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        ◎開会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） 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３３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。ご案内のとおり、本日の議会運営委員会につきまして

は議長の諮問に関する事項ということで、助役選任に関する町長の一連の発言についてという

ことでございます。議長、発言をお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 皆さん、ご苦労様でございます。急遽、議会運営委員会を開催する

という形になりました。その経過につきましては、ここに書いてあるとおり、こういう議題で

ございますが、去る１８日に皆さんご承知のとおり議会運営委員会が開催されまして、町長の

方から助役選任についてはまだ選任されるまでに至っていないということで今日の臨時会に

は提案出来ない旨の発言がありました。そうした中で若干議会の中での運営委員会中での各委

員の質問もございました。その中での町長の答弁がですね、私ども議会運営委員会として特に

町長がこの議運終わった後にマスコミに発言された内容がですね、あたかも議会運営委員会が

町長を責めていると。平たく言えばいじめているかのような発言をされて、自ら発言したこと

についてですね、自分の責任においてきちんと発言したと私は思ってたんですが、そういうニ

ュアンスでないことがマスコミの方にお話されているということで、甚だ私も心外でございま

した。委員長の方からもその旨のお話がありましたので、私の責任において今日の議会運営委

員会を開きましてですね、私ども議会運営委員会としては決して町長にどういう発言をしろと、

答弁をしろというような、示唆をしたような、強要をしたようなつもりは毛頭ございませんの

でね、その辺は委員会の名においてきちんといておくべきであるということで、委員長の要請

もあり、私も委員長に相談して今日の議会運営委員会の運びとなった次第でございます。この

会を仕切る委員長としてもいろいろ思いがあるようでございますので、委員長の方からも一つ

発言していただきたいと思いますが、本日の議会運営委員会を開いたのはそういう主旨でござ

いますので、委員の方もひとつそういうことでよろしくお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） ありがとうございました。私も一言だけ申し述べさせていただきた

いんですけれども。最後に私がまとめの発言をさせていただきました。そのことについて議会

運営委員会という公式な場で、議事録もございますし、きちんと答弁されたことに対して、そ

れと違うニュアンスの報道がマスコミにされているような気がいたします。これは正式な議事

録のある議会で公人、公の人が発言したことを多くの町民が読まれる新聞報道でそれと違うよ

うな報道、発言をされるということは議会を軽視しているという以前の問題。議会無視の以前
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の問題。そういう状況だと言わざるを得ません。ここは我々きちんと事実関係の確認だけはし

ておくべく今日の議会運営委員会という運びになりました。当然、議長が今、発言された、そ

のとおりでございます。そういう視点で議会運営委員会を行ないたいというふうに思います。

最初に町長にお尋ねを代表して一つだけします。これは新聞報道、北海道新聞の報道、ここに

ございますけれども、この報道は事実かどうか。町長が発言されたこの中身、事実関係につい

てお尋ねをしたいと思います。これはこういうことでございます。そこにございますので読み

上げます、その部分だけ。最後の部分です。ただ、坂下町長は北海道新聞の取材に「二者択一

で聞かれ、もう一方の答えを選べる状況ではなかった」と、なかったとこう書いてます。と延、

発言は進退に触れるものではないとの考えを示したと。この２点でございます。この点につい

て事実関係のみお尋ねをしたいと思います。その後、委員の皆様方からのご質疑を受けたいと

いうふうに思います。坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 議運の後、町長室に帰りまして、その後、室民さん、苫民さん、そし

て道新さんと、そういう中でいろいろ質問がありまして、私は何も答えなかったのが事実でご

ざいます。報道関係は責任を取るというのは辞職というふうに受けとめるんですけど、どうで

すかというような質問でございましたので、私自身は正直一言も答えておりません。で、その

後室民さんと苫民さんはもう辞職だなということで町長室から出ていった後、道新さんだけが

残りまして『町長、辞職ですか』ということを言われたことに対して、私自身は辞職というも

のの考え方はないというふうに答えました。それは自分が犯罪を犯したわけでない、そして町

にとってとんでもない失態をしたわけもない、自分自身、今、北海道の中でも助役、町長がい

ない行政、自治体もありますし、自分自身今まで助役を一所懸命選任し、何とか皆さんの期待

に応えられるよう努力して、ずっと参ったつもりでございます。  

そういう中で議運のいろいろな質問事項、たくさんございました。で、何回も議運を開催し、

その中でもたくさんの質問の中、答えて、努力は、一所懸命やっているけれどというようなこ

とで、皆さんが努力ばっかしで、努力努力と言って常に先延ばし、先送りじゃないかというこ

とで、私自身もう少し待ってくれということを常に言っていたことは確かでございました。で、

前回の議運の中で最後に委員長が言った責任を取るのか、考えるのかと、どっちかという中で

自分自身あの状況の中、私は責任を取るということを言いましたし、ここで考えるなんて言っ

てしまうとまた無責任というような形になる、そういう自分の考えの中から責任を取るという

ふうに言ったわけで、それを道新の方が二者択一という・・・。私はどっちかと言うと簡単に

どっちを取るということになれば、責任を取るしかないでしょうという考えで言ったつもりで

ございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員の皆さんからのご質疑を最初に受けたいと思います。私が聞き

たいことございますけれども、今、聞くというわけにいきませんので、最初に委員の皆様方の

ご意見を。これは１８日の議運の状況を見て、ひとつご質問を願いたいと思います。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 私は少なくとも、議運の皆様もそうだと思いますが、責任を取ると言
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ったことは辞職をするというふうに取りました。その辺を委員長、皆さんに諮っていただきた

いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） どういうつもりでご質問されたか、また、町長がどう取ったかはま

た別の話でございます、そこは。そこはきっちり、私は考えて区別をしていきたいと思います。

しかし、少なくとも今、玉井委員が言われたようなことで会議が進んだということだけは事実

でございます。その点もお含みをおいて各委員の皆様方、今の玉井委員の発言も含めてですね、

ご発言を願えればというふうに思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 前回の議会運営委員会の質問の中で吉田（正利）委員が質問されたこ

と、責任の取り方をどう考えているのかというお話の中で、それを私もその答弁を受けて、考

えているということではなくて、もうどちらかではないのかというふうにお話しました。その

意味は、やはり再議後の責任というふうに私は考えてます。言葉としては責任と言いましたけ

れども、辞職という言葉は出しませんでしたけれども、責任の取り方ということは、そういう

ことを含めて私は考えて言っていたつもりなんです。それで、今度はもう３回目ですというこ

とで、この３回目が駄目だったらというつもりで念を押したつもりなんです。ですけど、今の

町長のお話を伺っていると、じゃあ町長の責任を取ると言った言葉はどういう責任の取り方な

んでしょうか。伺いたいと思います。辞職ではないというふうにおっしゃいましたよね。じゃ

あ、どういう責任の取り方なのか教え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） 先ほど私が言いましたとおり、職を辞する、辞職という形で自分が責

任を取るということになれば当然、先ほど犯罪を犯したわけでもない、そして町にとってとん

でもない失態をしたわけでもない、自分自身責任を取るということに対して、例えば助役が選

任されない間の間町民の皆さんから血税をいただいておりますので、給与を全額負担しないと

いう形とか、全額でなくても半分とか、そういうような形で自分はその責任を取るのは、その

ような感覚で言ったつもりでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員、よろしゅうございますか。吉田正利委員、どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 町長ですね、言葉はいくらでもやはり飾れるし、その時点で逃避出来

ることもたくさんあると思うんですけれども、町長ひとつ今のお話の中で犯罪とか失態とか、

そういうふうなものは今までの経過の中で一言も委員会で出てないわけです。これは町長です

ね、自らそういうふうなことを言うのは非常に問題あると思うんでございますね。いかがでし

ょうか。これは公のこのような会議の場所でですね、過去においてそのような議論がされたん

であればともかく、やはりどうしてもそういうふうなことを冒頭出されるということは慎んで

いただきたいと思うんでございます。決して町長、そのようなことを辿って今まで協議してい

るわけでございませんので、町長、そういうふうなことをお考えになっているとすれば、ちょ

っと町長自身が自分の考えの中に行き過ぎがあるんでないでしょうか。裏を返せばそのような

ことだけが、町長、責任を取る取らないという、今課題になっている責任の意義なんでござい
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ましょうか。お分かりでしょうか。私、そしてですね、犯罪とか何とかいう、協議会にテーブ

ルが乗っかっているような気がするんで、それは違いますね。先般、私の設問に対しまして約

１０分間休憩になったはずでございます。この理由については、前回私の方からお話申し上げ

たんで繰り返す必要ないと思うんでございますが、これはやはり今までの経過を町長にお話し

たつもりでございます。今までの経過と言いますと６月の定例会から始まりまして、この期間

をいろいろと利用しましてですね、経過を経て協議している事項がございますので、そういう

ふうなことを再度町長に思い起こしていただくという意味で申し上げたんです。とすれば、町

長、少なくても本会議後いろんな課題の中で協議されているわけでございますが、その中で私

は、もし今後において同様の事象が生まれた場合に町長はどのようにして、責任取られるのか

ということを質問したんでございます。町長お答えなれなくて時間を取ったはずでございます、

総務課長と。その時に町長、今のような責任の解釈だったんでしょうか。ちょっと質問いたし

ます。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 私自身、正直、６月の議会からということでずっと吉田委員が言って

おりますけれど、確かに私が感じていたことは、自分がそういう認識でいたことは事実でござ

いますし、また私自身の認識が皆さんと違っていたということしか考えられないと、そういう

ことしか答えが出てきません。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ちょっと主旨が、お話の主旨がはっきり聞き取れないんでございます

けれども。例えば言葉の解釈で違いがあるということなんですね。私、先般、基準を申し上げ

ました。町長は公人として私人としてものを捉えた時の基準がどこに置かれているかと。今と

同じようなことなんですけれども、その時点で設問して町長お答えいただけなくて時間を取っ

たはずでございます。その時に私、裏づけと申し上げました。来たるべき状況について同じよ

うなことを何度も繰り返していった時にどうなんでしょうかと。やはり町長として裏づけを明

確にしていただきたいということをお話しましたら、町長が回答出来なくて時間取ったはずで

ございます。もう一度聞きます。委員会並びに議会の見解と町長の見解がある解釈において格

差があるということなんでございましょうか。今の、先ほどのお答えについてちょっと聞き取

れないので、もう一回はっきり言っていただきたいんです。 

○委員長（大渕紀夫君） 町長、主旨はお分かりですか。もう一度、吉田正利委員にお話をし

ていただいた方がよろしいですか。 

○町長（坂下利明君） はい、もう一度お願いします。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利委員。再度、申し訳ありません、お願いいたします。吉田

正利委員、どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 私の設問の分からないところを聞いていただけるでしょうか。何が分

からないか。その方がいいと思います。 
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○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 公人として、そして議運の議会の質問、言っていることに対して言葉

の責任というものについての認識、そこを言っていると思っておりますが。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） そこなんですけども、町長、もうちょっとやさしく考えてみたときに、

常にこのように、今回ばかりでなくて、議会であるいは委員会で討議されている、協議されて

いる内容について、今までこういうふうに明確になったことないんですけれども、やはり新聞

紙上で公になる発言とか内容についてですね、どうしても惹起するんですね。それは町長もご

存じだと思うんでございます。いろいろ記者会見で語られることが議会とか委員会その他の公

の会議で話されている内容とどうも開きが、食い違いがあるということについて町長はお気づ

きにならないで進んできたんじゃないかと。それで私は先回、先般の会議です、また今日以降

同じようなことを繰り返して、先般町長は努力しておりますと、一所懸命やっておりますから

ご理解いただきたいと。私はその時に、町長、その言葉で回答するのが非常にお上手になりま

したねと私、言ったはずです。それは町長、公人として１回や２回いいですけれども、度々そ

のようなことでやはり経過するということはどうかなということを申し上げたんです。それだ

けで町長ですね、努力と、誰でも努力するんですけれども、努力しています、一所懸命やって

います、だから、ご理解いただきたいということだけで、この難局を乗り切ることについての、

私は疑義があったから申し上げたんです。ですから、また同じようなことを繰り返すといやだ

なと思ったんで、町長、きちんと責任を取って裏づけを明確にしなさいということを申し上げ

たら、時間を取って総務課長さんと二人で退席されたということになった。そうなってきます

と、もう一度、前から申し上げます。６月以降のいろんな経過から判断いたしますと、議員諸

氏の考え方の中で、いろいろあります。ありますけれども、そのやはり根底には今、町長がお

っしゃったように誰も犯罪とか何とか言っているわけでございませんし、考えている人も誰も

いないわけです。だけれども、町行政を運営するに当たってそれだけの信念を持つんだったら、

やはり努力とかそれだけの言葉で行ったらまずいですよということを持ってお話したはずな

んです。ですから、格差があるということを言っているわけです。それを町長ですね、犯罪と

か何かに置き換えられて話しても、話があべこべになっちゃうわけですね。ですから、そうい

うことでなくてきちんとこの行政を運営するに当たっての町長としての姿勢をですね、やはり

責任を持って明確にすべきだということを話している中で、犯罪とか何とかと出てくるという

のは話が合わないわけですね。ですから、そういうふうなことを含めてね。そんなに軽々しい

ものではないということは、議員諸氏の皆さんベースは同じだと思うんでございます。考えて

いるのは。ですから、そこに町長とこの場所での格差、基準が違うんじゃないかと、これもま

たこの間お話申し上げたんであって、そのために協議されたんでないでしょうか、時間取りま

して。ちょっとくどいようですけれども主旨はそういうふうでございます。そんな軽いもので

ございましょうか。 
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○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 今、吉田委員が言ったことに対して、私も理解しているつもりでござ

います。確かに努力している、努力しているだけでまた先延ばしという形の中、何回も議会を

招集しなければならないというものに対しても、非常に重く感じております。ただ、これだけ

は知っていただきたいのは一所懸命やっている、それは皆さん認めてくれる、そんなのは分か

ってる、ただ、今の私の状況の中で毎日毎日助役を見つけようとして歩いている、その表現の

仕方は一所懸命努力している、もう少し待ってください、それしか言いようがない。責任の重

さというのも分かっております。だけど、表現としてはそれしか言いようのない。それが何度

も何度も繰り返す状況の中から皆さんが怒られていると思いますけれど、正直、表現の仕方と

すれば、それしか表現の仕方がなかったということは事実でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今ね、それしか表現の仕方がないというのは分かった。だけど、助役

を選べないというのは事実ですよね。これは町長としてリーダーシップ取れないと言うことと

同じだから責任をどう取るんだということを言っているんだよ。その責任のことを言ってるん

だよ。この前と同じことを言っているんだよ。あなたも。今、吉田委員も１８日と同じことを

言っているんだよ。私だって今、同じことを言っているけど。それの繰り返しなんだよ。それ

はもう分かったんだよ。だから、あなたはどう責任を取るのかということを言っているのに、

１８日には、さっき僕言ったように、この議運の皆さん全員、あるいは会派に持ち帰って皆話

しているはずだから、議会全員が責任を取るということはあなたが辞任することだよというふ

うに取っているんですよ。その辺をどういうふうに考えているかということを今、聞いている

んだよ。皆さん、同じことを聞いているんでしょ。それだけなんですよ、たった。だから、こ

の道新に先ほど初っぱなに委員長が言われたように、二者択一のどちらなんだと言ったときに

責任を取ると言ったわけですよ。その責任の取り方は、そうしたらどうなんだということを吉

田和子委員も聞いているわけですよ。その答えが一つも出てない。何にも出てないでしょ。１

８日の繰り返しまた言っているだけで。その答えを出してこなきゃ駄目なんだ。分かってます

か。分かりますか、今、私の言っていること、意味が。分からなきゃもう一回言うよ。そこが

どうなんですかと聞いているんですよ。そんなもの繰り返してたら、ずっと繰り返してたきり

ないんだ。時間の無駄になるんですよ。これも行政の停滞と言うんですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時休憩をいたします。開会を１１時１０分といたします。ちょっ

と休憩してあまりエキサイトしない形の中で事実関係を確認するということでございますの

で、その主旨でひとつ会議を進めたいと思います。しかし、会議ですからあまり逸脱しない範

囲ではですね、私は発言は許可いたしますので、今日は事実関係を確認するということの会議

でございますから、そこの確認だけはしておきたいと思います。１０分から始めます。町長、

ちょっと考えてご答弁を願います。 

                          休憩          午前  １１時０４分 
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                          再開          午前  １１時１２分 

○委員長（大渕紀夫君） 会議を再開いたします。坂下町長、もし玉井委員の質問に答弁がご

ざいましたら、どうぞ。ございませんか。はい、どうぞ。 

○町長（坂下利明君） 玉井委員の言っていること非常に重く感じるし、また理解しておるつ

もりでおります。で、そういう中で正直、これも行政の停滞ということになれば、間違いなく

そのように受け取っております。しかし、自分が考えていたことは公人として確かに言葉は大

切なものであり、一言一言が重要なこと注意しながら話をしなければいけないということも分

かっておりますが、自分なりにあの時点の責任を取るという言葉については、どうしても辞職

という考えに至らなかったことは私自身の認識不足、そのように考えております。 

○委員長（大渕紀夫君） はい。委員外議員の加藤正恭議員の発言を認めます。 

○委員外議員（加藤正恭君） 道新の記事が大きな問題になっているんですが、この間の委員

会、前回の委員会では二者択一という言葉が載っておるんです。で、二者択一というのはどう

いう意味で町長が言われたのかですね。それでね、おそらく責任を取ると、町長が責任を取る

ということはですね、これは常識的には、常識的にはですよ、町長が辞めるというふうに取る

のが普通なんです。普通というか常識なんです、それが。簡単にですね、町長が私は責任取り

ますなんていう言葉は述べるべきじゃないんです。非常に重要な言葉なんですよ。責任を取る

ということは。ということは常識的には辞職するんだなと取るのが当たり前なんです。室民の

書き方、苫民の書き方が当たり前なんですよ。それはおそらく白老の町民は全部そういうふう

に認識と思います。ところが道新の欄では、それは進退に触れたものではないというふうに書

いてあるんですがね。それが二者択一という言葉だろうと思う。先ほど町長ちょっとおっしゃ

られたけれども、辞職するんじゃないんだと、給料を何％かカットしようというのが私の責任

を取る意思だったんだと、その時はですよ、それが二者だったんですか。片一方は辞めるのが

一つ、もう一つは給料をカットするというのが責任の取り方の二者だったと。その内の私は給

料カットを責任を取るというふうに言ったんだと、こういうことで理解していいんですか。そ

の辺りどうですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 私自身は、まず、二者択一という言葉で表現したわけでなく、私はど

っちかと、考え方はどちらかを取るという形は、文章上では二者択一になりますけれど、私は

こっちか、あっちかという言葉で記者に表現したんですが・・・、 

○委員外議員（加藤正恭君） こっちか、あっちかというのはどういうことですか。具体的に

教えてください。 

○町長（坂下利明君） 責任を取るというのと、それから、考えるというのと、その時に自分

はその責任を取るというのが辞めるというふうに、辞職するというふうに判断はしていなかっ

たんです。 
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○委員外議員（加藤正恭君） どういう意味なんですか。責任を取るというのは、具体的には。

給料カットなんですか。 

○町長（坂下利明君） ですから、私はその時点で給料を、もう助役が選任されるまで給料は

いらないとか、給料をカットするとか、そういう形で責任を取るというふうに自分自身は判断

しましたので、認識不足だったということは事実でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤議員。 

○委員外議員（加藤正恭君） よく分からないんですがね。町長が責任を取ると。非常に重み

のある言葉なんです。簡単にこういうことを言うべき問題じゃないんですが。だから、責任を

取るということはどういうことかと。役場の職員の不祥事でもって首長が一部給料をカットし

たとか、何かというのはいっぱい各地方自治体でそういう例はありますよ。それはそれとして

いいんですが、町長、私は助役の選任の問題で何月何日までにお約束どおり実施出来なければ

責任を取りますということはですね、普通はですよ、普通は常識的には辞めるというのが、こ

れが常識なんですよ。我々の常識が町長にとっては非常識なのかもしれませんけれどもね。言

葉というのは、非常に日本語というのは難しい面もあるんだけれども、町長が責任を取ります

と言ったら、必ず辞職というふうには、普通は常識なんです。それを単なる給料カットだけで

責任を取るなんていう考え方ではね、これは責任取ったということにはならないと思うんです

けれども、その辺り簡単に町長に責任を取るとおっしゃった、簡単に言ったかどうか別にして

もですね、おっしゃったからにはそういう取り方をするのが常識だと思うんですけどもね。そ

の辺りはどのようにお考えになっておられたんですか。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 今、加藤議員が言ったことに対して、正直、先ほど言った、自分は給

料の全額カットとか、いろんな形のそういうことを考えていたものですから、確かにそこで辞

職ということは頭には描いていませんでしたので、何回も言いますけど、本当に皆さんと私の

認識とは全く違っていたというふうに考えるしかないと思うし、また同時に言葉としても非常

に簡単な言葉で、また馬鹿にするのかと言われるのかもしれませんけど、認識の違い、そうだ

ったんだな、そういうふうに思っております。 

○委員長（大渕紀夫君） 他の委員の方。最後にね、私ちょっと確認は今回しませんけれども、

今日の議題は助役の選任に対する町長の一連の発言についてということになっているんです

よ。事実関係がどうだったかということだけをきっちり確認したいんです。これだけは。  

私は町長に前回、１８日にお聞きしたとき、こういうふうに聞いているんです。いいですか、

これは議事録ですから。議会には議事録あるというお話、前回しましたよね。『強制する気は

何もありませんけれども、町長のこの考え方ははっき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』と、こう聞いたんです。町長はその時

点では『責任を取らなければいけないと思っております』こう答えてます。間違いありません
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ね。新聞報道では、こう書いているんです。『二者択一で聞かれ、もう一方の答えを選べる状

況ではなかった』と書かれているんですよ。  

これは町民が聞いたらどう思いますか。選べる状況がなかった中で聞かれたと、こうなって

いるんですよ。この報道は。私が事実関係とは違う、認識の違いはね、これはしょうがありま

せん。確かに誰も、助役決まらなかったら辞めるのですかとは誰も聞いてませんから。それは

認識の違いですから、私はそこは何も詰める気ありませんよ。ただ、私が今言ったことと、い

いですか、『二者択一で聞かれ、もう一方の答えを選べる状況ではなかった』と新聞報道され

ているんですよ。町民見たらどう思います、これ。今の私の質問と、町民が見たらどういうふ

うに思うと思いますか。分かりますか、町長、言っている意味。どうぞ。 

○町長（坂下利明君） 私は自分で新聞記者に言ったのは、今まで選任をできなかった状況の

中でいつまでも考える、考えるというような答えはもう出せるような状況じゃないんだと。だ

から、自分は責任を取るという、そっちの方を、それを言ったつもりなんですけど、新聞報道

がそのような形になったと、それしか自分では。自分の考え方はもういつまでも引き伸ばせる

ような状況じゃないんだという考えで言ったつもりでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 町長ね、言ったつもりとか、何とかっていいんですよ。私たちは事

実関係でものしゃべっているんです。この新聞報道は誤っているんですか。誤りなんですか。

町長の意図とすることでないことを書いたということですか。私が言っているのは、私の聞い

たところでは、『二者択一で聞かれ、もう一方の答えを選べる状況ではなかった』事実そうな

のかということを聞いているんですよ。そういうことで新聞記者に話したのかということを聞

いているんです。  

これはね、町民が取るとき、どういうふうに取っていると思います。これ、読んだ時。あな

た、そのことを町長、意図として聞いていらっしゃる、いや、新聞記者の方に言ったかどうか

わかりませんよ。意図して言ったかどうか知りませんよ。ただ、中身が事実かどうかというこ

とを聞いているんですよ。この事実は。いいですか。もう一方の答えを選べる状況じゃなかっ

たんですか。 

○町長（坂下利明君） 今、先ほど言ったように、もう一方というか、引き伸ばせる状況じゃ

ないということは事実だと思って、そういう表現で言いました。 

○委員長（大渕紀夫君） なるほど。ということは、議会から言われたんではなくて、自分の

意思でもう一方を選ばざるを得なかったということですか。自分の意思で。 

○町長（坂下利明君） はい。 

○委員長（大渕紀夫君） 議会に言われたから選んだんじゃないわけですね。そうですね。 

○町長（坂下利明君） はい。私自身はもうこれ以上引き伸ばせるような状況じゃないと。 

○委員長（大渕紀夫君） そうであれば、もし、そうだとしたら、これ、この報道のことにつ

いてはね。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私どもね、今日、たまたま議運を開いて事実確認をしようと言った
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のは、いみじくも委員長が言われたことなんですよ。要するに私自身も、この報道を見てです

ね、この議会運営委員会がですよ、その雰囲気が、『もし助役を８月中に選任出来なかった時

には、責任を取られるんですか、責任を考えられるんですか』と、その時点でですよ、そうい

う具合に委員長が町長にどちらですかと聞いたわけですよね。それですから、町長はその時に

責任を、もし出来なかったら考えるという、町長はそれを選択出来ない雰囲気だったという具

合に私は取ったんですよ。だから、やむなく責任を取りますという答えを出したんだと。だけ

ども、責任を取るとは答えたけども、辞めるということではないよということはあれですけど

も。だから、その二者択一という意味は、私どもは『責任を考えるのか、責任を取られるのか、

どちらなんですか』と聞いたときに、取られると言ったものですから、それは町長の意思で僕

は取られると思ったんです。  

だけども、この報道によると、考えるということは選べる雰囲気でなかったみたいなね。そ

れですと、議会運営委員会が町長にまったく圧力をかけてね、こっちはもう絶対に選べる雰囲

気でない、こっち選ばなきゃ駄目だって、僕はそういう具合に取ったものですから、この委員

長の言葉も、委員長がいみじくも言った、そういう具合に取っているものですから、再度、事

実確認をしたいということで開いているんです。  

だから、全然、新聞報道されたのは、やっぱり私から今言いますと新聞記者さんの報道の方

が間違っているわけですね、そうしたらね。町長の十分お話を聞かない、真意を聞かないで書

いたという具合に、私はそう取りますけどね。そうであれば、本当に非常に町民に与える影響

が非常に大きいものですから、私も本当にこのままでいいのかなという感じは事実、今、して

ます。今時点でね。何か、議会運営委員会が町長を追いつめて、追いつめてね、いじめてるん

だという具合にしか写らないような感じしたんですよ。だけども、今 の町長の答弁聞くとそう

でないんですね。そうなると、ちょっとやっぱり問題があるんじゃないですかね。報道もそう

いう報道もされるんであればですね、こういう会議を公開するとか何とかという自体まで、今

度ね、やっぱり考えなければ駄目ですね。そんな心境ですよ。考える考えない別として。 

○委員長（大渕紀夫君） 坂下町長。 

○町長（坂下利明君） 私は、正直、あの時点で、町長室であんまりしゃべってはいないんで

す。ただ、そういう中でもう先ほど何回も言うように、どっちか選ぶしかないだろうというよ

うな感覚もその中で、ここまで引き伸ばしちゃったら自分自身迷惑かけているのははっきり分

かっておりますので、責任を取るという感覚でそう言ったつもりでございます。 

○委員長（大渕紀夫君） ということは、『もう一方の答えを選べる状況ではなかったと述べ』

とこう書いてます。これは町長が述べたんです。『もう一方の答えを選べる状況ではなかった

と述べ』と書いてます。これは新聞報道の誤りですか。こういうふうに言ってないということ

ですよね。 

○町長（坂下利明君） 私自身はどっちか選ぶという形でもう責任を取るしかないだろうと、

そういう感覚しか持ってなかったものですから。 
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○委員長（大渕紀夫君） 町長自身、この報道読みますとね、これ町長が思ったというふうに

なりますか。それとも町長が言ったというふうになりますか。この新聞報道見た時、どう思い

ました。くどいようですけどね、このことは今、白老の町民にとっては非常に皆さん関心を持

ってね、非常に大変な状況になっている町自体は。ですから、『もう一方の答えを選べる状況

ではなかったと述べ』と書いてあれば、これは町長が述べたという意味ですから。だから、そ

こが問題だと私申しているんですよ。これが事実か、事実でないかということを確認するため

に今日、会議やっているんですよ。今、議長言われたとおりだと思います。この議事録が残っ

ている議会で議論されていることと、違うことがマスコミを通じて外に流れるとしたら大変な

ことですよ、これは。  

町長だって大変なことだと思います、僕は。白老町にとって一大事なことだと思いませんか。

これはたまたま町長の責任問題でしたけれども、それ以外のことだったら、これは本当に大変

なことになりますよ。その記事読まれたら、私の言っている意味分かりますでしょ。これは述

べと書いてあるけど、町長が述べたということですから。議会に二者一択で詰められて選んだ

よということを、うんとやさしく言えばそういうふうに言っているということですから。だか

ら、事前に私が読み上げたように私はそういうふうには言っておりませんと。事実が違うんじ

ゃないでしょうかと。町長はマスコミに違うことを言ったんじゃないですかということ言って

いるんですよ、今。分かりますでしょ。はい、町長。 

○町長（坂下利明君） 事実、私は先ほど言ったような感覚でおりましたので・・・。  

これは言ったと思います。もう一方のことを選べる状況ではなかったと。 

○委員長（大渕紀夫君） 言ったということですか。 

○町長（坂下利明君） 私自身は、考え方は先ほど言った、もうそこまで切羽詰っております

ので・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） ということは、議会運営委員会の中で確認されたことでないことマ

スコミにお話をしたということになりますよね。それで、私、事前に、強制する気は何もあり

ませんけれどもって文章読んだのは、そういう意味で読んだんです。それでこの新聞報道は十

分町長読まれていると思って、私聞いていたんです、今まで。この新聞報道は事実だというこ

とですね。今、事実だとおっしゃいましたけど。 

○町長（坂下利明君） 私自身はどっちか選ぶという形になれば、もう、その一方の選ぶわけ

にいかんと。ですから、今の置かれている状況というのは、もう・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） 町長、それはいいんです。そういうことを聞いているんじゃないん

ですよ。こういうことを言ったかどうかという事実関係だけなんです、私たち言っているのは。 

○町長（坂下利明君） だけど、これは実際に私自身は今の状況だと・・・。 

○委員長（大渕紀夫君） ですから、認識の違いはあるのは当然だということで私申し上げま

したでしょ。それが何も悪いと言っているんじゃないですよ。ただ、こういうふうにおっしゃ

ったのかどうかと。おっしゃったとしたらね、議会運営委員会の中で話されたことと違うこと
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をもし報道機関にあなたが話されたとして、町長が話されたとしたら、それはね、議会は一体

なんなんだということになりませんか。私は議会で言ったことと、報道に言ったことと違うん

だということになるんですよ。それはとんでもない話だということで言っているわけですから。

そこだけなんです。状況は分かりました、もう。こういうことを言ったかどうかということな

んです。それだけなんです。他の委員の方。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 私もね、これ以上この会議をやっているあれはありません。と思い

ます。我々、あくまでも行政と議会は車の両輪ということで、委員長もよく言ってますけども、

お互い両輪で信頼関係の上に成り立っているという具合に、我々もそう思って今まで精一杯努

力してきました。だけどもですね、会議でそのような形で会議なり議会なりを捉えられないん

であれば本当に情けないですよ。たまたま、ちょっときつい質問あればいじめられてる、やさ

しい質問なら、この人理解してくれてるんだというような形でしか物事を、僕は捉えてないん

でないのかなと。  

やはり首長たるものはですね、やはり各議員だってまちづくりに参画しているわけですから

ね。町民のためにこうすべきだ、ああすべきだ、こうした方がいいんじゃないですか、どう考

えているんですかと、いろいろ厳しい質問もされるんですよ。それをきちんと答えて行くのが

やっぱり首長たる人の、僕は役目だと思うんです。  

そうした中でですね、なぜかしら、ちょっと厳しい、ちょっと声を大きくして質問すると、

もういじめられてるみたいなね、外部に向かってそういう報道なり、考えしか述べられないん

であれば、とてもじゃないですね。この議会運営委員会開いたって何も意味ないんじゃないで

すか。本当に私も、今後のことについてはじっくり考えさせてもらいますよ。皆さんとよく相

談して。これ以上、この会議もやっても意味がありませんので、もう止めていただきたいと思

います。これ以上話してもしょうがないです。 

○委員長（大渕紀夫君） 議運の委員の皆さん、よろしゅうございますか。町長、もし、ご発

言ございましたら、どうぞ。無ければ結構ですよ。強制するものではございませんので、先ほ

どから何度も言いますように。よろしゅうございますね。 

 

        ◎閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） はい、それでは、ご質疑がございませんので、本日の議会運営委員

会は以上で終了といたします。ご苦労様でございました。 

 

                                                        （閉会    午前１１時３９分） 


