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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８月１８日（月曜日） 

      開    会      午前    １０時００分 

      閉    会      午前    １１時２２分 

 

○協議事項（平成１５年第４回白老町議会臨時会関係） 

  １．提出議案 

  ２．議案の説明について 

  ３．議員の派遣承認について 

  ４．第４回臨時会の日程について 

  ５．その他について 

 

○出席委員（１０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 

 

○欠席委員（１名） 

  委員外議員      西  田  祐  子  君 

 

○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 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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        ◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） おはようございます。ただ今から議会運営委員会を開会いたします。 

（開会    午前１０時００分） 

 

○委員長（大渕紀夫君） 本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、委員長に

おいて傍聴を許可いたします。それでは早速議題に入りたいと思いますけれども。協議事項に入りたいと

思いますけれども。今回、町長提出議案１件、工事請負契約のみでございますので、担当の方からのご説

明を願います。堀江財政課参事。 

○財政課参事（堀江寛君） それでは、ご説明申し上げます。工事請負契約の締結でございます。６月議

会でご承認いただきました日の出団地公営住宅の建設工事の工事請負契約です。工事名、契約の目的が今、

申し上げましたように白老町日の出団地公営住宅建設（建築主体）工事第５工区でございます。それと契

約の方法、制限付一般競争入札。契約の金額につきましては１６０，８４９，５００円となります。契約

の相手方ですが、すべて町内業者の共同企業体になります。加藤・西村・谷特定建設工事共同企業体です。 

続きまして、次のページの議案説明を申し上げます。工事場所ですが、隣の図面にも書いてありますと

おり、日の出団地の、図面で言えば右側の上の方に斜線してあります部分、ここが今回の工事場所になり

ます。完成期限につきましては年明けまして、１６年６月３０日を予定しております。工事の概要ですが、

構造としてはプレキャストコンクリート造２階建、１棟１２戸。１階６戸、２階も６戸、合わせて１２戸

になります。建築面積、延床面積については記載のとおりでございます。１階がですね、１ＬＤＫ（ＳＨ）

１戸、このＳＨと申しますのはシルバーハウジング、高齢者対応住宅ということです。そして２ＬＤＫ、

これも同じくＳＨ１戸。それから２ＬＤＫ４戸。これが１階部分、合わせて６戸になります。２階がすべ

て３ＬＤＫ６戸という形になります。それと屋根につきましては記載のとおりです。５番の外壁の仕上で

すが、透質性弾性吹付タイル。ここで大変恐縮なんですけど透質の質の漢字がちょっと間違えておりまし

て訂正いただきたいんですが、透質のしつが湿度の湿になります。湿気を通して雨を弾くという意味で、

透湿のしつを湿度の湿に訂正いただきたいと思います。  

あと主要室一覧ですが、ここに表にして記載しております。１ＬＤＫで洋室の１・２がないタイプ。２

ＬＤＫは洋室２がないタイプとなります。あと外構設備、それからその他は記載のとおりでございます。

図面ですが、議の１－４に、これは横にしていただければ分かりやすいかと思いますけども、平面図でご

ざいまして上が２階部分、下が１階部分です。上はすべて３ＬＤＫ、下が１ＬＤＫと２ＬＤＫになってお

ります。それから議の１－５の図面ですが、これは立面図でございます。上が南東立面図、真中が北西立

面図、一番下が北西立面図でポーチ通路内部となっております。以上です。 

  続きまして、入札の経過でございます。先ほど申し上げました仮契約者以外に岩崎・鈴木工務店共同企

業体、それから鈴木・山本共同企業体、小泉・中島・永浦共同企業体、川田・鈴木ホーム共同企業体、全

部町内業者同士の共同企業体でございます。以上５企業体によりまして、８月７日に入札執行いたしまし

た。落札率ですが、予定価格１６１，６５８，０００円に体しまして、先ほど申し上げました１６０，８

４９，５００円、ちょっと高いんですが、落札率は９９．５になっております。これは昨年の平均落札率
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９６．６７と比較しまして２．８３％上がった形になります。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今ご説明がございましたけれども、何か聞いておくことがございましたら、

委員の方々どうぞ。玉井委員、どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 契約の相手方の３社。この割合は決まっていないんですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 堀江参事。 

○財政課参事（堀江寛君） それではお答え申し上げます。加藤建設が６０％、それから西村建設が２０％、

谷組が２０％、合わせて丁度１００になります。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。他、ございましたらどうぞ。ございませんね。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） それでは堀江参事ご苦労様でございました。続きまして議会関係が１件ござい

ますので、局長の方からお願いいたします。 

○事務局長（山崎宏一君） それではお手元に議員の派遣承認ということで今日お配りした資料でござい

ます。まず、２件ございまして、今月の２５日東京の方に日本製紙の方に表敬訪問ということで、これは

先般、町長の方から議長が同行していただきたいという依頼がございまして上京するものでございます。 

また、胆振東部６町議会委員長以上連絡会議ということなんですが、これはすでに各委員長の皆さんに

ご案内してございますが、若干ちょっと経過を申し上げたいと思います。これについてはですね、昨年早

来町において開催されました胆振東部の１市６町の議会懇談会というのがございまして、それが終了いた

しましてから従来までは早来・鵡川・厚真の３町でこの正副議長・委員長以上の情報交換含めた会議をも

っていたんですが、今回それを発展的解消ということで胆振東部６町、市を除いた６町でやはり町の連携

だとかいろんなことがございますので、委員長以上の中で情報交換、意見交換をしようという形で、今回

新たな会議でございます。したがいまして、これについては９月１日厚真町で開催されるということにな

っております。この開催も輪番性になってございまして、今回は厚真町ということになります。そういう

形で正副議長、３常任委員長、議運委員長ということで６名の出席をお願いするところでございます。以

上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会関係の件につきまして、ご質問のございます方どうぞ。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） ありませんね。それでは続きまして、第４回臨時会８月２１日なわけですけれ

ども、会期の決定をいたしたいと思いますけれども、１日ということでよろしゅうございますか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。それでは８月２１日の臨時議会については１日間と

いうことで決定をいたしたいと思います。議事日程につきましては別紙にございますので見ておいていた

だきたいと思います。そのような中身になっております。それでは、２１日の臨時議会関係については以

上で終了をいたしたいと思います。その他の件につきまして、議長より若干お話がございますので、まず、

議長のお話を聞いていただきたいと思います。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 先ほど議運始まる前にですね、町長の方からちょっと申し出がありまして、前

回の議会運営委員会でもお話あった助役選任の件なんですが、当初、早い時期に選任したいというような

話があったんですが、いろいろ努力されているようですが、現時点でこの臨時会には提案出来ないと。選

任されてないというようなお話がありましてですね、今日、議運で皆さんにその説明をしたいということ
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なものですから。いろいろと私は議長として、なぜ選任出来ないのかということは非常にいろんな思いが

あるんですけども、私が助役、この人、あの人ということには当然なれませんし、議会でなるものではあ

りませんけども。努力しているんだけども決まらないということで、出来るだけ早い時期に選任したいと

いうような、今、先ほど町長からも話があったんですけど、その経過等について議運で皆さんに報告した

いと、説明したいということなものですから、また同じことの繰り返しですけども、前回同様に申し出を

受け入れましたので、これから町長に来ていただいて、経過等について説明をしてもらいますので、よろ

しく取り計らいの方お願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、議長より町長、助役選任の件につきまして、議会側に経過の説明をし

たいという申し入れがあったということでございますけども、これを受けて町長に説明を受けることにご

異議ございませんか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 事前のお話もございませんね。よろしゅうございますね。それでは、そういう

ことで暫時休憩をいたします。町長、来られましたら、すぐ開会をしたいと思いますので。 

                        休憩            午前    １０時１２分 

 

                        再開            午前    １０時１４分 

○委員長（大渕紀夫君） それでは議会運営委員会を再開いたします。坂下町長より助役選任の件につい

ての説明がございますので、委員の皆様お聞き願いたいと思います。坂下町長どうぞ。 

○町長（坂下利明君） 助役選任につきまして皆さんに大変ご迷惑と、また、ご心配をおかけしまして誠

に申し訳なく思っております。本来でしたら、今回この１８日に議運の皆さんにご説明してお二人の名前

を発表しようということで、日時一所懸命努力してまいりました。しかし、残念ながらお名前を発表する

までに至っていないことは事実でございまして、今後２１日の臨時議会につきましてはちょっと難しいと

思いますが、お二人のうちお一人は何とか了解していただいておりますが、もう一人の方が昨夜連絡がつ

きまして、最終段階に入っております。決断の結論は大体２０日の日に結論が出てくると思いますので、

それが決まり次第、２１日以降の８月中に臨時議会を開いていただきまして、ご了承していただきたいと、

そのような形で今現在動いておりますので、ご理解していただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） ただ今、町長から助役選任の経過についてご説明がございました。委員の皆様

方で何かお聞きしたいことがございましたら、どうぞ。宗像委員。 

○委員（宗像脩君） ちょっとさかのぼりますけども、前回の議運の中で町長はこの８月２１日の臨時会

までには出すように努力しますというお話がありました。一応、委員会としては、その話について了解し

たというふうに、私もそう思ってます。ところが、その次の日だったですか、２日後だったでしょうか、

記者会見があって、そして、その様子が新聞等に載ったわけですけども、そこに出てきた文章の中に８月

２１日まで出す希望であるという、希望という言葉がそこに出てきているんです。先ほど言いました議運

の中では希望なんていうのはなかったんですけども、その辺の経緯が新聞の記事の希望というのは新聞社

の方で勝手に入れたのか、あるいは町長の方からそういう話を言ったのか、そこのところをまず一つ確認

をしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君）  今の努力と希望という形でちょっと新聞記事と議運との言葉が違った結果にな
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りましたけど、いずれにしても私自身は希望と言うよりも、努力という形の中で言葉が、それぞれ別な表

現の仕方になりましたけれど、自分の気持ちとしては努力して、自分の思っている希望の中で実現したい

という、そのような気持ちで表現したつもりでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 前にも私言ったんですけども、やっぱり町長の考え方と言いますか、それは私は甘

いんでないのかなと。どんなことがあっても４月の２７日の選挙以来、もう３カ月、４カ月に今なるわけ

ですけども、どんなことあっても絶対出すんだという意気込みでやるというようなこと。それがただの希

望であるとか、あるいは努力します、一所懸命やったんだけども駄目でしたというような、正直言って私、

今朝家を出てくる時もまた町長のいつものとおり一所懸命やってるんですけども駄目でしたという、そう

いう答えしかないんだろうなという、私たちが町長にいじめられていると言いますか、町民が馬鹿にされ

ていると言うか、もう今となっては、この段階になったらそんな気持ちが今しているわけです。本当にや

る気なのかどうかということが一つと。もう一つはどうして何人かに当たったんだけど、これは前回を同

じ私の質問なんですけど、どうして皆ＯＫのサインを出さないのか、その原因は何だと思っていらっしゃ

るのか。たくさん私が聞いていた町長の口から言ってました、最初はあの方、その次はこの方という名前

もここで出てきました。またその後もあの人にも当たってる、この人にも当たってるという、これは噂と

して聞き及んでいるんですけども、どうして次から次とその人たちがＯＫのサインを出さないのか、その

原因の分析と言いますか、その辺りについて町長はどういうふうに考えているのか、また伺いたいと思い

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君）  今、宗像委員が言われたとおり、また同じことを繰り返すからという形になる

かもしれませんけれども、自分なりには一所懸命努力し、また同時に皆さんが思っている以上に毎日毎日、

日参したり、そういう形でやっておるんですけれど、なかなかそれがうまく了解してもらえないことは事

実です。自分の気持ちの中では何で皆さんが了解してもらえないのかということにつきましては、一連の

６月の議会の中で辞職勧告、不信任案という、そういう流れがあったことにより町の職員自体が不安に思

っているんではないかなと、そのように自分なりには感じておりますけれど、ただ、それだけで諦めると

言うか、そういうものでないものですから、自分なりに必ずこの４年間は全うしていくということで皆さ

んに説得をしている次第でございます。それを皆さんにご理解していただきたい。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君） 新聞にこういう記事も出てました。大昭和製紙が野球部盛んな頃、野球と言えば白

老だったと。今なお、その野球についての元気さがあると。今回、中学校についても全国大会に出れると。

野球についてはそういう元気がある、だけど、野球ではないんです今度は。町の職員も白老の町民も元気

さが無くなってきているんでないのかと。というのは、この町政について、今、助役の選任が遅れている

という、そのことをずばり言っているんだなというふうに私はその記事を読みました。現実につい先達て、

私用で札幌に行った時にも集まった方々から今、苫民、室民の新聞は全道には配られませんけども、北海

道新聞の全道版になりますとどこの方もみんな読んでいるものですから、白老の助役の問題どうなったと

いうことが話題になりました。白老の中でも、今朝もそうなんです、『助役さん、決まったの？』『まだ？』

『どうするの？』そんな声が私たちの方にぶつけられています。昨日、新聞見ましたら、今日は月曜日で

すから理事者会議があるというふうになっている。私は理事者会議に出席してませんから、その中身とい
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うものは掴むことは出来ませんけれども、この理事者会議というのは、非常に大きなものを秘めている会

議だというふうに思うんです。ところが助役さんがいない中で、町長、教育長、あと総務課長も出るやに

聞いてましたけれども、果たしてどんなふうになっているんだろう。もう５月、６月、７月、８月、間も

無く９月になる、一所懸命努力しているんだけれどでは、私たちは仏の顔も３度とかって言う、こういう

言葉もあるんだよ。そんなことから『努力してます、皆さんご理解ください』『ああ、そうですか。わかり

ました』ということにはどうも私はその辺が納得が行かないんですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 今の話の中で５月、６月、７月、８月と言っておりますが、理事者会議がずっと

やっていたのは６月のお二人の助役のいる時からずっとやっておりましたので、確かに総務課長と私と、

それから教育長と、この３人でやっているのは７月、８月の２カ月間は理事者会議をやっております。た

だ、助役さんがいないからと言って別にいろいろな諸問題について論議を交わしていないということはな

く、総務課長、私、教育長の３人の中で一所懸命論議を交わして今後の白老町の方向性について会議を行

なっておりますので、その辺につきましてもご理解していただきたいと、そのように思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） ６月の議会で町長は助役も選任出来なくて行政も停滞していますということを認

めましたね。それから、先達ての議運でも行政が停滞しているというふうに認めました。なおかつ、８月

の２１日、日にちを決めなさいと僕が言った時に８月の早いうちに決めます、こう言いました。それで、

今、理事者３人で打ち合わせいっぱいしてますと、そんなこと当たり前のことですよ。助役がいないこと

で停滞しているということの責任はどう思っているんですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 責任は十分重く感じております。何とか早い時期に助役を決めたいという気持ち

でずっといっぱいでおりますので、全く責任がないなんていうことは私は感じたことがないし、先ほど言

った責任は重く自分で感じております。 

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 責任は重く感じております。これはここにいる皆が、そのことも当たり前なんで

すよ。停滞している責任のどう取るか。あるいは助役にお願いした人がみんな、逆にですよ、断るという

のもその責任の重さからなんですよ、根本的に。その責任の重さが感じてないから結果こうなるんですよ。

そのことの責任と言っているんですよ。自分自身にリーダーシップがないからじゃないですか。私はそう

思いますがどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 確かに玉井委員が思われる自分にリーダーシップがないからと、そういうふうに

言われても私自身決めることが出来ないんですからいたしかたないと、そういうような気はありますが、

自分なりに、何回も言うように、一所懸命自分なりにやっておりますのでもう少し時間をいただければ、

今月中には臨時会を開いていただいて決定していきたい、その気持ちでいっぱいでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 一所懸命努力します。一所懸命やっています。今となったら、９月の上旬にはも

う聞き飽きてますよ。何回も聞いてます、こんなこと。約束を守ってないんですよ、全然。そんなことで

２万２千人のリーダーが務まると思っているんですか。私は務まらないと思っているよ。ずるずる、ずる
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ずる、先ほど宗像さん言ったように４カ月近くなるんですよ。その責任のことを言っているんです、私。

どうするの、こんなずるずる、ずるずる行って。そうしたら、今まで助役二人いなくとも何とかなると思

ってるのかさ。この前も僕言ったけど。その辺の責任のことを僕は言っているんですよ。無理なんじゃな

いんですか。町長としての立場が、はっきり言えば。その辺を何にも考えていない。ただ、出来ないけど

ずるずる、ずるずるやります、何とかします、努力してます、保育園の園児じゃないんだもん、この前も

言ったけど、大人ですよ、僕達みんなは。しっかりやらなきゃどうするんですか。町長がきちんとやらな

ければ、お前ら何やってるんだって言われるんですよ。その全体責任のことを言ってるんですよ、私は。

その辺はどうなんですか。 

○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とおり、自分の責任のもとで２名の助役を選任し、また、

もう一歩手前まで来てるということをご理解していただきたい。全く責任がないなんていうことは私は言

いませんし、責任があるからこそ自分なりに努力し、また、今、先ほど言ったもう直来てるという、それ

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） 玉井委員、よろしゅうございますか。他の委員の方。吉田委員、どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 町長、２、３、町長の一つの基本的な思想の中でお聞かせ願いたいんです。あな

たは私と公人との差別がついていないんじゃないのかな、発言の中で。この６月以降のプロセスの中でや

はりいろんな観点で議会を沸かせたりしておりますけれども、やはりあなた自身の一つの公人としての発

言に対して、やはり信用した中で物事を運んでいるわけですから、努力するとか何とかというところであ

なた自身がそれを逃げようとした場合に問題あると思うんですよ。やはり公人として発言するには努力と

いうことはアバウトはいけないと思うんです。もし、今日の結論の中で報告に異議ありとして結論出なか

ったらどうするんですか。努力とか経過を理解してほしいと言うだけで、要するに通そうとする考え方に

間違いあると思いませんか。公に立ったら一つの展開において、先ほど玉井委員の言った責任ということ

はですね、その場をうまく逃れる責任じゃないんですよ。努力でも、結果出なれば駄目なんですよ。あな

たね、逃げ方上手になってる。どう思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 決して逃げているわけでございません。自分自身は本当に誠心誠意努力し、毎晩

のようにいろんな方々のところに行って相談し、何とかしなければということで精一杯の状況でございま

す。ただ、もう一人の場合になりましたら、その方の諸般の事情によりまして、どうしても結論が２０日

ということで日にちが言われておりますので、それを待たなければいけないというような状況でございま

して、決して逃げているつもりでは自分ではないと思っておるし、皆さんにも何も努力してないというふ

うに思われるかもしれませんが、私自身は毎日毎日、昨日も一昨日も、毎日毎日かけずり回っているよう

な状況が現在でございますので、どうぞ吉田委員もその辺のことをご理解していただきたいと、そういう

ふうに思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員。 

○委員（吉田正利君）   町長ですね、町長の判断基準がちょっと違うんじゃないでしょうか。努力もＡ

ＢＣありますから、濃淡あると思うんですが、一所懸命回ってると努力しているというあなた自身の評価

で、自分自身で自己評価しているという意味です。やはり公の努力というのは、そういうふうなものでは

通らないはずなんですね。自分が努力しているということは走り回っているから努力なんですか。判断の
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基準が違うんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。  

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） それぞれの考え方によって違いが出てくるかもしれませんが、私自身も助役とい

う問題につきましては人選を重ね、人選を重ね、誰でも彼でもいいというものでもないものですから、そ

れぞれ自分の、そして、この次に出した時には皆さんが納得するような方々を自分で人選しながら努力し

ているわけでございますが、本当に今回近いうち発表出来る人につきましては皆さんもなるほどという、

納得出来る人を人選してきますので、どうぞその辺のこと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）  吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 言葉のあやでどうこうという意味ではありませんけれども、今の場合はやっぱり

希望なんですか。そのようなことに対して、希望という意味ですか。それから、もう一つ。やはりこの程

度まで来ましたら、そろそろ自分で、もし、それに対する見通しが不完全な要因であるとすれば、ただ単

に報告という意味だけでなくてね、やはりきちんとした裏づけを証明するとか、お互いにそういうふうな

ことはやはり公人として必要になってくるんじゃないでしょうか。ただ、話した、報告したという意味で

努力を認めれということではなくて、であればどうする、こうするというですね、そのような裏づけを証

明して初めて理解を求めるというのが正しいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 裏づけと言うことは。 

○委員長（大渕紀夫君） どうぞ。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ただ希望とか努力とかいうことで逃げてはいけないことを言ってるんです。でな

ければ、どうするということを証明すべきだと僕は思うんですね。理解を求めるということはそういうも

のでないでしょうか。１回だったらいいけれども、今までの経緯からすると議会にもご迷惑をかけたこと

沢山あるんじゃないかと思うんですね。ですから、そのような公人として、再々、再、繰り返していくと

いうことはいかがなものかなと思うんです。わかりませんか。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 確かに結果は再々繰り返すような形になりますけれど、目の前にもう結論が近く

見えるということだけは、自分なりにそう思っておるし、また同時にそうしなければいけないということ

で、確かに努力とかそういうことで私は決して逃げているわけではございません。自分で努力という言葉

が皆さんから言わせれば逃げているという形になるかもしれませんけれど、具体的に本人とはいろんな条

件、いろんな形のものを話し合った上での話でございますから、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） 町長、今、吉田正利委員が聞かれたこととは全然違う答弁ですよ。吉田委員が

聞いていることは、そういうことを聞いているんじゃないですよ。後段の部分はそういうことを聞いてま

せんでしょ。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 町長ですね、今、私、設問しているのは、６月の議会以降ですね、やはり議員、

個々にいろんな精神的な負担があるわけです。で、これは言わなくてもわかってると思うんですけれども、

やはりそれは町長自身に対する期待感もあるだろうし、いろいろある中で期間を有意しているということ

は承知していると思うんですけれども、今、ここに来て希望と努力だけで了承せよということがどうなの

かと聞いているんです。だとすれば、今日までに、これ以降について希望、努力が成約しない場合にはど
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うするかということの裏づけぐらい述べてもいいかと言っているんです。もうちょっと客観的に言います

けれども、それぐらいのこと話さないとやはり重要な報告としてどうなのかなということだと思うんです。

それを聞いているんです。わからなかったら、もうちょっと客観的に言います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 今の言っている、本当に具体的にいろんな形の日にちとかお名前とか出したい気

持ちでいっぱいですけれども、自分なりには今言えるのは２０日までの間に結論を出しますので、その後、

今月中に臨時会を開いて了承していただくという、それがもう自分の精一杯の具体的な言葉でございまし

て、その辺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） 吉田委員、どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 私が設問しているのとまた違いますね。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩いたします。 

                     休憩                午前      １０時４５分 

 

                     再開                午前      １０時５４分 

○委員長（大渕紀夫君） それでは休憩を閉じて会議を再開いたします。町長、答弁願います。 

○町長（坂下利明君） 今、吉田委員の言った自分のいろいろな責任問題につきまして、自分自身が責任

を取るか取らないかという、６月から７、８と助役のいない状況の中でいろいろな皆さんにご迷惑をかけ、

町民の皆さんにもご迷惑をかけているということに対し、自分も本当に重く責任を感じております。ただ、

今現在やっている助役人事につきまして今の段階ではでは私は力の限り自分なりにやっております。ただ、

これがもし駄目なような形になった時点で私自身もその時点で自分の責任問題について重く受けとめ、ま

た皆さんにご相談するような形、それだけ重い自分の責任ということについて考えていかなければならな

い、そのように思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田委員、よろしゅうございますか。他の委員の方。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私もこの議運という場で前回もかなりきちんとした日程のこと、そういうことを

追求されて、鋭意努力しますと。私は今回、今日の議運に氏名を出してこれない時に、私は町長はある程

度の自分の責任の取り方をきちんと身を処するぐらいの思いで、私は前回、受けとめて行ったんだという

ふうに、私は思ってました。ですから、先ほど吉田委員が言ったように努力するということは、私は結果

が出なければ努力というのは認められないというふうに思います。今、町長がそこまで責任の問題のあり

方についておっしゃいましたけれども、また次の時のことを考えましたよね。確認で追い討ちをかけるよ

うですが、先ほどのお話の中で８月中に臨時議会を開いて間に合わせたいというふうにおっしゃいました

ね。で、その時に間に合わなければ、今おっしゃった責任の取り方をきちんと処するという意味に捉えて

よろしいでしょうか。というのは、私もいろんな方とお話をしましたけれども、町民の方々がここまで町

のことを心配されている、そのことに対して誰が責任を持つんだろうと私はずっと思ってきました。なぜ

かと言ったら、町を良くしたいというみんなの思いの中でです、その中で選ばれてきた町長のはずです。

そういうことから考えると本当に町民に反対に心配をかけるということは本当に厳しい状況でありますし、

このまま体制を整えられないで行くということは、大変厳しいことはもう目に見えてきてます。そういう

ことから考えると、今おっしゃったことの言葉の意味というのをしっかり捉えて、責任の取り方をきちん

と明確にもう一度はっきり言っていただきたいと思います。８月の下旬までに臨時議会を開いて助役を出
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すということの確認、それでよろしいでしょうか。それと、もし、その時駄目であればきちんと責任の取

り方を処するというふうにはっきり言っていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 自分なりに今、言った言葉の重さというのは感じておりますし、自分なりに責任

を取るということで、その時点で今月中に臨時会が開かれない場合については、その時点で自分も自分の

責任を取らなければというふうに感じております。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。はい、どうぞ、加藤議員。委員外議員ですけど、どうぞ。 

○委員外議員（加藤正恭君） 先ほど町長の言葉の中に助役さんを二人というお話があって、しかし、一

人は決まったと、了解を得たと。だけど、もう一人については今月の２０日の日に発表出来そうなんでけ

れど、まだ具体性がないと、こういうようなお話があったかと思うんですが、一人でもいいですから、こ

の臨時議会に出せないですか。お一人でもいいですから。条例は二人になってますけど、一人でもいいん

じゃないですか、やる気があるんなら。その点についてはいかがですか。公表できませんか、まだ。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 今、加藤議員が言っていることは、本当に私自身も理解しておりますが、本人の

方が一人では駄目だと。やはり議会でまとめてる二人制なので片肺では駄目だということで、出来るだけ

自分で二人を一度に発表したいなと、そのような気持ちもあるし。理解してくださった一人の方も、それ

は再三、一人では駄目だということを言っておりますので発表するわけにはいきません。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤議員。 

○委員外議員（加藤正恭君） 元々町長は条例を、二人を一名にしたいと、一人にしたいということを考

えておられるようだったんですけれども。そういうことでまず一人を選んで、その一人が、自分一人だけ

ではちょっと自信がないのか、本人の意志なのか、町長の考え方なのかね。今、お話聞くと両方取れるん

ですけどもね。一人だけでは私は自信がないという、その助役に候補にされた人がそう言われたのか。そ

れとも、あなたは、自身は二人にしなきゃ、最初から二人で議会に上程しようというふうに考えておられ

るのか。その辺りがちょっとわからないんですけれども。まず、早くそういう役場の中の体制を整えなけ

ればですね、先ほどのいろんな質問があるように、理事者会議も十分な活動もしていない。それからもう

一つは、やはりこの４カ月、５カ月がですね、町長選後の５カ月というのはまだあまり先もよく見えない

から役場の職員もまだいいんですが、これが９月になったり１０月になりますとね、役場の中がまるっき

り沈滞すると思うんですよ。そういう危険性は私ははらんでいると思う。まだ今の段階はですね、まだい

いんですよ。まだいいと思うんですが、それもそろそろ限界に来つつあるんでないのかなと。助役もいな

い、人事異動も行なわれない、そういうことになってですね、私も議会でもちょっと申し上げたけれども、

迷惑を受けるのは町民なんですよ。果たして町長、そういう町民の幸せということを真剣に、真面目に考

えておられるかと。責任云々はもちろんありますけれども、そういうことを考えて行かなければならない

んじゃないのかなと。そのためには早く一人でもいいから助役さんを上程してですね、そして、後でもま

たもう一人の人についてはいいでしょう、８月の末でもいいでしょうけれども、早くそういうふうにした

体制を整えていくという姿勢を町役場自体が持たなければならない時期じゃないなのかなと思うんですけ

れども。ちょっと質問が長くなったけれども、助役候補の意思か、あなたの意思か、その辺りはどうなん

ですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 
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○町長（坂下利明君） いろいろな議会、議員の皆さんと議会というものに対して二名という形で出され

て議決されておりますので、私は議会というものを重く感じ、自分自身が今度は否決されないような、皆

さんが納得行くような、そういう気持ちで自分自身が二人で、まず二人を出していくという気持ちでおり

ます。決して、相手も当然二人と、議会のことを考えておりますので、役場の職員でございますから二人

という認識もあると思いますが、私自身が議会の重さを重く感じておりますので、最初から二名という形

で行きたいと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤議員。 

○委員外議員（加藤正恭君） 最初から二名とおっしゃいますが７月の議運でもそういうふうに申して、

まず二人なんだけれども一人でもいいから早く選びたいんだというようなことを町長は前の議運で言って

いたような記憶があるんですけども、それは間違っているなら別ですけど、間違っていないと思うのです

よ。まず、一人だけでも選びたいというような言葉があったと私は思うんです、最初から二人というふう

には。もちろん条例は二人ですよ、それは分かってますけれども、まず、とりあえず一人だけでも選びた

いんだというような発言があったと思うんですが。今、お聞きすると、いや、最初から二人だと、ころこ

ろ、ころころその度に変わるという姿勢が我々に対する不信感にも繋がると思うんですけれども。それは

最初からそういう考え方を持っておられたのかどうかね、それはどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 加藤さんの言われたとおり、私自身は一人でもいいからという気持ちでおりまし

たが、いろいろな人選をしている中で、それと役場の職員のことを考え、それから町のことを考えた時に、

一人、片肺というよりは二人でやらなければという形で、私の考えも変わっていったことは事実です。 

○委員長（大渕紀夫君） いいですか。他の委員の方。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今、加藤議員が言われたことに関連してますが、間違いなく町長の気持ちで二人

と。今、一人は決まっているよと。その人の気持ちではないことは事実なんですか。 

○町長（坂下利明君） はい。私の気持ちです。 

○委員（玉井昭一君） それでいて両方決まらなければ出せないということは、ちょっと不自然でないか

なと思うんですが。一人でも決まっているんであれば、追ってもう一人決めますということでいいんじゃ

ないですか。なぜ、それが出来ないんですかね。一人でも決まれば早く体制が決まっていくわけですよ。

なぜ、それが出来ないのかな、不思議なんですが。その点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） ですから、先ほど言ったように役場の職員のこと、それから町民のこと、それか

ら議会の皆さんのことを重く受けとめた時に、一番ベストが二名ということで自分の頭の中にあるもので

すから、まずは二名で何とかしようということで自分なりに努力している状況でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 水掛け論みたいになるから話にならないんだけども。だけども、もう一つ確認。

８月中に決めれない場合は責任も取るという言い方に取ったんですが、それでよろしいんですね。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 私自身は何度も言うように、その時点で自分自身のものの考え方をはっきりしな

ければいけないと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。私、１点だけちょっとお尋ねしたいんですけれども。先ほどの
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お話ですと２０日決まると、一定限度のものが決まるということをおっしゃいましたけれども、臨時議会

は２１日ですよね。そうすると、告示がされてなくても、それは緊急議案として出せると思うんですけれ

ども、そういうお考え方はございませんか。すみません、今、局長に確認したら出せるそうです。当日で

も告示出来ますし、急施事件でも出せるということでございます。今、確認いたしましたので。その点ど

うでしょうか。はい、坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 今、私自身がその辺に気がついておりませんでしたので、出せるということで今、

受けとめたんですが、ただ、いきなり議会にぼんと出して各議員さんに失礼に当たらないかなというよう

な感じもございますし、もし、出せるような状況でございましたら２１日の臨時議会に出していきたいと

思います。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。他。ございませんか。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（大渕紀夫君） 議長何かございませんか。ご発言ございませんか。議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今、議運の中でいろいろと各委員からお話がありました。私も議長として本当

に今、町長のお話を聞いててですね、何かちょっと勘違いしているんじゃないかなというような部分が多々

あるんですけども。今、皆さんの意見でも、この度の助役人事の関係で８月中に選任出来なければ自ら責

任を考えるというようなことを申されたんで、確認ですけども、それに違いありませんね。そうした中で

非常にここまで続いた選任が出来ないという中で、本当に議会の責任者として非常に私も責任を感じてい

るんですが、これはあくまでも町長の専決事項でございましてですね、先ほど誰か委員が言われましたよ

うに、経過でない、公人としては結果が全てなんですよね。それはきちんと町長もわきまえてやっていた

だきたいと思います。先ほど町長の言葉の中に６月議会のいろんな不信任決議案の問題で、自分には協力

してもらえないんだという話し方の答弁もありました。だけど、私ね、これは議長としてと言うか個人的

な考えなんですけども、そういう形が出たということは町長自らの考え方にもやはり問題あるという具合

に町長に考えてもらわなければですね、何かしら今は町民の方、多くの方は心の中では役場の職員も議会

も協力してくれないから、町長が本当に可哀想な立場なんだというようなことを、あたかも、はっきり言

いますけど、演出しているように見えるんですよね、私には。決してそうじゃないんですよ。あなたが洗

礼を受けてきましたけども、６月の議会で町民に約束したことを、ある意味では約束してませんとか、そ

んなような考えを答弁されて、それで自分の考えがですね、例えば後援会の幹部の方もあなたを信頼出来

なくて離れていったと、いろいろ等々ありまして、町長自身の考え方にやはりなかなか指名された助役の

方も付いていけない部分が僕は多々あったんじゃなかろうかなという具合に、その辺もやっぱり考えてい

ただきたいなと。そのチャンスはですね、先ほど吉田正利委員が言われました、他の議員も言われました

ように４カ月、５カ月の間で、やはりその辺がきちんと我々議員はじめ、役場の職員の方に見える形で努

力されたんであればですね、僕はこんなような形には僕はならなかったんじゃないかなというような感じ

もするんですよね。だから、やはりここまで来た以上はですね、今、先ほど７０％、一番冒頭は７０％ね、

一人は了解いただきましたけど、最後の方にはもう一名決まっているみたいな、そういうニュアンスのお

話もありましたけれども。本当にそんなような形でですね、町長も相手の方もそうなっておられるのか。

たかが、この一時間の間に７０％がもう町長の中では１００％決まったような形で言われてましたけども、

そういうような形で本当にね、やはり今までみたいにこの場を逃れれば後は次までに時間があるんだわと

いうようなことじゃなしにですね、この辺はきちんと、もし、叶うんであれば議運の委員長が言いました
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ように２１日に提案していただくというような形を精一杯ひとつ、限られた時間ですけども努力していた

だきたいなと思います。いつまでもこういう形になりますと、非常に私ども議会としてもですね、非常に

迷惑と言いますか、本当に町民の方に申し訳ないなという気持ちで一杯ですので、その辺はひとつきちん

と考えていただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 町長、ご発言ありましたら、どうぞ。 

○町長（坂下利明君） 今、議長から注意を受けたように、自分なりにも責任を持った行動をしなければ

いけないと思っております。また、７０％という、議運では７０ということは私は言ってないと思ってお

りますけれど。自分なりには本当に議長のお言葉を重く尊重し、実現出来るように努力して参りたいと思

います。よろしくお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） 他、ございませんか。私がまとめるとかということじゃございませんけれども、

確認だけは非常に大切な会議ですので、確認だけはさせていただきたいと思います。それで、町長ご存じ

だと思うんですけど、議会には議事録というのがございます。これは前回の議事録でございます。町長の

ご発言されたこと全部正式に書かれてます。先ほど、どなたかが公人のお話をされましたけれども、この

中にも議会という中できっちり、７月３０日、あるいは８月５日になるかもしれないと。この１８日前に

決めるということは町長ご自身の言葉でおっしゃっているんですね。私は議会と町は車の両輪だと言った

意味、どういうご理解されているかわかりませんけれども、信頼関係があるというのは、共に信頼関係を

作っていかなくてはいけないんですよ。わかりますよね。そこの所はきっちりしていただかなくてはいけ

ないんです。その上に白老町を運営するということが成り立っているんですよ。こんな、町長に説教する

気なんて毛頭ございませんし、こういう非常に議員の皆さん方がいる中で言うものでもございません。し

かしですね、もうこれで３回目なんです。私がこの話をするのは。最後に私は必ず確認をしております、

議運で。必ず確認をしております。そういうことを公の立場で４カ月経った町長がどのように理解してい

るか。ここを出たら、ああやっと終わったなと、そういう認識では困るんですよ。一番最初にこういうふ

うに言われました、４カ月経った町長が残念ながら発表するには至っていないとおっしゃったんです。残

念ながら。他人のことじゃないんですよ、これ。白老の町をどうするかということが今かかっているんで

すよ。残念ながら発表するには至っていない、この次の議事録にちゃんと出ますから、書いてますからね。

人の話をしているんじゃないですよ。私やっぱりね、議会と町との関係をきちんと正常にするということ

は、そういうことがきちんとしなくちゃいけないんです。町長は専決の権利も持ってますし、みなさん持

ってます。議会はそれをチェックする機能を持っているんです。そういうことがきちんと成り立たなくち

ゃ議会にならないんですよ。それは、信頼関係というのは約束守るということなんです。ですから、そこ

のところはきっちりやってもらわなくてはいけません。  

今までは白老町なんて言ってましたけれども、もうそういう状況じゃないですよね。助役が決まらない

ことによって、この胆振東部に助役会が成立しない、白老町の助役を待って成立させるというふうになっ

てますでしょう。他の町村に影響が出てるんですよ、もう。ですから、先ほど答弁の中で、８月中に助役

案件が出ない場合は再度また考えなければならないとかっておしゃいましたけれども、責任というのはき

ちんと取るということですからね。私はそういう認識でいますけれども、もし、それが考えるということ

と取るということが町長の中でどういうふうになっているか、そこだけはきっちり確認をしておきたいと

思います。責任は取るものです。考えるものではございません。強制する気は何もありませんけれども、

町長のそこの考え方だけはきっちりしておきたいと思います。８月末までに臨時議会を開いて助役が決ま
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らなかった場合は責任を取られるんですか、考えられるんですか、どちらですか。そこだけはっきりして

ください。 

○町長（坂下利明君） その時点で責任を取らなければいけないと思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） わかりました。他、ございませんか。 

                              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

        ◎閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） なければ議会運営委員会を以上で閉会したいと思います。ご苦労様でした。 

 

                                                        （閉会    午前１１時２２分） 

 


