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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 白老町財政健全化に関する調査特別委員会を開会いたします。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日、鈴木委員、熊谷委員、松田委員は欠席ということですのでよ

ろしくお願いいたします。 

 本日の会議は来週 24・25・27、この３日間における町民懇談会の進め方含めて総合的に皆さ

んとご意見を交わして進めたいと、こういう考え方で先般、この特別委員会小委員会が開催さ

れまして、そのたたき台としていろいろ議論いたしました。その旨、大渕紀夫小委員長から報

告をお願いしたいと思います。大渕小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） おはようございます。６月４日に小委員会をもちました。その内容に

ついてご報告を申し上げたいと思います。プリントが出ておりますけれども、町民懇談会実施

計画書というのがございますので、まずそれを見ていただきたいと思います。 

 最初に、懇談会を開く場所、日時について記載されておりますけれども、虎杖浜・竹浦地区

につきましては、虎杖浜生活館において６月 24 日、18 時から 20 時まで。同じく萩野・北吉原

は萩野公民館で６月 25 日、時間は同じでございます。白老・社台地区につきましては、白老コ

ミュニティーセンターで６月 27 日、18 時から 20 時までということで行うと。これは以前に発

表をしております。 

 次に、班の構成ですけれども、班編成は行わず全員参加によるものとすると。これも事前に

確認されております。 

 ２番目からが今回決めたことでございますけれども、役割分担、司会者は特別委員会が主催

ですので、特別委員会の委員長であります及川保委員長が司会者を行います。主催者あいさつ、

吉田和子副議長。自己紹介、これは各議員全員が短時間、手短に名前、所属の委員会等々を申

し述べるということでございます。経過の報告につきましては、堀部議長が行うと。次、答弁

ですけれども、基本は正副議長。質疑の内容によっては、各議員がせざるを得ない場合もある

でしょうということでございます。当然、挙手によって、また正副議長の指名等々によってで

すね、司会者がきちんと指名をして答弁を行うと、こういうことでございます。 

 ３番目、時間の配分ですけども、司会・自己紹介が 15 分。経過報告 15 分。経過に関する質

疑 30 分。町民との意見交換 60 分と。こういうことでございます。 

 ４番目、開催に係る確認事項ですけれども、会場設営、これにつきましては議員が主催です

ので、議員及び職員はおおむね開始１時間前に集合をして会場説明をみずから行うと。これは

栗山でも本吉町でもこういう形でやっておりますので、役場の職員の皆さんや議会事務局の職

員の皆さんが行うということではなくて、議員みずからが行うと、こういうことでございます。

記録については、録音と要点筆記。受付、参加者名簿は傍聴規則に準じてとらないというふう

にしていますけれども、文書の中に式次第がございます、そこにナンバリングを打ちまして配
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布をいたしますので、おおむね何人来たかということはわかると、こういう仕掛けにします。

ですから、式次第にナンバリングを打って、各町民の皆様に配布をするとこういうことでござ

います。看板は正面看板と入口看板とすると、こういうことでございます。めくっていただき

まして、名札は、町議の場合は記名札をここに付けます。それから、放送設備は事前確認をし

て、きちんと放送設備が使えるようにいたします。 

 会場の配置は下に書いているとおり、基本的な会場配置案。会場は横長の片方に議員席（机・

椅子・名札）、今までは縦長にやっていたのですけど、今度は横長にしましてね、広がるように

すると。なるべく町民の皆様に議員の皆さんの顔が見えるというような形でつくるということ

です。向かい合わせで町民席をつくりますけれども、町民の場合はいすだけと、こういうこと

にいたしたいと考えております。 

 次に、小委員会で議論した部分だけを申しますので、議会の町民懇談会の趣旨等というのが

ございます。これは、司会者がこの趣旨を言うのですけれども、ここは小委員会で確認をして

おりますので、この部分まで私からご説明をしたいと思います。 

 １．司会進行の趣旨ですけれども、新財政改革プログラムに対する町民の皆様の考え方を拝

聴する機会とすると。ここがメインでございます。財政改革プログラムに対する町民のご意見

を聞くということがメインでございますので、ここのところを一つお間違いのないようにお願

いしたいと思います。報告会の時間は全体で２時間。前段 30 分程度で「平成 18 年から議会が

特別委員会を設置し、議論してきた経過」の報告をさせていただき、その報告に対して 30 分程

度の質問を受けると、こういうことでございます。それで、議員が全員参加をいたしまして、

３日間・町内３カ所で開催をするということであります。 

 注意事項ですけれども、新財政改革プログラムの内容を具体的にどのような政策にするかは、

議会として現在、審議中でございます。皆様が町民の中に出て行く日も、午前・午後と質疑が

行われますので、審議中で未だ採決をしていないので個別のことに対して答えることにはなら

ないということです。これはその後の審議の経過どうなるかということになるわけですから、

そういう形でございます。当然、町民の皆様の意見を聞いて、それを議会は議会としてきちん

と反映できるような形をつくるために今回、町民との懇談会を行うということでございます。 

 混乱した場合は、退場またはこの会議を中止することもあると。これは、前回の町民懇談会、

議会報告の中に盛られていることでございます。 

 議員個人に対する質問は慎んでいただきたいと。 

 質問は一問一答として、続けてやり取りとなるような質問は受け付けないと。これはね、極

めて大切なことでございまして、司会者にきちんとその点を仕切っていただきます。それはど

ういうことかというと、一つの問題が出ると、それに対して関連だということでどんどん、ど

んどん質問が出るのです。これは皆さん経験あると思うのですが、初めてではない方は。これ

は避けたいと思います。なぜかというと、そういうふうにすると答弁する中身も始めと終わり

で全然違いますので、そういうふうにならないように一問一答できちんときたことに対しては、

そこで一たん区切る。関連質問はその後、答弁を聞いた後に関連質問でもいいからしていただ
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くと。これは、議会のルールとしては、議会も一問一答でやっているわけですから。関連質問

でどんどん、どんどん聞きますと際限なく出てまいります。そういうことは避けるというふう

にいたしたいと思います。 

 あと、配布する書類につきましては、お手元にある部分を、配布を町民の皆様にして、そし

て、懇談会を行うと。 

 当然、経過報告につきましては、議長がされるわけですけれども、その要旨も書いておりま

すけれども、そこの議論は、我々はしておりませんので、それまでの範囲といたしたいと思い

ます。以上で小委員会の報告を終わります。 

○委員長（及川 保君） ただいま、先般の小委員会の報告がされました。今、説明ありまし

たけども、小委員会の中で議論された内容でございました。この中で皆さんから何かございま

したら、ご意見を伺いたいと思います。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本です。小委員会の方に２点だけお尋ねしたいと思います。 

 まず１点目は、町民に対しての懇談会の周知の手法ですね。どのようにして周知される、ま

たは、されているのか。これからされるのか。この点を一点お尋ねしたいと思います。 

 もう一点、? の時間の配分のところにございます。経過に対する質疑 30 分、町民と意見交換

60 分とございますけれども、イメージとして、この質疑と意見交換のすみ分け、違いというの

はどういうことなのかをお尋ねしたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕小委員長。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。周知の仕方について、すみません、議会事務局から報告を

していただきます。 

 時間配分の件ですけれども、これは町民の皆様のほうにですね、この時間配分はお知らせは

しておりません。それで、小委員会の議論の中でですね、多分今までの経過が相当厳しくくる

のではないかという実際のご意見があったのでございます。それで、おおむねその程度で、趣

旨は町民に財政改革プログラムの中身についての意見をいただくということが趣旨ですから、

多分メインがそこにいきかねないという配慮のもと、おおむね 30 分で司会者に切っていただき

たいと。ただ、それは町民の皆様の気分、感じでもございますから、むやみやたらに 30 分たっ

たからやめるとかではなくて、そこは配慮しながらも、趣旨はそこだということをきちんと理

解していただきたいということでのおおむね配分でございます。ただ、これから皆さんからご

意見出ると思いますけれども、小委員会で危惧されているのは、今までの経過についての質疑

がかなり厳しい形でくるであろうと。それはもう当然ですけれども、受け止めるということで

ございますけれども、そこを配慮した時間配分だというふうにご理解いただければよろしいか

と思います。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私から周知の方法をどのようにということですが、これにつき

ましてはですね、既に周知してございまして、６月号の町の広報に行事予定とは別段に一枠設

けてもらいまして載せていただきました。町の４日からやりました報告会と多分横並びで載っ
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ていたかなと思います。 

 それともう一つはですね、最後のほうに当時のレジメありますけど、レジメの後ろにチラシ

が印刷されていますが、これについても多分６月中に町内会回覧でお回ししてございますので、

大体もう 16、17 ですので、既におおむね回られているのではないかということでおります。 

 それと直近に、これはご依頼という形になりますけど、報道機関通じて載せていただければ

載せていただくような周知、これから報道のほうにしていきたいとそのように考えてございま

す。私からは以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今のことで。町民に周知ということなのですけど。この町民懇談会の

この紙はですね、一戸ずつ戸別に配布したのでしょうか。それとも回覧なのでしょうか。前回

のときも確かそうだったのですけども、日程とか場所とか書いているのですけども、回覧だけ

だったものですから、結局、町民になかなか周知していただけなかったというのが一つ。 

 それともう一つですね。この間、町の説明会のときにやはり、そこの方から意見がありまし

たけども、非常に枠入りの小さなところだったものですから見逃してしまったと、町の説明会

が。そこのところと横並びに町民懇談会が議会としてあるというふうには書いてあるのですけ

ども、非常に小さな枠でですね、これ本当に町民に来ていただきたい、来てもらいたいという

趣旨でつくってあるのか、報告なのかという意見が出ていましたのでね。今回も、もし、そう

であれば、この間の町民説明会、白老町のところは 10 名いたか、いないかぐらい、議員を抜か

したらそういう感じでしたのでいかがなものかなと思っているのですけど、どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これの部分はですね、正直言いまして、回覧です。町内会の班

ごとに回覧するようにさせていただいております。多分、６月の頭にすべて文書は発送されて

いますので、大体、日程等も記憶が薄れてきているかなとは聞きますけど、最後は報道機関に

載せていただくことによって、直近がわかるのではないかと思っていますので、そういう報道

にもご依頼させてみたいなと思っています。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） やはり今回の町民懇談会は、白老町の財政改革プログラムに対しまし

て町民の皆さんにね、どのようなお考えを持っていらっしゃるかということを広く意見を聴取

というのであれば、やはりそういうような形というのはですね、本当に意見を聞く気があるの

かと。反対にね、住民の方々から問われかねないような周知の仕方ではないかなと。ただ単に

議会報告会を開くだけというのをちょっと趣旨が違うのではないかなと。もうちょっと報道機

関にお願いしてと言いますけども、実際にそれでは報道機関でどれだけの紙面を押さえていた

だけるかというのは非常に疑問ですしね。私個人としましては、これを全戸配布するくらいの、

そのくらいの気持ちがなければならないのではないかなと。町民の皆さんに関心を持って来て

いただけないのではないかなとちょっと感じているところなのですけどもどうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 大渕小委員長。 
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○委員（大渕紀夫君） これは、議会が決めたことです。局長が決めたことではございません。

小委員会は各会派から代表が出ているのです。小委員会の中できちんとお話をして、その旨、

小委員会の中で反映していただかなければ、これは議会の事務局長の責任でもなければ、町の

責任でもない、議会、我々全員の責任でございます。そのことを小委員会の中できちんと確認

しておりますからね。小委員会にきちんと意見を上げていただかなければ。議会の中で誰が悪

いとかではなくて、議会が主催でやるわけですから。その旨をきちんと小委員会に反映してい

ただかなければどうにもならないことです。そういう判断の中でこのことをやったということ

だけの理解はしていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） それでは、小委員会に意見が上がってこなかったからどうのこうのと

言うのであれば、今回それでは、別に私たちの意見を聞く必要はないのではないですか。私、

今回こういうふうにやりますと言うから、この方法だけでよろしいのでしょうかと。議員の皆

さん、いかがですかと聞いたつもりです。私は局長にこれを求めたわけではございません。そ

れで今、大渕委員がおっしゃったような考え方で小委員会にこの意見が出なかったというので

あれば、何のために今、全員で話し合う場を持つのかよくわかりません。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） きょうの会議は、この懇談会をどう持つのかということでございます。

もちろん、どのような意見を出されても議会ですから構わないと私は思います。それで、この

周知の仕方が問題があるということであれば、まず、会派でどのような結論を出し、小委員会

の方にどういう依頼をしたのかということをきちんと自分で反省をし、その後に皆さん、こう

いう周知の仕方でいかがでしょうかと議員の皆様に投げかけるのであれば、それは投げかけて

いただいて、各委員の皆さんのお話を聞いていただければいいと思います。ただ、小委員会で

はこのことをやるということはもう決まっていることでございます。皆さん、承知しています。

どなたも、議会の議員の皆さん知っていますよね。知らないでやっているわけではないですよ。

そのことを小委員会に会派代表で一名ずつ出て、きちんと議論をしているわけです。議会のル

ールというのは、そういうことを積み重ねていくのです。その中で例えば、会派の中で出てい

た意見が小委員会で反映されなかったと。だから、皆さんおかしいのではないのですかと。そ

れもちょっと変ですけどね、会派の中で意思統一されていなかったら。ただ、そういうルール

のもとに行われているのですよ。やることはみんな知っているわけです。小委員会やることも

会派で言えばわかりますよね。そういう中で議会というのは反映して、決めていくものなので

すよ。そういうルールがきちんとなくて、私は物事を決めていくことはできないと思います。

ですから、私は今、言っているのは、もし、西田委員が納得できないのであれば、皆さんにこ

ういう形でいいのですかと。それは構いません。いくら言っていただいてもね。私は、小委員

会の中ではこういう結論を出して、今、周知したわけですから。私はそれで小委員会の中でも

納得もきちんと得ておりますので、それ以上のことは、私は申し述べることはありません。で

すから、そういう小委員会をなぜつくったのか。なぜ、会派の代表なのかということをご理解
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の上に発言をしていただかなければ、議会としては進んでいかないのですよ。そこの点だけは

はっきり申しておきたいと思いますし、その後のことであれば、皆さんにお聞きしたいのであ

ればどうぞ、お聞き願ったらいいと思いますよ。ただしそれは、会派の中でどういう議論をし

たかということを含めて発言していただかなければ、小委員会をつくった意味ありませんから

ね。会派から代表がちゃんと出ているのですから。そこのところを置いて議論するというわけ

にはいきませんから、そこのところをきちんとしてから発言していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、大渕委員がですね、会派で決まったと言っていました。私は無会

派なのですよ。そして、これは特別委員会の小委員会を会派でやっていますけども、会派が特

別委員会を牛耳っているわけではないのですよ。牛耳っているという言葉は適切ではないです

が。それでは無会派の人はどこで、小委員会で物事決まっているのなら、無会派の発言はここ

ではできるけど、それでは今、大渕委員は小委員会で決めてしまったと言っているのですよ。

それでは私はどこで意見を言えばいいのですか、委員長。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 前田委員は無会派ですから、ぜひここで言っていただきたいと思いま

す。同じ意見であれば、私ちゃんと答弁いたしますから、どうぞここで言っていただければ、

私は構わないと思います。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 意見は言いますけど、先ほどもう決まってきたという言い方をしたの

ですよ。そうしたら、私の言った意見はくみ取ってもらえる可能性はあるのですか、ここでは。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 当然、小委員会は特別委員会の中の小委員会でございます。ここは全

体の会議でございますので、それが、皆さんの合意のもとに変更をするのが妥当ということで

ここで決まれば、小委員会の意見は、私は変えられると思いますよ。それは変えるべきだと思

います。特別委員会は全体の正式な特別委員会です。小委員会も正式ですけれども、そこから

の問題提起で、小委員会で決まったことは事実でございます。それを今、特別委員会の中でご

議論願っているわけですから、当然それが皆さんのご意見でそういうことがそうやるべきだと

いうことであれば、私は変えて構わないことだし、変わるべきではないのかなというふうに思

っておりますけれども。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 建前論の流れからいけばそういう形ですけど、大渕委員は、冒頭で小

委員会が会派の意見を集約して決まったという言い方をしていますので、その辺については十

分気をつけていただきたいと思います。少数意見を十分尊重するという言い方は、大渕委員も

所々で言っているのですから、そういうことをですね、先ほど決まった、会派で決まったと意

見をくみ上げたという言い方をしているのですから。その前後の話は別です。そういう部分に

ついてだけはちょっと私も疑問を感じます。 
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○委員長（及川 保君） 10 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 会派の代表が小委員会を構成するというのは、ここで決まったことで

す。その小委員会で決めたことは決めたことなのです。それが会派の代表というか、小委員会

で決めたことが決めたことではないという報告になりますか。前田委員の言われている意味な

のですか。具体的にどういうことが問題で、何をどういうふうに変えてくださいということ言

っているか、具体的にきちんと示してください。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私は無会派です。今言っているのは、会派の代表が入って決まったと

いうことですので、特別委員会は正式に積み上げしていますけども、だけど、そこでは案を練

ってきて決めた話になっているけども、それを受けられる姿勢は、先ほどあると後から言いま

したけど、前段でそういう物の考え方をやっぱり言っていただかないと、西田委員も提言的に

意見を言ったのだけど、それはもう会派で決まっているよというような、押さえつけたような

意見でしたのでね。そうではなくて、やっぱりもっと小委員会は一つの方向性を組み立てて、

ここで皆さんに議論をして。先ほど大渕委員も言ったけども、そういう意見であれば、そちら

の方向で皆さんのご意見であれば聞きましょう。そらならわかりますよ。でも、前段部分につ

いて、私はそう思ったから言ったのです。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 思ったから言われたと今おっしゃいましたけども、私が聞いたのは、

具体的にどういうふうに小委員会を改善しなさいということを言っているのですか。小委員会

で決めたらだめだということですか。私は、小委員会も会議ですから、ここで決めたことを報

告しなければ、皆さんに誰がその小委員会の責任を追うのですか。何のために議論するのです

か、小委員会で。ですから私が言っているのは、そこで決めたことは事実です。また小委員会

の構成は会派から選ばれて、そして構成しているのも事実でございます。その中で決めて、そ

れを報告すると。当然ですよこれは。その中で質疑があれば質疑をし、無会派の方のご意見、

当然これは小委員会に反映されていませんから、この中でご意見を言われたら当然それが皆さ

んの認識になれば、それは変わることもあり得るというのも、これも当たり前だと私は思いま

す。それ以外に今、前田委員がおっしゃいましたけれども、何をどのように小委員会を変えれ

と言っているのか、具体的にきちんと言っていただきたいのですよ。そうでないとね。そう思

うということではないのですよ。我々、小委員会はそういうことで決めたのですから、その中

身が何なのか。西田委員の質問と前田委員の質問は全く違いますから、質的に。違うことです

から。ですから私はここで前田委員はどのように小委員会を運営すれということでおっしゃっ

ているのか、具体的にお話を願いたいとこういうことでございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ただ私は、当初言った部分は、小委員会が会派の代表で構成されてい

るけども、そしてそこで自分が言ったことは、そこで決まってきたのですよという形は、私は

その時点での、それでは無会派の人がその小委員会に入っていないのですけども、その部分の
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意見はどうなのですかということを聞きたいわけです。その後は、私は言っているように、委

員会で決めてというか、整理をしてきていることについては、私は何も否定しているわけでは

ないです。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私は議会運営上のことはきちんとしなければだめなのですよ。思って

いるとか、そうだったとかというのではなくて。私はちゃんとはっきり言っていますよね。無

会派の方は小委員会に入っていらっしゃらないのです。それはここで反映すると言っています

よね。そして前田委員は、そうではないとおっしゃったのですよ、私に。そうしたらそのこと

を聞いて、どういうふうに小委員会を運営すればいいのか、具体的にお示しを願いたいと言っ

ているのです。そうでなければね、議会運営上のことは進んでいきませんよ。そういうね、私

はこう思うとかそういうことではなくて、こういうふうにすべきだということをきちんと言っ

ていただかないとわからないのですよ。前田委員と西田委員が言っていることは、全然、本質

的に違う中身ですからね。それから会派の代表ではないですよ。会派から選ばれてです。みん

なで決めたことですよ。前田委員もいらっしゃったでしょう。その中で決めているのですよ。

そのことに対して、会派の代表が出ているとかではなくて。それはもちろん会派の代表という

言葉でもいいですよ。だけどそれは会派から選ばれた人が出ているのですからね。正確に物事

を一つ一つ具体的に判断をして発言をしていただかないと。僕はね、あいまいなことではだめ

だと思うのです。問題提起されたのだから、どこが問題があって、何を具体的にどう変えるの

かということをきちんとしていただかないとだめだということなのです。ここできちんとして

ください。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私はですね、初めの小委員会を選出するときに、私は何も意見を言っ

ていませんから。そのときのことで話をしているのでもないと思いますけど。ただ、私は委員

会がどうこう大渕委員が冒頭に、会派に選ばれた人の小委員会で決めたと言ったから、私は、

無会派はどうなのですかと言っただけですよ。そこの部分ですよ。 

○委員長（及川 保君） 前田委員ね。小委員会は今、当然、無会派の委員さんはおられない

のですね。ですから今、この特別委員会、小委員会の会議を受けた特別委員会で今、会議を開

いて、それで皆さんの無会派の委員の皆さんも含めたご意見を伺って、来週の町民懇談会をス

ムーズに開催できるように全体に諮ってね、全体の意見を伺って、改めて挑もうと、そういう

趣旨ですから。余りそういう部分にこだわらず。それは皆さんで決めたわけですから。小委員

長も今、言われたように、各会派の代表ではございません。各会派から一人ずつ選んで小委員

会を設置していますから。今、それの報告を受けて、小委員会で大体、大まかな部分は決まっ

たわけですよね。それをご意見を皆様方に伺ってございますから、ご理解いただきまして。た

またまね、西田委員の件についてということで質問があったものですからね、受けたわけです

けども。その部分でご理解していただきたいと思います。 

 もう一方、西田委員のご意見であります。これは確かに非常に重要なご意見であります。本
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当に大半の、全町民が我々の議会の懇談会を開催するにあたって、周知をいかにすべきかと、

こういうご意見で。私どもがこれをつくって周知を回覧という形でね、局長から説明あったよ

うに、回覧という形で周知をしたのですが、それで十分かと、こういうご意見でございました。

この件について、ちょっと皆さんのご意見を伺いたいなというふうに思います。 

 私は、実はこの回覧にあたって、いろいろ小委員会の中でも議論して、この形で今、局長が

説明した形で周知しようと。そしてさらに報道関係も含めたご理解を得て周知しようと、こう

いう計画であったわけでありますけども。当時、そういうご意見は出されなかったように、実

は記憶しております。ですから、来週という段階になってね、本当に今、こういう意見は出た

のですけども、可能かどうかも含めてね、それともう一つは、周知は皆さんのほうに回ってお

られるかと思いますけども、この周知の方法で本当によかったか。来週の話ですから、今どう

こうするというふうにならない部分もあるかもしれません。それでも、皆さんのご意見を伺っ

ておきたいなというふうに。いかがでしょうか。何かありますか、まだ。３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私、周知の方法について意見、皆さんにどうなのでしょうかと聞いた

つもりでしたけども、大渕委員から、会派の選ばれた人たちで、小委員会で決めたことである

からと。そのときに結局、会派の中できちんとした意見の集約ができていなかったのではない

かという意見が言われましたので、私の意見は取り下げさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 今、本人から取り下げるという意見が出されました。いずれにして

もね、私の判断する限りにおいては、来週のもう火曜日から実は始まるわけですから、これを

また変更してどうのこうのするという形にはならないと。ただ、ぜひ、西田委員が言われた意

見をもう少し早い段階でね、小委員会に反映されるような形で出していただけたならありがた

かったかなというふうには感じております。 

 それでは進めてまいりたいと思います。全体の中で今、ご意見を伺っているわけですけども、

小委員会で大よその概要を決めたわけですけども、皆さんから進行方法を含めてご意見があれ

ば伺いたいなというふうに思います。局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料の概要を説明しますとですね、最後にレジメと、先ほど言

いましたチラシ、それと議会広報の特集号、それと概要版、これについては当日、参加された

町民にお渡ししようと考えている部分です。その前の想定問答と雑誌のコピーですね、これは

皆さんの参考資料としてお考えいただきたいと思います。 

 想定問答につきましてはですね、昨年の９月ですか、町が説明に行くときに議員さんが傍聴

という形で、質問があったときにということで議長中心に案をつくったものですので、今の現

状とはちょっと若干合っていないと思いますので、これも参考にしていただきたいと思います。 

 今、議論していただくのは計画書と趣旨ですね。これと町民にお配りする資料はこれでいい

かどうか。この部分だと思います。 

○委員長（及川 保君） 皆さんのお手元に配布されているとおり、まず、小委員長から説明

があった計画書ですね。そして懇談会にあたっての趣旨ですね。それから次に、町民懇談会の

経過報告になっております。これが一応、議長に報告をしていただく主な事柄を皆さんにもお
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配りしております。想定問答ですけども、これは多分、今回もつくっていかなければ、想定し

ておかなければいけないのではないかと。これは今、前回のものをそのまま皆さんのお手元に

お配りしているわけですけども、その辺の議論もしていただきたいと。 

 あと、町民の皆さんにお配りするものはこれでよろしいかという、局長からのお話もありま

したので、この部分についてもご意見があれば伺いたいなというふうに。 

 前回の小委員会の中では議会だより、前議会の特別委員会の特集号がございます。それは懇

談会の席には設置しておこうという話し合いになっております。もう一つは、改革プログラム

の概要版ですね、これについても設置をしようと。この２点については、必ず設置しようとい

うお話の内容になっております。 

 そのほか、また皆さんからありましたら伺いたいと思います。 

 小委員長、特にほかは決まったことはなかったですよね。10 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） きょう、やっぱり皆さんとね、議論をしたほうがいいなという意見は

ね、小委員会の中で出たのは、町民の皆さんを説得するとかそういうことではなくて、意見を

聞くのだけれども、少なくても経過に対する質疑はたくさん出るということが予想されますよ

ね。そういう中で、そこの対応についてはね、皆さん方のご意見をいくらかでも聞いたほうが

いいのではないかというような意見は出ていましたので。議会だより特集号が配布されるわけ

ですけれども、町は総括的な意見聴取しているのですよね。10 月ですか、しているのですよね。

議会はそれをしていないのですよ。そういうことに対するご意見がたくさん出ると思われるの

で、その辺の対応をどうするか。対応と言ったらおかしい。議会としてどう考えるのかという

あたりは、少し議論をしておいたほうがいいのではないのかなという意見は小委員会の中で出

ていたということでございます。 

○委員長（及川 保君） そういうことでございます。前議会の特別委員会でこうしようとい

うことについてはですね、選挙直前だったということもありましてね、それができなかったと

いう状況になっておりますので、そのあたりの部分が今、出てくる可能性が高いなと。これを

きちんと説明できるような状況にさせておいたほうがいいというようなことであります。14 番、

氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 想定問答の言葉の整理をちょっとして、それからいろいろな議論に入

ってまいりたいと思うのですけども。８番の「議員定数を削減する必要があるのではないか」

という部分です。「次の選挙から定数 20 人を４人削減することとした」と。この次の選挙とい

う部分はですね、これは今回の問答には。 

○委員長（及川 保君） これはね、全く前回と同じものを皆さんに出しているわけですから、

そのあたりはきちんとやっぱり整理して、想定がもしあるというのであれば、きちんと考えた

いと思います。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 意見というよりも、若干心配されることを述べたいなと思いますけれ

ども。前回、前々回のこの特別委員会の中でですね、おおむね個々の議員さん、それぞれ、い

ろいろ違った意見もあるかとは思うのですけれども、割とですね、おおむねですね、今、町で
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やろうとしております財政改革プログラムですね、これを町は何としても 10 年間のうちにでき

るだけすべてきれいにして、町内の人たちに禍根を残さないようなことでやっていこうという、

こういう内容になっていると思うのです。しかし、特別委員会の中ではもう少し緩やかな方法

で、例えば町民の負担等もですね、もう少し緩やかにできないだろうかというような意見も結

構出たと思うのですよ。議員の中にもね。私も多少それに近いような意見を述べさせていただ

いたと思うのですけどね。その辺が行政、町のほうの考え方と若干異なる部分がございますの

でね。そこのところを当然、町民の意見は伺うことはできるけれども、それに「わかりました。

それを何とか。我々も同じ考えを持っているので、このようなことで行政に反映してくれ。」と

言っても、これはなかなか難しい部分も現実には出てくるのかなというところもありますので

ね。その辺で本当に、聞き方、進め方、また、意見を求められたときの表現の仕方、非常に難

しいものがあるなということは懸念されるかなと思っております。 

○委員長（及川 保君） 山本委員のご意見はもっともでしてね。小委員会の中でもこまかな

ところで議論はされておりましてね。その部分は当然、町民に対しての言葉、議会の考え方と

いうのは、当然、議長にやっていただくものですけども、議会がそれをどうするこうするとい

う段階では今、物は言えないわけで、この討論の仕方は非常に今言われたことを十分注意した

中でしなければいけないなというのは、話は出ております。懸念という形で今、山本委員から

出されてきました。皆さんからもそういう意見があるのかどうか。町とね、議会というのは当

然、一線を引いた中での話ですから、そのことについても今、特別委員会で議論しているわけ

ですから。９番、斎藤委員いかがでしょうか。 

○委員（斎藤征信君） 今の話、よくわかるのですけれども、議会の立場ということで言えば、

議長、副議長などの発言というのは、やはりそれなりに気をつけなければならないことだろう

と思うのですよ。それで、あと一般の議員がいろいろ話をしたときに、町民のほうで議会が全

部一丸になって一枚岩だとは思っていないわけですよね。それぞれ違うのが当たり前で、この

人がこういうことを、この人だからこう言うだろうというふうなことはよく理解しているのだ

ろうと思うのですよね。余りそこら辺をきめ細かにやってしまうと、聞いているほうは、何て

言うのですかね、型にはまってしまって、「何だ、そんなことは聞かなくてもわかるよ。」とい

うような答弁だけになってしまうというね。せっかく来たのに新しい発見もなかったというよ

うな集まりであっては、かえってね、うまくないのではないかという気はするのですよ。町民

の率直の意見を聞くのであれば、議会としても素直に物をしゃべってね、理解してもらうとい

うようなことがあってもいいのではないかと。もちろん、議会の品位というのですか、権威と

いうか、そういうものを守らなければなりませんので、やはりそれが第一で優先しなければな

らないということだけはよくわかる。だから、余り四角四面になる必要もないのではないかと

いう気はするのですけどね。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕、今、思うのですけどもね、例えば前段の質疑、今までの経過報告

の中での質疑に対しての答弁というのは、斎藤委員が言われたような部分もあるのかなと思い
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ますけども。その一歩踏み込んで今回は、この財政改革プログラムについて町民からの意見を

聞くということが趣旨である以上、そこに対しての個々の意見というのは、そこで言ったとこ

ろでそれが今、審議中である事柄である以上ね、余りそこに答えとしてはそぐわない話になっ

てくるのではないのかなと思うのですよ。あくまで、どういった意見があるのかということを

まず町民から聞くということが一つの趣旨であると思いますのでね、そこで議員個々の思いを

話したところで、今回の町民懇談会の意味が成り立たないような気がするのですよね。僕はそ

ういうふうに思っています。そういう理解のもとですね、今回の、当初、今までの議会が行っ

てきた経過報告をまず、そこで一回締めてですね、その後、この財政改革プログラムにしっか

りとした意見を出してもらうということが狙いで、今回のこういったタイムスケジュールにな

っていると思いますのでね。私はそう理解しています。ですから、個々の意見を出す場という

のは、僕はほとんどないと思っていますのでね。ですから、本来の趣旨にのっとった司会進行

をしていただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） それぞれ皆さん、非常に一議員としてのはかない部分はあろうかと

思います。しかし、白老町議会として町民の皆さんのご意見を伺うという趣旨からするとね、

今回、全員で進めようとしている懇談会でありますから、そのあたりは十分理解されるような

形で何とか進めたいなというふうには思っております。 

 小委員会の中では約 15 分でしたかね、とって、前議会の特別委員会で決めた中でのこの部分

については 15 分程度の実は質疑を行おうとはしているのですよね。皆さんが今、出されたよう

なことは十分、実は小委員会の中でもされておりますのでご承知おき願いたいと思います。 

 それともう一つは、今後、この特別委員会にかかわらず、広報広聴常任委員会がございます

のでね、こういう形では、小委員長が冒頭に、班の編成という部分でお話していましたけども、

この部分についてはぜひ今後、班ごとにやるべきことがやっぱり基本だなと。全体 16 人が行っ

て、ほとんど参加するというだけの懇談会になるということからすると、やっぱり、そのあた

りが皆さん、思いがいろいろあろうかなとは思うのですけれども。今回は 16 人という全議員に

よる懇談会ですから、ぜひ、ご理解をお願いしたいと思います。余りご意見が出されないよう

なわけでありますけども、大まかにおいてはよろしいですか。この開催要領といいますか。16

番、堀部登志雄議長。 

○議長（堀部登志雄君） 委員外議員ですけども。ちょっと皆さんで大いに議論していただき

たい。こういうふうに資料が配られていますよね。例えば私の、現時点で小委員会で方向性が

出ている中では経過説明は議長がやるという形になっております。それで大体、趣旨としては、

こういう内容のものを 15 分程度で報告するということでございますのでね。これについて、い

や、こういうことではなく、もうちょっとこういうことも話したほうがいいのではないかとい

うような意見を聞かせていただかないと。過去の懇談会の例からいってですね、答弁するのは

議長、副議長になるのですけども、その段階で、「いやいや、議長、そんな答弁されたら困るの

だよな。」というようなね、後で皆さん、議員の方からそういうこともね。やっぱり、「いやい

や、ああいうぐあいに言うべきではないのではないか。」とかっていろいろなことがあると思う
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のです。だから、あったと思うので、やはり議長の経過報告はこういう趣旨でやって、これで

いいだろうと。おおむね、こういう形でやってくれと。 

 それともう一つ。想定問答集。例えばこういうものが出たら、こういうぐあいに答えますよ

ということでの問答集なのですよね。だから、私もこれにそった質問が出ると、経過説明では

私が答弁しなければだめなものですからね。「いや、この答弁ではなく、もうちょっとこういう

形で答弁したほうがいいのではないか。」というようなことをきちんと皆さんに諮って、こうい

う答弁でいいよと。例えば２番目。「深く反省しなければならない。」とかって、こちらはやっ

ぱり言わなければだめなのですよね。だけど議員によっては、「反省する必要はないだろう。」

とか、「これはね、やはりもうちょっと言い回しあるのではないか。」というようなあれがある

と思うのですよ。全体を代表して答えるわけですから、個々が「いや、おれはそう思っていな

いよ。」と言われても困るから。その辺ね、一字一句こうしろというのはないと思いますけど、

そういう思いで、こういう形で答えていいよというようなことまでやっぱり皆さんでちょっと、

「これでいい。」「いやいや、この辺はもうちょっと表現変えたほうがいいよ。」というようなこ

とがありましたらね、ぜひその辺も議論していただければありがたないなと。特に経過説明は

皆さんご承知のとおり、昨年やったときにもかなり厳しく出ていましたのでね。この辺につい

てのことは、十分話していただいて、そういうことをこういう形で議会を代表して議長が答弁

すべきだというようなことも、できれば議論していただければありがたいなと思うのです。そ

れでないと、議長の独断でその場によって、やっぱり言ってしまう可能性がありますのでね。 

○委員長（及川 保君） わかりました。議長の答弁するにあたって、こういう答弁をしてい

ただきたい・・・、そんなこと・・・。やっぱり白老町議会の議長でございますから、ぜひ、

自信を持ってやっていただきたいなと。皆さんから注文ありますか。 

○議長（堀部登志雄君） いやいや、それを聞きたいのです。聞かせていただければありがた

いのだけどな。 

○委員長（及川 保君） そうですか。皆さんから、今、議長が話されたようなことで、こう

してほしいというようなことはありますか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 進行について。今ここに経過報告やら、想定問答やらが出ているわけ

ですけどね。この内容をずっと大まかに概略説明を聞いて、ここはこういうふうに、こういう

ことを付け足したらいいのではないかとやっていくのではなかったのですか。 

○委員長（及川 保君） そうですよ。 

○委員（斎藤征信君） そうしたら、上から順番にやっていかなかったら漠然として、どこか

らどういうふうに話していいか、どこに問題があるのか、今これを渡されたままでね、すぐに

言えと言ったってね、なかなか言えないですよ。 

○委員長（及川 保君） そうですか。大体、みんな、了解のもとでもあれかなと思ったら。

ごめんなさい。私の進め方が非常にまずかったようです。全体として話をしていると非常にま

ずいですね。飛び飛びになってしまいますので。 

 それでは、一つ一つやっていきましょう。まず、実施計画でございます。場所、時間等につ
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いてはね、日時含めてこのとおりに進めてまいりたいと思いますのでご理解をお願いしたいと

思います。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今、実行計画のほうですのでね、ちょっと、ここでお話しておきたい

のですが。議長の経過説明ありますよね。その前に私があいさつするのですけれども、この前

に、いまさらというのがきっとあると思うのです。今までしなかったことというのは経過報告

の中にないのですよ、議長の。経過報告の中に、議会としてもっと早くやるべきだったのでは

ないかという声がありましたよね。それに対してはやらないできたわけです。そのことは議会

広報の議会だよりであるのですけれども、本当これを皆さんが読んで参加してくださっていれ

ばいいのですけども、読んでいない方が多いのではないかというふうに考えましてね。この１

ページ目の議会検証の中で、こういった理由で議会報告会が大変遅れましたと。そのことを私

からあいさつの中で言ったほうがいいのではないかなというふうに思いながらいたのですけれ

ども、その辺もちょっと皆さんのご意見を伺いたいと思うのですけども。 

○委員長（及川 保君） そうですね。今、副議長からそういう話がありましたけども、私も

そういう形であいさつしていただければありがたいなというふうに思います。皆さんからご意

見があれば伺いたいと思います。よろしいですね。それではぜひ、この部分で経過報告も含め

てあいさつをお願いしたいと思います。 

○委員（吉田和子君） 中のほうの経過説明を議長がしますので、私はこの一連の遅れた経過

の、申し訳ありませんでしたということで皆さんのご意見を拝聴して、今後のまた特別委員会

に生かしていきたいということでのあいさつにしたいと思っているのですけども、それでよろ

しいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） はい。そういう形で進めてください。お願いいたします。 

 それでは班編成。これは先ほど小委員長から説明ありましたし、私も若干補足をしておりま

すけども、こういう形で今回、全員による懇談会としたいと思います。 

 ２番ですけども、役割の分担。これもいろいろ議論した中で小委員会で決めておりますけど

も、何かこの中でご意見があれば伺いたいと思います。 

○委員（斎藤征信君） 進行計画なんかについては、もう、さっき意見がなくてね。説明聞い

て、意見なかったのだから、これはいいのではないですか。問題は報告の内容や質疑の内容を

意思確認しておこうということですから、そちらに時間を使ってください。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。 

 今、斎藤委員からお話ありましたけども、一つちょっと司会から。司会は私が当たることに

なっているのですけども。この３枚目、議会町民懇談会の趣旨等について。進行について何か、

皆さんからありませんか。十分、山本委員、それから議長からお話ありましたような形で進め

たいというふうに思っておるのですけども。何かこうしてほしいということはありませんか。 

 ちょっと私から。もし、何々議員というのは、実はあり得るのですね。先般の常任委員会の

中で実は名指しで来られる、意見を述べられる、議員に対して名指しでね。その部分について
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はとめてよろしいでしょうか、柔らかく。あのときは意見を聞いた中でね、これについてはこ

うですと、別な機会にしてくださいというお話でとめたわけですけども。プログラムの内容以

外での質問となると非常にまた、受けられないという状況だと思うのですけどもね、いかがで

しょうか。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 質問の内容によると思うのですよ。僕も同じことをまた言うようです

けどもね。例えば、今までの議会報告というかね、これについて先ほど議会検証の部分、今ま

での部分の経過ですね、経過についての各議員個々の考え方をもしその場で聞かれるのであれ

ばね、それは例えば、それに対しての自分の思いだとかというのをどう思っているのだという

ことを聞かれても、それは構わないような気がします。そういった内容であればですね。ただ、

財政改革プログラムに入ってからのですね、「あなた、どういうふうに思うのだ。」とか、「あな

た、どうだ。」とか、そういった部分では、その辺のすみ分けさえできていればですね、あとは

司会の制限の中でね、今、それは取り組んでいる最中ですと。きょうも一日ね、特別委員会の

で議論している最中ですということでもって制限されるべきことかなと、私はそういうふうに

思っています。 

○委員長（及川 保君） わかりました。よろしいですね。このような形で進めてまいりたい

と思います。ただ、今、氏家委員が言われたように、中身をわからない限り、とめるわけには

いかないのですね。そのようなものですから、とりあえずご意見は伺って、判断をしたいと思

います。ただ、そのご意見が非常に長いのですよ。今回そうだったのですね。書いたものを持

って来て、実はやってね。全議員の意見を聞きたいと、こういう話なのですけども。せっかく

前段長かったのですけども、結局それはだめですという形をとらせていただいたのですけどね。

そんなこともあって非常に時間がかかってしまうのですね、一つの意見でも。ただ、それはむ

げに、頭から絶ってしまうと非常にやっぱり混乱する可能性が高いものですから、十分その辺

のことを考慮しながらやっていきたいと思います。よろしいですね。何かありましたら、また

進言いただければありがたいなと思います。 

 今、議長からもありましたが、経過報告の中でこういうことを盛り込んでほしいとか、こう

いう意見があり得るなということが何かありませんか、皆さんから。議長がおっしゃっている

のはそういうことだと思います。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今の件なのですけど、先に町側で町民説明会を行っていますよね、新

財政改革プログラムの。やはり担当の部署からですね、どういった意見が多く、意見や質問が

寄せられたかというのを確認しておく必要があると思います。それで大分、議長、副議長の回

答の助けにもなるのかなと。参考ですね。 

○委員長（及川 保君） ただいま、なかなかいい意見が出されました。前段でもう既に町の

説明会が終わっておりますけども、そういう情報をきちんと把握するということも非常に大事

だなというふうには思います。このあたり、ちょっと事務局で対応できるでしょうか。対応で

きるということです。 

 議長、どうですか。このあたりの対応で。10 番、大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 出る可能性が、僕が一番あると思うのはですね、やっぱりチェック機

能の問題が出ると思うのですよ。それが、こういうことに対してどうだったのだとかね、そう

いうことが出る可能性ありますよね。例えば数字を要求して、どうだったのだと。ここの答え

方が町民の皆さんが納得できるかどうかによって、とまるかどうかなのですよ。納得できなか

ったら、きっとどんどんエスカレートしてくるのではないかと思うのです。きて当たり前なの

ですけど。ただ我々が去年、これを出した以外に報告をしていないですよね。ですから、先ほ

ど議長からもありましたように、町はあの報告会で謝っているのですよ。継続性があろうとも、

今の町が悪いと。誠に申しわけありませんでしたと謝っているのですよね。果たして、謝るこ

とがいいのかどうか。議会の立場として謝るのがいいかどうか、ちょっと僕もわからないのだ

けども。やっぱりね、僕は、ちょっと聞いた町の懇談会でも、例えば聞くところによると、固

定資産税の超過課税については一つも出なかったというのでしょう、三地区とも。一つも出て

いないというのですよ。ですからね、そういうことではこないと思う。くるとか、こないとか、

そういうことではないけど、出ないような気がしているのですよね。だから、チェック機能、

議会が果たす役割って一体何なのだと。「一体あなたたち、どうしてこんなふうになったの。」

「あなたたち、責任どうやって考えているのだ。」というような形が一番多いような気がするの

です。いや、それに対してどうやって言うかといったって、ないよと言われたら終わりかもし

れないけど。ただ、やっぱりそこら辺が僕は一番大きい、今回のあれではね、想定できる部分

ではないのかなと感じているのですけど。大体、超過課税に全く質問がなかったというのです

からね。ちょっと信じられないのですよ。それで、集まる方が極めて少なかったわけでしょう。

虎杖浜 30 数名、萩野 20 数名、白老 10 数名ですから。議会のときに皆さん来られるのかね。 

○委員長（及川 保君） 皆さん非常に厳しい状況を今、想定しての、大渕委員のお話なので

すけどもね。実は私もこのことに非常に大きくあり得るなと。今の議会の役割をどう果たして

きたという、この部分が非常に大きく町民の皆さんから強く出される可能性が高いなというの

は、実は私も感じているのですよね。小委員長から今、町の説明会の状況がお話にありました

けども。このこともぜひ皆さん、頭に入れて、いろいろ対応しなければいけないなと。それも、

混乱を招かないような形での対応がやっぱり必要なのですね。これは誤ると逆に大変な。事の

進め方を誤るとね、非常に大きな問題になりかねないというものですから。ですから今、当然、

町の説明会については、参考意見としてはきちんと把握して挑もうと。まず、これは確認しま

しょう。もう一つは、小委員長からあった、議会側のね、前議会の議論した中身も含めて町民

に対する説明、そして、意見が出されたときにきちんとした対応ができるか、ここにかかって

いるというふうに思うのですね。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も町の説明会には出ましたけども、この経過報告を読んでいまして

ね、この経過報告の内容というのは、町広報にも出ていたことだし、今まで長い間にはこの経

過というのはかなりの部分で知っている方というのが多いわけですよね。そこの部分をもう一

回なぞっていくということで、本当に町民の期待にこたえられるかと。そんなことわかってい

るわと言われないかどうかということね。やっぱり読んでいる人が、そういう資料に触れてい



 １８ 

る人たちが来るのだろうと思うのですよ。そうすると、何を求めて来るのかなと考えたときに、

逆に言うと、想定問答の内容ではないのかなと。そうすると、議会の立場として、ここから基

本的な部分をきちんと言うことが議長の報告ではないのかなという気がするのですよ。逆に言

うと、それのほうが、これをこのまま言えということではないですけどね、ここら辺のあり方

を議会として整理をして、その基本的な考え方についてきちんと出しながら、こういうこと基

づいてこうやってきたという話をしてくことによって、町民はそれに乗って、また話が次々出

てくるのではないのかなという気もするわけですよね。ですから、どうなのでしょうね。もう

少し町民から意見がたくさん出されるような方向で、こちらもやっぱり腹を開いていかなかっ

たら、町民もなかなか率直なことを言ってくれないのではないかと。私、きのう聞かされたの

だけども、やっぱり町の広報を読んでいるのですね。いろいろ町長言っているけども、過去の

町長のことを言っているけどもね、そのときに町長だってそばにいたではないかと。そばにい

た人間がこういう過去のことを持ち出して、こういうふうに原因があるということは言い訳か、

責任逃れかという言い方をしているわけですよね。それは様々な説明を加えなければどうにも

ならないことですけども。やはりみんな読んでいる中で、もう一方、町民は何を望んでいるの

かと。何を聞きたがっているのかということを、先手を取ってこちらがすぱっと腹を割って出

すということが大事ではないのかと、そんなふうな気がするのですけども、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） そうなのですよね。やっぱり町民は今、単にぶらぶらと経過報告の

ね、今まで議会が、昨年の改選前の特別委員会の経過説明も含めて、ただ、そういう説明だけ

ではどうも厳しいだろうなというのはわかるのですよね。そうであるならば、今、斎藤委員が

この想定問答の中身もね、逆に踏み込んで説明に加えたらどうだと。そうすることがより町民

に少しでも理解をしていただける一つの考え方ではないかという意見なのですよね。想定問答

ですから、非常に一般的にこういうことが出そうだなと、出されそうだなということを多分想

定してね、この中身を見るとそうなのですけどね。チェックだとかね、責任だとかね、原因だ

とかね。原因についてはね、前段の前議会の特別委員会でも十分議論された中身ですから、こ

の中にも入っていますからね。これは説明するにしても、今言った、責任、それから、チェッ

ク、それから、議員活動の部分ですね。行政とのなれ合いなのですね。議員定数更新について

は十分説明はできるかと思うのですけども。このあたりなのでしょうね。このあたりを前段の

議長の経過報告の中でも盛り込むかどうかですね。今、斎藤委員は、もう盛り込んだほうがい

いだろうと、逆にね。そういうご意見でございました。16 番、堀部登志雄議長。 

○議長（堀部登志雄君） 堀部です。今、斎藤委員から言われた内容で。本当にこれは大きな

問題だと思うのですが。この経過説明の中で総体的に大きく見ると、やはり今までは議会とし

ては精一杯やってきましたという形で報告するわけですよね。それでもう一方、想定問答集等

も考慮してとなると、やはり町民に一般的に言われている、議会のチェック機能の甘さがあっ

た、責任云々というような形、それを議会として最初から、そういう責任は町長が 50％あれば、

議会も 50％あるよという形で、もうそれを前段に申し上げるという内容の経過説明か。いや、

一生懸命きたけど、こういう結果になったのだと。今まではそういうあれなものですから、斎
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藤委員が言われたように、何なのよと次から次に議会の責任はどうなのだとくると思うから、

やはり想定問答集もね。それを最初から議会として、責任はありましたと、十分反省していま

すというような形のことを経過説明の中で申し上げて、さらにくれば、それについて、また答

えていくような形でね。前段からそういう形で、やっぱり議長がしゃべると議会全体としてね、

そういう皆さんの思いを込めて私から経過説明をするという形と。この２通りあると思うので

すよね。そういう中でいったほうがいいのか。いやいや、議会には余り責任ないのだという考

えの方もやっぱり、各議員はたくさんおられますので、その辺もやっぱり議論していただいた

ほうがいいのではないかなと。言われれば、ある程度責任はもう十分感じた上での、あるとい

う認識のもとに経過報告をするか、その辺ですね。皆さん本当に忌憚のない意見を出してもら

ってね、こうしたほうがいいよ、ああしたほうがいいよということを言っていただいたほうが

非常にありがたいのですけども。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 実は、そういうふうに言ったのはね、事実経過を並べて報告すること

は一番無難なのですよ。だけども、実は、前の報告会のときに、前の町長のときの、私、一般

町民としての立場で聞いていたのですよね。そのときに、やっぱり議会はかみしもを着て四角

い箱の中でものをしゃべっているのかと、こんなこと全部書いてあるではないかというふうに

すごく強く思ったのですよ。何でもう少し議会というのが一歩中へ、町民のほうへ足を踏み出

してね、率直に意見を求めるようなそういう態度に出ないのだろうかと。そばに寄ったら切ら

れてしまうような、そういう雰囲気というのを感じたのですよね。議会に親しみを持てるかど

うかという、言ってしまえばね。そんな感じで聞いたのですよ。もう少し率直に物しゃべって

くれよと。もう一歩中へ突っ込んだときにね、いろいろな物の考え方もあるし、その中で議会

としての立場というのはあるのではないかと。こんなふうにかなり強く思ったのですよ。そう

であるから、私、こう言っているのかもしれませんけども。そうだとすればね、率直に初めか

ら謝ってほしいなんていうものではないはずですよね。謝ればいいというようなものではない

わけですよね。やっぱり議会の権威というものがあって、こういう立場でこういうふうにやっ

てきたと。だけども、責任というものは重々あるから、今、頑張ってやっているのだという形

になるわけですよね。だから、物のとらえ方によって、一歩踏み込みながらもね、議会の権威

を守ることは十分できるだろうというふうには思ってはいるのですよ。だから、そういうこと

でね、この経過報告をやっていただければ、やっぱり議会が一歩町民のほうへ足を踏み出して

いる姿というのを見せてほしいなと。かみしもを着た自分の城を守るような、そういう形では

なくあってほしいと私はこう思っています。 

○委員長（及川 保君） これは皆さん同じかな。同じだろうね。多分、町民の皆さんの思い

は、今、そこに尽きるのではないかと思うのです。斎藤委員、今、前町長のときのお話をして

いたのですけどもね。どうですか、責任部分をきちんと議長の経過報告を説明した中で、きち

んと議会の責任部分の話を入れるということについてはいかがですか。必要ないという方もお

りますか。山本委員はどうお考えでしょうか。５番、山本浩平委員。 
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○委員（山本浩平君） ちょっと難しいところかなと思っていますね。まず、冒頭に副議長が

ごあいさついたしますよね。そのときにはある程度、町民懇談会そのものが遅れたことのお詫

びの話をします。その中で若干、そういった議会のいろいろな対応のことについても多少は触

れるのかなと思っているわけですよ。ですから、副議長がそこでごあいさつとともにお詫び的

なことを言って、さらにまた、そこで議長が話をするというよりはですね、私は、一つ一つの

個別の質問の中でですね、それは真摯に受け止めて答えていけばいいことかなと思いますし、

また、おそらく、この町民懇談会に来られる方たちというのは、おおむね、議会は非常に町民

のニーズを聞いて一生懸命日頃やってくださっているのだというような人たちでは、僕はない

と思うのですよ。どちらかと言えば、叱咤激励をしたい。あるいは、行政や議会に対して物を

申したいという町民の方々が来られるというふうに初めから思っていますのでね。逆に全く趣

旨から外れてしまうことに関しては、司会の方がとめていただければ結構ですけども、やはり、

言いたいことはですね、ある程度言わせてあげたほうがいいのかなというふうに思います。防

御するために今までの反省を述べるのではなくて、やはり、経過報告なら経過報告という形で

もよろしいのかなともちょっと思いますけれども迷っていますね。難しいところかなというふ

うに感じています。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員の言っていることは、要は、後段でね、例えば極端な話が、

責められまくった中でね、責められるというのは当然、意見を言われる中で、そこで責任問題

も含めて申しわけありませんでしたというような状況は非常にまずいだろうということなので

すよね。逆に前段で率直にチェック機能を果たせなかったということは十分はっきりした事実

としてあるわけですから、この部分をきちんとしたほうがいいのではないのかいということな

のですね。それよりも町民の方からは受け入れられるのかなということだと思うのです。皆さ

んも町民の立場に身を置いたときにどう思うかということも含めてご意見を出していただけれ

ばありがたいなと思います。山本委員の言われているのも全くそのとおりですね。前回の常任

委員会の中でも、全く審議する案件とは異なる話をとうとうとされるわけですから、そこもま

たきちんとやっぱり受け止めて対応をきちんと進めなければならないわけなのですから、そう

いう部分も確かにあるのですよね。来られる町民の皆さんというのはそういう意見をまず言い

たいという人が大半だと思うのですよね。特にございませんか。この部分については。議長か

ら今、ぜひ、出してほしいというご意見だったのですけども。それに対する斎藤委員のこうし

たらどうだというお話でもあったのですけども。触れないほうがいいですか。触れておいたほ

うがいいのではないかと。どうでしょうか。大事なことだと思うのですね、これは。14 番、氏

家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕もちょっと今、何て言ってですね、答えていいのかわからないのだ

けども。ただ、謝ることが今回の趣旨ではないのですよね。一応、今回、司会の中で今までの

説明をしながら、そして、例えば説明をしていく中で町民から、「でも、あなたたち議会の責任

どう感じているのだ。」みたいな話が当然出てくると思うのです。そのときに例えば、議長が今

までの経緯を見て、議長が話すのかね。それについては、各議員個々のいろいろな思いがある
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から、それについては例えば議員個々の意見を話させる場所を少しでも設けるのかね。僕は、

それは一つの、個々の考え方を聞いてしまったらばらばらになってしまうのかもしれないけど

も。でも、何となく、そこで例えば町民とどうやって身近に、そこに何かの時間をつくろうと

思ったときには、そういった場を何かでどこかでつくってあげないとそれ以上のね、例えば今、

斎藤委員が言われたような、それこそかみしもの形の中でね、四角四面の中で考えているよう

な話しかできなくなってしまうのかなと思ったりもするけども。だから、その辺が僕よくわか

らないと言ったら変だけども、どうやって司会を進めていくだとか、どうやって、例えば議会

としてね、そういう話しやすいというか、話しやすい場所をつくっていくかということがやっ

ぱり大事なのかなと。その中で謝るって言ったって、僕ね、どうなのかなと思うのですよね。

ただ、議会の責任は責任として受け止めているからね。今後こうしていかなければいけないと

いう話になると思いますけどね。 

○委員長（及川 保君） 氏家委員ね。今、斎藤委員が言ったのは、議長の経過報告の中での

部分なのです。今言っているのはそこなのだけども。当然、その後、意見交換はするのですよ。

この部分についてのね。15 分くらい、実は予定しているのです。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の件に触れてね。こういう事態で、町民がすごく心配している事態

になったということについての、結果としての責任というのはあるのだけれども。謝ることが

本筋ではないはずですよね。それなりにみんな頑張ってやってきた。だけども、大きな壁が乗

り越えられなかった、そういうようなものもありね。それは様々な経過があるわけですよ。そ

の経過をしゃべりながら、そういう難しい中でも議会としての責任というのは感じていますと

いうことでしょう。何も謝ることではないはずですよね。そういう基本的な立場がはっきりし

ていて、「いや。実は、おれは謝りたいのだ。」と、「腹の底から手をついて謝りたいのだ。」っ

て言う人だっているかもしれないですよね。「いや、おれは謝る必要はないと思っている。」と

いうのもあるよね。だけども、議会全体としての責任という形で何らかの表明はしなければな

らないと。これは謝ることではなくてね。それは経過を交えてしゃべらなかったら、ただ、悪

うございましたになってしまうからね。その辺はきちんとしておいたほうがいいなと思う。 

○委員長（及川 保君） 皆さん、そこでしょうね。単に誰が悪い、ごめんなさいのような、

こんなものではないだろうと。それは皆さん同じだと思います。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） いわゆるチェック機能が不十分だったということはね、この広報の特

集号、2007 年 10 月１日発行の中に書いてあるわけですから、もう議員全員がそれはもう認め

ているわけですよ。議員全員というか、改選前の話ですけどね。認めているわけですから。そ

れは率直にこの気持ちはみんな持っているはずですよね。あとは、そのチェック機能をこれか

らどうやっていくのかという話をね。反省の上で、こうこう、こうしていきますと。例えば広

報広聴常任委員会もそうですし、通年議会も少数の中でどうやってチェック機能を果たしてい

くかということで議論をして、全会一致でやることになりましたよね。そういったこともやは

り反省の一つとしてこういうことを行うことにしていますというようなことも必要なのかなと

いうふうに思いましてね。議会はみんな、やっぱり反省しているわけですから、それで、これ



 ２２ 

からどうしようかということだと思うのですよ。僕、この間もちょっとお話しましたけど、行

革の審議会か何かで議会責任問題という話がありましたよね。どうやって責任とるのだと。い

や、そういう言い方かどうかはわかりませんよ、責任問題とありましたけど。責任はこれから

議会の中できっちりと果たしていきたいと思うというのが答えですよね。私はそう思うのです

よ。ですから、その辺はやはり経過説明の中でですね、議長がどのように、議長は皆さんに今、

質問したのですけれども、今、皆さんに意見を伺っていてもですね、絶対そうだというのと、

難しいなという話も若干ありますのでね、議長の思いの中でそれはお話されたらいかがでしょ

うか。このように思います。 

○委員長（及川 保君） そうですね。私の説明もちょっと不十分でしたね。議長が経過報告

をしますと小委員会の中で決定されたことなのですけども。この議長報告というのは、前議会

の特別委員会でやった、これまでの報告を今、議長にお願いしようということだったのですね。

だから、その部分でつくった経過報告の内容なのです。そのようなものですから、こういう形

でまとめられたと、こういう内容で報告しようということを皆さんにお配りしているのですけ

れどね。だから今、このあたりをね、小委員会で決めた、踏み込んでさらにやるのかね。そこ

あたりですよね。今現在やっている特別委員会の部分の。ただ、これも今、皆さんに後から意

見を聞こうとしているわけですから、この部分はやっぱり必要ないのですね。これは皆さんの、

このための今これをやろうとしているのですよね。経過報告をしてね。14 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、必要なのは、例えば町民からこういう質問が出たときにどうする

ということがもっともっと出てこなければならない話だと思うのですよ。議会としての思いだ

とかというのは、ある程度は考えられているのかなと思うのだけど。例えばですよ、僕が一町

民だとして、議会の責任云々わかったと、でも、例えば今回は行政の説明会を受けた後の町民

懇談会ですからね。それでは、行政がやってきた莫大なことを全部議決して、議会でもって承

認してやらせてきたのだろうと。もし、それをとめることが何でできなかったのだとかね。そ

んなの町長を辞めさせてしまえばよかったみたいな話をね、何でそれを議会でできなかったの

だみたいな話が出てきたときに、そういった質問だって出てこないとは限らないですよね、変

な話。議会はチェック機能を果たしてきたのだと、果たしてきたけれども、この説明の中にも

あるけれどもね。そういう町民からの質問が出たときに、それでは、どう答えていくのですか

という話になるのではないですか。それは議長が、例えば全責任を持って答えていくのかね。

だって、町民それぞれですからね、いろいろなことを聞いてくると思いますよ。例えば、ここ

までなった町の財政、議会の報告はわかったと、でも何でこれをとめることができなかったの

だと。あなたたちにそれだけの力はないのかみたいな話がね。いや、町民がですよ。僕、今、

町民の立場でもって話しているのです。そのときにこうやって黙ってしまったら、おかしくな

ってしまうでしょう。いろいろな質問をやっぱり想定してやったほうがいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君） だから、かみしも含めてね、議員の立場で今の時間、考えていただ

きたいなと。当然、今、議長からもありましたように、あらゆる部分について出していただき

たいと。町民の皆さんに対してきちんと話できること、それから、意見に対してどう答えるの
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かということも含めて出していただければありがたいと。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 基本的に考えれば、やはり、今のような状況になったというのは議会

があってもなったことは事実なのですよね。今のようにとまっていればならなかったのだから、

なったということはそういうことなのです。だから、そこのところだけはね、どんなことがあ

っても認めざるを得ない。そうでなかったら、なっていないのだから。なってしまったという

ことはそういうことだ、まずね。そういう点で、それでは、議会全体が全議員総ざんげで謝れ

ば済むことかということになれば、また、僕はちょっとそこが違うなと思っているところなの

ですけど。ただ、なったということに対して議会のチェック機能が不十分だった、これは事実

なのです。そこについてはね、我々、認めざるを得ない部分だろうと私は思います。 

ただ、議会の仕組みを今これから、例えば２時間の中で話をして、理解していただくという

のはなかなか大変だと思います、それはね。それで、町民の皆さんはこれね、町のいろいろの

報告たくさんくぐっていますからね、何ぼ集まるのが少ないと言ったって、結構わかっている

人はやっぱりわかっています。例えば決算委員会あると。当時、10 年前のことだけど、その後

ずっと借金あるのに決算委員会で何も出ていないのではないかと。決算委員会で、２時間ぐら

いで特別会計通していて、一体何なのだとこうなったら、これはもうどうにもこうにもならな

いということになるわけなのです、現実問題として言えばね。だって、決算委員会で赤字は毎

回、毎回報告されているわけだから。それを議会は通しているわけだからね。だから、そうい

うふうになったときには、これは私、その当時、８年前、10 年前いませんでしたと、これは何

ぼ言ってもだめなのですよ。決算委員会はあるのだから、実際に。それを通してしまっている

わけだから。だから、そういうことも含めて考えたら、そういう議会の仕組み含めていろいろ

なことがあるわけでしょう。そうしたら、例えばやっぱり一つは、町の仕組み、町の予算執行

権、これは極めて絶大な権力を持っていることは事実なのだよね。日本の場合は特に、市町村

の場合、大統領制ですから、極めて強大な力を持っていると。だから、我々、予算全体の修正

案を出すといったって、整合性とって本当に予算の修正案を出せば、なかなか、向こうは権限

で出していますからね、それに対する、変えるというのはなかなか大変なのです、現実的に見

たらね。ですから、今まで出てないということは、そういうことで出ていないわけだけど。そ

ういうふうに考えたら、やっぱりそこを議会と町の仕組みの違いを説明してもらうというのは

至難のわざだなという気がするのです。 

そうなれば、やっぱり全体の意見として少なくても我々が去年、これの最後のページにね、

白老町財政健全化に対するガイドラインの検討を行うと書いているのですよ。それで、そうい

うことで一定の指標についての疑問は呈しているのです。これは議会の中で質問をしているわ

けですから、疑問は呈しているのです。しかし、これはもう、例えば財政経常収支比率が 80

いったらだめですよ、危ないですよと言ったけど、言っていいかどうかは別だけどね、そこら

辺はあるのだけど、町側は安全だと言ったことも事実なのですよ。そういうことはやっている

ことは事実なのです。だから、それを変に言うとね、「何、お前ら言いわけしているのか。」と

いうことになるけれども。しかし、そういうことがきちんと議会の中で発言されているという
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ことも事実なのです。それで、そういうことはやっぱり、わかってもらわなければだめなので

はないのかなと私は思うのです。それでは、議会丸裸で何もしなかったのかといったら、そん

なことはないですよ。僕は常任委員会でも取り上げているし、議会の一般質問の中でも取り上

げているし、いろいろな予算委員会の中でも取り上げてきているわけですよ。それが十分では

なくてこういう状況になったということは事実なのだけど、それを言いわけではなく聞こえる

ような形で説明できるかどうかと。ここが難しいところではないかなと思っております。しか

し、形は何であろうとも、やっぱりそういうことはね、言わなければいけないことではないの

かなと思っていますけどね、そこの部分は。そうではなくてね、全部悪かった、申しわけあり

ませんということにはならない。しかし、結果がそうだからね。そこのところは認めざるを得

ないという、ここら辺が難しいところかなという気がしているのだけど。 

○委員長（及川 保君） 今、皆さんのご意見を伺うと、議長の経過報告も含めて、想定問答

も含めてですね、単に謝ることではないだろうと。しかしながら、責任はやっぱりきちんと明

確にすべきだろうと、経過の中でね。経過の部分で十分な責任が果たせなかったということは、

もうこの部分では認めていますからね、当然のことだと思うのですね。これはやっぱりきちん

とやっておこうということだと思うのです。今、小委員長からの話は、もし、そういう想定問

答の中で十分出てくる、町民から出てくると考えられることは、やっぱりそこが出てくる可能

性があるのですね。だから、この 15 分の短い時間の中なのですけども、責任は十分議会もある

よということは当然わかるのだけども、その説明をどう説明するかなのでしょうね。 

だから、大渕委員は経常収支比率の部分の話を当時何回も実はやっていますね。実は私なん

かも、大渕委員ばかりではなくて、この財政問題で限っていえば、職員の削減も絶対避けられ

ないだろうという一般質問をしているのですよね。これはもう十数年前ですから。そして、そ

の後、何年か後に玉井委員なんかも勧奨退職制度を設けてみたいな話も。これも当然、財政の

かかわりですから、こういうことも十分認識した中で各議員皆さん、それぞれ活動しているは

ずなのですね。してきたのですよ。だから、そこが何も語られず、単なる責任、何もしてこな

かったという理解をされるのであれば非常に遺憾といいますかね、違うのだということをどう

もっていくかですよね。話ができるか、町民に。非常に時間が限られておりますからね。氏家

裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 「今の説明よくわかりました。」という話の中でね、「でも、あなたた

ち、４年前、５年前に２回選挙やっているよね。」と、「あのときに立った前町長も、収支比率

についての問題は前から取り上げてね、それを提起しながら町長に立った人をあなたたち辞め

させたよね。」と、そうしたら、「もう 10 年も前からやっている前々町長もね、あなたたち何も

できなかったのか。」と。もし、そういう質問が出たらどうしますか。いくらチェック機能を果

たしてきた、何をしたと言ったって、あなたたちね、結果こうなったのだぞと。あのときでき

て、前はできなかったという理由が何かあるのかという話になったときにどうしますか。 

○委員長（及川 保君） そういうことも十分あり得るね。先般の常任委員会の町民の意見と

いうのはそうだったのですよね。10 番、大渕紀夫委員。 
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○委員（大渕紀夫君） そこはね、確かにそういう部分があると思うのだけれども、前町長の

ことについて言えばね、僕はやっぱりそういうことで辞めさせたのではないのですよね。それ

は違うと思うのです。ですから、そのことの議論に巻き込まれることがいいかどうかというこ

とのほうが僕は大きいと思うのです、逆に言うと。そこで巻き込まれてしまったらね、向こう

のペース。向こうもこっちもないのだけど。違うと思うのだ。ただ、そこはね、そういうこと

で辞めてもらったのではないのですよね。辞めさせた理由というのは違うでしょう。だから、

そこだけは言うけども、それ以上はやっぱり踏み込めないかもしれないなとは思うけどね。 

○委員長（及川 保君） 全くそのとおりですね。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕が今、言ったのはね、やっぱりそういったものを持ってくる人も中

にはいるのです。だから、そこがやっぱり司会で仕切るのか。今の言ったことを想定しないと。 

○委員長（及川 保君） 氏家委員が言われているのは、そのとおりなのですよ。だから、総

務文教常任委員会の中でね、そういう意見があそこで出てしまうのですよ。使用料・手数料の

問題、今、やりますよと。やっているのですと、それで意見を伺いたいのだと。こういう中で

も出てしまうのですよ。ですから、こういう全体の会議になると特に出やすいというか、出さ

れやすい。そこなのですよ。10 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 白老の町の報告会の中でもそれが出たのでしょ。そういうふうに僕は

斎藤委員から聞きましたけれども、白老の報告会でも出ているのですよ、同じようなことが。

前町長さんのことについて出ているようですから、そういうことは出ることは十分想定してや

ったほうがいいと思います。 

○委員長（及川 保君） そうですね。全くそのとおりだと思います。これが３日間あります

から、実は３日間来てしまうのですよ。それに非常に神経をね、そこだけに集中させるわけに

いかないですから。 

○委員（大渕紀夫君） 今回はそのことが議題ではないというふうにしなくてはだめかもしれ

ませんね。 

○委員長（及川 保君） そのとおりだと思いますね。私も実はそういうふうにとらえており

ます。よろしいでしょうか。そういう進め方で。14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） あらゆる質問を想定しながら、例えば司会がそこでしっかりすみ分け

して整理できれば、僕はいいと思うのです。ですから、せっかくきょうこうやって集まって、

例えば午前中で議論するのであれば、前回の行政との町民との間の報告会を踏まえて、先ほど

山本委員も言われていたけども、そういった問答のあれがあるのであれば、そういったものを

想定しながら、しっかり答弁をつくる。また、こういった質問に対しては司会のほうでしっか

り手を打つということができれば、僕はそれでいいと思いますけどね。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。今、いろいろなこういうこともあるだろう

という想定した中で皆さん、意見を出されていますから、議長にはそういう思いで答弁してい

ただければありがたいなと思います。何かございますか。16 番、堀部登志雄議長。 

○議長（堀部登志雄君） いろいろと皆さん、議論されておりまして大変結構なことだと思う
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のですけど、もうちょっと活発に議論していただきたいなというぐあいに私自身感じているの

ですけども。なぜかと言うとですね、この報告会は、この小委員会でいろいろと計画書をつく

っていただきました。その中で、特別委員長と正副議長がこの中で司会者と、そういう形が全

面で、あとほかの方はほとんど、ものによっては発言が全くないというようなことですよね。

その辺がね。やってくれよと、やるべきだよと。だけど、私は出席してね、自分らは後ろにい

て、あと議長、副議長、特別委員長、司会者がやっていただきたいという形がないとは思いま

すけども、そういうことがあるとすればね、やはり非常に私も残念だなというかね。だから、

こういう席でですね、こうすべきだ、ああすべきだ、我々にも意見を言うチャンスを与えてほ

しいとかね。もし、例えばね、町民から、「それでは、今回の財政改革プログラムについて一人

一人どういう考えを持っているか、各議員さん、一人一人全部言ってください。」と言ったとき

にね、それは今までですと、個人の質問は受け付けないというような形になっているのですよ

ね。そういうお話し合いもあるようですから。そうなってくると、それは個々に聞いてくださ

いと。一番最初、私どもが議会報告会やったときに個人には質問しないでくださいと。それは

自分の支持した議員のところに終わってから説明聞いてくださいと言って、全部はねつけたわ

けですよね。そういう形の中で、後で何のためにこの報告会をやっているのだというぐあいに

言われた経緯もありますしね。その辺いろいろなことをやって、一気に町民も議会も本当に納

得した懇談会、報告会にならないと思うのだけどね。やっぱり前より一つでも、２回目、３回

目、４回目になったら、少しでもお互い紳士的な議論ができるような形に持っていくべきだと

思うのですよね。だから、やっぱりこの辺で皆さんにぜひ、いや、これでいいとか、悪いとか

なくても、そのぐらいの意思表示はやっぱり、特別委員会でせっかく集まってやっているわけ

ですから、そういうことはぜひやっていただきたいなというぐあいに思います。議長としてね。 

○委員長（及川 保君） 実は議長が心配されていることは、今、お話あったとおりです。実

は、個々の議員の意見を聞こうなんていうことは十分考えられるし、それも私たち経験してい

るのですね。ただ、そのことについても実は小委員会の中でも議論されているのですよね。そ

れで、皆さんに小委員会の中では、これは非常に限られた時間の中で進めるには難しいと、こ

ういう結論に至っています。趣旨が全然違いますから。今回行われる懇談会というのは、新財

政改革プログラムについてね、町民の皆さんの意見を受けとめたいと。いろいろな意見がある

でしょうと。それは議会として、白老町議会として受けて、議会を進めるにあたって、これを

参考にして行いたいということが趣旨ですから、個々に皆さんの意見を聞くということになる

ととんでもない時間がかかってしまうのですね。だから、このことがどう取り扱うかというの

は、当然、小委員会の中でもありましてね、今回は難しいだろうと。これをもし、今後やっぱ

りやらなければいけないと、いずれにしてもこのことについては。そうであるならば、栗山の

町民懇談会というのは、班ごとにかなり小さく分けて、３人か４人か、そんな感じなのですね。

それで進められているという状況が実は事実としてあるようです。こういう形になれば当然、

個々のやりとりといいますか、町民と議員と議会とのやりとりというのは当然発生するでしょ

うと、こういうことも今後ね、ぜひ、やっていかなければいけないという話は小委員会の中で
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実はされておりましてね。議長の言われていること、今ちょっと提言としてあったのですけど

もいかがでしょうか、皆さん。自由に意見を言ってください。５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） いかがでしょうかと言われても、この注意事項の中で個別のことは考

えることにはならないとか、議員個人に対する質問は慎むこととありますよね。これは小委員

会の中でそれぞれの会派から選出された方が出て決めていることですから、これに沿って始め

からやるのだということですからね。これを度外視するのだったら、個々の議員の意見を主張

させていただけるのだったら、私はそれをやっていただきたいですよ、逆に。いろいろ出ると

思うのです、個々のテーマの。この事業はやめたほうがいいのではないか。これはどうだ、こ

うだと。しっかりした考え方を述べたいと思いますよ、できるのであれば。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今回の町民懇談会は、議会として出てくるのだと思うのです。ですか

ら、議長が本当に責任を感じているという、本当に責任があるから、だから、こういうことを

やっているということをきちんと申し述べるわけですから、議員個々が謝るとかそういうこと

ではない。みんなが責任を感じているから、一緒に出て行っているわけですから。それで、先

ほど出た意見で、今、山本委員が言った意見、私もそう思うのです。個々の意見は聞かないと

いうことになっていますよね。そうすると、一つを聞いてしまうと、それでは、ここの部分の

ものは、議会の議員さんどうするのだということにはなるような気がするのですよ。だから、

これは今、審議中であり、議会報告会はまだこれで終わりではないわけですから、本当に皆さ

んの意見を聞いて、本当にそれを参考にさせていただいて、そして、議論をして、議会はきち

んと報告をまとめますと。そういったときにまた、させていただくというようなね、そのため

の一つのステップとして皆さんの意見を拝聴する場なのだということをきちんと言って、そし

て、意見を聞いていくというふうにもっていかないと、なかなか、その一つの中へ入っていっ

てしまうと歯どめがきかなくなってしまうような気がするのですよね。だから、そういった形

で今回は、あくまでも皆さんの意見をお聞きしたいと。こういうふうに出されていますと。町

も説明会をしていますけれども、議会はもっともっと深い議論をしていきたいと。責任のある

立場でもっともっと私たちもいろいろな勉強をしてやっていきたいという思いの中で聞かせて

いただきたいということで設けているという趣旨をね、きちんとやっぱり基本に置いてやるべ

きではないかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 議長が思われていることは非常にわかります。前回もね、そういう

形が非常に大きな課題点として多分出て、私もとらえていました。そして、今回、小委員会の

中で実はそれも議論になっております。しかしながら、今回の趣旨、これを進めるにあたって

の趣旨というのはそうではないのだと。これは、今、つくって進めている、議論している特別

委員会の状況も踏まえて、さらに前回の特別委員会の状況が説明されていないという部分もあ

った中で今回は開かれるわけだから、個別の、個々の意見は非常にやっぱり難しいと。ですか

ら、今回については、議会全体の説明をして進めるしかないだろうと、こういう結論に至って

いましてね。ですから、先ほど来申し上げているように、個々の意見は述べないという状況に
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なっております。16 番、堀部登志雄議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、出ているのは、私はそういう質問で言ったのではないのです。

要するにですね、いろいろ議論して、委員長からやっていますよね。だけど全然、いいでもな

い、悪いでもないね。それでわかったら何も言わなくてもいいのか、それはわからないのです

けども。私としてね、やっぱり議長として、やはり議会報告会をきちんと町民の前でお話する

のだから、やるのだから、もうちょっと皆さんでね、十分、いいのならいい、このような形で

やれと、やるのだというような思いを私は感じられないのです。特定の方しか発言しないし。

そういう意味で言っていることですから。小委員会で決められていることね、それはこのとお

りやってもらって結構なのです。だから、このとおりやるのだと、いや、もうちょっとこう変

えたほうがいいのではないかと、そういう議論をやっぱりしてもらう。いいのならいい、悪い

のなら悪いと。そういうものが感じられないということで、私はそういうぐあいに申したので、

決して、やっていることをああすれ、こうすれということではありませんので、その辺だけは。 

○委員長（及川 保君） わかりました。大変委員長として申しわけありません。勘違いして

理解をしておりました。 

 今、進められている特別委員会のことであります。その中で議論が、活発な議論がどうも不

十分に思われると。こんな議長のとらえ方のようでございます。進めている委員長として、非

常に今、重く受け止めて、今後ぜひ皆さんに諮って進めてまいりたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。９番、斎藤征信委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 私、一番最初にこの日程を見たときに、答弁する人、報告する人ある

けども、みんなで行って、それでは、私たちは何をしたらいいのかなと。出たとこ勝負で、町

民の意見に対して答えなければならない場面というのを自分で拾って物をしゃべるだけなのか

と。だけども、実際の運び方でいうと、みんなのところまで質問は飛んでこないなと。それで、

そうなったら、行って、我々黙っていて、帰って来ることになるのかなと。一般議員の出番と

いうのはどうあるべきだということまでやっぱり考えておかなければならないのではないのか

なと。ただ報告して、さあ、意見を言ってくださいと言ってね、それで終わりではなくてね。

やっぱりみんなが、今、議長の言ったことの一番大事なことというのはね、何を見ているかと

言ったらね、議員が何を言うかではなくてね、議員が今の情勢に負けないでどれだけの覇気を

もって臨んで来ているのかということなのだろうと思うのです。そういう姿というのはどこか

で見せなかったら、私たちは座ったまま、はい、終わりましたとなってしまうのではないかと。

そこを心配するのね。 

 それともう一つは、会議の持ち方。決めたから、それはそれでいいのだけども、基本的には

何か向こうから出る、それに対して答える、そういうような何か若干のやりとりがあってね、

住民の意見というのは、ああ、こういうことなのかということが段々わかってくるのだろうと

思うのですよ。黙って聞いていると、感情論から、憎らしさから、みんな入ったものがブワー

ときて、ああ、それが意見かと思ってしまうのだけども、実は話をしてみれば、もっとその底

にこういう考え方があったとかね。話をしてみて、ようやく中身というのが理解できるのだろ
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うなと。それで、そういうやりとりが２、３あって、議員一人一人が成長できる。今度４人ず

つ分かれて行きなさいといったときの訓練にもなるわけだし、そういう力を蓄えるということ

にもなるのだろうなと。それで、基本的にはそこのところをやっぱり抜かしてはいけないなと

いう気はするのですよ。あとの運びについてはね、せっかく委員長がいて司会をやるわけです

から、これは邪魔になるなとか、これは個人攻撃になるなというのは全部省いていけばいいわ

けだから、それは司会に全部任せてね。これはおかしくなるというときにはもう全部ストップ

をかけるということはいろいろあると思うのでね。ただ、我々としたって、そこでこうやって

出たからといって、個人の意見の主張する場だなんて思っていないですよ。あくまでも、個人

の前に議会というものがどうなければならないか、何をやってきたかということをきちんと、

それを主張しなければならないという使命を持っているわけですから。その辺の私たちの一人

一人の常識みたいなね、そういうものはやっぱり信じてほしいし。そうだとすれば、言ってみ

れば、もう一回言うと、個人の出番というのが考えられないかどうかと。 

○委員長（及川 保君） わかります。言われていることは全くわかるのです。それで、小委

員会の中でもね。ただ 16 人がぼんと行ってね、あそこに並んで、議長と副議長と司会も含めて

ね、本当にそんなもので皆さん本当にいいのかなというね、そんな思いは実はあったものです

からね。斎藤委員から今そういうお話、何らかの対応が可能かどうかも含めて皆さんのほうか

ら。５番、山本浩平委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） それがあれではないですか、ここに書いている、「挙手し、司会者が指

名」となっていますよね。意見を述べられないわけではないですよね。 

○委員長（及川 保君） これはね、小委員会の中で決めたことで。 

○委員（山本浩平君） そういうふうに受け止めているのですけど。 

○委員長（及川 保君） そうです。だから決めたのですけど、これが絶対ではないですから。 

○委員（山本浩平君） 私はこれで十分だと思います。今回のこの町民懇談会、趣旨としては、

あくまでも、新財政プログラムに対する町民の皆様の意見を拝聴する機会として今回設けてい

るわけですから。確かにね、議員個々にとっても言いたいことは言えない、あるいは、この人

に聞きたかったのだけども、この人は答えてくれないとなればね、それは今までの議会報告会

もそうでしたけども、お互いにフラストレーションがたまるのは間違いないのですよ。間違い

ないのですけども、今回はこういう趣旨で小委員会でやろうということであるわけですから、

これはこれで尊重して、次回からの例えば議会報告会あるいは広報広聴常任委員会でやられる

ような内容についてはね、それこそ班で分けて、もっと本当にフランクに町民と話せるような、

そういったものをやっていけばよろしいのではないのかなと。今回は、この企画で私はよろし

いかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） そういうご意見でございます。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私もちょっと今、もう一回読み直していて、ちょっと私も勘違いして

いたところがあったかなと思ったのですけど。経過に対する質疑がありますよね、30 分。経過

はこの議会だよりで議会の意見として統一してやっていますよね。ですから、議員の意思統一
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というのはできているのですよ。ですから、先ほど言いましたように、やっぱり、ぜひここの

部分は自分もこうやって答えたいというのがあれば手を挙げてもいいと思います。ただ 30 分と

いう時間ですので、その中で全員がということにはなかなかならないと思うのですが。私はも

しかしたら、今いろいろな意見が出ている中でね、どっちかといったら今後の対応の意見より

は、今までの議会の経過のほうが意見がたくさん出るのではないかという話が多いですよね。

ですから、やっぱり様子を見てね、その後の時間、１時間とっているわけですから、もし皆さ

んの了解を得られればね、もうちょっとそういう質疑を受けるような状況にあるかどうかとい

うのは委員長判断でね、時間延長することももしかしたら、そのほうが皆さんの意見が出やす

いような状況なのかどうなのかね。後のほうは答えられないわけですから。ほとんど聞かなけ

ればならないわけですから。だから、そういう部分の判断をされて、さっき大渕委員が言った

ように、やっぱり経常収支比率でこういう質問をして、こうだったのだということも、また必

要になれば、質問した方が実際に自分が受けているわけですから、それは反省点としてここで

はまとまっているわけですから、そういった部分の意見は出てきていいのではないかなという

ふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 非常に今の副議長の意見はそのとおりだと思うのですね。ですから、

先ほど来、お話しているように、前回の総務の部分もかなり、実は１時間くらい延長してやっ

た日もあったのですね。だから、そういうことからすると、今、心配されている部分も当然あ

るのですけども、前の経過の部分についての質疑は当然受けて、議長が主となって受けるので

すけども、そういう部分での進行役にぜひ皆さん、お任せいただければありがたいなというふ

うに思うのですけれども。誠に勝手ですけどもね。そのとき、そのときの判断でぜひ進めさせ

ていただければありがたいと思うのです。ぜひ、そういうことでご理解いただければ、大変あ

りがたいなというふうに思います。何とか皆さんと一緒にね、この懇談会を成功させたいと思

っておりますのでよろしくご協力をお願いしたいと思います。いかがでしょうか、皆さん。出

尽くさないとは思うのですが、いろいろ思いはあるとは思うのですがよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） また 20 日ですね、特別委員会が予定されております。その席も含め

て、ぜひ意見があれば、言っていただければ、皆さんの思うような方向で頑張っていきたいと

思いますのでお願いいたします。そのほかございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） なければ、本日の会議はこの程度で済ませたいと思います。ご苦労

さまでした。 

（午後 ０時１３分） 


