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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。朝早くから申し訳ありません。本会議１０時か

らということなんですけれども、ただ今から議会運営委員会を開会いたします。 

             

○委員長（大渕紀夫君）  委員会条例第１６条の規定により傍聴を許可することにはご異議あり

ませんね。 

             [「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（大渕紀夫君）  そのように取り扱いをさせていただきます。それでは早速協議に入り

たいと思いますけれども、今日は議長の諮問による議会運営委員会ということでありますので、議

長の方から諮問の内容についてご説明を願います。 

○議長（堀部登志雄君）  実は昨日、民生常任委員長の方からお話がございまして、実は寿幸園

の問題について所管事務調査で取り上げられないでしょうかというようなことで、議長の方に議長

の考えはということで来ました。そういう中でですね、私も正直申しまして、前回常任委員会で平

成１２年ですか、ある一定の方向が議会として出されたという中で、それらに基づいて町長が今回

の寿幸園の問題について判断されたというようなことも申しておりました。そうした中で今回一般

質問を３人の方が寿幸園に対する問題を取り上げて一般質問されたという中で、それについて納得

したかしないかというのはそれぞれの一般質問された方の思いだと思いますが。そういった中で民

生常任委員長の方から、どうも町の方の思いが、対応が一般答弁の中で三者三様という形。それは

参事と町長と三國谷助役の答弁について、やっぱり若干細部の方で意思がきちんとしていないんで

ないかというようなことも含めてですね、ちょっとまた再度聞きたいんだと。聞くことが出来ない

だろうかというような話がございまして。そういうことであれば、委員会がそういうことをやりた

いというのであれば、これは別に議長としてもそれについてどうのこうのというものでない。ただ

し、やはり過去にやっているものがありますので。議会としての、委員会としての一定の方向が出

てますのでね。そうした中で、それとまた町長の方に継続性があれば議会の方もある程度継続性が

あるという具合に私も認識しているものですから、やっぱり過去に出ているやつをまた町長が出し

た結論がそれぞれの議員によって納得出来ないから、また再度所管事務調査で取り上げるというの

は私自身はいかがなものかなという認識はあったんですが、だいぶ時間の経過もありまして議員の

方も変わっておりますので、そういう中で再度所管事務調査をしたいというのであればそれはそれ

で尊重しなければ駄目なのではないのかなという具合に判断しまして、委員長の方には委員会とし

てそういうことをやりたいというのであれば、それはそれで認めますよというような話で委員長の

方には言いました。そうしたら昨日、急きょ民生常任委員会を開かれましてですね、その中で委員

会協議会をやりたいというようなことで、その委員会の結論を持って私の方に来られましたので、

それは委員会協議会であればいいでしょうという形になりまして、私も了解はしたんですが。実は

この問題、現実的にはやはり今の民生の常任委員長さんが今回の一般質問で寿幸園の問題を取り上
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げてやっているという中で、やはりある程度納得しない部分があったとしてもですね、何となく担

当の委員長さんという中ではそれを、一般質問終わったすぐ所管事務調査なり委員会協議会なりを

開いて聞くという形になりますと、何となくちょっと一般質問で足りない分をそこでまた聞くのか

というような形になりますと、今後ですね、委員長になられている立場の方が例えば一般質問をし

て、それでちょっと納得しないからすぐ戻って所管事務調査やりますよというような形になっても

困るなということで。やはりこれは、ずっと後からこの例が前例となりますので私一人の判断より、

議会運営委員会を開いてもしそういったことを今後も良しとするのであれば、それはそれとしてい

いんですけども。その辺を議長としてちょっとこのままこういう形で認めていっていいのかね、そ

の辺がちょっと私も自信がないと言うか、疑問に思ってきましたので今日は急きょ議運を開いてい

ただいて、皆さんの意見を聞いて今後も、今回もそうすべきだというのであれば、それはそれで大

いに結構なんですが、その辺を皆さんにお諮りして決めて、方向性を出していただければありがた

ないなということで今日諮問した次第ですので。委員長、その辺皆さんに意見を伺って、今回の件

について。まだこれから所管事務調査の件は今日、本会議で項目決める段階になってますのでね、

前段ですので。一つ、お知恵を貸していただきたいということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、議長から諮問の事項についての説明がございました。各委員

の皆様方のまずご意見を伺いたいと。もちろん、議長に対する質問でも構いませんし、皆さん方の

ご意見を一つ拝聴したいと思います。どなたからでも結構ですので、どうぞ。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  何点かお伺いしたいと思います。鈴木委員長の方からそういう話があっ

たというのは、委員会総意の中で委員全体から出てきた意見として持ってものなのか。それとも鈴

木委員長が自分の質問の中で納得いかないということで、そういうことを委員会に召集して話を進

めたのかね。その辺がちょっと、私はどっちなのかなとちょっと思ったのと。 

 それから質問のことをどうのこうのを言うのは申し訳ないんですけれども、最初に鈴木議員が質

問した時に、私はプロジェクトでやってましたと。民設民営という答申を出しましたと。それから

入りましたよね。私はその時に、自分の考えとして言うのならいいんですけど、そういうことから

入っていって委員会の報告というのは違ったんですよね、所管事務調査でやったこととね。だから、

その違いはいいと思うんです。でも、自分はそういう主張の中で主張したことが通らなかったとい

うかね、きちんとした答えがもらえなかったと自分の中ではあったと思うんですけども。そういう

中で疑問があって委員会を招集してそういう方向に持っていったのか。その辺って私はすごい違い

があるような気がするんですよね。寿幸園は本当に大事な問題ですし、今後やっぱり白老町のいろ

いろなものが課題としてありますよね、その前段ですから本当に大事なことなんで、委員会として

これはぜひやるべきだという所管事務調査の話し合いの時にでも出たことだったら私はいいと思う

んですけれども。何かそれが終わった時にね、全部の質問が終わった時に何となく違うんじゃない

かということでやるということが・・・。私は議会の条例だとか、委員会条例というのはあまりわ

かっていないで言っているんですけど、そういうことというのは可能なのかどうなのかね。その辺

ちょっとわからないのでお聞きしたいと思うんですけど。 
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○委員長（大渕紀夫君）  もう一回具体的にちょっと言ってください。２点目の点についてね。 

○委員（吉田和子君）  はい。私もよくわからないで聞いているんですけど。所管事務調査は先

に前もって決めていて、その所管事務調査をする時に寿幸園問題はもうその前から出てきてました

よね。ですから、質問あるなしに関わらず寿幸園問題として、これは大事な問題なので所管でやろ

うと、そういう委員からの言葉が出てきてやっぱりこれは議会でも議論されるかもしれないけれど

も、委員会としても自分たちの所管だからぜひやりたいんだというふうになったのか。それとも、

それを過ぎた後にそれが出てきて、今回かけるということはそうだと思うんですけど。その持って

いき方が本当に委員さん方から出たものなのか、それとも委員長独自の考えの中から皆さんに諮っ

たのかということでの持っていき方がどうなのかなって、ちょっとその辺が疑問なんですけども。 

○委員長（大渕紀夫君）  そこだけ、局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  まずですね、所管事務調査を決めたのは２１日、１日目ですね。で

すから、まだ質問はされてなかったと思います。３人ともですね。それが一つです。それと、これ

については私がお伺いしているところでは、委員長独断の判断ということではなくて委員の方から

もそういうお話があって委員会を開催したということで、委員会の中でということを伺っておりま

す。 

○委員（吉田和子君）  それは所管事務調査を決定する時に出たということですか。 

○事務局長（山崎宏一君）  いえいえ。ですから、それは議長がさっきおっしゃったように昨日、

質問が全部終わった後に委員の方から委員会を開催してというお話があって、委員長が開催したと

いうことです。 

○議長（堀部登志雄君）  その前段でですね、私の方に委員長一人で来られましたので、その時

はまだ委員会も何も開いていないで私は委員長単独で来たという具合には解釈しました。こういう

ことを出来ないでしょうかということで、議長の考えを聞きたいんだという形で来られまして、そ

れで私がちょっと時間的なあれを置きまして、「いや、そういうことを委員会としてやるのであれば、

それはよろしいんじゃないですか」という話はしましたけども。最初来た時には、その言葉を受け

て委員会を開催したという形になりますね。 

○委員長（大渕紀夫君）  挙手の上、発言してください。はい、根本副議長。 

○副議長（根本道明君）  今の議長の言葉に補足しますけれども、民生常任委員会の中では寿幸

園のことを取り上げるというのはまだ前段ですからございませんでしたけれども、委員の中からそ

ういうふうな話が出て、それで委員長が一人で。それは行きますよね。委員みんなで行くわけには

いきませんから、委員長一人で行ったという、そういう経過です。 

○委員長（大渕紀夫君）  委員外議員の玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  さっき局長が一番先に言われた２１日に所管事務調査を決定する

時に、その時にもうすでに話は出てたということなんですが。それは出てないんですね。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、局長。 

○事務局長（山崎宏一君）  私は直接民生に入っておりませんけども、その時点では出てないと
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思います。急きょ、昨日ということでご認識いただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  議長、副議長に考え方を質問させていただきたいんですけれども。議会

で了承いたしました全員協議会ということで、まず最初に町側から説明ございましたですよね。あ

の時点でもし全員協議会が馴染まないと、その前に民生にかけるべきだというような判断であれば

そういう形になったと思うんですけれども。一応、全員協議会ということで町の説明を受けるのを

了承しておきながら、やっぱりこれは民生常任委員会でいろいろ異論が出てきたから、今から民生

常任委員会にかけるということになればですね、町側に対してどのような説明が付くのかというこ

とをちょっと私は危惧しているんです。というのは、最近のマスコミの大変議会に対しての厳しい

論評、これは非常に危惧しているわけですが、こういった点から考えてもですね、その点について

整合性がつくのであれば問題ないのかなと思いますけども。この点についていかがに考えますか。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長。 

○議長（堀部登志男君）  今のご意見なんですが、その辺を考えまして今日、昨日私なりに出し

たんですけども、事の重大さということで今日は議運に諮問した、そういうことです。今、山本委

員が言われたように、やはり一回こういう形でやって真意はどうあれ、やはり客観的に見ますとそ

のような形で一般質問で納得出来なかったから、委員会協議会をやったという形に取られるような

状況ですのでね。やはり、これをやることについては議長一人の判断でちょっと重いということで

今日諮問したということで。やはり委員の言われることを感じましてね、皆さんにお諮りしたとい

うことです。皆さんがそういう形でもいいというのであれば、それはやりますけども。やはり私独

自の考えではちょっと判断しかねたということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  副議長。 

○副議長（根本道明君）  全員協議会以前に議会としては１２年、１３年という時期に民設民営

がよろしいでしょうと。それから寿幸園の審議会の中でも民設民営が白老町にはいいんじゃないの

かと、そういうふうな答申が出ているわけなんですよね。その答申を踏まえて今回、全員協議会の

中でぼっと出されたのが、それまで全然わからなくてぼっと出されたのが公設民営であったという

ふうなこと。そして、それに対して・・・。 

○委員長（大渕紀夫君）  そういうことじゃない。今の議論はそういうことじゃございませんの

で。 

○副議長（根本道明君）  ちょっと待ってください、委員長。そういうふうなことで全員協議会

で出されたというふうなことで一般質問でいろいろ議論されましたよね。その中で疑問に思って、

本当は民生常任委員会でこれを揉むというふうなことが、民生常任委員会のことで揉んで、そして

全員協議会なりに行くのも、これも一つの流れだったんですけれども、そうじゃなくて・・・。 

○委員長（大渕紀夫君）  副議長。副議長の立場で聞かれているんですから。民生常任委員の立

場じゃございませんので。副議長の立場ということで発言してください。 

○副議長（根本道明君）  ちょっと待ってください。副議長の立場でと言っても、僕はたまたま
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民生常任委員会に・・・。 

○委員長（大渕紀夫君）  聞かれている方は副議長の立場で聞かれているんです。ちゃんと質問

を聞いてください。副議長の立場ということで聞いているんですから、その聞かれたことについて

話をして・・・。 

○副議長（根本道明君）  そういう中での民生常任委員会で疑問が生じたというふうなことで委

員の中からどうでしょうと。これをもう少し精査して、これは白老町の大事な問題ですから、重要

な問題ですからもう少しきちんと整理をして我々がこの時代に民生常任委員会をやったというふう

なことでね、そして進めていった方がいいんじゃないのかと。回答を出した方がいいんじゃないの

かと。それで例えば公設民営でも結構ですけれども、そこら辺の整合性をきちんとしましょうとい

うふうなことでこういうふうな状態になったということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  山本委員、納得出来ましたか。どうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君）  私がお聞きしたかったのは町に対してそういう説明がつくのかどうか、

議会全体としてですよ。それが非常に危惧されるということなのでございますので。議長はそうい

うことも含めて皆さんに諮りたいということでございましたので、皆さんのご意見を参考にさせて

いただいて私もその後に意見があれば述べたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、加藤委員どうぞ。 

○委員（加藤正恭君）  寿幸園の問題を質問した一人として非常に不安感を持ちました。という

ことで確かに全員協議会の中では説明は受けました。しかし、そこでいい、悪いという結論を出す

場所ではない。我々が一般質問というのは正式にそれを質すという場所なんですが、それによって

出てきた場合、いろんな問題があるなという感じがいたしましたのでこのままずっとあと議案化し

てですね、町の理事者が出すということについては不安があります。それで、何かそれまでの間に

別な機会でやるべきだなという危惧は現在も持っております。たまたま今朝の新聞で民生常任委員

会で、委員会協議会でやるんだというような話が出たから、「ああ、なるほど。それも一つの方法か

な」という感じは実は受けたんです。ただ、鈴木君が、加藤が、西田さんがというんじゃなくて、

議員協議会に議長が諮問したということはこの３人が質問したことで全議員さんが納得したという

結論になれば、このまま進めばいいんでしょうけれども、そうじゃないとすれば何らかの機会を作

ってもう少し煮詰める必要があるんじゃないのかということの、おそらく議長一人で判断出来ない

から諮問したとこういうふうに私は今、受け取ったんですけど。そういう意味ですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  今のことを含めて若干整理をしたいと思います。今回、議長含めて、

議長が許可をされたということもあるんですけれども、民生常任委員会で本会議で一般質問をされ

ているという問題を、民生常任委員会が委員会協議会を開いてやるというルールの問題についてど

うなのかという議論がされているんです。そこのところを間違わないで一つ議論をしていただきた

いと思います。議会という所はそういうことで議論をしていかなければ議会じゃないんです。その

ルールが守れるかどうか。実際に委員会協議会というものがどういう役割を果たして、本来どうい

う姿なものなのかということが民生常任委員会の中できちんと議論をされて出されたと思うんです
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けども。私はそこの根拠を一つは聞きたい。もう一つは委員会協議会というのであれば、その議題

は一体何なのかと。議題がどういうことで委員会協議会を行うのかと。委員会協議会を行わなけれ

ばならない根拠というのは一体何なのか。今まで委員会協議会はこちらから申し込んだ例というの

はほとんどはございません。委員会協議会は向こうから、これは議論する場所ではございませんか

らね。民生常任委員のメンバーの方々がわかっていらっしゃるかわかりませんけれども、議論は出

来ないんですよ、ここで。ですから、そういうことを全部わかってされたということであれば、そ

の真意を私は聞きたいというふうに思うんです。なぜ、委員会協議会なのか。そうでなければ議論

出来ない。ちょっと待ってください。それで議員協議会の議題はなんていう議題ですか。局長、そ

れは決まっているんですか。 

○事務局長（山崎宏一君）  そこでは当然寿幸園の改築ということで全員協議会もございました

ので、そのタイトルを一字一句そのとおり決めたということではないんですけども、その昨日の会

議自体の目的、召集した案件は寿幸園の改築についてということの内容で召集したということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  委員会協議会を開くという議題はなんですか。 

○事務局長（山崎宏一君）  ですから、同じです。 

○委員長（大渕紀夫君）  同じね。寿幸園の改築について。 

○事務局長（山崎宏一君）  ですから、全員協議会と同じタイトルです。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、どうぞ、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  今、お話を伺っていて議員協議会ならやっても同じことではないかなと

ちょっと思ったんです。全員協議会でやりましたよね。で、私の考え方違うかもしれませんけども、

委員会協議会も説明を受けて質疑応答はしますけれども、それが委員会報告だとか、それからある

程度結論を出しても何かということにはならないですよね。議論の場というか質疑応答ぐらいです

よね。本会議でも議論しているわけですから。それを今度またね、議論の場じゃなく結論も出せる

場じゃないのをやるというのは。私は所管事務調査でしっかりとやりたいということなら、また意

味違うのかなと思うんですけど。委員会協議会ということの意味がよく私は理解出来ないというか、

それでやるということが。だから、そうであれば意味ないというか、もっていき方が違うんじゃな

いかというふうに思うんですけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  今、突然これを聞いたものですから、経過わからないでいきなりという

のは判断なかなか難しいものがあります。ともかく、やはり建前もありますし、問題が大きいだけ

にやっぱりこのような事象が出るんでないかと思うんです。ですから一つは、その意味ではお互い

に論議がまだ熟していないんじゃないかなという私自身の感があります。それから今、手続き上か

ら見ますとやはりおのおの並びに協議会でそれらの手続きを踏んでやってきているわけですから、

今回提議された課題というのは何かその中で重要な未解決とか、絶対判断しきれないというような

何かそういうふうな課題が出てきたのかなと。もし、そうであればじっくり協議する必要あると思

うんですけれども。やはり出来れば、今ここでどうこう結論づけてなんでしょうから、もう一回民
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生の方に考え方を戻してはいかがでしょうか。そして、今、委員長話されておりますけれども、こ

こにまた新たに設定するという要因がどこにあるのか、もうちょっと懸命に明確にして協議するポ

イントをアバウトではなくてね。あそこまで協議しているわけです。ですから、その中でどうして

もやはり協議しきれなかったとか、そこに大きな差異があって、どうしてもそこに理解出来ないと

いうような要因があるのであれば明確にして、もう少しポイントを絞って進めた方がいいと思うん

ですね。まるっきりまた元に戻してどうこうだと今のような問題になると思うんでございまして、

すべて納得していないわけではないと思うんでございます。ですから、そういうふうな意味でここ

でそれを開催についていいか悪いかと結論出しても委員の方がそこに持ち上げてきたものだから、

何かやっぱりあるのかもしれませんし。何かそのような気がいたしますが。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただね、議会運営委員会の場ですので言わせていただければですね、

一般質問でしているんですよね。その中で納得出来なければ一般質問という立場の中で私はいくら

でも聞けるわけですよ、理事者に。そのことを聞かないで、聞いたかもしれません、だけど納得出

来ないから委員会協議会をもし開くとしたらですよ、一体それは何なのかと。私は議会のルールか

ら言ってですね、私は考えられないことではないかと。私は思います、個人的に。ですから、その

点、十分そういうルールを理解された上で発言をしていただいたり、議会の方向性を決めていただ

かないと、議会の権威の問題になります。一体、白老の議会は何をやっているんだということにな

りますから、私はその点だけは十分気をつけて議論をしていただきたいということは本当にそう思

ってますので、その点だけ。公式なものですからね。副議長、副議長という立場で発言してくださ

いね。個人じゃないですから、この場は。わかりますね。どうぞ、副議長。副議長という立場で発

言してください。 

○副議長（根本道明君）  所管事務調査で取り扱っている問題ありますよね。所管事務調査で取

り扱っている委員の人かたが、その所管事務調査で調査したことを盾にとって一般質問するのは、

これはノーですよというふうなことは出てますけれども。今回の場合は違うんじゃないですか。新

しいメンバーになった委員ですから。 

○委員長（大渕紀夫君）  私、所管事務調査が駄目だなんて何も言ってませんよ。 

○副議長（根本道明君）  いやいや、だから一般質問をする場合にね、例えば今、民生常任委員

会で所管事務調査でやってますよと。その継続中に代表質問なり一般質問なりするというのは、こ

れはいけないよというふうなことはわかりますけれども、例えば民生の委員であれば福祉の問題と

か、養護のこととか、そういうふうな題材の質問をしたらいけないんですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  私、そんなこと言いましたか。何も言ってませんが。 

○副議長（根本道明君）  だから、今言っているのは民生常任委員長の鈴木さんが質問をして、

そして質問をしたことに対してまた、おかしくなるよと・・・。 

○委員長（大渕紀夫君）  質問したことを納得出来なくて委員会協議会をやるのはおかしいんで

ないですかと言っているんです。 

○副議長（根本道明君）  いや、それは違うんです。納得出来ないからとかそういうふうなこと
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で決めつけないで。 

○委員長（大渕紀夫君）  副議長、きちんと聞いて、そして発言してください。 

○副議長（根本道明君）  だから、大渕さんの考え方で今、鈴木さんを評価してますけれども・・・。 

○委員長（大渕紀夫君）  評価なんかしてませんよ、私。 

○副議長（根本道明君）  評価じゃなくて、そうじゃないかというふうなことで言ってますけれ

ども・・・。 

○委員長（大渕紀夫君）  そうじゃないかって言ってますか。 

○副議長（根本道明君）  言ってないじゃないでしょ。鈴木さんが納得いかないから委員会を開

くと、このようにして決めつけてますけども・・・。 

○委員長（大渕紀夫君）  だから、もしそうだとしたらこれは駄目ですよって言っているんです

よ。 

○副議長（根本道明君）  そうやって決めつけているような感じですけれども、決してそうでは

ないですということを理解してもらいたいです。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、委員外議員の玉井委員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  今のことはいいですけど、基本的に大渕委員長が言ったように議

会が例えば寿幸園のことで右往左往するようじゃ駄目なんですよ。はっきり言えることは。要する

に、今日一つ何か話が出た、そうしたら委員会やろうとか。それから、このことが一つ出たからま

た議運やろうとかね。こういう右往左往するようなことでは僕は駄目だと思うんですよ。根本的に

何年か前にもうすでに民営化と決めてきていることがあって、その経過を今回やっているわけです

から。だから、そのことで議会がきちんと姿勢を持って進めることはいいけども。だけど、それ以

外のことで今、言っていることはすべて右往左往していくことなんですね。これじゃあ議会が笑わ

れるのは当たり前ですよ。一貫性がない。もっと一貫性を持ってやることであればきちんとすべき

だし。そのことを踏まえて今、考えなきゃ駄目なことなんだから。だから、その辺だけを議論しな

きゃ、いつまでたってもきりないよ。 

○委員長（大渕紀夫君）  わかりました。言われるとおりです。再度、整理します。今回の議長

の諮問の議会運営委員会は民生常任委員会が取り上げた件について、委員会協議会を開きたいとい

うこのことが今までの議会のルール上の問題として、またこれからの経過の問題、そのことについ

ていかが考えるかということであります。そこの点をはっきりさせて、そこに絞って議論をしたい

と思いますのでよろしくお願いします。山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  じゃあ逆に置き換えて私、産建に所属しております。産建の副委員長で

ございます。今後、今回の議会とかではなくても例えば、例を挙げて申し上げますけども、なかな

か企業誘致が進まない石山工業団地の赤字もどんどん膨らむそういった中で産建の委員の立場で反

対の意見を持っていると、町とぶつかったと。そうした中でまた違ったからと言って、再度差し戻

して委員会協議会を開いてどうのこうのというんじゃなくて、やはり９月の議会なら９月の議会、

次の議会でさらに質問するというのがルールではないのかなと私は思います。それともう一点。先
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ほどの議長、副議長のお話を聞いてますと、何かどうも議長、副議長の考え方というのがまとまっ

ていないというのか、一つになってないからここに諮問したというふうに聞こえるんですけども。

そういう中で我々委員が判断するにしても、なかなか判断しかねる部分があります。ですから再度、

私は議長の考え方というものをですね、私はこう考えるということをぜひおっしゃっていただきた

いと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  議長。 

○議長（堀部登志男君）  いろいろと本当にこのような形で私も昨日出した結論に非常に今、後

悔しているんですが。そういった中でじっくり考えて、今、山本委員から質問されましたけども、

今までの、今後においても何となく客観的に見て一般質問で納得出来ないから委員会協議会なり、

所管事務調査をやるというような形に取られますので、これはやはりやるべきではないという形に

改めてそういう具合に私は思います。しかしながら、昨日私も了解した経緯がございますので、そ

れは後悔しているわけですけども。現時点ではやはりいろいろ今後のことも考えた時に、やはりそ

ういう具合に少なくとも客観的に取られるような形であれば、これは故意であれ、故意でなくても、

今後はそういうことはやるべきでないという具合に私はここで判断して、皆さんにご迷惑かけたと

いう具合には思いますけども、諮問しているわけですから最終的には皆さんの判断で私は従いたい

と思いますけれども、私個人としては今の時点で山本委員の質問に対してはやはりやるべきでない

なというふうに議長として思います。これは副議長として相談してやっているわけではありません

けどもね。そういうことでご理解いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  今、議長がおっしゃったような考えでやはり議会ルールというのを重視

して今回の場合はそのような考えで進んだ方がよろしいと思います。お願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  谷内委員どうぞ。 

○委員（谷内勉君）  今、議長が話されたようにルールであれば、これはもう仕方ないんでない

ですかね。そういうふうに私は判断しました。 

○委員長（大渕紀夫君）  取り上げたら駄目だということではございませんので、そこは誤解を

なさらないように。他。はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  私はこれはルールではない、だから議論しているんだと思うんです。そ

れで私はやっぱり順を追って、行政側も順を追って議員協議会をやっていただきたいということで、

それも一般質問前にちゃんと出されて一般質問という場があったわけです。で、一般質問したその

１日目に、まだ誰も質問してませんけれども、もしこの問題が本当に民生常任委員会が大きなもの

としてやりたいということで所管事務調査で出されたのであれば私は納得出来ます。でも、一般質

問が全部終わった後に、それがどういう言い訳をしようと納得しないからやるというふうに私は取

られるというふうに思います。何となく気持ち的に。これは私の勝手な考えかもしれませんけど。

ですから、これからまだ議論の場というのはあると思うんですね。そういうことを含めて私は今回

はちょっと違うというふうに思っています。 
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○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方。副委員長何かございませんか。はい、どうぞ。 

○副委員長（熊谷雅史君）  私もですね、この話を昨日の夕方聞きました。それで目的は何なの

かなという部分のところもちょっと危惧はしていたんですけれども。考え方といっては、理解が出

来ないということの説明を受けるという形であれば協議会を開催してもいいのかなって僕は思った

んです。ところが今の状態を考えると、やはりこれは全員協議会と同じ中身ですから、またする必

要はないだろうと。で、やっぱり議論する場所がほしいのであれば、所管事務をきちんと取り上げ

るか、あと一般質問でまた質疑をするか、これしかないと思います。だから、これは必要ないと思

いますね。それにやっぱりルールではないけれども、これがやっぱり議会としての示す方向だと思

うんですね。やはり質疑する場所は与えられるわけですから、それに納得と言うか、ちょっと説明

を聞きたいということの中身であれば協議会というのは必要なんでしょうけれども、それで質疑を

するような話になっちゃうとこれは違うと思うんです。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、委員外議員の西田祐子議員。 

○委員外議員（西田祐子君）  私はルールのことはよくはわからないんですけれども。ただ、今

まで話を聞いてました中でやはり、私は納得しなかったとかそういうこと一切関係なくです、町民

の目から見た時に非常に関心も高いし新聞にも書かれていると。そこの中で今回ルールだからとい

うので一切何もなしとなっちゃったら、反対に議会が潰したというふうに誤解をされても困るので

何らかの形で協議出来るような場所と言うか、チャンスがもしあるのであれば検討していたければ

ありがたいなと思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  何て言っていいかちょっとよくわかりませんけれども、議会って一体

何なのかという認識をきちんとしていただきたいと思います。私、そんな偉そうなことを言う気は

さらさらありません。しかし、議会というのは権威があって町民の皆さんから選ばれている我々が

責任を持って白老の町政をどうするかということを議論しているわけです。町も考え方があって提

起をしています。賛否両論があるのは当たり前です。私も同じです。それをきちんとルールに則っ

て議論をし、そして他意なく本当に町民のための議論をしていくのが私は議会の場だと思います。

私がいつも言っている車の両輪と意味はそういう意味であります。その点は議会のルールというの

は、これは暗黙のルール、無きルールもあるかもしれませんけども、そこは十分考えて、そして十

分そのことを納得して、そして議論をしていかなければこれは何でもありって、言うことは何でも

議会だからいいよということではないと私は思います。ですから、議会の権威をきちんと確立して

いくためにはルールや会議規則あります、たくさん。これは皆さんのところに行ってます。きちん

とこれを見て、議員協議会とは何か、委員会協議会とは何なのか、どういう場に開けるのか、私は

そんなことを言える立場じゃございませんけれども、そういうことをきちんと会得して議論をして

いかないと私は今後白老町の議会はどうなるのかというふうに思いますので、その点だけは一つぜ

ひ、議論をする場だということだけは間違いありませんけれども、そこら辺もきっちり一つ認識し

て勉強して今後議論を進めていきたいと思いますので、その点だけは一つお願いしたいと思います。 

私の意見も吉田和子委員の言われた意見と同じでございます。今回につきましては、大方の意見
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がそのような形になりました。この中身を議長、正副議長なりで民生常任委員会の方に伝えていた

だいて、そして民生常任委員会の判断を仰ぐと。ここでやってもいいとか、悪いとかって私は決め

るべきものではないでしょう。ですから、それは今の中身をきちんと正確に民生常任委員会の方々

に伝えていただいて、それで民生常任委員会の判断を仰ぐというふうにしていただいてはいかがで

しょうか。よろしゅうございますね。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員外議員（玉井昭一君）  一つだけお願いがあります。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい、どうぞ、玉井委員。 

○委員外議員（玉井昭一君）  大変口はばったいことで申し訳ないんですが、議長、副議長にお

願いがあります。皆さんは誠意を持って議長、副議長を選んだんですから、議長と副議長の意思を

一致させた上で議運だとか常任委員会とかね、こういうものを開くようにしていただきたいと、こ

うお願いしたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  正副議長よろしくお願いします。他、ありませんね。 

                                         

◎ 閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  無ければ以上をもって議会運営委員会を終了いたします。ご苦労様で

した。 

 

（閉会 午前１０時３９分）   


