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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１６日（月曜日） 

   開  会  午後 ０時２１分 

   閉  会  午後 ０時５４分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

 １．定例会６月会議意見書（案）の調整について  

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

 １．定例会６月会議意見書（案）の調整について  

                                         

○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 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  議会運営委員会をこのまま開きたいと思います。ちょうど昼に入り

ましたけど、手短に終わらせたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。 

（午後 ０時２１分） 

                                         

○委員長（山本浩平君）  先般、意見書案につきまして若干、委員の皆様方からご意見がござ

いました。また意見書 14 号に関しましては、事務局のほうでこの森林関係の議員連盟とのかか

わり合いに関して再度、調べていただくということになっておりましたので、この２点の取り

扱いについて協議したいと思います。 

まず意見書案第 13 号「クールアース・デー」（地球温暖化防止の日）の創設等を求める意見

書でございます。前回、委員の方から削減の中期目標数値等を入れたほうがよろしいのではな

いかといろいろ意見が出まして、その中で提出者のほうから、持ち帰りをしていろいろ調べた

うえで再度提出したいとご意見がございましたので、提出者のほうからご意見を再度お聞きし

たいと思います。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。皆さんのお手元に新聞記事の部分なのですが、配布させて

いただきました。これは「低炭素革命」基本方針ということで首相表明の中での文面なのです

が、この中で中期目標についての文面が、ちょうど中段部分に書いているのですが、中期目標

については来年末の国連気候変動枠組み条約第 15 回締約国会議、この中にですね「わが国の国

別総量目標を発表したい」というふうになっているのですよね。実際、温室効果ガスの 05 年度

比 14％削減が2020 年までに可能との見通しを示したという部分も、ここに出ているのですが、

その辺の文面の整理を中期目標については、もう一回ここを皆さんで考えて、もし何か意見あ

れば、お聞きした中で文面をつくっていきたいと思っておりました。それから、京都議定書上

との関係ですけれども、これは日本として 12 年までの京都議定書上の目標を確実に達成するべ

きであるという文面を一項目入れておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 以上ですか。 

○委員（氏家裕治君） はい。 

○委員長（山本浩平君） 意見書としての何か、このように変えましたというものはないので

すか。ここで再度皆さんに諮らなくてはならないですが。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 意見書の記の部分の、５点入っているのですが、５点の追加の部分で

６と７に中期目標の部分と、それから京都議定書の関連部分、それを載せたいということなの

ですが、それでいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  もし具体的にお示しできるのであれば、お願いしたいのですが。 

○委員（氏家裕治君） 中期目標についてもですね、文面の中では来年のしかるべき時期にと

いう部分で書いてあるのですが、これも早急にという形の中で目標を設定し、取り組むべきで



 3 

あるというような形の文面に変えていきたいと思います。 

それから京都議定書上の目標値について、ここに日本として、この１、２年のうちに確実に

排出量をピークアウト（減少に転じさせ 1990 年比での６％削減）に取り組むと話になっている

のですが、これも日本としての京都議定書上の目標を確実に達成するよう求めるという形の中

で文面の整理をしたいのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） この当初、意見書を提出されたときに、ご意見がございましたのは

大渕副委員長から若干、中期目標数値に関して中期目標を挙げたほうがいいのではと、お話で

ございましたので、大渕副委員長のご意見伺いたいと思います。はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 基本的には今言われたのですが、一つはこの本文に現在の状況、

要するに京都議定書で６％マイナスと言っていましたが、今プラス 6.4％だと、どこかにその

数字を入れていただけないかということが一つなのです。この間言ったのは。本文です。それ

は事実だけです。実際、新聞発表されていますから。それをどこかに入れられないかと。そう

しないと記の問題点が明確にならないという意味なのです、私が言っているのは。それが一つ

です。それは前田委員も確か言われたと思いますが、マイナス６％が 6.4％プラスになってい

ますというあたりを一つ本文に入れてほしいと。 

もう一つ、今のことで京都議定書の関係はいいです。12 年までが目標ですから。６％減らす

というのは目標ですからいいです。ただ、ここの中期目標で 20 年まで日本として 05 年度比で

14％削減が可能になっています。可能ではなく実施。可能という表現は私はまずいと思います。

可能というのは、やってもやらなくてもいいという意味ですから、実際 50 年まで排出量 60 か

ら 80％、世界的には 80％なのですが、80％にしなと温度が最低 1.1 から下げ幅４度、地球規模

では温度上がると言われています。４度上がると多分地球は滅亡するでしょう。２億から３億

の人口が死ぬという状況ですから、そうなるとやはり全世界的には、多分 80％が 50 年までの

目標になると思います。これももう全世界的には間違いありませんから。そうなると 20 年まで

の 14％が少ないか多いかということがありますが、その議論はいいです。ここで、そんなこと

やっても仕方ないですから。私も根拠のない話ですから。私は 20 だと思っていましたが根拠な

いですから。ただ、こういうふうに首相が言っているのであれば、可能ではなく、やれという

意見書にしていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） はい、氏家です。国の示す中期目標については、早急にわが国の国別

総量目標を。この文章、もう一度整理して皆さんのところにファクスいたしますので、それで、

もう一度皆さんのご意見あればお聞きして、その中で最終的に取りまとめたいと思います。今

の意見十分わかりましたので。 

○委員長（山本浩平君）  はい、副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） くどいようですけど、今私が言った京都議定書 12 年まで守るとい

うのは結構です。中期目標は別に 14 がいいかどうかというのはいろいろ議論がありますが、こ

こでは書いているのは首相が言ったのは、14 年まで可能と書いていますけど、いくら譲っても
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14 年まで可能ではなく、やるというふうにしてほしいということなのです。それは、京都議定

書の関係とは６％との関係とは違いますので、そこは一つお願いしたいと、この前文に事実関

係だけ、要するに現在はマイナス６％に対してプラス 6.4％ですという文章を、どこかに入れ

て、そのためにこのことをやるわけですから、それだけをお願いしたいということであります。 

○委員長（山本浩平君）  はい、副議長。 

○委員外議員（吉田和子君） これは、あくまでも意見書ですので 14％やるとは、首相の考え

なのです。だから、私たちが出しているわけですけれども、私たちの党としてはもっと目標が

高いのです。それを私も伝えていなく、きのう見て調べたらあったので、確か 20 か 25 になっ

ているはずなのです。ですからそれを設定したいと、このようなときに首相の数値にこだわる

ことないと少し思ったので、そういうふうに訂正して送らせてもらうように、すいません。 

○委員長（山本浩平君）  局長、スケジュール的にいつまでですか。きょうではないとだめで

すか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  具体的に上げるか上げないか。それを前提で皆さん上げていい

ということになります。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。きょう中にまとめてファクスあげるということで

ございますので、精査をしていただいて、何か意見のある方は事務局に連絡ください。ない方

は、それでよろしいということで確認を取りたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

この件で何かほかに意見お持ちの方いらっしゃいましたら、どうぞ。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは意見書第 14 号でございます。再度、事務局のほうで今まで

の、この議員連盟から出た場合の対応等も含めて、再度調べてみるということでございました

ので、事務局からよろしいでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的には、意見書の要請が議長会からくるものについては取

り上げるということになっております。これは、議会運営基準の中には載っていますが、これ

は議長会の構成員であるということから議長会に出すようにしてございます。この議員林活議

員連盟の白老町の議員会として加入して、従来から道の議長会の意見書要請と同じような扱い

で行っております。それで提出者は現在、白老支部の会長は議員会長がなっております。近藤

議員が議員会長でございまして、この議員連盟の白老支部の代表ということになっています。

監事さんが一人おられたのですが、従来は宗像議員がやっていらっしゃる、私は正、副議長が

それにあたってるいのかと理解はしていたのですが、何か聞きますところ、宗像さんはずっと

議員になられたときから、これを設置したときからやられているということで、必ずしも正、

副議員会長ではなかったことが判明いたしました。ただ、慣行によれば近藤議員と副会長の斎

藤議員で出されるのがいいのかと思っております。基本的には構成団体ということで従来は委

員会と議長会と同様の扱いをしてございました。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  今、局長から説明がございましたとおり、今までの慣例から申しま

すと議員会長が白老支部の代表ということでございますので、そのような形で近藤議員、そし
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て議員副会長の斎藤議員という形で提出するということで皆さんよろしいでしょうか。内容に

つきましては、前回の議運の中では特に特段、皆様方のところからご意見ございませんでした

ので、手元にある意見書の内容のまま提出をさせていただきたいと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  そのほか。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） はい、及川です。実は新財政改革プログラムの中身なのですが、現在、

総務文教常任委員会の中で使用料・手数料の部分、議論、審議しております。調査事項として

審議しております。実は、今定例会の中で条例案が出されることになっております。そこで、

前回の議会の中で付託案件になるだろうというような話であったのですが、もう既に中身も踏

み込んだ中で、実は議論されておりますので今回、定例会の中で、実は総務文教常任委員会所

管事務調査報告がされる予定になっておりますけれども、お諮りしたいのですが、付託、さら

にまた調査することが必要かどうか委員長として疑問もまたありましたので、皆さんにお諮り

したいのですが。付託案件にするかどうかの、その議論を決定していただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  財政の特別委員会の中で、使用料・手数料については分離して

議論しないと、総務の委員会が今審議中ですので、そちらにお任せしますということで進んで

ございました。財政改革プログラム一連関係ございますので、基本的には小委員会の議論の中

では６月議会に条例提案が出てくるだろうということで総務の委員会に付託というような中の

プログラムというか進め方を想定してございました。先日の 13 日、私は病院に行っていまして、

その場で諮ろうと思っていたのですが、機会がなかったものですから、きょう委員長に提案さ

せてもらいました。総務のほうは 30 日行政側にお呼びしまして、今回 19 日の冒頭で報告する

予定ですが、その内容をくんで使用料・手数料の条例案を上げるようにということを委員会の

中で伝えてございます。 

 今回、町側から議案説明受けたとおり、課題のありましたプールの料金の関係も条例提案と

して、委員会が指摘したとおり出てきていないですね。閉館と一緒に協議するということで、

一部保留になっております。何点か高齢者の問題もありますね。何点か言ったものも今回出て

きていないものですから。あえて、付託して議論しなくてもいいのではないかと、委員会報告、

最終日しますが、条例案を提案される前に報告しますが、それをくんだような条例提案である

のかとみていますので、あえて付託しないで、一括採決でもよろしいのかということで、その

辺の 13 日にすればよかったのですが、できなかったものですから、今、議会運営委員会で諮っ

ていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  今、説明がございました、使用料・手数料の条例案を総務文教常任

委員会に付託しなくてもよろしいでしょうかということの提案でございます。皆様方からご意

見を伺がいたいと思います。はい、副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、大渕です。総務文教常任委員会の中で、そのように確認さ

れ、確認といったらおかしいですが、いいですとなっていたら、別に何も無理やり付託しなか
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ったらだめだと全然ならないですから、ただ総務文教委員会の皆さん方が、それでオーケーで

すということになっているのであれば、それはそれで、それ以外の方が本会議で議論どんどん

すればいいですから、私は構わないと思います。総務文教の中で十分議論が尽くされて、その

結果納得して報告されているわけですから、もう同じ議論にしかならないということですね、

今の報告では。ですから、そういうことで付託する必要がないということであれば、それはそ

れで総務の意見を尊重すべきだと、私は議会ですから、もう一回ここで、また決めてもう一回

同じことを総務にやれというのは、何かおかしいでしょうと思いますが。 

○委員長（山本浩平君）  はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 大変申しわけありません。説明不足もあったのですが。今、大渕副委

員長の言われるとおりでございまして、延べ５日間にわたって、３日間の予定がさらに２日間

多く議論しておりまして、ただ、今冒頭にありました常任委員会で、皆さんに、では付託しな

くてもいいような形でよろしいかというお諮りしていないのです。もう目の前にあるものです

から、このあたりを確認とらなくてはならない。皆さんに確認していませんでしたよね、確か。 

○委員長（山本浩平君） 議運で決めていいのかという問題あります。 

○委員（及川 保君） ですから、逆にきょう皆さんにお諮りして、そのものがいいのかとい

うふうに、今思いました。 

○委員長（山本浩平君）  ルール的にどうですか。委員長、副委員長いらっしゃいますよね。 

○委員（及川 保君） 副委員長、実はいないのですが。私は、実はそういうような形で、ま

たこれを付託されたとしましても、結局同じ議論をまたしなくてはいけないということがあり

ましたものですから、きょう副委員長に相談なしに補足説明させていただきました。 

○委員長（山本浩平君）  はい、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。そこは意見調整していただいて、付託するかどう

かは当日までわかればいいことですから、ただ手法としてはあるのですよね。例えば特別委員

会に付託することもやってできないことではないでしょう。しかし、その後半分の人達が議論

しているのですから、多く情報重ねることになります。そのようなことばかりする必要ない、

議会の一つの機関が特別委員会できちんと決定して、そこを外して総務文教委員会にお任せし

たのですから、私はそこが十分議論したことが伝われば付託しないと別に決めることもなくて、

そのままいけば付託しないことになりますから、そのままいけば本会議で議論になって終わり

と、それ以外の議員さんが議論しますので、それでいいのかと私は思っています。 

○委員長（山本浩平君）  各会派に伺ってみたいと思います。公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 今、大渕副委員長が言われた、そのとおりでよろしいかと思います。 

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 私も副委員長なのですが、大渕さんのでよろしいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  新風は異論ございません。清風さんも、それはもう構わないという

ことですね。前田委員外議員どうでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君）  私は総務ですけど、委員長に失礼ですけど、なぜ話しているの
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かと思ったのですが、やはり総務に決めるべきだと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君）  今、皆さんにお諮りしたところ、付託をしなくても構わないという

ことでございます。また、委員長も副委員長も、きょうのこの議運に出席ということでござい

ますので、確認をとらせていただいた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）  はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君）  急遽ですが、たまたまこの間、一般質問を締め切ったときに議運が

開かれて、一般質問それぞれ認められてきたのですが、たまたま松田議員の一番目の 19 年度町

有地の町有保安林の売り払いの件の質問ですが、その時点で、私も確実にそうだと言い切れま

せんでしたので質問は受理して議運にも諮ってきたのですが、その後常任委員会で、この件に

ついては今、所管事務で取り組んでいるということ、それと、その結果報告が質問の後に行わ

れるということですので、今までの議会のルール上、常任委員会、特別委員会で取り組んでい

るものについては、報告が終わるまで一般質問はしないという形できておりますので判明した

時点で、常任委員会の委員長にも確認したうえで、これは一般質問を認めることはできないと

いうことで本人にもお伝えし、この一番目の町有林、保安林の質問については、今回、議長と

して許可しないということで取り扱っておりますので、一応報告をしておきます。 

 議運で皆さんで確認されたい事項ですので、そういう形で今回は取り扱うということでござ

います。その旨、本人にはお伝えしてあります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 今、報告がございました。何か、特段ございましたらどうぞ。はい、

及川委員。 

○委員（及川 保君） 私どもの会派の一議員でございまして、今後、今回は委員会の中で既

に調査されている状況の中での議長の判断で、こういう結果になったわけですけど、今後こう

いうこともあり得る状況を考えると、一議員が一般質問するということは非常に議員にとって

は大変なことなのです。ここは、やはり議会として白老町議会として、どういう判断を今後し

ていくかということも、きちんとした明確的なものが、今、規定された中でのものがないです

から、非常に混乱も今後あり得るというのを、実は、私は感じております。 

 今回の一件については、私としても遺憾に思っているのですが、ぜひこういうことが改善さ

れていくような形で、取り計らいをしていただければ本当に一議員としての質問の質というの

は、非常に重いと、重いというのを考えると大変残念だというふうに感じております。ですか

ら、何らかの今後の改善されるような方向を、やはり取っていけるように今後、議会改革の中

でも、私のほうでも進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  今、及川委員からご意見がございましたけれども、何かこの件で、

ご意見がございましたらどうぞ。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 例えば、今までの言葉上のルールの中で皆さんが認識してきたという

ことでは、これからはだめだということでとらえるべきだと、私は今思って聞いていたのです

が。であれば、例えば、これからの各常任委員会、特別委員会、そういったものを設けていく、
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その中での各議員の一般質問が必要になってくるということであれば、その辺の課題は議会運

営上の会議規則の中でしっかり、これからうたっていくことが必要になってくるのかと、そう

しないと例えば、個々の思いで質問するという話で、それが成り立ってしまうと会派制度を運

営している議会運営上の問題も出てくるでしょうし、それから特別委員会だとか常任委員会で

取りあげる意味が、そこに成立しなくなったりすると思いますので、もしそういうことであれ

ば、そういった一般質問、それから、そういったものについての会議規則上できちんと載せて、

皆さんのわかるようにしていくことが、一番必要なのかと私はそういうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君）  議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君）  今、ご意見出ましたけど、今回の私の一般質問の許可をした、しな

いの問題ですけれども、これは今、お二方から議論ありましたけど、それとまったく今後の議

会としての対応についてでございますので、それは別として今まですべて規則にあるものもル

ールですし、規則になくて、皆さんが申し合わせで慣例して先例としてやっているものについ

ても、私はルールだと思っておりますので、そういう形のルールの中で今回、議長として判断

した行為でございますので、その件がやはり首がかしがるということがございますれば、皆さ

ん今後の中で、そういう主旨で発言されたと思いますが、この中で皆さんで十分議運なり、い

ろんな中で議論して今後こうやっていこうという形で、きちんと明文化なり申し合わせすれば、

それはそれで、その形で私、議会の代表として、そういう形で対応していくべきだと思ってお

りますので、そういうことで一つ考えで、ご理解していただきたいというぐあいに思います。 

○委員長（山本浩平君）  先ほど、及川委員から、改善をしていただきたいような主旨のお話

でもございます。今までのルールにのっとった形の中で議長は今回の一般質問の取り扱いにつ

いては、判断されたと思うのですけれど、今後、もしルールを変えるにしてもしなくても、こ

れは当然、議会運営委員会の議会改革の項目の中で話をしていかなければならないことだと思

いますので、そのような押さえ方でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、ほかに何かありませんでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  ないようですので、これをもちまして議会運営委員会を閉会いたし

ます。 

（午後 ０時５４分） 


