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平 成 ２３ 年 第 ８ 回 上 士 幌 町 議 会 臨 時会

議　事　日　程

平成２３年１１月４日（金曜日）

日程第　１　会議録署名議員の指名

日程第　２　会期の決定について

日程第　３　議　　案　第５４号　上士幌町原発いらないまちづくり条例の制定について
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　──────────────────────────────────────

◎開会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまより、平成23 年第８回上士幌町議会臨時会を開会い

たします。

　　本日の議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、関係説明員の出席を求め

ております。

（午前１０時００分）

　──────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

（午前１０時００分）

　──────────────────────────────────────

◎議会運営委員会の報告

○議長（杉山幸昭議長）　議会運営委員長より、本日の議事運営について発言を求めます。

　　議会運営委員長、渡部信一議員。

○議会運営委員長（渡部信一議員）　議会運営委員会より御報告申し上げます。

　　議会運営委員会は、11 月１日午前10 時より委員会室において、議会運営委員の出

席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、議事運営及び議案の審

議方法等について審議いたしました。

　　議会運営委員会の審議の結果、本日の議事日程及び議案の審議方法については、既に

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、御報告申し上げます。

　　この際、議会運営委員会において、協議されたことについて、御報告申し上げます。

　　今回の臨時議会は、住民による直接請求の条例審議であり、十分な意見陳述や審議を

行うために、議長を除く議員全員による直接請求の条例制定審査特別委員会を設置し、

これを付託し、閉会中の継続審査といたします。

　　また、この特別委員会の委員長及び副委員長は、あらかじめ議会運営委員会において

協議しておりますので、議長の指名により、委員長及び副委員長を選任いたしますので、

御承知願います。

　　また、地方自治法第74 条第４項の規定により、政令第98 条第２項の定めるところ

により、代表者に意見を述べる機会を与え、条例制定請求代表者に対し、その日時、場

所、人数、その他必要な事項を通知し、その内容を告示し、公衆の見やすいその他の方
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法により公表が必要なことから、特別委員会が設置された時点で休憩し、意見陳述の方

法について決定するため特別委員会を開催し、その後、決定内容の報告を行いますので、

御承知願います。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

　──────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において３番山本弘一議員、

４番中村保嗣議員を指名いたします。

　──────────────────────────────────────

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　今臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありません

か。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日１日間と決定いたしました。

　──────────────────────────────────────

◎議案第５４号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、議案第54 号上士幌町原発いらないまちづくり条例

の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明並びに意見内容の説明を求めます。

　　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第54 号上士幌町原発いらないまちづ

くり条例の制定について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。

　　本条例案は、地方自治法第74 条第１項の規定に基づき、平成23 年 10 月 19 日付

で条例制定の直接請求がありましたので、同条第３項の規定に基づき、町長の意見を付

して議会に提案するものであります。

　　なお、条例案につきましては、条例制定請求代表者から提出された原案のとおり議会

に付議するものでありますので、御承知願います。

　　それでは、条例案について御説明いたしますが、直接請求によるものでありますので、
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概略のみの説明とさせていただきます。

　　この条例案につきましては、できる限り速やかに原発の停炉・廃炉を目指し、原発の

要らないまちづくりを進めていくことで、未来にわたって安心・安全に暮らせる地域社

会の実現を目指そうとするものであります。

　　条例案の内容でありますが、本条例案は第１条から第８条までで構成されており、第

１条では条例制定の目的、第２条では定義、第３条では基本理念を規定しております。

第４条及び第５条では町の責務と町民の責務を規定し、第６条は計画の策定等、第７条

は情報の公開を規定しております。第８条は、この条例の施行に関し必要な事項は規則

で定めることとしております。附則は、条例施行期日に関する規定であります。

　　以上、提案理由と内容についての御説明とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　上士幌町原発いらないまちづくり条例制定に対する意見書。

　　本条例は、地方自治法第74 条第１項の規定により、「上士幌町原発いらないまちづ

くり条例」の制定を求める直接請求によるものであります。

　　以下、同条第３項の規定により本条例案に対する意見を申し上げます。

　　このたびの条例制定直接請求によって町民の皆さまの有効署名数が835名ありました

事実につきましては厳粛に受けとめております。

　　本年３月11 日に発生した東日本大震災においては、多数の尊い人命が失われたほか

家屋の流出など広範囲にわたり甚大な被害がありました。また、その際の福島第一原子

力発電所の事故では、周辺住民の皆さまが長期にわたる避難生活を余儀なくされており

放射能被害の深刻さを痛感しております。

　　亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに被災された皆様に対し心からお見舞

いを申し上げます。

　　原子力発電所の事故により原子力発電の安全神話は崩壊し、風評も含め放射能汚染に

よる被害の甚大さや事故処理の困難さは想像を超えたものであり、国内はもとより世界

的にも原子力発電に対する不安が広がっています。加えて、電力会社のいわゆるやらせ

発言やメール問題によって電力会社などへの国民の不信は増幅しており、信頼回復のた

めに真摯な反省と全面的な情報公開を望むものであります。

　　さて、国民が快適で文化的な生活と経済活動を行ない、更に地球温暖化などに配慮し

ながら、安全で安定的な電力・エネルギーを確保することは、国家的・国民的課題とし

て重要であります。一方で、原子力発電の安全性が大きく揺らいでいる中、安全で安定

的な様々なエネルギー源への転換・確保は、喫緊の課題となっております。
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　　将来的には再生可能エネルギー等（水力・太陽光・風力・地熱・バイオマス燃料な

ど）に移行していくにしても、安全で安定的な電力供給の維持と技術開発の促進、コス

ト低減における課題克服など国として中・長期的な視点での対応が必要です。

　　環境・エネルギー問題について、本町としては、平成16 年に「上士幌町環境基本条

例」を制定し、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造について町民全体で

取り組むこととしており、資源の循環的利用とエネルギー等の有効利用にも努めること

としています。この環境基本条例の規定からも、エネルギーに限らず住民生活に悪影響

を及ぼす恐れのある施設の誘致や事業への参画はあり得ないものと考えています。

　　再生可能エネルギー導入・促進については、すでに国や道などにおいて重点政策とし

て種々取り組みが進められており、今後においてもその方向性に変化はないものと考え

ております。本町でもこれまで独自の奨励対策を実施してきており、今後も環境保全や

エネルギーの有効利用の観点から再生可能エネルギー導入の奨励対策を推進していくこ

ととしたいと考えております。

　　また、地球温暖化防止と限られた資源の有効利用に向けた省エネ意識は、我が国にお

いても大多数の国民に浸透してきていると認識しており、環境負荷低減に資する取り組

みは、町はもちろん国全体として今後も積極的に推進していく必要があると考えていま

す。

　　原子力発電を含めた将来のエネルギー問題は、国民的にも関心の高い課題であり、安

全性・エネルギーの安定的確保・コスト・化石燃料による環境汚染など多岐にわたって

議論されており、我が国のエネルギー政策についての判断は、国民の負託のもとに国に

おいて決定すべきものであります。

　　国の方針が明確に示されない中で条例化によって、一自治体がエネルギー政策の基本

的方向性を明示することは、その実効性を担保する観点からも疑問があり、私たちの

日々の生恬における基盤のひとつであるエネルギーの確保について様々な意見がある中

での条例化は慎重であるべきと考えます。

　　したがいまして、請求のありました「上士幌町原発いらないまちづくり条例」につき

ましては、制定する妥当性に乏しいと考えております。

　　なお、条例とするにあたりましては、別紙のとおり字句の誤り等により修正が必要な

部分及び条文の修正を行なうべき部分があると考えておりますので申し添えます。

　　平成 23 年 11 月４日。

　　上士幌町長、竹中貢。

○議長（杉山幸昭議長）　提案及び意見内容の説明が終わりましたので、これより大綱質
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疑を行いますが、特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますので、条

例案に対する質疑は大綱的な質疑にとどめ、詳細な質疑は特別委員会において行うよう

御協力願います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　質疑ありませんので、以上をもって質疑を終結いたします。

　　ここでお諮りいたします。

　　ただいま議題となっております議案第54 号は、地方自治法第110条及び委員会条例

第５条に基づく議長を除く議員全員をもって構成する直接請求の条例制定審査特別委員

会を設置し、これに付託して、閉会中の継続審査とすることにしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、議案第54 号は、議長を除く議員全員をもって構成する直接請求の条例制定

審査特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中の継続審査とすることに決定いたしま

した。

　──────────────────────────────────────

◎特別委員会委員長、副委員長の互選について

○議長（杉山幸昭議長）　ただいま設置されました直接請求の条例制定審査特別委員会の

委員長及び副委員長は、委員会条例第８条第３項の規定により、委員会において互選す

ることになっておりますが、議会運用例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運

営委員会において協議いたしました。

　　ここでお諮りいたします。

　　この際、直接請求の条例制定審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、

議長の指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、直接請求の条例制定審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において

指名することに決定いたしました。

　　それでは、指名いたします。

　　直接請求の条例制定審査特別委員会の委員長に２番堂畑義雄議員を、副委員長に９番

山本裕吾議員を指名いたします。

　　お諮りいたします。
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　　直接請求の条例制定審査特別委員会の委員長に２番堂畑義雄議員を、副委員長に９番

山本裕吾議員を選任することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、直接請求の条例制定審査特別委員会の委員長に２番堂畑義雄議員を、副委員

長に９番山本裕吾議員を選任することに決定いたしました。

　──────────────────────────────────────

◎請求代表者の意見陳述について

○議長（杉山幸昭議長）　ただいま議題となっております議案第54 号の審査を行うに当

たっては、地方自治法第74 条第１項の規定により、条例制定の請求代表者に意見を述

べる機会を与えなければならないこととされております。

　　お諮りいたします。

　　条例制定の請求代表者の意見陳述の機会は、ただいま設置されました直接請求の条例

制定審査特別委員会において与え、その方法については、同特別委員会において決定す

ることといたしたいと思います。

　　ここで、意見陳述の方法を決定するため、休憩いたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時１９分）

　──────────────────────────────────────

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時３１分）

　──────────────────────────────────────

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまの休憩中に直接請求の条例制定審査特別委員会が開催

されまして、条例制定の請求代表者の意見陳述の方法につきましては、平成23 年 11

月 11 日午後１時30 分から議会議事堂で開催されます直接請求の条例制定審査特別委

員会において、請求代表者の秋田裕夢さん、安藤御史さん、木村美香さんから意見陳述

をしていただくことに決定しておりますので、御報告いたします。

　──────────────────────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本臨時会の会議に付された案件の審議はすべて

終了いたしました。

　　お諮りいたします。

－8－



　　会議規則第７条の規定により、本臨時会はこれで閉会したいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、本臨時会はこれで閉会することに決定いたしました。

　　これをもって、本日の会議を閉じます。

　　今臨時会の議事運営に特段の御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　　以上をもって、平成 23 年第８回上士幌町議会臨時会を閉会いたします。

（午前１０時３２分）

－9－



上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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