
 - 1 - 

     平成１９年白老町議会運営委員会会議録 

 

平成１９年７月１３日（金曜日） 

開  会     午後   ４時００分    

閉  会     午後   ５時３５分 

             

○議事日程  

 特別委員会の設置について 

            

○出席委員（９人） 

委 員 長   大 渕 紀 夫 君      副 委 員 長   吉 田 正 利 君 

委   員   熊 谷 雅 史 君              吉 田 和 子 君 

谷 内   勉 君              加 藤 正 恭 君 

議   長   堀 部 登志雄 君      委員外議員   玉 井 昭 一 君 

委員外議員   宗 像   脩 君 

            

○欠席委員（１名） 

 委   員   山 本 浩 平 君 

                                          

○職務のため出席した者の職氏名 

 事 務 局 長           上坊寺 博 之 君 

 主   幹           森   隆 治 君 
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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。 

                                           

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員の根本副議長及び西田議員につきましては、出席できないか

もしれないということで連絡を受けておりますので両名欠席ですけれども始めたいと思います。委

員の方は全員参加しております。山本委員は、今日ちょっと出られないということで宗像議員が委

員外議員として代わりに出ておりますのでご承知おき願いたいと思います。 

それでは、さっそく調査事項に入りたいと思いますけれども、前回行ないました議会運営委員会

の中で財政健全化に対する調査の特別委員会をつくってはいかがかという議論がされました。一致

をみることができずですね、再度、各会派に持ち帰って協議をしたいと、こういうことでございま

すので、その件につきまして、各会派のご意見を伺いまして一定のところの結論を出せれば出した

いと、こう考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは、さっそく協議事項に

入りたいと思います。最初に各会派のご意見の方をよろしくお願いいたします。どこからでも結構

でございます。町清クラブ、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 町清クラブ、加藤でございます。７月９日に私どもの会派会議を招集して、

財政健全化に関して、議会に特別委員会を設置するかどうかと慎重に議論をしたわけですが、当日、

前回も申し上げたように、総務文教常任委員会の及川委員長が個人的な都合で欠席の中で、我々、

参加４人で考えをまとめて、前回の議会運営委員会に会派の考え方を述べたと。あのとおりでござ

います。それで、この問題については現在、総務文教常任委員会で所管事務調査として検討中の問

題であり、及川委員長欠席の中とはいえ、十分に委員長の考え方を聞かないで我々会派としての結

論を出したということで、実は大変、委員長からお叱りを受けました。昨日ですね、及川委員長も

おいでいただいて、我々の会派の会議をして十分に議論を戦わせたわけでございます。もちろん要

点というのは、この件で現在、総務文教常任委員会でこの問題は取り組んでいるのです。総務文教

常任委員会でできないのかと。そういう問題と、改めて議会に特別委員会を設ける必要がないので

はないかと、こういうことを絞ってですね、我々の会派では議論を戦わせたのでございます。私の

方からるる説明をいたしまして、今回、財政再建への取組みの骨子が公表されたと。一つは 26 億

7,600 万という莫大な金額を、歳入、歳出の対策額として２年間で削らなければ、再生団体になる

のか、健全化団体になるのか、わからないけれどもそういうものに入るということがよくわかりま

した。しかも、緊急の課題である。それから、期限が20 年度３月の決算で、それが限られていると

いうこと。それから、この問題は３つの常任委員会にもまたがる問題であるだろうと。したがって、

総務文教常任委員会だけでは荷が重いのではないかという考え方。我々の考え方とすれば、議会全

体として、これに取り組む英知を結集しなければならないのではないかと。したがって、町民と、

それから、町の理事者に対して議会の意気込みを強く出さなければならない。このようなことを中

心として、いろいろと議論をいたしました。及川委員長もある程度と言いますか、60％程度は理解

をしたということは言っておりましたが、会派では前回の議運でも説明したように、議会内に特別
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委員会をつくるというのは大勢を示したものですから、私どもはそういうことを申し上げたのです

けれども。及川委員長にしてみれば、今、自分の立場上、総務文教常任委員長という立場からいっ

ても、ちょっと賛成はしかねると。しかし、理解は60％したということでございます。そういうこ

とで私どもの会派としては、議会に特別委員会をつくるべきだと、こういう考え方には変わらない

ということでございます。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） それでは、新風さん。 

○副委員長（吉田正利君） 吉田でございます。私ども、前回の議運での協議経過を内部に十分周

知いたしました。しかしながら、第１点は、現在の議員活動がだいたい９月で期限が切れるという

一つの前提から考えると、この大きな問題を特別委員会を設立してやったところで、この２ヶ月猶

予の中で大きな目的を達成するような運び方ができるだろうかというような問題にぶつかりました。

その結果、ともかく、現状常任委員会で取り上げている調査事項もございますし、内部での常任委

員会のトップの考え方もありましょうけれども、ともかく、来月８月段階で再度、常任委員会もこ

の調査事項について開かれる情報もあります。そういうような関連の中でこの期間帯と、それから、

現在の特別委員会の構成する目的をこの期間帯でどうも達成が疑意されるということからして、現

状常任委員会に任せておいた方がよろしいのではないだろうかと。それから、もし、これを特別委

員会で協議しても、実質的に期限が切れると。この我々の残った残任期間の中でこれを協議いたし

ましても、中途半端で審議が終了することになりはしないかという懸念の中で私どもは、今回のこ

の特別委員会の設置については、一応保留にしたいという結論でございます。以上、そのような流

れの中でご判断いただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君） 新政クラブ。 

○委員（熊谷雅史君） 新政クラブも基本的には前回も申し上げたとおりですね、特別委員会の設

置については、どう考えても時間的なことや、報告する内容等々を考えると、やはり特別委員会を

設置するというのはなじまないのではないかという考えであります。前回は、私はそれに代わるよ

うな政策集団的な勉強会をやられたらどうだという話をしていたと思うのですけれども、会派の会

議の中では、そういうことはあまりテーマ的には無理なのかなという話も出ましてですね、前回、

それも検討していただきたいと言いましたけれども、それについての議論はしていただかなくても

いいのかなというふうに思います。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 公明、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） うちも前回言ったとおりなのですが、やっぱり、この骨子案に関わっては

町民、職員全て関わることであって、議員はやっぱりきちんと説明責任があるだろうと。もちろん、

９月までの短期間ということではあるのですが、やっぱりそこで出来ることは何だろうかというこ

とを探りながら、しっかりとやっていく必要が私はあるのではないかというふうに、うちの会派と

してそういう結論を出しました。ただ、不安要素は絶対にないかと言ったら、あります。やっぱり

期限があるということの前提はありますけれども、やっぱりこの大きな問題のことに取り組んだと

いう姿勢というか。そうしたら、パフォーマンスと言われるかもしれませんけれども。そうではな

くて、やっぱりその中からきちんと全員で知恵を出し合って見出していくという、そういう形をや
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っぱり取っていくべきではないかというふうに考えております。 

○委員長（大渕紀夫君） うちの会派なのですけれども、ちょっと原点に帰って議論をしてみよう

ということで議論をだいぶしました。それで、一つは自治基本条例の原点とは何かということでや

って、町民と議会と町が重大問題の時にどういう立場をとるのかということでだいぶ議論しました。

なぜ、自治基本条例を作ったのかと言うとね、本当に協働のまちづくりを含めて、町民に責任を負

うのが、町民と一緒に事をやるのだけれども、責任を負うということは一体、議会や町が責任を負

うとはどんなことなのだろうかという議論をしたらね、これだけの大きな問題を取り上げて、今、

町がやろうとしているのに、例えば、長隆という病院のやっているのは、３ヶ月間で物事結論出し

てやっているのですね。そうしたら、うちの議会がこれだけ大きな問題を、例えばですよ、９月ま

でだとしても、本当に１週間に１回なり２回なりの活動で取り組むぐらいのことがなくてね、本当

に議会がいるのだろうかと。そんな議会ならいらないのではないかと。取り組まないのだったら。

何のための議会なのということに町民から見たらならないかと。自分たちがそういう原点に立った

ら、ならないだろうかということが一つです。ですから、本当に自治条例を僕たちがつくったとい

うことは考えたことがあるかと、議員が。やっぱり、そこら辺が一つあるだろうと。 

 もう一つはやっぱりね、じゃあ期間がないと、結論は例えば、ちょっと加藤委員とそこは違うの

だけど、26 億 7,600 万の対応策だけなのかと。じゃあ、どうしてこういうふうになったのか。ここ

にいる皆さん、４年間はやっています。その４年間にも財政悪化は進んだのですよ。責任あるので

すよ、４年間も。じゃあ、その４年間、どうして進んだかという総括をどこで誰がやるのかと。町

に任せるのかと。総務常任委員会に任せるのかと。議員の責任として、本当にこの４年間の責任を

どうやってつけるのだろうと。町民の皆さんに悪化した、この財政をどうするのだというふうに言

われた時に、じゃあ４年間、あなたたちは何をやってきたのと。そのことをね、本当に我々、真摯

に考えて、原因が何なのかという分析を２ヶ月間でも、３ヶ月間でもしなければ駄目なのではない

かと。それが議会議員の果たす役割ではないかと。時間が無いとか、結論が出るか、出ないか、わ

からないとかということで、そのことを・・・。じゃあ、時間がどれだけあったらやるのだという

ことになりはしないだろうかと。町民から見た時ですよ。ですから、それは結論を全部出したり、

すごく素晴らしい方法は出ないかもしれないけれども、こういう原因だったということは我々の責

任で出さなかったら、新しい人は絶対出せません。なぜか、新しい議会は新しい議会で選ばれてつ

くられるからです。今の議員さんがどういう立場で、今の４年間の総括をするかという場がどこに

もなくて、我々は責任ないからいいですよ、総務文教常任委員会でやってくださいって、議員の立

場としてなるかと。私はならないと思うのですよ。うちの会派は、それはやっぱり、もし、出来な

いとしたら、そこのところはきっちりけじめをつけると、議員として、４年間の活動として。それ

を町民に問われた時に、我々はやっぱりそういう立場で物事に立ち向かうということをしなかった

となったらね、本当にそれで町民に、じゃあ、あなたたち財政問題で４年間どう責任を負うのです

かと、言われた時に何て答えるか。私はやっぱり原因ぐらい究明してね、町民の皆さんがわかるよ

うな形できちんと示すことが、本当に２ヶ月間でできないか。この２つについては、私たちは公表

してきちんとやると。立場として公表してやるべきだというふうになりました。ですから、議員と
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しての職務、議員がなぜ選らばれているのか。そう考えた時に私はやっぱり、この問題は全議員が

関わって総括をし、そして、なぜ、こういう問題になったのかということをきちんと出し。９月ま

で出来ないことはたくさんあります、はっきり言って。政省令も出ないし、勧奨退職も出ません。

それから、事務事業の見直しを出ません。これは手つくだけです。わかっています。わかっている

けど総括はできるはずです。なぜ、こうなったか。それをやらない議員というのは、私は本当に無

責任だし、議員として一体どうなのだろうというふうにならないかと。問われているのは、私は議

員の資質のそこの部分だと。我々はそういうふうに思っています。ですから、これはやっぱり公表

してきちんとやらないと、私は４年間の自分たちの議会活動がどうだったのかということが問われ

た時に、どう言うかということになるということで、我々は特別委員会をつくって精力的にやるべ

きという結論になりました。理論的にまとめたら、やっぱり私はそこら辺が一番の鍵だろうと。自

治基本条例の原点に立てばはっきりしていると思います、これは。読み返してみましたけど、それ

は３つの町民、自治体、議会の果たす役割ということで明確になっています、これは。ですから、

そこで理論的にきちんとできなければ、やっぱり私たちはちょっとまずいなというふうに思ったと、

考えたと、こういうことです。どうぞ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今の委員長の考え方、会派の考え方なのでしょうけれども。自治基本条例

を基盤とした中でね、この問題に対しての特別委員会はやはり設置すべきだというふうに単純に考

える時に、単純というのは悪いですけど、そういう組み立てで考える時に、じゃあ、テーマとして

は従前話されている 20 年度の決算問題なのか。それとも、向こう 10 年間の問題というのはどこに

入るのかなというふうに、今、感じたのですけれど。４年間の総括をそこにも入れるということに

なれば、ちょっとこの意味合いがまた違ってくるのではないですか。僕はそういうふうに感じるの

ですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） 自治基本条例の精神というのはテーマの問題ではないのですよ。議員の

姿勢の問題ですよ。議会がどうあるべきか、議員がどうあるべきか、ということを自治基本条例で

はきちんとしているわけですよ。そのことに対してね、テーマは例えば総括であっても、方針であ

っても、20 年後の対応策でも構わないのですよ。今のこの 26 億 7,600 万の対応、これは白老町に

とっては浮沈をかける問題ですよ。そのことに対して、我々が関わらないということが自治基本条

例からいったら、許されるような中身では全然ないと、僕は思います。さっきから僕は、なぜ、そ

うやって言ったかと言ったら、結論が出ないとおっしゃるからですよ、２ヶ月間で。その結論とい

うのは、何も 26 億 7,6000 万の結論を出すなんて誰も思っていないでしょ。なぜ、起こったのか。

なぜ、こうなったのかということを町民に理解してもらわないで、どうやって対応策立てるのです

か。対応策の立てようがないのではないですか。じゃあ、我々は４年間何をやったのかとならない

ですかと。町民に対する責任としてです。私は、それは町民に訴えるべきだと思います。そういう

意味です。自治基本条例の原点とは。矛盾も何もしません、これは。吉田副委員長、どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君） 私はこの問題から逃げるという意味で考えてはいないです。やはり積

極的に取り組むことは同感でございます。ただ、現在ですね、常任委員会でこの問題を取り上げて

調査中ということ。ただ、特別委員会と常任委員会によって違います。これは十分承知しています。
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しかしながら、もう来月において、この問題に対して常任委員会も再度調査事項を予定しているわ

けですから。ともかく、そのような時期を含めて見た時にタイミングとしてですね、今、即、特別

委員会を設定して推進することが妥当なのか。あるいは、常任委員会で一段落するまで、我々もそ

の期間ただ傍観するということではなくて、これから特別委員会を設置して進めるとなりますと、

当然、役所の今までの経過を追及するだけでなくて、加藤委員がおっしゃるように提案型、その他

の問題について入れるとやはり協議しなくてはいけないと思うのですね。そのような期間帯からし

て、諸々を考えた時に私はやはり、逃避するということは一切考えていません、やはり積極的に取

り組む必要はあると十分承知しておりますけれども、今の段階、そのような期間帯はいろいろな触

れ合いから見て、必要ではないのかなという考え方でまとめているわけでございまして、今の反論

ではございませんけれども、一部そのようなことで考えておりますので。 

○委員長（大渕紀夫君） 加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 問題はですね、現在、総務文教常任委員会で取り組んでいるから。ですか

ら、傍観という言葉は使わなかったけれども、その経過を見てから考えるかと、こういう状態じゃ

ないと私どもは判断しているわけですよ。ですから、喫緊にやらなければならない。しかも、産建

にも関係ある、病院を含めると民生にも関係ある、総務文教だけの問題ではないのですよ。私も総

務文教常任委員の一人ですから、現在、検討中ですから、自分自身でも頭を悩ませている問題なの

ですけれども、総務文教常任委員会だけではちょっと、先ほどもちょっと申し上げたように、荷が

重たいのですよ、実際のところ。僕はそう判断するの。だから、全議員でもって特別委員会をつく

って、やれるか、やれないか分からないけど一生懸命、僕も１週間に１回くらいやってもいいと思

うくらい、夜でもいいからやってですね、そして、まとめるものだったらね。全部をね、出された

計画をね、金額にすると27 億弱になるのだけれども、それを解決するということにはなかなかなら

ないのだけれども、そういう取組みの姿勢というものを町民に対し、また、町の理事者に対しても、

議会ではこうやって一生懸命やっているぞという姿というか、姿勢というものを見せて、そして、

一つでも二つでもある程度提案できるようなものがあったらですね、喫緊に手をつけていかなけれ

ばならない状態だと思うから、特別委員会をつくってやらなければ駄目ではないのかというのを、

私は口すっぱくして何回も言っているのですが。及川委員長にもその点についてはだいぶ意見の衝

突はしました、はっきり言ってですね。衝突はしましたけれども、彼の立場もありますから、我々

は十分尊重しなかったという意味ではないのだけれども、そういうふうにしなければ駄目ではない

のか。そうしたら、加藤さん、あなた総務文教常任委員だから、その場で提案すればいいではない

かと、こういうふうに言われました。そのとおりなのですけれどもね。だけど、今のペースでいく

と、来月の９日だなんて言ってのんきなことをやっている、のんきという言葉はちょっと失礼です

けれども、我々も了解してやっているわけなのですけれども、その前にやれるものから喫緊に取り

組んだらいかがかというのが、期限が決められているからですね。だから、早く特別委員会をつく

って取り組んだ方がいいのではないかというのが私ども考え方であるということだけなのですよ。

そういう意味ですから。 

○委員長（大渕紀夫君） 吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） 私たちも総務文教常任委員会の８月９日にやる、町がある程度骨子案の肉

付けをまとめて言ってくるのを待っている状況の話をこの間していましたよね。やっぱり待ちなの

だなと私はちょっと思ったのです、その時に。それも来月ですから、この間の時点では１ヵ月後と

いうことだったのですよ。私ね、夕張のあれがあった時、白老は夕張とは違うと言うのですけど、

町民たちのあの時の思いをいろいろ聞いて、私もちょっとよそ事に聞いていました。だけど、今ね、

あれが現実になるのではないかというすごいものがあるのです、私の中には。そうなった時に、本

当に待ちでいいのかというのが私の中にはあるのです。それで、特別委員会を設けるということは

先ほどおっしゃっていましたように、私も３ヶ月しかないというのはすごく不安を思いますけど、

どこまでやれるのかというのはありますけれども、昨日、一昨日の話の中では本当に１週間に１回、

本当に毎日やったっていいことだと私は思うのです。本当にそれが一つの町民のね、一生懸命自分

たちは真面目に生活して税金も納めてきたのに何でこうなるのだという、ああいう言葉を聞いた時

に、町民に私は責任がないのではないかと。それをやっぱり運営してきた、両輪でやってきた行政

と議会なのですよ。だから、それをやっぱりね、きちんと明確にして、そして、いい方法がないの

かと。だって、このいろいろな骨子案だって、いろいろな犠牲の上に成り立つと言ったらおかしい

ですけど、そういうものがあるわけですよ。じゃあ、本当に他に手法はもっとないのかとか、そう

いったことをみんなで頭をすり寄せて考える時間というのは、私は絶対に必要ではないかというふ

うに思うのです。もちろん、委員会が多くなると、それだけ皆さん大変ですけれども、本当に町が

無くなるかどうかというぐらいの思いだということの腹構えが皆さんの中に出来上がってくるかど

うかなと私はちょっと思っているのですけども。 

○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員、宗像議員どうぞ。 

○委員外議員（宗像脩君） 委員長の許可を得ましたので。今、吉田和子委員がお話したのは、い

みじくも私が言おうと思ったことをお話していたのですけども。私は民生常任委員会にいて、６月

の定例会のあと、こういうことを今度やろうという話の中には日本製紙の問題は入っていなかった。

ところが突如として出たものですから、急遽10 日と昨日と２回、民生常任委員会がありました。何

を言いたいかと言うと、私は今、来月の９日に総務文教ということを聞いて、えっというふうに一

瞬思ったのですけども。必要に応じてですね、極端に言えば毎日、月曜日から金曜まで毎日やるべ

きだというふうに思うのです。それが、いわゆる町民に対するアピールと言いますか、議会はこれ

だけのことをやっているのだというひとつの姿勢だというふうに思うのです。もちろん 10 月になる

か、11 月になるか、選挙のこともあります。古い議員と言ったらちょっと語弊がありますけども、

かつて、３月の定例会の時に、あれはアイヌ条例だったか、ウタリ条例だったか、ちょっと題目は

忘れましたけども、たぶん、それが通るだろうというふうにしてみんなで審議したのですけども、

たまたま一人の反対者がいて廃案になったということがありました。私ね、今回の場合は廃案とか

そういうことではないと思います。そういう条例ではないですから。だけども、選挙でもって、そ

れが尻切れとんぼになるということは、これはもうはっきりしているというふうに思うのです。で

すから、もう一回言いますけども、必要があれば総務文教常任委員会を毎日やったって私はいいと

思いますし、そのような関係から私は、先ほど、うちの代表の吉田正利副委員長の方から話が出ま
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したけども、この問題については総務文教で煮詰めていくべきだと。もちろん、私は民生ですから、

総務文教に下駄を預けたとか全然そういう気持ちはありません。何回も何回も会派の中でも話をし

ていますから、様子というのはだいたい承知していますし、うちらの考え方はそちらの方にも反映

することは可能だというふうに思うのです。蚊帳の外だとか、そういうことは全然思っていません。

総務文教でもこれを扱わない、どこでも扱わないというのであれば、町民に対してとんでもないこ

とになるとは思いますけども。そういうふうに私は思っております。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君） 私、先ほどちょっと述べましたけどね、例えば病院問題というのは、い

つも加藤委員がおっしゃっているようにここの問題の一部なのですね。その一部の問題を民生で取

り上げていた時に全体でやったわけですよ。これは期間があったからやったのかということになり

ますよね。今回の問題で言えば、全く同じ性格のものです。ですから、病院問題を民生常任委員会

で取り上げていたけれども特別委員会でやったというのは、時間があったからやって、今回は時間

がないからやらないと、こういうことになりますでしょう。我々の今のやり方でやっていくと。必

要があるからやるのだから、私はそういう意味で言えば、全然整合性が取れなくなっていくのでは

ないかと、議会でやっていることが。なぜ、そうしたら前回、病院の問題の時に特別委員会で取り

上げたのかと。必要があったからですよね。我々が取り組んでいたものを特別委員会で取り組んだ

のだから。大切だから全員でやらなければ駄目だと。ということは病院問題と、今の 26 億 7,600

万を比べた時に、本当に特別委員会よりも総務文教常任委員会でやることの方が望ましいという結

論になるのはどうしてなのかと。それは、議会運営委員会でそういうことを決めていっていますか

らね。今の宗像委員外議員の発言に対して、私は反論しているのではなくて、全然そうではないで

すよ。だけど、それを決めたのはこの議運なのですよ。皆さんが賛成して決めたのです。病院の時

に特別委員会を決めるというのは全会一致で決まったのです。今は決まらないとしたら、それは期

間がないという問題以外に何の根拠があるかということなのです。確かに期間は短いということだ

けは事実ですから。それはもう私も認めています。ですから、我々自身が我々を見つめる時に、議

会活動をどれだけ厳しく見つめるかということは多くの町民が見ているわけです。我々が言えば、

いくらでも出て行くことです。私はやっぱり、そういう整合性をどうとるかということも考えてお

く必要があるのではないかなと思うのですけどね。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） これはみんな会派で議論した結果なものですからね、ここで例えばそうだ

なと思っても、じゃあ私は考え方を変えて賛成しますと、こういうわけにはいかないことなのです

よね。だからと言って、全会一致というのが一番好ましいのでしょうけれども。結論を急ぐ必要は

ないのかもしれませんがね。ただ、こういうことに時間ばかりとっていてね、一日でも早く私は特

別委員会をつくってもらってやりたいとは思っているのだけれども、それでまた延び延びやってい

たのではそれこそ時間が段々無くなってくることもはっきりしているわけですよ。ですから、この

結論を、各会派を代表して皆さんこうやって出席されているので、会派の意見はもちろん出ました、

出たからいいのですけれども、早く進めてもらわなければですね、ただ時間だけが切羽詰っていく

よと。今、時間の問題が議論されていますけれどもね、何か方法を講じてやってもらいたいという

思いなのですがね。どんなものでしょう。 
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○委員長（大渕紀夫君） 委員外議員玉井議員の発言があれば、発言を求めます。今、全体のこと

の議論の中での発言です。 

○委員外議員（玉井昭一君） 玉井です。私は特別委員会を設置すべきと思います。なぜならです

ね、私も白老はそんなに長くはありません。48 年からしか住んでいませんが。白老始まって以来の

危機だと私は思います、今回は。そんな意味で、町長も職員だって寝耳に水だという話もしており

ましたけれども、私は突如来た災害と同じだと思っています。ですから、これが数字上で言ってい

るからピンとこないと言ったらおかしいかもしれないけれども、要するにピンとこないかもしれな

いのですよ。これが本当の災害だったらね、26 億値の災害だとしたら、これは率先してみんながや

るしかないのですよ。町民全体が何とか防ぐという方法しかないと私は思うのですよ。だから、そ

んな意味において、町ぐるみでこの危機を脱するには、議会は当然、特別委員会を全員でやるべき

と、こんなふうに私は思うのです。ですから、今、加藤委員も言われましたけど、本当にこれで時

間くっている暇はないのですよ。早急に、このことに対してすべきと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） 議長、発言を求めます。無ければ結構ですけども、ありましたらどうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） それぞれの会派でいろいろと出ました。前回も申し上げましたように、

どちらかに皆さんの考えが一致してですね、ある程度全員一致という形にならなくても、多くの方

がやっぱり同じ思いでやれれば、やるような形でぜひ調整していただければなという具合に思いま

すけど。加藤委員のお話のようにですね、ここまでずるずるいっても仕方ないのではないかという

ような、最終的な結論を出すべきだというような、そういう趣旨のご発言がありました。私、議長

という立場ではですね、やはり皆さんの合議制でこうやって運営しているわけですから、できるだ

け一致してやっていただきたいと。一致できないものはなかなか、やってもうまく行かないのでは

ないのかなと。それぞれやっぱり、同じ思いでできないのではないかなという思いはあります。し

たがいましてですね、私の立場としてはね、できるだけ皆さん十分話し合ってやっていただきたい

なという具合に思います。特にですね、皆さんそれぞれの意見の中で町民の代表である我々がこの

大変な時期に何かをやらなければ駄目だという、そういう意識は私も同じです。だけども、やるか

らにはそれなりにきちんとやったという形のものがきちんと町民に見える形でないと、ただ、やっ

ただけかと言われることも十分危惧されますので、その辺、何をいつまでにどういう結論をきちん

と出して、ある程度のものを持った中でやっていただければいいなと。たまたま先ほど委員長から、

私はちょっと委員長から話された病院の問題との、大きい、小さいはありますけども、病院の問題

については町として結論が出ていないという中でですね、議会も同じ土俵で十分議論していただき

たいと、そのためにはいろいろ全員で研修して、勉強して、議員という立場の中で町長、理事者側

に対して、意見を言うために設けたという具合に私も理解しております。それで、今回の場合はで

すね、たまたま20 年度決算対策に対して、町はこういう基本的な考えで進みますということで総務

文教常任委員会に全員委員外議員として出席をいただいて、そういうふうに発表されたわけですよ

ね。だから、私としては、やはりそれをきちんと総務文教常任委員会で委員外議員として皆さんに

出席いただいてですね、十分議員の意見も聞いてやることである程度、我々、議会議員としてね、

やっぱり全然やっていないのだという、町民のそういう目線にはならないのではないかなという具
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合に思います。特別委員会をつくって、やはり限られた時間の中で全員でやって、それぞれ一つな

り、二つの大きな方向性がきちんと見出せるのであれば、それはいいと思いますけどね。それと、

委員長が先ほど申しました、議員として、やはり、この４年間の総括をきちんとすべきだというよ

うな意見もございました。そういうものについてはですね、これは当然、全員で集まって議会とし

て総括するのか、議員個々がやはり自分の今までの活動についてきちんと総括をするということは

皆さんで議論して、話し合って。個々の思いはいろいろと思いますし、これが委員会としてね、議

会全体としてこういうことだったという形の総括をすることについてですね、ある意味では皆さん

にやっぱり。個々の総括はそれぞれでできると思いますけども、議会全体としての総括については

やはりそれなりの特別委員会をつくってやるのか、別な形でやるのかは別といたしましてね。やは

り必要であれば、皆さんと話し合った中でやっていくべきだなという具合に思いますけども。現時

点での総務文教で取り組んでいる財政問題の案件については、私はこういう具合に考えます。ただ

し、皆さんがやっぱり全体の中でこうするというのであれば、私としてはやることに何ら異議を唱

えるものではない。私としてはそういう考えです。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。 

 私のことがちょっと発言の中で出ましたから。病院の問題と性格が違うとおっしゃられますけれ

ども、私は病院の問題より今回の問題の方がうんと大きいと思っています。結論を出すとか、出さ

ないとか、それはね、町が出す、我々は出すことに何も関与しないなんてことではないでしょう。

我々の出す結論というのは責任持たなければ駄目なのですよ。理事者側とは違うのです、議会は。

二元性ですから。町が出すのに我々が補助でやっているわけではございませんよ。我々独自できち

んと出すべきものは出すべきものですよ。まず、一つそれです。ですから、大きさが違うとか、小

さいとか、そんなことではございません。 

 それから、私が言っている議会として総括をきちんとすべきだというのは、４年間、我々が財政

にきちんと携わってきているのです、議会として。ですから、こういう26 億 7,600 万の処置をしな

ければならなくなったのです。我々に責任がないなんてことではないのですよ。そのことを議会と

して、我々４年間やってきたことに対しての総括をしながら、なぜ、こうなったかということをき

ちんとしなければ議会の存在価値って無くなるのではないですか、議長。議会として我々がそこで

参画してやってきたことをきちんとやっぱり我々は、今の段階で再生団体になるか、再建団体にな

るかという状況の中でね、結論は例えば私ね、町側も町民の中に説明に入るわけですよね。そうし

たら、議会は何をするのですか。今月からもう町民の中に入って説明した時、議会は何もしません

よと。どうぞ、町長さん始め、一生懸命説明してくだいと。議会は何もしないで傍聴にだけ行くの

ですか。僕ね、議会の姿勢というのはどこにあるのかと思うのですよ。主体性が。この時、本当に

我々は何もしないで、私たちは総務文教常任委員会に任せていますからいいですとなるかどうか。 

 それで、結論の話が出ました。結論はね、例えば、我々は原因がこういう原因だということで、

議会としてはこういう原因だったということを究明したと。これだって僕はすごい立派な方向だと

思いますよ。それから、国のやったことがこういうことの最大の原因だと。議長と副議長で総務省

に抗議に行きましょうと。これだって、僕は立派な結論だと思いますよ。何か、26 億 7,600 万の結
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論を我々が出さなければ、結論ではないなんてことでは僕はないと思います。それに足を付けるこ

とも必要だと思います。もちろん、加藤委員が言われているようにね。だけど、私はやっぱりね、

考え方として病院の問題とこの問題がどこかで結論が出ていないから、出ているからやらないとい

う次元の問題ではないような気がするのですよね、そこは。だから、私はやっぱりそういう点で言

えばね、なぜ、必要かというのは、僕はそれだけの理論的な根拠があると。ですから、それはさっ

き言ったように、一つは町民に対する責任。それは自治基本条例に基づく責任ですよ、議会として

の。今、議長が言われたのは、結論が出ないからやらないのだということなのか。時間がやらない

ということなのか。そこをはっきりしないとね。つくらないという理由が明確にならないと駄目で

すよ。総務文教常任委員会でやっていただいた方がいいということなのか。だから、そういうふう

にしていかないと、今の中で採決するというわけにもいかないから、そうなると思いますから、私

は聞いているのです。どうぞ、議長。 

○議長（堀部登志雄君） そうであればね、やはり委員長が今回言われました、こういうことをね。

だから、こういう形で特別委員会をつくるのだという認識とですね、今、皆さんから出ている認識

と、それぞれ特別委員会をつくる認識が僕は違うような気がしているのですよね。皆さん、今、委

員長が言われた形で各会派の皆さんにこういう趣旨でつくるのだよと。 

○委員長（大渕紀夫君） いやいや、それはうちの会派が考えていることですからね。違うのは当

たり前ですよ。それはいいのではないですか。 

○議長（堀部登志雄君） そういう時点とね、私は今までの議論の中では、やはり大渕委員長が今、

言われたような形でつくるのだという形で、総体ではそうではないように私は受け止めていたもの

ですから。あくまでも、結果は求めなければならないというね。それで要するに、このあいだ町か

ら示された案についての前倒しみたいな形で早くやらなければ駄目だからやるのだよと、特別委員

会が必要ですとね。そういうような形でそれぞれの会派の代表の方が、それぞれの会派にそういう

趣旨で皆さんにつくってはどうですかという形で投げかけている結論がこちらにあるという具合に

認識したものでね。それで、今、大渕委員長がそういう形でつくるとなれば、それはそれでつくる

ことには、私は全くやぶさかではないなと思っているのですよ。 

○委員長（大渕紀夫君） 私が言っているのは、うちの会派で議論したら、そういう中身になった

のです。ですから、そういう視点で私はつくるべきだと思っているのですよ。それだけです。加藤

委員がその前に言われた、26 億 7,600 万のことを置いて何かやろうなんて僕は思っていませんから

ね。もちろん、そのことも含めてやらなかった何も意味ないわけですから。だから、私たちの会派

で議論されたのは、そういうことの中でやっぱり今つくるとしたら、そこまで掘り下げてつくらな

ければ駄目なのではないのかということです。ですから、結論は総括をすることも結論だし、中央

に行くのも結論だし、国が悪いなら国が悪いということも結論なわけですよ。それだって町民は納

得する中身ですよ。だって、６月 15 日の参議院で決まったことを再来年までやれということが無理

だということは、じゃあ町民はどれだけ知っているかということですよ。それだって、我々の一つ

の任務ではないですか。町民に知らせていく。そういう結論だって、僕はいいと思いますよ。この

最大の原因は６月15 日に国がそういうふうに決めて、そして、わずか１年半でやれと言うから問題
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ということだって結論の一つにはなるのではないですか。全部ではないかもしれませんけど。私は

そう思います。だから、結論が出ないというのであれば、私はそういうことも結論の中身になるだ

ろうと。最初から僕は言っているように、26 億 7,600 万に対する取り組みだけが結論ではないとい

うのはそういう意味です。そういうことで言っているのです。ですから、うちの会派ではそういう

議論をされたということです。加藤委員、どうぞ。 

○委員（加藤正恭君） 期限がどうのこうのという話がありますがね。期限は確かに我々の任期ま

でですよ。それはそれで一回、一区切りになりますね。ところが新たに選ばれた議会でも、この財

政の問題は必ず審議されなければならないと思います、当然。その間に、今度、新議会は 11 月に招

集されると、12 月、１月、２月、３月とまだ４ヶ月か５ヶ月はあるわけですよ、20 年度に入るまで

にですね。ですから、その時にはまた、全部が全部新人議員ではないのですから、何人かは現職の

人たちもおそらく入っているでしょうから、それはその時にまた特別委員会をつくって、そして、

今まで９月までにいろいろ議論した蓄積がありますから、それを持ってまた11 月からの新しい議会

の方の一つの参考資料と言ったらおかしいけれども、そういうふうに持って行って、できうれば、

３月の議会までに結論を出していくような方向に持って行くと。新しい議会のことまでここで議論

する必要はないことは十分承知しているけれども、それはそれなりにそういうふうに考えればいい

と思うのです。 

 それで今、議長と委員長との間の話でもあったのですが、総括という言葉が出てきましたけれど

も、当然、これは特別委員会の中で総括は必ず出てくると思いますよ。当然、当たり前のことです

よ。だから、どうしてこうなったかということを、原因があって結果があるわけですから。ですか

ら、それが一つの総括になるわけですけれども。そういうものを踏まえて、それではどうしようか

という問題が特別委員会で開催されていくのではないのかなというふうに思います。議長は一生懸

命、テーマが何ですかという話が、前回もそうなのですが、テーマというのはもう決まっているの

ですよ。だけど中身、どういうものをするかということは、どれをまず取り上げるかということは

新たな特別委員会で決めることであってですね、審議するテーマというのはこの財政問題だという

ことで決まっていますからね。名称はどのようにしようともですよ。その中で取り上げるものがど

れかというのは、今度、新たにできた特別委員会で議論すればいいことであって。だから、私は、

今、余計なことは言う必要はないのかもしれないけれど、土地の問題をこの特別委員会で取り上げ

たってね、なかなか解決できる問題ではないから、土地の売却の問題は別にして、それ以外のもの

の中からピックアップして、どれをやるかということは今後の特別委員会で決めていけばいいこと

であると思うのです。テーマが何というようなことをよくおっしゃるのだけれども、もうテーマは

決まっていますよ。財政の問題だということははっきりしている。ですから、その辺り、もう少し

積極性を持ってつくっていただくような方向に考えていただければありがたいと思いますね。以上

です。 

○委員長（大渕紀夫君） 他。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） いやいや、申し訳ない。ここでね、結論がなかなか出なくて、また、会派

に持って行かなければならないということになるとですね、帰って議論しても、また同じことなの
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だと思うのです。僕らは変える気はないのだけれども。あなたたちも変える気はないとしたら、つ

くるか、つくらないか、決を取るより仕方ないのではないですか。僕はそうしないと、会派に帰っ

て相談したって、また集まったって、また同じ議論をここで何回やっても仕方ない問題だと思うの

だけれども。特別委員会をつくるか、必要ないのか、その辺り結論を早くつくってですね、その後

のことは別の問題ですけれども、進めてもらいたいと思うのですけれどもね。委員長、どうですか。

全会一致が好ましいことはわかるけど、そうはいかないでしょう。 

○委員長（大渕紀夫君） 暫時、休憩します。 

休  憩    午後 ４時５４分 

                                           

再  開    午後 ５時１０分 

○委員長（大渕紀夫君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。今、議長のご意見を十分拝聴し

ながら、副委員長、また、事務局長にも入っていただいて、いろいろ相談をして参りました。それ

で、一つは特別委員会をつくるという過程の中で、やはりどういう形でつくっていくのか。また、

期間の問題等々、いろいろ議論あったとおりでございます。それで、一つはやっぱり直接26 億 7,600

万に踏み込むかどうかということと、また、議会としてできる中身ですね。議会として今までどう

いう役割を果たしてきたのか。また、どういう役割を果たさなければいけないのか。こういうこと

をきちんとしておく、そういうことも含めた特別委員会。申し訳ありません、私も今日言いました

からね。そういう議論が今までされていなかった。ですから、そういうことで言えば、今、町は非

常に多忙な中でこの再建の取り組みをやっています。ですから、議会が特別委員会をやることによ

ってね、必要に応じてきちんと説明には来ていただきますけども、のべつ幕なしに来てもらうとい

うわけにはいきません。ですから、議会は議会として、今までのきちんとした議会の取り組みがど

うだったのか。また、財政的な状況がどう変化していったのかということを自分たちは自分たちで

きちんと調べて、そして、やっぱりこういうことがまずかった、ここが良かった、新たにはこうや

るべきだというようなことも含めて議論をしていく、そういうようところが若干イメージになかっ

たのかなということも感じました。ですから、もちろん結論を出すのも我々、任期が11 月９日まで

ですから、十分なる結論が出せるとは私も思いません。ですけれども、そういう中で我々議会が、

何ができるのか、どうしてこうなったのかというようなことをきちんと調べていけるような特別委

員会が一つは必要だということであります。 

 それと、内部の意思の問題で言えば、やはり全員の合意形成がない中での特別委員会というのは

運営上うまくいかないだろうということもございます。同時に、総務文教常任委員会で取り組んで

いますので、総務文教常任委員長、副委員長の合意と言いましょうか、一定限度のご理解、これが

なければ、やっぱりなかなか大変ではないかと。今後の質疑の中でも大変ではないかと。当然、全

員となれば、今までどおりのままでやるとしたら、担当の常任委員会の委員長が正副になります。

そういうことになりますので、そういうことも考慮しなくてはいけないということもございます。

あくまでも今までのままで行くとそうなるという意味ですよ。そう決まっているわけではございま

せん。ですから、そういうことも含めて、実は追加議案の議論が 24 日にございます。今までで言う
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臨時議会が24 日に開かれます。私はタイムリミットはそこだと思っております。それで、誠に皆様

方お忙しい中で申し訳ありませんけれども、私が今、言ったことの意を十分酌んでいただいて、今、

私が言ったことはちょっといろいろな意味ございますけれども、そういうことを酌んでいただいて、

再度、会派会議をしていただけないかと、こういうことでございます。言えば、総務文教常任委員

会の正副委員長の理解度を増していただきたい。それから、特別委員会の中身がどういう結論を出

すかということについて言えば、きちんとした議会の取り組みの状況、それから、なぜこうなった

か、それから、我々がやれることは一体何か。同時にこの白老町最大の危機を町民と共に乗り越え

て行くためには議会がどんな役割を果たすかというような辺りの議論を再度ちょっと持ち帰ってい

ただきまして、申し訳ありませんけど会派会議をしていただき、24 日は９時半から議会運営委員会

ありますけど、ちょっと無理だと思いますので、７月 20 日の午後が空いていますので、20 日の午

後に再度、議会運営委員会を開きたいと。議会事務局との関係が今ちょっとあったように、そうい

うことでございますので、20 日の午後、再度この件につきまして議会運営委員会を開きたいと思い

ますがいかがでしょうか。13 時 30 分。それで、各会派に戻り今日の審議経過を再度、議論をして

いただき、20 日の 13 時 30 分より再度、議会運営委員会を開くというふうにいたしたいと思います

がいかがでしょうか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、委員長から会派会議を設けて20 日の議運までに持って来いと、そう言

うのだけれども。帰って会派会議を持った場合にですね、そういうふうにして理解できるのかどう

かね。僕らの会派は特別委員会をつくろうということで、全員ではないけれども、一応そういう姿

勢を取っているけれども。他の会派でそういう姿勢になるのかどうかね。結局、特別委員会をつく

るのだよと想定した会派会議を開いて理解を得ると、こういうことになるでしょう。いろいろなこ

ういう問題があるということを含めてですよ。ということは、総務文教常任委員会での所管をやめ

て、特別委員会をするのだと。それにはこうこう、こうなのだよという説明を会派でまとめろと、

こういうふうにとるのかな。 

○委員長（大渕紀夫君） そこまで行くかどうかは別にいたしましてね。やっぱり、今の状況です

と、各会派でご意見が違うご意見がございますよね。会派の中でもございます。ですから、できれ

ば、今日の議論の中で認識が違った部分もございます。議長とのやりとりもございましたけれども、

議長の捉え方は私が提起したような形での特別委員会は考えていらっしゃらなかったという想定の

仕方ですから。ですから、そういうことも含めて、できれば会派全体がよく理解できるような形を

取っていただくということで再度お願いできればとこういうことです。ですから、全員が一致する

という意味は、例えばさっき私が述べたように、総務文教常任委員会のメンバーの人たちが本当に

その中できちんと議論できるということにならなくてはいけません。そうなると、総務文教常任委

員会の正副がそういう立場になりますのでね、そういう人たちがやっぱりきちんと納得していない

と、なかなか運営もうまく行かないのではないかとこういうことも懸念されます。ですから、そう

いうことも含めてご議論していだきたいとこういうことなのですよ。議長。 

○議長（堀部登志雄君） それでですね、私も、今、委員長が言ったように議長もいろいろ話した

ということなのだけど。要するに、今まで特別委員会をつくってやらなければ駄目だという、そう
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いう考えの方は何を特別委員会つくってやるのかということの認識がやっぱり僕は今日になって２

つに分かれているような気がするのですね。ただ、26 億円の対策について、あくまでもこれをチェ

ックしていくのだと。これに対する議会の考えをまとめていくのだという具合に取られている部分

があったのではないかなと。だけど、先ほど委員長の方の会派で言われた、要するに議会としてね、

これは議会議員だけで結論というか、方向を見出せるものですから、そういう部分が入った特別委

員会となると、またこれは前のとはやっぱりちょっと僕は方向違うと思うのですよね。ですから、

それぞれの会派でどういう形で特別委員会をつくるのだというはっきりしたあれがちょっとこう。

今までは何となくそうだったものですから、それだったら特別委員会までいらないので、今の総務

文教常任委員会でいいのではないかという意見とですね、いやいや、特別委員会つくらなければ駄

目だと。そのつくらなければ駄目な趣旨というのは、ちょっと理解できない部分があったのですけ

ども。そういうことで、今、委員長が言われたように、そういう部分も含めて再度、特別委員会を

つくるか、つくらないか検討していただきたいという具合に私は受け取ったのですけど。それで皆

さんどうですか。 

○委員（加藤正恭君） 僕らの姿勢はね、特別委員会をつくるということで決まっていますから。

それは変わらないのですよ。ですけども、他の会派がね、特別委員会はいらないと言っているの

に・・・。そういうふうになるのであればいいのだけれどもね。そういうふうに全会一致するので

あれば問題ないのだけれども。また同じようなことになってしまったら、ただ時間だけ過ぎるので

はないのかと。 

○委員長（大渕紀夫君） 今、議長が言われたのは、そういう議論する中身が、議会は議会として、

今までの結果を見た、出ている26 億 7,600 万というものを議会としてはやっぱり容認してきた部分

もありますでしょ。そういうことの反省を、総括をきちんとしなくてはいけないということを私、

言いましたよね。ですから、そういうことも含めた特別委員会だということを議長はおっしゃって

いるわけです。そういう認識が今までは皆さんの中になかったのではないかと、こういうことを言

っているのです。いや、だから、全くなかったという意味ではなくて、そういうところが強調され

ていないから、そういうことも含めた特別委員会だよということを議長は言っているのですよ。 

加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 総括、総括と言うけれどもね、総括は当然、特別委員会をつくったら、な

ぜ、こういう数字になったのだということは必ず出ますからね。出てくる問題なのですよ。それが

総括なのですよ。だから、あの時にこうすればよかったなという反省も当然出るでしょう。しかし、

今ね、総括ばかりしていたのでは間に合わないということなのですよ。先に進まなければならない

問題があるから、それで、特別委員会をつくるのだと、こういうことで行かなければね、ただ、反

省をいろいろ議論したって過去が戻ってくるわけではないのですから。だから、今後のことを考え、

先を見なければならないわけです。僕はそのための特別委員会であって、その時に当然、過去こう

いうことがあったな、こういうまずいことがあったなということは、言葉には出ないけれども、調

査の中では当然出てくる問題であってね、口で総括云々なんて言っても、それは当然だと思うので

す。 
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○委員長（大渕紀夫君） だから、町民が理解するというのは、どこを理解するかと言ったら、な

ぜ、こうなったかということがわからないと次の取り組みになりません。それは、我々がなんぼや

る、やると言ったって、町民が理解して、納得してやらなければ駄目なのですから。だから、私は

なぜこうなったかということをきちんとすること。そして、そのために町民にどういう協力を得る

のかという議論を我々が今、するわけですから。ですから、そういう点で言えば、今までと違った

流れがあるのではないかということで、今、お話をしているだけであります。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それによって、総務文教常任委員会でいいよと、総務文教常任委員会でも

やれるではないかというのが反対派の、反対派と言ったら語弊がありますが、総務文教常任委員会

でいいという会派の人たちはそういうふうな姿勢がそういうふうになったことによって変わるので

すか。 

○委員長（大渕紀夫君） それはわかりません。ただ、私は先ほどから何度も言っていますように、

この特別委員会は合意に基づいてつくるべきものだと思っておりますので、正副委員長で相談した

結果、採決はしないで、もう一度延ばすと。それはこの次の中でどういうふうな皆さんのご意見で

どうするかわかりませんけど、今回については24 日という臨時議会がございますので、それまで間

に合いますので、ですから、それまで会派会議を再度持っていただきたいとこういうことです。加

藤委員。 

○委員（加藤正恭君） わかりました。もう一回。うちの会派には総務文教常任委員長がおられる

のです、これはもう事実ですから。昨日もそれを説得するために、説得するという言葉はちょっと

おかしいが、考え方をいろいろ議論して、そして、特別委員会をつくりたいのだという話をしたの

だけれども。我々の言うことは、先ほども言ったけど60％ぐらいは理解したと。だけども、私は立

場上、委員長としては素直に、ストレートにそう賛成はできませんと。わかりましたと。ですけど、

他の４人は賛成だから、会派としてはそういうことでいいですねと、その確認はしました。だから、

いいのですけども。あと問題は、うちらの会派だけのことを言えば、委員長、副委員長さんが今、

強力に一応、反対しているのですよね。ですから、委員長と議長とでもね、お二人に具体的にお話

した方が、僕らはわざわざ会派会議を開いて、また同じことを説明するよりもその方が手っ取り早

いのではないですかという気がするのだけども。 

○委員長（大渕紀夫君） それは駄目です。そういうふうにはなりません、全く。ですから、総務

文教の正副の皆さんが理解できるようなお話をしていただきたい。今、出ましたからはっきり言い

ますけど、そこで理解してもらえるようなお話をしてくださいということを今、言っているのです、

私が言っているのは。会派でですよ、もちろん。そういうことを言っているのです。私が賛成だか

らって、賛成の形でやるなんてことはできませんので、会派でそういう議論をきちんとしていただ

きたいということを言ったのです。今、加藤委員が言ってくださったから、はっきり言いますけど、

そういうことです。それはやっぱりね、会派できちんと。常任委員長がそういう形でというのはや

っぱり今後の運営の中で、もし、そうなったとしてもですね、ちょっとやっぱりまずいと私、思い

ますので。それとやっぱりね、総務文教常任委員長が今までは特別委員会の委員長になるわけです

からね。ですから、そういうことでやっぱりきちんと理解していただかないと。そういう形である
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というのはやっぱり運営上、私はまずいと思っていますので、そういう努力をできれば20 日までし

ていただきたいとこういうことであります。それは直接、加藤委員から出たからいいけど、出ない

のに言うというわけにはいきませんので。ご理解を願いたいと思います。吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 委員長と副委員長のいる会派できちんと説得をしてくださいということは、

特別委員会を設けるという方向性で行くための手法として取るということになるのですか。 

○委員長（大渕紀夫君） いえ、会派は賛成していますから。 

○委員（吉田和子君） 会派はそうなのですけど、こちらは違いますのでね。 

○委員長（大渕紀夫君） それはわかりませんよ、どうなるか。ですから、今の議論を持ち帰って

再度、議論してくださいということです。 

○委員（吉田和子君） 話が結局は平行線で行っているわけですから、本当はね、今日４時からま

でこうやって委員会を設けてやったということは、時間を早くやって行かなければいけないだろう

ということでやっているのですよ。できたら、臨時議会を自分たちでやって決めようという話まで

いって、そして、集中的に日程を早めてやったのが、最終的に24 日まで持って行きますということ

になったら、何のために今まで一生懸命やっていたのかと私すごく、そう思ったのです。急ぐと言

っているわりにはね。もちろん、合議制を取るということだから、これは仕方ないのですけれども。

じゃあ、こういった議論をされていることが来ていない方には伝わらないのですよ。もちろん会派

で私も言っているけど、何分の１言っているかなといつも自分で思うのです。同じ会派の人にね。

だから、そういう意味ではね、うちは一致していますから、ある程度伝えればわかってもらえるの

ですけど。今日もいらっしゃっていない方がいらっしゃいますよね。いらっしゃっていなくて、議

論もここのものを聞けなくて、それでまた持ち帰って会派で同じことになったら、何かそうなのか

なと私は思うのです。だって、なぜ、やるのかというのは町民に説明責任があると言ったら、なぜ、

こうなったのかということをやるのはもちろん当たり前のことですよね。だから、内容がなってい

ないと言うけれども、そうなのかなと私は思うのですよ。だから、ずっと聞いていて、それをまた

持ち帰ってというのは、何かね、そうなのかなとちょっと私は思うのですけどね。 

○委員長（大渕紀夫君） 気持ちはよくわかります。ただ、議会運営委員会というところはやっぱ

り合議制を主にするところです。その点について、ちょっと局長、もう少し詳しくやってください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、委員長言いましたとおり、自治基本条例の中の合議制の機関を

認識するという言葉があるのですよね。合議制って何かというのは、要するに意見をすり合わせる

ということですから、我をはることではないのですよね。それで、議会運営委員会の原則というの

は、採決は極力避けるという原則が書かれているわけですよ。今の場合はね、どっちが多数か、少

数化というのはわかりませんけど、多数の意見を尊重したり、少数の意見を尊重したりして歩み寄

るものだと思うのですよね。ですから、会派の意見であってもね、きちんとそれぞれ言ったものを

伝え合って、きちんと理解しないと、それぞれ我をはったままで平行線で行くのだと思います。こ

れは変な意味ではなくて、自分の身分に関係するものはそれでもある程度いいと思いますけど、あ

くまでも議会運営ですから、どっちに運営していくかという方向性を決めるわけですのでね、やっ

ぱりある程度言っていることを理解して尊重しながら、お互いに歩み寄らないと数の論理は平行線
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で行くのだろうと思う。たぶん今の状況でいくと、委員長言いましたように半分半分なのですよね、

極端に言うと。だから、委員長は採決を避ける。その部分だと思います。 

○委員長（大渕紀夫君） そういうことであります。ですから、吉田和子委員の気持ちも十分理解

できますけれども、確かに時間との勝負もございますけれども、しかしね、今、議会がきちんと議

論ができる場にするという意味で言えば、今の時間は必要だと思いますので。その前に議運を開い

て、臨時議会を開くというのは現実的にはかなり困難ですから、24 日に臨時議会が準備されていま

すので、今回についてはそれに合わせて。私はもっと早くやるという考え方を持っていたのですけ

ども、そうはいきませんので、そういう形で納得をしていただいて、各会派で議論を再度していた

だきたいというふうに思いますがいかがでしょうか。委員外議員、玉井議員。 

○委員外議員（玉井昭一君） 私も思うのです。まず、一つはですね、先ほど吉田和子委員が言わ

れたとおりなのですよ。それで、やるにしても議員に責任があるから、前回の議運で主張したもの

が、この次いないと主張したことにならないのですよね。だから、それは僕ははっきり言って無責

任だと思う。まず、一つね。 

 それから、このことによって１週間ずれるのですよ、間違いなく。今日 13 日で 24 日ですからね。

土日も入れれば１週間ずれるよと。３日前にやって、13 日と今日、緊急だからやったわけですよ。

みんなが万障繰り合わせて出て来ているのですよね。それで１週間延ばしたら、今日やった意味が

ないのですよね。それが２つ目。 

 もう一つはね、仮に今日の結論と同じになったとしますよ。その可能性はあるわけですから。そ

うなったとしたら、この次は時間延ばさないと思うのですよ。だから、それは合議制でやろうとす

る気持ちはわかる。議運はね、できうれば。みんな総意のもとにやるにこしたことはない。だけど

も、その時はやむなく賛否とるしかないと、私は今から言っておきたいのですよ。この辺も踏まえ

た中で進めて行くというふうにしていくべきだと思いますがどうでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君） 時間的な問題について言えば、言われるとおりです。それはそのとおり

です。何度も皆さんに足を運んでいただいているということは事実ですから、それはそのとおりで

す。 

 賛否の件ですけれども、それは賛否をとるかどうかというのは我々が決めることではないです。

当然、最後、24 日に向けてやると。それ以上過ぎたら、もう特別委員会はできないというふうに私

も思いますから、無理だと思いますので。そうなると、その場で状況を見ながら、賛否をとるかど

うかということも含めて皆さんにお諮りをすると、こういうふうになると思います。ですから、賛

否をとるかどうかということも含めて皆さんにお諮りをするということも考えなければいけないと

いうふうには考えております。他。誠に時間がかかって申し訳ありません。次回はそういうことで

一つお願いしたいと思います。 

                                          

     ○閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君） 以上で、本日の議会運営委員会を終了します。ご苦労様でした。 

（閉会 午後５時３５分） 


