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平成２０年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２０年６月１３日（金曜日） 

   開  会  午前 ９時５６分 

   閉  会  午後 ０時０２分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

 １．平成 20 年白老町議会定例会６月会議の招集について 

２．第３次議会改革について 

３．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

 １．平成 20 年白老町議会定例会６月会議の招集について 

２．第３次議会改革について 

３．その他について 

                                         

○出席委員（１０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 及 川   保 君 

 委  員 近 藤   守 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

 委  員 氏 家 裕 治 君      委員外議員 前 田 博 之 君 

 委員外議員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長   上坊寺 博 之 君 

主   幹   森   隆 治 君 

   書   記   小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） 議会運営委員会を開会いたします。 

（午前 ９時５６分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の協議事項、スケジュールについて事務局から説明願います。 

○事務局主幹（森 隆治君） 本日の議会運営委員会の協議事項ですが、平成 20 年白老町議会

定例会６月会議関係の議案の審議をいただく予定となっております。また、そのほかに第３次

議会改革とクールビズの関係の議論を行う予定としております。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） それでは早速、協議事項の１番目ですね。平成 20 年白老町議会定例

会６月会議の招集について。? 提出議案、町長提案 15 件と議会関係 11 件でございます。 

では、町側の説明を求めます。高畠企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 私のほうからは議案第１号、それと議案第２号、議案第３号、

議案第４号、この４つの案件について説明させていただきます。 

 皆様方にＡ４判裏表のレジメ、概要書、平成 20 年白老町議会定例会６月会議で提案する平成

20 年度補正予算の概要書をお配りしております。これについて説明させていただきます。 

 １、歳入歳出予算の補正規模でございます。一般会計第３号 736 万 1,000 円の増額補正でご

ざいます。財源につきましては特定財源 17 万 3,000 円、一般財源 718 万 8,000 円でございます。 

 次に特別会計。２つの会計が今回、対象となっております。老人保健特別会計第１号、それ

と介護保険事業特別会計第１号。これらはいずれも決算に伴います補正でございます。 

 次に企業会計、水道事業会計第１号、増減額ゼロ。これは給与費から委託料への科目振りか

えによるもので、内容としましては電算の収納業務、これを直営という当初の計画を従前の委

託に振りかえるという補正でございます。合計 1,575 万 2,000 円、これが今回の補正規模とな

ります。 

 次に３項の 20 年度の予算補正状況でございます。まず一般会計。今回計上額 736 万 1,000

円で合計額 99 億 9,662 万 4,000 円となります。 

 次に特別会計でございます。今回計上額 839 万 1,000 円。合計 96 億 7,634 万 2,000 円となり

ます。 

 企業会計は補正額増減ゼロでございますので、合計額変わりません。 

 総合計でございます。今回計上額 1,575 万 2,000 円。合計 212 億 8,351 万円となります。こ

れが今回の補正後の予算規模となります。 

 次に、一般会計の補正予算の主な事項ということで、１、歳出、総務費 954 万 7,000 円の増

額補正でございます。まず、臨時職員の経費 322 万 4,000 円の増額補正となっております。こ

れは産休代替用職員の賃金の計上でございます。 

 次に、裁判員候補予定者名簿作成事業。27 万 3,000 円の増額補正でございます。これは裁判

員候補予定者選定にかかります電算処理システムの改修費用でございます。財源は全額、国庫
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補助金が充てられます。 

 次に財産管理事務経費、69 万 5,000 円の増額補正でございます。これは、町有地分譲に伴い

ます測量費等の計上でございます。 

 次に、北海道洞爺湖サミット推進事業 99 万 9,000 円の増額補正でございます。これはサミッ

ト関連の対応に要する経費、並びに特産品ＰＲにかかる費用の計上でございます。 

 次に、町内会活動育成経費 34 万 1,000 円の増額補正でございます。これは町内会が設置する

街路灯電気料金の追加助成金の計上でございます。これは北電の電気料金が値上げされている

結果でございます。 

 それから、次の収納管理事務経費 84 万 6,000 円、それから付加事務経費 155 万 6,000 円、そ

れと戸籍住民基本台帳等事務経費 161 万 3,000 円。この３点につきましては、昨年の職員大量

退職に伴います臨時職員雇用にかかる賃金の計上でございます。 

 次、裏をご覧ください。民生費 611 万円の増額補正でございます。項目といたしまして、地

域福祉推進事業経費 144 万 5,000 円の増額補正でございます。これは、社会福祉協議会へ従前

は町職員が派遣しておりましたけども、それを社会福祉協議会の自前の職員を充てるというこ

とで、その人件費見合い分の補助金の増額補正でございます。 

 次、老人医療費給付費 133 万 8,000 円の増額補正でございます。これは職員の昨年の退職に

伴い、それに対応するための臨時職員の賃金の計上でございます。 

 それと、次の地域包括支援センター運営経費 211 万 3,000 円の増額補正。これは保健師の欠

員補充にかかる臨時職員賃金の計上でございます。 

 次に、障がい者自立支援給付経費 162 万 8,000 円。これは先に説明したとおり、職員の大量

退職に対応するための臨時職員の経常経費でございます。 

 それと次、障害者自立支援法円滑施行特別対策事業経費 173 万 5,000 円でございます。これ

は相談支援事業強化にかかります経費の計上ということでございます。これにつきましては、

全額、道の支出金が充てられます。 

 次、乳幼児医療費助成経費 214 万 9,000 円の減額補正でございます。これは制度改正に伴い

ます補正です。 

 次にアイヌ文化を学ぶふるさと学習事業。これは財源振りかえでございます。これは道の委

託事業導入に伴います財源振りかえで、当初予算、一般財源 66 万 1,000 円を見込んでおりまし

たけれども、その内 26 万 4,000 円が道支出金として充当されるものでございます。 

 次に、環境衛生費 783 万 8,000 円の増額補正でございます。項目ですが、地域保健医療推進

経費 453 万円の増額補正でございます。これは欠員補充と業務量増加、これに対応するための

臨時職員賃金の計上でございます。 

 次、白老葬苑管理経費９万 5,000 円の増額補正でございます。これはこの施設で利用してお

ります井戸水を汲み上げるためのポンプ、これの修繕費の計上でございます。 

 次、ＰＣＢ廃棄物処置等事業でございます。321 万 3,000 円の増額補正でございます。これ

は行政で使用しておりました使用済トランス５台分の処理費用等に要する経費の計上でござい
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ます。 

 次、労働費 113 万円の増額補正でございます。これはワークステーション雇用推進委員設置

事業 113 万円増額ということで、これは欠員補充分の臨時職員配置にかかる賃金の計上でござ

います。 

 次、商工費 571 万 4,000 円。商工振興対策経費 571 万 4,000 円の増額補正でございます。こ

れは空き店舗活用事業補助金並びに中小企業振興条例に基づく助成金の増額補正でございます。

空き店舗活用事業は大町整骨院の開業資金が対象となっております。それと中小企業振興条例

に基づく助成金ですが、これは渋谷水産の工場増設にかかる分でございます。 

 次、土木費 400 万円の増額補正でございます。港湾建設事業 400 万円の増額。これは白老港

港湾計画基本構想の見直しにかかります委託料の計上でございます。 

 次に、教育費 204 万 3,000 円の増額補正でございます。学校図書館支援センター推進事業、

これは財源振りかえでございます。これは、当初予定しておりました補助金が削減されたこと

に伴います削減された補助金 120 万円、これを一般財源を振りかえるものでございます。 

 次に、特別支援教育支援員配置事業 153 万の増額補正でございます。これは対象児童数が増

加したことによります特別支援員を配置する経費の計上でございます。 

 次に、子どもと親の相談員等活用調査研究委託事業 15 万 2,000 円の増額補正でございます。

これはスクールソーシャルワーカー運営協議会設置にかかります経費の計上でございます。こ

の内 15 万円道支出金が充当されます。 

 次、中学校教育振興一般経費 24 万 1,000 円の増額補正でございます。これは習熟度別学習用

教員の不足、その補充にかかります賃金の計上でございます。 

 次、図書等購入経費 120 万円の増額補正でございます。これは毎年寄付いただいております

奈良裕子さんからの指定寄付に伴います図書購入費の増額補正で 10 万円寄付金が充てられま

す。 

 次、給与費 3,002 万 1,000 円の減額補正でございます。職員人件費 3,002 万 1,000 円の減額

補正。これは４月１日付人事異動に伴います人件費の減額補正でございます。 

 次、諸支出金 100 万円の増額補正でございます。各種基金積立金 100 万円の増額補正。これ

は、道見時子さんからの指定寄付を体育振興基金へ積み立てる補正でございます。 

 以上の結果、歳出総額 736 万 1,000 円の増額となります。 

 次に歳入でございます。国庫支出金から寄付金までは歳出で説明したとおりでございます。

それで、一般財源の繰越金 718 万 8,000 円、これは一般財源の部分でございますけども、これ

は前年度繰越金で 718 万 8,000 を計上しております。決算の結果、現在まで 19 年度の繰越金で

すが１億 2,327 万 2,874 円、この金額が今、繰越金としてカウントされてございます。その内

の 711 万 8,800 円を今回歳入として充当したところでございます。 

 次、諸収入 26 万円の減額補正でございます。これは乳幼児医療費 26 万円の減額。これは見

込み額の精査に伴います個人負担金の減額補正でございます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 
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○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。ただいま、６月会議へ提案する平成 20 年度

補正予算の概要について、高畠企画課長より説明がございました。ここで特段お尋ねしたこと

があれば、委員の皆様どうぞ。ございませんか。よろしいですね。では、高畠企画課長どうも

ありがとうございました。 

 それでは、次に総務課長から説明をいただきます。岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） それでは、私のほうから議案第５号から議案第 13 号、そして報告

第１号についてご説明申し上げます。 

 まず、議案第５号の「白老町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」から、

議案第９号の「仙台藩白老元陣屋資料館設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、

使用料・手数料の見直しにかかわる議案でございます。 

 まず、議案第５号「白老町手数料徴収条例の一部改正について」であります。住民票の発行

手数料など本条例に定める 31 項目の手数料の額を改定するものであります。また、戸籍法の改

正に伴う所要の整理を行うものであります。 

 次に、議案第６号「白老町行政財産の使用料徴収条例の一部改正について」。土地の貸し付け

にかかわる使用料の算定に用いる利率を改定するものであります。 

 続きまして、議案第７号「白老町港湾施設管理条例の一部改正について」であります。港湾

施設用地、商港区になりますが、この使用料の額を改定するものであります。 

 続きまして、議案第８号「白老町立学校施設の開放に関する条例の一部改正について」。町内

各小中学校の解放における体育館及びグラウンドの使用料の額を改定するものであります。 

 続きまして、議案第９号「仙台藩白老元陣屋資料館設置条例の一部改正について」でありま

す。陣屋資料館の町民以外の方の入館料の額を改定するものであります。 

 続きまして、議案第 10 号「白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正について」。

それから、議案第 11 号「白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

の一部改正について」であります。この２つの案件でございますが、各助成事業は北海道と共

同して実施しておりますが、北海道が事業を見直したことに伴い、本町においても見直しを行

うものであります。主な内容としましては、議案第 10 号でありますが、北海道が補助し町が行

っている乳幼児医療給付事業について、小学校１年生から小学校６年生まで入院時の給付が拡

大されたものであります。議案第 11 号に関しましては、重度心身障害者医療給付事業について、

精神保健福祉手帳 1 級所持者も事業の対象とされたことに伴う条例の改正であります。なお、

これらの改正に伴うシステム改修費用につきましては先ほどご説明したとおり、本補正予算に

計上させていただいております。 

 続きまして、議案第 12 号「白老町特定農山村地域活動支援基金条例の廃止について」であり

ます。本基金は特定農山村地域活動事業に要する資金を充てるため設置したものでありますが、

所期の目的を達成したため廃止するものであります。平成 15 年から平成 19 年までの５カ年事

業として事業を実施してまいりまして、この５年間では白老牛の消費拡大事業あるいは自然環

境教育、木育等の事業を実施したものでございます。５カ年事業として終えたものですから、



 6 

この条例を廃止するものであります。 

 次に、議案第 13 号「白老町固定資産評価審査委員会委員の選任について」でありますが、人

事案件でございますので、来週６月 19 日でありますが、議会運営委員会をお開き願いまして、

そこでご説明後、19 日の案件として提出させていただきたいと考えてございます。これにつき

ましては、地方自治法に基づき設置する固定資産評価審査員会委員の選任について、議会の同

意を求めるものでございます。 

 最後、報告第１号であります。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につ

いて。地方自治法の規定に基づき、町が資本金等を２分の１以上出資している白老町土地開発

公社、白老振興公社、白老町体育協会の事業計画を決算に関する書類を提出するものでござい

ます。以上で私のほうからの説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。ただいま説明をいただいた議案等につきま

して、特段お尋ねしたいことがあればどうぞ。よろしいですか。それでは、岩城総務課長どう

もありがとうございました。 

 それでは、? 諸般の報告について。事務局お願いいたします。 

○事務局主幹（森 隆治君） 議長の諸般の報告です。お手元に配布しておりますとおり、議

会休会及び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、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の出納監査等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、当日配布となります。

以上であります。 

 字句の訂正ですけども、諸般の報告のところの議長の諸般の報告の括弧の中なのですけども、

「議会閉会中」となっております。これは「議会休会及び閉会中」ということで訂正させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問ございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。よろしいですね。 

 それでは、? の一般質問についてでございます。何かありますか。 

○事務局主幹（森 隆治君） 特別ありません。確認のために一応掲げております。 

○委員長（山本浩平君） そうですか。 

 先般の議会運営委員会の中で一般質問につきましては、調整済みということでございますの

で、これについてもよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、? 議会推薦について。農業委員の議会推薦でございま

すけれども、説明ありますか。 

○事務局主幹（森 隆治君） 先般の議会運営委員会でお話していると思います。農業委員の

議会推薦ということで、今回、農業委員会の任期満了によるもので、議会が推薦する３名の方
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を推薦していただきたいということでございます。一般農業者から１名、議員から２名の予定

でございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 議員のほうから２名ということでございます。それぞれ各会派でお

話し合いもされたところもあると思いますけれども、どのように取り計らったらよろしいでし

ょうか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブですけど、我々は今までどおりね、今の方が継続して再任

といいますか、それでいいということになっています。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 異議ございませんね。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、従前どおりということでよろしくお願いしたいと思いま

す。確認をいたしますけれども、土屋議員さんと西田議員さん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、そのような形でお願いをいたします。 

 ? 議員の派遣承認について。 

○事務局主幹（森 隆治君） お手元に承認第１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。議会が終わりまして 20 日から平成 21 年２月 17 日までの動きを

わかる範囲で記載しております。 

 一つは、７月１日の北海道町村議会議員研修会。これは札幌市で開催されるもので全議員が

対象となります。 

 それと２月 16 日から 17 日の２日間千葉市で開催されます、町村議会議員特別セミナー。市

町村アカデミーで開催するものでございます。これにつきましては、松田、前田、本間議員が

該当ということになります。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） 派遣承認について何か皆さんございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、次にまいりたいと思います。意見書・要望書の取り扱い

についてでございます。各会派で議論をしていただいたというふうに思います。それでは、各

会派のご意見を順に伺っていきたいと思います。 

まず、意見書第８号「食料自給率向上へ農政の根本的転換を求める意見書（案）」でございま

す。提出者は大渕紀夫議員でございます。新政クラブさん。この意見書について、それぞれち

ょっとお尋ねしてまいりますが。 

○委員（近藤 守君） 特にありません。 

○委員長（山本浩平君） 問題なしと。 

○委員（近藤 守君） 問題なし。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） ありません。 
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○委員長（山本浩平君） 新風も異論はございません。 

 前田委員外議員、いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） よろしいです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この意見書は全会派一致ということでございます。 

 続きまして２番目、意見書案第９号「福祉の人材確保に関する意見書」。これも日本共産党さ

んから出ている意見書でございます。新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 特に異議ありません。結構です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、いかがでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと一点だけお伺いしたいなと。この全般的な考え方は本当によ

くわかります。そして、この中段のところにあるのですけども、「国の責任で月３万円の賃金ア

ップを全額公費で実施してほしいとの声も上がっています。」という、これは何かの調査に基づ

いたものなのかどうか。その辺の確認をちょっとさせていただきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これは、こういう声があるということだけで、調査を

したとか正式なもので出ているということではございません。ただ、こういう声が今ものすご

い量の方がこれから必要になるのですね。66 万人ぐらい多分必要になると思います。そういう

中で今の状況でいけば、白老も同じなのですけど、極めてやめる方が多いと。生活できないと。

ここで書いているように、こういう声があるから国がやれということではなくて、何らかの形

で上げていかなければ、要するに看護師さんのような一定の保障があるところまでいかないと。

今は介護福祉士さんでもベースがないのですよね。ですから、そういうものをやっぱり国がリ

ードしてつくっていただければ、もっともっとよくなるのではないかというような、そういう

意味です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 僕はすごく、この中身については理解できる一人でいます。ただ、賃

金だけが、この介護に携わる離職率というのは日本で一番多いのですね。例えば建設業だとか、

３Ｋと言われる部分だとかいろいろなものがあるのです。それと同じぐらい今のこの労働条件

は厳しいのですよね。それで、賃金だけの問題ではないと僕は思うのですよ。それで、この辺

について、賃金が上がれば、例えば職を離れないで固定するのかというものとは、僕は違うよ

うな観点からも、ぜひ、一筆入れていただければ。例えば介護の仕方というのは北欧から学ん

でいる部分がすごく多いのです、日本の場合は。そういったものを学びながら、例えばまねて

はいるのですけども、介護の仕方と言いますかね、仕方がすごく個人に負担をかけているので

す。そういったところがすごく離職率が高いという、ある書籍や何かでもちょっと僕、読んだ

ことがあるのです。それで、そういった文面が一つでも入れば、賃金だけではないのだという

ところを何か一つ。確かに賃金もそうでしょうね、それに見合う対価として必要なことだと思

いますけども、そういった労働条件、労働の中身と言いますかね、その辺の改善も必要なので

はないのかなと僕は思うのです。その辺について、もし、何かいい文章が一筆あると、素晴ら
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しい意見書になると僕は思うのですけども、その辺については難しいでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） もちろん、今、言われたことは、労働条件の改善、要するに介護

に携わる人に負担がかかりすぎているということが問題だというご指摘ですので、それはその

とおりだと思います。実は私の次男坊もこれを札幌でやっていて、実際、離職している。ただ、

そのことはもう十分この中で、もしか反映できる、どこにどういうふうに反映するかといった

ら、今ちょっと言えないけれども、それは必要だと思うのだけど。うちの子どもの話を聞く範

囲におけば、一番大きいのはやっぱりお金だそうです。15 万ですからね、30 歳で。ただ、実際

に夜勤がすごく多いというのがあるのですね。これはやっぱり労働条件の改善と。どこでどう

いうふうに入れるかということはわかりませんけど、私もそのことは介護に携わる人に負担が

かかりすぎるということについて言えばそのとおりだと思いますので、ちょっと今、言えませ

んけれども、そういうことは十分考えられますし、入れたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） それ以上言うことはないです。大渕副委員長の息子さんもそういう介

護に携わっている。うちもそうなのですね。うちもそういうことで離職した一人です。ただ、

介護に対しての、仕事に対してのやる気や何かは持っているのですよね。ですから、そういっ

た面で考えると確かに賃金も必要。ただ、過酷な夜勤だとかいろいろなそういったものを、例

えば、本来２人でやらなければいけないものを１人でやるような条件下の中ではね、本当に大

変に今、厳しい状況であると。そのうちに自分たちが精神的にまいってしまったりいろいろな

ことがあるということで、ぜひ、そういったものがもし、どこかで反映されることがあればで

すね、一筆入れていただければ、一筆というか、文言ですね、入れていただければ本当に素晴

らしい意見書になると思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 上から６行目に、「職員は介護で４割、訪問介護で約８割にのぼり、

加えて夜勤や長時間労働です。」と書いているのですけど、「夜勤や長時間労働など、労働条件

の改善も必要です。」といったらおかしいですか。 

○委員（氏家裕治君） 人的増員ですよね。変な話、人的な増員の部分を言葉でうまく言えな

いのですけども。この辺はやっぱり国がちゃんと保障しなければできないかもしれない。それ

はもう後段で意見書の中には書かれていますから。 

○副委員長（大渕紀夫君） だから、「長時間労働など、労働条件の改善も必要です。」という

のではちょっとおかしいですか。「大幅な改善を図ることが必要です。」文章的におかしくなか

ったら、このようにして。どのようなものですか。 

○委員（氏家裕治君） よろしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 確認をいたします。事務局のほうから、今の意見をちょっと。 

○事務局主幹（森 隆治君） 今のですね。６行目の「加えて夜勤や長時間労働など、労働条

件の大幅な改善を図ることが必要です。」ということですかね。もう一度言いますね。「加えて
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夜勤や長時間労働など、労働条件の大幅な改善を図ることが必要です。」。 

○委員外議員（吉田和子君） 「必要である。」のほうがいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 「必要である。」のほうがいいかもしれませんね。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい。「ある。」ね。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、よろしいでしょうか。今のどうでしょうか。前田委員外議

員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私も非常にいいことだと思います。ただ、今、外国人が入って

くることになっているのですね。それによって、逆に日本人の人が働く環境など賃金が下げら

れる可能性があるのですよ。足を引っ張られる可能性。それが今、そういうものを含んでいる

のかどうか。あるいは、もし、現状として、そういうことがもう法的にされているのであれば、

そういう部分を一項目でも入れたほうがいいのかなと思うのですけども、原案者のほう、いか

がでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 現段階では、この文章の中には入っておりません。それで、入れ

たほうがいいということで、フィリピンやタイから相当の介護職員が入ってくる。ただ、そう

いうニュースが大々的に流された後、入ってきたということがない、僕は確認していないので

す。法律的にどうなったことをちょっと僕、確認していないのですよ、残念ながら。申しわけ

ないのですけど。それで、これには入っておりません、全く文面にはね。ただ、入ってくると

いうニュースがもちろんあって、その後、入ったというふうな報道はないのだよね。そこら辺

ちょっと確認していないものだから入れていないのです。法的にどうなのかというあたりはち

ょっとわからないものだから。解禁になったのですか、あれ。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） ２、３日前の北海道新聞だったら、インドだかインドネシアで

350 名だか日本に来て研修受けたものが 150 名しかいなかったと。ただ、資格の問題。看護師

と介護福祉士の資格の問題でいなかったということだから、逆に入ることについてはね、なっ

てはいるのではないかと思うのです。ただ、来ることによってね、今、一生懸命働いている人

方が低賃金に追いやられる可能性もあるのでね、そういうことをやっぱり心配するべきかと私

は思うのですよ。いいです、今回は特に。また、そういう機会があると思います。 

○委員長（山本浩平君） それを表現するとちょっとなかなか難しくなってしまうので。今後

の懸案事項としてとらえておきたいなと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今のことは十分わかります。そのとおりだと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、先ほどの付け加えた部分でよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ほかに、この意見書に関しまして何かございますか。なければ、そ

のようなことで訂正を。全会一致ということで採択したいと思います。 

 次も日本共産党さんから出ております。「障害者医療費助成に関する意見書」でございます。
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これについていかがでしょうか。新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 結構です、このままで。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） ありません。 

○委員長（山本浩平君） 新風も異論ございません。 

前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 結構です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、全会一致で採択ということでございます。 

 続きまして、意見書案第 11 号「子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書（案）」でございま

す。これは、公明党さんから出ております。新政クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） このままで結構だと思いますけども。 

○委員長（山本浩平君） 新風も異論ございません。 

日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） これでオーケーです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） よろしいです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、全会一致で採択ということでございます。 

 意見書案第 12 号「携帯電話リサイクルの推進を求める意見書（案）」でございます。新政ク

ラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） これで結構だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新風なのですけども、この内容については、おおむね異論はないの

ですけれども、現実的に、携帯電話というのは本当に、この前の秋葉原で事件を起こした人も

そうですけども、一般の人もそうですけど、本当に生活の一部に皆さんなっていますよね。学

生さんから大人まで。それで、そういった中で新作が出れば、どんどん、どんどん買いかえ。

しかも、ちょっと古くなると電波の状況がやはりどうしても悪くなって、定期的に新しいもの

を買いかえていかなければならないような、そういう状況でもあると思うのです。ですから、

現実的にはなかなか難しい部分もあるのかなというふうにも思うのですけれども。お尋ねした

いですね。どういったことでこのような意見書を出されたのかということ。公明党さん、お願

いします。 

○委員（氏家裕治君） まず、環境問題が一つの大きな焦点だと思っています。それで、先ほ

ども、今回の町の中にも出ていたトランスミッション関係から出てくるですね、有害物質の除

去に三百何十万も金をかけてやらなければいけないという問題もあるのですね。それで、例え

ばリチウムというのですか、携帯電話に使用されている、いろいろな部材をそのまま例えば焼

却だとかをしていると、やっぱりどうしても環境に大きな影響を与えるということも一つあり

ましてね。それで、こういったリサイクルの推進、リサイクルをすることによってそういった

環境問題にも配慮をしていこうということが一つの大きな眼目になっていると私は思っていま
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す。それについての皆さんの理解をいただければ、これからまだまだ増えるであろう、こうい

った携帯電話の使い道といいますかね、使い方、そういったものの啓発、啓蒙活動にもつなが

っていくのではないのかなと思っております。 

○委員長（山本浩平君） 内容はわかりましたので、理解をいたしました。 

日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。基本的には賛成です。ただ一つだけね。もし、皆さん

よければ加えてほしいことがあるのです。それは、プライバシー保護の確保を図るというのを

入れたほうがいいのではないかと。今、きのうも出ていましたけど、刑務所の中で写真撮って

流れたとかね、たくさんあるのですよね、そういうことが。そして、捨てられるものの中にも

データ入ったままなのですよ。それで、携帯電話のリサイクルの場合はね、プライバシー保護

を確保するとか、確立するとか、そういう文章を一つ入れていただきたいなというのがうちの

あれなのですけど。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。そうですね、それが抜けていますね。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは入れたほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、いかがですか。 

○委員（氏家裕治君） 確かに言われるとおりです。これから、そういった個人情報の流出等々、

そういったものを慎重に処理をした中での形になると思いますので、その辺についてはちょっ

と、文言はこれから、どこにどう組み入れるかというのは考えて、また皆さんに報告します。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ５番目なら５番目に。私ちょっと考えたのは、「携帯電話のリサイ

クルにあたってはプライバシー保護を確保すること。」とかって入れていただければ、もし、異

存なければ、そういうふうに入れていただければ一番わかりやすくて簡単でいいのではないか

と思います。 

○委員（氏家裕治君） ありがとうございます。それでは、もし、そういう形の文面でよろし

ければ、記の５として今の文言を追加して、皆さんのところに提出したいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） お諮りしたいと思います。もう一度、大渕副委員長のほうからお願

いいたしたいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） ５番目「携帯電話のリサイクルにあたってはプライバシー保護を

確保すること。」 

○委員長（山本浩平君） ５番目「携帯電話のリサイクルにあたってはプライバシー保護を確

保すること。」ということでございます。異論ございませんか、皆さん。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、５番目にこれを入れるということにしたいと思います。 

 前田委員外議員、どうでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私も今のプライバシーの関係を入れていただければ結構です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、そういうことで全会一致ということにしたいと思います。
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よろしくお願いをいたします。 

 最後でございます。これも公明党さんからでございます。「クールアース・デー」についての

意見書でございます。新政クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） いいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 特に問題ないと。 

 新風も異論はございません。 

 日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 基本的には、これも先ほど言ったとおり、いいのですけれども。

ただ、もし、皆さんで議論していただければと思うのですけどね。日本は京都議定書に、吉田

副議長が今回質問するのだけど、京都議定書で６％減らすと言ったのがプラス 6.4 なのですよ

ね。それでね、それはやっぱり入れるのは難しいかなとは思うのだけど、僕は、現実的には国

の方針が 6.4 のＣＯ2を削減しようと言ったのが現実的には 6.4 プラスになっているのですよ。

やっぱり、そのことを入れないと。僕は、大体民間が出しているのは２割で、東京電力だとか

そういうところが出しているのが大体８割と言われているのです。もし、皆さん、そこがまず

いというのなら、そこは百歩譲っても、６％減らすというのが 6.4 までふえているのだという

ことは入れないと説得力が若干落ちるかなということで、もしね、その点、ご議論いただけれ

ばということが一つです。 

 それともう一つは、記の中に「中期目標を数的に示すべき。」だと。20 とか 30 とかいろいろ

言っている人はいるのだけれども、これは洞爺湖サミットまで出せというのは一般的な意見な

のですよね、中期目標の数字の示せというのがね。それで、私はそういうふうに数字をちょっ

と言ったけども、数字をもし入れられなくても、政府はやっぱり中期目標の中で温室効果ガス

の削減目標をきちんと出す。だから、2050 年のものは出しているのですよね。８割削減かい、

出ているのだよね。だけど、中期目標が出ていないのです。だから、中期目標を数字としてサ

ミットまで出すべきであるというようなところの表現がプラスしていただけないものかという

あたりのご議論をしていただきたいなということです。 

○委員長（山本浩平君） 今、２点ございました。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 質問するので、ちょっと私も勉強したのですが。国の中期的な

目標が出ていないということなのですが、今回ちょっと出たのですよね。それが通ったかどう

かはちょっとわからないのですけど。2012 年までにはマイナスへ転じたいと。さっき言ってい

た６％の京都議定書を、マイナスということはふえている部分も含めてマイナスへもっていき

たいと。そして、2020 年度までには 14％のマイナスの削減にもっていきたいという目標の中期

的なものは出しているのですよ。数字としてある程度表したのです。だから、それを入れてい

いのかどうなのかというのがちょっとね。それがみんなに認められていることなのか。ただ、

目標として出しているものなのか。ちょっとそこまで詳しく読んでいないのですけど、数値的

なものはそうやって出てきているのです。だから、それをもし、もう一回ちょっと見てみて、

それが、入れて問題ないことであれば入れるべきなのかもしれないですので。中期目標という
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かね、年度で区切って 2020 年度までにはこうしたいというのは出しているのですよね。だから、

それをね、本当に入れていいかどうか検討してみて、できた時点で見てもらっていいですか。 

○委員長（山本浩平君） もう一点の京都議定書の関係の数値を超えていると、この部分に関

しては。 

○副委員長（大渕紀夫君） それを前文のどこかに入れられないかということなのですよ。ふ

えていますと。 

○委員外議員（吉田和子君） もし、2012 年までにマイナスに減じるということは、その議定

書の分のふえている分をマイナスへ転じたいという意向があるということをどこかに入れられ

れば、それを入れたい。そして、中期目標としては、2020 年度までに 14％にしていきたいとい

うものがあるということを入れられるような形をちょっとつくってみたいと思っています。 

○委員長（山本浩平君） それでは、それを提案していただくということでよろしいですか。

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私はね、数字を入れてほしいのだけれども、ただ、それがなかな

か難しかったら、やっぱり中期目標を具体的な数字で示しなさいという意見書でもね。それは

20％なら 20％と出してもらったほうがいいのだけどね、僕はやっぱり問題なのはそこなのだか

ら、きちんと数字を具体的に示すという姿勢がないとね、やるというふうに思えないから、そ

ういうことでも僕はいいと思うのです。ちょっとバックした意見だけど。それで、私は 20 から

30 ぐらいと思っているのだけども、そうでなくてもいいから具体的な数字を示せという意見書

でも結構ですから、入れていただきたいとこういうことです。 

○委員外議員（吉田和子君） さっきも言いましたように、その数値的なものを出していいか

どうかとちょっとまた検討して、そうなければ、そういう数値目標もきちんと出すべきだとい

うことに文章を変えると思いますけど。出していいかどうかというのがもうちょっと明確に、

出していいかどうかを確認して、その上で出すようにします。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。よろしくお願いいたします。 

前田委員議議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私も今、京都議定書の前段の部分、それはやっぱり事実の原因

としてね、ぜひ、付記していただきたいなと。それ以外はよろしいです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、持ち帰ってですね、その部分検討をしていただきたいと

思います。事務局。 

○事務局主幹（森 隆治君） 今のですね、１番から５番までの意見書について、全会一致と

いうことなものですから、グリーンの運営基準の 28 ページの６番ということで、「全会一致の

意見書は質疑、討論は省略」というふうになっておりますので、その点付け加えさせていただ

きたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、よろしいですか。質疑、討論は省略と。どうぞ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） きょうね、ただいま出席されている方はよく、それは了解していいの

ですけどもね。一番という会派の方がね、きょうは欠席されているのでね、この辺はやっぱり
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周知徹底しなければまずいのかなというのでちょっと心配していますけどね。 

○委員長（山本浩平君） この辺につきましては、事務局のほうから周知徹底をしていただく

と。もうまもなく及川委員は来られる予定でございますので、この経緯をお話しいたしまして、

従っていただくということになるというふうに思いますので、周知徹底いたします。 

 あと、６につきましても、検討していただいた中で、おそらく全会一致という方向になると

思いますのでよろしくお願いいたしたいと思います。 

 続きまして、要望書に入りますけれども、要望書が何点かございまして、これらにつきまし

ては、慣例どおりということで配布するということですよね。事務局、説明願います。 

○事務局主幹（森 隆治君） これらについてはですね、今、申しましたように、参考配布と

いうことで皆さんのほうに配布したいというふうに考えております。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは結構なのですけど、一番目についてはね、北海道森林・林

業・林産業活性化促進議員連盟って、うちも入っているのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） そちらのほうの文面なのですけども、私も意見書ということで

取り扱ったのですけども、よく見たらですね、意見書の採択をお願いということになりました

ので、意見書とは違うものですから要望等ということの中で取り扱わせていただいたと。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） それはわかりました。結構なのですけども、ただ、我々の議員が

所属している団体が意見書を出してほしいということなのですよね、これ。意見書採択につい

てだから要望書なのだけど、意見書を出してくださいということだと思うのです。それで、確

か議員会長がこれの責任者で、事務局は宗像さんだったのだけど、宗像さんいなくなったから

どうなったのかわからないのだけど。これは、意見書を出してくれという要望書でしょ。それ

を、うちの議会が所属しているのにいいのですか。 

○委員長（山本浩平君） その辺を皆さんで議論していただきましょう。前はどのように取り

扱いましたでしょうね、こういったケースのときは。議長。 

○議長（堀部登志雄君） この件について意見書を出してくれということだから、確か林業活

性化促進議員連盟協議会から出ているものは、確かこの意見書で出しておりますね。そういう

形で記憶しているのだけど。それと、協議会のその後の役員、事務局のメンバー等はまた改選

後ちょっとあれだね、きちんとと言ったら変だけど、そういう形はまだしていない。議員会長

が今までやるという形では何となくずっときていましたけども、その辺をちょっと整理しなけ

れば。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、議員会長が会長で、白老の。そして、事務局がずっと

宗像さんだったのだと思うのですよ、多分。だから、宗像さんが来たものを全部見て言ったり

していたのですよね。だから、そういうのは何も確認はされていないから。ただ、今までずっ
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と出しているのにね、出さないというのも。うちがちゃんと加盟していて、お金払っているの

ですよ。それで、要望書出してくれというのに出さないというのも何か変ではないのかなと思

ったものですから。 

○委員長（山本浩平君） それでは、どのように取り扱ったらよろしいでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは意見書のデータについては、ここの下に書いているメールアド

レスのところで確認できるのですよね。それで、これがそうですよね。これで、うちの議会と

してやっぱりこうやってきている以上はですね、やっぱり上げるべきではないのかなと私は思

うのですけども。この内容が全部そうなのでしょうね。一度このメールの中身をちょっと確認

して。表題を意見書希望としてくださいと書いているのだから、この中身なのでしょうね。 

○事務局主幹（森 隆治君） この中身はこのままです。表題として上がってきている。 

○委員（氏家裕治君） このままなのですね。 

○委員長（山本浩平君） 今、氏家委員からは、私どもの議会からも意見書として提出すべき

ではないかというご意見でございます。そうなりますと、今までの慣例からいうと議員会長が

提出者ということでやるということになると思うのですが。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。いずれにしてもさっきの６番目のことがありますから、

申しわけないですけど議会事務局さん、去年の出した状況をちょっと調べていただいて、そし

て、６番目の意見書のときにもう一度、一応、今あまり反対されている方はいらっしゃらない

ようですから、再度ちょっとよく読んでみてね、そして、これでよかったらこれで出すという

ようなことを含めて、今までの経過もちょっと調べてみてもらって、その次のときにやられた

らいかがですか。 

○委員長（山本浩平君） 議会事務局で精査して、それで、皆さんに再度検討していただくと。

この内容をまた吟味していただいて。それで、慣例にそって議員会長なら議員会長が提出者と

して出すということでよろしいですか、取り扱いについては。そのようにさせていただきたい

と思います。 

 続きまして、９番目ですね。「常任委員会所管事務調査の報告について」でございます。事務

局どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 平成 20 年の第１回定例会で取り上げました、そ れぞれの常任委

員会の報告をするような形でございます。総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会、記載の

とおりの形の報告ということになろうかと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） この件についてはどうですか。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） 何かあればどうぞ。私のほうから、それでは。また氏家委員が今、

若干触れようかどうかというところだったと思いますので。 

 産業厚生常任委員会、きょう、１時半から会議が開催されることになっていまして、実は、

環境問題（町有林の管理運営について）のですね、意見書がきょう産業厚生常任委員会の中で

議論、その内容どおりでいいかどうかという議論になるのですけれども。実は、ここで皆さん
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ちょっと若干お時間をいただいて議論していただきたいのですが。松田議員さんの質問の内容

がこの所管事務調査で調査した内容とほぼ一致するような形の中で今回、質問が出されてきて

いるのですね。それで、今までの議会の慣例から申しますと、調査が終わって、終了した次の

議会からであればなじむのですけれども、今定例会においては、その調査の発表と同時に質問

ということになりますので、若干ちょっと問題もあるのかなというところでございまして、き

ょう、産業厚生常任委員会の中で委員長も判断でいろいろあると思うのですけれども、若干そ

ういったこともお話されるということでございます。今せっかく議会運営委員会が開かれてい

ますので、会派の代表の方も来られていますので、この点について、参考までに意見を伺えれ

ばと思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 会派としての意見としてとらえていただいても結構ですけども。私は

産業厚生常任委員会の副委員長という立場の中で、この場所に委員長がいないものですからね、

あくまで産業厚生常任委員会の中で今回の内容については、松田議員と内容の確認をさせてい

ただかなければ、ここで云々という話はできないと思うのですよ。例えば、真意がもし違って

いるとすれば、そこでまた折り合いのつく話かもしれませんし。これは、委員長から産業厚生

常任委員会の場でしっかりと趣旨説明の中でね、委員会報告についての議論、所管事務調査に

ついての。結果報告についての皆さんからの意見がなかったということで今回ああいった報告

書になっているわけなのですね。ですから、その辺も踏まえて、松田議員との話の場を一度設

けさせていただくということで、今回、委員長が委員会のほうを急遽開かせていただくことに

なったと私はそう理解しています。ですから、今ここで会派の意見云々というよりも、もし、

一般質問の通告書のとおりの内容であれば、それは当然、今までの慣例からいっても、こうい

った常任委員会、それから、特別委員会を設けている意味というのもなくなるようなね、そう

いうことにもつながっていきますからね。ですから、その辺はまず松田議員の話を一回聞いて

みないと、ここで何とも議論しかねないかなと私はそう思っています。ましてや、今ここに委

員長がいない席でありますのでね。いろいろな意見があれば、ちょっとお伺いして、今回の常

任委員会が開かれる前に委員長にもお話のほうは伝えておく立場の一人として聞かせていただ

ければと思いますけども、どうでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 今、氏家委員から、氏家委員は産業厚生常任委員会の副委員長とい

う立場でもございます、その副委員長からそのような趣旨のお話がございました。きょう、午

後から産業厚生常任委員会が開かれますので、そこでの調整ということにしたいとは思います

けれども、また、何か参考までに意見があればというお話もございましたので、意見が皆さん

あれば、ぜひ、伺いたいなとは思います。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 委員長、産業厚生常任委員会のほうでの問題ですから、議運でどう

のこうのいう、議論するとか何とかということではちょっとと思うのですけどね。常任委員会

のほうで今、これからやられるというところで、まとめをするという中でいろいろとそういう

ことがあれば、常任委員会で十分議論していただいた後でないとね。やる前にやるのはちょっ

と違うのかなという感じがしますけど。 
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○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 委員長、僕の言っていることが皆さんに勘違いされたくはないのです。

勘違いされるというよりも、私が例えば議運で、各会派さんの意見を聞くということになると、

何かを想定して、仮定しての議論でしかなくなりますよね。そういった仮定した中での議論と

いうのは、多分この議運の中ではそぐわないでしょうと思うのです。ですから、産業厚生常任

委員会がきょうの 13 時 30 分から開かれますのでね、その辺の内容を受けて、もし、相談する

べきことがあれば、議運の中でまた、もんでもらうということがよろしいのかなと。そのほう

が、仮定の話をして、こうなったときはどうなのだとか、こうだったらどうだという話を今こ

こでしても始まらないような気がするのですよね。ですから、その辺について、皆さんが何か

意見があればということで、私は申し上げただけの話ですので。それだけは理解していただき

たいなと。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。そのような取り扱いのほうがベターだと思いますの

で、そのようにさせていただきます。取り下げることにいたします。 

 それでは、10 番目「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」で

ございます。事務局からどうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 常任委員会、議会運営委員会の次期所管事務調査事項ですが、

17 日第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。通年議会ですので議決は不要となります。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 11 番目「定例会の日程について」。事務局お願いします。 

○事務局主幹（森 隆治君） 定例会６月会議につきましては、会期を６月 17 日から 12 月 28

日の 195 日間とします。実質審議は３日間で行う予定をしております。お手元に全日程を配布

させていただいておりますのでご覧いただきたいと思います。第１日目が、６月 17 日開会しま

して、会期の決定をした後、一般質問を行います。一応４名予定しております。終了後、先ほ

ども言いましたように、各常任委員会を開きまして所管事務調査を決めていただくことになり

ます。それで、２日目です。６月 18 日、一般質問の継続となります。今回７名ですので３名で

一日を終えるということになります。最後の３日目ですが、６月 19 日ですが、この最終日にす

べての提案議案を審議しまして終える予定となっております。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 定例会の日程について、何か意見、質問あればどうぞ。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） はい。続きまして、その他に入ります。事務局どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 実は、北海道町村議会議長会の表彰規定に基づき、自治功労者

として堀部議長が 25 年表彰ということで受賞されました。それともう一つが、北海道町村議長

会から議会広報コンクールの応募ということで、私どもの議会だより、平成 19 年７月 31 日発

行の 120 号が今回、入選ということになりました。それで、６月 17 日の第１回目の本会議開会
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前に伝達を予定しております。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと前に戻るのですけど。森林・林業の木材施策の積極的な展開

に係る意見書の採択についてありましたよね。裏面の? の意見書の電子データについてのこと

をもう一回確認してほしいのですけども。これは、ここに空メールを、表題を意見書希望とい

うことであると送れば、向こうでつくった意見書のデータをこちらへ送り返してくれるという

ことになっているのですよね。それを１回皆さんのところに、来たら、ファクスか何かで送っ

ていただいて集まったほうがいいのではないかなと。もし、また日にちを改めてやるのであれ

ば、そのほうがよろしいかと思いますけども。多分そういった中身だと思うのですけども。違

いますか、事務局。 

○委員長（山本浩平君） 事務局どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） この文面から判断しますと、それを今こちらのほうに、国によ

る公的森林という表題がついています。それで、市町村の独自にあった形の中で表題が決まれ

ば、それを入れてやれば、その文面が使えるような形でそれが多分、中身は一緒だと思います

けど、それが送ってくれるということかなと思うのですけども。 

○委員（氏家裕治君） この表題の中身ですか。 

○事務局主幹（森 隆治君） 表題を意見書希望としてくださいということですから。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 向こうではね、意見書希望ということでメールを送ってくれというわ

けでしょう。白老町議会事務局で向こうに名前がいけばね、そこに作成した文書を送りますよ

ということなのでしょう、ここの中身は。だって、ここの表題そのまま使ったって意味ないで

しょう。ご検討くださるようお願い申し上げますと、これは各市町村に対して言っていること

だから、この中身とは違うのだ、この意見書の。一部修正を加えた意見書を作成しているのだ

から、その一部修正を加えた意見書をこちらでもらわないと。 

○委員長（山本浩平君） 事務局どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） わかりました。私のほうで、この文面だけではちょっとわかり

ませんので、このメールのあて先に送ってですね、また見てから・・・。 

○委員（氏家裕治君） ごめんなさい。僕の勘違いでした。こちらに付いているのですね。こ

ちらに付いているものがそれなのですね。ごめんなさい。勘違いです。申しわけありませんで

した。 

○委員長（山本浩平君） ほか、皆さんございませんか。なければ、暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時１２分 

                                         

再開 午前１１時２４分 
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○委員長（山本浩平君） 委員会を再開いたします。 

 第３次議会改革につきましてですけれども、先にその他のほうをやりたいと思います。夏季

における軽装の励行について。局長のほうから説明ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 最後に、今年度の総務課でお知らせ用に使う部分ですね。これ

は多分、掲示されると思いますけど。それのような実施を予定していると。毎年ですが、一応

７月１日から９月 30 日までの間を軽装、ＣＯ2削減等も含めまして行うということになってご

ざいます。内容は、上着を着用しない、ネクタイをはずす、半袖シャツ・開襟シャツを着用す

るというような内容になっております。それで昨年度、議会においては議会運営委員会で決定

をしていただきまして、その他の星印一番目の下に米印ついていると思いますから、各委員会、

常任委員会、特別委員会、本会議場でやるものを含めて夏季の軽装に合わせると。本会議は、

定例会の本会議については従来どおりネクタイ、背広、正装で臨むということに昨年度はして

ございます。この辺、ことしも継続でいいのかなと思っていますけど、この辺も少し議論いた

だきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今、局長のほうから説明がございました。この点について、皆様方

の意見を伺いたいと思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） おおむねいいと思いますけども、本会議場での、例えば正装。例えば、

僕は思うのですよ。上着を脱ぐぐらいのものはね、そこまではちょっと許してもらえれば。去

年あたりの猛暑だとか、ましてや、これからの例えば、これだけ燃料費が高くなってね、クー

ラーや何かをかけてどうのこうのということを考えればね、やっぱりそれなりの、自分の体を

自分で守るぐらいのことは考えていかなければいけないのではないですかね。別に背広一枚脱

いだことによってね、議会の空気が乱れるわけでもないでしょうしね。やっぱり、それが一つ

の軽装という形の中でね、より充実した議会になればね、僕はそれでいいと思うのですけども。

暑さの中でうだうだしてですね、もうどうでもいいやみたいな話の議論をするよりもね、その

ほうがずっといいと僕は思いますよ。 

○委員長（山本浩平君） ほか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、氏家委員からもそういう話が出ましたけども、議会内だけでの

あれならいいのですけど、今、考慮の中にですね、インターネット放映もしているということ

でね、やっぱりそれをずっと全部放映されているものですからね。その辺も含めた中でのやっ

ぱり考えも頭に入れながら一つ議論していただければなというぐあいに思います。やっぱり放

映されて、別にネクタイないからどうのこうのというわけではないですけどもね。そういう面

もやっぱりちょっと見た目の感じもあるものですからね、考えられるものですから、その辺も

含めて、ぜひ、お考えいただきたいなと、皆さんでね。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 僕はネクタイはずすとか何とかと言っているわけではないのです。一

つの今の正装がこの形だとすれば、例えば暑いから上着を一枚脱ぐぐらいはね、例えばインタ

ーネットで放映されているから、ネクタイもはずして、何もはずしてやっていくというのでは
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なくて、例えばインターネットもやっているでしょうし、見た感じもあるのかもしれませんけ

れども、上着をはずすぐらいはね、その許容範囲ではないのかと僕は思うのですよ。皆さん、

どう思っているか、ちょっと確認していただければ。例えば人間様々あって、暑さに強い人も

いるでしょうし、暑さに弱い人もいる。その中で、それでは、暑いからってクーラーをがんが

んかけて議会をやっていく必要があるのかという話にもなるではないですか。これだけ今、財

政厳しい中でそんなことをやっていたら、本当にそれこそ町民に笑われますよ。僕はそういう

ふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 本会議はね、この期間中でいくとね、９月の１回だけなのですよね。

そこは２日か３日の本会議だからね、そこは我慢してね、やはりやったほうがいいのかなと私

は思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ほか、どうですか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は、私は氏家委員の意見に賛成なのですけどもね。気候の変更とい

うのは今、最近この何年かというのは非常に夏場の暑い時期がくるのですよね。それで今、氏

家委員が言われたようにね、クーラーを必ずやっぱり入れる状況になっているのです。北海道

とはいえ、議会については。ほかの家にはクーラーなんかないのですけどもね。やっぱりそこ

に暑いというのはもう、これは皆さんそういう状況は全員感じていると思うので、そこをこの

状況の中でね、厳しいまちの財政状況の中で、今、言われたクーラーをばんばん入れて涼しい

ところでやるかという。そうであれば、逆にクーラーを入れない状況の中でね、上着の一枚く

らいはこう。当然ネクタイはしていてもね、上着の一枚ぐらいは脱いで議論したらどうなのだ

というのは私も同じ意見です。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。私の場合は女性ですので、ネクタイ云々というのはあま

りわからないのですけども、実際にインターネットで放映していても、放映される部分がアッ

プで映るわけでもないし、ネクタイをしているということがはっきりわかっているのであれば、

しないよりはしているほうがいい、そういう部分で言えばやっぱり、男性の皆さん、やっぱり

長袖の背広の上着というのは結構負担が大きなものですよね。そういう部分では、氏家委員の

提案で私はいいと思うのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 新風でございますけども、この件については会派の中で今回は協議

したことはないのです。今回は協議したことないのですけども、私個人的な意見を申し上げま

すと、何のためにクールビズというのをやっているのかというところなのですね。国会中継等

を見てもクールビズの期間中はネクタイしめて質問されている国会議員の先生もいれば、クー

ルビズの形の方もいらっしゃいますし様々だと思うのですけれども。私は、先ほど議長からお

話出ましたけども、逆に、インターネット中継されているからこそ、逆にクールビズをやって

いるのだよというのをね、省エネのためにやっているのですよというのを別に包み隠さずその

ままでいいのかなと思うのです。ですから、多分、私が一番柔らかいことを言うと思うのです
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けども、なぜ、本会議だけ特別にしているのかなとずっと思っていました、前回は。逆にクー

ルビズのままでオーケーではないのかなと。ですから、行政側の課長さんたちも理事者もクー

ルビズの格好で来ていただいて、この時期に関しては、もうノーネクタイでも構わないと。し

かし、どうしてもネクタイをしないと何か調子の悪い方もいらっしゃるかもしれませんのでね、

自由でもいいのかなと。このように私個人的には思っています。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、委員長のほうからお話があったけれども、この文章でいくと、

理事者のほうは、説明員のほうは本会議においては従来どおりというから、普通の背広を着る

ということだね。そういうことですよね、これね。従来どおりとするということで。今、議運

の委員長が言われたように、こちらもそうしたいから向こうもしてくれというような話で、や

っぱりお互い話し合うべきだというようなそういう意見ですよね、今ね。これはよく見たら、

議会だけかなと、向こうのほうで一応本会議については従前どおりの服装とするというから、

我々はどうするかということだな。向こうはとりあえず今までの服装でいくということで、そ

の辺も含めて。私もどっちがいいのか、どうのこうのというのはなかなかわかりづらいのでね。

やっぱり、それぞれ取り方ありますからね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは３年目なのですよね。クールビズをやってから３年目で

ありまして、１年目はすべて、本会議も委員会もクールビズ対応ということでやっていたので

すよ、一回は。ただし、町側は背広、ネクタイで議場に臨むのですよね。当時の総務課長の話

では、やっぱり議会というのは議論する場で、緊張感という形の中からいったら、やっぱりち

ょっとねという話があって、向こうは背広、ネクタイで来るのですよ。それで、昨年度から、

それであれば本会議は背広、ネクタイにするかということでそうなったのです。ですから、議

論ですけども、やるのなら町のほうも全部そういうふうにしてもらったほうがいいのかなと。

議会だけ、例えばノーネクタイ、上着なしで、町側が背広、ネクタイで出てきているというの

は違和感も当然あります。それは、町側もお願いしますと、逆に議会から投げかけるのか。ど

ちらとも正論だとは思いますけど。そういう経過がありましたので、昨年度はそういうふうな

形になりました。私からちょっと参考です。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 内容わかりました。そうであるなら、議会から町に対して、そういう

事情もお話すれば、多分わかると思うのです。そういう形で進められたらいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕、この話を別にごたごた言う話ではないと思うのです。例えばね、

自由にしてしまって。委員長の言われる話はすごく理解するし、納得もするのだけども。あま

りにも大きな切りかえに戸惑う、特に行政側は今までそういうふうにしてね、総務課のほうで

もそういう何かがあるのでしょう、今までの行政マンとしての。もし、そういうものがあると

するのであればね、まずは上着一枚から始めましょうよみたいなところから始めたほうが、す

っきりするのではないかなと思うのです。段階踏んで今までもやってきているのではないかな
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と思いますからね。ですから、もし、すっきり同じく行政も議会も足並みそろえられるとすれ

ばね、まず、上着一枚、お互いにその辺考えてしましょうよみたいなことから始めたほうが、

僕はいいような気がするのです。やっぱり、抵抗ある人はあると思うのですよ。どうしてもね、

いくら暑くてもやっぱり寒がりな人は、やっぱり背広着ていないとなんか落ち着かないという

人も中にいるでしょうしね。でも、その中で一枚脱いでね、暑いから脱いでという形の中で議

会が進むのであれば、僕は別に、この一枚脱いでね、背広姿でネクタイで一般質問や何かでも

って登壇したときに、それが恥ずかしい姿だと僕は思わないしね。それがやっぱり清潔感もあ

る姿だと僕は思っているので、決して議員のイメージを悪くするような問題ではないと思いま

すから、まずは一枚から始めましょうよというところから行政側に投げかけてみてはどうでし

ょうかね。僕はそれが一番ベストかなと思うのですけども。 

○委員長（山本浩平君） これは会派で打ち合わせとかしていないと思いますので、個人的な

意見を今、伺ってみたいと思います。大渕副委員長いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。無責任なことを言う気はありませんけれども、僕はど

っちでもいいです。背広着れと言ったら着ますし。クールビズだから、やっぱりクールビズが

本質なのだから、それに沿った形でやられると。ただ、だからといって背広着たいのをだめだ

よというわけでもないのだから、そこら辺ならだめなのかなと思っていました。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） ただね、一つやっぱり一点。先ほども申し上げましたけども、「暑いな。

クーラー入れろよ。」とこういうね、これはやっぱり控えたらどうかということなのですよ、実

は。本質はね。私が言っていることは。当然、暑さを我慢してやらなければならないのでしょ

うけどもね。もし、そのまま着てやるとなるとね。そのぐらいのものをもったらどうかいとい

うことなのです。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私、原則的には委員長が言ったとおりです。僕は、本会議であ

ってもネクタイはずして。最低のルールはありますからね、開襟シャツとか。僕はそれでいい

かなと思います。それと、やるのであればやっぱり、今、氏家委員がお話しされたように、ネ

クタイしめて上着を脱ぐとか、ある程度それをしておかないと、片一方は上着着てがちっとし

てですね、暑いからクーラー入れてとかね、片一方はクールビズしていてね、それ以上入れら

れたら寒いとなるからね、その辺やっぱり。その部分だけ整理しておけばいいのかなと僕は思

うのですけど。私は町側にもやっぱり。逆に町側も遠慮しているのですよね。それで、一段高

いですからね、議長もご存知だと思うけど暑いのですよね。だから、議会の側でこうだよと言

えば、向こうもネクタイはずすとかね、上着を脱いでくると思いますので、私は本当、もっと

もっと開放的にしたいのですが・・・。 

○委員長（山本浩平君） これは、今回の６月議会は当てはまりませんので、若干このような

話がきょうの議運の中で出たということで、町側と若干調整をさせていただきたいと思います

が、そういうことでよろしいですか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 今、局長からの確認なのですけど、本会議においては従前どおりの

服装としますという部分を取ってもらうということで投げかけてみると。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 去年は、先ほども言ったように、一番最初のときは全部クール

ビズ対応したのですけど、町側が着てくるものですから、どうしても緊張感という部分の町側

の意向もあったものですから、去年はこういうふうにしたのですよ。ですから、議会側の申し

出と、こうなっているのですよ。ですから、逆に言ったら、うちからは全部、上着脱いで、ネ

クタイはずして来てくださいと言えば、そういうふうにして来られるのではないかなという気

はするのですけど。ただ、何人か着ていると違和感あるのだよね。 

○委員長（山本浩平君） あまり縛ることもないかなと思うのですよね。 

○委員（氏家裕治君） だから、それで投げかけて歩み寄れる部分があって、少しでもクール

ビズに近づければいいでしょう。 

○委員長（山本浩平君） そう思うのですよね。そんなところでよろしいですか。 

 それでは、議会改革についてのところに入りたいと思います。第３次議会改革についてです。 

 すみません、その前に。その他、ほかにありますか。何か局長。ないですね。 

 第３次議会改革についてでございます。局長のほうから説明をいただいていいでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） いや、これは前のそのままですから。 

○委員長（山本浩平君） そうですか。 

 各会派で持ち帰っていただいて検討していただくということになっていたと思います。第３

次議会改革の取り組み等のまとめにつきましてもですね。この文章に関しては特段問題ないと

いうことだったのですね、前回の議運の中で。項目もありましたですね。この点について、会

派で議論されたところ、どちらからでも結構です。挙手にてどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 前回、この３ページの? の改革の基本的な考え方の２行目ですね。こ

の中の後段のほうで、「町民の代表者」という部分が実はこの委員会の中で、この代表者という

のはどうなのだいという意見が出されたものですからね。ほかについては特に大きなことはな

かったというふうに会派では話し合っております。それで、この「町民の代表者」というのは

どうしてもやっぱりおかしいねという話を私たちも。そういうことで町民の付託を云々という

ふうにしたほうがいいのではないのかという話になっています。その文言がちょっとすらっと

はいかなかったのだけども、付託を受けた・・・というようなものにしたほうがすっきりする

ねという話はされました。 

○委員長（山本浩平君） これは確か、この部分に関しては前田委員外議員から出た提案でし

たよね。何かいい言葉がございますか、これに代わる。前田委員外議員、いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君） 今言ったように、全部の文言は別にして、付託者とかね、付託

されてきたとか、代弁者とかね、そういうような言葉があるのかなと思います。そういうよう

な言い回しを。どれがいいかはわかりませんけども。やっぱり代表者となると、ちょっとおご

ったような言葉のニュアンスになるのではないかなと私は思います。 
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○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 住民自治基本条例の中で、議員の責務となって 17 条に「議員は町民

から選ばれた代表として」とこうなっているのですよ。「公益の実現に努める義務を有します」

となっている。「代表者」と「代表として」と、ちょっとあるのだけれども、条例にはこういう

ぐあいに載っているから、代表という言葉を使ってもそう違和感はないのかなという感じもし

ます。今、たまたま見たら、条例に載っている。だから、その辺ね。今、柔らかく、へりくだ

って、付託を受けたというような形でもありますし、代表という言葉を使っても、ここにも載

っていますので、そういう面では極端な、何も威張ったようなあれではないなというぐあいに。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今、議長がお話した点。「選ばれた代表」であればわかるのです

よね。「代表者」ですから、これは。だから、「選ばれた代表」であればね。「代表者」なら・・・。

そういう解釈になると思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、町民に親しまれる議会の中に、積極的な広報広聴活動というの

がありますよね。そこの改革の内容のところに、これは広報広聴常任委員会の部分の機能を十

分に発揮させという部分でその続きにね、「信託を受けた町民に対する」という、この文言が入

っているのですよね。ですから、もし、変えるとすれば、この言葉で統一されたほうがいいの

かなと思ったりもします。町民に親しまれる議会の中に、積極的な広報広聴活動という部分が

ありますよね。改革項目の中に。その改革の内容の中にね、「信託を受けた町民に対する広報活

動を推進するため」とかという文言があるのですよ。これは、広報広聴活動の常任委員会の部

分で言っているかもしれないけれども、議会としてもね、議員としてもそういった文言を使う

ことはできるのではないのかなと。もしかしたら、「代表」というよりも。「代表」を使うので

あれば、今、議長が言われた、そういった言葉の整理をしながら「代表」という言葉を使うか。

この「信託」という言葉で、例えば議員の町民に対しての責務をやるのであれば、「信託」とい

う言葉も別に問題ないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 自治基本条例の中では確かにそういう文言でうたわれているとは思う

のですが、ここで今言っている、「町民の代表者」とストレートなところがやっぱり皆さん違和

感があるのかなというふうにとらえているのですけども。そうすると、やっぱり少し、そこに

は今、「信託を受けた」とかね、「付託を受けた」とかという部分が入ってくれば、すぐに問題

はないのかなというふうには思います。 

○委員長（山本浩平君） 「代表者」という言葉を使っても、その上にそういった文言を入れ

れば問題ないと。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私、先ほども言いましたけどね、条例と、それから倫理条例ね、そ

れには「全体の奉仕者として」と書いてみたり、「町民全体の代表者として」とかね、ばらばら

なのですよ。だから、特にね、それにあまりこだわることはないなというのが私の結論ですね。
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ばらばらで統一されていないのです。あるところでは、「信託を受けて」、「奉仕者」とか、ある

時は「町民全体の代表者」としてとかね、そういうふうに書いていますので、あまりその辺は

どちらも同じような形でとらえていいのかなという感じがしますね。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 どのように取り計らったらよろしいでしょうか。及川委員。 

○委員（及川 保君） そういう形であればね、細かいところでどうのこうのというようなも

のではないなとは思いますけどね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、それを直すとすれば、「町民から信託を受けたとの」と直せ

ばいいのではないですか。それで今、もう一つあるのですよ。５ページの議員の倫理でも「町

民の代表者」と出ているのですけども、そこも直さなければだめですね。 

○委員長（山本浩平君） 議員の倫理というところを見てください、５ページの。 

○事務局長（上坊寺博之君） だから、みんな「信託」に直しますね。 

○委員長（山本浩平君） どうですか。もう全部「信託」に直すということで統一するという

ことでよろしいですか。それでは、文言は先ほどの文言ですね。もう一度、局長のほうから。 

○事務局長（上坊寺博之君） ３ページは「町民からの信託を受けたとの強い認識を持ち」で

すね。それで、５ページの倫理条例の改正は「町民から信託を受けた議員のモラル向上」と、

こういうふうに直したいなと。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ほかにこの文章及びこの議会改革の取り組み、または、この体系で

すね。体系は後ろに書いております。これらについて、何か会派で意見が出たところあれば、

どうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 町民に開かれた議会の改革項目の中での議会の情報の公開。それで、

先回、広報広聴の副委員長さんが来られて、その辺についての話が出ていたものですから、そ

の辺についてちょっと会派の中で話し合ったことを何点か。議会広報の内容の改革という部分

もお話しされていましたよね。例えば回数だとかいろいろな部分。今は年４回の定例会の広報

活動されていますけど、その中でも、例えば予算が許すのであれば、例えば今、白老町が抱え

るいろいろな問題、これから多々出てくると思います。こういった号外版も含めて、もし出せ

るのであれば、そういったものも検討してみてはどうかということが一点出ていました。 

 それから、編集内容についてのことなのですけども、この編集内容についても、これは広報

の中でもいろいろ検討される部分だと思いますけども、例えば今までは、義務的にと言ったら、

ちょっと言い方は違うのかもしれませんけども、答弁書をもらった形の中で、その中での整理

でしたよね。これを、もし、会派ごとで例えば広報の記事を分担したときに、例えば２答目、

３答目の内容も確認しながら、そういった編集ができないかどうか。そういったことをやっぱ

りしていくことが、これからの議会の情報の公開にやっぱりつながっていくのではないのかと
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いうことが出ておりました。この部分で、この間、副委員長さんが来られての話の中でね。そ

の辺も会派の中でちょっと考えてもらいたいという話だったので。ちょっと僕、勘違いしてい

るかな、今、話していることが。もし、あれだったら別にやる話なのかもしれません。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。それは広報の中で多分やるというふうに聞いておりま

したので。それぞれ各会派で広報の関係も議論していただくことになっていると。 

 新風ですけども、特にありません。このまとめ、この後ろの体系の中でも、いろいろ時間を

かけて議論してきている中身をまとめているものなので特にないということです。及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風です。この一番最後の体系ですよね。この中の検討というのは、

いくつか検討課題としてはあるのですけども、うちとしてはね、これはきちんとうたっている

わけですから今後ね、今こうするとか、ああするとかではなくて、きちんとやっぱり話し合わ

れていくことがここにうたっているわけですから、特に問題ないなというふうに私の会派では

そういう議論で収まりました。収まりましたというか、これでいいのではないのかいというこ

となのです。特に問題ないということですね。 

○委員長（山本浩平君） 共産党さん、いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは要するに、これから何を具体的にやるかという中身だから、

そういうことで言えば、僕はもう、修正もきくわけで、これが絶対的なものでもございません

ので。私たちは全部議論しました。ただ、両方の委員会に属しているわけですから、その中で

それぞれが責任持ってやったことですから、私たちはこれをきちんと具体化するときにきちん

とした議論をしていこうということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん、いかがですか。 

○委員（近藤 守君） このままで結構です。ありません。 

○委員長（山本浩平君） 全体的に、公明党さん、いかがですか。 

○委員（氏家裕治君） 同じです。これから具体的な議論の中でしっかりとして。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私も、これから今後、具体的な議論の中でまた精査していけば

いいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この所管事務調査の結果報告のまとめはこの中身で行う

と。19 日ということでございます。それで、先ほど文言を変えた部分はあのように「信託であ

る」ということで文言を変えるということで押さえておきたいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） その他、皆様のほうから何かございましたら、どうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 意見書の訂正についてなのですけども、今度の議運が開かれるとすれ

ば、19 日では間に合わないですから、本会議の前、16 日ですか。そのときでいいですかね。ち

ょっと議運の日程が入っていなかったもので、その辺だけちょっと確認させていただければ。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。何日から開けますか。16 日の特別委員会終了後ですね。

ほか、皆さん何かございますか。 
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〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） それでは、以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたし

ます。お疲れさまでした。 

（午後 ０時０２分） 


