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開催の宣言 
○委員長（吉田和子君） おはようございます。ただ今から第４次白老町総合計画調査特別委員会を開会

いたします。 

 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。 

 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。 

 

◎ 協議事項 
○委員長（吉田和子君） ただ今から第４次白老町総合計画調査特別委員会を開会いたしますけれども、 

本日は議員のみの参加ということになっております。第４次総合計画が示されておりますけれども、この

中で議会としてのいろんな、それぞれ各議員さんからいろんな問題点、それからそれに付随したいろんな

ご意見があればそれを受けていきたいと。その後に付随した調査をするための資料を要求すると、そうい

うものも含めてこれから議論をしていきたいというふうに思っています。 

 そのものを全部、企画課とかに提出いたしまして、その上で次回は行政側、理事者にも出ていただいて、

質疑応答をしていくという形で進めていきたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。 

 では早速始めたいと思います。何かご意見、それから質問のある方どうぞ。 

 ６番土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 「新生白老２１プラン」ざっと目を通しまして、この中でいろいろな整合性を

図ってみたんですけれども、総合計画案と実行計画案と含めてみますとね、基本構想から実行計画に至る

までの、現実に照らし合わせた問題というのは結構出てくると思うんです。 

その中で、寿幸園にしても、病院の問題にしても、具体的に記載されていないというところが非常に気

になりました。それに対するいろいろなもろもろの計画に対しての、大まかな形しか見えないというか、

きめ細かさが全然盛り込まれていないという部分が、私自身非常に感じまして、その中で財政的な裏付け

もなされていないと。全体的に見ますとね、私たちも含めて、町民の側からすると、非常に分かりづらい

というか、行政用語が多すぎるのと、あまりにも長すぎて、分かりづらいと。もう少し簡略化できないの

かなというふうに、非常に思いました。 

その辺は、これから更に計画に対しての、いろんなかかわり方というのですか、町民の皆さんも含めて

の関わり方をもっと具体的にね、書いていかなきゃいけないんでないのかなというのが感想でした。 

実際に、この間も町内会を通して回覧で廻しましたけれども、私の地域の皆さんにお話しを聞くと、ほ

とんど読んでいないです。あんな長い文章読めないと。やっぱり何をどうするのか、その辺をきちんと具

体的にね、示してくれたほうが分かりやすいというのが多くの皆さんの意見でした。 

 以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他にご意見どうでしょうか。７番西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ず、３つほど疑問だなと思いましたのは、この総合計画の中で、人口想定とい

うのがあるんですけれども、ここの中でですね、日本製紙のこととか、旭化成の、もしかしたら人口が減
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るんじゃないかというのは、これ盛り込まれないでの人数なので、その辺が本当にこの数字でいいのかな

というようなね、ちょっと不安が一つ目あります。 

 ２つ目にですね、いろいろなかたちでの、各課の横のつながりというのですか、お互い連絡しあってや

っているのかなと思うのは、先ずバリアフリーの問題とか、そういうことなんかもそうなんですけれども、

やはり何かを作ったりなんかする時に、そういう福祉課との意見調整をしながら、こういうものを作られ

ているのかなというのがひとつ。 

 もうひとつが、公営住宅の件なんですけれども、萩野の旭ヶ丘団地のところなんですけれども、物置の

ことだけ書いているんですけれども、実際に公営住宅のほうが書かれていないと。本当にやるべきことが

もれているんじゃないかなと感じました。 

 以上３つです。 

○委員長（吉田和子君） 他にご意見のございます方どうぞ。はい、１４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 問題提起の意味も含めましてね、こういう点議会で議論したいいのではないかと

いうことで、ちょっとお話したいんですけれども、提起したいんですけども。 

 ひとつはまちづくり条例との関連性、特にですね、私はまちづくり条例ができれば、そこに盛り込まれ

る部分が、随分この総合計画のですね、構想の中にあるというふうに見えるんです。そういうものが先に

きちんと作られると、これからどういう処置をするかということは議論が必要ですけれども、私はやっぱ

りまちづくり条例というのが、この構想と全く別に作られるものであればいいのですけれども、そうでな

いとしたら、その条例があってですね、総合計画が作られると。なぜこういうことをいうかというと、現

町政はまちづくり条例を今年中に作られるという方針なんですね。 

 そうすると、それとの整合性を条例を作ってから図るというのは本末転倒ではないかと思われるんです。 

読ませていただいた前半の部分、ほとんどの部分がですね、まちづくり条例に盛り込まれざるを得ない中

身だろうと思われるんですね。それが１０月なり１１月なり、来年の３月までにできるとしたら、これは

ね、ちょっとおかしいだろう後追いになってしまう。これの根拠条例は、事務局にもちょっと調べていた

だいたんですけれども、総合計画の根拠条例というのは地方自治法の第２条しかないんですね。その中で、

議会の議決を経て、構想を作れとかいてあるだけなんですよ。あとは全部町に任されているものなんです。

そうすれば、今環境基本条例やっていますけれども、環境基本条例をきちんと作って、環境計画を作ると

いうのは、私たち以前から議会自体が結構指摘されていた議員の方がいらっしゃいました。 

 私はやっぱり、そうあるべきだと思います。当然地方分権の中で環境基本条例がそうなったということ

であります。ですから、今回の方針もはっきり明記されておりますけれども、環境基本条例を作った後に、

環境計画を策定するとなっているんです。 

 当然そうなれば、まちづくり条例を作って構想を作るというのは、私は当たり前の真中じゃないか。こ

こら辺が今から言ってどうなるかということについては、当然その以前に指摘すべきこともあったでしょ

う。しかしそれは、現町長が誕生してから、まちづくり条例を作るという方針が出されましたので、そう

意味でいえば、私はそこの整合性をきちんと取るべきだろうし、そうすることによって、非常に分かりや

すい構想になると思われます。 

 なぜかというと理念、まちづくりの方向、責務、そういうものはですね、少なくても今のまちづくり条
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例に譲られるだろうというふうに思われます。思われるだけで違うものを作るかもしれませんから分かり

ませんけれども。だけどそうなればね、ここには具体的な分しか書かれないわけですね。それが１点。 

それは問題提起として、議会として議論は是非していただきたいという部分で１点です。 

 もう１点は、この構想と財政再建プログラム、どうしてこういう名前なのかわからないですけれども、

財政運営総合対策というこの部分とが、きちんと整合性が取れなくてはいけないと思うんです。決して揚

げ足を取る気は全くありませんけれども、例えばこれ、今日配られたのを見たらね。これに寿幸園書いて

るんだよね。これに寿幸園という言葉が載っているんですよ。総合計画に載っていないのにこれに載って

いるんだよね。一体なんだこりゃと、私ははっきりと思います。ですから整合性を取るという意味はね、

そういうことをいっているんだということが、企画、財政サイドは分かっていないのかなと。 

それ以外にこの中の矛盾はたくさんございますけれども、少なくても、総合計画との整合性をきちんと

ね、この特別委員会で、この財政運営総合対策の議論をして、そしてその中で基本構想との整合性を私は

とるべきだろうと。そうでなければ、裏付けがきちんとしないのではないかというふうに思っております。 

 とりあえずこの２点、あとで内容等々若干触れたいと思いますけれども、今あまりちょっと意見でなか

ったですから、総合的にそういう視点で議会がやるべきではないかと私は考えたということであります。

以上。 

○委員長（吉田和子君） 今、大渕委員からご提案がありました議会での議論ということの、まちづくり

条例のことに関しまして、また意見を出していただいたあとに、どうするかということを話し合いしたい

と思いますので、他にございませんでしょうか。 

 １3 番斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話しにも絡んでくると思うんですけれども、実際にこの文章を読んでいて、

町長の任期中の４年間の中で、どんな町づくりをするのかというね、そういうイメージというのが果たし

て町民がつかめるかということなんですよね。相対的にずっと読んでいて、あれもこうします。これもあ

あします。という素晴らしい案という形で出てくるんですね。必ずそれに、現在の財政問題なんかが、条

件が絡んでくるはずですよね。その中でどういう町づくりをするか、一般的な町づくりならば、理念を書

いてこんなふうに進めていきますということでは分かるんだけれども、果たしてここにかかれていること

がどこまでできるんだろうかということでは、これを読んでは分からないわけですよね。 

 それは、実行計画を見れば書いてありましたけれども、あの厚い実行計画を全部読んでそこからイメー

ジを作るなんていくことは、ちょっと不可能かなという気がするんですよ。何でこんなに分かりづらくな

っているのかなというね、そこが気になってしょうがないんですよ。 

 今町民が望んでいるのは、どこか焦点をきちんと絞った町づくりをしなければ、大変だろうなっていう

ことは、誰でもそう思っているわけですよね。ところが、その危機感というか、そういうものがこの文章

から伝わってこないわけですよね。だとすれば、ここにずっと書いてあるのは大体、理念かなという感じ

がするんですよね。 

 理念を書いてあるんであれば、理念は今話しがあったような町づくり条例なんかに、きちんと載せてし

まえば、その部分はすぽんと抜けるのかなということは良く分かるんですよ。そこで、そこからおりてき

て、だから今の状況の中でこういうふうにやりますよというね、そこの具体的な町長の姿勢というか、町
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の姿勢というのかね、そこの部分がもっとはっきりバンと打ち出してくるものがないのかなと。たった４

年間ですからね、その４年間のうちでこういう、ここのところは削りながら、ここのところは重点的に取

り上げますというような、そういう方向付けが町民に見えなかったら、町民は納得できないんじゃないか

な。そういう文章を出せないというのはどっかに何か足りない部分があるのかな。 

 前に基本構想があって、そして基本計画があって、実行計画があるという、その部分の一段抜いたとい  

う話がございましてね。基本構想から実行計画になったと。なんかそこら辺の省略した部分で、そういう

町の姿勢がはっきり見えてこないという、何か手続きをひとつ抜かしたのかなという、そんな感じがして

しょうがないんですけども、これは勘違いかどうか私も分かりませんけれども、その辺手直ししなければ、

今この財政的にいうと、大変だという文書が出ているそういう情勢の中でね、やっぱりこの情勢にあった

町づくりというかたちにはとらえられないんでないかというそんな気がしてしょうがないんですがね。以

上です。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。はい、１９番根本委員。 

○委員（根本道明君） 行政というものはね、やはり継続ということが、先ずあると思うんですよね。そ

ういう上において、例えば行革との整合性、こういうふうなものもこの中に織り込んで欲しかったな。全

般的には良いんですけれども、そういうものもやはり欲しかったな。先ほどの意見にもありましたけれど

も、先ず行革で、前町長ではなくて元町長の取り組んでいた行革のですね、できなかった部分、この部分

が具体的に、例えば学校の適正配置とか、それから町立病院、寿幸園、それから幼保の一元化とか、こう

いうふうな議会でも議論をされていてそして答申が出ている。また、審議会等でも方向性が出ているとい

うふうなものはですね、ある程度この中に、するしないは別にして総合計画ですからね、そういうふうな

ことで答申が出ているものに関してはやはり織り込んでいくべきじゃないのかなと。 

 それから、もうひとつなんですけれども、先ほど大渕委員が話していたことがこういうことなのかなと

思うんですけれども、例えば、都市計画審議会等でですね、白老町のまちはこういうふうにすべきだとい

うふうなものがですね、これはそういうふうなものがですね、織り込まれていないのかなというふうにち

ょっと思ったんですけどね。 

 だから、例えばひとつ例をとっていったら鉄北幹線道路の問題やなんかも、都市計画では審議されてい

たはずなんですが、そういうふうな社台地区をどのようにするかとか、具体的にひとつ例をとっていうと

ね、そういうふうなことがちょっと見えてこないのかなと。 

 町民が知りたいのは、やはりそういう部分が知りたいのではないかと。だから新しい町長に代わったと

いうふうなことがね、過去のものを全部いいんだというふうなことではもちろんないとは思いますけれど

も、新たにこのようにしたいという指針はね、これは別として、僕が言いたいのは過去から引き継いだ懸

案事項は、やはりそれが例えば、１００％が５０％になってもいいから、そういうふうなものはやはり生

かして欲しいなと。それが行政の継続というか、そういうふうなもので進んでいくものだと思うんですけ

れども、そういうふうなものが整合性が何か見えてこないというか、新たになんでもするんだ。確かにこ

れは非常に言葉じりもやわらかく、立派にできていますけれども、もしできることであれば分かりやすく

作ったほうがいいのかなと思いますね。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか、はい。９番吉田正利委員。 
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○委員（吉田正利君） 私、先ほど大渕委員が冒頭話された、ひとつのこの企画のですね、基準というも

のに対してやはり、この町の将来を占うですね、大きな事業計画でございますから、そういうふうな意味

ではやはり、もう少しとらえ方として、やはり筋道を立てて進めるべきでないのかなということについて

は全く同感でございます。これでひとつ、ちょっと事例なんでございますけれども、私今ここで、第３次

白老新次元計画書を持っております。それで、ここでですね、あとでまたお願いする予定なんでございま

すけれども、あるべき人口の姿ということで推計人口、予想人口をここで企画してるわけでございますが、

例えばこの第３次の計画の中で、推定人口を２００３年で２８，０００人しているわけです。そうします

と、２００３年でございますからつい最近でございますけれども、ここで２０％も狂っているわけですね。 

それで、前回のマスタープランの説明のときに担当主幹からですね、人口推計については、一応いろん

な推計の方式に基づいて推計いたしましたといっているんですが、現況は多分近似値だということだと思

うんですけれども、ここでマスタープランに載っているのは、推計で想定でこれは２０１１年２２，００

０人と載っているわけでございます。 

そういうふうなことで、わたしはやはりこの総合計画というのは、例えトップが替わろうと何をしよう

と、やはり一連の中でものを見ていかなければいけないだろうと。それがやはり企画の重要さだと思うん

です。ところが、あまりにもこのようにいくらも時間がたっていないうちに２０％も、３０％も人口推計

も狂っちゃうと、このようなことはやっぱりある程度検証する必要があると思うんですね、当局が。なぜ

こうなって推計が狂ったのか。 

例えば私前回も質問したんですが、本当に人口推計が正しいのかと、先ほどどなたか説明しておられた

産業の実体からしてですね、企業変化もあると、そのようなことで、果たしてその推計が正しいのかとい

うことに対する、ひとつの統計の取り方、推計のとり方の信頼性について、ちょっと疑義がございます。

なぜかといいますと、もしこれが狂うといたしますと、今ここで財政問題が関連してくるわけですけれど

も、要するにこの税収の収納人口がどの程度まで、どうなっていくのか非常に大きな問題だと思うんです。

これはこのプランだけだとあまり関係ないんでしょうけれども、やはり最も重要なのはこの町の財政を占

う基本計画でございますから、そういうふうな意味において、もう少しこのような推計想定に対するです

ね、計算式はいいんだけれども、現実的に一番正しい近似値というものをですね、やはり当局が、役場全

体で、各部署の情報をもうちょっとですね、計算だけでなくてですね、現況分析をして正しい姿を出すべ

きじゃないかと、後ほどこれに関連してデーターの要求をしたいと思いますけれども、そのようなところ

に非常に疑義がございます。以上。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。はい、９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） ひとつ、前の関連で委員会で聞いた気がするんですけれども、この第４次総合計

画の実行計画案というひとつのこの計画を、策定して実施する段階で、年度の予算関係に関連する、要す

るにテーマ、要するに年度方針とこれとの関連をどのように整合していくのかですね、ちょっと事務的な

問題かもしれませんけれども、テクニックとして疑義があります。どのような方向で結び付けていくのか

なという、ここではＡ、Ｂ、C、でランクをつけてありますと言っておられましたけれども、そうであっ

ても、非常にこの通り年度が進行するにしたがって、来年度は意外と近似値でいくかもしれません。２年

後にはこの総合計画と実際の年度計画がどのような関連で、要するにいくのかなというところにですね、
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非常に不安というよりも、果たしてそういうふうな上手くいくのかなということがですね、この実行計画

案を見て考えます。 

いろいろと詳細載っているんですけれども、果たして来年度、例えば１７年度の計画のときに、この実

行計画案からどのように吸収していくのか、それから出ないテーマについては、どのようにしてこれに繰

入れて年度方針ですね、繰入れていくのか。ちょっとその点のですね、事務的な考え方をどのように考え

ているのか。やはり明確にすべき問題だと思います。 

 単純に考えれば、総合計画そのものを年度計画にスライドするだけで行くような気がするんですけれど

も、これはほとんどいかないだろうと、半分もいかないんじゃないかと思うんですね。そのような実際の

年度計画とこの実行計画の整合、企画段階でどのようにして調整していくのかその点について、やはり疑

義がございます。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんか。７番西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほども大渕委員がおっしゃっていましたような、白老町のですね、総合計画と

いうものに関しまして、私もこれは正直に申し上げまして、パッチワークみたいで全然良くわからないな

というのが正直な気持ちです。 

 予算がない中で、４年間で１０億円ほどの予算を計上しているということなんですけれども、この計画

自体を見ますと、なんか全部、例えばひとつの食材をですね、全部みじん切りにしてしまっているような

感じがして、本当に必要なものであれば、まとめてやらなければいけない。それが４年間の総合計画だと

思うんです。それがなんかできるものだけ寄せ集めちゃったような感じがして、本当に必要なものができ

ていないんじゃないだろうかという危惧を若干感じました。 

○委員長（吉田和子君） はい、１４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） もうちょっと具体的に議論が進むようにしたほうがいいと思うんですけれども、

ひとつはね、例えば１４ページ総合計画の構想の１４ページに、（２）推進するための基本姿勢とござい

ます。その（２）に議会の基本姿勢というのがあるんですよね。これ、議長のところに相談かなんかあっ

てこういうふうにしたのかどうか良く分からないんですけれども、これ、どこがどういうふうに作ったの

かね、議会の意見聞いているのかどうかさ。総合計画ですから、８年間の計画なんですよ。我々に直接関

係あるところ、これでいいのかどうか議員の皆さん誰か返事をした人がいるのかどうか、良く分かりませ

んけれども、こういうことを勝手に作るべきものなのかどうか。 

 もうひとついえば、その次ぎの１６ページ見てください。議会による推針というのがあるんですよ。こ

こにいたってはですね、どう書いてあるかというとですね、議員と接する機会をもたない町民も多く、議

員とも広くかかわりを持ちたいという町民には、議会議員との窓口が分からないということがあるという

ことが書いてあるんですよ。これ、議長知っていてこうやったものですか。誰が責任を持ってこれを書い

たの。そう思わない、だけど。 

 総合計画の１６ページ、こういうことがね、どっかの作文を見て書いたかどうか知らないけどもさ、こ

ういうことが議会として問題にならないのかということなんですよ。議会のことを議会の誰もが知らない

中で、こうあるべきだと、こうすべきだと書いてるんですよ。 

 僕が言っているのは、推進するための基本姿勢というのは、本来でいえば僕はまちづくり条例に載るも
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のでないかと思うんです。他の方はわかりません、私はそう思うんですよ。そして、ここの例えば推進も、

これは載せられるんですよ。そういう理念や役割や推進というものは、町づくり条例に載らなければいけ

ないと思うんですよ。そうすればここに載ってくるのは何かというと、吉田委員が言われたように、具体

的なものが載ってくるんですよ、ここに、この総合計画の基本構想に。そういう構想にすれば、私は町民

がわかると思うんですよ。 

 もうひとつは、斎藤委員がいわれた中間が抜けたというのは、我々も言わなかったから。これははじめ

からの方針で、私もいわなかった。それは合理的だからいいなと確かに思った。ただ、構想があって、基

本構想がなくて、実行計画があるというね、そこは省略して合理的にやったというのは良く分かるんだけ

れども、しかしそのことによって、極めてわからなくなったということも、今の段階ではいえるんではな

いかという気がするんですよ。 

 私は何もこの構想が悪いとかといっているのではないのです。より分かりよくするために、議会がどう

果たすべき役割があるのかということでいえば、今いった具体的な議会の基本姿勢と議会による推進とい

うのはね、誰が責任を持って責任を負うのと、構想に載ったら。議員が全部責任を負うんですかというこ

となんですよ。そういうことがここで議論され、そしてこれはいいとか違うとか、削るべきだとかとなっ

て、これは条例に載るべきだとなって、そして構想はこういうふうにすれば具体的になるよ。というよう

なことを私たちは議論をして、町側にいわなくてはいけないんじゃないかということを、私は申し述べて

いるんです。 

一番初めにいったこともそういうことなんです。ですから、当然財政の、さっきいった総合対策という

のは、きちんとこの場で議論すべきだと思いますし、そういうものの含めてですね、一致しなければ総合

計画は何も絵に書いた餅にしかならないだろうというふうに思うということであります。 

 ちょっと、今具体的にいったらこの部分なんです。この部分どう思うか本当に、私聞きたいんです。特

に議会による推進の部分と議会の基本姿勢。以上です。  

○委員長（吉田和子君） 議会の部分が具体的に出ましたので、事務局長のほうから説明があるそうです

ので。 

○事務局長（山崎宏一君） 議論する前にちょっと内容だけ。今ご指摘のですね、１4 ページの推進する

ための基本姿勢、町民から議会、町長、行政へということなんですね。それと１6 ページのこれも町民か

ら議会、町長、行政へということなんですね。 

 これについてはですね、大渕委員のほうで誰が責任を持ってと、こういう意見も出ました。それですね、

これについてはですね、はっきり申し上げて、特に議長のところにもですね、これを作る過程の中で、お

伺いを立ててということも実際にございませんでしたし、事務局のほうにもございませんでした。 

 それで、先般ですね、実は議員さん方に、これを配付する前にですね、実は議会ばかり出なくて、全職

員にですね、各部署にこれが配られまして、職員の中で見てですね、さっきいった分かりづらいとか、ま

たこういう表現がどうだろうとかですね、うちの場合は特に議会ですから、これは当然私ども事務担当レ

ベルの中でもですね、果たしてこれ、勝手にこういうことを書いてきてですね、誰が責任を持ってこうい

うことを実行したり、推進するのかという、そういうことで私どものほうでもですね、意見としてはこう

いうことが果たして載っていることがいいのかどうかと、議会としてこういう表現がいいのかどうかとい
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うことをですね、実は意見として企画課のほうへ出してございます。 

 そんなことで実際出したんですけれども、それと先般の全員協議会の中でも、全般的にわかりづらいと

かね、それから表現がどういう意味なのか、一般の町民の方々、職員も含めてなんですけれども、分かり

づらいとかいろいろ出ましたよね。そういう中で、反映されたかどうか分かりませんけれども、少なくて

も、私どもが出した議会にかかる１４．１６．その他もあるんですけれども、それについては今のところ

まだ、私ども意見も反映されていませんし、最終的な調整がされていないという状況の、今の中身です。 

 従って、そういうことも私どもの立場でもお話してございますので、今後の見直しの中で、その辺が加

味反映されるのかどうか分かりませんけれども、言いたいのは、事前に議長なり議会にこういうことが協

議されたかどうかということについてですね、協議されていないということで、先ずご理解をしていただ

いて、これからの議論をしていただきたいと思っています。 

○委員長（吉田和子君） 今のような、具体的なものでもいいと思うんですけれども、今回 6 月の定例会

に本当は提出されるべきものを、９月まで延長していただいて、特別委員会を設置しているわけですから、

議会としての意見をどんどん言っていくべきだと思いますので、忌憚のない意見を述べていただきたいと

思いますけれども、どうでしょうか。はい、２番熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） いろいろ各委員さんの質疑を聞いていますと、僕は思うにはやっぱり総論的な話

としては、ちょっとまとまりがつかないのかなというふうに感じています。やっぱり各論の話だと思うん

ですよね。ただ、各論の話をしていく部分についても、やっぱり整理をしていかなくちゃいけないと思う

んですよ。今回やっぱり議決を必要としているのは基本構想であって、この基本構想を積み上げていった

のに、実施計画だとか、財政対策も当然加味してくるわけですよね。 

 ただ、このボリュームをね、じゃどのように精査して話していくかということになると、非常に見えづ

らい部分があるのかなと思うんですね。僕はひとつ提案として、総論の話しになると思うんですが、この

基本構想の相対的な考え方というか、今大渕委員からも出ましたけれども、僕も一般質問でね、協働の町

づくりの理念というのは、町長が当選されて、これから進む道を町民が選んだと、俺はそのように理解し

ていますよと。その中でやっぱり町づくり条例というのは必要ではないかということを、僕は質疑で聞い

ているんですよね。 

 企画のほうからも、当然ですと、早急に取り組みたい。ただ、大渕委員がいった中身と、僕はちょっと

ニュアンスが違うと思うんです。僕のとりかたは。町づくり条例というのは、要するに町民がね、やはり

この町についての自分の役割、行政の役割、それから議会の役割を明記したものであって、基本構想にそ

れが全部盛り込まれるかという話とは、僕は違うと思うんですよね。 

 それはなぜかというと、この中に要するに計画の条例化というのをこの中にうたっているわけですよ。

基本構想の中で。僕はこれを推進するべきだと思うし、当然別人格を持つものだと僕は思っていますので、

だからこの基本構想というのは確かに、大局的には遠い未来も考えなければならないというのも当然、そ

の中には入るんだろうけれども、この社会情勢、財政状況を考えるとですね、8 年でも長すぎるのかなと

いうのが、実際のところの僕の感覚なんですよ。かなりやっぱりね、これをもし議決をして認めたとして

もですよ、内容を精査してですよ。だけど相当変化、誰が責任を取るんだとか、点数をつけてそれを評価

するというのはね、非常に難しいのではないかと思うんですよね。 
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 ちょっと言い方悪いのかも知れないんだけれども、僕はやっぱり基本構想ということの、本来の意味合

いも含めてね、やっぱり議論すべきかなというふうに思います。一応これも議論のしかたとしての提案と

して聞いてもらいたいなと思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、１４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 反論とかではなくて、誤解を招くと困りますから正確にしたいと思うんです。私

がいっているのは、条例を基本構想に盛り込むのではないんです。条例というのは、今熊谷委員がいわれ

たように、町民や町長や議会が果たす役割を書くわけでしょ。条例ですからね、法律なんですよ。 

書いたら、それに基づいて町政が執行されるわけですね。そうすると構想の中に盛り込まれている部分で、

見るとこの中に、条例に移せる部分がたくさんあるんです。 

 これ見てください、実際に基本姿勢、果たす推進の方法等々ございます。果たす役割と基本姿勢のどこ

が違うのかというのは議論があるかもしれません。しかし、そういうものが明記されて、町民が果たす役

割、町の理念が条例の中に明記されれば、私はそこの部分はここの構想に盛る必要はないといっているん

ですよ。必要がないといっているんですよ。だから、熊谷委員がいわれたようにもっと分かりやすいもの

を作るためには、そこをきちんと分けて人格が別なら別でもいいです。分けるということはそういう意味

なんです。分けて、そして町づくり条例に譲るのなら譲り、基本構想は町の将来像をきちんと描くという

のが、私は構想ではないかと。そうすればこれから構想、例えば今の熊谷委員がいったことが通ったとし

て４年ごとに構想を作るとしたら、いちいち理念だとか基本姿勢だとかに一切触れなくても、その構想の

部分だけに触れればいいということになりませんか。法律というのはそういうものなんです。ですから私

がいっているのは、そういうふうに積み上げをきちんとしてやるべきであろうと。それをやることによっ

て、町民も理解するし、議員も含めて理解が非常にしやすい。そうすればここに書いてある基本姿勢の問

題、議会の基本姿勢の問題や、その次に書いてある議会の推進なんかも一定限度、全部とはいいません。

一定限度整理されるだろうと。そういう主旨でございますので、そこだけ誤解のないようにひとつよろし

くお願いします。 

○委員長（吉田和子君） はい、９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 大渕委員の今の発言に対して賛同したいんですね。ひとつ私先ほども追及したん

ですが、前理事者が作った新次元構想と、今回の構想とどこが違うかということなんです。トップが代わ

ればこの構想がですね、長期間全部代わっていくんじゃないと、今いったように基本的な憲法を白老町が

制定していれば、どなたが代わろうと基本的姿勢というのは変わっていかないわけですよ。 

 これ代わっているんですよね。また４年後に代わるかもしれないんですよ。やっぱりこれは非常に大き

な問題だと思うんですね、意見として。 

○委員長（吉田和子君） 今町づくり条例のあるべき姿と、基本構想との関連について次々意見が出てい

るんですけれども、そのことに関して意見があれば述べていただきたいというふうに思いますけれども。 

 他に意見はございませんか。意見をまとめるということにならないのかなと思うんですけれども、それ

ぞれのお考えを伺いながら、それをまた行政側と質疑応答ということにはなると思うんですけれども、議

会の考えを一本化にすることはできないかもしれないんですけれども、あまりバラバラだったら、行政側

もどういうふうにしていいのかということにちょっとなってくるのかなと思って聞いていたんですけれ
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ども。はい、２番熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ごめんなさい。これも反論ではないですよ。前置きをしておきます。 

 ただ、やはり議会と行政との関係をですね、きちんと明確にするということの考え方は、僕は異論はな

いんです。ただですね、ひとつの町、地方公共団体として位置付けられている白老町として、この基本構

想がなぜ必要なのかというところを理解してもらいたいなと、先ずそれが１点なんです。 

 僕がいっているのはそれは総論の話なんです。それから各論の話というのは、先ほどから言っている整

合性の問題、これは僕も非常に疑問を感じています。いろんな構想だとか計画を見ている中に、やはりあ

れこれ本当に載せなくていいのかなというのは実際に感じています。 

 それはね、各論の話だと思うんですよ。その機会というのは、前回の全員協議会のときに、理事者側か

ら説明があったのをちょっと、僕も聞き間違えかどうか分からないですけれども、そういう大きな計画が

出てきたときには、またそれに対して議会と議論をしていいものに積み上げていきたい。そういう考え方

があります。当然そうであれば、財政問題もそれから取り巻くいろんな町民要望、ニーズ、この部分もそ

のとき議論ができるのかなというふうに僕は思うんですよね。だから、そのことと今いっている総論の話

を、いっしょにしちゃうとちょっとやっぱりボリュームが大きすぎるのかなと。さっきも言いましたけれ

ども、ですから条例化ということできちんとしたものを作るということも、確かに大切だと思うんです。

僕もそれには否定はしないです。ただ、基本構想の中でそれが全部盛り込まれているから、それと住み分

けすべきだと、今その議論ではないと思うんですね。僕はそう思うんです。それは理事者の考え方だと思

うんですよ。 

 ただ、いわれたとおりこの構想を積み上げていった経緯というのも、３次のときは僕は当選していませ

んからその時に議会のかかわりというのは、聞いているだけですから実際には経験していません。でも、

それが果たして３次のときの検証を含めて、時の正副議長がですね、やはり議会が、その検討委員会のひ

とつの部位に入っていくというのはいかがなものかという経緯も聞いています。これは僕が当選してから

も聞いています。 

 それでこの第４次構想の積み上げのかたちの経過も聞いています。町民の意見もそのレベル値はみんな

違うとは思いますけれども、当然入っているわけですから、これを否定できないというところの議論です

からね。それを考えて議論してもらいたいなというふうに思います。 

 だから、僕はこれすべていいとはいっていませんよ。  

○委員長（吉田和子君） １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ちょっと違うんですよ。何が違うかというと、私が言っているのはこれを否定す

るとか肯定するとか、そんなこと全然言っているんじゃないんですよ。分かりやすくするためにどうする

かって話です、今いっているのは。町が作ったから、町民が作ったから、議会はそれを認めるとか認めな

いとか、それは最終的にはそうなるかもしれない。 

しかしね、司法、立法、行政３権分立なんですよ。ですから、議会が果たす役割って一体何かっていう

ことを私はそのほうを問いたいんですよ。それはより良いものを作るために意見をあげるわけですから、

私はこういうふうにしたほうが、より分かりやすいだろうということなんです。町づくり条例作らないと

いうのなら僕はね、なんにも町長が作る必要がないというなら、僕はなんも言葉挟む必要はない。今年中
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に作りたいというふうにいっているわけですよ、事実。  

そうであればなぜそういう方針、基本的な法律、国でいえば憲法、そういうものを作ってそれに載せる

ものはきちんと載せて、ここに網羅されているものをそこに載せて、その残った部分を、そこに載せられ

ない部分を、構想でやるというのは何も矛盾すべきものではないし、極めて合理的かつ町側も歓迎すべき

中身であろうと、けちをつけるわけでもなんでもございません。そういうふうに考えないとですね、屋上

屋を架けて無駄な議論をしてですよ、今一番大切な中で何が必要か、スリムできちんとした行政ですよ。 

 ４年経ったらまた構想を作るよ。８年経ったらまた構想を作る、また一からはじめて議会の基本的姿勢

というのを、議会に聞かないで決めるのかということになりますよ。そうでないんです私が言っているの

は。ですから本当に町がよくなる方法を我々が考えるとしたら、きちんと言うべきことは言うと。それが

例えばどうしてもこれが９月に議決してね、条例ができないよという場合だってあると思いますよ。しか

しそのときに議会はどういう態度をとるか、きちんと担保を取っておく、この部分は載せるとかね。大ま

かなものできちんとしておくと。そういうことがなければこれと今度ね、これに基づいて条例を作るとい

うことにはなりませんよ。 

条例は法律なんですから、ですからね。私はそういうより良い議論をしてよりよい方向を見出すための

方向として議会が議論すべきだ。それは司法、立法、行政という 3 権分立の中では、当然議会が行政に申

し述べる、当たり前のことなんです。 

 もちろんそれができるかできないかというのは、これからの議論の中で皆さんの議会の総意の中でね、

そういうものは決められていくという、その出発点としては私は今の議論というのは、熊谷委員がいいと

か悪いとか、彼の意見が間違っているとかそういうことではなくて、そういう議論をこの場でできるとい

うのは素晴らしいことだと思うし、そういうことが議会で積み重ねることがね、とっても僕は議会として

はいいことじゃないかと思って、あえて申し述べさせていただいたということであります。 

 私と熊谷委員とやっていてもしょうがないんだよね。  

○委員長（吉田和子君） 暫時休憩をしたいと思います。１１時５分までといたします。 

休  憩 （午前１０時５５分） 

 

再  開 （午前１１時０６分） 

○委員長（吉田和子君） 委員会を再開いたします。今の町づくり条例のことでいろいろ意見が出ており

ますけれども、他にご意見のある方いらっしゃいますか。 

 ちょっと今、休憩時間に意見が出たんですけれども、これからこの町づくり条例のことに関して、基本

構想との関連性とか、それからどういうふうにしていくのかということは、これからまた行政と質疑応答

していくということになると思うんですが、議会側の考えが全然違っていて、また議論するというのは一

般質問、代表質問になってくるのかなという感じもするんですけれども、そういうことでは今お話し伺っ

ている中で、町づくり条例がいらないという意見はないんですよね。皆さんのなかでは必要だということ

だったんですね。それを基本構想とどう絡めていくのかね、基本構想のまたその作っていくための、ひと

つは前段でやるべきことではないかと、町としての責務、町民の責務、議会の責務、きちんと条例として

法的なものの根拠のあるものを作っていくべきじゃないのかなという意見が出ていると思います。 
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 もうひとつは、それは基本構想の中できちんとしていけば良いんではないかと。ちょっと二つに分かれ

ているんじゃないかと思いますけれども、今議会としては町づくり条例を作るということは１本化してお

りますので、そのことを踏まえて行政側としてね、その町づくり条例をどのように考えていくのかという

ことを、議会としてしっかり聞いていくということに持っていったらどうかというふうに考えたんですけ

れども、どうでしょうか。 

 その上で議会としては、やっぱり構想前に作るべきでないかということになれば、それはやっぱり議論

として、それが必要になれば基本構想がもうちょっと遅れるのかもしれませんけれども、それでもなおか

つ必要だということになれば、それは行政とのやり取りの中で出てくるんではないかなと思うんですね。

そういうことでどうでしょうか。よろしいでしょうか。  

 町づくり条例については、そのような議会としての意見をもって、行政との議論をしていきたいという

ふうに思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 ５番玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今の言っている意味はね、要は条例を作ってから、総合計画を考えるということ

に受け止めていいんですね。そうじゃなく。 

○委員長（吉田和子君） いいですか、議会としては町づくり条例を作るべきだということは一致しまし

た。それで、この基本構想が出てきておりますので、その前に町づくり条例を作るべきでないかとか、ど

ういうふうに考えているのかということを行政の意見を聞きながら、やっぱりそれが前に作るべきではな

いかという結論になったら、基本構想を遅れてでも町づくり条例を作ってもらうとかね。それはこれから

行政との議論になると思う、ここでそれをどっちが先にするという議論、ずっとしていっても行政の考え

を聞かないうちは、こちら側の議会の考えをきちんと言っていかなければ、進まないのかなと思ったもの

ですから、そういう形で進めていきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。 

 今の、相対的なお話しになったと思いますけれども、また相対的に計画の関連性ですとか、整合性とい

う中で何かあれば述べていただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。各論はそのあとに、そして

資料の請求もそのあとにとらえていきたいというふうに思いますけれども。 

先ほど斎藤委員から、基本構想があって、実施計画があって、基本計画がないじゃないかというお話が

あったんですけれども、この点も議会としてきちんと質していくということになりますでしょうかね。そ

れに対しては別にほかの意見はなかったんですけれども、なぜその辺を作らなかったのかということの確

認は、またしていきたいなというふうに思います。 

 １３番斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そのことだけに触れればね、先ほども話が出たんだけれどもね、答申を受けたり

なんかした重要課題というものが出されて、緊急性を持つ課題が出されてあると、それは今まではあとで

出てきたときは出てきた時点で考えるということだったんだけれども、この財政の中では、そのことは不

可能なことをいっているわけですよね、だとすればね、そういうものを、それを作りますとか、民営化し

ますだとかね、そんなことじゃなくて、コンクリートされたものじゃなくて、福祉なら福祉、教育なら教

育、どんな方向で進めますという形で、もっと分かりやすくした上でね、財政の裏づけということも考え

ておかなきゃならんだろうと。だとすればこれからの論議というのも、財政改革のプログラムと一緒にね、



１４ 

論議をする必要もあるんではないかと。 

 それで果たしてこういう方向ができるのかどうかということも、我々考えてみなければならんことじゃ

ないか。だから別なものとしてね、進めていくのではなくてね、同時に考えていかなかったら計画が出て

こないんじゃないかという気がしているんですけどね。  

○委員長（吉田和子君） 今のことに関しては、斎藤委員からまた行政が来たときに質問していくという

ことになりますね。そういうかたちで進めてもらいたいと思います。 

 あとその他に、総体的なものの中のことではどうでしょうか。わかりづらいという文章の表現のことは、

前にも出ておりますので、今回どのような分かりやすくするための努力をされたかということは行政側の

説明をしてもらうことは、前にいってありますのでいいと思うんですね。その辺はどのように変えたかと

いうことは説明があると思います。あとどうでしょうか。 

 各論のほうに入っていって、こういう部分ではこういうこととかであれば述べていただきたいというふ

うに思いますけれども。何点か出ておりますのでね、その部分で各論のところありますので、まだ資料請

求は出ていないですけれども、そのことに関してこういう資料がほしいということも、付け加えて述べて

いただいてもいいと思いますけれども。 

はい、１３番斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 資料のことでいえば、この策定審議会の中で論議をする中で、町側からかなりの

膨大な資料が出ているんじゃないかなという気がするんですね。どんなものに基づきながらやっていたの

かというその資料を、我々も確認する必要はあるし、かなり重要な資料というのはたくさんあるんじゃな

いかな、こんなふうに思うのがひとつ。 

それからもうひとつ、この総合計画の中でも、ただ一つ具体的に書いてあるのが、第３商港区の整備を

積極的に推進しますと書いてあるんだよね。２２ページの総合計画の中にね。とすればこの財政計画の大

変な中でね、この整備をしていきますという裏づけというのは、なければならないということですね。結

果ですけれども、今回第３商港区の調査費が見送られたというのも何らかの根拠というのがあるわけです

よね。だけれども、それを乗り越えて積極的に運営しますということになれば、それだけの根拠という、

運営できるんだという根拠というのがなければならないと思うんですよ。そういう資料というのはやっぱ

り必要でないかという気がするんですけどね。大体今そんな資料が必要かなと思ったんですけれども。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。先ほど人口のことに関して２人の方から出てきましたけ

れども、その点で何かね、この間全員協議会のときに質問して、ちょっと説明がありましたけれども、ど

ういう点で人口を見たのかといい説明がちょっとありましたけれども、それに関しての資料請求というの

はありませんか。９番吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君） 前回の全員協議会でも担当部署に質問したんですが、新生白老の２１プランに、

実際の想定人口９ページに載っているわけでございます。それで、わたしはやはり町の新生白老という意

味で、長期を占うときにやはり基本になるのは、人口更正が非常に重要な仕事だと思うんです。それで、

ここでは載っているんですけれども、ここは人口想定する場合の計算式とか、そのような様式に基づいて

やっているということが書いてあるんですが、現実的に、客観的に現場から見たときにどうなのかなと。

やはり町内の経済情勢、産業情勢がどんどん変わっていますし、そういうふうなことを含めて計算では出
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ないだろうという気がするんです。そういった意味で、私は次の統計ならびに推計について資料を要求し

たいと思います。 

 ひとつ、白老町の人口推計。これは、この具体的な総合計画の平成１６年から１９年における年度別の

男女別の人口世帯数、これを推計していただきたいと。  

 二つ目、現在町人口の現況分析をお願いしたいと。手法につきましてはすでに町から何らかの資料が出

ているんですけれども、要するに０歳～４歳、その上は４歳区分で限度なし。男性女性別のですね、ひと

つの体系を平成１６年４月１日現在で出していただきたいと。これは白老のいろんな資料で出ております

ので多分すぐ出ると思いますけれども、平成１６年４月１日付けの０～４歳、４歳～８歳、４歳区分に基

づいた上限なし、これの男女別の年齢階層別のですね、人口統計を出していただきたいなと思います。 

 ３つ目は、推計の人口分析、これは男女別はいらないんですけれども、要するに４ヵ年の１９年度を推

計したときに、前段申し上げましたような現況分析に基づいた手法で結構なんですが、０歳～４歳、その

上は４歳区分で、男女別はいらないです。年齢別の階層別のですね、１９年度を想定していただきたいな

と。 

 次に４つ目ですが、産業別就業人口、１５歳以上、平成１６年４月１日で結構でございますけれども、

産業就業別人口１５歳以上、これを統計的にお願いしたいと。男女なしで結構でございます。１５歳以上、

白老町の産業別就業人口現況で結構でございます。 

 次に５つ目でございますが、税金の収納人口の推計をお願いしたいと。平成１６年度を起点として１９

年度までの人数で結構でございます。これを推計して、１６年度を起点として１７､１８､１９年度、収納

人口推計です。これは税改革のひとつの基本資料にも影響してくると思いますが、いろいろと税改革での、

財政改革での基本資料もこれに基づいていると思うので、多分できていると思いますので要求したいと思

います。以上お願いします。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員のほうは、何かこれにプラスするものはありますか。推計のほうで何

か。はい、７番西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私としましては、高齢者、年金をいただいている方。そういうのが分かるとあり

がたいなと。 

○委員長（吉田和子君） 年金人口ですか。 

○委員（西田祐子君） なんていうんですか、高齢者も若い人の高齢者と年取った高齢者というのが、一

体どのくらい１９年度で想定できるかなと。それの人口に占める割合、町民のそれはすぐ出てくるのかな

ここで。 

○委員長（吉田和子君） ちょっと休憩いたします。 

休  憩 （午前１１時２０分） 

 

再  開 （午前１１時２４分） 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。他にご質問のある方どうぞ。 

 ７番西田委員。 

○委員（西田祐子君） 最初の時に質問したことなんですけれども、横との各課との連携は取れています
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かということをお伺いしたんですけれども、先ほども大渕委員のほうからでていたんですけれども、議員

のところなんですけれども、私も正直言いまして、この議員のところを読みましてですね、私の知らない

ものが載っていたものですから、これが終わりましたら議長・副議長に一言教えてくれてもいいんじゃな

いといおうかなと思っていました。というのは、やはりそういうふうに自分たちがされちゃうと果たして、

他の課とがちゃんとやっているのかなという疑惑が非常に高くなりますよね。そうなってきたときに、と

りあえずこれを作ったという考え方でしたら、その後の各課の要望とか意見とかいろいろとっていると思

うんです。それに対してどのようなものがあったのかというのと、そういう資料があれば見せていただけ

るとばありがたいなと。 

○委員長（吉田和子君） 先ほど事務局長からお話し合ったときに、各課にもこれを見ての意見を集約し

て出したという話しを聞きましたけれども、各課から出てきた意見の集約したものととっていいですか。

そういうことで資料請求いたします。 

他にどうでしょうか。はい１４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ひとつは、町債の後年度負担の款と大型事業。例えば港とかね、それから何とか

って、大型のもの、土木の中にみんなひっくるめないで、大型のものについては後年度負担どういうふう

になっているか、推移ですね。それの町債の後年度負担の推移を款及び大型公共別に、事業別に出してい

ただきたい。土木債なら土木債でやっちゃうと分からなくなっちゃうから、大きな部分だけで結構ですか

らね。 

 それから基金の繰り戻し先の額と未償還の額。毎年いくらずつ返すというのは出ているんですけれども、

どこにどういうふうに返すかと、どんだけ残っているかということですね。どこの基金にどれだけ未償還

分が残っているかということです。それから財政総合計画の中にあるんだけれども、特別会計がかなりい

ろいろ書いているんですね、それで特別会計の収支見通しの具体的な根拠。例えば国民健康保険税でいえ

ばね、各使用料手数料全部そうなんだけれども、国保でいえば収納率１ポイントアップ。 

下水道は上げるとかいていないんですね。下水道は収納率でなくて広げるとかいてあるんだわ。それで

ね１ポイント上げるとかいてあるんだけれども、その根拠だとか税率を上げて、１０，００００，０００

円くらい収入を増やすとかいてあるんだよ国保。確かそうだと思ったんだけれど、書いているんですけれ

どね。前から出ているやつなんだけれど。 

 それでね、ほとんど、僕にとってはそんなことできるのかなと思っているんだ、はっきり言って。それ

で、その特に国保を含めた、この方針がこんだけ明記されているんだからそれだけの裏付け根拠がなかっ

たらでないと思うんだけれどね。そうやっていったらどっさりあるんですけれどね、とりあえず最低、特

別会計の収支見通し、工業団地も１，０００，０００，０００円売るとかいてあるんだわ。そういう根拠

があっていっているものなのか、希望的観測でいっているのかね。総合財政プログラムって極めて町にと

っては大切なものなんだけれども、そこら辺の根拠をちょっとでないものかと思っていました。 

 ○委員長（吉田和子君） ちょっと、暫時休憩いたします。 

休  憩 （午前１１時３０分） 

 

再  開 （午前１１時３０分） 
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○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。１４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の経過分かりました。一覧表なら一覧表にして、総合計画とこの部分というこ

とで提出して資料を求めたいと思うのですけれども、お諮りを願います。一覧表にしてね、総合計画と今

いった財政運営総合対策の部分で、別々に分けて別紙で資料要求をしたいと思うんですよ。 

○委員長（吉田和子君） 個人的に出されるということ。 

○委員（大渕紀夫君） はいそうです。特別委員会に出すという意味です。２､３日余裕をいただければ

すぐにしたいと思うんですけれど、認めていただけますか。次の特別委員会までで結構です。 

○委員長（吉田和子君） 特別委員会までというよりも早めに出していただいたほうが、向こうのほうで

きっと答弁できるような形を作って委員会に臨んでくれると思いますので。 

○委員（大渕紀夫君） それは認めていただけますか。 

○委員長（吉田和子君） いいと思います。ほかの方ももし今日出さない方もいらっしゃると思うんです

けれども、期限区切ったほうがいいですか。そのほうが、だらだらと行政のほうへ持っていくのも、向こ

うも困ると思いますので、今日は１日ですので、今週一杯で資料請求をしていただきたいと思います。こ

こである方はどんどんいっていただきたいと思います。２番熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今の大渕委員と委員長とのやり取りを聞いていて提案ですけれども、今回の総合

計画案にかかる、構想にかかる資料請求ということで、今投げかけていますけれども、ちょっと整理でき

ない方もいると思うんですね。ですから、逆に期限を切って、これまでに次回の特別委員会に理事者から

答弁を求めるだとか、提出を可能だということを、委員長の判断のもとでね、可能であればそれを提出し

てもらうということで、各委員に連絡をし期限を切ったほうが良いんじゃないですか。今考える時間必要

ないでしょう。どうですか。 

○委員長（吉田和子君） この特別委員会が作られたときに、議運のときの会派の方を通じて、会派でも

練って今日の委員会へ臨んでいただきたいということで、ただ日程的に、あまり日にちがありませんでし

たので、本当に各会派で絞り込めなかったという部分もあると思うんですね。 

だから、今日は割と個人的なものも多いのかなというふうにとらえて聞いていました。今週一杯期限を

つけましたので、その中で各会派でやっていただくこともいいと思います。何人かで組んでやられてもい

いと思いますけれども、そういう中で本当に特別委員会として、しっかり取り組んでいくという。理論武

装もきちんとしなければならないと思っていますので、各委員さんにおいては、しっかりその辺を検討さ

れて、今日出せなかったけれども、こういう部分とこういう部分ということで、要点を書いて資料請求と

いうことを付け加えて提出していただければというふうに思います。それは個人になっても、会派になっ

てもいいと思います。 

今局長のほうから、７日でいいんじゃないかと。土、日曜日をはさんで７日でいいんじゃないかという

ことですので、７日以降は受け付けません。そういうことでよろしくお願いしたいと思います。きちんと

していかなければいけないと思いますので、それまでに今日は言わなかったけれども、こういう部分とこ

ういう部分というこということで、各論もあればそれも一緒につけていただくと、資料を要求するときに

やりやすいかなと思います。そしてきちんとした答弁をまたもらえるんじゃないかなと思いますので、そ

ういうものも含めて請求していただきたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。 



１８ 

７日です。７日の１２時までです。一般質問の１週間前ですので１２時ということで締め切りたいと思

います。 その後、それを見て資料請求をね、していきたいというふうに思いますので、よろしいでしょ

うか。７日の１２時締め切りということで。よろしくお願いしたいと思います。 

 あと他に、今意見を持ってここに参加された方で、是非述べておきたいことがあれば、どうでしょうか。

ありませんか。意見も出てこないようですので、１4 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今後の特別委員会の議事日程どうするのかということなんですけれども、資料が

１週間後に出るということであれば、今の状況でいえばね、やっぱり私はある意味相当精力的にやるほう

が、町側にもですね、例えば議会があろうとも、やはりもうちょっと精力的にやって、町に我々の意見を

伝えるということを早めにしたほうが良いんじゃないかと思うんですよ。 

 定例会前にですね、やはりやるべきではないかと、私は思うんですけれどもいかがでしょうか。それは

もちろん正副委員長でも構わないですけれどもね。そういう形でやっぱりやらないと、我々が申し述べて、

３ヶ月遅れているわけですから、こちらもやっぱりそこに答えるくらいの、町民に姿勢を議会として見せ

るべきだというふうに思うんですけれども。 

○委員長（吉田和子君） 今大渕委員のほうから、お話がありましたけれども、７日までに各会派とかそ

れぞれが、皆さんが検証してそれぞれ意見を出して資料を請求してくださるということですので、その資

料の向こうが整い次第すぐにやりたいということで、向こうの都合もありますのでね、資料によっての向

こうの出具合、何日くらいかかるか伺って、資料が整い次第また委員会を開催するということで、日程的

なものは委員長、副委員長にお任せいただけますでしょうか。できれば議会前にということで、資料そろ

い次第ということで、こちらの要望はお話ししていきたいと思っておりますけれども、それでよろしいで

しょうか。 

○委員（大渕紀夫君） いいですけれど、不十分であってもやるべきだと思います。資料全部がでてから

やるというのではなくて。 

○委員長（吉田和子君） 暫時休憩いたします。 

休  憩 （午前１１時４３分） 

 

再  開 （午前１１時４５分） 

○委員長（吉田和子君） 委員会を再開いたします。日程調整は、委員長副委員長と事務局と、向こうの

担当課と、もう一度しっかり練りまして、いつ頃できるかということでわかり次第皆さんにお知らせした

いというふうにしたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。他になければ、以上で終わりた

いと思いますけれども、よろしいでしょうか。以上で委員会を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉 会  午前１１時４５分） 


