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平成１５年白老町議会運営委員会会議録  

平成１５年７月２２日（火曜日） 

      開    会       午前  １０時００分 

      閉    会       午前  １１時１９分 

 

○協議事項 

１．提出議案 

  ２．議案の説明について  

  ３．農業委員会委員の推薦について  

  ４．議員の派遣承認について 

  ５．意見書について 

  ６．諸般の報告について  

  ７．第３回臨時会の日程について 

  ８．委員会協議会の開催について  

９．その他（町長より助役選任の経過説明）  

 

○出席委員（１１名） 

委 員 長   大 渕 紀 夫 君       副委員長    近 藤   守 君 

委   員   吉 田 正 利 君               吉 田 和 子 君 

宗 像   脩 君               熊 谷 雅 史 君 

玉 井 昭 一 君       副 議 長   及 川   保 君 

議   長   堀 部 登志雄 君       委員外議員   加 藤 正 恭 君 

  委員外議員   西 田 祐 子 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

町     長        坂 下 利 明 君 

  総 務 課 長        三國谷 公 一 君 

財 政 課 長        辻   昌 秀 君 

  財 政 課 参 事        堀 江   寛 君 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

事務局長    山 崎 宏 一 君 

書  記    浦 木   学 君 
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午前１０：００～１０：２４ （協議事項１から８） 

○委員長（大渕紀夫君） その他について、議長から提案がございますので、どうぞ。  

○議長（堀部登志雄君） 実は、まだ懸案になっておりますというか、町長のほうから助役の選任

の問題についてですね、現時点でまだ決まっていないという中で、町長のほうから皆さんに議運で

経過等について説明したいということでございますので、これから来ていただいて、その件につい

て町長からお話しを聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今議長から、助役の選任について、町長の意見を聞くということが

提案されましたけれども、これにつきましてはよろしゅうございますね。 

［｢はい｣という声あり］ 

 それでは、総務課長お願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

閉  会（午前１０時２６分） 

 

再  開（午前１０時２７分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 休会を閉じて会議を再開いたします。  

 町長にご出席を願いまして、助役選任の経過についてお話しを願いたいというふうに思います。 

 その前に、もし課長何かありましたらどうぞ。いいですか。 

 はい、坂下町長。 

○町長（坂下利明君）  助役選任につきましては、皆さんにいろいろご心配をかけ、またご迷惑を

かけておりますが、今の段階で、私の努力一生懸命しております。できるだけ近い段階で、助役を

決めたいという気持ちはあるんですが、今の段階では自分の努力不足ということがあるのかもしれ

ないです。一生懸命頑張っているんですけれど、今の段階ではなかなか決めかねているという状況

でございまして、その辺をご理解いただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 ２５日の臨時議会につきましては、今の段階では提出できないような状況でございまして、でき

るだけ近いうちに、皆さんに報告するような形で、選任のお願いをしたいと思っておりますので、 

どうぞよろしくお願いいたします。  

○委員長（大渕紀夫君） ただ今町長から、助役選任についての経過が述べられましたけれども、

それについて委員の皆様方のお聞きをしておきたいということがございましたらどうぞ。 

 宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  宗像です。ただ今の町長のお話しを聞きながら、前回、６月定例会に入る前

の同じ議運でも、この話しになったことを今思い出しているんですけれども、あの時と今の町長の

言葉とは、別に違うことは、同じようなことをいっているなと。 

 あの時も努力したいという、そういうお話しがありました。委員長から、努力ではだめだと。絶

対に、あれは確か６月の１９日までだったでしょうか。その日には必ず出すようにしなければだめ
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なんだと。努力しますではだめなんだというそういう言葉のやり取りがあったわけで、今町長の話

しを聞いていて、自分の努力不足なのか、決められていないと。２５日までにできない。なるべく

早く出すようにしたいという、そういう言葉を、言葉としては私、受け入れたんですけれども。中

身としては、自分としてはどうも納得がいかないといいますか、誰が考えても町長以下、助役、そ

れがいなければ、町の行政は成り立たないものだというふうに思っているものですから、その辺を

もう少し考えていく必要があるんではないだろうかと。そんなふうに思います。以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） 町長、答弁ございますか。町長どうぞ。 

○町長（坂下利明君）  今、宗像委員が言われるとおり、努力しておるということだけでは、具体

性がないような感じもしますけれど、個人的にこの人という段階で、話はしておりますけれど、な

かなか受けていただけないというものがございまして、もう少し時間をいただければ間違いなく、

日にちを切るというわけにはいきませんけれど、間違いなく近いうちに皆さんにご相談し、また、

承諾していただかなければならないというふうに考えておりますので、その辺をご理解していただ

ければ本当にありがたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他ご意見ある方。玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君）  はい、玉井です。町長もいろいろと公務が忙しくて、白老町におられない

ことが多い、と聞いております。 

 そんな中で、今実質上、決裁する人もいないというような状況だと思います。停滞しているのは

間違いない。そんな中で、今そんなもうちょっと待ってくださいといえるんですか。白老の町が停

滞しているという状況が、自分自身わかっているんですか。分かっていないんであれば、町長の公

務も、出張は少なくすべしだろうし、代理を立てるべきであろうし、その辺のことを考えているん

ですか、きちんと。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君） 今玉井委員から言われたとおり停滞しております。現実に今日来まして、

決裁をやらなければいけないような状況で、決裁をしていろいろな方に話しを聞かなければいけな

いような状況でございますが、確かに私自身も、停滞していることは自分で認識しておるし、また

同時に、この停滞を何とかしなければということで、東京から帰って来まして、休みの２日間いろ

んな人のところにあって話しをしております。ただ、今発表する段階にないということだけはご理

解していただきたい。そういうふうに思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  はい、玉井です。いろんな人と会っていて、今発表できる段階ではないと

いっているけれども、いろんな人と会うために東京へ行かなければならないんですか。 

○町長（坂下利明君） いえいえ、帰ってきてから。 

○委員（玉井昭一君）  帰ってきてからの話しか。いずれにしても、私が今言っていることは、今

答えになっていないんだけれども。  

 要するに、白老町が停滞しているというのは、これは町長の責任ですよ。この責任はどう考えて

いるのかということをいっているんですよ。町長の責任をどういうふうに考えているのということ
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をいっているんですよ。それに答えてください。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君）  それはもう十分認識しております。ただ、今の段階では、責任をどうのこ

うのという段階の責任はあるということは、先ほどいいましたように認識はしておりますけれども、

現時点では選んでいる段階でおりますので、その辺を本当にご理解していただかなければ、話しの

内容的にも前に進まない。 

 自分自身で、も う少し努力しますのでご理解していただきたい。その繰り返しになりますけれど、

ご理解してもらいたい。それが私の気持ちでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  はい、玉井です。努力しているのは分かるって。努力しなければ話しにな

らないでしょう。このことが今一番大事なことなんですから。助役がいらないというならいらなく

てもいいですよ。あなたが自分自身で全部やれるというなら。だけどやっていないでしょ、今すで

に。もう６月の議会が終わって何日経ったと思うんです。それでもう少し待ってくれ、この２５日

の臨時議会にも出せません。そんなことで良いんですか。その責任はどうだかと聞いているんです

よ。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君） 今玉井委員が言われるように、責任はどうのかというかたちになりますが、

責任があるからこそ必死になって、毎日交渉なり、いろんな人の話しを聞いて、なんとか決めよう

としておるんでありまして、その辺を玉井委員が理解していただかなければ、どうにも話しが前に

進まない。必ず近いうちに名前を出してきますのでご理解していただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 及川委員どうぞ。  

○副議長（及川保君） はい、及川です。今玉井委員のほうからも、町が停滞しているという、町

長に対してのお話がありました。これ、全町民皆さんがね、心配していることだと思うんですね。 

 助役選任は、早めに早めにというふうに町長自身はおしゃっていますよね。６月定例議会を含め

て再三にわたって、おっしゃっていますね。 

 これがね、例えば４年間務めさせていただきたいという話し、６月定例会でありましたけれども、

これずっと続くような状況になりませんか。私たちそれを心配しているんです。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君）  それはないですから、必ず近いうちに出します。４年間このような、助役

なしでということなんて、私、自分自身が考えていないし、また、早くやらなければという自分の

気持ちも、実際にありますし。ただ、いろいろ事情がありまして、なかなか皆さんに発表できない

ような状況なことは確かですので、決して４年間このまま助役なしでやるというような考えはござ

いませんのでご理解していただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○副議長（及川保君） 決してありません。しばらくお待ちください。この町長の言葉が非常にむ

なしいんですよね。予測が、はっきりした目標が、我々には確信として必ず決めれる、選任できる、
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この状況はないと私は見ているんですが、町長本当にその辺。助役を決めないということはね、こ

れは行政を含めて、役場を含めて、非常に町民が心配しているところなんですね。この辺の、心配

をしている町民のね、気持ちが本当に町長に伝わっているかどうか。非常に厳しい状況にあるとい

うことは、この助役選任をいまできないという状況が、非常に厳しい状況にあるなと見ているんで

すけれども、町長自身本当に決められますか。近いうちに近いうちにと言っていますけれども。  

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君） 間違いなく決めます。 

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  はい、玉井です。町長の姿勢が見えてこないんですよ。僕はさっきもちょ

っと言ったんですけれども、出張をしなければならないものも、きちんと精査して、どうしても私

がいかなければならないものかどうか、あるいは課長が代理でもいいものかどうか。こういうもの

をきちんと精査して、そうしていくところへ行かないと、ただなんでもかんでも行っていたら、出

張旅費欲しさにいっているようなものです。見えるんですよ。そんなことじゃだめなんだ。だから

その辺をきちんと自分で、どうしても必要なものだけ行けばいいんですよ。そうしたら、ここで、

今とりあえずは、助役選任するまであなたが決裁でもなんでもできるんですよ。そういうことを考

えてやらなければだめだって。無駄なものいっぱいあると思いますよ。  

例えば九州の百選の滝、今まで見野町長が会長をやっていた、しかし、それは引継ぎにはならな

いだろうから、行くことないでしょう。課長に任せればいいじゃないですか。そういうことを僕は

言っているんですよ。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、三國谷課長。 

○総務課長（三國谷公一君） 秘書係長を兼務しておりますので、私の方から今の案件については

説明させてもらいますけれども、滝協議会含めた町長の出張の関係、これは、実は１回九州都城へ

出張しました。今回は東京のほうへですね、苫小牧地方総合開発期成会並びに全国基地協、この関

係の陳情案件ということで２回出張いたしましたけれども、これは、私の方の町長の出張というこ

とで、私の方から行っていただくことにしました。ということは、今でました滝の関係につきまし

てはですね、おっしゃるように見野町長会長をしておりまして、引き続いて坂下町長が会長という

ことで、今回は見野町長が降りましたので、会長職をですね、引継ぎするにあたって、今現在坂下

町長が会長ということで、どうしても行かなければならない。こういう事情がありまして、これは

産業経済課のほうから強い要請がありまして、出張させていただいたと。基地協についてはこれ役

員をやっておりますし、苫小牧地方総合開発期成会については、議会側も出られないしということ

で町長がですね、代表して懸案事項を要望してきたと、こういうような状況でございます。  

 どうしても今回は、なかの仕事も忙しかったんですが、町長に出張してもらったという経過でご

ざいます。決裁につきましてはですね、議員さん各位心配されていますように、なるべく事務の停

滞をおこさないようにということで、実は助役の専決事項というのがございまして、今助役が町長

に代わって決裁ができるという権限がございます。それは事務をスムーズにするために助役に与え

ている権限でございますが、ここの部分が今助役がいないので停滞するとい部分なんですが、これ
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については、内部的に協議いたしましてできるだけ原課の課長が決裁できるものはすると。 

 どうしても町長に上げなければならないものはですね、その中で一部のものは町長に決裁をさせ

ているというようなことで、議員がおっしゃるようにそういった停滞は確かにありますが、なるべ

く事務の停滞を起こさないように、今工夫して努力しているところでございますので、ご理解をい

ただきたいとこのように思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。  

○委員（玉井昭一君） 玉井です。今ですね、滝百選の会長に就任されたといっているけれども。 

○総務課長（三國谷公一君）  就任しておりまして、引き継いできたんです。今回の総会で。それ

はですね、辞めるのに新しい首長さん引き継いできたということです。うちの方から事情を話して、

引き受けてもらったという経過がありましてですね、今回はどうしても町長が会長という立場で、

その総会を仕切らなければならないということで出張させていただいたと、こういうことでござい

ます。 

現在は、引継ぎを終えてきましたので、滝の関係はなくなったと。ですから、今後については、

出張のほうもですね、どうしても行かなければならないときは別ですけれども、極力担当者が行く

と。こういうことでやると。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  だからさ、引継をするしないにしても、どうしても町長が行かなければな

らないと事実ではないでしょ。例えば課長職であろうがいいわけでしょ。それについて、僕はその

ことをいってるんですよ。それから、要するに、今助役人事を決めなければならんことと、例えば

百選の滝を引き継ぐことと、どっちが大事だかということなんですよ。それを比べたら、当然助役

人事のほうが大事でしょ。白老町の２２,０００人を守るための町長なんだから、滝のことなんか関

係ないよそんなもの。  

 白老町の町を守るために頑張らなきゃならないと。比べたら問題じゃないわけでしょ。その辺、

どう考えているんだということを言ってるんですよ私は。 

○委員長（大渕紀夫君） 答弁ございますか。坂下町長。  

○町長（坂下利明君）  玉井委員の言っていることも、私自身も理解しております。ただ、滝百選

につきましては、役員会、そして総会、それは全部私の方で、あの時点では会長という立場で、議

長を務めなければいけないというそういう中で、全くのとんぼ返り、１泊して帰ってきたという状

況でございまして、あの時点では課長ないし代理のものが、その議長職を勤めることができないと

いうような状況だったものですから、都城まで行った次第でございますので、その辺をご理解して

いただければありがたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） はい、熊谷です。２点ほどご質問します。 

 6 月定例会においてですね、坂下町長がご提案をなさった助役選任に関して、１名にしたいとい

う条例を、我々は否決をしております。そういう観点から、助役はあの時点と同じように、１名で

考えられているかどうかを先ずお尋ねをしたいと思います。  
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 それから２番目は、この２名から１名にする時の議論の中で、町長の考え方は我々にも理解する

ところはありますけれども、我々だけが理解してもなかなかハードルは越えられませんよという中

身は言っているはずです。そのことについて３次、４次の行革の委員の方々もこの問題には携わっ

ているということを申し上げた議員もいました。そういう行革の委員さんたちとの折衝並びに理解

の求め方、これはどのようになさっているのか、この２点をお伺いします。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君）  第１点目の２人制の問題でございますけれど、私の今の、現在の気持ちと

すれば、あの時点で否決になりましたので、できるだけ２人という形でもっていきたいというふう

な考えはございます。しかし、なかなか２人という形が取れるかどうかということで、今現在折衝

している段階でございます。  

 もうひとつの、行革の関係でございますけれど、今の段階では話しはしておりません。 

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 我々の議会の否決の意見を尊重していただいたということには感謝を申し

上げますが、今言われた行革の委員さんとは折衝していないというのは、これまた。  

 町長がずっとおっしゃっている、町民の皆さんとよく話し合ってというところに非常に抵触する

んではないかというふうに思うんですね。それはそれとして、今回助役を２人にしますということ

で、今受け止めますけれども、なれるかどうか分からないというところにね、ちょっと憂いを感じ

るのですよ私は。 

やはりね、６月定例会の、各委員も今言っていますけれども、これは最緊急課題なんですよ。い

ろんな諸事情を理解されないから、玉井委員もそういうふうに質問なさるんであって、努力されて

いるという言葉だけではですね、どうも我々に伝わる部分がないように思われるんです。実際にで

すね、いろんな方とお話しをしていろんな方と折衝しているといわれていますけれども、実際のと

ころどういうふうな組み立てでね、なさっているのか、もし差し支えがなければ、ここでお示しを

していただきたいなと。そうしないとここにいる委員はすべて、理解はしないと思いますよ。 

どうですか、その辺について。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君） 具体的なお名前を出したいという気持ちもありますけれど、今の段階では

名前を出すというような状況ではないということだけはご理解していただきたい。また同時に、先

ほど言ったように力いっぱい自分なりに一生懸命努力しているんですけれど、皆さんに見えないの

は本当に申し訳ないのですけど、総務課長なり、いろんな方々と相談しながらこの問題は進めてお

りますので、その辺もご理解していただきたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君）  最後にね、要望になるのかもしれませんけれども、非常にですね、こうい

うことを言ったら失礼なのかもしれませんけれども、町長の立場として、議会に対して何かいじめ

ている行為をしているんじゃないかなと、僕は思うんですよ。 

 我々は、町長のやられることに対してのチェック機能も持っているわけですよ。何も提案がなけ
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れば、お示しがなければ我々はどうにも手出しはできない。これが今議会の現状なんですよね。こ

れはまさにいじめとしか受け取れないんですよ、私は。その辺についてどう考えられます。  

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君）  決して、私は議会に対していじめをしているなんて考えてもいないし、頭

の片隅にもございません。なんとか、皆さんに早く結果を出さなければと、ただそのあせりは確か

にありますけれど、そういう議会に対するいじめなんてとんでもない話しであって、私自身の頭の

中には、先ほども言ったように片隅にもございませんので、その辺のご理解をしていただきたいと

思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 他。はい、及川委員。 

○副議長（及川保君） 町長ね、２点。近いうちにという話しでしたね。町長も努力されています。

本当に期限を切れないのかどうか、が１点。それと、ひょっとしたら９月定例会までに選べば良い

んではないかと町長は思われているんではないかと、そういう気もしているんですけれども。その

点だけお伺いしておきたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君）  すみません。期限につきましては、近いうち近いうちと言って申し訳ござ

いませんけれど、間違いなく期限は何日までということは、ちょっといえないですけれど。  

もう一つは、自分自身ではなんとかこの助役人事について、皆さんに安心してもらえるように、

自分なりに一生懸命頑張っているつもりですが、その辺のご理解、相当皆さんが心配している。町

民の方々も心配しているということも、自分自身で分かっておりますので、その辺もご理解してい

ただきたいという気持ちでいっぱいでございますので、よろしく、もう少し時間をいただければあ

りがたいと思っております。  

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  今、及川副議長と似ているんですが、期限を切れないということはやる気

がないということなんですよ、根本的に。はっきりしているんですそれは。僕らは期限をあげない

と言っているのではないの、何日までにできますかということを言っているんですよ。あげないと

言ってないですよ、はっきり。だから期限を決められないということは、まだなんにも決まってい

ませんよ、言い換えれば。まだ白紙なんですよと言ってることと同じなんですよ。 

 こんなことやる気ないと言われて当たり前でしょうが。町民のことを考えているんですかって、

当たり前ですこれも。何を言ってるんですかこれ、話しにならない。だから期限いつまでって言っ

てるんですよ。その期限で、もしどうしてもできなければ、もちろん責任問題も出てくるよ。だけ

どそれも踏まえて、期限を考えてくださいといってるんですよ。いま副議長が言われたように、９

月までにやればいいと思っているんでないですか。話しにならないよそんなものなら、いますでに

停滞しているんですよ、行政が。それなのに、そんな無責任なことでいいんですか。そこを言って

いるんですよ、期限を決めれと言っているのは。決めなきゃだめですよ。冗談でない。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長、答弁ございますか。  

○町長（坂下利明君）  玉井委員がご立腹するのも、私自身も理解できます。ただ期限を決めれと
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言われましても、交渉というものはそう簡単に、なかなか何日までということで、決められないこ

とも事実でございますし、またその辺も本当に、町民の方それから議員の方、それぞれ立場もある

し、また私に対する、もたもたもたもたいつまでもしているという事に対して、立腹するというこ

とも分かりますので、自分自身はできるだけ、できるだけ早く、近々、皆さんに報告したい、とい

う気持ちでおります。その辺をご理解していただければ本当にありがたいと思います。 

間違いなく、決して９月まで引き延ばすなんてつもりも、私自身頭の片隅にもございませんので、

それをご理解していただきたいと思います。間違いなく近いうちに、皆さんにご相談したいと思い

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） はいどうぞ、玉井委員。  

○委員（玉井昭一君） 玉井です。今もう７月２２日ですよ。９月の議会は、１７日なんですよ。

１７日から始まる予定なんですよ。もう２ヶ月ないんですよ、２ヶ月ない間に「近々決めます。も

う少し時間ください」ってずるずるいっちゃうでしょうが、そしたら９月までいっちゃうよ、これ。

冗談でないって言うのその辺は。なんでこんな｢９月の議会まで延ばす気はありません｣｢今もうち

ょっと待ってください｣｢日にちは決められません｣子どもの使いでしょ、それだら。赤子と同じだ

答え一つも出せない。おとなの話し合いでないよこんなもの。期限決めなきゃだめですよ。  

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長、答弁ございますか。  

○町長（坂下利明君） ちょっとすみません。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。  

休憩したほうがいいですか。  

 はい、坂下町長。 

○町長（坂下利明君）  本当に今の段階では、期限を決めるということ、本当は私自身も、例えば

今月いっぱいで決めますからとそういうふうに言いたいです。言いたいですけれど、今の段階では

そういうことが言えないような状況ですので、その辺を本当にご理解してください。なんとか近い

うちに決めてきますから、その辺も、一生懸命自分なりに努力はしておりますので、その辺をご理

解していただきたい。９月まで決めないということは絶対にありませんので、それだけは理解して

いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ちょっと私から一つお尋ねしたいんですけれども、今おっしゃられたこ

とはね、助役は２人制でいきたいと。 

○町長（坂下利明君） あくまでも２人制でいきたいという気持ちはあります。 

○委員長（大渕紀夫君） そのことと、確認をしたいんですけれどもね。９月までには人事を決め

ますよと。そんな延ばす気はありませんよということですよね。ということは今７月ですから、７

月の臨時議会の後は、８月に臨時議会がございますよね。９月の定例会までではないということで

あれば、８月の臨時議会で提案されるというふうに理解してよろしゅうございますか。その２点、

２人制と１人制の問題を明確に、どのようにされるのかということと。もうひとつは、７月の臨時

議会には間に合わない、９月には出さないよということであれば８月の臨時議会に出すと。８月の

臨時議会の日程はもう決まっていますよね、ほぼ決まっていますよね。そこに出されると、我々は
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そういう認識でよろしゅうございますか。そこを確認したいと思います。 

 坂下町長、どうぞ。はい。  

○町長（坂下利明君） 先ほど言いましたとおり、前回１人制ということを否決されましたので、

２人制を頭に入れて考えております。先ずは、２人制で自分は考えておりますが、それに対して、

それじゃあ２人がバンと一遍に出てくるかということになると、それもちょっと今即答はできませ

ん。ただ、２人制でやらなければいけないということだけは頭に入れております。それから、８月

の臨時議会、私はできるんでしたら、その前になんとか、８月の２１日ですか２０何日かですか、

その前に皆さんにお集まりいただいて発表していきたいなというふうに考えておりますので、その

辺ご理解していただきたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） もう一つちょっとお尋ねしたいんですけれど、具体的に、例えば業務が

遅れるとかということが、実際町長の口からもございました。 

一つ、総務課長、差し障りのない範囲でですね、助役がいないことによる今の町のマイナス面が

どのように現れているのか、これは町長を横にしてお話しするのはなかなか、秘書課長という立場

を十分承知しておりますので、大変だと思いますけれども、助役がいないことによるマイナス面が

どのように現れているのか、先ず客観的にどのように考えているかひとつ。助役との関係ですね。 

 もう一つ、町長にお尋ねしたいんですけれども、当然機構改革や人事異動というのは、新しい町

長になられたときに、自分の政策を実現するためには、一般的にはやられることですけれども、こ

の機構改革や人事移動に関してどのような考え方を持っていらっしゃるか、これ、助役がいなけれ

ばなかなかたいへんだと思うんです実際はね。その点どう考えているのか、それが一つと。  

 もう一つは、現在は理事者会議というのはやられていらっしゃるのかどうか。やられているとし

たらどんなメンバーで、どのような内容でやられているのか。要するに理事者会議というのは中枢

機構で、そのあとは部長制が敷かれておりませんのでね、当然課長会議が実勢の場とこういうふう

になります。方向が出るのは理事者会議というふうに私自身は理解をしているわけですけれども、

この理事者会議はどのように、助役さんいない中でね、機能を発揮しているのか。この３点をお尋

ね、ちょっとしておきたいと思います。  

 はい、坂下町長。 

○町長（坂下利明君）  先ず、人事異動につきましては、私はできるだけ早く８月の段階では人事

異動を、これ自分の、課長会議の中で言いましたけれど、２段階くらいに分けて、管理職と管理職

以下というかたちで、２段階で実施していきたいなというふうなもの考えています。  

 それから、機構改革につきましては、今の段階では機構改革というかたちで、例えば部制を行う

とか、そういうような考えですが、部制とかそういうのについては一切考えてございません。 

 それから、理事者会議につきましては、今現在毎週、今日もこれが終わったあと理事者会議を行

いまして、私と総務課長とそれから教育長と、この３人で理事者会議をやっているのは事実でござ

います。 

○委員長（大渕紀夫君） 総務課長。 

○総務課長（三國谷公一君） 先ほど町長が申し上げました、助役がいないことによっていろいろ
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支障があるということをお話ししましたけれど、私がですね、総務課長という立場で感じておりま

すのは、特に今回、６月定例会がそうでございました。やはり助役がいないことによって、いろん

なそういった調整ができないということはないんですけれども、やはりスムーズにいく部分がです

ね、なかなかちょっといろんな支障が出てきているかなという感じがございます。 

 その他には、やはり助役がおりませんので、自ずと町長にですね、いろんな会合の出席ですとか、

行事に出るとかということで、町長自身にですね負担がいっているのかなという感じがございます。 

 その他事務的な流れについては、先ほどちょっと説明したようなことで、その辺は割とスムーズ

にいっているというような認識でございます。  

 理事者会議の話しもございましたが、一応毎週月曜日、午後からということで定例的に理事者会

議を開催してございます。現在助役がいないという中で、特に町長が新しく就任されておりますの

で、日程調整の関係ですね、これを中心にやってございます。当然そこで、政策的な調整というの

がされているわけですが、その分が今できていないというか、直接企画と町長というかたちでして

ございますので、選択肢といいますか、政策を選択するにあたって、そういう部分が助役がいるい

ないによってちょっと違ってきている部分があるんではないかなというふうに思っています。 

 人事異動のことをちょっとおっしゃいましたが、８月というのは、これはあくまでも憶測させて

いただきますが、助役が選任されて、そしてその上であくまでも人事異動と、こういうことを町長

がするということでございますので、当然８月に早い段階で、助役が選任されれば、そのようにで

すね、早い段階で人事異動を行いたいという町長の考えであるということでございます。ですから、

これが遅れていきますと、９月議会もすぐに入ってまいりますので、人事異動についてはちょっと

８月中は無理かなと。物理的にですね、そういうことをちょっと補足して説明させていただきます。

以上です。  

○委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員。宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  町長に就任したのが、今年の５月１日なわけですけれども、それからこの助

役問題について、おそらく町長の頭の中にはいろんなものがあっただろうということは推察されま

す。何人の方に折衝されたかは分かりませんけれども、全部それらが不発に終わって今日に至った

わけですけれども、今聞きたいことは、その不発になった、その原因がどこにあるのかということ

を率直に、町長言っていただきたいと思います。 

 なぜこんなことを私が言うかというと、病気もそうなんですけれども、病気になるためにはやっ

ぱり、原因があるわけで、その原因を取り除かなければ、病気は治らないというふうに私は思うん

です。これは何も病気だけではなくていろんな問題が出てくるんです。従って今回の場合に、町長

が折衝した、ところが実を結ばない。じゃあその原因はどこにあるのか、その原因がわかればその

原因を除去することによって、これからのまた新しいものが出てくるんでないだろうかというふう

に思うものですから、率直に町長、まとまらなかったその原因というのをどういうふうに抑えてい

らっしゃるか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君）  私自身は２名の方が、名前が挙がりまして、みんな否決というかたちでな
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りましたけれど、自分自身は慎重に慎重に選んでやっておりましたので、原因といわれましても自

分なりには、一生懸命慎重にやったつもりでおりますので、その原因が何かということになれば、

私自身もちょっと言葉に出して言えといわれてもちょっと分からない事態が現実でございます。  

 ただ、今後につきましても、やはり慎重に物事を考えていかなければいけないし、本当に皆さん

に具体的に名前とか何とかというような、今でも出したいという気持ちはありますけれど、そこに

は慎重性というものを欠いてはだめだというふうに自分自身思っておりますものですから、それは

ご理解していただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 宗像委員。  

○委員（宗像脩君）  さっき、病気の話しをしましたけれども、今度は作物の話しをします。今年

は天候異変なんです。ですからそれぞれ皆さん方が家庭菜園をやっていても、なかなかよい作物が

とれないということはだいたい判る。こういった天候が悪いのだから、とれないんだから仕方ない

んだ。｢俺、一生懸命毎日草取りをやっているんだけれども、天気が悪いものだから仕方がないん

だ｣ではすまない。天気が悪かったら悪いなりに、どうしていくかということを考えて作物を育て

ていくわけで、私の言いたいことは、この何人の方に折衝したか分かりませんけれども、実らなか

ったということは、必ず何かの原因がある。その原因がわからないまま、その原因をここにおいた

まま、当ったってこれは絶対に実をむすばない。やっぱり原因があるその原因がどこにあるのかと

いう町長自身が、それを考えて、それを除去しながら、新しい気持ちで折衝していくということが、

私は実を結ぶ第１歩だというふうに、私はそう思うんです。その原因が町長自身がわからないとい

うことであれば、私は先ほど来出ておりますけれども、今日は７月２２日、８月の臨時議会までも

やっぱりだめだろうし、９月の１７日から始まる定例会だって同じ姿勢でいったら、私はこれは出

てくるということは期待できないです。と私はそういうふうに思うんですが、それらについてはど

うですか。  

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君）  前にも言いましたとおり、私は同じ姿勢でいくなんてつもりもないし、ま

た、議会議員の方、それから町民の方皆さんにご理解してもらえるような形で今後進めていきたい

と思います。また、確かに今原因がどうのこうのという形で、原因が私自身ですらつかめていない

ということ自身も、宗像委員につきましては不満足なところがあると思いますけれど、自分なりに

は一生懸命、また自分なりの気持ちの中で、慎重に考えていかなければいけないという、繰り返し

ますけれどそういうような考えでおりますので、近々皆さんの前で発表することができるんじゃな

いかなと、そういうふうに思っておりますのでご理解していただきたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  玉井です。先ほど大渕委員長が質問した中で、８月２５日以前に出したい

という気持ちでいます。ということは８月１０日なのか１５日なのか、その辺ですね、少なくても。

その辺をどこまで約束できるのかお伺いしたいです。  

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君） 先ほどから日にちのことで随分言われますが、日にちは私だって切りたい
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んですけれど、現実に自分がもう努力するしかないというふうに考えておりますので、日 にちが切

れないということだけはご理解していただきたい。同時に皆さんに本当に知ってもらわなければ、

自分なりに慎重に一生懸命やっておりますので、何度も言って申し訳ございませんけれども、そこ

をご理解していただきたいと思います。  

○委員長（大渕紀夫君）  玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  玉井です。今僕が聞いたことは、町長が今言ったことなんですよ。８月２

５日の臨時議会までって大渕委員長が言ったら、その前に出したいんですと。こう言ったことがさ、

なんでその前で、７月２２日ですよ今。それ以降です、７月２５日の臨時議会に出せません。それ

で８月２５日前だといったらもう話しが決まるでしょう。それも決められない。 

 町長ね、ちょっと待ってください。町長そうやってのらりくらりのらりくらり、何でも話してい

るけれど、すべてのことそうでしょ。何も決めていない。きちんと決めなきゃだめですよ。なんだ

ってそうですよこれ。これだけに限らず。すべてのらりくらりでしょ。前回の６月の議会なんか全

然答えになっていませんよ、私の質問に。２８項目の答えに。ただ私は、仕方ないこれだと町長か

ら答えが出てこないなと、だからあれで一応のんだ形になっていますけれど、何にも答え出ていま

せんよ。もう１回９月に同じことやろうかと思っているくらいですよ。話しにならないって、答え

が出ていないんだもの。きちんと答え出さなきゃだめだって。それでなけりゃ２２，０００人の長

なんてやれますか。冗談でないですよ。  

 今７月２５日から８月２５日までの間の日にちも出ないんですか。こんなもの話しにならないで

しょう。きちんと出してください日にち。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。  

○町長（坂下利明君） ８月２５日前には、できるだけ自分で出そうということで言っております

ので、それが７月の３０日になるかもしれないし、８月の５日なるかもしれないし、その辺はでき

るだけ早くということで言っておりますので、ご理解してもらうしか私にはないと思いますので、

一つよろしくお願いします。  

○委員長（大渕紀夫君） 他。 

 なければ、以上で終わりたいと思います。ただ、最後に一つだけ確認をしておきたいと思います

けれども、先ほども確認しましたけれども、助役は２人制でいくと、８月２１日の臨時会の前に助

役は出して、８月２１日以前に助役については出したいと。  

○町長（坂下利明君） ８月の臨時会の前に出すという形で努力していきたいと思っています。助

役２人制については、自分のなかでは助役２人制ということ考えております。ただ、現実には先ず

は１人決めるという形もございます。頭の中では２人制ということを考えております。 

○委員長（大渕紀夫君） その２点。そして現在町が理事者会議は行っているけれども日程調整程

度で、町の中の行政の進み方がなかなかうまくいかないということも、町長お認めになりました。 

 それで、議会は何度も今各委員さんがいわれましたようにですね、何度も町長に来ていただきま

してね、いつまでというお話しをしております。そのたびに近いうちという、その近いうちの認識

が５日なのか１０日なのか１５日なのか、近いうちの認識よくわかりません。町長の認識と我々の
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認識が違うのかもしれません。 

ただ、同じことを何度もやってもこれは前進になりませんので、我々議会は議会として、助役を

きちんと選んでいただいて、やっぱり町がきちんとスムーズに進んでいくという形を取りたいとい

う意見の現われなんですね。ですから、そこのところは判っている、判っているとおっしゃいます

けれども、実際きちんと町民の意見なり、議会の意見なり、役場の職員の意見をきちんと聞いてで

すね、即断即決するところはきちんとやると。そして、町民や議会や職員に写る姿が、町長として

きちんとした中身になるというふうに努力をしていただきたい。これは前回も私ご要望申し上げま

した。そういうことがなければですね、議会と町が車の両輪だということがですね、崩れていきま

す。実際に私も崩れていっていると思うんですよ。これはね、町民にとって決してプラスになりま

せん。ですから、約束はきちんと守る、という立場でご努力を願いたいということを、お願いをし

ておきます。 

それでは、今回の議会運営委員会については、以上で閉めたいと思いますけれどもよろしゅうご

ざいますか。 

[｢はい｣という声あり] 

それでは議会運営委員会以上で終わります。ご苦労様でございました。 

 

 (閉会 午前１１時１９分) 

 


