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議会運営委員会会議録 

平成２０年 ２月１８日(月曜日) 

   開 会  午前 １０時２６分 

   閉 会  午後  ０時２６分 

                                             

○議事日程  

―協議事項― 

第 １ 平成１９年第４回定例会（休会中の招集）について 

（１） 常任委員会の審査報告（産業厚生常任委員会） 

（２） 意見書、要望書の取り扱いについて 

（３） 常任委員会の継続調査について 

（４） 常任委員会所管事務調査の報告について 

（５） 議会運営委員会の閉会中における所管事務調査について  

（６） 日程第７号について 

第 ２ 第３次議会改革について 

（１） 自治基本条例に基づく体系化について 

（２） 通年議会の本格実施・試行実施について 

 第 ３ その他事項について 

（１） 白老町議会運営基準の一部改正について 

（２） その他について 

                                                 

○会議に付した事件 

―協議事項― 

第 １ 平成１９年第４回定例会（休会中の招集）について 

（１） 常任委員会の審査報告（産業厚生常任委員会） 

（２） 意見書、要望書の取り扱いについて 

（３） 常任委員会の継続調査について 

（４） 常任委員会所管事務調査の報告について 

（５） 議会運営委員会の閉会中における所管事務調査について  

（６） 日程第７号について 

第 ２ 第３次議会改革について 

（１） 自治基本条例に基づく体系化について 

（２） 通年議会の本格実施・試行実施について 

 第 ３ その他事項について 

（１） 白老町議会運営基準の一部改正について 

（２） その他について 
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○出席委員（９名） 

委 員 長  山 本 浩 平 君       副 委員長  大 渕 紀 夫 君 

委   員  西 田 祐 子 君       委   員  近 藤   守 君 

委   員  土 屋 かづよ 君       委   員  氏 家 裕 治 君 

議    長   堀 部 登志雄 君       委員外議員  吉 田 和 子 君 

委員外議員  前 田 博 之 君 

                                             

○欠席委員（１名） 

  委   員  及 川   保 君 

                                            

○職務の為に出席した者の職氏名 

  事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

書     記   久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

本日都合により及川委員が欠席という申し出がございました。また、熊谷委員外議員は風邪の

ために欠席という申し出がございましたので、ご報告をいたします。 

 それでは協議事項に入ります。協議事項の１番目、平成19 年第４回白老町議会定例会（休会

中の招集）についての事項でございます。 

局長より説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご苦労様です。一応休会中の招集ということで、先般決めていた

だきましたとおり、21 日に第４回の定例会、通年議会試行のため延長しておりましたが、21 日

に一応再開して閉めるということで、議会関係の案件を提出するということになってございます

ので、その審議をお願いしたいと思います。順番によろしいですか。 

○委員長（山本浩平君） はい。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず１点目ですが、常任委員会の審査報告がございます。これは

産業厚生常任委員会が休会中に陳情審査を取り上げているものでございます。案件は、陳情第２

号、アイヌ民族に関する総合的施策確立のため国に審議機関設置を求める意見書の提出について

の陳情書というものでございます。これは産業厚生常任委員会で審査結果といたしまして、採択

すべきものと決定してございます。まず１点目は以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 今の点につきまして、皆さんから何かご質問があればどうぞ。 

 ございませんね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは（２）の意見書、要望書等の取り扱いについて。 

局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書、要望書等でございますが、まず意見書につきましては、

先ほど陳情第２号で採択をすべきものと決定ということで、意見書の提出でございましたので、

産業厚生常任委員会委員長から意見書（案）第２号として、意見提出がございます。 

 続きまして、意見書（案）第３号から５号までの３件につきましては、公明党より提出のある

ものでございます。それと、意見書（案）６、７につきましては、日本共産党さんから提出があ

るものでございます。 

 それと最後ですが、要望書等の取り扱いでございますが、共済の今日と未来を考える北海道懇

話会というところから、保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共済の保険業法の適用除外を

求める意見採択に関する請願という名書がございますが、請願と書いてありますが、請願の要件

を満たしてございませんので、要望書等に扱ってございます。これの議論をお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（山本浩平君） それでは本日までに各会派で協議をお願いしておりますので、お尋

ねしてまいりたいと思いますが、意見書の第２号、産業厚生常任委員会が提出するものに関しま
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しては、１番目の審査報告ということで、同じ内容でございますので、これは全会一致というこ

とでよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは２番目の「バイオマス推進基本法」（仮称）の制定を求める

意見書（案）でございます。 

 共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。考え方としては、極めて私、このとおりだと思うので

すけれど。一つ、二つあるのです。 

 一つはね、下から６行目に、石油脱却に向けてカギを握っているのが代替燃料のバイオ燃料

ですと書かれているのです。このバイオ燃料という意味なのですけれど、白老で作るようなもの

については、全く問題ありません。ただ今、とうもろこしや大麦から作るというのがあるのです

よね。そのことを指しているのだとしたら、化石燃料を使って、これはものすごく作っているの

ですよ。現段階としては、私の知りえる範囲では、代替燃料として大麦やとうもろこしの燃料が

代替燃料としてＣＯ２を減らすかどうかということは、まだ結論出ていないと。少し違うかもし

れませんが、私の認識ではそうなのです。テレビなどでもやっていますが、化石燃料をものすご

く使って取り入れやって、燃料作って、それを使ってやると。私はその燃料を指しているとした

ら、少しどうなのかなというふうに一つ思っているのです。 

 それと、バイオマス推進法というのがよく分からないというのと、勉強不足ですみませんが、

バイオマス・ニッポン総合戦略、これが少し分からないのです。もしそういう資料があれば、出

していただければ、ここの中にバイオ燃料の中身のことが書いてあるのではないかと思うのだけ

れど、一番問題なのは、そこの部分が私は一つ引っかかった。総合的に見た時に、そこがきちっ

とクリアされれば、私は賛成ですけれど。そこが少し疑問だということであります。 

○委員長（山本浩平君） まず全体的にお尋ねして、それからお答えというか、何かありまし

たら、答えていただこうと思います。 

 清風クラブさんどうでしょうか。 

○委員（西田祐子君） 私どもの会派もですね、今、共産党さんがご指摘されたのと同じよう

な意見が、やはり出ました。今般もやはり、小麦が30 パーセント値上げしたと。今日、食料と

いう物を、果してバイオエネルギーの代替燃料として使って良いのか、その辺がまず、ここの文

章だけでは分からないと。その辺をまずきっちりして欲しいと。また今、おっしゃいましたよう

に、バイオマス・ニッポン総合戦略というのは、日本政府が進めているみたいなのですけれども、

先取りして今回意見書を出すということなのですけれども、これはもう少し検討させていただい

てからやっても良いのではないか、まだ少し早いのではないかという、そういう意見でまとまり

ました。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 意見書そのものに対しては・・・。 

○委員（西田祐子君） 反対とかという訳ではないですけれども、今回はまだ早いのではない

か。もう少しその辺をきちっと精査するべきで、今、共産党さんがおっしゃったように、このバ
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イオマスエネルギーとは一体何なのかという。バイオマス推進基本法の中身というのは一体何な

のかということを、もう少し検討したいということです。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。 

 続きまして、新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） 私どものほうは、これで良いのかなということで、だいたい決まったの

ですけれども、皆さんがそういう意見であれば、それに従って結構だなというふうに思っていま

す。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風は賛成でございます。 

 委員外議員の前田議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 賛成です。ただ今、共産党さんと清風さんが言ったような部分

が懸念されたなと思います。 

○委員長（山本浩平君） なるほど。分かりました。 

 何点かご指摘のことがあったと思うのですけれど、提出者の氏家委員いかがでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。皆さんのご指摘されている代替燃料としてのバイ

オ燃料、小麦だとかとうもろこし、そういったものを使用してのバイオ燃料は、今、いろいろな

形の中で注目され、それがまた本当にＣＯ２の削減につながるのかということも、懸念されてい

る状況にあると思います。ただバイオという物事の考え方というのは、それだけではなくて、本

当に今後、例えば今、白老町で進めようとしているそういった燃料も一つのバイオ燃料になるで

しょうし、ただその定義づけがここではっきりしていない。これは駄目だ、これは違うのではな

いかという話ではありませんので。あくまでそういった今、科学的に進められてきているバイオ

という一つの考え方の中で、そういった燃料化が今後石油に代わる燃料、そういったものが必要

になってくるだろうということを、ここで言っている部分だということで、ご理解していただけ

ればなと思うのです。ただその下にある「バイオマス・ニッポン総合戦略」、これについてはも

う少し皆さん資料が必要だ、説明が必要だということでありますので、これは次回これについて

の説明を１回させていただきたいなと。資料のほう、私達も今、取り揃えておりませんので、皆

さんの方に提示したいと思いますので。それをもって判断していただければなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、資料を提出させていただきたいということで、再度皆さんで検

討していただきたいということでございますけれど。一度保留という形になりますけれど、よろ

しいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） もしこのニッポン総合戦略という資料が早く出るのであれば、そ

の日でないほうが皆分かりやすいと思いますので、できれば前もって頂けるものであれば。私も

実はインターネットも何も引っ張っていませんけれど・・・。すみません。一応、先に出してい

ただけるものであれば。 

 それともう一つ。バイオ燃料の意味はわかりましたけれど、そうであれば、私自身は大麦やと
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うもろこしを燃料にする事については、うちの会派では、やはりまずいという意見なのですよ。

今、家畜飼料がものすごく上がっていますよね。実際我々の生活に直接跳ね返るから、そこら辺

は先ほどの定義は分かりましたけれど、もし検討できるのであれば検討してもらったほうが、簡

単に賛成とか反対でなくて、検討してもらうところは検討してもらって、ここで、例えば白老の

ような形のバイオ燃料という、そういうふうに検討してもらえるのであれば、公明党さんでも検

討してほしいなというのが私達の意見です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 今の大渕副委員長から言われたとおりですね、これは公明党としての

意見ではないと考えて欲しいのです。ただ私、個人的な部分も、本当に今、経済的に小麦だとか

そういったものが経済に影響を与えるような形の中でのバイオ燃料はどうかなと、私も思ってい

ますので。ただここの書き方が果してそれを指しているのかということを、今、言われますと、

それは私は違うという見方しかできませんので、もし検討してこの辺位置をなくすれば、それが

済むのであれば、そういった形の中で検討させてもらいますので。 

○委員長（山本浩平君） できるだけ全会一致という形で意見書提出したいと思っております

ので、今回は保留ということでございます。 

 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今日一応まとめないと21 日に間に合わないものですから、一応保

留させてもらって、すぐに３月来ますので、最終日にでも実態としては間に合いますので、そう

いう形の保留ということで。 

○委員（氏家裕治君） 分かりました。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、大渕副委員長の言われた部分のバイオ燃料ですと書いている下の

部分ですね。少し読んでいただきたいのですが、「バイオマス産業社会をも展望し、食料との競

合問題への云々」と書いてありますよね。そういったところをしっかり押さえた中での、今回の

こういった考え方であるということもご理解いただきながら、もしその一番上の石油脱却に向け

ての１行抜かせば、皆さんのご意見にかなうのかなとも、思ったりもしますので、その辺は考え

てもう一度推察したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） よろしくお願いいたします。 

 続きまして、中小企業底上げ対策の一層強化を求める意見書につきまして、皆様方からご意見

を拝聴してまいりたいと思います。 

日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 基本的には、これは賛成できます。ただ一つ、４番目の下請け適

正取引のためのガイドラインの周知徹底を行うこと。これは私、実を言えば、調べたのです。と

ころが、ガイドラインが分からないのです。多分、もちろんこの中身からいくと、中小企業の資

金繰り円滑法も含めて、多分下請けの人達のために有利なガイドラインだというふうに理解でき

るのです。だから基本的には賛成なのだけれど、どうもこのガイドライン自体が分らないから、
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もし分かれば、基本的には私、賛成ですから、そういう意味で分かれば良いなという気がすごく

しているのだけれど、いかがでしょうか。 

 意見書としては、極めて良い意見書だと思います。 

○委員長（山本浩平君） そのガイドラインの部分だけですね。 

 まず全体お尋ねしてまいります。清風クラブさん。 

○委員（西田祐子君） 基本的に賛成させていただきます。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） 賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風も賛成でございます。 

 それでは委員外議員の前田議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 賛成です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 では、ガイドラインの部分について提出者の氏家委員どうでしょうか。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。この下請け適正取引のためのガイドラインにつき

ましては、私がここでお話をしても、しっかりとした資料に基づいて皆さんにご理解いただいた

ほうがよろしいかなと思いますので、例えば元請けと下請けの関係性の中で、今、下請けの企業

が本当に苦しんでいるという部分がありまして、それについての一つのガイドラインだと思って

いただきたいと。それについての基準は、今、ここで言っている周知徹底の行うことの部分につ

いてのガイドラインの資料は、後日提出させていただきたいと思いますので、それでご理解いた

だければと思います。 

○委員長（山本浩平君） よろしいでしょうか。 

 意見書そのものは全員賛成ということで、確認させていただいてよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 全会一致ということで。 

 それでは４番目。地上デジタルテレビジョン放送の受信対策の推進を求める意見書につきまし

て。 

日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは良いと思います。 

 ただ、知っている人にお聞きしたいのですが、現在の放送を一緒に流すと。2011 年以降もお

金がかからないように一緒に流すということがもしできるのであれば、お金がかからないのだよ

ね。元のほうがかかるのならば別ですが、かからないのであれば・・・。私は知識が全くなくて

言っています。そういう１項目を入れていただければ、今のテレビを見ている人がそのまま見ら

れるというのが併用できれば、一番良いのではないかという気がものすごくしているのですよ。

それが全くできないというのであれば、この中身については分りますから、よく宣伝されていま

すから、分っています。ただ今の放送がそのまま流せるのであれば、そういうことをやれば、低
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所得者の方々は、チューナーも何も買わなくても済むのですよね。そういうことを一つ入れると

いうことは、無理なのですか。知識がないから分りませんが、それだけは思っています。 

 これは公明党さんに聞くのではなくて、皆さんに聞いて、この１項目に足せるものであれば足

してほしいという意見です。 

○委員長（山本浩平君） 分りました。あとで皆さんにお尋ねしたいと思います。 

 清風クラブさんいかがですか。 

○委員（西田祐子君） 清風です。賛成でございます。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） 賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風も賛成でございます。 

 それでは委員外議員の前田議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 賛成です。個人的には私もそう思って相談しようと思っていた

のですけれど、出てきたので、大変良いことだと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 先ほど共産党さんのほうから出た件につきましては、皆様方のご意見を伺いたいと思いますが。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） もし分らなければそれはそれで良いです。ただ、本当にそれがそ

のまま流せて、何も国側もお金がかからないのであれば、今のまま見づらいものでも良いという

高齢者や、チューナーを買うのが大変だからこういうことになっているわけですから、一番良い

のはそのまま流せられれば一番良いですよね。私はこれでも我慢できるよという人がいれば。た

だそれが仕事としてできるのかどうかどうか、私は分らないものだから言えないだけなのだけれ

ど、私はそういうことができればすごく良いのではないかと思うのですが、どうですか。駄目で

すか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 大渕副委員長の言われていることは本当によく分かるのです。ただ地

上デジタルに移していく段階で、アナログ放送の送信方法がどのように変わっていくのかという

ことを理解しない中での、今回これだったのですね。ですから、その放送の仕方の、送信の仕方

が、アナログをそのまま残した状態の中で地上デジタルを進めていくのであれば、今、大渕副委

員長の言われるように、今のアナログ放送対応のテレビのほうでも受信できるのだと思うのです

けれど。たぶんその辺私理解しないで言っているので。  

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） チューナーを付けないで普通のやつを聞いていますけれど、チ

ューナーを付けてある程度普及して、年度だと思いますけれど、今、チューナー付けなくて聞い

ている電波はなくなるはずです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 駄目だということだ。 

○委員外議員（前田博之君） 駄目。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 分かりました。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。 

 全会一致ということでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 全会一致ということで、出します。 

 それでは５番目の意見書。輸入食品の検査検疫体制の抜本的強化を求める意見書につきまして、

ご意見を拝聴してまいりたいと思います。 

それでは清風クラブさん。 

○委員（西田祐子君） 清風は賛成いたします。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） 大賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党も賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 新風も賛成でございます。 

 委員外議員の前田議員。 

○委員外議員（前田博之君） 賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 全会一致ということで、提出ということでいたします。 

 それでは６番目でございます。地球温暖化対策の強化に関する要望意見書。提出者は、日本共

産党の大渕副委員長でございます。 

清風クラブさんいかがですか。 

○委員（西田祐子君） 清風は基本的には賛成なのですけれども、「記」の（２）のところで、

「2020 年度までに 30 パーセント、2050 年度までに 70 パーセントなど、大幅な削減目標をかか

げ、低エネ・低炭素社会への転換をはかること」と書いてあるのですけれど、この 30 パーセン

ト、70 パーセントというこの数値は、何を根拠に出されているのか、その辺は少し分からない

ので、その辺をお伺いしてみたいということでございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（近藤守君） 大賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党です。基本的には大事な部分でありますので、賛成です。 

ただ１点だけ、今、西田委員のほうからも言われていましたけれど、その辺は別にして、（３）

の「現行のエネルギー課税を見直し、温暖化ガスの排出量を考慮した環境税を導入すること」と

書いてある。これは全般的に言われていることだなと、企業全般に対してのとらえ方だなと思っ

てとらえたのですが、今、例えば経済界と政府のほうでもってのいろいろな協議があった中での

そういう話、また、設備投資をされている会社に対してそういった説明が聞けば良いのですけれ

ど、今、実際、例えばバイオ燃料だとかいろいろな形の中でやられている会社に対して、果たし

てこういった現行のエネルギー課税を見直したりして、逆に負担を掛けたり、これ以上次に何を
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やれば良いのだというみたいな混乱をさせるような形になるのではないかなと、少し懸念をした

ものですから。全体的な思いは、本当によく分かります。ただその辺についてですね、課税の見

直しについての１点だけを分かる範囲でお話していただければなと。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

新風でございます。私どももこの要望意見書につきましては、基本的には賛成なのですけれど

も、私どもは５番目ですね。「都市再生の名による大規模な高層マンション・建物の建設、郊外

店の増加などに歯止めをかけ、生活スタイルや経済活動の改善をはかること」とございますけれ

ど、言っている意味はわからないわけではないのですけれど、逆に自由な経済活動にブレーキを

かけ、あるいは、景気浮揚対策の点で考えるといかがなものかと。と申しますのは、今、建築の

関係の法律が改正により、なかなか建築家さんが今、一般の住宅の建築が非常に相当少なくなっ

て、大変まいっているというお話を、よくいろいろな場面で聞き及んでおります。その点を考え

ますと、この辺の文言については、少し、もう少し柔らかくできないものかなとか、そのように

感じました。あとは賛成でございます。 

 何点か皆様のほうから出されましたので、その点についてもしお答えできるものがありました

ら。 

委員外議員の前田議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 基本的に賛成です。それで２点ほど。 

 まず（２）の削減のパーセンテージを、入れて良いかどうかだと思います。この前ニュースで

もやっていますけれど、日本はかなり甘い状況にありますので、今後かなり国際的にもこの率が

求められてくると思いますけれど、長い目の 2050 年まで言っていますけれど、パーセントを入

れておくことがどうかということと。 

 （５）の今お話ありましたけれど、私は増加などに歯止めをかけるという言い方ではなくて、

逆に原因者にそういう責任をしてもらいたいという言い方のほうが良いかなと思います。今、委

員長が言った部分もありますし、これならば歯止めをかけるのではなくて、高層マンション、建

物の建設、郊外店の増加云々ではなくて、出てきてもそういう企業がそういう削減の部分を十分

に理解して、企業責任でやっていくのだというような形の方が、私は良いのではないかと思うの

ですけれど。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。何点かいろいろな意見が出されたと思うの

ですけれど。 

日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私も出す時に、このことは十分思って２番目は出しま

した。それで、30 パーセント、70 パーセント、根拠はありますかと聞かれた。根拠は、はっき

り言ってありません。いい加減にやったかと言ったら、そうではありません。これぐらいがいい

だろうということはありますけれど、根拠があるかといったら、はっきり言ってありません。そ

れで、この2020 年からなど、これはカットして、日本が率先して大幅な削減目標をかかげとい

うふうにしたいと思います。これは私もそのとおりだと思いますし、前田委員外議員や西田委員
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が言われたとおりで、そのとおりだと思いますので、できれば大幅な削減目標をかかげというふ

うにしたいと。この数字は消したいと思います。 

それから３番目の環境税の関係なのです。これは非常に議論があるところですけれど、こうい

うことです。二酸化炭素を出している日本の二酸化炭素全体量の 15 パーセントが家庭とか中小

業者、残った85 パーセントがほとんど大きな会社が出されていると。その大きな会社が出され

ているうちの半分は電力会社なのですね。今、値上がりして、石油から石炭に変えているのです

よ。ですから、石炭のＣＯ２の出す量というのは一番多いですよね。一番良いのは天然ガスを使

えば良いのですよね。天然ガスを使えばＣＯ２の出る量、石炭の半分ですから。ですから、石油

はＣＯ２の出る量、石炭よりもっと少ないですよね。本当はそういうふうにすれば良いのですけ

れど、当然日本の社会は今の社会の構成上でいくと、当然利益を追求されるのは当たり前ですか

ら、そういう中で石炭をなるべく使わないようにしていければ、ＣＯ２は間違いなく減ります。

サハリンから入ってくる天然ガスを使えば半分ですから。ですからそのようなことが考えられな

いかということを含めての環境税が、我々が言っている環境税です。そこのところがもし理解で

きなくて、文章を変えたほうが良いというのであれば考慮はしますけれど、基本的には考え方は

そういう考え方です。 

それから５番目のことなのですけれど、反論するわけではないのです。ここに書いているよう

に、大規模な高層マンションや建物の建設ということで、中小企業の皆さん方が建てている建物

だとかそういうものは、一切我々は考えていません。ですから、大規模な高層マンションや建物

の建設、郊外店、こういうものを今の大店法では進出無理ですので、阻むのは。ですから、そう

いうことを高層マンション、京都で極めて高いのを建てるだとか、そういうことについて規制、

歯止めを掛けられれば良いかなというふうに考えました。前田委員外議員が言われた部分につい

て言えば、企業が自らやるということについて言えば、どういうふうになるのか、少しよく理解

できなかったのですが、歯止めという言葉があれだとすれば、規制という言葉になるのかな。そ

ういうことをやはり法的にしないと、なかなか。小規模じゃないですよ、大規模な部分について

は難しいかなと。決して中小企業の底上げを計らないとか、そのようなことではないということ

は理解をしていただきたいと思います。なおかつ、文章、そこが厳しすぎるということであれば、

文章を変える事については、やぶさかではございません。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ご意見のあった方々にもう一度お尋ねしたいと思いますが。今、回

答がございましたけれども、いかがでしょうか。 

 委員外議員の前田委員。 

○委員外議員（前田博之君） 私はここで思ったのは、長時間の営業、長時間の労働云々とい

う分は、確かに私もそう思いますよ。ただこれは企業の責任のもとでやらなければいけないと思

うのです。そういう解釈をしたのですよ。それと、都市再生における大規模な高層マンション、

建物建設。これらについては、ここで言っている地球温暖化の部分でいけば、やはり燃料を使う

とか、そういう部分を含めているのかと思ったのです。ですから、建物の建設についても、いろ

いろな今、工事方法というかあって、そういう重機をある程度抑えるとか、いろいろなコンクリ
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ートが入っているとか、そういう部分で、今、かなり温暖化の部分でリサイクルなんかでいろい

ろやっていますから、そういう部分がもう少し助長していけば、歯止めをかけなくても、そうい

う企業責任のもとでやってくださいと言ったほうが良いのかなと、私は思ったのですよ。以上で

す。 

○委員長（山本浩平君） 私どもも今の（５）番目につきまして、例えば郊外店などの増加に

歯止めをかけというふうになっていますけれど、今、車社会の中でいわゆる国民のニーズに沿っ

た中で、どんどんできている部分もありますよね。逆に、町の中心部が形骸化されるとかいう問

題もありますけれど、この増加に歯止めをかけるというのは、果たしてこのいわゆる地球温暖化

と直接結びつくかどうかとなると、先ほど前田委員外議員さんがおっしゃったような内容と私も

同じ考え方なのですよ。直接ではないような気がするものですから、この（５）については、観

点が少し違ってくるのではないのかなと、どうしても思ってしまうのですよ。何か違った表現が

できるのであれば構わないのですけれど。私も提案ができれば良いのですけれど、よく分からな

いところもあるものですから。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 分かりました。公明党さんが出された１番目の案と同じように３

月議会で保留をして、文章を直して、意見を出された委員のご意見を伺って、その上で再提出を

したいと思いますので。このことで時間を取るわけにはいかにと思いますので、よろしくお願い

します。 

○委員長（山本浩平君） 副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） （２）のところの数値目標を全部なくしてしまったら、この文

章漠然としていて、日本が今までやってきたことと同じようなことを言ってしまうようなことに

なるのかなと思うので、年度別のきちっとした明確な数値を示すとか、何か入れたほうが良い。

こういうふうになってしまうと、今までずっと言ってきたように、大幅削減、ずっと言ってきた

わけだから、それでならないわけだから。ただ年度別にきちっとした明確な目標を持って削減を

やるべきでないかというふうに、入れたほうが良いような気がする。そのほうが文章としては良

い。数値的なものは漠然として、何が根拠かと言われたら、明確なものがないので、ただ数値的

な目標はきちっと持ったほうが良いと思うのですよね。そういうふうに入れたほうが良いと思い

ます。 

○副委員長（大渕紀夫君） そのとおりだと思います。ありがとうございます。分かりました。  

○委員長（山本浩平君） それではバイオマスと同じような形で、取り扱いをさせていただく

と。今回は一応保留ということで、再度いろいろ検討していただいて、提出をしていただくとい

うことでよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

 続きまして、要望書等の取り扱いについてでございますが、局長から何か説明ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 運営基準の 26 ページだと思います。26 ページの５番目に書いてあ
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るとおり、請願と書いてありますけれど、これは請願の要件を満たしておりませんので、陳情等

に順ずるものという形になろうと思いますけれど、５番目に郵送のものについてはその都度協議

するとなっていますけれど、基本的に参考配布ということになっていますので、よろしければそ

ういう観点でお願いいたしたいと。 

○委員長（山本浩平君） 局長の方から説明がございましたけれど、運営基準に沿って参考配

布ということでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） そのようにさせていただきたいと思います。 

 （３）番目、常任委員会の継続審査についてでございます。局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今回委員会報告当の関係等もございますので、12 月 19 日に皆さん

に通知しています産業厚生常任委員会でございますが、新規誘致企業の現状についての所管事務

調査につきましては、次期までに延長するということになっておりますので、継続調査の議決を

いただくということになってございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） この点につきましてよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） （４）、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） 今回は議会関係の部分でございますので、所管事務等の調査報告

も一応するということになります。総務文教常任委員会につきましては、12 月 19 日に通知して

いますとおり、２件ございます。行財政対策について。第４次白老町総合計画の進捗状況等につ

いてということの２点が報告されます。産業厚生常任委員会ですが、１月23 日に追加して取り

上げております国民健康保険税の賦課徴収について。それと１月 31 日に追加しておりますバイ

オマス燃料化実証試験について。この２点が報告される予定でございます。広報広聴常任委員会

につきましては、１月 11 日に通知しております出前トークの関係。ＮＰＯ法人白老消費者協会

で行いました懇談テーマに基づきまして、一応報告がされるということでございます。４番目は

以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 各常任委員会の所管事務調査の報告について、発表がございました。  

特に皆さんございませんか。よろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは（５）、議会運営委員会の閉会中における所管事務調査につ

いて。 

局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応通年議会の試行ということで21 日で切りますが、25 日に閉会

中に議会運営委員会を開きますので、閉会中における所管事務調査につきましては、議会運営委

員会だけ取らなければならないということでございます。 

○委員長（山本浩平君） よろしくお願いをいたします。 
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 続きまして（６）、日程第７号について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 別紙でもお配りしております議事日程をご覧いただきたいと思い

ます。今回の21 日で再開して閉じる議会ですが、別紙第７号のとおりになってございます。こ

の中、先ほど日程第４と第８ですね、これにつきましては保留になりましたので、除かれるよう

な形になります。意見書番号は１件ずつ上がりますので、中小企業のが３、地上デジタルが４、

輸入食品が５という形で変更になります。一応これではけるような形になります。10 時に開会

して、日程は１日でございます。それとあわせて、議会運営委員長の報告文章が付けてございま

す。まだ意見書決まってございませんので、件数が減額した４件で、上げるような形になります。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 日程についてはよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは会議１時間ちょっと過ぎましたので、ここで暫時休憩をい

たします。 

休  憩  午前 １１時０７分 

                                             

再  開  午前 １１時１６分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

議事進行上ですね、２番目と３番目、順序が少し逆になりますけれど、３番目のその他の事項

についてから入りたいと存じます。 

 それでは、その他の事項について、（１）、白老町議会運営基準の一部改正について。局長お願

いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 運営基準の 11 ページを開いていただきたいと思います。 

現在の第５章の第１節、説明員という項目が２項目ございます。それの一部改正でございます。 

改正の理由にしましては、通年議会の試行に伴いまして説明員の出席については、すでに６月

の試行に入る段階で検証いたしまして、確認してございます。一つは本会議に出席する説明員は

必要最小限とすると。 

２点目としましては、議会が提出する議案の審議に入る場合は、議長は暫時休憩を宣告して退

席をすることを許してございます。それともう一つは、本会議・委員会についても議員同士の討

論を重視するということが決められてございます。今回説明員の規定、21 日に正式に再会いた

しますので、議会運営基準を直したいという部分でございます。 

まず２項目目の、現在は課長職以上のものとし、議長に通知のあったものにするという規定に

なってございまして、これを課長職以上のものであって必要最小限の人員とし、議長に通知のあ

ったものとするという形に直したいという案でございます。 

それと３、４を追加いたしまして、３の項目で、議会が提出する議案、会議案、意見書案、委

員会報告などの審議のみを行う本会議には説明員の出席を求めないと。 

４としまして、町長及び議会が提出する議案を審議する本会議は、町長提案にかかる議案、審
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議時に説明員の出席を求め、当該議事が終了したときに、議長は休憩を宣告し、説明員の退席も

再開して、議会提案の審議を行うと。この２項目を追加いたしたいということでございます。 

３以降の番号については、順次２号ずつ繰り下げるものでございます。 

以上よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） この点について皆様方の意見を拝聴したいと思います。いかがでし

ょうか。質問も含めてどうぞ。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） ここで説明いただきまして分かったのですけれど、「必要最小限の人員

とし」というのを、わざわざ入れる意味を教えていただければと思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 従来の定例会、３、６、９、12 については、ほぼ全員が入るので

すが、臨時会に相当する部分、追加議案等があって臨時会開く場合については、今現在も関係課

長のみ入るということにしておりますので、ここで必要最小限という部分を表現したということ

でございます。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） その言葉を入れないと、結局皆入らなければいけなくなるというふう

になってしまうということですね。はい、分かりました。 

○委員長（山本浩平君） 他ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） このような改正ということでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） よろしくお願いを申し上げます。 

 続きまして、その他の事項でございますけれども、議長のほうから報告がございます。 

堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） それでは私のほうから報告をいたします。 

過日この議会運営委員会で陳情書の関係で、件名は議員の辞職を求める件という、この陳情書

の取り扱いの仲で最終的には議運で取り扱うべきではないというお話がございまして、その中で

本人にきちんと真偽を確かめてですね、正副議長のほうからきちっと本人に言っていただきたい

というような趣旨のことがございまして、早速その日に正副議長で議員本人をお呼びいたしまし

て、この陳情書の内容について真偽を確かめて、議会として、また正副議長として本人にお尋ね

をしてお話をいたしました。 

その中でこの趣旨のほうで学歴詐称云々という言葉がございましたが、本人にその旨を確かめ

ましたところ、本人は議員になるためにこういった大卒であるということは話していないという

ことでございます。 

それからもう１つのほうにつきましては、破産云々、町民との約束を反故にしたということに

つきましては、少しずれているのですが、代表者の方々にはそういうことはないよということで
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す。代表者に対しての債務とか、あれにはそういうことはありませんという話でしたね。 

陳情者に対しては、そういうことはありませんというような話をして、少しずれていますが、

そうした中で私どもは、私のほうから本人にこの陳情書の趣旨に対してそのとおりであれば、自

らきちっと襟を正す、姿勢を正すべき処置をすべきでないかと。もしこの陳情書に書いているこ

とが真実でないというのであれば、それはきちんと町民の方々に説明をして、これこれこういう

ことで事実ではないですよと説明をして、釈明を求めるべきだということをお話いたしました。 

それともう一つの委員として議会として今までやはり町民にきちんとした姿勢といいますか、

あまり批判を浴びないような形で我々一生懸命やってきているのだという中では、この件につい

てこういうことが出されるということは非常に議会としても、正副議長としても非常に残念であ

ると。こういうことはないようにしていただきたいというお話はいたしました。そういう部分で

ございます。 

本人の話につきましては、これに対して正直に今、私がいったことに対して、今、いろいろと

説明しても誤解を招くほうが多いということで、もう少し時間を貸して欲しいといいますか、時

間が経ってからそれなりに本人は処置をするというようなお話はしていましたけれど。副議長の

ほうからこういう形で出されるということだから、逆に言えば、出たときにきちっと事実なら事

実だと、だから私はこうしますと。事実でないのであれば、こういうわけで事実ではないですよ

ということを今やるほうが本人のためにもよろしいのではないですかということは、副議長の方

からもお話しました。そういうことでございます。それに対して本人は先ほど言いましたように、

今、私が何を言っても理解される事はないと思うと。だからもう少し時間が経ってからお話した

いということで。そこで終わっております。それ以上のことは申しません。 

そういうことであったということでご報告いたします。  

副議長何か付け加えることがあれば。 

○委員外議員（吉田和子君） 別にありません。 

○委員長（山本浩平君） 今の議長からの報告について、特段何か皆さんございましたら。 

 近藤委員。 

○委員（近藤守君） １点だけ。たまたま新聞の切込みを２、３日前に見たら、道新の当選者

の顔写真がずらっと並んでいるやつに、最終学歴札大となっているわけですね。それは卒業しな

くても行っていただけでもそういう形で良いのかどうなのかね、その辺どうなのですか。皆さん

はそれぞれきちんと学校名出てなっているのですよね。それぞれ卒業しているのですけれど、だ

からその辺が詐称なのか何なのか、ただ単なるあれなのか疑問に思ったので。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩といたします。 

休  憩  午前 １１時２６分 

                                             

再  開  午前 １１時４１分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ２番目、第３次議会改革についてに入りたいと思います。１番と２番ございますけれども、局
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長のほうから説明があればお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） Ａ３の用紙を配らせていただきました。すでに会派の意見まとめ

した部分とあわせて配っておりますので、目は１回通していただいていると思います。前回会派

から出てきました意見と、事務局で提案してあった意見を体系として出させてもらいました。 

まず基本的には、第３次の議会改革については、自治基本条例に基づいて改革を行うというこ

とにしてございますので、条例の体系分に置き換えてみました。 

まず一つ目は、情報共有制度ということで、第４条から第８条まで書かれてございます。 

もう１点は町民参加という部分で、９条、10 条に書かれてございます。 

もう一つは15 条から18 条まで議会の基本的事項、19 条から 21 条まで議会の運営と、こうい

う体系の中で書かれておりますので、事務局のほうでこういうものではないのだろうかという部

分をあわせて、改革区分として設けさせていただきました。 

従来から議会改革の観点は、一つは町民に開かれた議会、町民に親しまれる議会という部分を

使ってございますので、まず情報共有制度を、開かれた議会という部分で置き換えました。 

それと、町民に親しまれる議会ということは参加も含めて積極的な部分でございますので、そ

れを町民参加に置き換えております。 

 ３項目目の議会の基本的な事項につきましては、まず一つは、議員の政策能力向上の部分、そ

れと議員の倫理の部分、それと議員定数と議員報酬の部分ということで、3 つに意見から出され

たもので分けてございます。 

 議会運営につきましては、まず一つは本会議の運営、委員会の運営という部分で、分けさせて

いただいております。もう一つは、会派制の問題がございましたが、会派制につきましては、自

治基本条例の体系というよりは、議会本来のあり方を問うものでございますので、これは別立て

で１本してございます。 

 まず実施項目ですが、議会の情報公開として皆さんから出された部分については、右側のほう

に記載しております。一つは議会年報の作成と公開。議員交際費の支出基準と公開。それともう

一つは、公共施設・コンビニ等での議会日程の掲示、選挙公報の発行、立会演説会と。それとホ

ームページの全面改訂。それと傍聴者に審議資料配布をする。議案書等の貸し出しをするという

部分でございます。 

 ２点目としては、議会報告会を共有制度という部分で位置付けをいたしました。これは広報広

聴常任委員会の活動ですが、全体の年間スケジュールの中で調整されていく必要があるだろうと

思っております。 

 ２項目目の町民参加にかかる部分で、町民に親しまれる議会ということで、４つに分けており

ます。これは住民参加を基調ベースで考えた場合、議会懇談会はこれに含まれるのではないかと

いう部分でございます。 

２点目も分科会の積極的な活動もこれに含まれるものでないかと思っております。 

もう一つは従来からやっております移動常任委員会を開催。これをどういう形にするか分かり

ませんけれど、開催のルール化は必要であろうと思っております。 
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４点目として町民から意見を聞く機会の拡充ということで、会議後の傍聴者との懇談、それか

らメール、ＦＡＸのご意見もございました。 

 ３項目目の議会の基本的事項といたしまして、政策能力向上の部分につきましては、３つに分

けさせていただいております。 

一つは議決事項の追加ということで、地方自治法第96 条第２項の関係で、議決事項は任意に

追加できるという項目がございます。現在この条例は持ってございませんが、現実には姉妹都市、

町の宣言については、議会の議決を通っているのですね。これは何も根拠のない議決でございま

して、やるのであればこういう体系に組み入れる。他の部分があるのかどうなのかという部分が

ございますので、これは第３次の中で検討されるべきではないかなと、思っております。 

 もう一つは政策研究会の設置。これは複数の会派から言われておりますとおり、公的にやるの

か、任意機関にやるのか、どういうものを設置していくのかというのが、問われてくるのかなと

思っております。 

 それと区分ができなかったのですが、その他の項目で一括りにさせてもらいました。一つは専

門的知見の活用ということで、一昨年の地方自治法の改正で、議会にも100 条の２で付属機関が

設置出来るようになりました。これを活用計っていくと。現在白老町の議会では、これまだやる

という体系になっておりませんので、条例化はしていません。やるとすれば、会議規則等の条例

化が必要だろうと思っています。 

それともう一つは、委員会の議案提出の活発化。これをどういうふうな形でやっていくのか。

政策研究会、こういう部分とも絡んでくるのかなという気がしますけれど、この検討も必要だろ

うと。 

もう一つは、複数の会派からも出されていましたけれど、代表質問、一般質問のあり方、これ

をどうしていくかという部分でございます。 

それともう一つは、議員の資質を上げるために、本会議を終わった後に、一般質問であります

とか議会運営の反省も含めた検討会を、議会運営委員会でやってはどうかという意見でございま

した。 

もう一つは、答弁書の事前配布。これは現在は質問直前に配布しておりますけれど、それより

以前の問題だろうなと思っております。 

 ２つ目としては、議員の倫理としては、２つに分けさせてもらっております。 

一つは倫理条例の改正と言うことで、盛んに言われていますとおり、議会自ら浄化する規定を

設けたらいいのではないかと。今、現在町民の30 分の１の連署を持っていないと審査会開けな

いのですよ。先進的な自治体では、議員が例えば２人以上の提案によって設けられるとかという

規定もありますので、そういう部分を検討してはどうかなと、思っております。 

もう一つは議員活動の公表。これは倫理の規定が該当するか分かりませんけれど、本部であり

ます出席状況、本会議、委員会の出席状況を公表すると。 

もう一つは、これも最近多くなってきていますけれど、賛否状況の公表。どういう議案にどう

いう議員が賛成したり反対したりしているかという部分でございます。議員定数と議員報酬はそ
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のものでございますので、具体的に取り組み項目は上げておりません。 

 それと議会運営としまして、本会議の部分につきましては、一つは前の議会から検討になって

ございます通年議会の本格実施ということで、通年試行もそうなのですけれど、地方自治法の専

決処分の関係が必ず出てきます。本格実施しようが試行で行こうが３月をまたぐということにな

れば、専決処分の若干の委任は必要になってくるのかなと思います。 

それともう一つは、自由討議・質疑の反問。自由討議のあり方ですとか、質疑の反問でござい

ます。自由討議、質疑の反問につきましては、自治基本条例の中で項目がうたわれておりますの

で、どういうふうにやっていくのかというルール化が必要だろうと思っております。 

 それと委員会の運営でございますが、委員会の活性化として、一つ漏れておりましたので追加

をお願いします。 

一つは夜間委員会。特に議会運営委員会の夜間委員会の開催というのがありましたので、少し

漏れていましたので、追加をお願いいたしたいと思います。委員会の活性化という部分で、具体

的な項目に追加していただきたいと思います。夜間に委員会をやってはどうかと言うことです。

特に議会運営委員会、町の執行機関のかかわってこない委員会については、夜間にやった方がい

いのではないかという案でございます。 

 もう一つは第１次から行っていますとおり、委員会の政策形成過程への積極的関与。これは改

めて上げておく必要があるのではないかと。それと広報広聴常任委員会の積極的な活用。 

もう一つは移動常任委員会の活発化と。これは町民参加のほうにも入ってきますけれど、あと

は公聴会・参考人制度の積極的活用。この他にもまだあろうと思いますけれど、こういう中で具

体的に決めていけば良いかなと思っております。 

 それと委員会の自由討議ということでございます。これは本会議も同じですが、議会運営の中

でも自治基本条例明記されておりますので、これもどういうような形にしていくのか。すでに議

会運営委員会は中心にして自由討議でございますので、これはあまり委員会としてはやっていな

いことではないので、やっていけるのかなと思っております。あと、所管事務調査の自由討議と

いうのがやはり今後どんどん求められてくるのかなと、思っております。 

それと、自治基本条例以外の項目として、会派のあり方を上げておりますが、その中の具体的

３つぐらいあったと思います。会派性の必要性、それと議会運営委員会と委員外議員の発言、そ

れと正副議長の会派の離脱という部分があったかなと。  

こういうような形で少し体系化させてもらいましたので、これに基づいて、これが良いとい

うことになれば、これに基づいて議論していくのが分かりやすいかなと思っておりますので、私

のほうから１回ご説明申し上げました。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） 前回の議会運営委員会におきまして、皆様方各会派から出されてま

いりました具体的な項目を、このように体系化したわけでございますけれど、この体系化したも

のを基本ベースにして、今後話し合いを進めていくということで皆さんよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） スケジュール的なことなのですけれど、６月までにこの第３次議会



 20 

改革についてはまとめるということでございますけれど、やはり３月定例会ありますので、例え

ば４月に集中的にやるとかですね、何かやらないと、なかなか６月までにと言っても、簡単には

できないのかなと思うのですけれど。どのようにこれから進めてまいったらよろしいでしょうか

ね。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私どもの会派でこのことについて話し合いまして、そこの中で今、白

老町議会は議会改革を６月までにまとめようという考えでやっていることは分かりますけれど、

今、議員としてやるべきことのほうがたくさんあるのではないかと。例えば白老の財政のことと

か、いろいろなことがあるのではないかと。そういう中でこの議会改革に時間を取ってしまった

ら、反対に、議員として町民のために、町のためにやるべきことが、それで時間が取られてしま

ったら、本末転倒になってしまうと。あくまでも議会改革というのは、確かに大事なことだけれ

ども、それにばかり集中していってしまうというのはいかがなものかと。もう少し時間的な余裕

だとか、それでなかったら項目を減らしていくとか、そういう形の中で本来議員としてやるべき

仕事を優先したい、そういう意見が出ておりました。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 今、清風クラブさんからご意見出たのですけれども、一応この６月

までには第３次議会改革をまとめるということで、これは全会一致で皆さんの確認を取った上で

進んでいる内容なのですね。ですから、それをまたバックしてしまうような形は取れないのかな

というふうには考えます。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブの西田ですけれども、今、言ったように、週に１回ぐらい

の割合で集まって議論するというよりは、むしろ各会派が意見をきちっとまとめた段階で、数少

なく、また夜間委員会ということも考えてやって欲しいなと。そうしないと、「この意見につい

てどうですか。また会派に持ち帰って、また検討して、またやります」という形をとってしまっ

たら、厳しいのかなと。だから時間なら時間、例えば平日朝10 時からお昼までやるのではなく

て、やるのだったらその日は集中的に、その日は３時間でも５時間でも集中的にやってしまうと。

そういうような形をとっていかないと、厳しいのかなという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） その点については、やはり集中的にやらないと６月までといっても

難しいので、集中的にどうですかということで、お諮りをさせていただいたつもりです。 

 なかなかこれだけ項目上がっていますと、それぞれの会派によっては賛同できる部分と賛同で

きない部分といろいろあるとは思うのです。ですから、ある程度この上がってきた項目について、

各会派で精査をしていただいて、代表の方が責任をもってこの議会運営委員会に出席していただ

いて、そして一つ一つ決めていくというような方向になると思います。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブといたしましては、この前回出されました改革項目につき

まして、全て会派として全部検討させていただきました。ですから、基本的にそういうことを徹

底させていただきたいなということが、一つなのですよ。そうでないと、これから本来でしたら
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私どもの会派ではこの時間内に全ての会派からこれについてどうするああするという意見が出

るという前提で、実は、検討いたしました。でも、今回せっかく議会運営委員会でこれが議題に

載ると言いながら、もうはっきり言いまして、時間が切れてしまって、本日これ掛けられるかど

うかもわからない状態ですよね。そういうようなことがないような形で、きちっとしていただけ

ればありがたいかなというのが、１番です。 

○委員長（山本浩平君） このことについての審議ですけれども、今、お昼になります。午後

から続けてやるというのも一つでございますし、その点について皆様にお諮りしたいと思います。  

 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。うちの会派も議論をだいぶやりました。 

それで、なかなか体系ができていて、やはり議会事務局がやったらたいしたものだなという意

見も出ていました。それで、スケジュールの問題なのですけれども、一つは、私は通常の議運と

改革だけをやる議運というふうに、今のお話であれば、分けたほうが良いのかなという気がする

のですよ。余った時間でやるということになると、今のようなご発言になります。当然ですよね。

少なくとも21 日に休会していたものが再開して議会をやるわけですから、そのための議会運営

委員会ですから、主なものは。そこをはっきり分けて、今、言われたように、議会改革は議会改

革で議論をすると。通常やらなければいけない議会運営上の議運と、それから改革の議運ときち

っと分けてやったほうがいいのではないですか。そうすれば、もちろん午前中少し時間があるか

らやるというのは構わないけれど、なるべくそういうふうにすれば、集中的に議論ができるでし

ょ。そういうふうにして、私は一定限度６月までというのはあるけれども、少なくとも改革とい

うのは全議員が一致してやらないと、実が上がらなければいくら上手に作っても意味ないことで

すから、議会の議員メンバー全体に徹底されるようなことで、議論を尽くしていくと。今、言っ

たように、合理的にやるということと同時に、議論をし尽くすと。その代わりに決まったことは

各会派できちっと守れるような体制にしないと、また２回、３回と同じような議論をするのでは

なくて、きちっとそういう徹底できるような形を含めて考えるというふうにすれば、議会運営と

議会改革は別々に議運やるというふうにして進めたらいかがですかね。 

○委員長（山本浩平君） 今、副委員長からそのようなご意見ございました。私も他のものと

一緒にやると言っても、なかなかこれ進んでも行きませんし、本当に時間はずいぶんかかること

だと思いますので、そのような方法をとって、議会改革についてやはり集中して、例えばその日

１日なら１日 10 時から５時なら５時までとか、そのようなことも考えながらやっていったほう

が良いのかなというふうに思います。皆さんどうですか。 

 公明さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。私もそのとおりだと思います。だから、一般の議

会運営上のそういった議運と、今、大渕副委員長が言われたとおり、議会改革というのは、こう

いったものに関しては、結構時間がかかるものですよね。別立てにして物事考えたほうが良いよ

うな気がします。 

 先ほどこの改革案の中にも入っていますけれど、私は議会運営委員会を夜間開催するというこ
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と事態が、私は、それは違うのではないかと思うのですよね。ですから、そういったものを、な

ぜかと言うと、例えば職員もそこに配置しなければいけない、何もしなければいけないという形

の中で、議員だけが集まってやれるものだったら良いけれども、そういう問題ではないので、あ

る程度日程を絞った形の中で、そして、しっかり議論していくということが大事なことだと思い

ますし、余計な経費を掛けないということが大事なことなのではないかなと思っていますので、

一般の議運と議会改革の議運は分けて、そしてやるのであれば、集中的にやはりやっていくべき

だろうと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 新政さんはどうですか。 

○委員（近藤守君） 今の公明党さんの意見に賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、今の全体的な意見としてどうですか。 

○委員（西田祐子君） そういうふうな形で持って行っていただければありがたいかなと思っ

ております。というのは、やはり町民から見ましたら、議会改革というのは、やはり一生懸命議

会の議員の人達が集まって話をして、やはりそれなりに大渕副委員長がおっしゃったように、実

がならなければ、実が取れなければ、何を話し合っているのだというふうに受け取られかねませ

んので、やはり集中的にきちっとした形のものを取っていけるためにも、なるべく短い時間でき

ちっとしたものができるような体制組んでいただければありがたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 副議長どうぞ。 

○委員外議員（吉田和子君） 最初にやっては、また会派に持ち帰って、何回かやらなければ

ならないというのが無駄なような話もありましたけれど、各会派の代表が出ていますよね。代表

のある程度いろいろな議論をした中で、代表が「それで良いです」と言って、それで済むのであ

れば良いのですけれど、先ほど大渕副委員長が言ったように、こういう議会改革というのは、全

議員がそうだと思えるようなものになっていかなければ、納得できなければ駄目だというお話が

ありましたよね。ですから、会派の代表が来て、「良いかな」と持ち帰って、会派に持ち帰った

らまた駄目ということで、ぶり返したことが何回かありましたようね。そういったことを代表に

きちっと任せたのであれば、そういうところで「良い」という結論を出したのであれば、それで

納得してもらわないと、またそれをぶり返す。そのために私は会派に持ち帰って、また議論をし

て、こういう意見が出て、こういうふうにまとまらないけれど、どういうふうに妥協するとか、

こういう方向にもって行こうという議論をして始めて、みんなの合議制みたいなものが整ったと

思うのです。その辺を各会派がきちっと理解していただかないと、これを持って行って出て行っ

て、代表がそういう意見が多いのであれば「良いです」と言って、後からぶり返すことがないよ

うにだけは確認をしておいてほしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、副議長が提案された件でございますけれど、各会派の代表がや

はり責任を持ってですね、議会運営委員会に望んでいただいて、この議会運営委員会においては

後戻りをするような議論はしないということで、確認をさせていただきたいと思います。 

 前田委員外議員、この件で何かございますか。 
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○委員外議員（前田博之君） 私もそういう形で良いと思いますよ。それで今回こういう体系

事務局で作っていただいたけれど、なるべく私は事務局に手を掛けないで、自ら議員が議論すべ

きだと思います。それが正しいかどうか別にしても、そういう議論の中から方向性が見えてくる

と思うのですよ。 

ですから、やはり先ほど局長も言ったけれど、この実施項目の中にも、自ら討議をするのだと

いう項目がありますけれど、そういう形でかんかんがくがくやるべきだと私は思いますよ。そこ

からも芽生えますから、こういう部分も作るにしても、事務局にどういうレジメの作り方が良い

かも我々から委員長を始め聞いて、自ら自分達でペンを持って作ってみて、そして議論をすると

いう形でないと、結果的に形骸化される可能性が十分にあるのですよ。それが会派に持ち帰って

どう議論するかということも出てくると思います。そういうことを踏まえてやっていただければ

と、こう思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 事務局の方から一つ提案という形なのですが。今回広報広聴常任

委員会を正式に委員会活動として作ったということがございまして、１つの小委員会の目的とい

うのは、広報広聴の調査研究でもあるわけですね。設置の仕方としては、議会運営委員会の対極

という形で作っておりますので、できれば１、２というのは本来広報広聴にかかる部分なのです

ね。ですからこれは分離して、１､２。移動常任委員会は少し違うかなと思いますけれど、その

他の部分は、この部分も１、２を分割して、広報広聴の小委員会のほうで逆に言ったらもんでも

らったほうが、あとは議会運営委員会でもむとしたほうが、逆に負担がかからないだろうし、満

遍なく相互に情報も入るのではないかなという気がするのですが、事務局提案としていかがかと。

諮っていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、事務局提案で１番と２番の項目については広報広聴常任委員会

に付託するというような提案でございますが、この点についてどうでしょうか。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風のほうでは、このことにつきまして、事務局提案のほうから言わ

れましたことと同じ意見が、やはり出ました。これは議運でやるべきではなく、せっかくできた

広報広聴常任委員会があるのですから、そちらのほうでやってもらうべきではないかという意見

が出ていますので、今の事務局提案に賛成させていただきます。 

○委員長（山本浩平君） 他、皆さんいかがでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） 異議ございませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） では３、４、５の部分は議運で担当すると。１、２については広報

広聴常任委員会に付託ということで、させていただきたいと思います。よろしくお願いをいたし

ます。 
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 それと（２）の通年議会の本格実施、試行実施についてということで、先ほど局長の方から、

いずれにしてもこの専決処分は必要になってくるということでございます。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうから若干良いですか。６月から選挙を挟みまして通年議

会を試行してきていまして、基本的には今の21 日と同様で、閉会の期間というのは１週間かそ

のぐらいしか従来から空いていないような状況なのです。ですから試行と言っても、基本的には

本格と何も代わるものはないと。３月以降また試行を続けるのであればですね、３月 31 日とい

う部分がございまして、現実に専決所分をしなければならないという無理な状況が発生してきま

して、その部分は基本的に執行するにしても、本格にするにしても、委任しなければならないと。

一つは記載許可の関係で、現実には３月31 日で議会に掛けられるという部分ではございません。

ですからその部分等もあわせてですね、もう１回町側から出てきた専決の項目を、執行するので

あれば、もまなければならないということになりますので、その辺もあわせて２月28 日開会し

て、６月まで引っ張るのか引っ張らないのかという議論をお願いいたしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） この点につきまして皆様方からご意見を伺いたいと思います。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。試行するにしても本格実施するにしても、いずれにし

ても通年議会の形態をとるのであれば、必ず専決処分のことはやらなくてはいけないと思います

ので、それは「やる」と。専決処分の中身をどうするかということを議論するということは、や

ったほうが良いと思います。そうでないと、試行すらできなくなるということになりますので、

私は本格実施すべきだろうと思っていますけれど、そうでない意見もございますので。 

ただ、うちの産業厚生常任委員会で言えば、２つ、国保の問題とバイオマスの問題。これは現

実的に緊急性があるということで、常任委員会で取り上げました。通年議会だから取り上げられ

たということは、はっきりしています。ですから、そういうことが、今回報告が産業厚生常任委

員会からされるわけですけれども、明らかに緊急性なもの、また町民が望んでいるものに対応で

きるということだけは事実として私、体験していますので、私はやるべきだという視点に立って、

いずれにしても、試行にしても本格実施にしても、専決処分はやらないわけにいかないわけです

から、それはきちっと議論するというふうにするべきだという考えでございます。 

○委員長（山本浩平君） 他、皆さんどうでしょうか。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。私、今まで、たぶん皆さんも会派の中で、この通

年議会のことについては、もんでいらっしゃると思うのですが、なんら今までの議会活動、議員

活動、変わることではないと、私は思っているのです。いつまでこれを引っ張ってやっていくの

かという話になるのではないかと思うのですよ。何か通年議会に入ったから、今までずっと試行

期間でやっています。通年議会でやってきたから、何か議員として支障があったのかとか、議会

活動の中で何か運営上問題があったのかという話になれば、私はないと思っています。だから、

だらだらやるよりは、私は本当にすぐにでも実施してやっていくべきことではないのかなと。１
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回、１回いつまでやる、いつまでの試行期間の中でとやっているよりは、やはり腹を決めてやっ

たほうが気分的にも違いますし、白老町はこういうふうにやっているのだという形の中でやって

いけるのではないかと思っている１人でもありますので、そういう考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 他どうですか。 

 私どもも、前回の議運の中で、この第３次改革の中で提出させていただいたのですけれど、本

格実施をやはり早急にやるべきだと。理由としては、今、氏家公明党さんがおっしゃったことと

全く同意見でございまして、現実的にやはり、早急に対応すべき内容の所管事務については、す

ぐに対応している現状でございますし、なんら支障はないという考え方でございますので、同意

見でございます。 

しかしながら、無会派の方々、あるいは清風クラブさんにつきまして、この本各実施につきま

しては慎重な意見でございます。その辺のところを、どの部分が支障と申しますか、あるのか、

再度確認させていただければと思うのですけれど、いかがでしょうか。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） これにつきましては、前回と何ら変わらないなということで、うちの

会派ではまた同じ意見になりました。何ら変わっていないというのは、まず専決処分も今回３月

の予算でありますけれど、終わった後３月末ということもありますし、まずそれを１回見てみた

いと。 

それと、議員の身分の拘束ですよね。例えば休会中になりますので、どこかに出かける度に、

やはり議会に１回ずつ申し出もしなければなりませんけれども、今までと違って通年議会という

ことになると、ゴルフやる時どうなのだ、近くでパチンコをやっているのを見られた時どうなの

だと。具体的に言ってしまうと、議員の自由な時間ということに対しても、やはりもう少し町民

の人達から理解が得られるような形で分かってもらえるためにも、時間が必要でないかと。 

もう一つ。３つ目が、理事者側、役場側のほうが、それに対してあまりデメリットがあってメ

リットはあまりないという言い方をしてきている中で、ここで無理押しするべきではないのでは

ないかという意見で、やはり前回と変わらないという意見でまとまりましたので、もう少し慎重

に試行させていただきたいという意見でございます。 

○委員長（山本浩平君） 今の清風さんのご意見に関しまして何かあればどうぞ。 

 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。清風さんの考え方はいろいろあると思うのですけ

れども、一つだけ気になったことがあるのです。プライベートな時間の報告までする必要がある

のかないのかとかね。縛られるのでないとか、拘束されるのでいのかと、今、話が出てきました

けれど、私は、それは関係ない話だと思っています。例えば、自分が休日に何をしようがかにを

しようが、通年議会に入る前提の中で通年議会自体を町民の方に理解してもらわなければいけな

い。そういう形の中で入っていく問題ではないような気がしているのですよ。町民の方々に理解

してもらう。それでは、議員活動だとか議会の中身、全てを町民の方に理解してもらわなかった

ら議員なんてやっていられない話になるではないですか。私はそういうふうにとらえているので
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す。ですから、この通年議会を町民の方々に全て理解してもらった上でやることにするのであれ

ば、これはそれこそ西田委員が言われるように、この１年、２年の中で実施されるよう話ではな

い気がしてならない。私はそういうことではなくて、例えば自分達のプライベートな時間をどう

使っている、町民の方々は通年議会だというから、１月１日から12 月 31 日まで全て議会の役場

の中に縛られている人間なのだと思われているのかもしれないけれども、通年という一つの名前

に惑わされている部分で、その辺を私達が逆にしっかりとした理解の仕方の中で町民の前に出て

行かなければならない。私はそういう問題だと思っていますので、議会から通年議会について、

例えば、拘束的な部分だとかそういうものを説明するよりは、自分達が町民の前に出て行って、

通年議会というのはこういうことなのですよという話でやっていったほうが私は良いような気

がする。それを例えば議会の運営上の中で話し合っても、多分それ以上先には進んでいかないよ

うな気がするし、私はそういうものだと思っていますので。この１点だけは、私はそう思ってい

ます。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） いずれにしても、試行もしないというのなら別だけれど、いずれ

にしても専決処分のことはやらないと駄目なのです。だからそれはやるということで良いのでは

ないですか。それは試行をするか本格実施をするかということはまだ別の話で、試行か本格実施

かどちらかやる場合は、必ず専決処分のことは通るわけだから、そのことは議論しなければ駄目

ですから。それはやるといいうことで、私はそれで収めれば良いのではないですか。もう一つ専

決もそうだし、休みの問題も通年議会であっても通年議会でなくても、一定限度の休みの場合は

届出を出すということは決まっていますから、その範囲で通年議会であってもなくても同じだと

いう認識で、清風さんの西田委員思っていただいて構わないということだと思います。それは何

も拘束が通年議会だから長くなるとか短くなるとか、半日でも出せとか、そういうことではなく、

今までと全く同じ中身で、ここに居ない場合はきちっと議会事務局に届出を出すということは、

今までと全く同じですというご理解で構わないと思いますので、あとは専決処分のことについて

は、いずれにしても通年議会でもやらなくてはいけないわけだから、それは議論しましょう。そ

ういうことで私は良いと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この試行か本格実施については、今日結論が出る話では

ございませんので、専決処分に関しては必要であり議論すべきだという意見で皆さんよろしいで

しょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） ではこの本各実施、試行に関しましては、再度いろいろ各会派で問

題点があればそれぞれやはり再度議論を深めていただいて、精力的に議会改革の議会運営委員会

をするときに一緒に議題に上げて議論してまいろうと思います。よろしくお願いをいたします。 

 局長何か。 

○事務局長（上坊寺博之君） 専決処分、するかしないかは別にしても、例えば試行３月議会に

しなかったとしても、専決処分を町側が３月 31 日にするのですね。例えば試行したとすれば、
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３月議会中に承認してあげないと、現実に開いていますから、駄目になってしまう。31 日の部

分。５月 31 日の部分と。ですから、いずれにしても３月中に議会提案で認めるか認めないかし

なければならないということでございますので、今、決められている機会というのが、25 日と

４日、議運を開く日なのですね。だからこれにするのか、逆に会期中の別な日を設けるのか。先

ほどの議論だと、25 日も４日もこの部分では議論しないのですけれど、そういう形になります

ので、頭にだけ入れておいていただいて。もしくは専決処分の項目が再度欲しいということであ

れば、全員で、会派で議論できるようにお渡ししたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） この問題は別にやらなくたって、25 日と４日のその日の、これは

議会運営上の問題ですから、３月 31 日は来るわけだから、だから 25 日なり４日の議運でやるべ

きだと。この専決処分の件についてはやるべきだと、私は思います。それはやったほうが良いで

すよ。それをまた別に取るなんて、そのような面倒なことをやる必要はない。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。今の副委員長の提案どおりということで、皆さん

異論ございませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、以上で今日の協議内容は全て終了でございます。その他

について何か特に何かございますれば。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今回もそうなのですけれど、この議会改革の体系案とかは、全部全議

員に配布していただけるのでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） もうすでに配布してあるのですけれど。裏に会派の意見出したの

と表にあったのと。代表のほうに配っているのです。ですから、渡っているかな。 

○委員（西田祐子君） 代表から全員に行くことになっているのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ここで改めて申し上げますと、会派会議してほしいものについて

は、ポケットの上に会派の棚があるのですよね。そこに人数分入れるようになっていまして、代

表の方にはそのようにお話しているのです。ここに入れるものについては、個々ではなく会派で

１回議論していただきたいという話をしております。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） それとですね、意見書なのですけれど、これ、今まで会派の分しか、

代表の分しか出していただけないのですよね。一人一人の議員に対してはこれはないですよね。

できれば全員分コピーしていただければありがたいねという意見が出ていたのですけれど。そう

しないと、実際にいろいろな意見書がある中で、結局議員として精査できればしたいねという話

になりまして、お願いしたいなということなのですけれど。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは次回から同じようにしたいと思います。ただ規定がござい

まして、定例会の開会５日前まで受けるのですね。ですから急遽ＦＡＸで入る場合も送らなけれ

ばならない場合もありますので、その辺だけ皆さんご理解していただければ、配布されるものと
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急遽ＦＡＸで行くものと。今度全員に行くような形にしますので。 

○委員（西田祐子君） はい。ありがとうございます。 

○委員長（山本浩平君） お願いいたします。 

 他、皆さん特にございませんですか。 

大変長い時間協議を行いました。どうもありがとうございました。 

これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

（午後０時２６分） 

 


