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平成２１年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２１年 ６月１２日（金曜日） 

   開  会  午後 １時４８分 

   閉  会  午後 ３時０１分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．平成２１年定例会６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２１年定例会６月会議について  

２．その他について 

                                         

○出席委員（９名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

 委  員 西 田 祐 子 君      委  員 近 藤   守 君 

 委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

 委 員 外 議 員 熊 谷 雅 史 君      委 員 外 議 員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 及 川   保 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） それでは、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

（午後 １時４８分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 協議事項でございます。まず、１番目から順次行っていきたいと思

います。局長のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、６月会議の運営についてであります。(１)の提案議案で

ございますが、きょう既に議案説明会で説明を受けていますとおり、町の提案としまして 10

件、うち議案が９件でございます。その他として行政報告が予定されてございます。 

 議会関係ですが、意見書を含んでございませんが、８件予定しております。諸般の報告４件、

それと議員の派遣承認１件、それと各常任委員会から委員会報告が予定されてございます。 

 それでは、２番目です。諸般の報告でございますが、議長の諸般の報告としまして、閉会中

における動向、それと派遣結果報告、これにつきましては当日配布でございます。それと監査

委員から提出されております例月出納検査、定期監査につきましては、本日、議案と一緒に配

布済みのものでございます。 

 引き続きいかせてもらいます。行政報告。町長から１件出されてございますが、これもまだ

手元に来ておりません。当日配布になる予定でございます。 

 ４番目です。一般質問につきましては、６月５日、先週の金曜日、10 時に締め切ってござい

まして、通告者は 10 名、19 項目の通告になってございます。10 名でございますので、一応、

日程の予定は 16 日、17 日、18 日の３日間かけまして、18 日の午前中、もしくは午後に入るか

なという予定を立ててございます。 

 続きまして５番目でございます。議員の派遣承認でございますが、別紙１ついてございます

が、ご覧になっていただきたいと思います。議員の派遣承認につきましては、議会運営基準の

33 ページの11 番で議会運営委員会に諮って決めるということになっておりますので、きょう、

諮らせていただきたいと思います。一応、今予定されているのは４件でございます。１件目は

ロータリークラブの創立 30 周年記念。これが６月 20 日開催されまして、議長にご案内受けて

ございますので、議長が出席する予定です。それともう１点は、鵡川・沙流川連合水防公開演

習ということで、管内の市町が構成員になっていまして、開発で主催されるものです。正副議

長並びに担当委員会の正副委員長にご案内来ています。議長は同じ日にロータリークラブござ

いますので、出られませんので、副議長以下担当正副委員長ということでございます。それと

北海道町村議会議員研修会、６月 30 日。札幌コンベンションセンターで行われますが、一応全

員対象ということです。それと苫小牧地方総合開発期成会の札幌要望が首長と議長が出席のも

と、各関係機関回りますので、７月 15 日議長ということにしてございます。これを諮っていた

だきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、皆様にお諮りしたいと思いますけれども、(１)から(４)
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まで、一般質問についてまで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、議員の派遣承認について。質問ですとかございましたら

どうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今ほどの最後のほうの苫小牧地方総合開発期成会、これは正副議長に

ご案内と言っていましたけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 首長と議長です。 

○委員（西田祐子君） 首長と議長だったのですか。失礼しました。聞き間違いました。わか

りました。 

○委員長（山本浩平君） それでは皆さん、(５)も承認ということでよろしいですね。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、続きまして意見書のほうにまいりたいと思います。局長、

お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 意見書、要望書等の取り扱いでございます。５日に各会派にご

配布申し上げてございます。それプラス、その後、新政クラブさんから１件、８日付で出てき

てございます。これにつきましては、５日にお配りしている一番上の全国市議会議長会基地協

議会から要請のある意見書を酌んで事前に出されたものでございます。全国市議会議長会につ

きましては、名称は市議会となってございますが、これに町の議長会の基地を持っているとこ

ろも構成員になっておりまして、一応、市の部会と町村の部会があるということで白老町も構

成員になっているという部分でございます。これについてご審議いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、各会派で意見を取りまとめてこられたかと存じますので、

まず、(１)から伺っていきたいと思います。 

 意見書案第６号、アイヌ政策の抜本的な確立を求める意見書（案）でございます。提出者は

日本共産党、大渕議員でございます。この点について、どちらの会派でも結構でございます。

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風の西田でございます。この意見書につきまして、うちの会派のほ

うでは１つだけ確認させていただきたいのですけれども、今般、アイヌ民族のほうのこういう

問題に関しまして、今、白老町のあの方が確かアイヌ協会の理事長をやっていらっしゃいます、

加藤さんが。そういう中で実際にそういうところと連絡を取りながら、こういう内容でいいと

いうような、そういうような話し合いとか、そういうようなものに基づいてされているのでは

ないかと私たちの会派は勝手にそのように解釈したのですけども、そのような解釈でよろしい

でしょうか。それだけ確認させていただければと思っていますけども。 

○委員長（山本浩平君） 一通りまず聞いておきます、皆さんのほうから。それでは次、ほか

の会派どうですか。新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブ、近藤です。(２)番目の①の要するに大学への進学という

中で、いろいろな助成などを、教育の支援を拡充することとありますけど、これは既に実施し
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ているのではないかと思うのです。ですから、その辺のことをちょっと確認していただきたい

と思います。 

 それと(３)番目でアイヌ自身の活動を支援することということがあるのですが、これも何か

ダブるような気がするものですから、この２点、ちょっと確認をしたいと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 確認ということですね。 

 続きまして、公明党の氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かに今西田委員が確認されようとしたところをもうちょっとお伺い

してからのほうがよろしいかとは思ったのですけれども、記の中のアイヌ民族の全国的な実態

調査を行うことに関しては、これは誰しも異議のないことだと思うのです。ただ、先ほど近藤

委員からも言われましたけど、大学への進学率の格差の是正、または就学費だとか奨学金の話

だと思うのですけども、こういった助成については、国の助成は決してアイヌに対して差別を

しているということではなくて、今以上に何かそういった拡充を求めるということなのかどう

かをちょっと確認させていただきたい部分。 

 それから、アイヌ語教室への支援の充実という部分まではいいのですけれども、国立大学法

人に対しての必修科目としての要望、これがちょっと私のほうではわからないという部分があ

りました。 

 それから、(３)のアイヌ民族の文化、歴史などを研究・保存する取り組みを行うということ

は、これに対しては、私たちは何の異議もありません。このとおりだと私たちも思います。た

だ、その後のアイヌ自身の活動を支援することと、こううたっているところが何を意味してい

るのかがちょっとわからなかったということが１つあります。 

 それから、年金関係。無年金だとか低年金で生活困難な状況に置かれながら云々とあります

けれども、例えば歴史の語り部だとか文化伝承者に対しての措置というのは国としてやってい

かなければいけないことだし、また、地方自治体としてもしっかりとしたそういった手当ては

していかなければいけないものだと思いますけれども、これを無年金、低年金生活者という部

分はつながらないような気がするので、これについての確認もしておきたかったと思います。 

 それから、(５)の国有地や国有林の利活用。これは先住民族であるアイヌの方々が利活用さ

れるというのはわかるような気がしますけれども、ただ余りにも広大な範囲なものですから、

どういった枠組み、仕組みの中でこういったことをされようとしているのかがちょっと見えて

こないところはあります。 

 それから、サケ、シシャモなどの漁業権を認めること。これも範囲がわからないのです。今

実際、漁業権などを持って漁業されている方々は、アイヌの方も一般の方も何も変わりなく漁

業権の中で漁業というもので生活されていると。何ともちょっと理解できなかったことです。 

 それから、(６)については、こういった形の中で政治参加をしていくということは大事なこ

とでしょうから、このままでよろしいかと思いますけれども、ちょっと気になったところが何

点かあったのですけれども、その辺について、もし、そういったものを踏まえて説明が変わっ

てくるのかと思うのです。ですから、ちょっとその辺の説明をいただいた中で、もう一度審議
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して採決されたらどうかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 新風でございます。この意見書について、会派内でちょっと協議を

したのですけれども、この趣旨に関しては賛成、反対ではなく賛成でございます。これは国会

においても全会一致ということでアイヌ民族を先住民族とすることと決める決議というものが

なされたわけですから、これはもう賛成なのですけれども。 

 しかしながら、この記に書いている内容を見ますと余りにも拡大解釈であり、しかも具体的

なことでの、何 と言いますか・・・。例えば(４)の歴史の語り部ですとか、文化伝承者だとか、

貴重な役割を担っている人というのは、これはアイヌ民族の方々ばかりではなくて、日本のい

ろいろな文化の伝承者の方々もたくさんいるわけですから、この辺は特別扱い的な形で特別手

当を支給するといってもどういう基準でどういうしたらいいのかというのは非常に難しいだろ

うという結論でございます。 

 また、この(５)、国有地や国有林利活用、サケ、シシャモの漁業権を認める。これに関して

も先ほど公明党さんが述べられた意見と全く同じ意見を私どもの会派でもそういう意見が出ま

して、全くそのとおりだということで、これはどのように、今現在そういうお仕事をされてい

る方たちとすみ分けできるのか。これは難しいだろうということでございます。 

 また、この政治参加拡大という話ですけれども、これも特にアイヌ民族の政治参加ができな

い状況ではなくて、自由に政治参加というのはできるというふうに認識しておりますから、特

にこういったものに関して何も文言を入れる必要はないのではないかということでございます。 

 ですから、内容そのものが具体的に拡大解釈をしすぎているので、基本的にはこの内容その

ものだけを見ると、この意見書に関しては反対したいという気持ちが私どもの会派はあります。 

先ほどの中でご回答がございましたらお聞きしたいというふうに思います。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） まず、根本的に少数民族に対する国際的な今の位置づけ、そうい

うことをまずきちんと認識をしたいというふうに思っています。そういう動きの中で、その取

り組みが最も遅れているのが、もちろんほかの国で遅れているところもありますけれども、先

進国の中では、多民族国家としての位置づけが今までなかったということで、極めてそういう

部分が遅れていると言わざるを得ない。これはもう全世界共通の認識だと思います。つい先日

まで日本は多民族国家ということを認めていなかったわけです。単民族国家だというふうな位

置づけだったわけです。そういう中での政策が今まで行われてきたというのが根本、原則とし

てあります。 

 ２点目に、アイヌ協会との関係が言われましたけれども、私たちはアイヌ協会の皆様方とは

ずっと一貫してそういう話をしてまいりました。ただ、意見書というのは、そこの団体にいい

かどうかということでやることではなくて、今までの積み上げの中でこういうことが言えるだ

ろうということであります。ですから、最後の部分に審議機関を設けるというのがございます。

６番目に。こういう審議機関や有識者懇談会の中でこういうこと、今ここに書いている部分が

きちんと議論をされて、国民の合意を得ながら、多民族国家としてのきちんとした位置づけを

するという中でこういうことをきちんと議論していくということが必要だと。例えば国立大学
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の問題。これもアイヌ協会自身が、差別があったということを言っているわけです。これはも

う資料でもたくさん出ています。加藤さんも言っておられる中身なのです。ですから、私が出

したこれは、例えば漁業権をどこまで与えるのかとか、国有林の利活用をどうするのかとか、

それは我々が決めることではなくて、有識者懇談会やアイヌの皆さん方の代表が参加した審議

会の中で議論していく中身だと。それが多民族国家として、複数民族だということをきちんと

認めて、少なくてもその民族の権利、それから、そういうことをきちんと認めるという中の１

条として私はそういうものがあるのだろうというふうに思っております。ですから、個々のこ

とでこういうふうに線を引きますよ、こうやってやりますよと、ここからここまでですよと、

そういうことではなくて、それはそういうことをきちんと認めた上で、そういうことを有識者

懇談会やアイヌ自身の審議会の中できちんと決めていくということだろうと私は思っておりま

す。ですから、そういう意味でいえば、１つの国会決議をもとにこういうことが議論されてい

く。もっともっとあるかもしれません。だけど、そういうことが議論されていくべきであろう

というふうに思っております。 

 例えばアイヌの古老の皆さんの話を聞くというのは、アイヌの皆さん方は文字を持っていま

せんから、亡くなったらもうそれで、テープがなかったらもう記述する手段というのはないの

です。ですから、今ほとんどのアイヌの人たちの資料何かが外国に飛散しているというのは実

態です。例えば、ここで特別展、企画展やったときに、鳥の羽でつくったコートなんていうの

はもうドイツにしか今ないのです。日本にはもうないのです。そういう状況だと私は思ってい

ます。ですから、そういうことがきちんと保障されていくようなためにこういうものが必要で

あろうということです。ですから、数字があるとかないとか、ここまであるとかないとか、そ

ういうことではございません。そういうことで私たちはこの意見書を出させていただいたと、

こういうことであります。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、いかがでしょうか。 

 その前に、先ほどちょっと尋ねませんでしたので、無会派の熊谷委員外議員、この件につい

てはいかがですか。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 意見書のそもそもの内容の意義というのは、今副委員長のほう

から説明があったとおりだと思うのです。それで、この文言、記のところの(１)から(６)まで

は非常にやっぱり細かく書きすぎているのかなというのが私の率直な意見です。それで今、副

委員長のほうから言われた願意を総合すると、６つは必要ないのではないかと。やっぱり６番

目の、最大の目的がそこにあるわけですから、これを軸として、やはり要請するところをもう

少し、細かく指定するのではなくて、やはり審議機関が設置されて、今言った、国際社会に貢

献するような中身の対応をしなさいというような意見書にまとめられたほうが、逆に私も賛成

しやすいし、ぜひともそういうような形でうちの議会の意見として送付したいと私はそう思い

ます。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私が今言おうとしたことは熊谷委員外議員の言われたこと
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なのです。たしかに今アイヌ政策が抜本的に見直されながら、日本の国会の中であるとか、政

治の中で今取り上げられながら、前に進もうとしているのは現実にあるわけですから。アイヌ

民族の方々の生活をどうこれから守っていかなければいけないのかということもその中で多分、

大渕副委員長が言われた審議会だとかそういったところの中で議論されていくことなのだと思

います。そうであれば、やっぱりこの細かい部分については、多分いろいろな意見があると思

いますので、そういった審議会で出てきたものに対してどうなのかということであればわかる

のですけども。今回は、内容的には理解できますけども、審議会そういったものの設置、また、

そういったものを充実させることがやはり今後大事なことなのかなと思いますし、そういった

面で考えると、意見書の最初の説明文についても中段ぐらいまでの部分だとか、あと、その中

で若干訂正をしておかなければいけない部分もあるのかなと思いますけれども。私はこれを全

部やめろというのではなくて、記載の部分の内容の文言の整理だけはやっぱりしておかなけれ

ばならないのではないのかなと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私どもの会派は、今ほど大渕副委員長のほうからおっしゃいました願

意というのは非常に、ここの文章の中では理解し、ぜひこれは賛成したいというふうには思い

ます。ただ、この記から下のことにつきましては、いろいろ、やはり賛否両論あると思うので

す。だから、一番初めに相談されてこういう内容になったのでしょうかとお伺いしたかったと

いうのは、これを出さなければいけない、その根拠というのですか、出したい根拠というので

すか、そういうものを知りたかったものですからお伺いしたのですけれども。今までここで積

み重ねてきた中でこういう内容だというふうにおっしゃるのですけども、私はむしろ、一番最

後の６番目の審議会の設置、ここのところと全国の実態調査を行うというこの２点だけきっち

りしていただければ私は願意は含まれるのかなと、うちの会派ではそういうふうな考え方なの

です。特に６番目のアイヌ民族の政治参加を拡大することなどと書いていますけども、現実的

には実際に国会議員の方もいらっしゃいましたし、その中でもやはり白老町の議員さんの中に

もそういう方もいらっしゃいましたし、そういうことではなくて、本当に政治を動かすとか、

そういうことにまず人々の心をこういうふうな方向に持っていくのだという１つの方向性が保

たれるような意見書案であれば、私どもの会派はいいかなとそういうふうな考え方で直してい

ただけるところがあったら、ぜひ直していただいて全員一致で、ぜひこの意見書を出してほし

いということでうちのほうは意見はまとまりました。 

○委員長（山本浩平君） いいですか、新風の山本ですけれども。今の西田委員から内容を精

査した中でぜひ全会一致でというお話がありました。最初、私どもは、基本的にはこの内容を

見ると賛成しかねるというようなお話をさせてはいただいたのですけども、皆様方のいろいろ

とご意見を拝聴していると、具体的に余り書きすぎるところを削除すれば問題ないのではない

かというご意見を占めておりますので、私どもも一番考えているのは、この国会決議で差別さ

れ、貧窮を余儀なくされたとこういう文言ありますよね。一番私が今心配しているのは、こう

いった決議が行われた後に、いわゆるアイヌ民族のいろいろな各地域に組織がございまして、
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その中でも非常に過激にいろいろなものを要求するようなところもあれば、そうでないところ

もあるというふうにも聞いておりますし、また実際にアイヌ民族の白老にいる方々とも知り合

いの方々とちょっとお話もさせていただきましたら、決して我々はもともとあった、例えば極

端なことをいえば、北海道の土地を返してくれとかそんなことまで考えているわけではない人

たちのほうが多いのだというようなお話も聞いているわけでございます。そういった中で、例

えばこの(４)ですとか(５)、この文言を入れてしまうと逆差別的なものが起きかねない、こう

いった懸念を私どもはちょっと感じております。以上のことから、こういった文言はやはり外

していただいて、先ほど公明党の氏家委員や西田委員のおっしゃった内容であれば、私どもも

賛成したいとこのように思います。 

 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。私どももはなから反対でございますので、今言った

ように中を精査してもらえれば、賛成に回りたいとこのように思っています。 

○委員長（山本浩平君） いかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 事前にもうちょっとこのことについて議論をする場があったらよ

かったなと私はすごく思っているのです。それで、この白老の地でアイヌ民族問題を議論する

というのは、私はとても大切だと。今、委員長が言われたことの認識も含めて、当然、例えば

土地をよこせなんてことは誰も言っていないです。これは、加藤さんと直接何度も話していま

すけど、そんなことを言っているのではないのだということは皆さんわかっていますよね。そ

れで、私はやっぱり白老が、アイヌ協会のメンバーの方々が世帯数では白老が一番多いのです。

アイヌ民族の登録世帯数です。それは一番多いのです。そういう中で我々が多民族と認めた、

要するに複数民族国家だと認めたことの意義というのは、僕は白老の果たす役割はすごく大き

いなと。特に我々がどういうふうに考えるかと。アイヌ民族の方々ではなくて我々がどういう

ふうに考えるかということが、僕はすごく大きな問題だし、ちょっと議論が不足しているのが

非常に私は残念だなというふうに思っています。ご指摘のとおり、ひょっとしたら、こういう

問題というのは、アイヌ協会の皆さん方とお話し合いをしながら出したほうがよかったのかも

しれないと。ただ、ここに書いていることはアイヌ協会で言っていることそのものを書いてい

るだけであって、こういうふうに書いているのです。そして、諸外国では、カナダとかアメリ

カは部分的ですけど、こういうことが認められているのです。国会議員の枠もみんな認められ

ていますよね。サーミ何かもみんな認められています。それがいいかどうかというのは、また

日本の状況と違いますから。アイヌの方々がそういうことを望んでいるかどうかということも

ありますから。望んでいる方もいらっしゃったけど。だから、そういうことでいえば非常に残

念なのだけど、ぜひ、そういう議論をしながら出したほうがいいのであれば、私自身はこのも

のでちょっとアイヌ協会の皆さん方とご相談をしたいというふうには思っています。だから、

話をしなくてよかったのです、ある意味でいえば。ですから、このことをアイヌ協会の皆さん

と話をして、極端にこれをまた削ったら何の出す意味もないよと言われてしまったら、出す意

味なくなってしまうのです、はっきり言えば。そういうことになりますので、もし、この次の
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議運まで待っていただけるのであれば、そういうことはちょっと相談して考慮してみたいと思

います。それで、そういう形で出すのだったら意味がないよということになれば取り下げます。

ただし、今皆さん方がおっしゃったことをきちんと伝えて、こことこことここは削ってくださ

いということで、こういうことでも出して意義ありますかということでアイヌ協会の皆さんに

ちょっと投げかけてみて、それでオーケーであれば再提出させていただきたいというふうに思

います。この問題については、今までの経過の中で私たちがつくったものですから、直接アイ

ヌ協会と話しておりませんので、なるべく近々、一両日中に話をして、そういう処置を取ると

いうふうにしたいと思います。それでよければ、そういう形で。余り削りすぎて、これはもう

出す意味がないということであれば取り下げます。それから、削ってもいいから出してくれと

いうことになれば、それはそれで考慮させていただきと、こういうふうに思いますけれども。 

お諮り願いたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長、スケジュール的には次の議運となると、このための議運を開

けるとしたら、いつになりますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会期中しかないのです。ですから、16 日か 17 日でないと間に

合わないです。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。16 日か 17 日ではないと間に合わないと。 

 ただいま、提出者の日本共産党さんのほうからアイヌ協会さんのほうと十分協議した上で、

この意見書を提出するか、はたまた取り下げるか、その辺をちょっと協議させていただきたい

し、会派でも検討したいということでございますので、そういった取り扱いで皆さんよろしい

ですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、そのような形を取らせていただきたいと思います。 

 続きまして、意見書案第７号、所得税法第 56 条を廃止し自営業者の家族労働を必要経費とす

るよう求める意見書（案）。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風です。賛成いたします。 

○委員長（山本浩平君） ほか。新風なのですけど、済みません、内容を見ただけではよく理

解しきれていないところがほとんどですので、ちょっとわかりやすく説明していただければあ

りがたいと思いました。基本的には賛成。反対ではございません、決して。 

 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと僕も、多分これは内容的なものについてはこれでいいと思う

のですけれども、この税法上の第 56 条の中身なのですけれども、これは漁業者だとか農業経営、

そういった一次産業といいますか、そういったところで働いている方々にもこれは適用になる

のか。その辺がちょっとよくわからなかったので、もし、そういったものが入るのであれば、

そういったものも文言として入れておくことが大事なのかなと思ったりしたものですから。 
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○委員長（山本浩平君） 続きまして、熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 問題ないと思いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） 賛成ですね。それでは、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これはここに書いているのを見ていただければわかる

と思うのですけれど。先に農業と漁業の関係なのですけれども、私の知っている範囲では多分、

これはちょっと別だと思います。それで、今問題なのは、事業主が家族でやっている会社で働

いている人たちの所得控除をどこまで認めるかという問題なのです、今、言っているのは。そ

れで、青色申告をした場合は、例えば自分の妻でも子どもでも働いて給料払えば、それは全額

認められるのです。白色申告の場合は、ここに書いているように、配偶者の場合は 86 万円と子

どもだとかの場合は 50 万円しか認められないのです。だから、白色申告をこの中でしている人

がいたらすぐわかると思います。簡単なことです。それで、青色申告と白色申告の税法上の、

同じことをやっても青色申告している人は認められるのです、自家労働というのを。ところが

白色申告している事業主は、要するに小さいところです。白色申告しているところは、50 万円

と 86 万円しか認められないと、こういうことです。それ以外の何ものでもないのです。だから

それは、青色申告と白色申告をすることによって税法上の差が出るなんてばかな話がないので

す、そもそも。ですから、そこを認めてくださいというだけのことです。ただ、例えば自分の

奥さんが自分のところで働かないで、同じ仕事だとしても隣に行って働いたら、それは認めら

れるのです。自分の家で働いたら控除所得として認められないということなのです、労賃は。

だから、それはおかしいと。そんなばかな話が今どきの法律にあるわけないということなので

す。それだけです。だから、ここに書いてあるとおりです。それで、そこを直してほしいと、

こういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 私どもはわかりました。 

公明党さん、よろしいですか。 

 反対というところはございませんね。吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君) 済みません、こだわって。今の理論からいくとわかるのですけど、

これは漁業者も農業者もそうですよね、個人所得で申告しますから同じになるので。これが通

ることで農漁業者にもその恩恵があるのかないのか。それはまた別だから、全然関係なくなる

のか。これが通ることで自営と同じになると思うのです、第一次産業も。だから、なるのか、

ならないのか、どうしても引っかかるのです。これが一緒に救われればいいなというふうに思

うのですけど、その辺どうなのでしょうか。ならないでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 自家労賃として認めているかどうかと、私ちょっと、第一次産業

の控除基準というのは多分違うと思うのです。土地を持っているとかいろいろなことがありま

すから。多分、商業とは違うのかなとは思いますけれども、ちょっとそこはわかりません、私

は。はっきり言って。同じ法律の中ではないというふうに思うだけで、それ以上はわかりませ

ん。公式な場ですから、違っていたら困りますので。私が今、言っているのは商工業者、そこ
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までです。業者の皆さん方の部分だけだというふうな認識です。 

○委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員。 

○委員外議員(吉田和子君) わかりました。それでは、今のが通った時点でもうちょっと勉強

して、農漁業者も違っていて、また何かそういう対応が必要であれば、また出せばいいわけで

すね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、その後に出てくるのですけど、要望書で北海道商工会

連合会婦人部協議会ところから出てきている。まるっきり同じなのですが、それのところちょ

っと見ていただきたいのです。ここに農業、漁業のことが若干ちょっと書いてあって、一番下

から３行目ぐらいに書いていると思います。農業や漁業、林業に従事している家族従業者も全

く同じ状況ですと書いてあります。ただ、この 56 条に農業者が該当しているかどうかというの

はわかりませんけど、全く同じという書き方がされております。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 法律上同じであれば、当然、法律がそこで抜ければ。この文面で

いえば、同じだと書いているということでいえば、この法律が変われば、ここは全部救済され

るということになると思います。陳情書の部分の一番下に書いているのです、それは。ちょっ

と勉強不足で申しわけありません。そうですね、書いていますね。これは法律が変われば、同

じく変わると思います。 

○委員長（山本浩平君） そういった認識でよろしいですか、特に文言変えるとかではなくて

も。それでは、この意見書第７号につきましては全会一致ということに決定をいたしました。 

 続きまして、意見書案第８号、後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書（案）でございま

す。どちらの会派でも結構でございます。どうぞ。 

それでは、新風からいきますか。私どもは、これに関しましては、これからどんどん少子化

ということで、ますます後期高齢者という方々もふえていくという中で、廃止をしてしまった

らいかがなものかということなのです。この内容の見直し等々については、この後期高齢者医

療制度の問題点だとかそういったものが結構やはりクローズアップされておりますし、また、

実際に金額が大変高くなったという声もいろいろと聞いております。しかしながら、完全に廃

止するということに関してはやはり若い人たちの将来のことを考えると、やはりそうすべきで

はないのではないかという意見でまとまりました。よって、この意見書案に関しては反対した

いと思います。 

 ほか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党、氏家です。この後期高齢者医療制度、願意に書いているとお

り、スタートして１年が今、経過しているわけですけれども、やはり私は、この後期高齢者医

療制度、確かにいろいろな問題点が中にあるというのは私も認識しています。ただ、これを今

すぐやめる問題ではなくて、やはりその経過をちゃんと見守りながら、それで見直すところは

見直していくのだと。それで、なぜ、この後期高齢者医療制度が始まったかというところにや
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っぱり着眼したときに、やっぱり支える側と、それから、今後そういった医療を受ける側との

バランスも今後必要になってくるでしょう。少子化が今若干とまりで、少しアップしていると

いうのも最近明るい話題として出てきていますけども、今後の議論としては、この後期高齢者

医療制度、内容の見直しというのがやっぱり必要になってくるのかもしれませんけども、やは

り願意としては今後これを一たん老人保健に戻すということが１つ記述としてありますので、

私は今回のこの後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書については反対したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風はこの意見書に賛成します。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 記のほうの(１)で一たん、要するに制度廃止して老人保健制度に戻す

という非常に極端な表現をしておりますので、いろいろ問題はあると思いますけれども、それ

を何とか改善して、やはりこの意見書については、私どもとしては反対ということです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、無会派の熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 熊谷です。私は、これは大変必要な意見書だと思っているので

す。ただ、案の中の記の上のほうなのですけども、保険料滞納者の保険証の取り上げの部分、

この部分は後期高齢者医療とは全く別次元の意見書で、これはなくてもいいと思うのです。 

 それから、記のところで後期高齢者医療制度を廃止しまではいいのです。ただし、減らした

国庫負担をもとに戻しというところの文言が、やっぱり国庫負担をさらに考えて、要するに保

険者に負担のかからないようにすることというような文面にしたほうが僕はいいと思います。 

２番目については、これはもうそのとおりだと思いますので、そこを変えていただけるのな

ら僕は賛成します。それから、保険証を取り上げるところを削除してくれるということであれ

ば、私は賛成したいと思います。後期高齢者医療は絶対見直すべきだと思っていますので。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 見直しですか。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 廃止を含めて。 

○委員長（山本浩平君） 廃止することも賛成と。わかりました。 

 以上、いろいろ会派からご意見が出ておりましたけども、これを踏まえて何かございました

らどうぞ。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ご意見よく伺いました。それで、僕自身としては、前

から言っていますように、なるべく意見書は全会一致が望ましいというふうに常々思っている

のです。ただ、賛成くださった会派や個人の方もいらっしゃいますので、私は基本的にはそう

いうふうに考えていますけれども、同じ時間がちょっといただけるのであれば、出した私が、

賛成者がいらっしゃるのにやめたというのはちょっと礼儀としてもまずいかなと思いますので。

基本的にはそういう考え方をしておりますけれども、ちょっとお時間いただければ、そこでの

合意をやっぱりいただいたほうが。議会というのはやっぱりそういうことで進めなくてはいけ

ないというふうに私は根本的に思っていますので、ちょっとそういうふうにしていただければ
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と思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、16 日か 17 日の議運までに再度、内容についてもまた検

討されるということでございます。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

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

 続きまして４番目、意見書案第９号。これは公明党さんから出ております。国直轄事業負担

金に係る意見書（案）でございます。これについて、どちらの会派からでも結構でございます。

日本共産党さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これについては全く問題ありません。賛成いたします。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 賛成します。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員、清風クラブさん。 

○委員（西田祐子君） 清風クラブも賛成いたします。 

○委員長（山本浩平君） 新風も賛成でございます。 

 熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 問題ありません。 

○委員長（山本浩平君） それでは、この意見書案第９号に関しましては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５番目、意見書案第 10 号、経済危機対策などに伴う地方負担の軽減を求める意見

書（案）でございます。これについても皆様方に伺ってまいりたいと思います。どちらからで

も結構です。新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 賛成します。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさん、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 記の下の部分が何カ所かわからないところがあるのです。うちの会派

でもちょっと余りよくわからないということで、賛成か反対かの結論まで出ませんでした。申

しわけありません。言っている内容は、多分、大筋では正しいから賛成するべきなのだろうと

思うのですけども、まず(１)のところの 15 の基金の運用に当たっては、それぞれの地域の実情

や創意工夫に応じて柔軟に対応できるよう配慮すること、というのは、どういうことを具体的

にいっているのか、ちょっとわからないなというのが１つです。 

 ２つ目が、消費生活相談窓口のこの基金について、人件費が当てられないというのはそうい

うような仕組みになっているのかどうなのかということ自体もまずわからない。 

 ３つ目のところが、21 年から３カ年の財源措置が行われている基金などについて地方負担の

あり方について十分検討を行うことということは、地方と国とが相談できるということを言っ

ているのか。この検討するというのはどういう意味なのか。 

その辺の３つがちょっとわからないものですから、賛成も反対もできないという結論になり

ました。申しわけないです。 
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○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。内容的には、同調できる部分ございます。ただ１つ、

記の上の３段目、こうした平成 21 年度補正予算案については、その後、一日も早い成立を期し

ていただくよう要請するとともにとございますけれども、それこそ、こういう問題は今後の税

負担の中身も含めて今議論されているのです、国会で。これは事実です。予算は通りましたけ

れども、関連法案はまだです。同時に先の予算、十数兆円の先の予算のことも議論されている

のです。そうすると、私は趣旨からいうと、この中身に賛成できても、できれば、一日も早い

成立を期していただくように要請するとともにとございますけれども、ここの部分は、私はや

っぱり違うだろうとはっきり思っています。最低これを削除していただければ、賛成はできる

と思います。それはなぜかというと、国会の意思というのは、そこで議論を尽くさなければ。

すべてが国民のためにプラスになるということであればいいけど、そういうことはあり得ない

のです、今の社会は。ですから、ここの削除が可能であれば賛成はできると思いますけれども。

この削除はぜひひとつ考えていただきたいというのが私たちの会派の意見です。それだけです。 

○委員長（山本浩平君） 新風は賛成いたします。 

 それでは、清風クラブさんと日本共産党さんから提起された問題について、公明党さん、い

かがでしょうか。 

申しわけございません。熊谷委員外議員、この意見書についてご意見伺いたいと思います。 

○委員外議員（熊谷雅史君） 願意については賛成です。ほか、ぐちゃぐちゃ言っても仕方な

いので、公明党の氏家代表のほうから言われた中身を精査してください。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。   

○委員（氏家裕治君） 西田委員の言われた、わからない点について。この記載の部分のとお

りなのです。例えば(２)の人件費にも充当できるようにすること。今の状態ではできないので、

こういう形にして使えるような形にしていきたいという話の内容だと思います。 

 それから、例えば(３)の臨時的に 21 年度から３カ年の財源措置が行われている基金などにつ

いて、その後の地方負担のあり方についてとありますけれども、この地方の負担のあり方とい

うのが今すごく不十分というか、議論の中でされていないのが現実なそうなのです。それを十

分、今検討して、なるべく地方の負担軽減になるようにしていかなければならないという議論

の中から出てきていることだというふうに理解しています。 

 あくまで経済危機対策などに伴う地方負担軽減という形の中での記載事項だと思っていただ

ければいいと思うのですけど、私もちょっと余り言葉的にうまく説明できない部分もあります。 

 大渕副委員長から言われました、一日も早い成立を期していただくよう要請するという部分

についてです。文言の整理は、私たちはやぶさかではないのですけども、ただ、なぜ公明党と

して、一日も早い成立を期していくようということがここに書かれたかというのは、皆さんよ

く百年に一度の経済危機だといわれている部分あります。この百年に一度とは、私たちよくわ

からないのです、はっきり言って。百年に一度の経済危機、百年前にそういった経済危機があ

ったのかなといったら世界恐慌しかないわけですよ。その世界恐慌が歩んだ道のり、そういっ
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たものは僕はわからないけれども、先人の人方というのは、今の国会で議論されている人方と

いうのはわかっている部分があるでしょう。それから、第一次世界大戦に踏み切り、第二次世

界大戦に入っていったというのも現実にありますので。そういった百年に一度の経済危機とい

うものを踏まえたときに、今一日も早い予算の成立が必要だということが私たちの党の考え方

ということであります。ですから、それを省けというのであれば省いても構いませんけれども、

願意としてはそういうことだということを知っていただきたい。今はそういうときだというこ

とで私たちは考えているということでございます。百年に一度の経済危機、私はわかりません。

世界的にそういった世界不況の中から、そういったものに入っていったという時代のことは僕

よくわからないけれども、でも、今はそういった時期に匹敵する時代だということを、多分百

年に一度という言葉を使ってあらわされているのではないかと思いますので、今直面している

未曾有の経済危機を克服するための文面としては必要な文面だと私たちは考えています。でも、

ここを精査すれば全会一致で通していただけるというのであれば、それはやぶさかではござい

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） 大渕です。どういう意味かということをもうちょっと言いたいと

思います。例えば、今言われた地方負担の問題。これは裏負担で、これから基金を積んで町が

仕事をやっても自治体がお金を出さなければならないかもしれないのです。わからないです、

まだ。だから、僕はそういうことはきちんと議論して、これは関連予算通らなかったらできな

いことですから。だから、僕はきちんとそういうことをやって、出てきたはいいけど、仕事や

ったら裏負担があって、がっぱり取られたなんていったらとんでもない話。特に建設業界はそ

ういう可能性あります、はっきり言って。僕はそう思っています。ですから、そういう意味で

いえば、先ほどわからないといわれた部分がそういう部分になる可能性が多いのです。だから、

僕はそういうことでいえば、早いというのは構わないけれども、これを私は今の出口の問題、

これ以上言いませんからわかると思うのです。入口の問題と出口の問題があって、将来の負担

の問題が必ず出てくると。そして、今こういう状況だという中では、私はきちんと国会で地方

自治体が負担にならないような議論をしていただいて、それはどんなに遅くても自然成立する

のです、これは予算通ってしまっているから。だから、その間は、私はやっぱりきちんと議論

すべきだと。国会ですから。だから、この部分は削除していただければ、私は賛成できます。

ごり押しする気も何もありません。ただ、私はやっぱり、この中身からいってもそういう中身

になっているのではないかということで申し上げたということは誤解のないようにするために、

勝手に言っているなんていうことになったら困りますから。ちゃんと論拠があって言っている

のだということだけは申し述べておきたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 同じように公明党さん、16 日まで検討していただくということで。 

 西田委員、お願いします。 

○委員（西田祐子君） 清風も共産党さんと似たような考え方なのです。ですから、先ほど３

点言いましたところも、これはどうなのという部分で簡単に一日も早い成立というふうに、こ
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このところがクリアされて一日も早く成立されるなら何も問題ないのですけれども、むしろ、

こちらの中身がきちんと議論されて一日も早くというのならわかるのですけども。その辺だと

思います。よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 皆さんの話はわかりました。文言の整理については、先ほどの共産党

さんと同じように、16 日までにちょっと１回精査して提出させていただきたいと思います。 

 それで、この補正予算については通るのですけれども、だから、先ほど大渕副委員長が言わ

れた、今後の心配されること、これを記として私たちはここに載せているということをちょっ

と理解していただきたいなと。ですから、今大渕副委員長の言われたとおり、そういった問題

点も見えないところがありますので、そういった部分は記で書いているということでご理解い

ただきたいと。それで、西田委員の言われるところもそのとおりです。不可解な部分、わから

ない部分があると。それをこの記の中で書いているということでご理解していただきたいと。 

 その一日も早い成立を期していくようという部分については、文言をちょっと整理するか、

そういう形の中で 16 日までに提出したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、意見書案第 10 号につきましては、そのような取り扱いと

いうことで決定をさせていただきたいと思います。 

 続きまして、８日に提出され、各議員一人一人にファクスを入れていただいたという内容で

ございますけれども、第 11 号です。基地対策関係予算の増額等を求める意見書（案）。これに

ついて、各会派で精査する時間があったかどうかちょっとわかりませんけれども、相談をいた

だいたところがあれば、どうぞ、ご意見を伺っていきたいと思います。清風、西田委員。 

○委員（西田祐子君） ここの願意というか、意見書は賛成したいと思ったのですけれども、

上のほうから４行目になるのですか、３行目ですか。こちらのアのところの、しかしというと

ころの一番後ろのほう。点のところからです。基地所在に伴う特殊な財政事情の増大等により

大変厳しい財政状況にあると、ここを削ってほしいのです。と申しますのは、うちの会派の話

し合いの中で、白老町に弾薬支所はありますけれども、特殊な財政事情の増大等により大変厳

しい財政状況にはなっていないと。基地があるおかげで白老町に３億数千万円のいろいろな事

業とか、財源とかいろいろ入ってきていますし、むしろ白老町の財源から出ている部分という

のはないのではないかと。それなのに、財政事情の増大等というのはちょっと、これはおかし

いのではないかという意見になりました。ですから、何も白老町としては損していないのに、

増大になっていることがおかしいから、これはぜひ削っていただきたいと。そうすれば、これ

に対しては問題なく賛成させていただきたいということです。 

○委員長（山本浩平君） 新風は賛成をいたします。 

 公明党さん、いかがですか。 

それでは、その前に日本共産党さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 文面を見る限りにおいては、反対するところは何もありません。

本当にこれは私が言っていたことと同じことを書いているのです。基地があるのだから、たく
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さんお金が来るのは当たり前だと、私はそう思っています。この中にそれ以外のことが何も書

いていないということはよく理解をしました。賛成はします。だけど、ちょっと提案者になる

かというのは 16 日まで時間もらえないかな。多分なれると思いますけど。今まで僕は、道路財

源何かはそうやってしていますからそれはいいのですけど。僕の言っているとおりです、これ。

そのとおりだと思います。今、西田委員が削れと言ったところはたしかにそうかもしれないけ

ど、あってもいいのではないかと僕は思っています。あったほうが僕はすごくいいのです。私

の場合は。 

○委員長（山本浩平君） 提案者にならなくてもいいかどうかについて、ちょっと後で局長に

伺ってみたいと思います。 

 続きまして、公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。問題なしです。 

○委員長（山本浩平君） 賛成ということですね。 

続きまして、熊谷委員外議員。 

○委員外議員（熊谷雅史君） このままでよろしいのではないでしょうか。それで、近藤委員

のほうから説明があると思うのですけれども、補足として、清風さんがおっしゃっていた中身

というのは、僕ちょっと理解できないなと思うのです。白老町だけ３億円も含めて恩恵がある

ということには、僕はなっていないと思っていますから。かなり、それに対する逆の支出は出

していると思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。清風さんの関係で。 

○委員（近藤 守君） この文面は、丸ごとちょっとあれした関係があるので、財政需要とい

うところに関してはよく検討していないのです。それで、皆さん 16 日までというあれもあるも

のですから、このことに関しては私どもも 16 日まで改めて出したいと、このように思います。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 清風クラブさんのほうに申し上げますけど、これは冒頭でも説

明しましたとおり、白老町が所属している基地協議会というところから共同意見書の提出なの

です。ですから、こういう文面になるのです。ですから、関係市町村ということになるので、

うちだけとらまえて言っている文面ではないということだけお伝えしておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今局長の説明ありましたことは十分理解しております。そのことにつ

いても、周辺の市町村ということでその辺も話し合いしました。でも、我が白老町は財政需要

の増大等になっていないのではないのと。なっていないのに、なっているというふうに一緒の

意見書はいかがなものかという疑問なのです。そういうことなのです。 

○委員長（山本浩平君） それでは、共産党が悩んでいらっしゃることについては、今までの

ルールからいうとどうなのでしょうか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 問題ないと思います。基本的に全会一致した場合、慣例で提案

者と賛成者になっているのですが、ならない場合もありますので、過去にも何回もあります。 
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○委員長（山本浩平君） それでは、先ほどおっしゃったように、これも再度検討していただ

くということで、16 日再度提出という扱いにさせていただきたいと思います。 

 それでは、局長のほうから確認をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、決まった部分からまとめていきたいと思っておりま

す。６号が保留でありますので、７号を６号にしていただきたいと。これは整理の関係上です。

それと、８号も保留ですので、現在の９号、国直轄事業、これを７号に直していただきたい。

あとは保留ですので、４本保留と、２本が現在番号付番するということになります。 

それで、委員長報告は２本については全会一致で提出するが、４本については 16 日終わって

からにしていただきたいと思いますけど、お諮りいただきたいと思います。16 日、一般質問終

わりましてから、常任委員会で所管事務調査を決めていただきますが、それが終わった後とい

うことにさせていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 16 日の一般質問終了後の所管事務調査関係の会議が終わった後に議

運を開きたいと、このように思いますのでよろしくお願いをいたします。 

 それでは、続きまして、要望等につきまして、局長、説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） グリーンの本の 35 ページを見ていただきたいと思います。35

ページの請願、陳情の章がありました、その４番目。35 ページの４番目。これはすべて１から

５まで意見書を上げていただくというような陳情書でございますので、４の項目が該当になり

ます。本会議に参考配布するにとどめ、原則審査は行わないと。既に(３)は共産党さんから出

されていますので、実質的には無効になりますけど、５件とも参考配布にさせていただきたい

と思います。 

○委員長（山本浩平君） 要望書の取り扱いにつきましては、従来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） それでは、(７)各常任委員会の報告についてでございます。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほど冒頭でも言いましたとおり、常任委員会の報告が予定さ

れております。総務文教常任委員会の子育て支援事業について。建設厚生常任委員会が２本あ

りまして、国保の安定化計画について、防災行政について。広報広聴常任委員会につきまして

は、議会報告会のまとめが間に合いませんので、各分科会、２分科会が動いておりますので、

これの活動報告と小委員会の報告がされると思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですね、この(７)につきましては。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、(８)定例会６月会議の期間についてであります。局長、

お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 19 日まで予備日として押さえてございますが、18 日で終わるの

ではないかということで、別紙資料２を見ていただきたいと思います。一応、事務局案として

はこういう流れで進むように計画をしてございます。 
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 16 日ですが、諸般の報告、行政報告終わりまして、一般質問４名でございます。その後、各

常任委員会で次期所管事務調査を決めていただくと。それで、この後に議会運営委員会が入る

ということになります。６月 17 日は一般質問４名でございます。一般質問残り２名を残しまし

て18 日にしたいと。多分 12 時超えても２時ぐらいまでに終わるのではないかと思っています。 

それで、きょうの説明会の審議を見ましても、おおむね審議事項終えて３時ぐらいで終わる

のではないか思ってございます。終わり次第、常任委員会の正副委員長お集まりいただきまし

て日程調整をさせていただくという流れで６月定例会は終えたいとそのように思っております。 

○委員長（山本浩平君） 期間については、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） 最後、その他について。何かございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私のほうは持っておりません。 

○委員長（山本浩平君） 皆様のほうからございませんでしょうか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） なければ、これで本日の議会運営委員会を閉会といたします。 

（午後 ３時０１分）  


