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平成２０年白老町議会白老町財政健全化の調査検討小委員会会議録 
 

平成２０年５月１６日（金曜日） 

開  会  午後 ４時１１分 

閉  会  午後 ５時００分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．行政改革推進会議との懇談について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．行政改革推進会議との懇談について 

                                         

○出席委員（６名） 

 副小委員長 鈴 木 宏 征 君      委  員 及 川   保 君 

 委  員 近 藤   守 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委員外議員 斎 藤 征 信 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 小委員長 大 渕 紀 夫 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

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 
○副小委員長（鈴木宏征君） それでは、小委員会を開催いたします。  

（午後 ４時１１分） 

                                         

○副小委員長（鈴木宏征君） 議題につきましては、先ほど委員会の中に出ました行政改革推

進委員会との懇談の件なのですが、今、前段でお話しいただきまして私もずっと考えていたの

ですが、もし懇談するとしてもテーマというのですか、どういう形で懇談するのが一番いいの

かという疑問がさっきからずっと考えているのですがなかなか難しいなという気はするのです。

消費者協会と議会が懇談会をやりましたよね。ああいう形でざっくばらんに、今おかれている

町財政という問題に対して、お互いに立場としては行革という立場で、これからの町財政に対

して物を申せる立場にありますし、私たち議会というのは同じようにチェック機関として、こ

れからの財政をチェックして進めていく機関でありますので、同じ立場で意見を交換するとい

うことぐらいしかないのでは。あまり先ほど言ったように新聞、今話しているプログラムだけ

になってしまいますと、先ほど局長がおっしゃったように行革推進委員会というのは町の諮問

機関でありますので、きちんとした組織としての形ではないのですよね。ですから、そういう

ところと議会が同じプログラムをテーマにして話し合うというのを、何かちょっとどうなのか

ということがあるので、設定をするときの難しさがあるような気がしているがどうでしょうか。 

○委員外議員（斎藤征信君） 斎藤です。あくまでも諮問機関という組織であるということ。

消費者協会と組織が全く違いますよね。議会との関係でいっても微妙な関係であるといえば、

その中で何を言われ何を話されていても、そこに行って聞き出してきたり、中でどんな話をさ

れたかとか、そのことを話題にできないはずだと理解しましたので、これはやはり議会が用意

している懇談会の中で必要があればそういう意見を聞かせてもらうという形で、かえってそう

いうふうに一般的に扱ってしまったほうがいいのでは。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 推進委員というのは、立場的にはどのような立場でいるのか。単に町

長から委嘱状をもらうのではなくて。  

○副小委員長（鈴木宏征君）  はい、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 非常勤の特別職の扱い。条例上で、委員構成に入っている。い

ついつ入れれば報酬をいただくという身分ですから、位置づけできれば審議会・委員会そうい

うものと同等だと思います。ですから、諮問ばかりではなく何か議論をするとか、町長からほ

かの審議会・委員会もそうですけど、みずから課題設定して議論していただくということもあ

るでしょうし、位置づけとしてはそういう部分ですね。  

○副小委員長（鈴木宏征君）  近藤委員どうぞ。  

○委員（近藤 守君） 確か町長の財政懇談会に出た要望事項はありますね。最後検証して。

達成率が何ぼとかは聞いたことがあります。  
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○副小委員長（鈴木宏征君）  はいどうぞ、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君）  行革推進委員会に入られているメンバーの方とは、白老の企業のあら

ゆる立場の方々が入られているのではないかと。例えば経済懇話会の推進委員会でもという話

をしていますが、経済懇話会というのはやはり白老の基幹産業のある一定の方々が集まって、

いろんな活動の話をされている方々ですよね。逆に考えると、そういった本当に白老町の基幹

産業の企業の方々の話を聞く。話のすり違いになるかもしれないけど、そういう形の中で話を

聞く機会を設けるのも一つの方法ではないかと思ったりもしたのですが。その辺についてはち

ょっとまた考えが違うのか。  

○副小委員長（鈴木宏征君）  ちょっと見方をかえるとですね、やはり何でこういう発言にな

るかということがありますよね。広報広聴ですからそうなのですが、やはり議会が考えている

ことがですね、広く何か町民に伝わっていないっていう部分もありますよね。ですからやはり

これからは、広報広聴できましたから。いろんなそういうところに出て行って懇談することに

よって、議会のやっていることを知っていただくと。やはりそういうのが今まで少なかったか

ら、一生懸命議会は議会として、そういう方向で、今ここに書いた記事とは全く違う方向で頑

張っているのに、その頑張っていることということが伝わっていないという反省も一つしない

とだめですよね。そういう意味では今おっしゃったように、いろんなところに出て行っていろ

んな方とかかわってですね、議会がやっていることを知っていただくという努力が一つ足りな

いのかという反省点も見えてくるのですよね。ですから、これからの姿勢としては今おっしゃ

ったようにいろんなそういう、懇話会であったり、婦連協もあるしいろんな会があるのですけ

ど、そういうところと懇談して、議会のやっていることを広く知って頂くというそういう努力

もたくさんしていかないといけないのかなという気もしてきましたね。とらえ方として。  

はい、どうぞ氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 例えばこの、どうしても諮問機関である行政改革推進委員会との話と

いうのは多分ちょっと筋が違うような気がするのです。ですからそういったいろいろな経済懇

話会だとか、いろいろなそういう立場の人達が集まるそういった方々の意見を、意見をまた町

の例えば行革にというか、町財政に大きく影響を与えるね、そういう企業の方々の話を聞くと

いうことが大事なような気がする。多分認識の違いですよ。はっきり言ったら。こういう声が

出るのは。俺達はそういうつもりでやっているわけではないし、だからそういったことで考え

ると委員長や副委員長言われた通り俺達がもっともっと、もっともっと町民の前に出ていかな

くてはならないのかな。ですから今回は、町民懇談会を開きながら町民の意見も聞きますけど、

その中でもやはりこう広くやるのも一つ。ただし、企業というか、その何々会、何々会と絞っ

てやるのも大事な部分なのかなと思いますよね。  

○副小委員長（鈴木宏征君）  そうですよね。ただ今回も財政問題として町民との懇談会をや

るのですが、議会の姿勢というのですか、そういうことも知って頂く機会だと思うので、やは

りこのプログラムを特別委員会を開いて、何で今やっているのかという趣旨みたいなものを事

前にちょっとお話していただいて、議会はこういう考えで委員会まで開いて、このプログラム
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について審査しているのだということを町民の方にお話して、それからやらないと、何でただ

意見聞いているのだというような話になるので、ここが一番大事なところかなと思いますので、

やはり持っていき方もこれから小委員会でやると言っていましたので、そこら辺もやはりきち

んとやっていかないと、せっかくの機会を逃がしてしまいますよね。 

はい、どうぞ斎藤委員。  

○委員外議員（斎藤征信君） 副小委員長が言うように、あらゆる団体、可能な限りの団体の

前に出て行ってそういう話をし、意見を聞くというそういう努力をしようということで広聴委

員会ができたのだから、それは本筋としては間違っていない。ただし、今回の話の行革推進委

員会というのは立場上からいえば、それの対象の団体かというとそうではなくて、逆にいうと

向こうがプログラムをつくっていくのに、では議会は何を考えているのだというふうに、向こ

うからこっちへ懇談を要請されるべき立場の人達じゃないか。こっちからお前達はどう考えて

いるのだと聞くのではなくて、逆になるのではないかという気がするのですよ。だから、その

人達の立場というのは全部プログラムの中にあらわれてくるわけですから。そういう意味でい

うと、今話し合いを申し込むとかなんとかという形にはならないというふうに考えないとなら

ないのかなと思うのですがね。 

○副小委員長（鈴木宏征君）  局長どうぞ。  

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的に、さっきも言ったように、審議会や委員会と同じよう

に町の付属機関なのですよ。普段は委員の立場を持たないのですね。召集されてここに来たと

きだけ委員の立場を持つのですけど、独自に動かないのですよ。付属機関ですから。町のほう

が議題を提示したり、諮問したりしたときに初めて課題が出るわけですから。委員会が自主的

に動くというものでない限りは、議会と懇談するときは行革の委員会なのだけど個人としてお

呼びしなければならないという関係だと思いますね。 

○副小委員長（鈴木宏征君）  はい、どうぞ及川委員。  

○委員（及川 保君） きょうのこの小委員会の議題は、委員長もおっしゃられたような形な

のですけども、私も特別委員会の中でこの懇談会をどういう形でやるかは別として検討します

と、こういう発言をしますので、いやいやできませんでしたと次回の会議の中で委員長が簡単

に言われるかどうかというのも非常に議論していただきたいというところでございますし、局

長のお話は十分わかりましたけども、もう一つ私非常に残念だなというのは、きのうの苫民の

記者の方とも話した中で、別の部分での議論もありましたよと、この部分は前段の部分でかな

り出たのですけども、その中で私が感じたのは、町側が議会とずれのある発言をかなりしてい

るみたいなのですよ。苫民の記者の話を聞くと。そこで町が割って入って、きょうの推進会議

はそうじゃないと、今回のプログラムについて皆さんやっていただきたい。自由に意見を言う

場ではなくて。そういう中で町が、議会はこういう役割、町はこういう役割というような部分

をきちっと説明していただきたかったなと。この部分が実はなかった。局長は説明しましたと

いう発言はありましたけどね。きちっと進めていればこういうことは多分なかったのではない

かなと記者は言っていたものですから、非常に残念だなという思いでおります。私も問題発言
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してしまいましたけどね。逆にそれは自由に言わせておいたという状況であるみたいです。そ

こからするとこのまま行き違いの形の中でずっと進んでいくのかなと。推進委員の皆さんはこ

ういう思いで当然いくだろうし、何も改善されていない中でね。我々は我々で議会の役目を果

たしていく形にならざる得えないのかなと、局長の話からするとですよ。懇談の中で難しいと

いうことであれば、すれ違いの中で進めていくしかないだろうと私はそういうふうに考えます。

もう一つ、もしできるものであれば、町側から逆にそういう部分をきちっと説明していただけ

る場をつくっていただきたいものだと。このままいくのも非常に私としては、考え違いがその

まま誤解された中で進められていくというのがどうも私は情けないなということだけは言わせ

ていただきたいと思います。  

○副小委員長（鈴木宏征君）  わかりました。気持ちはわかるのですが、今おっしゃったよう

に今の議会の中で、開催について検討するというふうに今の委員会の中で言っていますので、

もし開催しないという結論を出したとしても、やはりそれなりの説明が必要ですし、今ずっと

局長からも話あったのですが、なかなか懇話会という組織そのものの形が、非常に微妙で難し

い団体というか委員会ですので。ですから組織としてこちらから申し入れをしても、どういう

形で話し合い、懇談をするのかという部分では非常に微妙なところがたくさんありまして、懇

談という話を持っていき方もですね、非常に気を使ってやらないと、ではそんな気を使いなが

らやってうまく懇談ができるのかというのもありますし、ここはちょっといろいろやるにして

もですね、非常にやり方に工夫をしないと難しいかなとずっと考えてはいたのですが。どうぞ。  

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどの議論ですとね、やはり全体的にやるという方向性です

よね。それは記事と別にという考え方ですから、例えばこの 24 日から町内に出て町民と懇談し

ていますよね。その縮小版という考え方でやるしかないのではないかなという気がするのです。

ですから、そういう情報だとかいろいろ見識を持っている中で別に町民全体とは別にね、聞か

せてほしいという部分でね。町民の立場で。そういう形でやるしかないと思いますよ。ただや

らないという流れの中で説明がつけばいいですけど。 

○副小委員長（鈴木宏征君）  どうぞ氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 局長が今言われたとおり、例えば行革推進委員会としての申し入れで

はなくて、例えばそこのメンバーの方々に町民としてこういった意見を聞かせていただきたい

のだけどもという、お誘いするって言ったら変ですけど、そういう投げかけ方をするというこ

とです。それは可能なのですね。  

○事務局長（上坊寺博之君） この場合ですね、ただそういう立場にある町民としてしたいと

いうお話になりますからね、議会から直接というよりも、行革推進委員会からそういうような

話をしていただいたほうが、向こうにちょっと諮ってみないと。立場が違いますから。町が聞

く立場の人のところを議会の人が聞くというのもちょっと変ですよね。どっちも意見出せる立

場ですから。ただそれは町政内部機関の処理としての意見の出し方の違いですから。そういう

形でね、僕はやったほうがいいかなと。  

○委員外議員（斎藤征信君） 大体、結論が出たのではないかと思います。町民として意見を  
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聞く場を設けて行くということでいいかと思います。ただ、及川委員が言うように議会の名誉

にかかわることでもある内容だと。だとすれば新聞社に聞くわけにいかないわけだから。そう

いうことが、こういう取り上げられ方があるとどうなのだということは、町側と例えば正式な

懇談でなくてもいいから、議長と委員長の立場で話をする機会を、諮問機関がこういう考え方

でいられたら困るのだという一応意思表示はあってしかるべきではないか。それが可能かどう

か、意味があるのかどうかということなのですよ。この報道の内容について、こういう行革の

中でこういう話がされているという報道については、議会として遺憾であるという申し入れを

町長側にして、何らかの形で町長からそちらのほうに意見を申し入れるというようなことがあ

っていいのではないかと。議会の名誉を考えるのならば。 

○副小委員長（鈴木宏征君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 私も非常に難しいなと皆さんの意見を聞いて、聞いた中で総合的にお

話しするのですけど、よく考えると現実に出たのだそうです中で。それを室蘭民報というとこ

ろは記事にして出したわけですよ。出たものを出すなという話はどうもしにくいなと。言えま

せんよね。そこを厳重注意の例えば申し入れも厳しいのではないかと私は思うのですけど。ど

うですか。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 斎藤委員外議員。  

○委員外議員（斎藤征信君） そこにいた人が発言をとめることもできないし、あんたの考え

方違うと言うわけにもいかないわけだ。だけどもこういうふうに出てしまった場合に、やはり

議会としての意見をどこに吐き出したらいいのかというと、町側にしかないわけでしょう。そ

うすると町長に行革の諮問機関の中で、こういう考え方で進められているような報道があった

と。これに対しては議会としては大変遺憾だと思うと。こういうことで、もっと正しい理解を

してほしいということで申し入れというのはできるはずです。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 今おっしゃっているのは、行政改革推進委員の中にやはりそう

いう意識がある方が何人かいるからそういう発言になるわけですから、これがどうかわかりま

せんけど、委員長とか佐藤さんですか、委員長ですけども。委員長に議会として申し・・・。  

○委員外議員（斎藤征信君） いえいえ、そっちの組織に物を言うということはできないわけ

ですから。それを諮問している町側がそれをこういう認識では困ると。こういう間違った認識

では困りますと。これは議会の名誉にかけて伝えておきますというくらいにしかならないのか

もしれないけども、そういうことは必要ないかということです。 

○副小委員長（鈴木宏征君） 町側から行政改革推進委員会に申し入れをするということです

か。 

○委員外議員（斎藤征信君） だから必要があればそれはやってくださいと言う必要もないわ

けですし。だから我々は議会の名誉を守るということでは町に伝えれば、いつかは町側からそ

ちらへ伝わるかもしれないし。伝えてください、絶対伝えないとなりませんという問題ではな

いかと思います。ですけど申し入れしなかったら、議会として意思表示は何にもなかったのか

ということになってしまうわけでしょう。 
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○副小委員長（鈴木宏征君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 今、斎藤委員外議員の言われることでありましたら、私も実は先ほど

から申し上げているように、町のほうからきちっとやはり出た段階で説明いただければありが

たかったなという思いがあるものですから、今、委員外議員が言われたような対応は、町側に

対してすべきではないかなというふうな私は思いでおります。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 皆さん言われることはその通りだなと僕は思うのです。ただ、僕もこ

れしか見ていないのでね、最後まで例えばそこの場所にいてその話を聞いているわけではない

ものですから。当初こういった話がポンと出て、最終的にどういった結末で終わったのかとい

うこともわからない中で話していますから。その中では例えば今行革推進委員会に対してでは

なくて、そういったいろいろな立場の中で活動されている方々の、そういった意見も聞きたい

という形の中での懇談会を設けると。その設けた中で、今議会がやろうとしていることの共通

認識にたってもらう。たってもらうというよりも理解してもらうことを我々が努力していかな

ければいけないかなと思います。その中で、多分今回話されてというか載った部分というのは、

その中で解消されていくことなのかなと。もしそれで解消されないのであれば、いつまでたっ

ても背中合わせで終わってしまう。推進委員会に対しての懇談はできないです。ただそこに携

わっている方々に、一町民としてできるのですよね。町民との懇談会とは別建てでやるのです。

今町民懇談会の中にその人たちに声をかけるのではなくて、それとはまた別建てで。ですから

推進委員会という特別職としての、そういう形の中での呼びかけはできないけども。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 近藤委員どうぞ。  

○委員（近藤 守君）  あんまり大きくなってしまうと、逆にまた取り上げられることは十分

あると思うのですよ。ですから今ね、やはり委員長の議長でもね、加藤局長のところに行って、

実際これどうだったのですかと、このくらいでいいと思うのですが。それ以上入ってまたやっ

たら、逆に逆なですることになって大げさになるような可能性があるものでね、それはその辺

で抑えたほうがいいのかなという気はしますけどね。 

○副小委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  いずれにしても、特別委員会で今ある一定の方向の中で皆さん反対意

見というよりも方向性、懇談をやるべきだという形の中で委員長の見解を述べているわけです

よ。だからそれをやめるにしても、やめるということがどういうことかわからないけども。 

○副小委員長（鈴木宏征君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 特別委員会の中で今、皆さんの意見を総合してわかりましたと。どう

いう形で進めるかわかりませんけども、日程等含めて小委員会の中でゆだねていただきたいと、

議論しますということで了承皆さんもらったものですから、もしやらないとなると本当にやら

ない説明を、きちんとやはりしないといけない、具体的にしないと多分皆さんおかしいという

話になってしまうものですから、はい。                                                               

○副小委員長（鈴木宏征君） はい、斉藤委員外議員。  
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○委員外議員（斎藤征信君） やめたということになるかどうか、ただ、今議論をしてね、か

なり相手がその交渉の相手ではないということがよくわかったのでね、それで議会が行う懇談

会の中に来てもらって、その中で出てきた場合に解消するような努力をするというのが一つ。

だからやらないわけではないでしょう。新たにその人達を相手に別の名前でやるのではなくて、

町民懇談会の中に来て、そういう意見があればもう言ってもらうようにすればいいとね。それ

で、だからやらないのではない。それからもう一つアクションを起こすとすれば、その先ほど

言ったあの、議長に議会が傷ついたぞという申し入れをしてもらうとか、そういう行動も含め

て、動きはとったよということは最大限その今の範囲の中でできることはやりましたというこ

とになりませんか。 

○事務局長（上坊寺博之君） よろしいですか。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 局長どうぞ。  

○事務局長（上坊寺博之君） 小委員会にゆだねられたのは、やるかやらないかではないので

すよね。やることに対しての検討ですから、やるかやらないかではないのですよ。ゆだねられ

たのはね、方法とか日程について。ゆだねられたのは。ですから、そういう議論は拡大しすぎ

ている。だからやれる方法を考えねばならない。そういうことなのです。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 氏家委員どうぞ。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。斎藤委員外議員が言ったみたいに、ただこれから出ていく

町民懇談会ありますよね。そこにね、ちょっと個別で悪いかもしれないけれども、例えばそれ

はね、議長を通してもいいかもしれないですけども。議長を通してやれるかわからないけども

ね。例えばメンバーの方々にね、今回こうやって町民の前に出て行きますと。その中でね、も

しあのいろんな意見を承りたいと。そういった部分の、案内状みたいなものは出せないのかな

と。例えば、特別委員会ではないけど、推進委員の方々にね一人一人にですよ、そういったこ

とというのは可能ではないのでしょうか。 

○副小委員長（鈴木宏征君） どうぞ。  

○事務局長（上坊寺博之君） 可能です。それは当然懇談会ですから、たくさんの人に来ても

らって何ぼって言ったら変ですけど、成功するわけですから。それは、そういう働きかけは当

然できるという解釈です。 

○副小委員長（鈴木宏征君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） では、その中にですね、例えばこれから白老町が本当にどうあるべき

かということの、議会としての考え方も例えば聞いてもらいたい。聞いてもらいたいではない

ですね、町民から聞くのですから。俺達が今やろうとしてることについて質問してもらいたい。

で、どうなのかということもね。例えば議会としてのそういう思いがあればね。だって特別委

員会の話ですからね。そういった話の中で、意見を賜るということはできるのではないかと思

うのですよ。今回、中にこの新聞というものは入ってしまっているのでね、ちょっとおかしい

話になっているので、個々の方々からの意見も聞くという部分では、それが一番ベストなのか

なと僕は思うのですけどね。局長が言われた通り案内出せるのであればね。 
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○副小委員長（鈴木宏征君） はい、近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 案内出してもね、このメンバー見ますとなかなか忙しい人ばかりなも

ので、本当に出席できるかどうかはね、なかなか難しい問題があると思いますし、そうやれば

やはり推進委員会のほうでもね、やはりそれなりのね、こういうのが来たぞというね、ちょっ

とやはり動きが出てもらえればそれが一番いいと。でもほかのあれとうまくかみあえばいいの

ですけどね。一般の方の質問なんかとね。それが心配ですよね。 

○副小委員長（鈴木宏征君） はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） はい、及川です。であるならば、先ほど話、あれ決まったと思ったの

ですけど。要するに３日間やりますよね、町民懇談会。意見を聞く、お聞きする場。それとは

別に、別個にそういう場を設定すると決まったように私はとらえていたものですから、今また

その部分で、町民懇談会の中ですればいいとかしなくてもいいとか、そうではなかったはずで

すけど。局長どうですかそのあたり。  

○副小委員長（鈴木宏征君） はい、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 私がとらえていたのは、行革委員会ではできませんよとういう

お話しましたよね。できるのかもしれませんけど、町側が、委員会でも立ち上げてそこの中で

議会と懇談会してもらうということであれば、できる可能性はあると思いますけど。だから、

３日間町民懇談会は一般のフリーの方が来てもらって懇談会するのですよね。ですから、懇談

会ですから多方面にやることは特別委員会の趣旨に合うわけですから、行革の委員という身分

を持った町民に、別枠で懇談会 10 人なら 10 人にやるというだけのことですよ。ですから、新

聞記事がどうのこうのということではなくて、同じような形でやれば当然同じような話も出て

くるかもしれません。それに対して議長なり委員長なりが適切に答えれば問題はクリアするで

しょうし、ケンカするわけではないですよ。ですから同じような立場、立場というかね、環境

でやるということ。そのほうがベターじゃないですかとさっき副小委員長が言った通りです。

別枠でね、別枠で。 

○副小委員長（鈴木宏征君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 僕ね、２面性あると思うのですよ。で、例えばそれが一つのまた新聞、

新聞のネタにされるような話でなる場合と、結局はそれを取り上げて、今回この新聞報道を逆

に、否定する一つの中身になる部分と、どちらかになると思うのです。話題性もあると思いま

すよ、ハッキリ言って。別枠でやるということで結局は議会が動くわけですから。だからその

辺ではどういった取り上げ方をされてもね、今回のこういう物の取り上げ方とね、また違った

面での取り上げ方になるのではないかと。僕は、やることに関してはやぶさかではないだろう

なと思うのです。  

○事務局長（上坊寺博之君） 多分やったとすればね、物のとらえ方は町民としてはとらえな

いと思うのです。多分。行革委員会としてとらえる。 

○委員（氏家裕治君） でもそれは、あくまで相手のとらえ方だから、こっちはあくまで町民

懇談会としての。それは報道の自由ですからね。  
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○委員外議員（斎藤征信君） 拡大と言ったから、町民懇談会と俺ごちゃ混ぜに考えてしまっ

て、それでいいのではないかと言ったのです。 

○副小委員長（鈴木宏征君） はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） いや、例えばね、拡大は拡大で同じだと思うのです。ただ本当に一般

の町民の方々の思いと、ある程度の行革に携わっている方々のそういった一町民としての立場

で考える。その意見というのは多分いろいろあると思うのですよ。だから、それが一つの会場

の中でごちゃ混ぜになるよりは、例えば一つの分野を分けるという言い方はちょっとあれかも

しれないけど、そういった分け方の中でね、同じ町民の意見としてその拡大した形の中でね、

やることもやぶさかではないと思う。それが今回の特別委員会の一つのみんなの意見でね、委

員長としてのとりまとめの形の中でね。 

○副小委員長（鈴木宏征君） どうぞ。  

○事務局長（上坊寺博之君） 例えばね、日程を取れるかどうかは別としてね、これはもう度

外視してそういう多面的にやるのでしたら、例えば行革の委員会の方の町民の立場とね、さっ

き言った経済懇話会の方々と話をさせてもらうとか、そういうのを組み合わせてやれば不自然

ではないのですよ。特定の人ともやるよ、一般の人ともやるよとそういうことは必要ですよね。

この間のあの総務のときみたいにね、片方では減免中心に話しているけど片方のところへ行っ

たらみんな一律に取れという議論もあるわけだから、多面的に聞くというのはやはり必要なの

ですよ。だからもしくはそれだけでっていうのであればね、今言ったように午前中とれるかど

うかで、昼飯食いながら懇話会とやる。この人方はね、いつも例えば行革委員会はいつも３時

過ぎにやっているから、３時過ぎないとだめなのですよね。だからそれをやる。そういう形で

やるという方法でやるのであれば、議会も多面的に聞いているのかなという気持ちになる。 

○委員（及川 保君） 町民との別口で２つか３つの団体とやっていくというのも今これで、

これだけでやっていくのかなというと、当然何故ここだっていう話になっていくはずなのです

よ。きのうのきょうだからね。そこに私たちもちょっと向いて憂慮しながらね、そういう思い

がありますけどね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば消費者協会とね、行革の委員さんと経済懇話会と３つや

るとかという部分。一日で終われれば、終われますよね。ちょっとやれるかどうかはわかりま

せんけど。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 議長どうぞ。  

○議長（堀部登志雄君） 私、正直言って、これ今小委員会でやるかやらないかということで

はなく、やるという前提でやるというのだけど。今いろいろと意見聞いて、やるということに

こだわってどんどん拡大していくというのも、これもちょっと考えものだし、まだ時間がある

ことであれば、やるかやらないかだけではなく、やるかやらないかも含めて小委員会にまた再

度、委員会に諮ってやってもらうという方法もあると思うのですけど、先ほど近藤委員も言っ

たように、これが強いうちにやると必ずこれでしたということになるものですから、また新聞

のネタになるのですよね。そういう面で面白おかしく書かれると、またカッカカッカするとい
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うような形で私がずっと考えていたのは、我々報告会行って町民の意見を聞くという中で、こ

ういう新聞報道でこういう形で、行革の中で一回出たようですけど、我々も町民の意見を聞き

ますと。だからぜひ、もし議会に対するご意見があれば、このときどちらかに来ていただいて、

きちんと議会に物申して頂けないだろうかと。来ないのであれば来ないで結構なのです。もし

本当に、この思いで議会に対する異議、思いがあるなら、そのときに来てぜひお聞かせ願いた

いという形の程度でそちらのほうに働きかけて。そしてあとは、粛々と我々来ないときは３回

の小委員会の報告会で対応していったほうが、ごく自然でこれに新聞記事にやられてそれでも

うカッとしたという形でとらえたと向こうは、書いているほうは。それで、これ議会で乗って

きたとなると、また今度それに対して含めて考えたほうが、非常に消極的であれでないかなと

思うけども。本当に僕もこれについてはね、本当になかなかあんまり特別委員会を設置したこ

とまで否定するような、否定されるような形で書かれるというのは非常に怒りを覚えるけども、

ここで乗ってしまうとなという思いも実はあるのです。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 今いろいろと委員の方にご意見出してもらっているのですが、

やはりやるにしてもなかなかいろんなテクニックと言ったらおかしいですけど、いろんな準備

をしないと開催、相手もありますし、そこだけ単独でやってもいいのかという話もありますし。

もしやるのであれば懇話会であるとか消費者協会ですとか、いろんなところを巻き込んでやる

ということになればですね、非常に時間もかかりますし、やはりやる方向のこう準備も必要で

すので、一つやるというなればそういうこと。 

もう一つはですね、今議長がおっしゃったように、方法は別としてもそこに参加して、これ

から６月にあるわけですから。その懇談会に、個別にお願いしてやはりそういう立場として出

席していただいて、立場といいますか一部の立場を持った方に出ていただいて、議会にそうい

うものがあるのであれば発言してほしいという、そういう方向での参加というのもありますの

で。保護していただくというのもありますので、次回が５月 29 日に委員会あるのですよ。小委

員会でその件について議論したのだけども、いろいろそういうことがあってですね、まとまら

なかったと。それでもう一度委員会に戻してですね、どうこう何点か出して、出された方法と

してですね、諮ってみてはどうでしょうか。ここでは結論は出ないと思うのですよ。 

はい、斎藤委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） 今議長が一つの方向まとめました。議会がやる町民懇談会の中

に入ってもらうということでしょう。うちらがやる議会がやる、それでもいいの。それで一番

最初にまとまったのではないかと言いました。だからそれがいいのだったらそれでいいし、い

やもう一回それも検討しようというのならね、いや本当にこれからね、だからそれも、だから

それはできないって。  

○副小委員長（鈴木宏征君） 暫時休憩をいたします。  

休憩 午後 ４時５７分 

                                         

再開 午後 ５時００分 
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○副小委員長（鈴木宏征君） 私が先ほど言ったように、やるとしてもどういう方法でやるの

かということをいろいろと議論をした結果をお話しさせていただいて、あとはもう一つの方法

として、議会の懇談会の中で出席していただいてそういうお話をしていただくという方法も一

つの方法でないかということもお諮りしていただきたいと思うのですが。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 
○副小委員長（鈴木宏征君） それでは、そういう結論をいただきましたのでいいですか。 

小委員会を長い間ありがとうございました。小委員会を閉会します。 

（午後 ５時００分）  


