治法 291 条の５で広域連合の議員の選挙が規定されております。地方自治

法の 118 条で、地方公共団体の議会の選挙の規程がございます。それと合わせて後期高齢者広域連合規約

の第８条で選挙の規程が載っております。この関係で町村の会議規則に基づいて投票しなさいと言うこと

になっていまして、うちの投票用紙を使って、議長選挙と同じような形になります。 

 ただ、例外規定としては当然当選の告知はできませんし、当選人の決定と告知をしないこと以外はそれ

ぞれの会議規則に基づいて行いなさいと言うことになってございます。以上で、その規定からいくと、ま

ずグリーンの本を見ていただきたいのですが、会議規則その中に定めていまして、26 条から選挙の規程な

のですよね。32 条で立会人を２人選出しなければ議長が指名することになってございますので、これの行

為がいると言うことでございます。 

 26 条から 35 条まで選挙規程ですけれども、このうち 33 条だけしないということです。これは当選人の

告知ですね。当選人の告知をしないと。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。この選挙につきましては白老町の会議規則に基づいて行うということで、

26 条からずっとあるわけですけれども、その中で今日決めなければいけないのは開票立会人をどうするか

と言うことでございます。議長選挙等々のときにつきましては議席番号１番から順番に、会派が同じだっ

たら違う会派にしたかな。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう一ついいですか、議会運営基準の 12 ページの８番見ていただきたい

のですが、立会人は議席順を原則として議長が順次指名するということになっています。と言いますのは、

他の町村では採決の投票が多いのですよね。拮抗した場合投票にしているという例が多いのですけれども。 

 ですから、投票も立会人を立てなければならないですから、当然順送りという、こういう規定があろう

かなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 今のお話は、白老の場合は開票立会人が出るのは、ほとんど正副議長の選挙以

外はないのですけれども、他の議会では投票による採決。挙手採決の立起採決も、これは簡易採決です。

正式にいえば投票が採決の基準でございますので、そういう採決をするところは順の送りでどんどんどん

どん立会人が議席番号順に動いてきますから、今言ったのはそういう意味です。原則的には１番２番と言

うことで立会人は順送りでなっていくということですから。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 初議会の正副議長の選挙のときは、失礼ですが、なるべく新しい議員では

ないほうがいいと書かれているのです。ですから前回は、近藤議員と吉田正利議員が５月の時にされてい

るのです。11 月のときは斎藤議員と近藤議員がやっている。それは会派代表者会議で多分、初議会の時は

決めるはずです。ただ、規定は順送りとなっています。  

○委員長（大渕紀夫君） それであれば、１番２番でよろしいと思うのですがいかがですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それは問題ないですよ。会議規則にそうなっているのですからそのようにしま

しょう。はい、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 今、選挙の方法論がいろいろ論じられて、それはルールに基づいて粛々とやれば

いいのですけれども、私もこの高齢者医療広域連合の選挙になったと。大変僕は選挙になったこと自体は

いいと思うのですよ。ただ、上から８人おりてきた、ところがこの人方の考え方と言うのがまるきり分か

らないで、そして選挙といっても、どういうふうに選べばいいのか。上から来たからそのとおりやればい

いのだとでは、選挙となればまずいと思うのです。 

 政権発表とか、自分の考え方を、少なくとも全道の議会にパンフレットみたいなものを回す時間的余裕

があるのかないのかは別問題として、皆さんに選んでもらうからには、高齢者医療広域連合の議員に立候

補するんだけれども、私はこういう考え方でやりますくらいの、何かがあって、それを参考に選ぶという

ことでなければ、何の意味があってこの選挙をやるのか、私わからないのですよ。だから、しゃんしゃん

ですむのならいいけれど、そういうものではないと思うのですけれど、重要な問題だと思うのです。高齢

者の問題で、75 歳以上ですか。ですから、何かこれだけ出してこの中から選んで、適当に書いてください

では、果たして本当の選挙になるのかどうか、その辺りどこに文句を言えばいいのか。ここだけでああだ

こうだいっても始まらないことはわかるのだけれども、果たしてそれで選挙になるのですかね。どんなも

のですか。私ども全然知りませんよ、この人方９人ともまるきり知りません。ただ、中橋さんのはある友

人からパンフレットをもらったものだから、それはそれでいいのですけれども。あとの８人は議員として

選ばれた場合どういう考え方を持って臨むのかという意思表示も何もないで投票といっても、何のための

投票かも分からないのですが、その辺りどのように考えているのですかね。 

○委員長（大渕紀夫君） 今いわれたことはもっともなことだと私も思いますけれども、ただ、どういう

ふうにするのが一番いい方法かというのが、私も分かりかねるのですけれども、議長何かありますか。は

い、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 前回、議長会の報告をしたときにお話ししたように、５月 23 日の理事会で団

体推薦というのですか、そういう形で各全道支庁をまんべんなく網羅した中で 8 人を団体推薦すると言う

形で、そのあと決まって降りてきたのですよね。ところが、立候補者が個人的に出てきたと言うことで投

票になったのですよね。議長会で団体推薦ということで、胆振・桧山で議長会の会長仲田さんを推薦した

ということなのです。最後に中橋さんが立候補されると。これは推薦人が 20 何名かいれば立候補できま

すからそういう形で出てきたもので選挙になったということでございます。それ以上のことは私も。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この８人という枠は良いのですが、これはあくまでも選挙があるということを前

提として考えられているものだと思うのですよ。たまたま８人が８人だったから、それで終わる可能性も

あったのだけれども、選挙というものがあるということを前提として考えなければならない。根本的にで

すよ。なければそれで終わりと。８人対８人だから無競争だという結論であればまだしも、一応選挙とい

うものを前提として考えられたとすれば、ある程度何か投票をお願いすると、一票入れていただきますと

いうためには、やはり「私はこういう考え方で臨みます。」くらいの意思表示があっても。 

経歴も何もわからない。どういう考え方をしているのか。ただ、分かるのは政党所属、無所属と公明党

と共産党というだけの話しで、これだけで選べと言うほうが無理ではないかと私は思うのだけれども、そ

ういうことで、しゃんしゃんしゃんでこういう後期高齢者医療のことが進められると言うことは、非常に、

まじめに考えた場合にもう少しその辺りきちんとすべきではないかと思うのだけれども、どのようなもの

ですかね。 

○委員長（大渕紀夫君） 山本委員どうぞ。 
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○委員（山本浩平君） 今、加藤委員が言われることもよくわかるような気もしますし、質問なのですけ

れども、先ほど根本委員外議員が尋ねた時の答えとして、胆振の議長さんというお話しでしたよね。この

団体で出ている人たちと言うのは、もしかした全員議長さんですか。もしそうであれば、加藤委員が言わ

れたことは最もであるような気がしますし、それであれば誰を選んでいいのかと言ったって、こういうふ

うに出てきたときになかなかわからないのが実情ですよね。全員議長さんであればその議長会で、はじめ

から決めてしまったほうが、よほどすっきりするのではないのかなというふうにも感じますね。 

今、加藤委員が言われたことを、確かにそうだなと、それであればぱっと見て、政党だとかを抜きにし

て考えた場合に、政党を抜きにしなくてもいいです。女性が一人もいないのであれば、お一人くらい入っ

ていたほうが女性の気持ちもわかるし、女性の高齢者の気持ちもわかるし、女性を選んでおいたほうがい

いかなと思って投票する人も、結構いてもおかしくないと思うのです。ですから、今日こういう議運の中

で、白老町で出たような話を機会がありましたら、議長会でお話をしていただくことも大切ではないのか

なというふうに思います。 

 ここでシステムを変えれといっても、なかなか難しいのでしょうから、ちょっと矛盾を感じる部分があ

りますね。単純に、率直な意見として述べさせていただいたのですが。 

○委員長（大渕紀夫君） 私の知っている範囲でお話ししますと、全国的には終わっているところたくさ

んあるのですよね。そういうところの教訓を、議長には誠に申し訳ないけれどきちんと教訓を得ていない

と思うのです。例えば市議会は違いますよね。市議会は按分で出ているのです。女性、男性含めて按分で

出しているのですよ。８人のうち４人なら４人は自民党・民主党・公明党・共産党から一人ずつ出して、

残った４人を議長さんが推薦しているのかどうか分からないけれども、そういう形で出しているのです。 

その中で地域を、大体出るように考えてやっているのです。これは事実です。道の市長会の関係ですか

ら。他のところはもうとっくに選挙をやって終わっているのですよ。そこでは政策を出している人もたく

さんいるわけです。後期高齢者はこうやってやるべきだと言うことを出している人がたくさんいるのです。

だから、そういうことをちゃんと議長会で調べれば分かるのだけれども、そういうことをやらないものだ

から、全道の市議会議長会はそういうふうに按分で出しているのです。事実。調べたらすぐわかりますよ。

簡単です。そんなものは電話をかければわかる話ですから。ですから、私はやっぱりそういうような形で、

選挙をやらないのであればそういうような形できちんと話をして、誰もが納得できる。山本委員がいわれ

たように、私も全く他意なく、やっぱり女性がいないというのは変だし、全部議長と言うのはどうも納得

できないのだ。どうして議長さんでなければだめなのかというのは、私個人的にはかなり疑問に思ってい

ます。全員議長で出ていって、全道議長会があれば、これは全く違う組織だよね。やっぱりそれは、議長

がいるのに口幅ったいことを言ったらしかられるけれども、僕は本当にそう思うのですよね。 

だから、そういうふうにできなかったものなのか。ただ、事前にそういうことをいうわけにはいかない

から。全部議長です。確認しました。そこで決めるのだったら、議長でない人に決めればいいのにね。 

ただ、この規約は、我々が議決して決めたものなのですよ。後期高齢者広域連合というのは、要するに

一部事務組合と同じようなものだから。だから、決めるのは我々が参画して決めなければだめだと言うこ

とになるのです。はい、根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） この書類が出ました。その後に、それでは白老町の中からどなたかおりま

せんかという一言もなかったですよね。それでは、議長会に行って決めますと言うようなことで、堀部議

長に一任しますと言うことで行った。行って今出てきたのがこれなのですよ。その時の話の中で、それで

は白老町さんで誰かいないのかと。正直な話、自分の腹の中では、吉田さんあなたやってみないかと。あ
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なた民生のほうでずっとやってきているし、何年も医療のことについて、あなたはかなり哲学を持ってい

るから、あなたどうだと。手を挙げてごらんよという話をしました。そして根回しをする、24 人だったら

みんながやればできるのではないかと、私は確かな期待を持ったのですよ。それでは議長会で白老に振っ

てくるのかと思ったら、今こうやって出てきてしまって、見たら僕一度この仲田さんと会っているのです

けれども、議長会の会長ですよね。他のほうもその地区の議長会の会長でやるのであるならば、今山本委

員のおっしゃったように、５月30 日の我々のロッカーの中に入っていた書類、あれはなんだったのです

かと言うふうなことになるよね。あれはみんな見たと思うけれどもね。立候補いたしませんかと、24 人の

推薦があって、立候補いたしませんかと言う説明があった。今こういう選挙のやり方を言っているけれど

も、そういうふうな問題より、僕は流れと言うのが、我々に入ってきていないわけ、議長会で持ち送りで

やるのだと言ったの。と言うのだったら持ち送りでやってくれればいいのです。これは当て職ですからと

いうふうにしてやってくれるのなら、僕はそれで良いと思います。 

○委員（加藤正恭君） 当て職なんていう問題ではない。 

○委員長（大渕紀夫君） いずれにしても選挙が行われるわけです。それで、今皆様方の要望を達成する

ためには、どういうことを考えているかと言うことを文書で出してもらう。この人たちの考え方、経歴だ

って何もわからないでしょ。決めたとか、決めないとかの問題ではなくて、手続上の問題を今、話してい

るのだよ。決まっているから議論しなくても良いなどと言うことにはならないでしょ。そういうことでは

ないよね。はいどうぞ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 我々がいただいた要覧には、そのような選挙になったら、自分の政策を発表する

だとか、そういう手続云々と言うのは出ていませんでしたよ。枠組みできたわけですよね。市の枠組みと

町の枠組みでこうなりますよと。定員の枠組みで来たわけでしょ。それで立候補については、要するに推

薦人がこれだけ必要ですよと。立候補制ですよと。だけど立候補がいないときにはどうするのですかとい

う話が、ここで出て、どういう中身になっていくのと言ったら、議長会の中で取り扱うという話しになっ

たわけでしょ。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長会が推薦をするということはありますよと言う話はありますよ。 

○委員（熊谷雅史君） だから、その話を聞いてからということになっていましたよね。それで、議長か

らそういうことで地区的に割って、団体推薦の方が出られるということになっていますと言うことですね。

誰が出るか我々も分からないわけですから。今日分かって、私は今見た。皆さんほとんどそうだと思いま

す。立候補者がいたということも、今分かりました。だけど立候補されている方は良いですよ。自分で意

見を持って、推薦人も集めて立候補されたことでしょ。そのことについてもう告示されているわけですか

ら、その選ぶ我々の、要するに視点が必要だと、今言われていても、この次の議会でやらなければならな

いわけでしょ。だけど、それを今から言っても間に合うのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） いやいや、間に合うかどうかと言うのではなくて、もっと民主的にやれる方法

があるのであれば、それは皆さんが納得する形にしたほうが良いですよ。議長会が推薦したから、みんな

良いとか。そういうことではなくて、方法としてもっと民主的にやれる方法があれば、みんなが納得でき

る方法があればそういうふうにできたほう良いのではない。そうでなければ、何も機械的にやればいいだ

けだから構わないのだけれども、意見も出ないでしょうけれども。はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 議長会で、うちの胆振日高ですか、そのときに選挙になった場合どうなると言う

議論は全然しないかいのですか。 

○議長（堀部登志雄君） それはなかったです。 
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○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） どうしてしないのですか。選挙というものがあるのだから、可能性もあるのだか

ら、立候補者を受け付けているのですから。だから議長会で８人だから、全道８つのブロックに分けて１

人ずつ出せばそれでこと足りるのだと。だけど選挙になった場合はどうだというような話は、胆振の議長

会ではされていないのですか。議論として。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 議論としてそれはされておりません。ただ、ここで議運で出ました内容につい

てはお話をいたしました。皆さんびっくりしたような顔をしていたけれど、そういうことで議長会として

は 23 日の理事会でその辺の話し合いをしますと言うことで、そこまでなのですよ。 

 だから、関心がもし、私の個人的な見解では、理事会で例えば、胆振日高、渡島檜山、この管内で 1 人

や２人は必ず出るなと。地域割りから言ってもそれくらい立候補者を出すのではないかと、そういう思惑

はありましたけれども、その中で白老ではこれに対する関心がものすごく高いというような認識はされた

と思うのです。各７か町村の議長の中では、もし胆振で来れば、胆振の議長会のほうで１人出してくださ

いという形になれば、こちらに振るのではないかという思惑はありましたけれども、全体の議長会の理事

会の中でこういう推薦をしたと言うだけですから、正直言って私それ以上のことはちょっと分からないの

です。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私が聞きたいのは、そういう意味ではなくて、選挙もありますよと言うパンフレ

ットが我々に廻っていますよね。選挙で選ぶのだと。だけれども一応議長会でやるというから、選挙もあ

るということが議論されないということ自体がおかしいと思うのだよね。例えば８人決めたけれども、誰

かが出た場合どうするというような対応を考えないばかりではなくて、議論もしないということ自体がお

かしいのではないのかな。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと、お待ちください。すみません、議長会と広域連合との関係が一緒に

なっているような気がしますので、局長から説明をしていただきます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 選挙になるかもしれないと言うのは広域連合の立場なのです。議長会は８

名を推薦してくださいというだけですから。選挙とか選挙ではないですか、議長会として８名推薦してく

ださいと言うことなのです。ですからそこは、分けて考えないと。議長会の立場としては８名を推薦する

立場なのですよね。ですから、もうちょっと踏み込んでみますか。 

皆さんが言っているようにまんべんなく推薦するというのは議長会の立場なのですよ。選挙するという

のは広域連合の立場なのですよね。推薦と個人立候補があったら、選挙するというのは広域連合の立場な

のです。ですから、経歴だとかそういうものを出す立場と言うのは広域連合なのです。議長会ではないの

です。だからそういうふうに分けて考えてもらったら、議長会というのはそこまで権限を持たされている

わけではないのですから、推薦枠です。  

 ただ、推薦の方法として議長会にはそういう女性だとか政党もまんべんなく推薦してくださいと言う意

見は議長会のほうへ言うべきでしょうし、例えば、名簿だとか略歴だとかを出しなさいというのは広域連

合の立場で言わなければ、ですから、受付が別々だと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 今、大体分かりましたけれども、ただ、議長会のことというのは我々が分

からないわけであって、なぜ仲田さんがなったのか、その経過、そういうふうのものくらいは、やはり事
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前に話を我々聞きたいわけです。 

 仲田さんがなりましたよ。それでは胆振管内は、仲田さんを推薦という形でやりましたというふうなこ

とを、やっぱり聞きたい訳ですよね。仲田さんはこういう人でというくらいのことは先に、ここに名前が

こうやってあがっている以上はね。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、分かりました。いずれにしても、今の状況でいけばこの段階で、団体推

薦と立候補がもう決定しております。これはこの形で選挙になります。そうすると今できることは何かと

いうと、広域連合に白老町議会の名前で、経歴及び抱負があれば送って欲しい。あれば、送って欲しいと

いうような要請をするしかないのではないですか。あと何かございますか。やり方です。 

 今これから議長会のことを言ったって、これしようがありません。議長会そのものが推薦したわけです

から。それは理事会でしようと、うちの議長がその理事になっていなければ出られないわけですから、ど

ういう経過かと言うことを何ぼ言ってもわからないよね、それはね。 

 ですから、そういうことをここで議論をしてもしようがないことですから、広域連合に白老町議会とし

て、早急に経歴なり、抱負なりがあれば送ってくださいという要請をするしかやる手立てはないと思いま

すけれども。どうですか。はい、議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 正直言って、議長会でこの仲田さんと、この管内で関係ある、近隣で関係ある

となると、胆振と桧山で、地域割りからからいって１人と、それから日高渡島で１人ということで、この

4 つの管内で２名ということで、理事会の中では胆振・桧山で、胆振管内議長会の会長である仲田駿介さ

んを推薦しますと。それで日高・渡島の中では、新ひだか町の中島さんを推薦しますと。ここまでは連絡

がありました。だけど、選挙になるということはその後から私ども知ったので、そこまでは、決めた経過

は、理事会で決まりましたということで事務局からお話がありました。それだけです。 

 それ以上のことについて詳しく聞きたいと言うのであれば、また、全然向こうにも何も話していません

し、白老町議会として、そこまで必要だというのであれば、それはそれで皆さんでお話し合って対応して

いただければと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） これ、議長会には聞いても仕方がないのでしょう。それが変わるとか何とかそ

ういうことではないのですから。ただ、その経歴が６月 19 日までに間に合うのかどうか。あるのかどう

かも私は分かりません。ただ、この広域連合というところに連絡をしてそういうものをもらえるかどうか

ということを聞く分については、聞いても構わないと思うのだけれども、いかがですか。 

 はい、委員外議員玉井議員どうぞ。 

○委員外議員（玉井昭一君） 今、議長の話しを聞いたら、胆振・桧山、日高・渡島のこの４地区では、

仲田さんと中島さんを選んだというのを議長は聞いているわけですよ。議長は聞いているということは、

わかりましたと承諾はしていないかもしれないけれども、ある部分では白老町の議長が認めている格好な

のだよね。認めている格好で、今度白老の議員が、このこと覆すような話を広域連合に聞くということは、

これは不自然な話しではない。 

だから、一応納得した、していないは議長も今言っていないけれども、だけれども、これは不自然だと

思うの、だから今はこれやむを得ないから、今回は、当然いって、来期もっと調査して、来期からこれを

もう１回新たに進めていくとか。僕も不思議だとは思う。なぜなら全部議長だよと。地区の会長だよとい

うのもおかしいのだけれども、だけれども、これつじつまが全然合わないと思う。そうしたら、よその町

から見れば、白老の議長は認めているのに、議員が全然認めていないといったらおかしいのではないかと

いうことになると思うのです。こんな不自然な話しを言ったら笑われてしまうと思うよ。 
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 だから、そうではなくて、調べることは良いのだよ。来期に向けて調べるのならいいけれど、今すぐ早

急に６月の議会で対処しなければないような話であれば、これはおかしいと思う。だから、僕は今言った

ようなことに来期から務めたほうがいいのではないかと思うけれど。調べることは構わないけれどもね。

来期に向けて調べるのであれば、今から調べても構わないけれども、６月の議会で早急にやるのに調べて

くれというのはどうもつじつまが合わないと思うよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、私が言ったのは、広域連合に経歴や抱負があればお知らせをして欲しいと

いうことだけですからね。それ以上何もないですから、桧山と胆振で１人という、そういうことは議長の

お話しで前回もありましたよね。ですから、そういうことを知りたいということで、ないかもしれません。

わかりませんよ、全然。 

 だけど、広域連合に聞く分については別にどうと言うことはないような気がするのだけれども、聞かな

くてもよいということであれば聞かなくてもいいのだけれど。ただ、経歴がわからないから。経歴と抱負

くらいは聞きたいというのなら、それはそれで聞いても別にどうということはないような気がするのだけ

れども。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） それと、今、玉井委員外議員の発言なのですけれども、一応、こういう形で

23 日の理事会で、推薦の関係どうするかというのは理事会で決めますということで私ども、管内の議長会

は終わって帰って、23 日にこういう形で決まりましたという連絡が来たということで、これについてこの

後、うちの議会ばかりでこうやっているのか、他の議会からも選挙になってしまったと。これどうなって

いるのだ、こうなっているのだという話も議長会にいっているのかいっていないのか。それはまだ全然確

認していませんので、他の議会でこれについて｢これはおかしいのではないか｣とか、いろんな意見や問い

合わせがあったのか、そこは全く把握していないのです。ただ、こういう形で理事会で決まりましたとい

うことで。 

○委員長（大渕紀夫君） 団体推薦を決めるということについては、どこかで決めなければだめなのだか

らそれはいいのではないですか。決め方についてはいろいろあるかもしれないけれども、決めるというこ

とについては何も問題があるわけではないよね。８人の定数に対して、議長会が推薦枠で推薦したのだか

ら、我々異議はいろいろあったとしても、それはそれで、行為としては何も間違ったことをしているわけ

ではないから。それはいいと思うのだ。 

 はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ただ、議町会で８つの区域から出したということは、やはりその区域、ここは胆

振・桧山、そこである程度議員さん方は、推薦された方々を応援してもらわなければならないというのは

議長会ではないのですか。ただ、名前を出しただけなのですか。やっぱり、応援していただかないと、選

挙になるということは可能性はないとは言えなかったわけですから、出たということで、私たちはもちろ

ん人間も何も分からないですけれども、一応議長会として責任を持って、胆振・桧山ではこの方というこ

とで出したわけですから、議長会で総意したということは、議員さん方はそれを参考にして、地域ではこ

ういう人を出しますのでお願いしますということに、選挙とはならないのですか。 

 ただ、この８人の中から選んでくださいということで、私たちは受け止めればいいことなのか。それと

もやはり管内で応援しているのだから、この人を応援していただきたいということになってこないと、す

ごい偏ったりしません。やっぱり、そういうことではないと思うのですよ。割り振りをある程度してこう

いうことで出していこうということの数値的なものになると思うのですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） すみません、暫時休憩します。 
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休  憩（午後 ２時２９分） 

 

再  開（午後 ２時３３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。この件ですけれども、あとは広域連合に

先ほど言いましたけれども、そういう経歴だとかを求めるかどうかだけを審議してやめたいと思います。 

 各議員さんに、今まで２通行っていると思います。中村主幹と森主幹の名前で、ちゃんと名前の入った

もので２回行っていると思います。そこのところだけいかがいたしますか。もらえるかどうか全く分かり

ませんけれども、そういうものを要求するか、しないかだけ、皆さんで決めたいと思います。どうします。 

○副委員長（吉田正利君） 一応、あたって見ていただきたいと思います。それで、その経過の中で、明

確な一つの規定がないのであれば、今の段階ではその中でお互いに了承しあって良いのではないか。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、文書ではなくて電話で、議会事務局から後期高齢者広域連合の選管

に問い合わせをし、経歴及び抱負があれば送っていただきたい。なければしようがないですからそのまま

で選挙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） 良いですか。そのようにします。事務局大変ですけれども、文書ではなくて結

構です。電話で結構ですからそのような手配をお願いします。 

 先ほどの、ビュラメールの件ですけれども、第１回定例会行政報告の中で、町長からそのようなことで

報告されておりますので、その後の計画について聞くことだけは構わないかなというふうに思いますので、

了解願いたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 選挙の注意事項です。一応、選挙で投票になりますので、注意事項だけ申

し上げます。 

 １点目は、単記無記名です。１人の名前を書きます。無記名ということは投票した人の名前を書かない

ということです。２人以上書くと無効になりますので注意をしていただきたいと。 

 それと、候補者名簿、今議運の方にお配りしておりますけれども、当日全員に議場の中でお配りしよう

と。ですから、投票される前に見てもらって、字を間違えないように書いていただきたいなと思います。

今大渕委員長がいったように、経歴書。主義主張までがあれば、電話をかけますけれども、事前にもらえ

れば、事前にお配りしますので、もらえない時はもらえないとお知らせします。 

 それと、投票ですが、先ほどの 12 ページの上に載っているのですが、投票の仕方は、議長席に向かっ

て右側から入って左に抜けるとなっているのです。演台に投票箱を置きますのでそのような形でお願いい

たします。１2 ページです。 

 それと、投票用紙の交付は、一応前の列だけ議席順に配りますので、議席順に投票することになります。

あとは一部順不同になりますけれどもよろしくお願いします。 

 それと、議長は議長席で投票することになります。あと、投票の時間帯は議場封鎖をしますので、出て

いたら投票できないということもありますので、注意をしていただきたいと思います。私からは以上です。

皆さん、会派のほうにお伝え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） この件について、なにかご質問ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは後期高齢者の選挙につきましては、そのように取り計らいをい

たします。 

 次に、３番目、条例改正について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 条例改正２件をお示ししております。前回お示ししたのと若干変わってい

ますが、これは法整備上の問題ですので、説明を省略させていただきたいと思います。 

 一応、１件目は議員の定数を定める条例の一部改正。もう一つは委員会条例、委員会構成を変える条例

です。それと、原則公開という規定の見直しです。 

 前にもお渡ししていますので、これを出すことについての確認だけお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ２件の議員提案の条例改正につきまし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） はい。一部前回のものと若干変わっております。総務課の条例の関係で直され

ている部分が若干ありますけれども、それではそのように取り計らいをいたします。 

 次、４番目、全員協議会の開催について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全員協議会が２つ要請きております。１点目が平成 19 年度の室蘭開発建

設部の所管の事業の説明をいたしたいということで昨年も同様な全員協議会の仕方をされていると思い

ます。室蘭道路事務所と苫小牧道路事務所の所長さんがお見えになるということです。 

 もう 1 点は、子ども課・行財政対策室からです。保育園の再配置、民営化計画の概要説明をいたしたい

ということでございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。全員協議会２本入っています。この件につきましては、15 日の議運で

日程等々は調整をしたいと思っていますけれども、２件とも受けるということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。それではそのようにいたしたいと思います。 

 続きまして、５番目請願・陳情・意見書等について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今日、お手元のほうに通知させていただいております請願・陳情・意見書

等の関係です。まず、意見書等につきましては、今日現在、３点出ております。一応締め切りは 13 日で

す。 

 まず１点目、地球温暖化防止に向けた森林吸収源対策の着実な推進に関する意見書（案）、これは北海

道森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡会からきてございます。これは､私どものほうの議会も加

入しているものでございます。 

 もう１点です。異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書（案）というこ

とで公明党さんから出ております。 

 もう 1 点であります。新たな｢地方公共団体財政健全化法｣に関する意見書（案）、新風さんから出てご

ざいます。 

 あと、裏のページです。 

 陳情書・決議書等が届いてございます。いずれも町外からの郵送によるものでございます。件名は省略

させていただきたいと思います。７件届いております。私からは以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） １点目の地球温暖化の関係については、我が議会もこれに加盟をしております

ので、その取扱いを含めて次回の議会運営委員会の中で、15 日の中で協議をしたいと思いますので、各会

派できちんと議論をして持ち寄っていただきたいと思います。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） それでは次に、６番目、議会運営委員会の開催予定について、これは次回、６

月 15 日 10 時から行いますのでよろしくお願いします。  

７番目、その他。クールビズについて。 

○事務局長（上坊寺博之君） クールビズについて、昨年度から実施してございますが、総務課から通知

を受けております。一応、周知文を添付しておりますけれどもそれを見てください。７月１日から９月30

日までの予定で、クールビズを実施したいということです。期間は去年とまるきり同じです。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。これにつきまして、何かご意見ありますか。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） 昨年度も、これが行われたのですけれども、議会としまして６月議会から

クールビズという考え方は、皆さんいかがなのでしょうかと思いまして、来年度は地球温暖化ということ

で、洞爺湖でサミットも行われることですし、なるべくなら６月議会からクールビズというものをされた

ほうが良いのではと思うのですけれども、各会派で持ち帰って審議でもなんでも結構ですので、ぜひ前向

きに検討していただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。ただ今お話ございましたので各会派で、15 日に行いますので、ここに

ありますように｢任意、強制ではありません。｣とありますから、きちんと呼びかけをするということが大

切かなとも思いますので、ぜひ、会派でお話をするというのは、一番良い、効果があることだと思います

ので、今の西田委員外議員のことも含めて各会派で協議を願いたいと思います。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。温度が一定限度までいったら冷房が入るけれども、

その温度を２度なり３度上げるという意味だと思いますけれども。私はそういうふうに認識しております。 

確かそうだと思いましたよ。 

 ちょっと、会派で議論するときにですね、定例会の本会議でノーネクタイというのがどうかというお話

しもあるようにも聞いておりますので、そういうことも含めてご議論願えればと思います。いろんなとこ

ろから出るようですので、登壇する時に、例えばスリッパを履かないで靴を履いて登壇したほうが良いの

ではないかというようなことと同じような形で、これは出ます。ですから、そこら辺も含めて議論してい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それを議論して、次の議運で、もしご意見があれば出していただくと、こういうことであります。基本

的には、クールビズはこういう形でやられるわけですから、我々もそれに準じて行うということにはなり

ますから。良いですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） はい。７番目の２、はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、派遣承認ということではございませんが、報告したいと思います。

新任議会議員の研修会ということで、新たなに議員になった研修会があります。前回も多分行かれている

かなと思いますけれども、要するに新たに議員さんになられた方、行きましたでしょ。 

ただ、前回から選挙がずれているものですから、これ４年に１回しかしないのですよね。ですから、必

ずあたらないということになります。次回からどのような形にするか、議論。今すぐではなくてもしたほ

うがいいかなと思います。行かれているのですね、やっぱり。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、何か考え方がありますか。 
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○議長（堀部登志雄君） 今、前回では皆さんいかれていると思うのですね。それで、今後、これからは

選挙の前にやるものですから、４年後になるとこの 11 月に入ってきた新しい人は、もう次の改選の時ま

でいけないということになりますので、受けたらすぐまた選挙ということになって、今後、今の人はいい

のですが、これからについては、また日を改めてこの辺の対応については考えていかなければ、これ他の

議会もあるから、できれば２年に一度くらいやってもらうようにしてやっていかなければ、４年に一度 10

月にあるときは、これにはどこも該当しないね。 

 今後、その辺も調べた上で、また機会を見てお話をしたい。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。わかりました。白老町議会としては７月 17 日の派遣承認はなしという

ことで取扱いを行います。よろしゅうございますね。その他。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ないです。 

○委員長（大渕紀夫君） その他ございませんか。なけれは、議会は６月 15 日に議会運営委員会を開き

ますので、10 時ですのでよろしくお願いします。 

以上をもちまして本日の議会運営委員会を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ２時４８分） 


