
  

令和３年蘭越町議会第１回定例会会議録   

 

○開会及び閉会  

 令和３年  ３月１８日（４日目）  

  開  会   午後  ４時００分  

  閉  会   午後  ４時５７分  

 

○出席及び欠席議員の氏名  

  出席（１０名）  １番   淀谷   融    ２番  金安 英照     

３番  田村 陽子    ５番  永井   浩     

６番  向山  博    ７番  難波  修二     

８番  赤石 勝子    ９番  栁谷   要     

１０番   熊谷  雅幸  １１番   冨樫  順悦  

  欠席（  ０名）   

 

○会議録署名議員  

  ５番  永井  浩    ６番 向山  博   

 

○説明のために出席した者の職氏名  

  町  長        金   秀行    副町長        山内  勲  

教育長        小林  俊也    総務課長       渡辺   貢  

税務課長       竹内  恒雄    住民福祉課長    北川  淳一     

健康推進課長    山下  志伸    農林水産課長    西河  修久     

建設課長       北山  誠一    商工労働観光課長   梅本  聖孝  

教育次長       田縁  幸哉    会計管理者      小木  利夫    

農業委員会事務局長  木村  恭史    商工労働観光課参事  水上  昭広  

代表監査委員    坪田  和昭  

   

○職務のため出席した事務局職員  

  事務局長  河野 俊明     書  記  和田 慎一  

 



  

○議事日程  

  日程第１  議案第２２号 令和３年度蘭越町一般会計予算  

        議案第２３号 令和３年度蘭越町奨学資金特別会計予算  

        議案第２４号 令和３年度後志公平委員会特別会計予算  

        議案第２５号 令和３年度蘭越町地域振興事業特別会計予算  

        議案第２６号 令和３年度蘭越町国民健康保険特別会計予算  

        議案第２７号 令和３年度蘭越町後期高齢者医療特別会計予算  

        議案第２８号 令和３年度蘭越町介護保険サービス事業特別会  

               計予算  

        議案第２９号 令和３年度蘭越町簡易水道事業特別会計予算  

        議案第３０号 令和３年度蘭越町農業集落排水事業特別会計予  

               算  

        議案第３１号 令和３年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計  

               予算  

        議案第３２号 令和３年度蘭越町特産品開発事業特別会計予算           

追加日程  

  日程第２  議案第３３号 令和２年度蘭越町一般会計補正予算（第１３号） 

  追加日程  

  日程第３  議案第３４号 令和２年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計  

               補正予算（第３号）  

  日程第４  決議案第１号 原子力発電環境整備機構が行う文献調査に関す  

               る決議  

  日程第５  請願第１号   「蘭越町に放射性物質等を持ち込ませない条例」 

               を制定することを求める請願  

  日程第６  陳情第１号   チセヌプリスキー場の売却にかかる入札談合行  

               為と背任疑惑の真相究明を求める陳情  

  日程第７  報告第１号   例月出納検査報告  

  日程第８  承認第１号   閉会中の継続調査申出書（議会運営委員会）  

 

 



  

〇議長（冨樫順悦）  ただいまの出席議員は１０名であります。  

ただちに本日の会議を開きます。  

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布してありますので、御了承願います。 

なお、本日の会議中、総務課広報広聴係及び報道機関の写真・テレビ撮影などに

ついて許可をしておりますので、御了承願います。  

 

〇議長（冨樫順悦） 日程第１、議案第２２号から議案第３２号までの令和３年度

蘭越町一般会計及び各特別会計予算についてを一括議題といたします。予算特別委

員会委員長の報告を求めます。  

 

○予算特別委員会委員長（永井浩） ３月１１日開催の本会議において予算特別委

員会が設置され、付託されました議案審査の結果について御報告申し上げます。  

 ３月１６日から１８日までの３日間にわたり、本委員会を開催し、令和３年度蘭

越町一般会計及び各特別会計予算について、町理事者及び各担当者から詳細な説明

を受け、慎重に審査いたしました。  

 その結果、予算特別委員会として、令和３年度蘭越町一般会計及び各特別会計予

算について、原案のとおり可決すべきものと決定しましたことを報告いたします。

以上でございます。  

 

〇議長（冨樫順悦） これをもって、予算特別委員会委員長の審査報告と令和３年

度各会計予算の審議を終了いたします。  

 お諮りいたします。  

予算特別委員会の構成は、議員全員であります。  

よって、ただいまの委員長報告に対する質疑・討論については、省略いたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 異議なしと認めます。  

よって質疑・討論は省略することに決定しました。     

 ただちに採決に入ります。  

 

 これより、議案第２２号令和３年度蘭越町一般会計予算を起立により採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（起立多数）  

 起立多数であります。  

 よって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。  

 



  

これより、議案第２３号令和３年度蘭越町奨学資金特別会計予算を起立により採

決いたします。  

 お諮りします。  

本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。  

（起立多数）  

 起立多数であります。  

 よって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。  

 

これより、議案第２４号令和３年度後志公平委員会特別会計予算を起立により採

決いたします。  

 お諮りします。  

本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。  

（起立多数）  

 起立多数であります。  

 よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。  

 

これより、議案第２５号令和３年度蘭越町地域振興事業特別会計予算を起立によ

り採決いたします。  

 お諮りします。  

本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。  

（起立多数）  

起立多数であります。  

 よって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。  

 

これより議案第２６号令和３年度蘭越町国民健康保険特別会計予算を起立によ

り採決いたします。  

 お諮りします。  

本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。  

（起立多数）  

 起立多数であります。  

 よって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。  

 

これより、議案第２７号令和３年度蘭越町後期高齢者医療特別会計予算を起立に

より採決いたします。  

 お諮りします。  

本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。  



  

（起立多数）  

 起立多数であります。  

 よって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。  

 

これより、議案第２８号令和３年度蘭越町介護保険サービス事業特別会計予算を

起立により採決いたします。  

 お諮りします。  

本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。  

（起立多数）  

 起立多数であります。  

 よって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。  

 

これより、議案第２９号令和３年度蘭越町簡易水道事業特別会計予算を起立によ

り採決いたします。  

 お諮りします。  

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

（起立多数）  

 起立多数であります。  

 よって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。  

 

これより、議案第３０号令和３年度蘭越町農業集落排水事業特別会計予算を起立

により採決いたします。  

 お諮りします。  

本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。  

（起立多数）  

 起立多数であります。  

 よって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。  

 

これより、議案第３１号令和３年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計予算を起

立により採決いたします。  

 お諮りします。  

本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。  

（起立多数）  

 起立多数であります。  

 よって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。  

 



  

これより、議案第３２号令和３年度蘭越町特産品開発事業特別会計予算を起立に

より採決いたします。  

 お諮りします。  

本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。  

（起立多数）  

 起立多数であります。  

 よって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。  

 

〇議長（冨樫順悦） 日程第２、議案第３３号令和２年度蘭越町一般会計補正予算

を議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

 渡辺総務課長。  

 

○総務課長（渡辺貢） ただいま上程されました、議案第３３号、令和２年度蘭越

町一般会計補正予算第１３号につきまして、御説明いたします。  

 現在、この会計の予算総額は、７６億６，１５０万２，０００円で、歳入歳出そ

れぞれ２，５４３万４，０００円を追加し、７６億８，６９３万６，０００円とす

るものです。  

また、歳入歳出予算補正の款項目の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものです。  

 次に、繰越明許費の補正ですが、追加で、第２表繰越明許費補正によるものです。

後ほど御説明いたします。  

 それでは、事項別明細書の歳出から御説明いたします。７ページをご覧願います。 

 ２款総務費 １項総務管理費 １６目新型コロナウイルス感染症対策費、補正額

２，３４８万３，０００円。特定財源の国道支出金２，２５６万６，０００円は、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金。その他３３万９，０００円

は社会保険料です。  

 本町においては、５月上旬から６５歳以上の町民を対象に、ワクチンの接種が開

始される予定でございますが、集団接種に係る看護師・事務職員の報酬や予約受付、

コールセンター業務、また、接種管理システムの使用料、バスの借上料など集団接

種業務に必要となる費用をお願いするものでございます。  

１報酬５４８万６，０００円。会計年度任用職員報酬で、集団接種で必要となる

会場担当の看護師、また接種に係る事務職員等の報酬５１３万７，０００円を追加

し、次の３４万９，０００円は、看護師・事務職員等に係る時間外勤務手当です。

３職員手当等３５万９，０００円。時間外勤務手当２０万円の追加は、職員の時間

外勤務手当です。次の会計年度任用職員期末手当１５９，０００円は、事務職員の



  

期末手当です。４共済費  ６８万９，０００円。会計年度任用職員の事務職員の社

会保険料です。  ７報償費７万２，０００円。予防接種健康被害調査委員謝礼で、

ワクチン接種が原因と思われる健康被害が発生した場合、医学的見地等から蘭越町

予防接種健康被害調査委員会に調査を依頼する運びとなりますが、その委員会開催

に伴う委員謝礼です。１０需用費６９万４，０００円。消耗品費４３万２，０００

円の追加は、ファイル・プリンタートナーほか事務用品です。次の燃料費２６万２，

０００円は、高齢者など接種会場までの送迎に係るバス２台分の軽油です。１１役

務費１４９万４，０００円。８ページになります。郵便料６６万５，０００円の追

加は、１６歳以上６５歳未満の一般接種対象者などへのワクチン接種券及び案内状

の郵送費用です。次の電話料５７万７，０００円は、ワクチン接種対応用の専用電

話回線２台分を整備するものです。次の接種料請求事務取扱手数料２５万２，００

０円は、町民が町外の医療機関等でワクチンを接種する場合に国保連合会が請求を

代行する手数料です。１２委託料９５６万３，０００円。臨時運転業務委託料７８

万５，０００円は、高齢者等接種会場までの送迎に係るバス運転業務を委託するも

のです。次の新型コロナウイルスワクチン接種券外印刷業務委託料２９万円の追加

は、一般接種対象者に係る接種券及び封筒の印刷業務ほか、封入業務を委託するも

のです。次の新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料４００万円は、昆布温泉

病院及び蘭越町立診療所との接種業務委託です。次のコールセンター業務委託料３

９９万３，０００円は、予約受付、相談業務等を大手製薬会社へ委託するものです。

次の医療廃棄物収集業務委託料４９万５，０００円は、使用済みの注射器、医療用

手袋など医療用品の廃棄処分を委託するものです。１３使用料及び賃借料３５７万

６，０００円。スケジュール管理システム使用料１２１万円。接種管理システム使

用料６０万６，０００円は、接種会場で使用する接種券のバーコードを読み取るシ

ステムの使用料です。次のページになります。バス借上料１７６万円は、高齢者等

の接種会場までの移動を確保するため、送迎用マイクロバス１台を借上げするもの

です。１７備品購入費５５万円。喉頭鏡外５５万円は、アナフィラキシーショック

などの緊急時用の医療機器外を購入するものです。１８負担金補助及び交付金１０

０万円。健康管理システム改修負担金で、国の接種記録システムと連動するため必

要となるシステム改修です。  

 ８款土木費 ４項住宅費  ２目町営住宅管理費、補正額１９５万１，０００円。

１０需用費１９５万１，０００円。修繕料で、港低家賃住宅が湿気により壁や床、

断熱材にカビが発生し、また、サッシの経年劣化により気密性が失われていること

から住宅の修繕費用をお願いするものです。  

 歳入に戻ります。６ページをご覧願います。  

 １６款国庫支出金は、説明を省略します。  

 ２１款繰越金  １項繰越金  １目繰越金、補正額２５２万９，０００円。１繰越



  

金２５２万９，０００円。前年度繰越金の追加です。  

 次の２２款諸収入につきましても、説明を省略します。３ページをご覧願います。 

 第２表繰越明許費補正について、御説明申し上げます。  

 追加でございますが、２款総務費  １項総務管理費  事業名新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業２，５４０万円は、翌年度に繰り越して使用するもので

す。  

 以上で説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり。）  

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  

 これより討論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり。）  

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  

 これより、議案第３３号令和２年度蘭越町一般会計補正予算を採決いたします。 

 お諮りいたします。  

本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 異議なしと認めます。  

よって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。  

 

○議長（冨樫順悦） 日程第３、議案第３４号令和２年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事

業特別会計補正予算を議題といたします。  

提案理由の説明を求めます。  

 水上商工労働観光課参事。  

 

○商工労働観光課参事（水上昭広） ただいま上程されました、議案第３４号、令

和２年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計補正予算第３号について、御説明いた

します。  

 新型コロナウイルス感染拡大による幽泉閣利用者の大幅な減少に対応していた

だきましたが、さらなる経費の精査を行ったことから、予算の補正をお願いするも

のです。  

 この会計の現在の歳入歳出予算の総額は２億９，６９０万８，０００円でござい

まして、この総額から３，１６４万７，０００円を減額いたしまして、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ２億６，５２６万１，０００円とするものです。  



  

 また、歳入歳出予算補正の款項目の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものでございます。  

 それでは事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。６ページをご覧ください。 

 １款総務費 １項総務管理費 １目一般管理費、補正額４８１万３，０００円の

減。特定財源その他は社会保険料納付金です。２給料３１４万６，０００円の減。

会計年度任用職員給与です。３職員手当等２６万５，０００円の減。会計年度任用

職員期末手当です。４共済費９０万２，０００円の減。社会保険料です。８旅費５

０万円の減。職員等旅費です。  

 ２款事業費 １項営業費  １目営業費、補正額２，６８３万４，０００円の減。

１０需用費２，３００万円の減。消耗品費から、７ページ、食事材料までご覧の内

容でございます。１１役務費８３万４，０００円の減。 通信運搬費・手数料です。

８ページをご覧ください。１３使用料及び賃借料３００万円の減。浴衣・シーツ使

用料です。  

 つづいて、歳入について御説明申し上げます。５ページをご覧ください。  

 １款事業収入  １項事業収入 １目事業収入、補正額３，１２０万円の減。７節

食事料３，０００万円の減。９節売店売上１２０万円の減です。  

６款は、歳出で御説明させていただきましたので、省略させていただきます。  

以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり。）  

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  

 これより討論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり。）  

 討論なしを認めます。これをもって討論を終了いたします。  

 これより、議案第３４号令和２年度蘭越町温泉旅館幽泉閣事業特別会計補正予算

を採決いたします。  

 お諮りいたします。  

本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 異議なしと認めます。  

よって、議案第３４号は原案のとおり可決されました。  

 

○議長（冨樫順悦） 日程第４、議案第１号原子力発電環境整備機構が行う文献調

査に関する決議を議題といたします。  



  

 提案理由の説明を求めます。  

 ７番難波議員。  

 

〇７番（難波修二） ただいま上程されました、決議案第１号について、御説明い

たします。  

 私たちは昨年来、文献調査問題に対応してまいりましたが、改めて議会の意思を

明らかにし、今後必要な取り組みを進めるため、この決議を提案するものです。  

 読み上げて提案に代えさせていただきます。  

 原子力発電環境整備機構が行う文献調査に関する決議。  

 昨年夏、寿都町及び神恵内村において、突如明らかになった特定廃棄物最終処分

場を巡る議論は、短期間のうちに結論が出され、原子力発電環境整備機構により文

献調査が行われることとなった。  

 地域では、放射性廃棄物に関する懸念や不安、地域振興への期待など、立場の異

なる関係者の意見がぶつかり合う状況にある。  

 蘭越町及び蘭越町議会は、寿都町の検討が明らかになった直後から、蘭越町民の

懸念を伝えて反対の意思を表明するとともに、調査への応募を再考するよう申し入

れてきた。  

 しかし、文献調査が実施された現在、蘭越町議会としては、特定放射性廃棄物の

最終処分に関する法律施行規則第１０条に基づいて、調査結果の報告書が公告縦覧

された時点で、調査が先に進むことを反対する意見書を機構へ提出する考えである。

同時に、本町にはいかなる放射性廃棄物等も持ち込ませない意思を表明する。  

 この間、北海道知事は、北海道における特定放射性廃棄物に関する条例に基づい

て、文献調査が行われる両町村との対話を重ねてこられたが、引き続き、昨年１０

月の道議会決議の趣旨を踏まえた取組を進めていただきたい。  

 また、経済産業大臣が行う概要調査地区選定に伴う意見聴取に際しては、近隣町

村及び北海道民の意見を参酌の上、反対の立場から意見を述べられることを願うも

のである。  

 蘭越町議会は、国民的な課題である特定放射性廃棄物の処分のあり方について、

文献調査が行われる地域の周辺や北海道民の間には根強い反対意見があることを

十分踏まえ、幅広い関係者の間で客観的な根拠に基づく冷静な議論が、透明性の高

いかたちで行われることを求めるものである。  

 以上、決議する。  

 令和３年３月４日、北海道蘭越町議会。  

 皆様の御賛同をいただき、可決されますようよろしくお願い申し上げます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  



  

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  

 ３番田村議員。  

 

〇３番（田村陽子） 決議に対しての趣旨は賛同いたしますが、それを土台に２点

お聞きしたいと思います。この決議は、蘭越町議会としての強い意思表明であると

いうことを捉えております。それに対して、これをどちらかに提出する、送付する

ということは、お考えはしないのでしょうか。そこのところをお伺いしたいと思い

ます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  提案者の答弁は必要ですか。  

 難波議員。  

 

〇７番（難波修二）  この決議に関しては、総務文教常任委員会の中で議論して、

こういうことをしようということを決定したものです。ただいま、田村議員が言う

ように、この先どうするんだということにつきましては、このあと、やっぱり議会

全体でどういう行動を取るかということを議論すればいいことだろうというふう

に思っております。例えば、この決議文の中にあるように、ＮＵＭＯに対する、我々

はこういう行動を今後やりますよということを意思表示するとか、あるいは、知事

に対する要請活動を行うとか、また、様々なことが考えられると思いますので、そ

れはまた後日改めて、議会全員の中で議論をしてこれからの行動を考えて行けばい

いことではないのかなと、そんなふうに考えております。  

 私が言うことではないと思うんですけれども、議会全体でこれから考えていけば

いいと、そういうふうに考えております。  

 

〇議長（冨樫順悦）  田村議員。  

 

〇３番（田村陽子） 今回、これを全会で決議するということは、すでに町内、も

しくは町外への強い意思表明になると思うんですよね。その上で、このタイミング

で、中にあります北海道知事や経済産業大臣の方へ、蘭越町議会として提出すると

いうことは、強い意思表明の一つになるのではないかなと考えております。そのほ

うが今回の決議の意味を、すごくプラスになるのではないかなと思っております。

そこのところもう一度、ここで皆さんと提出先というのは、このあと考えていただ

けないのかなと思うのと、もう一つあるんですけども、中段から下のほうの強い意

思のはずなんですけれども、北海道知事への立場・意見を述べられることを願うと

いう、どうしても相手の方に委ねる言葉になっているのではないかなと感じるんで

すよね。蘭越町議会としての主体性が重要だと思いますので、ここのところの、求



  

めるという言葉自体への検討もあればいいなと思ったんですけれども、そこのとこ

ろもお考え聞かせていただきたいです。  

 

〇議長（冨樫順悦）  難波議員。  

 

〇７番（難波修二）  先ほども申し上げましたように、これからのこと  

はみんなでまた考えていけばいいと、私はあくまでも、この問題をどうするかとい

うことを、総務文教常任委員会として決定したことを、今回、提案させていただい

たということで御理解いただきたいと思います。 それから、ここに書いてありま

すように、法律に基づいて経済産業大臣が行うそれに答えることができるのは、地

元の町村長と、それから知事だけなんです。我々が議会として、経済産業大臣にそ

ういうことを申し上げるとか、意見書を出すとかということは、ちょっと、この中

では想定していないことではないかと思っております。それから、知事に対する言

い方がちょっと柔らかすぎるんではないかなということだと思いますけど、今日、

こういう決議をしたということに基づいて、知事に対してどういう要請活動を行う

かという時点で、どういう書類を、要望書なり、陳情書なりを作って、そういう時

点でどういうことにするかというと、それはまた改めて考えればいいことではない

かなと、そんなふうに感じております。  

 

〇議長（冨樫順悦）  田村議員。  

 

〇３番（田村陽子） このあとこれを、今日、全員で決議はするんだけれども、ま

た後ほど、ここから議会として動いていくということを理解しますので、これで終

わります。  

 

〇議長（冨樫順悦）  答弁よろしいですね。  

 

〇３番（田村陽子）  はい、よろしいです。  

 

〇議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり。）  

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  

 これより討論を行います。討論ありませんか。  

 まず、原案に反対の者の発言を許しますが、討論ございませんか。  

 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

 １０番熊谷議員  



  

 

〇１０番（熊谷雅幸）  賛成の立場で討論をいたします。  

議会として、本町にいかなる放射性物質等も持ち込ませないという意思を表明す

ることは、大変重要なことであります。また、さらに、原子力発電環境整備機構へ

の反対の表明や、近隣町村としての立場から意見を述べていきたい旨を記載してお

ります。自然豊かな当町に暮らしている議員として、安心安全なまちや町民を守っ

ていくことは、当然の責務であり、今後とも持続可能な地域として守っていかなけ

ればなりません。この決議によって議会の意思を示し、今後の進むべき道筋を示し

ていくことに賛成いたします。全員一致での議決されることを望むものであります。

以上、賛成討論といたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  ほかに討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり。）  

 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  

 これより決議案第１号原子力発電環境整備機構が行う文献調査に関する決議を

採決いたします。  

 お諮りいたします。  

本案は原案のとおり決議することに、御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 異議なしと認めます。  

よって、決議案第１号は原案のとおり決議することに決定いたしました。  

 

○議長（冨樫順悦） 日程第５、請願第１号蘭越町に放射性物質等を持ち込ませな

い条例を制定することを求める請願を議題とします。  

 ここで紹介議員から発言の申出がありますので、これを許します。  

 ９番栁谷議員。  

 

〇９番（栁谷要） ただいま上程されました、請願第１号について、紹介議員の栁

谷より説明をいたします。  

核のゴミいらない町民の会、共同代表渡辺美代子さん、下島綾子さんから、別紙

のとおり、蘭越町に放射性物質等を持ち込ませない条例を制定してほしい旨の請願

書が提出されました。議会は受理をしてくださいました。  

 以下、紹介議員として、蘭越町に放射性物質等を持ち込ませない条例を制定する

ことを求める請願書、請願者、先ほどご紹介いたしました、核のゴミいらない町民

の会、共同代表渡辺美代子さん、同じく下島綾子さんに代わりまして、請願の要旨

とその理由及び条例の案についてご紹介を申し上げますが、条例の案は１ページ、



  

多岐にわたるものでございますので、手元の印刷物で代えたいと存じます。  

 私からは請願の要旨とその理由についてご紹介を申し上げます。  

 まずその要旨でございます。  

 蘭越町は、非核平和の町を宣言しております。環境基本条例でも、現在及び将来

の世代の町民が環境と共生しながら健康で文化的な生活を営むことができる良好

な環境を確保することを理念として定めています。この理念のもとに、蘭越町に放

射性物質等を持ち込ませない条例を制定し、私たちの町にいかなる放射性物質も絶

対に持ち込ませないことを約束すると同時に、町内外に私たちの意思を示すことを

求めます。  

 請願の理由について申し上げます。  

 福島の原発事故から１０年。膨大な放射性廃棄物をどのように処理するのかまだ

何も解決できていません。核燃料サイクルは破綻して、六ケ所村の再処理工場やＭ

ＯＸ燃料の最終処分方法など、原子力政策には見通しの立たない問題が多くありま

す。  

 寿都町・神恵内村で最終処分場への文献調査が始まりました。このことは、私た

ち蘭越町民にとっても驚くべきことでございました。一つの町だけではすまされな

い、核のゴミという何万年にも広範囲に影響を及ぼす問題に大きな不安を感じまし

た。地層処分は、まだ安全に管理できる技術が確立されていません。日本学術会議

でも安全な処理方法が見つかるまでは、人間の目の届くところでしっかりと管理す

る必要があると提言しています。  

請願署名に２，０００名を超える多くの方々の賛同をいただきました。一筆一筆

の署名には、核のゴミはいらない。私たちが安心して暮らせる町を。そして農業を

守って欲しいとの様々な願いが託されています。私たち町民が放射性物質に脅かさ

れることのない健康な生活や安心して暮らせる環境、地域の発展を実現できる町で

あることを次世代に約束したいのです。  

 この町民の声を受けていただき、全議員の皆様の合意をもって、放射性物質等を

持ち込ませない条例が制定されることを心から望みます。  

 請願の理由については、以上でございます。  

全会一致で可決いただきますように心からお願いを申し上げまして、私の説明を

終わらせていただきます。ありがとうございました。  

 

〇議長（冨樫順悦）  紹介議員の発言を終わります。  

 お諮りします。  

請願第１号につきましては、議員全員で構成する蘭越町に放射性物質等を持ち込

ませない条例を制定することを求める請願審査特別委員会を設置し、これに付託す

ることとしたいと思います。  



  

 また、本件につきましては、調査終了まで閉会中の継続調査とすることにしたい

と思います。  

これに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 異議なしと認めます。  

よって本件は、議員全員で構成する蘭越町に放射性物質等を持ち込ませない条例

を制定することを求める請願審査特別委員会を設置し、これに付託することとし、

調査終了まで閉会中の継続調査とすることに決定しました。  

 お諮りします。  

ただいま設置されました特別委員会の正副委員長の選出方法は、正副議長、各常

任委員長、議会運営委員長により選考の上、選出したいと思います。  

これに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 異議なしと認めます。  

よって、請願審査特別委員会の正副委員長は、正副議長、各常任委員長、議会運

営委員長により選考の上、選出することに決定しました。  

 暫時休憩いたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  再開いたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  選考委員長から選考結果の報告を願います。  

 ８番赤石議員。  

 

〇８番（赤石勝子） 請願審査特別委員会の委員長及び副委員長の選考結果を報告

いたします。  

 委員長は１０番熊谷議員、副委員長は５番永井議員を選考しましたので、報告い

たします。以上でございます。  

 

〇議長（冨樫順悦）  お諮りします。  

ただいまの選考委員長の報告のとおり決定することに、御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 異議なしと認めます。  

よって、請願審査特別委員会の委員長には１０番熊谷議員、副委員長には５番永

井議員と決定いたしました。  

 

○議長（冨樫順悦） 日程第６、陳情第１号チセヌプリスキー場の売却にかかる入



  

札談合行為と背任疑惑の真相究明を求める陳情を議題とします。  

 お諮りします。  

ただいま議題となっている陳情第１号は、総務文教常任委員会に付託し、閉会中

の継続調査とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 異議なしと認めます。  

よって、陳情第１号は、総務文教常任委員会に付託し、閉会中の継続調査とする

ことに決定しました。  

 

○議長（冨樫順悦） 日程第７、報告第１号例月出納検査結果について、代表監査

委員から報告がありましたので、その写しをお手元に配布いたしましたので、御了

承願います。  

 

○議長（冨樫順悦） 日程第８、承認第１号閉会中の継続調査申出を議題といたし

ます。  

 議会運営委員長から会議規則第７５条の規定により、本会議の会期日程等議会の

運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申出があります。  

 お諮りします。  

議会運営委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありま

せんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 異議なしと認めます。  

よって、委員長から申出のとおり、調査終了まで閉会中の継続調査とすることに

決定しました。  

 暫時休憩いたします。  

 

〇議長（冨樫順悦）  再開します。  

 

〇議長（冨樫順悦） 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了

しました。  

 これにて、令和３年第１回蘭越町議会定例会を閉会いたします。  

 

午後 ４時５７分  閉会  

 


