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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９月５日（金曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ６時０３分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．平成２０年定例会９月会議について 

２．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．平成２０年定例会９月会議について 

２．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） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     総 務 課 長    岩 城 達 己 君 

     経 営 企 画 課 長    高 畠   章 君 

                                         

○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） ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の協議事項でございますが、大きく分けて１番目、平成 20 年定

例会９月会議について。この内容が 15 項目にわたってございます。大きく分けて２つ目がその

他の事項で、議長の諮問について（会派持ち帰り）、議案書の配布方法について、協議を行って

いきたいと思います。 

それでは早速、平成 20 年定例会９月会議について。(１)提出議案、町長提案、議会関係とご

ざいます。本日は、町側より高畠経営企画課長及び岩城総務課長が説明員として出席をいただ

いております。順番どおりまいりたいと思います。 

まず、①町長の提案 25 件でございます。補正予算３件、条例改正 11 件、定款の変更１件、

選任の同意１件、規約の変更１件、認定３件、報告５件、その他、町長の行政報告というふう

になっております。説明を願いたいと思います。高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 私のほうからは議案第１号から３号まで、それと報告の第４

号、第５号をご説明いたします。 

 議案第１号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第５号）、それと議案第２号 平成 20

年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、議案第３号 平成 20 年度白老町後

期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）。これらは、補正予算の概要書をお配りしており

ますので、その概要書に沿いまして一括してご説明させていただきます。 

 まず、１、歳入歳出予算の補正規模。一般会計（第５号）、1,433 万 5,000 円の増額補正でご

ざいます。特定財源 367 万 8,000 円の増額、一般財源 1,065 万 7,000 円の増額でございます。

次に特別会計。国民健康保険事業特別会計(第２号)、247 万 8,000 円の減額補正でございます。

この補正の内容でございますが、公金及び決算の確定と新メニューといたしまして、国保ヘル

スアップ事業が新たに制度変えして創設されたと、このことに伴います補正でございます。次

に後期高齢者医療事業特別会計（第１号）、90 万 2,000 円の減額補正でございます。この内容

といたしましては、広域連合から事務費の追加交付金がありましたこと、それと広域連合の負

担金額の確定によります減額、これらに伴います補正でございます。合計 1,095 万 5,000 円の

増額補正となってございます。 

今回の補正後の予算規模ですが、参考のところをご覧ください。20 年度の予算補正状況、ま

ず一般会計のところでございます。今回、計上額が 1,433 万 5,000 円で、合計額 100 億 1,995

万 9,000 円。特別会計でございます。今回、計上額 338 万円の減額でございます。合計額 96

億 7,296 万 2,000 円となります。企業会計、増減なしです。合計でございます。今回、計上額

の合計 1,095 万 5,000 円。合計 213 億 346 万 5,000 円、これが今回の補正後の平成 20 年度の予

算規模になります。 
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 次に、一般会計補正予算の主な事項でございます。(１)歳出、議会費２万 8,000 円の増額補

正でございます。議会運営経費２万 8,000 円の増額。これは、議会の小委員会等の公印でござ

います。 

次に、総務費 398 万 9,000 円の増額補正でございます。庁舎管理経費 25 万 6,000 円の増額補

正。これは、祝日・休日等の日直対応を、従来、嘱託職員にお願いしていたところを警備会社

に委託するための必要経費を計上したものでございます。次に、賦課事務経費 373 万 3,000 円

の計上でございます。これは、個人住民税を公的年金から特別徴収するために要する必要経費

の計上でございます。 

次、民生費 130 万 3,000 円の減額補正でございます。後期高齢者医療事業特別会計繰出金 130

万 3,000 円の減額補正。低所得者層の保険料軽減に伴います繰出金の減額補正でございます。 

 次に、農林水産費 50 万円の増額補正でございます。農業行政事務経費 50 万円の増額補正。

これは、北海道軽種馬振興公社運営主体が北海道から産地主導になったことに伴います、北海

道軽種馬振興公社への負担金でございます。 

 次に、商工費 14 万 8,000 円の減額補正。伊達芸能祭事業 14 万 8,000 円の減額補正でござい

ます。これは、この事業を実行委員会形式とするため、各経費を補助金を振り替える措置と財

源振り替えでございます。 

 次に、土木費 250 万円の増額補正でございます。これは、港湾施設管理経費 250 万円の増額

補正です。港湾施設の維持補修に要する経費の増額補正でございます。 

 次、消防費 113 万 4,000 円。火災予防啓蒙活動経費 102 万 2,000 円の増額補正でございます。

これは、日本消防協会助成事業採択によりまして、ＡＥＤなどの備品購入費を増額補正するも

のでございます。次、消防水利維持保全経費 11 万 2,000 円でございます。これは、既存消火栓

の移設に係る経費の計上でございます。 

 次、教育費 11 万 6,000 円。中学校教育振興一般経費 10 万 6,000 円の増額補正でございます。

これは、白老中学校吹奏楽部全道大会出場に係る経費の一部を補助するものでございます。図

書等購入経費１万円の増額補正。これは、町内在住の佐藤津留子さんからの指定寄付による増

額補正でございます。 

 次に、公債費 648 万 5,000 円の増額補正でございます。長期債元金償還費 721 万 6,000 円の

増額補正。これは、保証金免除繰上償還金に係る元利償還金の増額補正でございます。長期債

利子償還費 73 万 1,000 円。これは、上記に伴う利息分の減額補正でございます。 

 給与費 61 万 6,000 円の減額補正でございます。職員等人件費 61 万 6,000 円の減額補正。こ

れは、先ほど総務費のほうの庁舎管理経費で説明しましたように、祝日・休日の日直業務委託

に伴う嘱託職員の経費の減額でございます。 

 諸支出金 165 万円の増額補正でございます。各種基金積立金 165 万円。これは、指定寄付を

教育関係施設整備基金及び社会福祉基金に積み立てるものでございます。以上、歳出合計 1,433

万 5,000 円でございます。 

 次、裏面のほうを見てください。(２)歳入でございます。使用料及び手数料 250 万円の増額
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補正でございます。これは、港湾の係留施設等の使用料、それと管理施設の貸し出しに伴いま

す占用料でございます。 

 道支出金 97 万 8,000 円の減額補正でございます。保険基盤安定拠出金 97 万 8,000 円の減額

となってございます。これは、後期高齢者医療保険軽減に伴う減額でございます。 

 次、寄付金 166 万円。これは、熊谷スエヨさん、ほか２名からの指定寄付でございます。 

 繰越金でございます。1,065 万 7,000 円。前年度繰越金 1,065 万 7,000 円でございます。こ

れは、平成 19 年度の決算剰余金の繰越分でございます。 

 諸収入 49 万 6,000 円。他市町村助成金 50 万円、これは、先ほど歳出で説明したように、伊

達芸能祭を実行委員会方式としたため、当初、仙台市からの助成金を歳入として見込んでおり

ましたけれども、実行委員会に直接仙台市の助成金が充当されるということで 50 万円の減額を

してございます。それから、女性消防隊員による安全で災害に強い地域づくり推進事業助成金

99 万 6,000 円。これは、日本消防協会からの助成金でございます。以上、歳入合計 1,433 万 5,000

円でございます。以上で、補正予算の概要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。ただいま経営企画課長より平成 20 年度の補

正予算の概要についての説明がございました。特段、この会議においてお尋ねしたいことがあ

ればどうぞ。ございませんか。 

 では、次にまいりたいと思います。報告の５件がございます。そのうちの４号と５号につい

て、経営企画課長より説明を願います。 

○経営企画課長（高畠 章君） それでは、報告第４号と報告第５号を説明させていただきま

す。 

報告第４号 平成 19 年度白老町財政の健全化判断比率についてでございます。議案の報４－

１をお開きください。昨年制定されました健全化法、これに基づきまして、平成 19 年度決算か

ら議会に報告、それと同時に公表するということにされております措置でございます。それで

今回、本日をもちまして公表いたしますので、私のほうから説明させていただきます。 

 まず、実質赤字比率。これは黒字でございますので記載なしでございます。連結実質赤字比

率 17.07％。実質公債費比率 14.9％。将来負担比率 191.3％。括弧内の上段は早期健全化基準、

下段は財政再生基準でございます。この結果、いずれの判断比率も基準を下回ったところでご

ざいます。 

 次に、報告第５号 平成 19 年度白老町公営企業の資金不足比率についてでございます。これ

は、各企業会計、それから特別会計の資金不足比率でございます。水道事業会計、資金不足比

率はございませんので記載なし。国民健康保険病院事業会計 66.2％。公共下水道事業特別会計

68.6％。工業団地造成事業特別会計 48.7％。臨海部土地造成事業特別会計 0.5％。港湾機能施

設整備事業特別会計、黒字でございますので記載なしでございます。この結果、病院、公共下

水道、工業団地の３会計につきましては、基準を上回った結果となっております。基準につき

ましては、参考のところに経営健全化基準 20％と記載してございます。この３会計については、

基準を上回ったという結果になってございます。以上で報告４号、５号の説明を終わらせてい
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ただきます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。今、説明いただきました報告４号、５号に

ついて、何かお尋ねしたことがあればどうぞ。ございませんか。よろしいですね。 

高畠課長、ありがとうございました。 

 続きまして、議案４号から説明をいただきたいと思います。岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） それでは、議案第４号から説明します。ページお戻りいただいて、

議４－１ページになります。議案第４号 白老町農業関係整備事業分担金徴収条例の制定につ

いて。内容につきましては、北海道農業開発公社が行う、畜産担い手育成総合整備事業等の農

業関係整備事業にかかわる分担金について、地方自治法の規定に基づき、当該事業により利益

を受ける農業者から分担金を徴収して公社に納める必要がありますことから、今条例を制定す

るものであります。 

 続きまして、議案の第５号です。議案第５号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。地方税法の改正に伴い、寄付金税額控除、いわゆるふるさと納税制度であります。こ

れにかかわる条項等を加えるなどの改正並びに文言、及び引用条項等の整理をするものでござ

います。 

 続きまして、議案の第６号でございます。ページが少し飛びます。議６－１ページになりま

す。白老町税条例の一部を改正する条例の制定について。地方税法の改正に伴う所要の改正を

し、並びに白老町新財政改革プログラムに基づく、固定資産税及び法人町民税の超過税率の導

入に伴う改正を行うものでございます。以上が議案第６号でございます。特に固定資産税率、

いろいろ議会の皆さんとも議論あるところでございますが、これが議案第６号の内容になって

ございます。 

 続きまして、議案第７号 白老町立国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。国民健康保険税の公平な負担と健全な財政運営を図り、安定した事業運営を確

保するため税率の改定を行うものでございます。 

 続きまして、議案第８号と９号でございます。議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、関連ございます、議案第９号 白老町重度心

身障害者及びひとり親家庭と医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について

の２議案の各助成事業は北海道と共同して実施しておりますが、一部町単独で実施している負

担金助成の部分を廃止するものでございます。議案８号、９号を終わります。 

 続きまして、議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定につ

いて。本助成事業は３月まで北海道と共同して実施してまいりましたが、道が事業を廃止した

ことで町単独で実施していました本助成事業自体を本町においても廃止するものでございます。 

 続きまして、議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について。公共下

水道事業特別会計は赤字が年々増加している状況にあり、累積赤字を解消し、財政運営の健全

化を図るため、公共下水道料の額の改正を行うものでございます。 

 続きまして、議案第 12 号 ふるさと体験館「森野」設置条例の一部を改正する条例の制定に
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ついて。体験館の暖房料にかかわる規定の部分を別に定めることとするため、所要の改正を行

うものでございます。現在、この体験館の使用料というのは、夏料金、冬料金というふうに料

金の中に暖房料も含まってございます。それを別に定めるということで条例改正するものでご

ざいます。 

 続きまして、議案第 13 号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について。地方自治法の改正に伴い改正する必要がある条例についてであり

ますが、その改正内容は議会議員の報酬の名称を「議員報酬」に統一して改めるものでござい

ます。報酬とは広く、行政機関であります委員会等でも報酬という部分が含まれております。

そこで、議会に関してはこれを分離して名称変更するものであります。今まで報酬というふう

に単に言われていたものを「議員報酬」というふうに文言を整理するものでございます。 

 続きまして、議案第 14 号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について。公益法人制度改革による新たな制度の創設のため、関係法令が改正されるこ

とに伴う所要の改正をするものであります。職員の派遣そのものを改正するものではなく、公

益法人を｢公益的法人｣、民法上の法人を「一般社団法人」、または、「一般財団法人」に改める

ものでございます。これについては、明治 29 年に民法が公益法人というものが制定されて以来、

平成 20 年 12 月１日から改正がされるものですが、多種多様な民間団体が公益的、または非営

利的な役割を担おうとしている中で、なかなか社会情勢に合わない状況になってきている。そ

の一方で、簡素で効率的な政府を実現するという改革が進められています。そういう中にあっ

て、民間の団体が自主的に、かつ活発に活動しえる体制の構築を目指し、新制度では、社団、

または財団については、先ほど言いました「一般社団法人」、または「一般財団法人」と広く法

人格の取得を求めることにしています。その上で、内閣総理大臣または都道府県知事が公益事

業を行うものと認定した法人が「公益社団法人」、または「公益財団法人」と、このように名称

等が改正される内容となってございます。このことによって、町条例の中に関係する、ただい

ま申し上げた職員の派遣等に関する条例の部分でも公益法人が「公益的法人」というふうに変

わるものですから、条例改正するものでございます。 

 続きまして、議案第 15 号 白老町土地開発公社定款の変更についてでございます。前の議案

14 号の公益法人制度改革に伴う変更でありまして、公有地の拡大の推進に関する法律の一部改

正に伴う所要の変更について、同法の規定に基づき、議会に議決を求めるものでございます。 

 続きまして、議案第 16 号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について。北海道市町村備

荒資金組合の新制度創設のための規約の変更について、地方自治法の規定に基づき、議会の議

決を求めるものであります。新制度創設というものは、現在、災害等に備えて蓄積している普

通納付金を返還する特例制度を創設するものでございます。これにつきましては、財政が非常

に厳しい、いわゆる財政再生基準以上となるおそれのある組合市町村は、当該組合市町村が納

付した納付額及びこれに対する配分金の全部、または一部の返還を求めることができるように

なるという制度改正でございます。 

 続きまして、議案第 17 号 白老町教育委員会委員の選任につき同意を求めることにつきまし
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ては、人事案件でございますので当日提案させていただきます。 

 続きまして、認定に入ります。認定第１号 平成 19 年度白老町各会計歳入歳出決算認定につ

いて、認定第２号 平成 19 年度白老町水道事業会計決算認定について、認定第３号 平成 19

年度白老町立国民健康保険病院事業会計決算認定については、地方自治法の規定に基づき、平

成 19 年度の各決算につき監査委員の意見をつけて認定に付するものでございます。なお、報告

第１号から第３号は、これらの附属書類でございます。以上で説明を終わります。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。ただいま、岩城総務課長から説明がござい

ました件につきまして、何かお尋ねしたいことがございましたらどうぞ。 

前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 内容的なことではなくて、総務課長に。詳細は知っていないと

思うのですけど、仮に今回、条例の改正で、税条例とか下水道がきましたけども、条例案につ

いて云々ではなく、これは当日どういう審議になるかは別にして、仮に税でも、上げたことに

よってこれだけの税がふえて、どうなるのだよと、下水道でも、そうしたら単年度にどれだけ

ふえてという、そういうコンパクトな資料がないということは、事前に勉強して当日審議でき

ない形なのですよね。当日配布なのか、それは事前にもうできているから、個々の議員が行っ

てもらって勉強すれということで資料はできているということで解釈していいですか。 

○委員長（山本浩平君） 岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） まず、資料あるか、ないかは、課のほうにちょっと確認しなけれ

ばならないと思います。それらが必要ということであれば、きょうになるか、後日になるか、

議会審議前に配布できるように課長のほうには話を伝えたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか。ございませんね。 

岩城総務課長は退席になります。どうもありがとうございました。 

 それでは、続いて局長から説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今、議案の説明が終わりましたが、その中の選任同意、岩城課

長からも報告ございましたとおり、人事案件でございますので、審議当日、朝に配布されると

いうことで、後で出てきますけど、議案提示されるのが 19 日ということになっておりますので、

19 日の朝にもう一度議運の招集をお願いしたいと思っております。 

 それともう１点。議案第５号の 16 ページを見ていただきたいと思います。これは、税条例の

改正、先ほど言いましたように、ふるさと納税、それと年金天引き等々の関係なのですが、改

正条文ですので、基本的には附則を朗読するということになってございますが、ご覧のとおり

６ページぐらいにわたる附則改正なのですね。ですから、従来、長文の附則については、説明

を省略させたいという考え方を持っていますので、これについて、よろしいかどうかをご審議

いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、局長から説明がございました。附則の説明を省略してよろしい

かどうか、皆様方のご意見を拝聴したいと思います。 

及川委員。 
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○委員（及川 保君） 及川です。今、附則の説明はいいのですが、要するに議案説明で説明

するということですね。それであれば、よろしいと思います、私は。 

○委員長（山本浩平君） ほかの意見をお持ちの方はいらっしゃいませんか。なければ、附則

は省略して、議案説明において行うということで皆さんよろしいですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 異論ございませんね。それでは、そのようなことにさせていただき

たいと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 続けまして、前回、議運の中で会派持ち帰りされております、

今回、新財政改革プログラムの関連議案が議案第６号から 11 号、総務課長から説明ありました

とおり６件提出がございます。これについて、委員会付託するかどうかというのを会派に持ち

帰って審議するということにしてございましたので、ご協議いただきたいと思います。 

 内容としましては、議案６号の税条例の改正については、総務文教常任委員会になるだろう

と思っています。それと第７号から 11 号までについては産業厚生の所管でございますので、こ

のような形になるのではないかと思いますので、議論をいただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 会派持ち帰りということで協議をしてきていただいていると思いま

すので、どちらの会派からでも結構です、発言をお願いしたいと存じます。どうぞ。 

日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。この議案につきましては、17 回特別委員会でやってい

るとはいえ、町から出てきている中身を見ますと、議会との若干の返りもあるように見受けら

れますので、各委員会に付託をして連合審査会等の処置をとり、徹底した議論を再度すべきと

いうふうに我が会派は考えております。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） ほか。清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は清風クラブ、会議を行いまして、どうもこの 17 回という、大変い

ろいろな議論の中で中間報告をし、さらに本会議において最終報告を今回する段取りになって

おります。こういう意味合いからすると、大変重い報告だと。私たちは議会の総意として一定

の結論を出して報告をするということになりました。これがまた再度、委員会に付託されて、

議論するということは大変な・・・。もし万が一、別の方向性になっていくとなると、それで

は、今まで苦労して議論されたことが一体どういうふうになるかという、非常にそういう部分

で危惧いたしましてね。 

結論から言いますと、付託というのは、非常にこれは重いなと。付託されるということにな

ると、議会としての今までやってきたことが一体どうなるのだということが非常に重いなとい

うことで付託すべきではないという結論になりました。 

○委員長（山本浩平君） ほか、いかがですか。新政クラブ。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブは、やはり再度付託でやるということに決まっています。 

○委員長（山本浩平君） ほか。公明党さん、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これを例えば委員会付託にしたときに、また各委員会の中で審議され
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ることになると思うのですけども、一つの議会の総意としての結論、結果をそこから導き出せ

るのかと思うと、私はなかなか、そこはどうなのかなと。いや、はっきり言ってどうなのかな

と思っていろいろ話をしていました。かといって、今本会議の中で、一発審議の中でその結論

を各会派が出すということもなかなか難しいような気もしますけども、でも、ここまで来た以

上は、各会派の中でそういった意見をしっかり本会議の中で示していくことも必要なのかなと。

今の現状を見れば、そういう考えでいます。結論からすると、付託するべきではないと。 

○委員長（山本浩平君） 結論から言うと、付託すべきではないと。わかりました。 

 新風でございます。今回の特別委員会の中間報告、あるいは最終のまとめの報告等々でいろ

いろ議論はございました。その中で議会全体の総意として、やはり町との乖離が一番明確にな

っているものに関しては、固定資産税の議会が示した 1.65、これに対して先ほど岩城課長から

説明がございましたけど、町側は当初のとおり 1.7 ということでございます。この部分におい

て、議会が示したものが通らない状況の中で、このままそれでは、はい、おしまいですよとい

う形ではたしていいのかという、私は非常に議会と町と町民との間で尾を引くようなことにな

る内容かなというふうに考えておりますので、やはり私の会派としては、これは、委員会に付

託して、その後の経過を議会としても審議できるテーブルを持つべきだと。そういう考え方か

ら委員会に付託すべしという結論でございます。 

 意見が２つに分かれているような状況かというふうに思いますけれども、皆さんの今の各会

派の結果を踏まえて議論をしたいと思います。いかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。僕はもちろん 17 回やってきたということを十分考えて

いますからいいのですけども。認識としましてね、この議案を見られたと思うのですよ、とい

うことは、中間報告をした、今、山本委員長が言われましたように、中間報告で議会が全体の

総意として町に出した 1.65 というのは、町はだめだと言ってきているのですよね。それで、こ

れを付託するかしないかは別にいたしましてね、今回、採決するということは、どういう態度

で採決するかということになりますから、そのことは十分、どういう態度を取るかということ

を考慮された上での今の発言だというふうに私は理解していますけど、それはそれでいいのか

どうかということがまず一つ。 

 それから、下水道の関係も下水道の上げるというものは出ていますけど、水道を下げるとい

うのは出ていないのです。ですから、これも町はのまないということですから、ここに対する

態度を議会は、ほんの何日か前に我々は中間報告を出しているわけですよね。それに対して町

はのみませんと、早い話が、言ってきているわけです。ですから、これをやらないで、例えば、

今回どのような態度を取られるのかと言ったらおかしいけど、そのことがね、今、議会がどう

なるかということなのですよね。その後のことも含めて。我々、議会全体が 1.65 でやれと言っ

たわけだから。やらないと言ってきているのですよ。そうしたら、一般常識的に言えば、町民

の皆さんが思っているのは否決するだろうと思っていると思います、議会は。否決したら、そ

れでは、議会の責任としてその次どうするかということになります。それで、そのために付託

するという意味ではないのですよ、僕が言っているのは。しかし、そういうことを十分考慮し
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て、そういう道筋をずっと先まであって、議会の態度としてやられるのなら僕は構わないのだ

けど、そこら辺のお話をちょっと伺っておかないと。私はどうしても付託しても、12 月までに

結論出さないと３月に間に合わないのだから、やるとしたら。どこかで結論は出さなければだ

めなのですよ。それははっきりしているのです。ただ、そういうことも考慮した上でどこで妥

協線か、それとも決裂かわからないけど、そういうものを見出すかということが今、問われて

いるのだと思うのです。要するに、議会の中間報告との違いが問われているところなのだよね。

そこら辺はどのように考えていらっしゃるかということだけ。それは考える必要がないなら必

要ないで構いませんけれども、もし考えがあれば、お聞かせ願いたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 今の大渕副委員長からの提案と申しますか、この点について、皆さ

んどのように考えていらっしゃるか。意見がございますところからどうぞ。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、大渕副委員長が言われたとおり、今回の中間報告は議会の総意と

して出したものであると私は認識していたのです。でもね、これははっきりしなければだめで

すよ。認識していたと、でも、認識していたけども、実際は違っていたと。行政はそう取られ

たから、今このまま出てきたのではないかと僕は思っています。これをまたね、例えば委員会

付託しますと。いや、これからの道筋のことをいろいろ考えたときにはどうなるかわからない

ですよ。わからないけども、委員会付託しましたよと、また同じことになるのではないですか。

僕はそういうふうに考えているのですよ。だから、今、大渕副委員長が言われたとり、例えば

委員会付託して 12 月まで引き伸ばすのがいいのか。それとも、本会議の中でね。例えば町民側

から見れば、本当に複雑な、何だという思いで見られるかもしれないけども、そういったとこ

ろまで腹くくってやっていた問題が、今ここまでになってしまっているということは、僕はね、

本当にみんな真剣に考えて、もし、委員会付託するなら付託するで考えなければならない問題

だと僕は思っています。皆さん、その辺をどう考えて、今、委員会付託するとか。いや、僕も

大渕副委員長と同じ思いですよ。どういう思いで委員会付託しようとしているのか。しないの

であれば、どうするべきなのかということを真剣にここで考えていかなかったら、また同じこ

とになりますよ。議会の総意として出したものに対して、僕たちは責任を取っていかなければ

いけない部分だと思っていましたからね。僕はそれがね、どうも今ね、そうではないような気

がしてならないのです。だから、例えば会派の中で話し合っても、また同じことになるのでは

ないかという話になるわけですよ。だからここだけは、やっぱり真剣に議論交わして、今、大

渕副委員長言われたとおり、一回学んだことをまた次に繰り返さないためにこうやっていくの

だということが、もしあるのであれば、それに何も私たちは反対する何ものもないけども。で

も、今回の中間報告のああいった場面を見るとね、また同じことを繰り返すのではないのかな

という感覚がするので、時間をかけてまたやることがどうなのかなと私はそう考えます。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。氏家委員がおっしゃったとおりでございましてね、私も冒

頭申し上げましたけども、これだけの議会がね、全体が議論して、そして、中間報告というの
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はいろいろな意見が出された中で、ようやく、この部分は一致できるなということで中間報告

をしたわけでございますよね。これは皆さんご存知のとおりだと思います。さらにこれを付託

されてね、別な結果が出される可能性もあるでしょう。先ほど、大渕副委員長がおっしゃった

ようにね。中身的には、非常に議会が中間報告をした中身というのは、下水道の報告にしたっ

て確かにかみ合わない。かみ合わないというか、水道料は今回何も示されていませんから、こ

の条例の中には。ただ、そういう部分では確かに不十分なところがあるでしょう。それは、議

会の中で、本会議の中でそれをきちんとやればいいわけでありましてね。それがさらに引き伸

ばしをしてね、全体の意見をまたまとめようとしたとして、同じ意見として出せるかどうかで

すよね。そうすると、もし、違った方向に出たときに町民は、一体何をやっていたのだという

結果に多分なるでしょう。多分そして、議論していく過程でまたばらばらになるという可能性

も、私は非常にそれを心配するわけです。一体この議会は、17 回という大変な期間と回数を重

ねて議論してきたわけですから、やっぱりここできちんとした対応をね、議会としての対応を、

やっぱり責任ある対応をしていかないと。単に引き伸ばし、12 月までに何とか上げればいいと、

こういう部分は確かにあります。その準備段階としてのものであれば、まだ話はわかるのです

が、どうもそれを最初から連合審査という形の中で多分やる、もし、付託されればやることに

なるでしょう。しかし、報告された部分が同じ方向でやれるかと言ったら、私は、どうも違っ

た方向に持っていくしか方法はないなと、逆にね。そういうふうに私はとらえているのですけ

ども。これは、けんけんごうごう、会派の中でもやりました。ですから、非常に付託するとい

うことについてはね、疑問が残るなと。また、わかりづらくなるなというような思いでうちは

結論が出されたということで報告をしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ざっくばらんな意見を交換しなければ、なかなか、これは難しいと

思いますので、暫時休憩といたします。 

休憩 午前１０時５０分 

                                         

再開 午後 １時１０分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて、会議を再開します。 

 それでは、(４)の一般質問についてから入りたいと思います。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一般質問については既に１日の議運で整理しておりますが、確

認です。１日 10 時に締め切っておりまして、通告者７名、14 項目が通告されております。今

の予定では、後で議事日程を説明いたしますが、一応９日、10 日の２日間で行うという予定に

してございます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） この点については、皆さんよろしいですね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、(５)諸般の報告について。局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、議長の諸般の報告ですが、きょうの議運の中で配布して

おります。一つは、議会休会中における動向でございます。それと、議案と一緒に配布されて
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いると思いますが、例月出納検査、監査から上がっている定期監査でございます。 

それともう一つは、議員の派遣結果報告。これもきょう、議運の資料を一緒に提示してござ

います。それと、町長の行政報告が予定されてございまして、これについては当日配布という

ことになります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） この点も皆さんよろしいですね。特に質問ございませんか。 

 それでは(６)、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 19 年度の決算及び決算に関する附属書類の審査の方法でござい

ます。従来であれば、決算審査特別委員会を設置しまして審議をしてございます。認定議案の

認定１号から３号まで、報告議案の報告１号から３号までということになっています。括弧に

議会運営基準の規定が書いております。第８章の委員会、第２節の特別委員会の規定です。14

号に、「決算審査は議長及び監査委員を除く全議員による決算審査特別委員会を設置して審査を

行う。」ということにしてございます。この規定からいけば、特別委員会を設置するということ

になります。 

 それともう一つは、正副委員長の選任の件についてでございます。これは、先例によりまし

て、総務文教常任委員会の正副委員長を充てるということになっております。 

 それと、審査日程につきましては先に示しておりますが、きょう改めて、再度提示させてい

ただきます。16 日は冒頭で町長、教育長、監査委員から報告を受けまして、一般会計の審議に

入っていくと。目安としては、１日目は商工費を一応目安にしてございます。２日目です。17

日は土木費から一般会計最後までと。歳入含んで最後までという予定にしております。18 日の

最終日でございますが、それぞれ特別会計、企業会計をすべて完了して行うということにして

ございます。決算審査については以上です。 

○委員長（山本浩平君） この点について、何か質問がございましたらどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） もう１点どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） ことしは特別委員会設置ということで実施するという方向性で

よろしいかと思いますが、来年度以降どうするかということは、本会議と同じような流れでや

って採決２回しているということですね。それも今後、来年に向けて議論いただきたいと思っ

ております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、(７)に入ります。会議案について。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会議案でございます。これも前回、一応提示させていただいて

おります。会議規則の一部を改正する規則の制定についてということでございますが、中身は、

自治法の改正によりまして、一番上段の原則で「協議の場を設置できる」という規定でござい

ます。「議案の審議及び議会運営の充実を図る目的による協議の場」ということです。これの位

置づけが全国町村議長会のほうでは、全員協議会がこの趣旨に合致するものだろうという規定

で示されておりまして、別紙会議案ついてございますが、15 章で全員協議会の位置づけをする

と、このことによって、全員協議会が正式な機関となりますので、費用弁償、それと公務災害
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の適用が図れると。運用については、今、議会運営基準の中に協議会の規定で事前審議にあた

らないようにという規定がありますので、それをそのまま生かしてつくられるのではないかな

と思っております。これの審議をお願いしたいと。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの会議規則の一部を改正する規則の制定についてでござい

ますが、意見のございます方から伺っていきたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。 

なければ、前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 今、趣旨説明されて、理解しています。ただ、議長にお聞きし

ますけど、今、局長もお話しましたけど、全員協議会の取り扱い基準ありますけども、運営上

は従前どおりやっていくということで間違いないですね。わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、このような形でよろしいですか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、８番目にいきます。選挙について。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） これも前々回ですか、一応、情報としては報告させていただい

てございますが、北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙が連合会の選挙長から示されて

ございます。きょう、候補者名簿を別紙おつけしてございます。町村議長会の団体推薦として

は、松井宏志さんという方で鶴居村の議会議員でございます。それと、個人推薦。所定の推薦

人数を集めて、個人で立候補された渡辺正治さん、余市町議会議員。この２人のうち１名、選

挙しなければならないということでございます。この候補者名簿につきましては、第１日目の

冒頭で全議員に配布しますので、ご覧になっていただきたい。会派のほうからもお伝えいただ

きたい。そして、選挙日当日は議案書、その中に名前も書いてございますので間違うことはな

いと思いますので、選挙名簿を事前に配布させてもらいますのでよろしくお願いしたいと。 

 それとその裏に、各選挙の投票経路と書いてございますが、これは、議会運営基準の中に選

挙の場合、議長席に向かって右から入って投函して戻るという規定が入ってございますので、

逆から入るとぶつかりますので、なるべくこのような形で入って左から出て議席に戻っていた

だくように投票していただきたいということでございます。 

 もう一つは、立会人を指名しておかなければなりません。２名、立会人が必要でございます

ので、どのような形で指名するかと。初議会の場合は、なるべく熟知している方、期数の多い

方にやっていただいたらよろしいという規定がございますが、通常であれば議席順なのですね。

ですから、先ほど無記名投票、記名投票とございました、それも当然、立会人が必要になって

くるのですよ。そういう部分も合わせれば、議席順でもいいのかなと思っております。これも

２人、指名のほうをいただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 立会人について、皆さんご意見のある方、どうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。特にこうすれということはないけど、今、局長が言ったよ

うに議席順ということであれば、特に皆さん異論ないのではないですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、１番、２番ということになりますよ。この次にまた

選挙、投票があったら、３番、４番と。議事録署名と同じように並んでいきます。 
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○委員長（山本浩平君） 議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 初議会で何人か決まりましたよね。あれは順序違いましたか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 初議会は、初議会のほうの指導として、新しい議員さんもいる

ので期数の多い、なるべく熟知した人を充てるほうがいいという指導というのですかね、そう

いうようなお話がある。ただ、議会運営基準を見ていただければわかるのですが、基本的には

議席順なのですよ。９ページ見ていただいたらわかるかなと。原則ですよ。９ページの８番見

ていただきたいと思いますが、「立会人は議席順を原則として議長が順次指名する」ということ

になっていますので、今の規定でよろしいのではないかと。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、それでは、議席順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） 異論がないということで、議席順ということで１番、２番というこ

とになります。よろしくお願いをしたいと思います。 

 それでは、議員の派遣承認について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議員の派遣承認については、別紙お配りしておりますとおり、

３件予定してございます。一つは、市町村アカデミーで、白老町議会の事例発表を依頼されて

ございまして、現在、11 月 11 日に予定しておりまして、議運の委員長が事例発表してくると

いうことになりますので、これ以下３件、派遣承認を取りたいということでございます。以上

であります。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか、派遣承認につきましては。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、続きまして 10 番目、意見書、要望書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、要望書については、既に皆さんに配布しております。

それで、合わせて全員にお配りしてございますので、きょう、それぞれ議長会から１件と、共

産党さんから４件、それから公明党さんから３件上がってきておりますので、提出の可否を取

っていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この順番どおり伺ってまいりたいと思います。 

 意見書案第 15 号。これは議長会から上がってきております。道路整備に必要な財源の確保に

関する意見書の提出について。各会派で議論をされていると思いますので。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時２５分 

                                         

再開 午後 １時２７分 

○委員長（山本浩平君） 再開いたします。 

 今、お配りした内容ですけども、いかがでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。この道路整備に必要な財源の確保に関する意見書というの
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は、北海道にとっても大切なことですしね、特定財源がこれから一般財源化される中でのしっ

かりとした財源確保を図るという上でもやっぱり一番、北海道としては大事なことだと思いま

すのでね、このとおり受けるべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 提出すべきと考えます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（及川 保君） 清風です。これはもう少し議論してから決めたいですね。私の独断だ

けで決められないと。９日の３時に。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さんはいかがでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 基本的には一般財源化しているということでいえば結構なのです

けども、ただ、文章の中に高規格道路のことが書いているのですが、もちろん高規格道路も必

要なのだけれども、毎年、僕言っているのですけども、地方道路整備、書いているといえば書

いているのですけど、もうちょっと市町村道の整備も強力にやるというような文章がほしいと

いうふうには思っておりました。その程度です。基本的には反対しないということであります。 

○委員長（山本浩平君） 今の点ですけど、地方の道路整備に必要な財源は確保されているの

か非常に危惧されていると、こういう表現ですものね。 

 新風ですけども、全く異論なしと。 

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） グリーンのファイル、運営基準の 28 ページの４番を見ていただ

きたいと思います。よろしいですか。これも取り決めがありまして、構成団体である町村議長

会から提出要請を受けた意見書は出すことになっているのですね。ただ、会派の代表質問の順

にならって提出者になるということで、事情に提出者にならない場合があると。どうしても特

にそこが納得いかなくてという場合があれば、提出者にならないということであって、基本的

に議会としては出させていただくという基準になっております。それで今回、提出者が清風ク

ラブさんなのですよ、順じていくと。 

○委員（及川 保君） これは反対するとかしないとかということで私が申し上げたのではな

くて、実は、会議の中できちんと諮っていなかったというのがありましたので。ただ、これを

出すということではとらえていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。それでは、運営基準に載っている内容の中では出す

ということになっておりますので、それに沿った形でよろしいですか、皆さん。 

 文言修正ありますか。先ほど、大渕副委員長からありましたので、もし。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回も同じような議論がされて、５番目に市町村道の整備促進

を図ることのような文言を確か追加して入れているのですね。 

○委員長（山本浩平君） どうぞ、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 毎回、私、同じことを言っているのですけどね。要するに、高規

格道路という名前があって、これがだめだというのではなくて、実際には市町村道の整備が遅
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れているのではないかと個人的には思っております。会派としては。ですから、これについて

どうのこうのではなくて、市町村道の整備もきちんと固有名詞で、書いていることはわかって

いるのですけれども、固有名詞で入れていただきたいという意味なのですよ。それについては

今までも皆さん当たり前だというふうなご認識でね。もし、入れていただければ、そのほうが

私は極めていいと。市町村道の整備という固有名詞をきちんと入れてもらえたほうがいいとい

うふうに考えております。 

○委員長（山本浩平君） いかがですか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） これを入れることについて、特にこれでなければだめだということ

にはなっていないから、もし、前回入れているなら入れてもらったほうがいいと思いますけど

も。皆さん、どうですか。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も特に入れてしかるべきだと、逆にね、そういうふうには思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、お諮りいたします。前回入れた文言をちょっと局長から。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっとうろ覚えですけど、多分短くですね、「市町村道の整備

促進を図ること」というぐらいの表現はしたのではないかなと。記憶ですけど。５番目として。 

○委員長（山本浩平君） 「市町村道の整備促進を図ること」という内容で５番目に入れると

いうことで、皆さんよろしいですか。共産党さん、それでよろしいですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） いいですよ。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今のでよろしいのですけども、確か前から言われていたのですけども、

これは市町村会から来るときに５番目の意見もぜひ最初から入れてほしいというようなことを

前にも確かお願いしていて、議長のほうからもぜひ議長会のほうにお願いしてほしいという意

見が確かあったと思ったのですけれども、どうだったでしょうか。議長。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは多分、議長会が発信している文章ではなくて、その団体

が議長会に依頼して下りてくるものですからね、多分そちらの協議会のほうでつくる文章なの

ですよね。だから、多分そのまま下りてくるのではないかなという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君）  私たちは町村議長会からですので、今ほど共産党さんのほうからも

意見出ましたけども、町村道路をちゃんと整備してほしいという思いを、その辺をもう一度、

ぜひ議長会のほうから上げていただければありがたいなと思います。どっちみち流してくるの

でしたら、そういうものをきちんと入れた中でぜひお願いしたいなと。 

○委員長（山本浩平君） 話のできる機会というか、そういうのはあるのですか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） そういった要望というのですかね、そういうふうなものは管内議長

会を通じて上に上げてもらうというような形になると思います。ただ、意見書をつくるときに

ね、この文章で全然だめだということではなく、ある程度、多少付け加えたり何だりする部分
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はあっても、それは許される範囲だと、許容範囲だと思うのですよね。最初からそれをつけて

やるべきだというような、会合のときはそのような話は、こういうものを出すときはすべての

町村に該当するような項目を網羅してもらいたいというような形でやっていただきたいという

ような要望は出していきたいというふうに思いますけども。 

○委員長（山本浩平君） 副議長。 

○委員（吉田和子君） 今、上からずっともう１回文章を読んでみたのですけど、180 市町村

から成る広域分散型社会を形成しているということで、道民の移動が大変だということと、医

療的なものも大変だということが書いてありますよね。それで、そのネットワーク的なものの

きちんと強化を図ることと書いてあるのですね。そのために地方の道路整備に必要な財源が確

保されているのか、非常に危惧されるということで次のことが書いてあって。４番目にね、国

道及び地方道の道路整備財源の減少分については、国で次において確実に措置することと書い

ているのですけど、この地方道というのは市町村道とは違うのですか。同じでしょう。そうし

たら、また改めて市町村道と入れたらダブりませんか。だから、地方道ってどこの道路なのと、

今、聞いたのですけども。そうしたら、地方道を市町村道ときちんと入れてもらうとかという

ふうにするか。地方道と書いて、それが違うところを指しているのならいいのだけど。市町村

道ではないのかなと思って、今、見ていたのですけど。そういうことにはならないのかな。ダ

ブったような形になりませんか。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは高規格道路も同じなのです。高規格道路も前文で書いてい

て、中身で書いてくれているでしょう。だから、同じなのですよ。そうだと思うのです、僕は。

前文でね、以上のことから道民にとって高規格道路から市町村道に至るまでと書いて、下には、

高規格道路は書いているよね。だから、同じことだからね。僕は、要するに強調すべき部分が

市町村道になるべきだから、前文でなくて記のところに入れるべきではないのかという意味な

のです、私が言っている意味は。そういう意味です。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。それでは、先ほどの内容で５番目につけて出すと

いうことにさせていただきたいと思います。 

 提出者の件ですが。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどの規定でいったら、清風クラブの及川代表が提出者とい

うことなのですけど、よろしいでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 次、意見書第 16 号。日本共産党さんから出ております、石油製品の

高騰から農漁業の経営を守る要望意見書。皆さんに伺ってまいりたいと思います。 

新政クラブ。 

○委員（近藤 守君） 問題ないのですけどもね、要するに困っているのは、農漁業ではなく

てね、やはり輸送とかね、そういう関係もみんな大変なのですよね。だから、何かそういう文

言が頭のほうにでもあればいいのかなという気はしました。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 多分ですね、これは中小企業対策的な意見書と私はとらえました。最
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初の段の中で、「原油と穀物価格の急騰が国民の暮らしと営業に大打撃を与えています」と。特

にということでもって押さえられている部分がありますのでね、そういった意味合いで見れば、

中小企業対策の意見書として受けるのであれば、それはよろしいのかなと思いますけども。今、

言われたとおり、国民全体の暮らしのことでもそこに入るとすれば、そういった文言もちょっ

と入れておくと全体にわたっての、今回の原油価格の高騰についての意見書になるのかなと思

います。それでなければ、このままでも構わないかなと。 

○委員長（山本浩平君） 考え方については最後に共産党のほうに伺ってみたいと思います。

まずは、この意見書をどうなのかということで。 

清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私は、農漁業の経営を守る要望意見書というのは、

全く妥当だなと。確かに皆さんが今おっしゃられている、こればかりではないよと、こういう

部分はあるのですけどね、ただやっぱり一次産業という観点から考えると、非常に今、厳しい

実態にあるなと。ましてや、食というね、わが国の非常に大事な最重要課題だと私はとらえま

すのでね、これで私はいいのかなというふうに考えます。 

○委員長（山本浩平君） 新風でございます。この内容そのものについて異論はございません。

先ほど、及川委員のおっしゃるとおり、一次産業をわざと限定している、それなりの何か理由

もあるのかなというふうにも思っておりますので、問題なしという考えでおります。 

 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、日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。近藤委員の言われたことは、全く私たちもそのとおり

だと思っています。ただ、できれば別に出したほうがいいのかなというふうに実は思っている

のですよ。及川委員が言われたように、一次産業と同時並列的に書くのがどうかということだ

けなのです。受けているのは、例えば貨物やっている方は大変だと実際思うのですよね。だか

ら、そこについては全く異論ないのです。ただ、我々は、今回は一次産業が最も先に受けたと。

ただ、これを出した後にトラック関係者も危機突破集会か何かやられましたよね。農漁業がや

った、すぐ後。一日ぐらい後だね。やられたので、ちょっと失敗したかなと思ったのですけど、

考え方は全く同じでございます。ただちょっと、別立てで出したほうがいいかなという気がし

ていたというだけでございます。すごくでかくなるかなと。それだけなのです。何もありませ

ん、あとは。 

○委員長（山本浩平君） どうですか。氏家委員も今、近藤委員と同じようなあれだったと思

いますけども。 

○委員（氏家裕治君） 一次産業に特化しての意見書ということであれば、この文章で構わな

いと思います。また、何か機会があったときに、そういった国民、また運送業にもやっぱりそ

ういった光を当てていかなければいけないなということは間違いないことでしょう。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員もよろしいでしょうか。 
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○委員（近藤 守君） はい、構いません。 

○委員長（山本浩平君） それでは、全会一致で採用ということでございます。 

 続きまして、３番目の意見書ですね。第 17 号、労働者派遣法の抜本改正を求める要望意見書

につきまして。 

それでは、今度は清風クラブさんからいきます。清風さんはいかがでしょうか。 

○委員（及川 保君） 清風です。この要望意見書に対しても、私は非常に今、労働者の厳し

い状況からすると、特に今この中で問題にすることはございません。提案するべきだというふ

うに思います。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですけれども、今、凶悪な犯罪がふえている背景にも、こうい

ったものも多少あるのかなというふうに考えております。その観点からしても、これは問題な

しというふうに考えました。 

 新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 異議ありません。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） 異議ありません。 

○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、この内容も文言そのままということで採用と。全会一致

ということにさせていただきたいと思います。 

 続きまして、意見書案第 18 号、投機マネーの抜本的規制強化に関する意見書でございます。

これについて、皆さんの意見を伺ってまいります。 

清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。今、ざっと中身を読ませていただいたのですけども、

非常に今、日本経済も厳しい状況に徐々になっているなと。それについては、単にお金のやり

とり、今、投機マネーとありますけども、こういったことがアメリカを筆頭にしていろいろと

大きな影響を与えて、国際的にも大きな影響を与えているなということからすると、今の物価

高騰、農作物の部分についても、こういったことが非常に今ささやかれている、問題視されて

きた状況にありますのでね、このことについてもきちんとした体制を取っていかなければなら

ないのではないかという意味では賛成でございます。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 異議ありません。 

○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） 氏家です。この投機マネーの問題については、やはり原油価格だとか、

穀物価格に反映されて、これだけ今、日本という国が苦しめられている。これは世界的にもそ

うだと思うのですけども。これは、やっぱりこういった国際的な規則をつくっていかなければ、

今回は原油だったかもしれないけども、今度はまた違うものに投機されていくというおそれが
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ある問題ですから、これについては何も問題はありません。ただ、これはどうなのでしょうか、

大渕委員。「国際的規制をリードすることを要望します。」という言葉じりで終わっていいので

しょうか。これは意見書ですから。ちょっと言葉じりをつかまえてあれですけども。ちょっと

その辺の言葉が、僕も何がいいのかはわからないのですけども、「要望します。」ではちょっと

何か意見書として。 

○委員長（山本浩平君） 次に出てくる公明党さんのウイルスは「強く要望いたします。」、「強

く」を入れております。 

○委員（氏家裕治君） うちもあるのですけど、その「要望」という言葉が自分たちもしっく

りこなくて、皆さんにその辺をね。「要望します。」でいいのであればね。「要請」になるのかね。 

○委員長（山本浩平君） 「要請」も「要望」も受け取るほうは大した変わらないのではない

ですか。 

○委員（氏家裕治君） ごめんなさいね。ちょっと自分の頭の中で整理つかなかったものです

からね。その辺が自分も意見書出していてね。内容は全然問題ございません。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私もそこはちょっと考えなかったのですけど。「国際的規制をリー

ドすべきである。」というふうにしたら、どんなことになりますか。 

 皆さんと言ったらおかしいけど、「すべきである。」という表現でおかしくないですよね。お

かしくなければ、そのほうがいいと思います。私もそう思います。 

○委員長（山本浩平君） 「すべきである。」にしますか。強いということで。 

 新風なのですけど、全く異論ございません。 

 今、実は局長からお話があったのですけども。ちょっと前に戻っていただいて、意見書第 16

号、意見書第 17 号。農漁業の経営を守る要望意見書、この要望を取って、経営を守る意見書。

次も、労働派遣法の抜本改正を求める意見書。この要望を抜かしたらどうだというアドバイス

がございました。 

○副委員長（大渕紀夫君） 異議ありません。 

○委員長（山本浩平君） ちょっと前に戻りましたけども、これも要望を取り除いてよろしい

ですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） はい、いいです。 

○委員長（山本浩平君） この内容については、皆さん異論ないということでございますので、

よろしいですか、「要請する。」ということで。 

 これも全会一致ということでございます。 

 (５)意見書第 19 号ですか。後で追加で出ているものだそうですね。協同出資・協同経営で働

く協同組合法の速やかな制定を求める意見書。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） すみません。これは要望になっていますので、「要請する。」に最

後していただきたいと思います。それで、各会派にはこの間お話を申し上げました。国会で今、
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議論されていまして、各会派、すべての会派が入りまして要望しているようです。たまたまで

すね、代表が公明党さん、副代表が民主党さんなのだけど、なぜか、私のところに来たのです。

それで、皆さんいなかったのかもしれないけども、電話来たものですから、私がたまたま受け

まして、配った資料のような中身でございますので、私、中身余りよくわかりませんけど、一

つよろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） これについて、いかがですか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私は、これはきちんと議会として出すべきだというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん、いかがですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 同じです。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 異議ありません。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですけど、異議なしということで。 

前田委員外議員いかがですか。 

○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、全会一致ということで。「要請する。」というところだけ

直していただくということで、全会一致ということでございます。 

 続きまして、(６)意見書第 20 号、ヒトＴ細胞白血病ウイルスⅠ型関連疾患に関する意見案で

ございます。公明党さんのほうから出ております。 

清風クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（及川 保君） 私は、これも議会の総意として出すべきだというふうに思います。「要

望」を「要請」に直して提出すべきだというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 「強く要請いたします。」ということで変更していただきたいという

ことでございます。新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 異議ありません。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですけども、全く異議ございません。 

日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） 問題ありません。 

○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） 全会一致ということで、「要請いたします。」ということだけ変更を

いただければというふうに思います。 

 続きまして、学校耐震化に関する意見書でございます。これも氏家委員のほうから提出とい

うことでございます。これに関していかがでしょうか。 

新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 異議ありません。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん。 
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○副委員長（大渕紀夫君） いいです。 

○委員長（山本浩平君） 中身もいいですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 中身もいいです。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。清風としては、これはきちんとやっぱり早期に実施

すべきだというふうな立場でございますので、これも「要請いたします。」ということで変えて

提出していただきたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） いいですか、皆さん。異論なしと。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ここも「強く要請いたします。」と変更ということで。 

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） よろしいですよ。 

○委員長（山本浩平君） 全会一致ということでございます。 

 次です。意見書案第 22 号、雇用促進住宅の退去困難者への支援強化に関する意見書でござい

ます。これについては、皆さんいかがでございましょうか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 大変申しわけありません。提案者にちょっと、全体の中身を教えてい

ただきたいなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは、今、白老町ではまだこういった問題は発生していませんけど

も、実際にこれから出てきますよね。もう近くでは、苫小牧あたりがそういった雇用促進住宅

の退去困難者という部分での問題提起をされております。白老町についても、これから古い住

宅の撤去、またはそれに伴う退去という問題が発生してくるという一つの全国的な問題になっ

ている部分なのですね。ですからそういったことに関して、各自治体でやっぱりそういった人

方の入居の優先度、そういったものをしっかり掲げてやっていかなければならないという、そ

ういった思いから今回のこの意見書になっているということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 今の説明でよろしいですか。 

新政クラブさん、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 確かにね、先月に若夫婦からその話を聞いたのですよ。町営住宅に入

れないかという話があったので、どうしたと言ったらね、雇用促進に入っていると言うのです

よ。そうしたら、所得が若干出たもので、出なければならないというわけなのです。私、町営

住宅だったら、まだだめだと思ってね、どこか探せと言ったのですけどね。そのこともありま

したのでね、ぜひ、これはこのとおり出すべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新風は異論ございません。 

 日本共産党さん。 

○副委員長（大渕紀夫君） そのとおりです。私も調べました、これは。新聞に出ています。 



 23 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん。 

○委員（及川 保君） 清風です。私もそういう中身であれば、きちんと対応するべきだとい

うふうに思います。 

○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） よろしいです。 

○委員長（山本浩平君） 全会一致で採用ということでございます。 

 １点確認あります。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、諮ったものについては全部、全会一致で提出するというこ

とになりました。それで、議会運営基準の規定でいきますと、先ほどの 28 ページですが、全会

一致で決定をした意見書は、議長は会議に諮って質疑・討論を省略するということになってお

りますので、これも手続きにのっとって、質疑・討論を省略したいと思います。いきなり採決

に入りますのでよろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの確認、よろしいですね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次、要望書等でございますけども、局長、説明お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず一つは、北海道社会保障推進協議会というところからです

ね。既に要望書でお配りしてございますが、先日、文書が届きまして、要望書を陳情書に直し

ていただきたいということで。文面はまるっきり同じですから、きょうはお配りしておりませ

んが、そこだけ直っております。 

 あと、札幌弁護士会から決議の要請が届いてございます。 

 もう一つは、きょう、新 たにお配りしておりますが、「介護職員をふやして」北海道連絡会か

ら、社会保障推進協議会と同じようなものも届いてございます。これの取り扱いについては、

陳情書にあっては、町外から郵送されてくるものについては参考配布ということになっており

ますので、この４件、要望書等については参考配布の取り扱いにいたしたいと思っております

がよろしいかどうか。 

○委員長（山本浩平君） 従前どおり、参考配布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） 次にまいります。11 番、特別委員会の調査報告について。白老町財

政健全化に関する調査特別委員会の件でございます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、予定されているのが、特別委員会の調査報告。これは第

１回の定例会、４月ですかね、特別委員会を設置して議論を進めてきてございますが、その中

で今回の議会で最終の調査報告を行うということでございます。予定されているものでござい

ます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） これは確認です。よろしいですね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次、12 番目、常任委員会の所管事務調査の報告について。 
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局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、２つの委員会が６月 19 日付で通知をして、所管事務を

調査してございます。これが各常任委員長から報告書が提出される予定となってございます。

今定例会で一応報告されるであろうというものでございます。 

○委員長（山本浩平君） 特にありませんね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次、13 番目、９月会議の日程について。 

局長お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、まだまとまっていないものもございますが、一応全日

程を掲載させていただいております。順次、説明します。９月９日につきましては、定例会の

休会中の再開でございますので、会議録署名議員を指名してから、議会運営委員長報告、諸般

の報告等を行った後、特別委員会の調査報告、冒頭で行うという予定になっております。一般

質問については４名予定してございます。終わりましてから、時間によるのですが、各常任委

員会を開いていただきまして、次期所管事務調査の検討をいただくと。もしくは、10 日が終わ

った後にやると。これは時間でちょっと調整をしたいと思っております。 

 それで、９月 10 日。２日目でございますが、一般質問３名終えました後に、報告第４、第５、

これは健全化の判断比率、資金不足比率の報告議案２件をお受けいたしましてから、認定１、

２、３、報告１、２、３を上程いたしまして、特別委員会を設置して付託するという流れでそ

の日は終えるということになってございます。 

 その後、16、17、18 日に決算審査特別委員会を、先ほども説明しましたが開催いたします。

最終日の 18 日、委員会終了後、全員協議会を開催させていただきたいと。これについて、もう

既に議会運営委員会の中で説明しておりますが、20 年度の室蘭開発建設部の事業報告をしたい

ということです。事業説明をしたいということでございます。おおむね１時間、昨年も１時間

はかかっていますので、そのぐらいはかかるだろうと思っております。 

 ９月 19 日金曜日、最終日ですが、議決関係をすべて行う予定です。その中の６から 11 号の

議案については、今、審議いただいている最中ですので、これが変わると思います。 

 それと、４ページにいきまして、決算審査の特別委員会の報告が終わった後に、後期高齢者

医療の議員選挙を行うということにしております。あとは、意見書、委員会報告をして終わる

と。最終日、本会議終わった後、各常任委員会の正副委員長会議、次期所管事務調査の日程調

整をお願いしたいと思っています。 

 それと、ここにはちょっと書き忘れていますが、その後にも出ていますのでいいですね。こ

れだけにしておきます。 

 それと、今、説明いたしましたが、認定１から報告３号までは一括上程をいたします。それ

と、議案第５号ですが、これは税条例の関係で、システムの関係が今回、補正予算上がってお

りますので、補正予算の前に先議するということにしてございます。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの件で何か質問ある方どうぞ。大渕副委員長。 
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○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。１ページの２日目の件ですけれども、日程の５、６で

報告４、５ありますけども、これは町が健全化比率と資金不足比率について報告をされると。

監査委員は監査委員でまた別にやっているのですけど、それは認定の中に入っていて、報告４

と５は町が報告するという意味でしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうだと思います。経営企画課長が説明するということになっ

ていると思います。監査意見もついていますよね。これについては特段、意見を報告するとい

うことはしておりません。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど。すみません。決算委員会になったら、僕は何も聞

けないのですけれども、外れますから。このときの報告４、５号で、変な意味ではなくてね、

普通、一般的なことを聞くというのは構わないですよね。質問することは。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に議員の身分になっていますから、聞くことは構わない

のではないかと思いますけど。 

○副委員長（大渕紀夫君） そうしたら、監査にかかわらない部分だったらいいということで

すね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、監査でチェックはしているのですよね。それは、あとは・・・。 

○副委員長（大渕紀夫君） チェックできない部分はいいのですね。例えばね、ここで言う資

金不足比率がオーバーしている場合、外部監査が入るということになっているのですよね。た

だね、それは全然何もないのです。これは守秘義務に関係ないから言うのですけど。だから、

そのことを、外部監査の状況はどうなっていますかと聞くのは構いませんよね、聞いたって。

だめかな。いや、それはちょっと聞いておかないと。聞いて、変なことになったら困りますか

ら。要するに、外部監査が入ってくるということに対しては、全然何もないですから。いまだ

に決まっていない。私、何回も何回も本会議で聞いているのだけど、全然、外部監査のことに

ついてはまだわかりませんと言うのです。そして、監査とは全然そういう話ないのです。それ

だけちょっと聞いてみたいなと思っていたのだけど、だめですかね。変なことになったら困る

から。聞くなというのなら聞かないけど。誰か聞いてください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に大渕委員名で監査意見ついていますのでね、ここで意

見というのは、絶対だめではないとは言えないですけど。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、報告４、５号というのは、決算認定に入っていないか

らさ。それで言ったのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、議員の身分は持っているのですけど、何か質問あれ

ば、監査の立場で答えなければならない場合もありますよね、こちら側にいても。だから、こ

こに名前で判こを押しているから、いいかどうかちょっと、はっきり申し上げられません。 

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。 
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○委員長（山本浩平君） ほか。なければ、この日程について、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） 14 番ですか。追加議案の予定について。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、追加議案があるかもしれませんという話は伺っています。

一般会計の補正予算第６号でございまして、先ほど総務のほうから議案説明受けたと思います

が、農業関係整備事業分担金徴収条例ということで、農業開発公社に分担金を払う部分なので

すが、事業主体は農家なのですね。農家から分担金を間接的に経由していくだけなのですよ。

今、事業要望をしているということで、それが決定すれば補正予算組まなければならないとい

うことなのですね。というのは、分担金徴収分だけということになりまして、19 日の間までに

もしかすると提案になる可能性があります。それでないと、農家の方、事業できないものです

から。それも含めて、今のところ、それ１件ということを聞いています。それと人事案件も合

わせまして、19 日金曜日の朝９時半から議会運営委員会、改めて通知しますけど予定させてい

ただきたいと思います。 

○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） 次、15 番。全員協議会の実施について。 

○事務局長（上坊寺博之君） これも日程の中でご説明しましたとおり、19 日、決算審査特別

委員会。何時までかかるか、ちょっと想定できませんけど、日にちがちょっと取れないもので

すから、その日に組ませていただきたいと思います。というのは、19 日は開建のほうで別なま

ちに行くものですから、日程としては 18 日がベターだろうと思っています。従前ですと、２時

ぐらいに終わっているのですね。ですから、今回は財政健全化の絡みもありますから、長いと

しても、３時か４時ぐらいにはしたいなと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 特に質問ございませんね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１５分 

                                         

再開 午後 ２時２５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。 

 局長のほうからちょっと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、及川委員から、決算審査は一応３日で組んでいるのですが、

時間的な部分、３日でどうなのですかとあったのですよね。それで、延びるという想定をした

場合、決めておかなければならないのですよ。というのは、従来とは違って通年なものですか

ら、今、休会中に審議するものですから、毎日、次の日やると確定させた中で動かないと、休

会日の招集になるので文書発信しなくても議長が、例えば９日終わった日、あすも 10 時から開

くということを言わないとだめなのですよ。10 日も休会ですから。それで、10 日から休会入っ
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て、決算審査いって、19 日に再開するというのは言わなければならないのですね。例えば、決

算審査が食い込んでいったら、どうしても 19 日に本会議開かなければなりません。ですから、

その辺も含めて議論しておかないと。例えば 19 日の午前中まで予備で取っておいて、午後から

開くと口頭通知をするのかということ。それと、今ちょっと議論あったので、予備日にするの

であれば、例えば 11 日予定していたのが今は何も入らないのですね。だから、そこで議会のだ

け先にやってしまって余裕を持たすかという話もありまして。例えば後期高齢者の選挙以降の

意見書をすべて上げてしまうかと。その辺の議論をしていただいたほうがよろしいかなと思う

のです。従前であれば、決算審査３日で上がっているのですね。ただ、財政法が成立して初め

ての議会ですので、その辺の危惧も当然しておかなければならないだろうなと思います。去年

も、３日目まで一般会計の議論が食い込んだのです、午前中。特別会計が２時間ぐらいで、午

後２時ぐらいで終わってしまったのですね、現実には。だから、大体、今までの３回やったパ

ターンはそういう形になっております。それも含めて想定しておいたほうがいいのかなという

気がいたしました。 

○委員長（山本浩平君） ただいまの件、いかがでしょうか。何か、及川委員のほうで危惧あ

りますか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。ちょっと今、休憩中、議長のほうに大丈夫かなという心配

があったものですからお話してきたのですけどもね。その３日間の中で状況判断しながら、ち

ょっと皆さんに迷惑かけるかもしれませんけども、時間を延ばしてもできないことはないなと。

もし、延びるような可能性があった場合にね。そういう弾力的なやり方、方法でやれば、進め

れば大丈夫かなという思いはしておりますけども。今、無理して変更をしなくてもいいかなと

いう思いでいます。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうした場合、最終日の 18 日の後に全員協議会を予定している

のですよ。そして、開建の所長さん方は待っていただいて時間帯に来ていただくものですから、

その辺が食い込んで何時間もずれると気の毒かなと。 

○委員長（山本浩平君） 何時に来ることになっていますか。終了後になっていますけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） まだ決めていません。16、17 日の審議状況を見てと思っていま

したけども。それともか、全員協議会を 10 日に。ただ、一般質問がどのぐらいになるかという

想定がつかないのですよね。ここの健全化比率と決算審査に付託するのはそんなにかからない

かなとは思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） 10 日に全員協議会を行ってはいかがかと。 

副委員長、どうですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今、言われた 10 日にやるという案がいいと思いますけど。ただ、

決算委員会のほうは私ちょっと外れているから何も言わなかったのですけども、日程上はやっ

ぱり 10 日に開発のやつをやってね、一定の余裕だけ持っていて、あとは委員長の判断でね。延

びたら延びたで、６時なら６時までやればいいわけですから。ただ、その日に会議入っている
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というのは、ちょっといづいと思いますから、その全員協議会を移せば全く問題ないのではな

いかなというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、皆さん。異議ありませんか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、全員協議会、開発建設部を９月 10 日に。４時ぐらいにな

るのかもしれませんけども、審議終了後行うということでお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうしたら、各常任委員会は９日に遅くなってもやらなければ

ならないということになります。 

○委員長（山本浩平君） それでは、９日に各常任委員会の次期所管事務調査事項については

行うということでご了解ください。 

 それでは、午前中、相当いろいろと皆さんと議論した件に戻りたいと思います。委員会付託

するか、しないかということでございます。意見が分かれておりますけれども、若干時間を置

いた中でその後、皆様方の考え方もまた、いろいろ整理されたかと思いますので、この点につ

いて、いかがでしょうか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 午前中の議論を聞いていまして、一番のウエートは議案第６号

の関係なのですね。税の関係で、産業厚生常任委員会の付託の分については、まだ全然、初め

て出てくる部分もあるのですよね。それが即決でいいのかどうなのかと。国保のものの金額も

ありますよね。ですから、どうなのですかね。これは基本的に言ったら、まだ議論は個々にし

ていないところですから、これはされたほうがいいのかなと、私は若干思ったのですけど。水

道料の部分と税の部分。それで、６だけ議論していったほうがいいのかなという気がします。

どうでしょうね。国保の税率の関係は初めて出てきているのですよね。応能応益、所得割含め

て初めて提示されているのですね。ですから、これも即決なのかどうなのか。水道料も先ほど

前田委員外議員のほうから、どのぐらいが変わって、どのぐらいのウエートあるかというのは

プログラムの中ではきちんと示されていないのですね。額しか示されていませんので、総体の

額、これは今までの議会ですと付託しているのかなという気はしますけど。６号は今いろいろ

あって、1.7 か、1.65 かという議論はあるのでしょうけど。 

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

 今、局長のほうから出たのは、新財政改革プログラムに細かく説明がなっていない部分につ

いては、委員会に付託されてはいかがかということですが、いかがでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 言っている意味わかりましたか。国保以下の７から 11 について

は細かく説明されていないのですよね。増税するとは言っていますけど、税率とかそういうの

は一切示されていませんから、これは産業厚生常任委員会にきちんと付託して詰めていく必要

があるのではないかという事務局からの提案なのですけど。税のほうはね、1.7 と示されてい

ましたから。総額も。これは 1.65 で対案示しました。だから、そちらと国保以下の部分はちょ

っと違うかなという気がしますけど。即決ということも当然あり得ますから。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 
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○委員（及川 保君） 清風クラブです。今、助言がありました、国保の今まで説明受けてい

ませんね、その部分についての付託というのは、私は何も。逆にきちんと。総務になるのか、

産業厚生になるのか、わかりませんけどもね、そういう形にはなるだろうと。ただ、この超過

課税の部分についてね、上下水道含めて、この部分について私はちょっと議長にお伺いしたい

のですけども、特別委員会で先ほど来再三申し上げているように、17 日間かけて、私はどんな

形であったとしても議会が総意として町に示した提案というのは、今回こういう形で町側から

示されましたけどね、この特別委員会が決めたことを総意として出した、提案した部分につい

て何ら盛り込まれていなかったということは非常に遺憾に私は思います。それで、こういう状

況がもし出てくるのであれば、事前にそういった議論をする場がやっぱり必要だったかなと。

８月１日以降、最終特別委員会が開かれて以来、きょう、９月５日でありますけども、その間

にそういった議論が本当にこの特別委員会でなされていれば、こういう事態にならなかったな

と、こういう思いでいたのですけども。今後、付託されることがね、当然、総務か産業厚生か

になるのですけども、いくら連合審査と言いながら、それに属していない委員の皆さんは委員

外議員なのですね。例えば超過課税であれば、多分間違いなく総務でございますけども、この

部分について、確かに連合ではやるとしてもね、議論するとしても、そういう中で非常に、こ

の特別委員会の示した姿勢が崩れてしまうなと。この中で非常に議論がまた白熱して、議会が

統一した意見なんて、まず、できないだろうと、私はそういうふうにとらえているのですが、

議長のお考えを聞きたいなというふうに思います。実は、財政健全化に関する調査特別委員会

をつくるにあたっては、これは総務に付託された案件でありました。それを一度は総務で引き

受けたのですが、しかしながら、大変な重い、町民の皆様にとっては重いこのプログラムの内

容であるということで議長にお願いをしましてね、総務文教常任委員会の総意として全議員に

よる審査をぜひお願いしたいという申し入れを実は行った経過もございました。そんなことか

らきょうまで皆さんと何とか一致する点を見出して、議会としてきちんとした対応をしましょ

うということで今回、中間報告させていただいたわけでありますけども、それがまたさらに議

論としましてどういう形になって出るか。副委員長の先ほどのお話も、ひょっとしたら 1.67

ということもありましたけどもね。何とかこれを議会の総意として対応すると。本会議の中で

対応して、それ以降にきちんとものが見出せないかなと。私はそういう形に取れないのかとい

うふうにして議長にお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長、いかがですか。 

○議長（堀部登志雄君） 特別委員会委員長の及川委員からそういう話をされたのですけども、

私、議長として、特別委員会には除くという形ではありましたけども。議長としてね、今回、

特別委員会で議論をして、皆さん総意のもとに出した議案ということで、これはこれとして、

経過はどうあれね、やはり最終的には総意という形で示されたと。しかし、財政改革プログラ

ムも何としてでも成功させなければならないと。健全化団体含めてね、そういう形に、夕張み

たいにならないようにすると。それで、借金をゼロに、10 年間かけて赤字をゼロにするのだと

いう思いでやって、議会の出した対案に対して、どうしてもそれが不確定要素、土地や何かを
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売らなければだめだということで、余り確約できないというか、不安がっているものについて

出てきたものについて町としては出てきたので、従来どおりの町民に超過税率 1.7％で何とか

少しずつでも負担してもらって財源を稼ぎたいという思いで、今回 1.7％と出してきたと。そ

れで、それをどう取り扱うというのは、私、議会議員全員の問題にかかってくると思うのです。

だから、今回、私はどちらかというと、委員会に付託してワンクッションおいて、再度、我々

はこう思ったのだけども、理事者のほうでこれではできないから、我々の立てた計画を再度出

してきたということですから、それに対してね、やはりこちらのほうが 1.65％と出したものに

ついて全く認めてもらえないから、それでは一発でやって。そういうことではないのですか。 

○委員（及川 保君） だって、認めてもらえないからということではないではないですか、

ここで言っているのは。今、町に出したものが認めてもらえないから一発でどうのこうのなん

て、そんな話は私・・・。議会、特別委員会としての姿勢がどうなるのかという話なのです。

議長が認めてくれた、17 日間一生懸命皆さんと議論してきたことがどうなるのですかというこ

とを私はお聞きしたいのです。 

○議長（堀部登志雄君） それは議長がどうのこうのではなく、皆さんの思いだと思うのです。 

○委員（及川 保君） 議長がきちんと特別委員会をつくると諮ったわけですよね。そういう

形にして進めてきたのですよね。 

○議長（堀部登志雄君） それで、皆さんの総意で 1.65％で対案を出したと。だけども、実際

に議案として提案されるのは 1.7％で出てきましたということですね。だから、それを、この

９月に出てきた時点で議論・・・。 

○委員（及川 保君） 特別委員会がどういう形になるのですかという話を私はしているので

す。特別委員会が出した中間報告を付託すると今、言いますけども。付託して、また議論する

と。当然、議論しますよね。 

○議長（堀部登志雄君） 特別委員会の考え方というのは、1.65％で出したのですよね。それ

だけです。それで、それに対して向こうで 1.7％で出てきたと。そうしたら、特別委員会とし

て、これからどう対応したらいいかということですか。そういう意味なのですか。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。特別委員会が町に対して提言しましたよね。それに対して、

今、形となって町から示されたわけです、この内容を示されました、条例案。それで、これが

さらに今、議長は付託することがいいのではないかと、こういう方法もあるというお話をされ

ましたけどもね。当然そういう方法もあるでしょう。ただ、この特別委員会が、皆さん苦労し

て、ここまで何とか一致を実はしたのですね。いろいろ、いっぱいたくさん一致しないものが

ありましたよね、この議論している中でも。そういう中でも初めて全体が一致して町に提案し

たのですよ。こういうものがね、またさらにどこかの委員会に付託されたとしても、同じ議論

をまたしなければいけませんよね。結果がどういうふうに出るかというのはわかりません。常

任委員会の出すであろう結論、それから特別委員会が既にもう、皆さんと意見を戦わせてつく

りあげたものが、どちらが比重として大きいと思いますか。私は先ほど、委員外議員という話
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も実はさせてもらったのですけどもね。総務で例えば超過課税の部分をやったとしても、当然、

連合審査という形になるでしょう。そういう形で総務でやったとしてもどちらの議論が大きい

ですかね。重さと言いますかね。これはひょっとすると、私はまたばらばらになってしまうな

というような思いが、実はしてならないのです。議会の総意ではなくて、もう既に付託された

時点でね、けんけんごうごう、また新たに議論をして、新たなものが多分出される形にならざ

るを得ないと思うのですよね。そうしたら、今まで議論したことは一体何だったのだというこ

とになるのではないですか。この特別委員会が何のためにあったのだという。そうしたら、総

務に最初から付託されてやればよかったのと同じことになってしまうのですよ。総務だって多

分、連合審査でやったでしょう。だけど、連合審査というのは、委員外議員という立場で、半

分の皆さんはそういう形になってしまうのですよ、実は。そう思いませんか。そういう中でや

るよりも、私は、実は特別委員会を新たなにつくる何ていうのはね、元々そういう考えではな

いのです。だけど、お願いしたのは、もう特別委員会でやるしかないだろうと、これは。皆さ

ん、委員外議員になってしまうのですもの、連合でやると。あのときもいろいろ悩んだのです

けどもね。委員外議員の皆さんが何ぼ意見戦わせたとしてもね、委員外議員なのですよね。俺

はこう言ったぞというものがなかなか難しいのです、一致させようとすれば。しかし、それが

ね、新たにまた付託して、意見をどうやって皆さんと一致させますか。もうけんけんごうごう、

結局最後は多数決で多分やることになるでしょう。私はそういうものが見えてならないのです。

私は、この特別委員会というのは非常に重いなと。繰り返すけども、全体が何とかかんとか一

致をしたのですよ。これは、町民の思いを受け止めてほしいのです。町民の思い、そういうも

のが議会に対して、私はその一人の議員として、この特別委員会を進めてきたつもりです。そ

れが何か、またさらに屋根重ねるようにやってしまうことが、私は一体どういう形になってい

くのだと、議会はどんな形に見られるのだというふうにしか思えないのですよ。確かに付託さ

れますから、町側といろいろ今度また議論しますよね。私たちが示した案件に対しまして議論

します。それで、言われているように、なるほど町はやっぱり大変だと、まちをつぶさないた

めには 1.7 でいくしかないだろうと、こういう形にひょっとしたらなるかもしれません。それ

は結果としてどういう形になるかわかりませんけどもね。いずれにしても、特別委員会の形と

いうのは一体何だったのだということに等しいではないですか。ここまでは一致して何とか出

しました。結果的にはこういう形になって示されたのですけどね、町側からは。ただ、それが

逆に私が言えばね、それがだめだったから、今度、付託するのかというような形になるのです。

さっき議長は、私が、そのまま 1.7 で出してきたから、見返りに多数決でやってしまえみたい

なことを。私は一切そんなこと言っていませんからね。それで一発でやってしまえなんて、一

言も言っていませんよ。それは議会の意志として、議員一人一人の判断をゆだねるという形に、

私はもうすべきだろうと。それが特別委員会の使命だったろうというふうに私は思うのです。

一言も私は、議長がおっしゃったようなことを言っていませんよ。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私に意見を求められているけど、及川委員の言われていることもち
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ょっと私、わからない部分もあるのですけど。要するに、今回、我々は皆さんの意志で特別委

員会としてね、全員の意思として出した対案、それと違った形で出てきたわけですよね。町側

から出てきたと。そして、この取り扱い。これはもう議会で提案されるわけですから、今回。

その取り扱いをどうするかということなのですね。それで、９月にこれが出てきたとき、そこ

のところでそのまま付託しないで決めるとなれば、可決するか、否決するか、それと修正する

かしかないのですよね。だから、その辺の考えが、皆さん全員がそういう形でやろうというの

であれば、それはそれで構わないと思うのですよ、僕は。だけども、ここで修正まで含めて、

修正というのは 1.65％ありきなのか。それとも、先ほど委員長が言ったように、みんなで決め

たけど再度考えてみたら、1.7％ではないけど 1.67％か、そういう議論もあってもいいのでは

ないのかみたいな話が先ほどありましたよね。だから、それで修正するのも、そういう話も皆

さんで 1.65％で絶対修正するのだという皆さんの意志が全部整っていれば、それはそれでやっ

て結構だと思うのですけど、その辺がどうなのかなという、ちょっと不安があったものですか

ら。それで及川委員、例えば９月の定例会で採決してどうなるか。そのときはそれぞれ議員個々

がきちんと考えて臨んでくださいという形なのか。それとも、全員で出した対案だから、それ

に違った形で出てきたから、議員としては建前上違っていますから、それは全部否決ですよと

いうふうに判断すべきですよというのかね。その辺が今までずっと議論やっていて、議員個々

に、出たときに判断してもらうという意味はね、どちらのほうの意味なのか、その辺もまだ私

ははっきりわからないものですから。その辺はどういうぐあいに皆さん思っておられるのかね、

委員長ばかりではなく。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 委員長ばかりではなくとおっしゃっていますけどね、それでは、今回

の私たちが町に示した７項目にわたる中間報告が一体どういう形になるのですか。議長のほう

から説明。今、聞いていますとね、1.67％になる可能性もあるだろうし、1.68％になるかもし

れないみたいな話ももう既に出されていますけどね。そんな考え方でこの特別委員会をとらえ

ていたのですか。 

○議長（堀部登志雄君） そういう意見もあったということで、だから、その辺を含めてね、

皆さん 1.65％で全部意思統一されているのですかと。それを俺に聞く前に、皆さんにやっぱり

確認して。わからないです、私は。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５９分 

                                         

再開 午後 ３時３７分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 ７号から 11 号については、産業厚生常任委員会に付託してはいかがという、先ほど局長の提

示というかアドバイスがありましたが。 

氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） 氏家です。例えば、説明のされている部分までは、細かい部分につい

ては説明のされていない部分があります。ですから、そういった資料請求も含めてね、今後、

もう一度、詳しい中身というものを一回検討するべきだろうなと思いますので、それは、産業

厚生常任委員会の中で付託されるべきことかですね。でも、どこかでやらなければいけないこ

とだと思いますのでね、そういう場面はつくるべきだなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 副委員長どうですか、この件については。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私もよくわからないのだけど。例えばね、下水道料金の値上げと

いうのは特別委員会できちんと議論して、そういう意味で言えば、結論出ているのだよね。水

道料金との関係では出ているのですよね。そういうふうにはならないのかな。だからね、そこ

ら辺の整合性が議会として取れるのかな。だって、下水道料金は上げてもいいよ、ただし、水

道料金は下げなさいよと。そして、今回出てくるのは、下水道料金の値上げの条例案だけです

から、多分、そこは特別委員会できちんと結論出ているのですよね。だから、出ていないとい

うことにはならないし、資料ももらっているし、あのとき要求すれば何ぼでも資料もらえたわ

けだから、もらっていなかったというだけの話だよね。それ以外の部分についてはあるかもし

れないけどもね。だから、今回のこの特別委員会の中で議論した中身について、片一方は付託

するけど、片一方は付託しないよというのは、そんなふうにはなるのかな。議会が決めればい

いということなのかもしれないけど、やっぱり整合性をちゃんと取らないとね、何か変になっ

ていきませんか、この後。今まで築いてきた議会のルールみたいなものがいい意味で崩れるの

ならいいのだけど、いい意味ではなくて崩れてしまうとまずいかなと。議案第６号と下水道の

議案が、どこが違うのかと言ったら、同じではないかなと私は思うのだけどね。そういうふう

にはならないかな。そこら辺がね、ちゃんと論立てできればいいと思うのだけど、私の頭の中

ではその整理はちょっとできないな、今の段階では。それでは、そこで議論するとき、特別委

員会みたく下水道料金は上げてもいいけど、水道料金は下げろという議論はできないでしょう。

下水道料金上げるべきか、上げるべきではないかという議論にしからならないよね。そうした

ら、特別委員会と違った形になるよね。だから、同じことになってしまうでしょう、それは。

だから、そういうところは簡単に、ああ、いいですよというふうにはならないような気がして

いるのだけど、私は。面倒くさいことをいう気はさらさらありません。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。確認したいのだけども。例えば下水道料金の値上げについ

ては、特別委員会の中でも値上げはしようがないだろうと。でも、その見合い分を水道料金で

カバーするのだよという話だったのですよね。だから、下水道料金の値上げについては、それ

だけで議論しては特別委員会でのあれとはまた全然違う話になってしまうのですね。だから、

そういうふうな考え方になると、やっぱり６号と 11 号というのは一緒に考えなければならない

という話になるのかなと。そういうふうに言われればね。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時４３分 
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再開 午後 ４時００分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 なかなか結論出ないですね、非常に難しい状況で。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時０１分 

                                         

再開 午後 ５時１３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。 

 先ほど及川委員のほうから、今までの中間報告したことに関しては、基本的には堅持してい

くというような思いの中で委員会付託という形を取るのであれば構わないということでござい

ますが、そういう方向で皆さんよろしいですか。異論ありませんか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私たちは最初、委員会付託という形ではなくてね、本会議の中でもう

最終的にここで結審するべきだという意見でしたけどもね、本当に議会としてもう一回、あく

まで中間報告を基本としてね、大きな議会としての意思がそこにあるわけですから、それにつ

いてのやっぱり、今回示された議案についての話し合う場所というかね、場面をやっぱり設け

ていかなければ、前に進んで行かないのだろうなと。私はやっぱりそういうふうに考えるので

すよね。それは、ゆくゆくはすべてやっぱり町民のためになるのだという思いが私たちにもな

ければならないだろうし、私たち一人一人の議会議員のプライドで町民の生活を脅かすような

ことはしてはいけないなと私は思いますのでね。ただ、何のために 1.65％という数字を出した

のかという議論は、この特別委員会の中で皆さんといろいろ議論した形の中で、この超過税率

が大切なのだということで決められたことですから、それについての行政との議論の場をもう

一度設けるということは、窓口が今回、総務・産業厚生の常任委員会の中での付託になるかも

しれませんけどね、そういう形の中で進められてはいいのではないのかなと。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今回のこの７つの項目に対してね、町がどういう態度をとるかと

いうことに対して、議会が本当に議会の決めた役割をすべて果たすということであれば、私は

この中で、この中というのは付託する中で、きちんと話をしておくべきだと。そうでないと、

前田委員外議員が言ったことは生きてこないのですよ。ですから、1.65％で議員提案の修正案

を出すと。水道料金値下げの修正案を出すと。そういうことをきちんとどこかでやるという議

論をしましょう。その代わり、その責任は議会が負うわけだから、きちんとそこの責任を負え

るような形で出すと。それは誰かがやったり、言ったということではだめなのです。やらなけ

れば。僕は、やる機関をきちんと設けると。水道料金の値下げは産業厚生なら産業厚生でいい

です。総務文教は総務文教で 1.65 の修正案を出したときに、それが可決されたという場合、議

会に及ぶ影響は何なのか、きちんと議論すると。そういうふうにしないとね、責任なんか、い
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くらたったって同じですよ。それは何の意味で言っているかというと、僕が言っているのは、

そういう財政改革プログラムだったら今までと同じくなると。今までつくってきた改革プログ

ラムはみんなそうだったのですよ。だから、責任を負うということはね、そういうことですか

ら。きちんと責任を負うと、議会が。そういう議論できる場をきちんとつくってやるというふ

うにしましょう。そうでないとね、また同じ議論になりますから。だから、最悪の場合はそう

やって出すよと。その代わり、出した分についてね、例えば下水道料金の値下げについては産

業厚生で出すのだから、出すとしたら玉井委員長の名前。こちらの総務文教もそう。そこがそ

れを出して可決された場合、町がやらなかったらどうなるのかということまできちんとやらな

ければだめなのだから。そういうところまできちんと議会で精度上げましょう。そのことはや

るということにしたほうが私はいいと思います。これは公式な発言ですからね。 

○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） 私もそれを言おうとしました。話がありましたけど、やっぱり

それぐらい、まず、やるべきだと思います。 

それと今、及川委員から話がありましたけども、私はそれに対してどうこう言っているので

はなくて、ただ、私の意見として、これから総務文教常任委員会を開くのに、今、特別委員会

で決まったことを堅持するのであれば委員会付託するということに対しては、私はちょっと、

趣旨はわかりますけども、委員会付託始まると、さらにその中の連合審査であっても新たな審

査になるので、方向性は別にしても公の場でそういうことが、制限を加えるようなことがいい

のかどうかということがまず１点。 

 それと、先ほども言っている、このまま付託するにしても私は、正副議長、特別委員長が町

長に言って、この議案の中身について理事者として何も今まで議会にコメントなかったので、

そういう場を必ず議会を開く前にやってほしいと思います。その中で私は議員として、この冒

頭に、町長に今まで経過について、そういうことでなぜ、議案が上がってきたのかを私は質問

させていただきます。そうでなければ、正副議長がその辺もちゃんと、町長が上げてきて、議

会との相違点があるのに、 その辺については明確にこうだよということが理解されれば私はし

ませんけども、私は議会としてそれぐらいのことは認識しておくべきだと思いますけどもいか

がでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 今、大渕副委員長から提案があった件と、前田委員外議員から２点

提案がございました。いかがですか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前田委員外議員の今、言われた１点目の総務文教で受けるにしてもと

いう、そこがちょっと僕は今、理解できなかったのですけども、その中身をもう１回ちょっと。 

○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） これから超過税率のものを付託して議論しますよね。それが今、

議運の中で及川委員は委員長になるけども、これから総務文教に付託されて新たに議論される

わけですよね、付託された案件を。だけど今、及川委員が、特別委員会で 1.65％という数字が
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出たものが、重みあることは私わかります、ただ、それが堅持するために、それを確約するの

なら委員会開くということであれば、議会のそういう議論をするとか、そういう部分がちょっ

と阻害されるというかな、それになるから、言っていることはわかります。当然そう思います

けども、だけど、それは公式な形で言ってしまうと、議会に、これからの委員会に型をはめる、

議会の自由な討議を制約化するような形に、後で会議録を見ても見られますよということです。

そういうことはやっぱり。変な意味ではないですからね。 

○委員長（山本浩平君） 今の点について、及川委員いかがですか。 

○委員（及川 保君） 私が 1.65％についてね、確約するならいいよと、こういうことに対し

て前田委員外議員が。今、初めて理解、さっきはちょっと理解できなかったのだけども、理解

をいたしました。ただね、私はたがをはめるとかそういうことではなくて、再三わたって言い

ますように、この特別委員会の皆さんの総意として決めたことは非常に重いよと、こういうこ

とを前提にして、きちんとした議論が諮れて本当にいくならばいいですよという、付託されて

もいいですとこういうことでしたので、たがをはめようとかね、確かにそういうことを発言い

たしましたのでね、理解をいたしました。ただ、皆さんの良識として、きちんとそのあたりを

一人一人の委員さんが持っていて議論してほしいなという思いでございます。 

○委員長（山本浩平君） それと、正副議長、そして、総務文教常任委員会の委員長・副委員

長になると思うのですけれども、特別委員会はとりあえず今、残っていますから、特別委員会

の委員長・副委員長という呼び方がよろしいのかもしれませんけども、この４名できょうの議

論も踏まえてね、もう朝からこの時間までやっているわけですよね、真剣に。正直言って、今

後の対応に関して、非常に議会としても悩んでいる状況ですよ。これは率直にやはり話し合い

をして、今後のこういう形の中で議会としては進んでいきたいのだというような話をして、向

こうの考え方も聞いて、そういう場を設けるべきだという前田委員外議員の意見でございまし

た。私もこれは大賛成なのですけども、この点について皆さんどうですか。 

 それと、もう１点は大渕副委員長が提案された修正案提出を前提で話し合いをする場を設け

ると。イコール 1.65％でもう修正案かけるぞと、こういうことですよね。それぐらいの気持ち

で議会として対峙していかなかったら、議会の尊厳も何もないのではないかというようなこと

だと思うのですけどもね。この２点について、いかがですか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。大渕副委員長のおっしゃったことについては、私は

全くそのとおりの対応をしていくべきだというふうに思います。 

 それともう一つ、前田委員外議員がおっしゃっていた、町長に対して正副議長、正副特別委

員長で提案される前に対応すべきだろうと、こういう意見なのですけども。私は当初、これを

申し上げました。町がきちんとこれを出してくる前に対応すべきなのだろうというのは、議長

にも先ほど申し上げたのですけどもね。今ここで本当に、委員長もやられたほうもいいだろう

と、こういうご意見なのですけども、私は皆さんのご意思に、それから正副議長のご意思にお

任せをいたします。私は率先して、ここでね、この状況を含めてね、町長に何ら説明する何も
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のもないなと。今、この時期に。こういう思いでおります。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんに伺っていきます。修正案前提でということも含めて、この

２点についていかがか。 

新風ですけども、私は全く異論ございません。前田委員外議員のおっしゃったこと、大渕副

委員長おっしゃったこと、これは両方やるべきだと私としては考えます。 

 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。私も大渕副委員長のおっしゃること、前田委員外議

員のおっしゃることもそのとおりだと思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は、やっぱり中間報告を出した時点でそういう腹は皆さ

ん決まっていたのではないのかなと思っています。ですから、そういった思いで、本当に議会

がまとまって、もう一度それに対しての審議ができるのであれば、それは当然のことですし、

当たり前のことだと僕はそう思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長、副議長いかがですか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今回の議案を提案することに対して、こちらから出した対案に対し

て違った形で何ら説明なく出てきたということに対して、こちらから話をしていくという意味

で、そういう意味のあれですか、前田委員外議員。正副議長に行けというのは。 

○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） 私は、議案提案になってきたときに、８月 12 日以降決まってい

ながら何も町側から議案を少しでも成立させるためにも、そういう真意の働きかけがまるっき

りないと。それと、議会が決めた重みのある率についてもね、それはもう議会で変えられない

と。そのためには修正という形になってくるよと。今の流れでいけば、委員会にかけて出てく

るよと。そういう議会の部分も議長としてちゃんと、さっき山本委員長も話しましたけど、そ

の部分をちゃんと客観的に伝えていただいて、そして、町長がこれからの議案に対してどう対

応してくるか。理事者側としてどう考えるのかと。そういうことを聞くべきではないかという

ことです。そして、議会でこういうことがあったよということをちゃんと伝えたら、町長だっ

てこういうことだという話があるかもわかりませんからね。そういうこと聞いて、議員皆さん

に周知したほうがいいのではないかということです。 

 それと、逆に議長としては言うべきだと思いますよ、私は。町のことを思ったら。なぜ、こ

こに働きかけがなかったのと。こういうことなかったのと。逆に怒るべきですよ、議長として。

議会のトップとして。皆さんからこれだけの意見が出ているのですから。やっぱり町長の責務

ですよ、議会に来てそういうことを、言葉悪いけども、自分のことをやりたいときに働きかけ

るというのは。責務ですよ、それは。それを投げておく事態に対しては、やっぱり議長として

ね、議会のトップとして怒るべきだと思いますよ。そういうことを伝えてほしいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 副議長、何かございますか。 

○委員（吉田和子君） 先ほど述べましたけれども、きっと行ってそういう意見を言ったとき
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に、反対に私たちが言われることは覚悟して行かなければならないと思っています。本当に重

みのある数値を出すときに、こちら側からも議論した上で出したわけですから、こちら側もこ

ういう考えでいるということも何もなくて、こちら側も中間報告でぽんと出しましたので、そ

ういったことは私はきちんと言わなければならないというふうには思っています。そういった

意味で、そうだからあちらが出してきたのかどうかわかりませんけれども、やっぱりどういう

お考えだったのか。出してきて、その後どういう考えで進んでいくというふうに思っていたの

かどうなのかということは聞いてみたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか、皆さん。再度確認させていただきます。第６号に

関しては、総務文教常任委員会、第７号から第 11 号に関しては産業厚生常任委員会、それぞれ

新財政改革プログラム案の関連議案、これらに関してはそのような形で付託するということで

よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね、この案件については。副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の正副議長と、正副特別委員長は行くことになったのですね。

なったのだったら、ちゃんとアポ取って、いつ行けるかと。９日でしょう、本会議。そうした

ら、いつ報告するのですか、その報告を。ちゃんとそういうことをしないと、後でまた、行っ

たとか行かないとか、どうだとか、俺、欠席したとかとなってしまうよ。そうではなくて、行

くのだったら、議会を代表して行くのだから、正副議長、正副特別委員長きちんと行かないと

だめですよ。そして、行くのはいつ行って、いつ何時に報告をちゃんとするのかとしておかな

いと、何だかわけわからなくて終わったなんてならないようにしてください。それはだめだよ。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ５時３２分 

                                         

再開 午後 ５時４３分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 それでは、その他の項目の１番目。議長の諮問事項ついて。会派持ち帰りになっておりまし

た、議案書の配布方法についてですが、これは議論されてきたところ、どちらからでも結構で

ございます。 

どうぞ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。実は、これはうちの会派から多分出ている話だと思

うのです。というのは、会派で配布するのですけどもね、私は特に不便感じていなかったのだ

けど、ただね、よく考えると、行く過程でね、多分まっすぐ直行して行くのなら間違いなくは

っきりするのだけども、例えば回り道して、自分の用事足しながら行く可能性もありますよね。

そのときに何かあったときに誰がどういうふうに責任取れるのだと、こういう話になったので

す。考えたらね、起こり得るのです。距離が距離なものですから。この近辺でね、近くなら私

は特に問題ないなと思っていたのですけども、これは本当に何かあったときにどういう形で責
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任を皆さん。代表でない方々は何も、議運に出られていない方は何もかかわらないのですけど

も。我々もこうやって生身で運転して歩いて、何かあったらどうするのと言われたって、それ

は自分で責任とるしかないよねという返答しかしていなかったのだけども。公式の場で多分な

されたと思いましたね。この間の会派の中でも、これはできるのなら郵送にするのか、宅配と

いうのもありますのでね、そういう形にしたらどうだと。もしくは、職員が配ればというのだ

けど、大変厳しい削減をした中で職員も大変だろうなと。そうなると、やっぱり宅配、安くあ

げるというのなら宅配ぐらいしかないのかなというような議論はしました。できれば、これは

そういう形にしてほしいというのが私ども会派の考え方です。 

○委員長（山本浩平君） ほか。どちらでもいいですよ。 

共産党さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。議論をいたしました結果としては、まず一つとしては、

この経過がございました。経過は言わなくてもわかっていると思っています。ですから、省略

します。ただ、原則は議会運営委員会が開かれた後は会派会議をするのが私は一両日中にやる

と、極めて近い間にやると。会派会議に集まる場合は公務災害になりません。今ももちろん、

及川委員が言ったように配っているのは公務災害にならないのははっきりしています。まっす

ぐ行こうが曲がって行こうが、これは一切公務災害にはなりません。ただ、そういうことだか

らということになれば、これはやらざるを得なくなると思います。ただ、局長にちょっと僕、

聞いてみたのだけれども、今度は通年議会ですから議長が招集するのですよね。招集権は全部

議長ですから、町の招集ではないのですよ。そうなれば、今度は議会がみずから、議会事務局

の職員が配布するか。そうであれば、ここに入れておいて取りに来るか。いずれにしても会派

があるということは、会派会議やるということなのですよ。そのときに議案がなかったら、会

派会議は絶対できないのですよね。ですから、原則論で言えば、私は会派会議をやるときに配

布するのは当たり前なことですから、私はそういう形で今後は、例えば、このボックスに入れ

ておこうがどうしようがそれはそれで。例えば、議会運営委員会あったときに持って行けとい

うのではなくて、持って行くのなら持って行っていいですよと。会派会議やりますから、その

ときに届けますというふうにすればいいわけですから。それで、本当は会派会議に必要な資料

なのですよね、やるものなのだから。だから、そういう認識で我々は対処すべきであると。た

だ、いずれにしても、郵送にするにしても、何にするにしてもね、なくした経緯というのは役

場の職員が大体半日ぐらいかかるのだそうです、個々の所に行くためには。印鑑もらわなけれ

ばだめですから、必ず印鑑もらっているのですね。居なかったら何回も何回も行きますから、

そういう不合理なことをなくそうと。しかし、及川委員が指摘されたように、我々が配布した

場合は公務災害にもならないということも事実です。それでは、誰が責任負うのと言われたら、

我々、責任は負えません。ですから、そうであれば、ボックスに入れておいて個々が取りに来

るということになるのかね。議長の招集ですからね、ですから、そういうふうにするのか。ど

うしても郵送というのであれば郵送するのか。議運のメンバーはいいわけでしょう。だから、

僕はそれぐらいの範囲で、我々の会派は議論して結論出しているということです。 
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○委員長（山本浩平君） 新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 私は玉井さんが一人でね、通り道ですから、別に私が届けて状況報告

してね。居ないときはしようがないですけど、ミニ会派会議みたいに開いてやっていますので、

今のままで私は構いません。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、大渕副委員長が言われたとおり、やっぱり会派会議を

やる中ではどうしても必要な書類になってきます。そういった面では、そうしなさいではなく

てね、そうしなければだめだとかではなくて、持って行ける人は持って行かれるほうがいいの

かなと。そしてまた、例えば議運が開かれるとして、今回の議案の書類が棚に届いているから、

こちらに来たついでにちょっと早目に取りに来てくれないかという部分ではね、会派の中での

連絡の中で取りに来てもらう形にする。それは個々の会派の考え方でやられるべきなのかなと。 

 それで実際ね、議案のこういう書類一つ、例えば宅急便か何かに頼んだときに 700 円ぐらい

するのですか。600 円。道内だったら、そのぐらい。例えば札幌に送るのと、白老町内回すの

とそんなに変わらないですよ。確か 700 円ぐらいするのですよ。400 円ぐらいだったかな。だ

から、自分たちが運ぶのと、例えば役場に来たときに棚から持って行ってもらうような形をと

られるのがいいのかなと、私はそういうふうに思ったりするのだけども。書類を送ってくれと

いうふうになればね、それはみんなで統一した形の中で送ることになるのかもしれないけども。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） そんなことを私は言っているのではない。現実的にどういうふうにす

るのだと。わかりますよ、会派会議を開かなければいけないというのは。ただね、例があるの

ですけども。必ず私たちも開くのです。開くのだけども、日程上なかなか難しくて、ぎりぎり

の前日とか前々日ぐらい開かざるを得ないときも実はあるのですよ。そういうときにいきなり

持って行ってね、会議開くといったってそれは大変だって。そして、先ほど言ったようにね、

わざわざやっぱり。いいですよ、土屋議員だって、大渕副委員長だって通り道で同僚議員に配

ればいいわけです。また、公明党さんはお二人して出席されていて、新政さんはそれこそ通り

道だよと、こういう話になるのです。私が言っているのはそうではなくて、何か途中であった

ときに困るだろうと。結局は自分が責を負わなければいけないのでしょうと、配りに行ってね。

会派会議というのは当然やりますけども。要するに便宜上それはやってもらうということでや

っているのでしょう。やるということだよね。前にそういう取り決めしたことは。だから、そ

うではなくて、きちんとした体制をつくってほしいと。ルールを。それも便宜上やってもらう

というね、会派の代表に。議運に当然出ているわけだから、やってもらうということが本当に

正式のルールなのかい。ということを実は指摘されているのです。会派会議やるとかそういう

のはそのとおりなのです、十分理解はできるのだけども。たまたま直前にならないとできない

とかということがあるのですよ。そんなことがまかり通ってもいいのかい。ということになる

のです。それは個人的なことなのだけどね、遅れてやらなければならないというのは。でも、

事前に見ておくべきでしょう、議案というのは。私は、それはきちんとした対応は議会として
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すべきではないのかい。と言っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 新風です。私どものところは前回もちょっとお話しましたけども、

できることなら、議会費の中で多分やると思うのですけども、例えば職員が配るなんていうこ

とは本当に非効率だと思います。居なければ持ち帰ったりしなければなりませんし、本当に非

効率ですから。現実的にどうかとなると、私どものところは、前の会派のときは吉田正利さん

が議運のメンバーでございましたので必ず来ていました。吉田正利さんが運転できませんでし

たので、鈴木議員のところへ私が届けていたということです。現在はどうかというと、鈴木議

員は今、入院されている状況でございますので、ここにキープしている状況で。本間議員だけ

なのですけれども、なかなかお互いに仕事を持っている中で、虎杖浜に直接届けに行くという

のはそうできないのですね、現実的に。その中でどうしているかというと、会派会議をここの

場所で開くようにして、棚のところに置かせていただいて、それは必ず連絡を入れるような状

況にしていますけれども、本当であれば、すぐ、１日や２日たたないうちにご覧になっていた

だきたいというのは本音でございますので、そのぐらいの経費は持ってもいいのかなというふ

うに逆に私は実は思っておりました。例えば、ほかのいきいき４・６関係ですとか、教育委員

会関係だとかから各議員にいろいろなものが来るときは当然、ほとんど郵送ですよね。この棚

に入っているケースもありますけども、郵送で送られてくるケースが結構あると思うのですね。

だから、そのぐらいのことはやはり議会費の中で行ったって何も私は問題ないのかなというふ

うには考えております。 

 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） 今の議論を否定するわけではありませんけども、私も仮に会派

に置きかえてお話すると、やっぱり議案というのは公文書なのですよ。これを今まで町部局が

そういう形で議員に届けているのですよ。そして今、経過になったら、議長が招集するから、

やっぱり議長として公文書を議員にちゃんと配布するというのは、僕は責任だと思います。そ

して、会派云々と言っていますけども道すがらというのは、会派は任意団体でね、会派なんて

いろいろ変更するわけですから、そういう視点ではなくて、そして、議員というのはやっぱり

そういうものをある程度同じような時間に配布されて同じく見て、その間勉強するという部分

はあると思います。会派も遅れる場合があるときに、私もお話しましたけども、金曜日に配ら

れて、夕方来て、月曜日に議会あるときにこれちょっと聞きたかったなと思う時間がないとき

もあると思うのですよ。議運であれば、昼に終わったときにさっと見てというふうになります

けどもね。そういう議員の活動から見ると、公務災害という立場で考えれば、私はちゃんと公

に、公文書ですから、私はやっぱり配布すべきだとは思います、郵便とか宅急便とかで。 

○委員長（山本浩平君） そういう方法でということですね。 

 それと、先ほどちょっと私、前の会派のときはということでお話した中で宗像先生抜けてお

りました。宗像さんのところも私が実際持って行っておりました。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今までは今までの形でやってきてそれなりにきたのですけど、そう
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いう問題があるとすればね、やはり今、前田委員外議員が言ったように、議案書ですから、や

はり郵送なり何なりで皆さん公平に同じような時間に行くというような形にしておくべきだな

というぐあいに思います。いや、うちらの会派はいいよとか、この会派はいいよとかという形

ではなくですね、やっぱり統一した形でいかないと。議運のメンバーが出てくるときにここに

置いておいて、議運のメンバーではない方に一斉送ると、例えばね。そういう形でやはりやっ

ていくべきでないかなというぐあいにね。これは特に先ほど前段でちょっと話した、いろいろ

な面があって、便宜上わざわざ職員の方がずっとやっていたのに少しでも経費を節約しようと

いうような思いも中にあって、やってきたという経緯がありますが、何年かだけど、やっぱり

そういう問題が提起されれば、それはそれできちんとした形にすべきだなというぐあいに思い

ます。今度、議長が招集するとなれば、今度は議案の配布も議会が責任持ってやるというよう

な形で、議長のところに来たら、それをコピーして皆さんに渡すというようなそういう形にな

るのかなというぐあいに思います。その辺はまだ認識していなかったものですから、その辺含

めてね、私としてはそういう形でしていくべきだなというぐあいに思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。議運の委員の方はいいのですよ。議運以外の人たちのこと

を実は言っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 大分経費違いますよね。 

 議長が諮問されて、議長がご意見を今おっしゃいましたので、そのような方法でよろしいで

すか。議運以外のメンバーに関してはきちんとした形で郵送なりそういった方法をとると、議

会のほうで責任を持ってそのようにする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） それでは、そのように決めさせていただきます。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ６時０１分 

                                         

再開 午後 ６時０３分 

○委員長（山本浩平君） 再開いたします。 

 町長と今、連絡が取れない状況でございますので、待っていても時間が経過するだけという

ことでございまして、後日、連絡を取るということにいたしたいと思います。日程を調整した

いと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 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。 

（午後 ６時０３分）  


