
 1 
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◎開会の宣言 

○委員長（大渕紀夫君） 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。 

〔「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。 

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） 本日の議会運営委員会の協議事項ですが、平成 19 年第２回白

老町議会定例会関係の議案の審議をいただく予定です。それと、その他としまして、前回の議

会運営委員会でも出ました、クールビズの関係、会派に持ち帰っておりますので、その議論を

行なう予定です。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。提出議案について

は記載のとおりでございます。ページをめくっていただきまして、３番目の方から先に行ない

たいと思います。議案の説明、条例改正、報告について説明を求めます。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君） それでは、私の方、先に説明させていただきます。私の方は条例

改正ということで、議案の６号から９号まで。それと、報告の４号について、ご説明いたしま

す。 

まず、最初に議案の６号です。議案書開いていただきたいと思います。件名は、特別職の職

員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正という件名ですが、内容につきま

しては次のページ開いていただきまして、議案説明でご説明いたします。これも記載のとおり、

選挙時の投票所の投票管理者など、選挙に従事する非常勤職員の報酬についてでございますけ

ども、根拠としている国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律。これに基づいて定め

てございますけども、この度、同法の改正により、報酬額が改定されたということで、本町の

報酬額についても改定を行なうという内容でございます。ちなみに、改定額はいずれの区分に

つきましても 100 円減額ということで、改正の内容でございます。 

次に、議案７号です。７号につきましては、白老町老人医療費の助成に関する条例の一部改

正でございます。こちらもめくっていただきまして、議案説明の所に書いてございますが、本

町が実施している老人への医療費助成については、北海道と共同して道老事業と本町独自で実

施している町老事業がありますけれども、このうち道老事業につきましては、平成 20 年３月

31 日をもって事業を廃止するということが北海道で決定していることから、本町においても廃

止するため条例の一部改正するという内容です。また、あわせて町老事業については、新たな

高齢者医療制度の創設に伴う当該事業の見直しを図るため、今回の改正の中にあわせて改正す

るという内容でございます。 

次にめくっていただきまして、議案の８号です。８号につきましては、白老町建築基準法の

規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部改正ということです。内容につきましてはめく
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っていただきまして、議案説明の所に書いてございますが、建築基準法に基づく建築物の確認

申請事務については、一部北海道より、本町に権限移譲されておりますけれども、建築基準法

の改正により、確認申請時に構造計算適合性判定が必要になる場合があることから、当該判定

に対応するため、申請手数料の額を定めるという内容でございます。 

次に、議案９号です。議案９号につきましては、白老町消防手数料徴収条例の一部改正とい

う件名でございますが、こちらの方もめくっていただいて、議案説明を見ていただきたいと思

います。本町が行なう指定可燃物等を貯蔵するタンクの水張検査、水圧検査について、１万リ

ットルを超えるタンクの検査に対応できるよう、申請手数料の改定を行なうという内容でござ

います。 

次に、私の方の報告４号をお願い致します。今の３枚ほどめくっていただきまして、報告４

号です。こちらにつきましては、例年提出してございますが、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。記載のとおり、土地開発公社、白老振興公社、白老町

体育協会の 18 年度事業報告及び 19 年度の事業計画の提出でございます。 

以上、雑駁ですが、私の方の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、総務課長より条例関係の議案の説明がございましたけれど

も、何か特別聞いておくことがありましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） ございませんね。それでは、総務課長、ご苦労様でした。 

 続きまして、予算関係の説明を願います。髙畠経営企画課長。 

○経営企画課長（髙畠 章君） 私の方からは、議案書をめくっていただいて１ページ目。承

認第１号から承認第５号。そして、議案第１号から議案第５号。めくりまして、報告第１号も

目次めくっていただいて、報告第２号、３号。これらについて、ご説明いたします。目次に沿

ってご説明いたしますが、説明の資料として 19 年度補正予算の概要書、ペーパー２枚レジメお

配りいたしました。これに沿ってご説明をいたしたいと思います。 

まず、概要書の１ページ目をご覧ください。特別会計、国保事業会計特別会計第１号、それ

から下の方に行きまして、港湾機能施設事業特別会計第１号。これら５件ですが、これら５件

につきましては、５月 31 日付けで平成 18 年度決算額が確定したこと伴いまして、赤字決算額

を繰上充用として、支出したものでございます。歳入歳出は記載のとおりでございます。 

次に、一般会計の補正予算でございます。上の方に戻っていただいて、１、歳入歳出補正予

算の補正規模、一般会計第２号 3,892 万円、特定財源 3,433 万 2,000 円、一般財源 458 万 8,000

円でございます。この内容につきましては、 

次のページ、概要書の２ページ目でございます。２、一般会計補正予算の主な事項。（１）歳

出、総務費 92 万円。宅地分譲整備事業 92 万円。これは平成 19 年度に町有地を売却することに

伴います下水の汚水枡の設置にかかる経費でございます。環境衛生費 3,090 万 1,000 円。不法

投棄対策経費 7 万 3,000 円。これは環境パトロール車の修繕費でございます。緑化推進活動支

援事業。これは、指定寄付がございましたことによる財源の振替であります。バイオマス燃料
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化施設整備事業 3,082 万 8,000 円。これは、バイオマス燃料化施設建設工事発注に伴います前

払金相当額でございます。農林水産業費54万5,000 円。特定農山村地域活動支援事業54万5,000

円。平成 18 年事業確定によりまして、本年度事業費を計上するものでありまして、この事業は

平成 15 年から平成 19 年までの５ヵ年事業で、今年が最後の年になっております。商工費 18

万 9,000 円。中小企業振興資金貸付金 18 万 9,000 円。これは、給付対象者が増加したことによ

る増額補正でございます。消防費 88 万 9,00 円。消防本部運営経費３万円。これは、救急救命

活動を支援いたします広域組織であるメディカルコントロール救急部会設立、それに伴います

負担金でございます。消防団運営経費 18 万 2,000 円。公務災害費、公務災害補償責任共済掛け

金の値上げにより増額補正するものであります。消防庁舎整備事業 177 万 6,000 円減額でござ

います。これは、財源を備荒資金で手当てする措置による減額補正でございます。災害対策経

費 245 万 3,000 円。これは、５月 25 日深夜から５月 26 日未明における集中豪雨により発生し

た流木処理及び排水用ポンプ運転に要した経費の計上でございます。教育費 547 万 6,000 円。

学校図書館支援センター整備事業 499 万 6,000 円。これは、学校図書館利用促進のための支援

事業に要する経費の計上でございます。子どもと親の相談員等活用調査研究委託事業 35 万円。

これは、白老小学校の特学対象外の子どもと親の相談員にかかる経費の計上でございます。図

書等購入経費 13 万円。これは指定寄付による図書購入費の計上でございます。歳出合計 3,892

万円。 

次（２）歳入。国庫支出金これは、歳出で説明しました、地域バイオマス利活用交付金。こ

れは、農林水産業の交付金事業によりやるということで 1,541 万 4,000 円。次、学校図書館支

援センター推進事業委託金。歳出で説明したおりの事業に充てるもので、これはほぼ全額国庫

支出金により充当するものでございます。道支出金 35 万円。子どもと親の相談員等活用調査委

託金 35 万円。これは、道の委託事業でやるということで、道支出金を充てるものでございます。

指定寄付金 110 万円。これにつきましては、緑化活動支援事業、それと図書購入分でございま

す。図書購入分につきましては、支出で 13 万円になっておりますが、10 万円につきましては

今年度の寄付、それから３万円につきましては昨年度３月末に寄付があったことから繰入金、

次の文化振興基金繰入金から３万円充当している所であります。繰入金 42 万 5,000 円の減額で

す。特定農山村地域活動支援基金繰入金 54 万 5,000 円。緑化基金繰入金 100 万円。歳出で説明

したとおりでございます。次、繰越金 458 万 8,000 円。この繰越金につきましては、５月 31

日の出納閉鎖によりまして、前年度繰越金が 6,456 万 6,000 円で、当初予算の繰越金 2,500 万

円を差し引いた 3,956 万 6,000 円のうち、今回補正のために 458 万 8,000 円を歳入として充当

したものでございます。町債、これはバイオマスと消防庁舎の所で、歳出で説明したとおりで

ございます。合計 3,892 万円。次３、債務負担行為補正でございます。追加２件ということで、

13 億 5,235 万 7,000 円。バイオマス燃料化施設整備事業ということで、この事業は、平成 19

年度と平成 20 年度の２ヵ年事業で今年度発注する予定でございます。そのうち、平成 20 年度

分、13 億 5,052 万 7,000 円この分を平成 20 年度の債務負担行為とする所でございます。それ

ともう１件が、備荒資金組合からの消防庁舎電話設備と購入年賦金ということでございます。 
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次に、また１ページ目ご覧いただきたいと思います。１ページ目の老人保健特別会計、第１

号 1,873 万 1,000 円。これは国、道交付金の清算に伴う補正でございます。 

次、臨海部造成事業特別会計第２号 850 万円。これは、ＳＹプロモーション誘致に伴う造成

事業費の計上でございます。 

次、介護保険特別会計第１号 3,417 万 2,000 円。これは、介護給付金の精算と保険料精算に

伴います補正でございます。 

次、企業会計でございますが、水道事業会計第１号 199 万 3,000 円の補正でございます。こ

れは、石山工業団地赤水対策に伴います配水管敷設用地取得費の計上でございます。 

以上の結果、２ページ目お開きください。平成 19 年度の補正予算状況でございますけれども、

一般会計 92 億 2,360 万 5,000 円。特別会計 117 億 1,697 万 8,000 円。企業会計 19 億 7,175 万

7,000 円。合計 229 億 1,234 万円。このような補正予算の状況になります。以上で、承認第１

号から第５号、そして議案第１号から第５号の説明を終わります。 

続きまして、報告第１号、目次の報告第１号と目次の２ページ目の報告２号、３号でござい

ますが、これらにつきましては、後期高齢者医療保険制度導入に伴う減算システムの改修費用

でございます。これら報告３つは、全部そういう事業のための改修費用でございます。これは、

本年３月 24 日で出された補正でございます。これは、国の予算措置が遅れたということで、昨

年度の予算として補正しておりますが、実際は今年度事業として実施するものでございます。

以上で説明を終わります。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、予算関係の説明が終わりましたけれども、何か聞いておく

べきことがありましたらどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、予算関係の説明については、以上で終わります。高畠課

長、ご苦労様でした。 

 それでは、４番目諸般の報告について。局長、お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議長の諸般の報告です。お手持ちに配布していますとおり、議

会閉会中における動向１件、それと議員の派遣の結果報告１件と、それから監査委員から議案

に添付されていると思いますが、それぞれ例月出納監査等２件についてでございます。これを、

諸般の報告をするということになります。それと、町長の行政報告が予定されております。こ

れにつきましては、当日配布になります。それともう１点、前回の３月から、会期決定のため

の議会運営委員長報告をしてございますが、これにつきましては、今日の審議終わりまして、

今日中にファックスさせていただく予定でございますので、月曜日の朝一までに何かあれば委

員長に報告していただきたいと思います。それと今議会から、会期の全日程、予定一応付けて

ございますが、これが確定した段階で会期の動きがわかるということで、これも当日全員に配

布させ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） 諸般の報告について、何かご質問がありましたらどうぞ。よろしい

ですね。 
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続きまして、５番目一般質問について。６月 11 日通告締切、８名・18 項目でございます。

これは、答弁調整済みですけど、局長、何かありましたら。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にございません。確認のために一応挙げてあります。 

○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） それでは６番目選挙について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行ないます。こ

れは前回もご説明しているとおりですが、会期の中で、また設定をお願いしたいと思っており

ます。一応、３日目の会期の中で行ないたいと思っていのます。他市町村調べましたら、一番

最後にやるという所が多いみたいです。私、３日目の初めに入れているのですが、それが後で

議論をいただきたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 後期広域連合の選挙についての関係についてはどうですか。何かあ

りますか。後期広域連合のことについて、ちょっと補足説明します。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 11 日の議運の中でも、履歴の関係あれば要求してくださいとい

うことで、後期高齢者の広域連合の事務局に電話しました。一応、そういう目的を持ってやっ

たものではないものですから、履歴は保管してございません。というのは、団体推薦ですから、

団体の推薦をしてもらうための行為ですから、特に履歴を設けて集めたわけではないので、広

域連合としては持っていませんということです。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、履歴の件を含めて説明がございました。日程につきましては、

後の議事日程の中で議論をしたいと思いますけれども、それ以外のことで何かございましたら

どうぞ。いいですか、選挙については。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは次に７番目、会議案について。条例改正、議会提案分です

ね、２件。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会議案につきましても、前回配布しまして協議いただいている

ものです。議員定数の削減に伴う条例改正、定数の決める分が１件と委員会条例の改正が１件

でございます。これは、11 日に調整済みでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） この件、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） それでは８番目、議員の派遣承認。 

○事務局長（上坊寺博之君） お手元に承認第６号ということで、配布しております。裏をめ

くっていただきたいと思います。議会終わりまして、24 日から８月の３日までの動きを書いて

ございます。一つは、難病連白老支部の設立記念。６月 24 日、民生の吉田委員長です。同じ日

ですが、第 58 回全国植樹祭。議長が大会のお招きで、副議長以下産建の副委員長まで。これは

白老町推薦ということになってございます。それと次の日ですが、町長と議長ですけど、天皇

陛下をお送りするための部分でございます。それと７月３日、既にご案内していますけど、議
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員研修会、全議員が対象になります。11 日、苫小牧地方開発期成会の札幌要望。管内の首長さ

んと議長さん、関係機関へ出かけるようになっております。それと８月２日から３日までです

が、町村議会議員特別セミナー。議員さんの行っていない方、議長と中出議員ということで最

後になります。あともう１点、東部の関係の議員懇談会。市含めて、正副議長やっている、こ

れはまだ日程が定まっていませんので、その但し書きの派遣になろうかと思います。以上であ

ります。 

○委員長（大渕紀夫君） 議員の派遣承認について、ご意見がございます方どうぞ。 

〔「なし」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。それでは９番目、意見書の取扱について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にありません。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは意見書の取扱いについて、意見書案第７号。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ということですけれども、森林林業

を活性化する推進議員連盟。これは、うちの議会が加入をしております。前回は、加藤議員会

長と宗像議員が幹事になっていらっしゃるそうですけれども、これはどうですか、よろしいで

すか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） オーケーですね。次に、意見書案第８号です。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。公明党、吉田和子さんから出ておりま

す。吉田委員、何かありますか。 

○委員（吉田和子君） 私はまだ新聞等読んでいませんのでわからないのですが、今国会で地

球温暖化５番目に書かれています、国等の省エネ等の率先導入法。名称ははっきりしませんけ

れども、今国会を通ったということを伺ったのですが、まだ確認していません。もしそれが通

っていれば、５番目は必要無くなるというふうに思っています。ただ、４番目までは今後の、

これは法的なものも関係なしにこういう対応をしていかなくてはいけないということで、もし

問題無くいいということであれば、５番のことについては、取り消すのは今きめなくて駄目、

５番だけを。確認してからでは駄目なのですね。ちょっとわからない。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩をいたします。 

休憩 午前 １０時２８分 

  

再開 午前 １０時３０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、国会が通っている

かどうか調べておりますので、少々お待ちください。それで、１件だけ、ちょっと、字を入れ

てほしいのがあるのですけども、前段の記の上２段目。確実に地球環境を蝕んでいる地球温暖

化防止のためとありますね。その間に、京都議定書等の実効ある取り組みなど抜本的な施策を

と。この京都議定書と入れていただいた方が、今までかなり議論されておりますので、そうす

ると文書がもっともっと良くなるのではないのかなと。ぜひ、のを取って、防止のため京都議
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定書の実効ある取り組みなど抜本的な施策を講ずるというふうにすると、極めて内容が充実さ

れるのではないのかなと思っておりましたので、もし良ければそのようにしていただければ。

他の方。この件につきましては、各会派、全員賛成ということで、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） 確認は個々にしませんけども、良いですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 次に、新たな地方公共団体財政健全化法に関する意見書案です。新

風の吉田副委員長から出ておりますけれども、何かございますか。 

○副委員長（吉田正利君） 本件につきましては、昨日の参議院の総務委員会でとおりまして、 

本日の参議院でとおる予定になっております。それで、本件については、先般公表されました、

４点の指標について、今後毎年発表していくと。それに基づいて各地方自治団体の財務内容を

評価するということになっておりますけれども、それについては、記１から４番までの取扱に

ついても十分注意していただきたいという考え方で提案してございますので、よろしくお願い

いたします。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）本件についてご意見がございます方。各会派にご意見を聞いた方がい

いですね。町清クラブどうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブは賛成します。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明。 

○委員（吉田和子君） うちも賛成いたします。 

○委員長（大渕紀夫君） 共産党ですけど、１から４については賛成なのです、もちろん。た

だ、根本的にはまちの話しを聞きましても、こういうものを決めて、自治体が自主的に決める

のはいいけど、国が決めるということ自体が、やっぱりまずいと、こういうこと。本来は、実

自治体が公表したり、自治体が独自に対策を取る中身でないと。今回、私、質問出していて、

町の職員の皆さんは非常に怒っています、このことに対して。これは、地方自治、切捨てみた

いなものですから、そのためには１から４まで必要だということは十分理解できるのですけど、

文書でこれを直せということはないのだけど、そこら辺が非常に問題ではないかという意見が

会派の中で非常に強く出ましたので、１から４については結構ですけども、そういう考え方で

地方自治体の議員はいくべきではないかというような意見が出たということだけは報告をした

いと思います。各会派、皆さん同じではないかと思うのですけど。そういうことで、全会一致

でいくということで、よろしゅうございますね。いいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 各ファックス行っていたと思うのです。追加で 11 日にファックス

が各議員さんに届いていると思います。道路整備に関する意見書です、毎年出ている。毎年出

ているものですけれども、各会派でご議論間に合いましたでしょうか。局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） グリーンの方の申し合わせの２ページをお開きください。申し

合わせ事項の２ページ。申し合わせ等の下にページ数ふっていますけども、２という所です。

本件につきましては、北海道議長会から要請があったものです。上の（２）ございますね。そ

の中に、北海道町村議会議長会から提出要請を受けた意見書は、各会派の代表者が提出者とな

り、提案説明は代表質問の順序に習い、順送りとすると。基本的には提出するということなの

ですよね。ただし、事情により提出者にならない場合があるという規定もありますので、その

辺を含めて議論いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ということであります。このことは、以前にもこの件で何度かやっ

ておりますからご承知だと思いますけれども、ご意見ございます方。 

すいません、私毎回同じこと言いますけれども、ちょっと提出者賛成しますけど、提出者に

は抜いてほしいのです。それともう１つ、記の５番目に今回はそういうのを入れる場所が無い

のです、文書よく読むと、いつも私言っている部分で。それで、道道・市町村道の整備促進を

図ることというのは、１項目入れていただきたいというふうに思うのですよ。それでオーケー

であれば、私は提出者になりませんけど賛成はします。考え方、ちょっとあるのですけども、

北海道の実情考えた場合は、私は道道・市町村道の整備促進を図ることということを、５番目

に１項目入れていただいて、これは道路整備に関する意見書ですから、そこ１項目入れていた

だければ賛成したいというふうに思っております。いかがでしょうか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 大渕委員長のおっしゃること、この１から４の中に入っているのでは

ないのですか。あえて、５に抽出しなくても、そういうふうになっていると思いますよ、この

文書から見ると。それも含めて促進してくれということだと思う。 

○委員長（大渕紀夫君） よく読むと、高規格道路、北海道の道路整備の地域計画。高規格道

路は高速道路なのです。それで、そこが中心なものなのです、これ。出している所もそうなの

ですけれども。できれば、そういうことを単独で道道・市町村道の整備促進を図るというのを

入れていただきたいのですよ。そうすることによって、非常にわかりやすくなるのではないの

かなと思っているものですから、お願いをしたということであります。それはもちろん、是非

がございますので。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この文書を見ると、一番上の方、高規格道路から道民生活に最も密着

した市町村道に至るまでという文書があるのですよ。ですから、これは単純に、高速道路はも

ちろんそうですけれども、そればかりではなくて、市町村道に至るまでという文書があります

から、それも包含されているというふうに理解した方がいいのではないかと思うのですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） 書いています。それもよく知っています。記の所、読んでいただけ

ればわかるのですけど、高規格道路等々全部個別で書いているのですよ。ですから、個別で市

町村道起こしてほしいということなのです。全て個別で書いていますよね。そういう意味なの

です。それで、それを起こしていただければ、賛成するのはやぶさかではないと、こういうこ

とです。これだったら、記の所に、上には書いているのですけど下には書いていないのですよ。

道道・市町村道は。ですから、そういうものが入ることによって、市町村道、それから我々の
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市町村道・道道、バイパスの関係の道道何かを、早くやってもらうにはその方が良いのではな

いかというのが、うちの会派の意見なのです。いかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。それでは、そのような形でお願いをいた

したいと思います。意見書案について、そのほかございませんか。なければ、次に進んでよろ

しゅうございますか。確認をいたします。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書第７号については全会一致ということで、提案者は加藤

議員と宗像議員ということで、よろしゅうございますか。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですよね。それでいいと思うのですけど、いかがですか。いい

ですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局長（上坊寺博之君） 討論の省略なのですけど、これは３件だけということになりま

すか、それとも今おっしゃったよう提案者にはならないけど賛成という考え方だと、全部そう

いう形でよろしいですか。いいですか。これも、先ほどの申し合わせの中に、そういう規定が

ありますので、全会一致の場合は、討論省略するということになっていますので、そうさせて

いただきます。以上です。 

○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） それでは次 10 番目、陳情書の取扱について、陳情書第１号から陳

情書第８号まできておりますけれども。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これも、申し合わせの規定ですが、申し合わせ等の３ページの

10 番です。白老町民外部からの陳情及び郵送による陳情については、本会議参考配布にするに

留め、審議、審査は行なわないという規定になっておりまして、ここの陳情書等につきまして

は８号まで。続いて、決議書の第１号までについては全て郵送で町外者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） 今、説明がございましたように、申し合わせがそうなっております

ので、参考配布にいたしたいと思いますけども、いかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 先ほど、ご議論いただきました、環境関係の環境配慮契約法ですけ

れども、５月 17 日に国会を通っているということでございますので、先ほどありましたように、

５番目の部分については削除ということになると思いますので、ご理解願いたいと思います。

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） 続きまして 11 番。常任委員会所管事務調査の報告について。局長、

お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第１回の定例会で取り上げました、それぞれの常任委員会の報
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告をするような形になってございます。委員長報告を活性化するために、事前配布ということ

になっていますので、今日は全員に入っておりますので、定例会までに見ていただきたいと思

います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 常任委員会の所管事務調査の報告につきましては、各３つの常任委

員会の報告書が全て、全議員に配布されることになっております。常任委員会、議会活性化の

ためにご意見がございます方は、ぜひ委員長にお尋ねを願えればと思います。 

 続きまして 12 番、特別委員会の中間報告について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 中核イオル整備促進に関する調査特別委員会の方から、中間報

告が求められておりまして、中間報告の常任委員会と同じように、全員に配布させていただい

ております。以上であります。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。続きまして 13 番目、常任委員会所管事

務調査の継続調査について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 民生常任委員会、第１回の定例会で取り上げました、白老町の

医療政策についてでありますが、一応継続するという申し出が出ておりますが、今回通年議会

を施行するということで、会期末、一応会期中ですが、活動はできます。なお、延長する必要

があれば、今定例会の通年議会の会期末、最終日に一応閉会中の継続審査の議決をいただくと。

これは、議決いりますので、そこまで終了すれば出しません。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしいですね。続きまして 14 番目。 

○事務局長（上坊寺博之君） 14 番目の常任委員会、議会運営委員会の次期所管調査事項です

が、これは 19 日の第１日目の本会議終了後、各常任委員会を開催しまして、項目を決定すると

いうことになろうかと思います。それで今回、通年議会試行するということで、一応議決はと

りません。議決不要という形で行ないたいと思います。ただし、先ほど言いましたように、通

年議会の最終日閉会するにあたりまして、議会運営委員会のみ議決をとります。というのは、

９月議会までの調整委員会が当然議会運営委員会ありますので、議会運営委員会の件、議決を

とるということになりますので、ご承知おき願いたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 次期所管事務調査については、今、局長が言われたような形で処理

を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） そのようにしたいと思います。 

それでは 15 番目、第２回定例会の日程について、局長から説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今回、第２回定例会につきましては、通年議会を試行するとい

うことで、会期末を設定する必要があると思います。私の段階では、これは案ですが、８月 31

日までとしたら、74 日間とることになると思います。実質、審議は今回提出いただいている所

は３日間で行なうという予定しております。それでは、全日程配布させてもらっていますので、

ご覧になっていただきたいと思います。第１日目ですが、６月 19 日開会いたしまして、会期の

決定をした後、一般質問を行ないます。一応、４名を予定しております。終了後、各常任委員
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会を開いていただきまして、所管事務調査を決めていただくということになります。２日目で

す。６月 20 日、一般質問の継続です。今回、８名でありますので、４名を１日で終えるという

予定になってございます。３日目ですが、６月 21 日、先ほど申しましたとおり、選挙をどこに

するかということでございます。この案では一応、冒頭にという考え方してございますけど、

冒頭やると町側の審議が 30 分ぐらい黙って見ていなければならないということで、他の議会聞

いてみますと、一番最後にするというとこが結構多かったかなと思っております。最終日の 21

日は、全ての提案議案を審議しまして終えると。終えたあと、全員協議会２件。室蘭開発建設

部の説明と保育園の再配地、民営化計画の説明をいただくという予定です。保育園の資料につ

きましては、19 日議会終了後お渡しできる予定です。それと、全員協議会終わりましてから、

正副委員長さん残っていただきまして、日程調整をいただきたいということです。一応８月 31

日としてございますが、日程４日目。その間で臨時会、先決処分等があった場合、日程はずれ

ていきます。最終日ですが、今、確定している部分につきましては、先ほど言いました、民生

の継続調査の案件、それと定例会中で審査する常任委員会の報告、それと先ほど言いました議

会運営委員会の閉会中における所管事務調査、９月定例会の調整がありますので、こういう形

で最終日に議決をとると。それと合わせて、まだ確定してございませんが、意見書等があれば、

この日程に全て取り入れると。９月議会では、通常やっています、その前のページの派遣承認

から委員会報告まで、これは一応９月定例会ではしないということになります。繰り上がりま

す。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） ということは、今の日程で決まれば、８月 31 日が議会になるとい

うことであります。これは、理事者側は出ません。議会側だけの議会になりますけれども、今

の所はそういうふうになるということです。一つは、議会日程の件とそれと後期高齢者の選挙

をどこで行なうかと、この２点についてのご質疑を受けたいと思います。最初に後期高齢者の

選挙ですけれども、大多数の町村が最後にやっているということですから、差し障りなければ

最後にやった方が理事者側に迷惑かけないということだけでも、30 分ということは仕事ができ

ますから、最後ということでいいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、北海道後期高齢者広域連合議会議員選挙については、最

後といたします。 

次に会期です。会期は、この案では８月 31 日までとなっておりますけれども、根拠は、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 根拠ですね。昨年、決算審査特別委員会を９月会期中に入れま

して、閉会中に入れたのです。それで、８日の日に告示されているのです。ですから、その前

になると大体４日ぐらいで、もう一般質問締め切りまして、議会運営委員会やっているのです、

９月は。ですからそれくらいの日程に多分なってくると思います中旬以降について、敬老の日

と秋分の日が入ってきて、日程取りづらくなるのです。ですから多分、頭の方に入ってくるの

で、９月食い込むとなかなか、まだ日程決まっていませんけど、取りづらくなるのかなと思い

まして、31 日ということであげてみました。以上であります。 
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○委員長（大渕紀夫君） 今、説明ございましたけれども、会期についてはそのように根拠で

31 日というふうにしたそうでございます。これについて、もしご意見がございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） 私はそういうことであれば、閉めてすぐ９月議会運営委員会開かな

くてはならないというふうになりますので、会期につきましては６月 19 日から８月 31 日まで

の 74 日間といたしたいと思います。なお、８月 31 日については、最終日の議会が開かれると

いう認識でいてください。もちろん、その間に臨時会また先決処分等々の臨時議会等々がある

可能性がございますけれども、とりあえず８月 31 日の議会ということで認識をいただければと

思います。そのような会期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） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 例えば、臨時会が召集されるとすれば、名称はどういうふうになるの

か。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第２回定例会。 

○委員（加藤正恭君） 第２回の定例会の議案は連番でいくから、例えば 10 議案あったら 11

議案というふうに追加されるという・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。追加です。 

○委員（加藤正恭君） 第２回定例会ということでいいのですね。後から資料探すというと、

ちょっと疑問に思うことがある。例えば、６月の議会だったな、９月の議会だったなというこ

とがわかるのだけど、これずっと定例会閉じていくとすると、どこへ入ったのかなと後から去

年のこと調べる場合にちょっと心配な面があるなと。例えば来年、今年やったやつについて調

べると、あれ、どこでやっただろうという心配がでる可能性もあると。そう言えば臨時会でや

った、何でやったということがわかるので、それが区切り無いものだから、11、12、13、14 と

追加されていくのでしょうけれども、その辺がちょっと。慣れるまでと言えばそうかもしれな

いけれども、そのあたり良い知恵ないものか、何か。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今回の場合は、試行というふうにしますので、多分第２回定例

会というのは、これは変えられないかと思います。第１号、第２号、１日目が第１号、２号と、

こうなっていくと思います。今回は試行ということで、それは避けられないかなと。ただ、本

格的にやった場合、それは十分考慮しなければならないと。今度、回数の定例会というのは無

くなりますので、１回ですから。今、事務局の方で考えているのは、１回は付けなくてもいい

と思うのですね。白老町定例会何月会議と活字にしていった方がわかり易いのかなという。定

例会には変らないですけど、そういう区切り方をしていかないと、いつやったものだかわから

なくなると思います。そんなように今考えていますけど、今回はちょっとやむを得ないかなと

思っています。 

○委員長（大渕紀夫君） ほか、どうですか。会期の決定については、よろしゅうございます
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ね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、会期につきましては、６月 19 日から８月 31 日までの 74

日間と決定いたします。 

最後、その他でございます。この件について、局長、何かございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 無いです。 

○委員長（大渕紀夫君） クールビズについて、前回若干ありました。ただ、本 会議のときに、

ネクタイを着用するかどうか、上着を取るかどうか。徽章を佩用して出れということですから、

ワイシャツでもこれは付けなければいけないわけですね。どんな場合でも付けなければならな

いと、付けて入りなさいとなっていますから、そうなるのですけれども、実はちょっとお話し

を聞くと、町側の方もこういう方向できちっと出しているのですけど、それはいいのですよ。

だけど、上着だとか、ネクタイは本会議上ではどうですかと。国会なんか見ていても、ネクタ

イ締めてはいませんよね。締めていませんけど、どうですかという意見もあるようでございま

す。そんなことで、もし会派でご意見がございましたら、ちょっとお尋ねをしたいなと、こう

いうことでございます。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） うちの会派は、実はこのクールビズについて議論させていただきまし

たけれども、先回６月定例会から実施したらどうかという提案もありまして、それについては

この日程どおりで良いだろうという話しになりまして、７月１日から町側と足並み揃えてそれ

は進めるべきだろうと。ただ、今委員長の方からも発言がありましたけれども、やはり去年や

ってみて、個々の議員の中にやはりだらしないというイメージがあったというのがあるのです。

それで、クールビズの本来の意味は一体何なのだろうということも議論させていただきました。

これは、先回発議あったときに、サミットも開催される京都議定書の絡みもあるということで、

じゃあクールビズの根幹は一体どこにあるのだろうと。総務省だとか環境省のホームページも

見させていただきましたけれども、やはり法的ということではないのですけども、17.8 度から

28 度の室内温度の中で労働環境を整えなさいという、これは厚労省なのですけれども、そうい

うことから始まっているのかなと。それで、現在多くの自治体なり大きな企業あたりは、28 度

を２度下げると。26 度の設定になさっているのですね。ということは、その意味合いというの

は、結局省エネ、要するに二酸化炭素の排出量を制御しようという所が根幹にあるわけですよ。

ただ、この当地白老町において、26 度ということの設定をもしするとすれば、我々は当然そん

な所には居られないという環境状況だと思うのです。それで今、これは事務局の方と確認はと

っていませんけれども、うちの庁舎内というのは、議会の本会議場しか、ここもそうですけど

も、要するに空調が入っているというかクーラーが入っているのはそういうわけですよね。そ

んな状況から著しく温度の設定も 26 度とかしないで、それも皆さんと協議して、例えば 24 度

に設定をして外すということの考え方。それから、22 度ぐらいまで下げてもらってネクタイ着

用、今までどおり本会議場、委員会室ではそういうクーラーがあるので使わせていただいてや

るという方法もあるのではないかと。ただ今言ったとおり、相反するわけですよね、この考え
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方に。それは一体どうなのかなということで、論点がかなりぐるぐる回ったというのが今回我々

の会派の議論だったのですけども。当然、町側としては７月１日から９月 30 日まで実施すると

いうことの、もうこういうことで回っているということで、議会としてやはり協力できること

は協力すべきだろうと。ただ、だらしないという部分を少し議論してほしいなという話しはあ

りました。それから、ルールですね。例えば、今言ったように、委員会はなるべく正装みたい

な形にしないで、楽にして空調を抑えるとか、本会議場はある程度、今まで適温とされている

部分の所を２度ぐらい上げて我慢するとか、それで脱がせていただくとかというふうにルール

作りをしないと、やはりやった意味も、議会として取り組む意味も無いのではないかと、そう

いうことです。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、新政クラブの熊谷委員からご意見ございましたけれども、

各自ご意見あればどうぞ。吉田正利副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 私の方の考えとしては、一応基本的に町の提案の７月１日以降の

実施については、これに会わせた方は良いのではないかという考えでございます。それから、

今の議会の運営についてはやはり最小限、北海道の場合は本州と違いまして、暑いと言っても

そう大きな問題にはならないわけですけども、ともかく議会については、やはり正常な形で正

装で望んだ方が良いのではないかという見解でございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それぞれ、個々のご意見でも構いませんので、この問題は会派で一

緒にしてどんなりこんなり、こうやってやろうということではございませんので、個々のご意

見で結構ですからどうぞ。考えていること出していただければ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 会派でいろいろ話しもしていますが、７月１日から役場の方でやると

いうのであれば合わせた方が良い。我々は、最初６月の議会からと思ったのですが、我々がク

ールビズで向こうはネクタイしているというアンバランスではあるから、先に向こうで決めた

のであれば、うちらもそれに右倣えと。ただ、熊谷委員おっしゃるように、だらしないという

意見は私聞いていないですけど、だらしないというのはどういう意味ですかね。ただ、ネクタ

イが無いからだらしないのか、そういうふうには評価はされていないと思うのですけれども。

クールビズという趣旨から言ったって、ネクタイできちっとするよりはその方が良いと思うの

で。だらしないというのは、どういう意味なのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） これは私の意見ではないので、委員の中からそういう捉え方をされて

いた、去年の話からそういう発議があったものですから。町民からです。やっぱり、インター

ネットで映っていますから。ということは、一つは僕が考えるには、議論されている最中に、

ネクタイされている方はしていると、しない方はしていないと。それも、ばらつきがあるので、

言ったように、全部ノータイだよといって外してしまう場合と、去年はクールビズだというこ

とでネクタイ外しても良いのですよと、上着を着ている方と脱いでいる方いらっしゃいますよ

ね。これもやっぱり映っているとみっともなかったというのが、町民の中にあったみたいです。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） それはだらしないという意味とはちょっと違うということですね。統

一されていないというだけのことで。ネクタイもした人もいれば、していない人もいると。上

着着ている人ときていない人がいるという意味であって、だらしないという表現はちょっと、

そういう表示されているのですか、インターネットに。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） だから、議論の中でそういう話しがあったので、それが文書化になっ

ているのかだとか、町民から投書があったということは確認はしていません。そういう意見が

たったことを聞いたということですから。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 冒頭ちょっと長かったですけど、言っている意味合いというのは別に

否定はしていないと。ただ、一定のルールを決めるべきではないかということは言ったつもり

です。例えば、室温にしても。室温によって上着着ないとか、外すとなるわけですから、そう

するときちっと明確になるわけですよね。 

○委員長（大渕紀夫君） うちの会派で議論をしたら、これどうなのだろう、やっぱり僕自身

が古いのかもしれないけど、やっぱり本会議場はネクタイした方が良いのではないかと、私も

実は思うのですよ。今出ましたように、している人としていない人がいるというのは、やっぱ

り町民から見たら。前に本当にあった話しですけど、登壇するときスリッパでパタパタパタパ

タと出て行ったのですよ。それは、実際に傍聴の方からおかしいというか、何か変ではないか

と、合っていないと。上背広着ているのに、足スリッパでパタパタと行ったと。それで私、靴

を履くようにしたのです、登壇するときは。そういうことというのは、議論とは関係ない話し

ですから、緊張感という今言葉あったのですけど、そうなのだけど、ある意味では少しは必要

かなと、私の頭の中にはあるものだから、ちょっと駄目なのだけれども。ただ、加藤委員言わ

れたように、強制するのも変だけど、全員ネクタイするならする、しないならしないというふ

うにしないと、またこれ変なもので、ただ、登壇して一般質問やるときは、やっぱりネクタイ

したいなと私は思うのです。個人的です、これ。と、思うのですけど。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私は女性ですので、半そで悠悠と着ていますので、あまり言えないの

ですけども、やっぱり議場というのは厳粛な場であるという。やっぱり正装とは言いませんけ

れども、身なりをきちっとして出るというのが基本的にあるような気がするのです。議論の場

でもありますし。そういった意味では、やっぱりさっきおっしゃったように、やるのであれば

きちっと統一して、きちっとした方が良いというように思います。今、言いましたように、こ

の庁舎内で唯一ここと議場だけがあるわけですから、本当にそのときの状況に応じて休憩時間

に空調入れたりして、それぞれの温度をきちっと管理してやってくれていますので、そういっ

た努力もありますので、できればものがある中での皆さんの服装というのはきちっ統一して、

ネクタイをしているということの方が見た目には、私も古いのですけども、見た目にはきちっ

と皆さんの気持ちが服装に現われると言ったらおかしいですけど、１つの現われだというふう

に見られてしょうがないと思うのです。外に出た部分でも。そういうことを考えていくべきか
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なと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町の側は７月からクールビズやるということに決めているのですよ。

だから、議会がネクタイして向こうはポロシャツと、ポロシャツというのは悪いけれども、ノ

ーネクタイでやるとうのもバランスが悪いのではないのと、こういう見地もあるのですよ。だ

から、向こうもクールビズやるのだから、うちらもクールビズやりましょうというのがお互い

のバランスとれて良いのではないですかということ。それから、事務局に聞きたいのだけど、

あそこ統計とったことありますか。気温がクーラー入れなければ、ものすごく上がるとか何と

かということありますか。上がらないのであれば、休憩時間にちょっとクーラー入れておいて

もらって、本会議では入れないと、それでクールビズで望めばそれで済むわけだけども、その

たりどうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に、今回のクールビズ、町側もそうなのですけど、町側

は本来の趣旨のクールビズではないのです。というのは、夏場に作業能率とか、要するに労働

能力を上げるためのクールビズなのですよ。本来言っている二酸化炭素の排出を抑制するため

のクールビズではないです。本当のクールビズの趣旨に合うというのは、ここの２つの施設し

かないのです。なぜエアコンが入っているかというと、当然議論の場ですから、外の雑音入る

わけにはいかないのですね。ですから締め切るのです、窓も。そっち、二重の窓になっていま

す。議場の中、多いときで 50 人以上入るのです、傍聴者も含めたら、50 人以上入るのです。

人息で、１時間もあれば数度上がりますので、間違えなく。放っておけばどんどん上がってい

くだけです。一番暑いのは、議長席が一番暑いのです。一段高くなっていますから、一番下の

段に座っている方と議長の所では、大分温度差があると思います。多分、エアコンも入れない

で締め切っていると、相当の温度上がると思います。エアコン入れて抑えているのは、20 度ち

ょっとなのです。22 度ぐらい。それ以上上がると入れるのですよ、寒暖に。寒暖に入れて止め

ると、上がるのですよ、やっぱり。50 人以上入りますから、あの中で。ここはこれだけですか

ら。ここは外気からの日光で上がる。本会議場は入れないと無理です、多分。ここはある程度、

抑え利くかもしれませんけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今の話しですと 20 度ですよね。これに 22 度にしたり、24 度、議長が

暑いということになると、そういうデメリットと言ったら弊害がありますけど、そうなればみ

んなで脱ぎましょうという、何と言うか。申し訳ないですけど、去年は止めさせていただきま

したけれども、私の所は寒くて駄目です。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） たまたま理事者側の方、やはり傍聴者も来ている、気にはしなくて

も良いと言えばそれまでですけど、傍聴者から見て、やっぱり議員の方が、例えばネクタイし

ているのが何人かいて質問をすると、片一方はノーネクタイで答えるというのは、非常に向こ

うで抵抗あるようです、理事者側の方が。どうしても議員の方がネクタイしていて向こうも議
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会中はするという形、どうしてもなるようなそんな雰囲気ですね。クールビズの関係では、大

きくは職員が普段仕事しているときの軽装の関係ですから。やっぱり、議会とか委員会では特

別それを主にやっているクールビズ、軽装ではなくて、一般の職員が仕事するときの軽装奨励

の関係ですから、出ているようにお互い一定のルールで、お互い協調していかないと、片一方

だけノーネクタイ、片一方ネクタイとなると、ちょっと見る人から見ると何となくアンバラン

スで、もうちょっと統一した方が良いのではないかという話しは出てくるのかもしれません。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、議長からもお話しありましたけど、私、課長さんに何人か

聞いていますけど、町側は総じて議場の中はクールビズなのかという人が多いですね。やっぱ

りきちっと質疑されて答弁するのだから、やっぱり自分たちも緊張感持たなければならないと

いう意味があって、本会議場は違うのではないかという人が結構多いですね。町側が逆にそう

なのです。委員会室ならわかると。でもあそこで放送されて、やっぱりきちっと立って議論す

るのに、議長言ったとおり緊張感持たなければ駄目なのではないかというのが、課長さんの意

見です。 

○委員長（大渕紀夫君）委員外議員、西田祐子委員。 

○委員外議員（西田祐子君） 今まで意見聞かせていただいて、１つだけ感じていたことがあ

るのですけども、議会側の方で背広着たりネクタイ外したりというの、昨年度は試行という形

でされていましたけれど、一番役場側の職員の方の方、背広着てネクタイされて、はっきり言

って顔真っ赤にして、汗をかきながら議会やっていらっしゃるわけです。気温がどんどん上が

ってきますよね。その中で、結局は議会場の中が非常に暑くなるので、職員の方でエアコンの

温度の設定をどんどん下げていきますよね。それをやると反対に、エアコンというかクーラー

が利きすぎてしまって、今度議場から出たときに体が対応できないくらい、非常に申し訳ない

ですけど、温度がかなり低くなってしまっているのかなと。それだったら、健康のためには上

着を脱いでもうちょっと温度設定をもうちょっと高くしていただく方が健康的には良いのでは

ないかなと。そうでないと、あの状態だと夏風邪引くのですよね、寒くて。それが一番のお願

いなのですけども、その辺ぜひ考えていただければと思うのですけど。 

○委員長（大渕紀夫君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） やっぱり、議場の中、上と下の温度差がかなり違うのです。エ

アコン入れたら、一列目のいる人はそんなに暑くないはずなのです。だから、去年暖房もそう

ですけど、サーキュレーター４台入れているのです。ですから、それを今年の夏も回す予定な

のです。ですから、上の暑いのを下に下げるとしたら、それでどれだけ効果があるのか、これ

もやってみないとわからないですけど。まだ、正式には３月末に付けたものですから試してい

ないのですね、暖房も冷房も。それで、効果があるようだったら、もうちょっと増やすのか。

実際には上と下、温度差がかなりあると。ですから、人が入っていれば上だけ暑いのですよね、

下が寒くて。だから、休憩のなったときに回すような形でしているのですけど、多分、対流が

起きていないのですね。今年ちょっと様子見てもいいのかなと思っていますけども。だから、

逆に言ったら、さっき言った、温度設定ちょっと高めにして、常時エアコン入れているわけで
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はないのです。だから、会議中も１時間の間で半分くらいも入っているかな、半分は止めてい

るのですよね。調整しながら入れたり切ったりしているのですね。そんなに温度は極端に下が

らないのですよね、上の温度は。ですから、どういうふうにやってもやっぱり・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 本会議やっても１時間です、大体。長くても１時間 10 分ですよね。

それで、休憩とりますから、５分なり 10 分なりその間にクーラー入れてもらって、そして後は

止めると、また１時間くらいしたら、また休憩になるからその時にクーラー入れてもらうとい

うようにして、クールビズでやったらいかがですか。町の理事者もそういうふうにしたいとい

うのであれば。したいではなくて、するのであれば、我々もやっぱり足並み揃えた方が良いで

しょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 根本委員外議員。 

○委員外議員（根本道明君） 課長さん方の中では、議場の中ではやはりネクタイを締めた方

が緊張感あって良いというのがあったというのですね。そこら辺は注視すべき問題。本議会と

いうのは、そういうふうなことをやはりあるけじめとして、やっていかなければならない。僕、

一番最初、靴からスリッパになったときに、非常に疑問に思ったのですね。おかしいのではな

いのかなというふうに思ったのですけども、それと同じようなもので、ずるずるやっていくの

はいかがなものかなというのは、１つあります。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。私は、委員会室は良いと思うのです。ただ、本会議場はやはり、

私は上着とネクタイと着用した方が良いのでないかという考えなのです、僕は。会派ではそう

なっていません。いろいろな意見です。だけど、僕はそう思っているということであります。

古いのだよ、本当自分で思うのだけど、だけど町民が見たときに。やっぱり、一般質問すると

きに、ネクタイすると違うのですよ。これまた、多数決で決めるとかいうものではないですか

ら。暫時、休憩します。 

休憩 午前１１時２４分 

  

再開 午前１１時２９分 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。その他、クールビ

ズの件ですけれども、本会議場についてのみ、特に男性の場合はネクタイ着用、上着を着用す

るということで１ついきたいということが大方の意見でございますので、そのようにいたした

いと思います。クールビズに決して逆らうとか、そういうことではございません。自らの襟を

正して、町民と向き合うという姿勢の中で、そういうにしたいということで、１ついきたいと

思います。ご理解を願いたいと思いますけれども、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） そのほか、何かございますか。無ければ、本日の議会運営委員会は

以上で終了いたしたいと思います。ご苦労さまでございました。 

（午前 １１時３０分） 


