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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１日（木曜日） 

   開  会  午後 ４時２２分 

   閉  会  午後 ５時０２分 

                                         

○議事日程 

審議事項 

１．町民懇談会の日程調整等について 

                                         

○会議に付した事件 

審議事項 

１．町民懇談会の日程調整等について 

                                         

○出席委員（６名） 

 小委員長 大 渕 紀 夫 君      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      議  長 堀 部 登志雄 君              

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○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 

○小委員長（大渕紀夫君） 小委員会を開催いたしたいと思います。 

（午後 ４時２２分） 

                                         

○小委員長（大渕紀夫君） きょうやる中身は、先日の小委員会で確認をし、本日確認をされ

ました 24、25、27 日の町民懇談会の場所、これを確認しなければ広報広聴常任委員会のほうに

お願いをしまして、町の広報等々に出していただくということに間に合わなくなると困ります

ので、その件。 

それから、きょう１日、特別委員会をやりましたけれども、それのもし反省点がありました

らそこの反省点、運営上の問題等々での反省点、また、小委員会でやっておかなければならな

いようなことがございましたら出していただきたいと。また、今後のことで問題点があれば・・・。 

最初に言っておきますけれども、資料については７日までということで、きょう、委員長か

ら言っていただきましたので、それはそれでいいと思います。 

また、インターネットでこの特別委員会を流すことが可能なのだそうですけれども、非常に

町民の皆さん関心があります。また、自由討議ということで、今回初めて取り入れられたとい

うこともございますので、その件について、もし皆さんの考え方がありましたら、ご意見を拝

聴したほうがいいかなというふうに考えておりました。その他、運営上の問題、また、小委員

会で取り上げておく必要があったら、その他で出していただくということで進めたいと思いま

す。そういうことでよろしゅうございますか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 局長、何かありますか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） インターネットの関係ですが、基本的に議会運営委員会では、

インターネットをする範囲というのが議会本会議と予算と決算という形で限定して決めてある

わけですね。昨年度は全員でやる本会議場での特別委員会を流していないのですよ。ですから、

その辺の議運との絡みが若干はあるかなという気がしていますので、15 日に議会運営委員会が

開かれるのです。16 日が特別委員会ですから、この場で議論いただいて、議運のほうへ持ち上

げて了承をもらうのがベターかなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい。というようなことで進めたいと思います。 

それでは、最初に実務的なところからやっていきたいと思います。24、25、27 日、18 時から

町民懇談会を行うと。細かな中身については、きょう議論してもまだ時間、先がありますので、

もうちょっと詰まった段階で行いたいと。できれば、第２回定例会の一般質問等々終わってか

らのほうがいいかなというふうに思っていました。場所と時間だけを確認したいと思います。 

局長、これで・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、一応、先ほど言いましたように町の広報に載せてもらう
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というのがございまいて、一応９日が原稿締め切りなのですよ。ですから、まず、この日を確

定していただくというのが１点でございます。 

町側の説明を行う場所と同一にしたらいかがかという意見が前回出ていました。町側は、白

老コミセン、萩野公民館、それと虎杖浜の生活館という形で行うということをお聞きしていま

す。 

事前に場所をある程度確保しておりまして、今主幹が持ってきますので、事務局としては、

24 日は虎杖浜生活館、25 日が萩野公民館、27 日が白老コミセンという形で場所確保してござ

います。一応 18 時からということです。時間も何時までかは・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、ただいま事務局から６月 24 日虎杖浜生活館、６月 25 日萩

野公民館、6 月 27 日白老コミセンということで場所についてはよろしゅうございますね。 

時間ですけれども、18 時から 20 時くらいにしかならないでしょう。報告が20 分から、何分

間か先に今までの議会の取り組み含めてやるかどうかというのがありますから、そこら辺はあ

とでやりますけれども、８時以降までやっても仕方がないと思うのです。おおむね２時間とい

うことでどうですか。議長いいですよね。 

○議長（堀部登志雄君） はい。 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、場所と時間については、今、確認をいたしましたので、

これで町の広報で流していただきます。よろしゅうございますね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） あとは。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、広報のお知らせのところがありますよね。そこに載せても

らうように、通常の行事と同じくらいだと思いますけれどもスペースを考えているのですが、

ただ、今、広報のスペースがどれだけ取れるかというのが・・・。 

 通常ですと、会議のお知らせのところに議会の分入ってしまうのですね。ですからその部分

だけ、抜いて入れてくださいということを主幹のほうを通じてお願いしているのですが、まだ

わからないのです。９日以降の原稿集約によっては一体化になるかもわからないですし、ただ、

手法としては、もう一つは町内会回覧も含めて、チラシという形で６月上旬に町内会に回るよ

うな手だても考えなければならないかなと思います。特段どこかへ発信する部分があるのであ

れば、発信しても構わないのですけれども・・・、全町的な対象ですから、特にこれというの

は今考えていないのですけれども・・・。 

○委員（大渕紀夫君） 必要であれば、地元３紙に記事として扱ってもらえるものであれば、

本当の記事で扱ってもらえるくらいにしかならないでしょう。 

○議長（堀部登志雄君） それは、町民懇談会、議会懇談会という形でテーマもきちんと入っ

ているのですか。その広報の方法は、どういうタイトルになりますか。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、特別委員会の活動だという考え方をしております。
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というのは、広報広聴常任委員会を持っていますけれども、特別委員会を設置していますから、

常任委員会から外れますので、基本的には特別委員会の活動という中の位置づけとしては、町

民懇談会でいいのではないかと思っていますけれども・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 懇談会というテーマのほうは、どういう形で・・・。何も書かずに、

特別委員会の町民懇談会という形になるのか・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 標題は、特別委員会の懇談会ということ。内容は要するに町が

財政改革プログラムを示されていると。超過税率の導入も含めて町民に負担がかかるようなこ

とがあるので、町民の皆さんのご意見を伺いたいということなのですけれども・・・。 

○議長（堀部登志雄君） それをきちんと広報に載せて、町民のところへは出すの・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の文面の中では入っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 必要であれば、サブタイトルつけますか。 

○議長（堀部登志雄君） そういう意味ではなく、要するに議会で何をやるか。どういう中身

でやるかということがわかれば、そのタイトルを見て、「これは行ってみたい」とか、そういう

のがあると思うので、その辺がわかるように簡単に説明してもらえれば、周知してもらえれば

いいのかなと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 今、文章くださいますので・・・。この件につきましては・・・。

はい、どうぞ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 町側の日程は決まっているのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ６月の４、５、６日です。 

○委員（近藤 守君） たまたま、月初めだと周知徹底するのは大変良いのですよね。だけれ

ど、我々のほうは後半でしょ。非常に忘れたりしてしまうので、中で１回何かしなければ、な

かなか集まりにくいかなという気がするのですけれどもね。 

○小委員長（大渕紀夫君） やはり、町内会回覧をやったほうがいいですね。 

○委員（近藤 守君） そのほうがいいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町内会回覧でも出します。 

○小委員長（大渕紀夫君） では、町内会回覧で対応するということでね。はい、この件につ

いてはよろしゅうございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、お配りしたのを見ていただきたいと思います。こういう二

段書きではなくて、別枠に、お知らせ版のほうへ持っていけないかということで、今お願いし

ていたのですけれども・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） これ、終わり20 時と入れたほうがいいのではない。入れないと際

限なくなるから、一応 20 時と入れたほうがいいです。２時間が限度です。これ、20 時、入れ

てもらいましょう。いいですね。 

 回覧をメインでいきたいと思いますので、すみませんがご了解願います。 
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 多分、広報のほうはうるさいのだと思うの、これ。うちだけが特別というわけにはいかない

のだろう・・・。町内会回覧でやるということでいきたいと思います。この件、よろしゅうご

ざいますか。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、きょうの自由討議なのですけれども、思ったより活発

な議論があって、これはなかなかなものだなと思って・・・、中身ではなくて議論があれだけ

出るということは、いいなと思って私は聞いていましたけれども、皆さん方ご感想を含めてあ

りましたらどうぞ。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も、当初の第１章から第３章までについては、自由討議といっても

さほど活発化されることがないのかなと思っていました。ただ、一つ気になったことは、委員

長に対しての「委員長、こう言ってくれ」という話が出てくるというのは、ちょっと別なのか

なと。あれは、「自分の思いとして、こうあるべきだと思うけれども、皆さんどうですか。」み

たいな・・・、そうすると、例えば、その後、僕が答えた部分とも噛み合うのかなと思うので

すけれども・・・。ちょっとそれが気になったこと。あれが修正されて、個々の議員がそうい

う思いで、「僕はこう思うのだけれども・・。」ということで発言されることにおいては、今回

の初めての、先ほど委員長が言われたとおり、初めての自由討議という部分ではすごくいい議

論だったのではないかと思います。 

 責任論の話になったときに、あれは、松田委員の話を一遍とおりに聞いてしまうと、そのま

まで終わってしまったのかと思うのです。そこに、鈴木副小委員長の意見が出て、議論が深ま

りましたよね。あれで、例えば、責任論の話がどこまでの責任論なのか、その辺が深まったと

いう面では、あの議論があって、これからの取り組みが明確になっていくなというのがはっき

りしたので、この自由討議のあり方というのは、大事な部分なのだろうなということが再確認

されたという面では、すごく良かったなと思っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 私も、初めての試みでどういうふうに進めたらいいのかな、本当に意

見が出てくるのかなと、討議になるのかなと、非常に心配しました。だけど、やってみたら意

外と皆さん冷静に、喧嘩の話とかもしましたけれど、喧嘩ということではなくて、非常に活発

に出してくれたな。ありがたかったなと。率直に感じました。 

 次回、それぞれの議員さんのお話もぜひ聞かせて欲しいという話もしましたけれども、そう

いう思いで、ぜひこの特別委員会をしっかりと進めていきたいなというふうに思っております。 

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員が今言われた、全員になるべく発言してもらえるような

リードをするというのはすごく大切だと思うし、そういうのが慣れるともっともっと活発な意

見になると思いますよね。 

それで、町長の出席の問題が出ましたけれども、これはあそこの場で確認されましたので、

今後町長に出席を求めるということについては、もちろんあそこで委員長も確認していますか
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ら、こちらでつくった日程ですから、出られない場合があるのは､これはしようがないのですよ。

だけど、これを動かさないで、この中でなるべく出てもらえるようにお話をし、あまり出られ

なければ、やはり町長の日程を聞いて、１回くらいは何点か質問をし、それに対するやり取り

の場もつくらないと、松田委員が言ったことは、僕は当たっていると思うのですよ。議会と町

とが一致してこのことをやらなければだめだという意味のことを言っているのですよ。彼の言

っているのは。そのためには、両方がきちんと議論をしなければだめだということを言ってい

ますから、これはなかなか、我々小委員会でちょっと抜けていたかなと思った部分なのです。

実を言えば・・・。だから、そこはやはり、確認されたようにきちんと町側に行って、出席要

請をするというふうにしますか。議長どうですか、そこら辺。議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 確認されている部分ですから、これは出る要請は構わないと、でき

るだけ万難を配して出ていただきたいなと思うのですけれども、ああいうぐあいに改めて出し

て、知らせる時にはきちきちっとやった中で、あそこに書いていることを思いとしてはものす

ごく・・・。 

 今回の場合すべてが、やはり町長がいなければ１回出されたものでも、町長以外の人であれ

ばあまり信頼度とかそういうことが、いなければどうも、「まちであまり重要に考えていないの

だ。」みたいな形でとられると、どうかなという部分はある。やはり、あそこに出てくるからに

は、あれは町長の形だから、そういう面では、いればすごく、言ったの全部聞いてくれるか。

いなければ聞いていないのかという話に、そこまで極端にいかないほうがいいのかなという感

じはします。 

 だけれども、今回の場合は両方同じ思いで、町も議会も同じ思いで、ある面では町民のほう

へお願いしなければならない部分もあるから、そこのところはお互い信頼関係でがっちりスク

ラム組んで、確認しながらやるというのはすごく結構だと思うし・・・。 

 それで、責任論の話が出て、内容はともかくとして、熊谷委員が言っていた部分と、鈴木副

小委員長が言っていた部分で、松田委員が言った部分で、前回、去年の秋口にやったまちづく

り懇談会に出たときに、町民から「議会も半分責任あるだろう」とかなり言われた経緯もある

もので、町長の責任は鈴木副小委員長が言われたように、町のほうの責任はかいであると。我々

の責任というのはかいではないのだよね、議会広報で出している部分で、こういうふうにしな

ければだめだという責任はあるけれども、その辺がものすごく出てくるから、大渕小委員長が

最後に言った、次のときにきちんと議会としての責任がどうなのかということは、皆さんにき

ちんと認識してもらうというか、こういう責任はあるのだという意思統一はして出て行かない

と、今度、「議会の懇談会、議会の責任はどう感じているのだ。」ときたときに、その辺をきち

んと意思統一して話をしないと、ちょっとまずいのではないかと・・・。ないということには・・・、

委員長には悪いけれど、「質問したのだから、私はないよ。」というわけにはいかない。やはり、

議決して決めてきたことだから・・・。 

 やはり、最終的には、町民から見ると「両方で決めていたのではないか。」と言われると、片
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方に責任があるとなると、議会はどうなのとこられたときに、私たちに責任はないと思います

ということにはならないと思いますし、そうかといって、本当に半分、半分あるのかと言われ

ると、これもまた、そこまではないのかもしれませんけれども、その辺もやはり十分意思統一

して、皆さんの意見を聞いて臨んでいくべきだなというふうに感じました。 

 次回からは核心に触れるもので、なるたけ町長に出てもらうように、また、委員長と行って

お願いしてくるようにしたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） これ正式に、どのような形でやるかお任せいただけますか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 議長と委員長で行ってくるというのが１番いいのではないですか。 

○委員（及川 保君） よろしいですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） それがそうでしょ、局長が一緒に行くだろうけれども・・・、議

長と委員長と局長で。正式に出席要請すると。 

○事務局長（上坊寺博之君） 通知は出しているのですよ。ただ、委員長と小委員長との話の

中で、必要の都度という話だったから、必要があればじかに出てきてもらって、それに対して

説明を聞くという部分だったから、多分、今の方法でやれば、前段の質疑応答というのは１時

間あるか、今度細かく切っていくから、１時間あるか１時間半あるか。あとは自由に討議を１

時間やるか２時間やるか別にしてやるのですから、その辺、町長も午前中からやればつぶれな

いのではないかという気はするの・・。 

自由討議は、入れたらおかしくなるでしょ。それは違うものだから、そこで入れたら自由討

議にならなくて、理事者にふってしまうのですよ。途中で「どう考えているのよ。」となるから、

自由討議が成立しないのではないかと思いますけれども・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） そういうことでいきたいと思いますけれども、どうですか。まだ、

考えていることございましたらどうぞ。 

 町長の出席要請、それから、責任論の問題。欠席のときは出た質問は後でまたやってもらう

ということですね。そこらあたりが、町長との係わり合いでいえば出た意見かなと思いますけ

れども、純然たる質疑をきちんと行って、その後自由討議ということで、その中で先ほど議長

からも出ました議会の責任論なども、共通認識にしておく必要があると思いますので、そこは

そこでやるというふうにしていきたいと思うのだけれどもね・・・。 

 はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 町長の出席要請をするということで今回決まりましたから、もし町長

の、公の仕事の中で出られないときには、前もって委員長のほうから、「きょうはこういった事

情のため出席できません。」と前置きしないとですね、また同じ議論が出てきますから、「何で、

きょう来られない。」みたいな話から始まると時間がそこで費やされますので、そのときは出ら

れないのであればその主旨説明だけは、しっかり前もって委員長のほうからしてもらうと。 

○小委員長（大渕紀夫君） 委員長お願いしますね。はい、及川委員。 
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○委員（及川 保君） 全く、その通りですね。それで、多分、町長がおられなければおられ

ない議論の中で、また、町長に答弁してもらわなければいけない部分が出てくる可能性もある

のですね。そのときはまた、そのことをきちんと町長に伝えて、次回どこかの委員会の中で報

告してもらうということにしたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 小委員長と委員長が必要に応じて出てもらうというのは、特別委

員会ですから常時全部拘束するというのはいかがなものかと考えたのです。それで、委員長と

相談して、必要であれば出てもらうというのが一番ベターだろうと、ただ、きょうの中でああ

いう意見が出たからそうなっただけで、それは絶対出るとか拘束するとかではなくて、やはり

町長に対する質問というのは町長だけしか答えられないようなものもあることも事実なのです

よね。 

 だから、やはりそこは解明しないと、多分この改革プログラム自体が議会との関係でギクシ

ャクしたらだめだから、そこのところを町長にきちんとわかってもらうと。議会も理解するた

めには、あなたが出てきて本気になって、議会と一致してやりたいのだということを切々と訴

えてもらわなければだめですよ、それは・・・。それくらいの気持ちがなければ、そのような

ことできっこないよ。 

 そこは、議長と委員長が行ったときにきちんと言っていただきたいというふうに思いますの

で、抵抗があるかもしれませんけれども・・・。 

 はい、どうぞ、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） きょうの、責任論の話が出たときに、確かにそのとおりの話をいろい

ろ深くしてくれたと思ったのですけれども、これ、去年のまちづくり懇談会の中で、町長が財

政改革プログラムをつくる素案、前段として、僕は町民の説明会を行ったと認識していたので

すよ。 

 そのために町長は、今こうなった状況を、町民に対して、例えば身の丈以上の公共事業に投

資したのだと。白老町内における基幹産業が公共事業であったみたいな話を、繰り返しされて

きたのではないかと僕はそのように感じ取っているのです。それをまた繰り返すような話で町

長を出席させるということであれば、僕はちょっと違うのかなと・・・。 

 きょうの責任論の話を聞いていると、松田委員の言っていることというのは、多分そこの話

だろうなと思うのです。それを繰り返してはいけないのだということを・・・。 

 僕、町長は去年の秋のまちづくり懇談会の中で、そういったことを町民に訴えてきたのでは

ないかと思っているのだけれど、その辺については皆さんどういう理解をされているのかなと

思って、責任論の話の中で感じたことなのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。 

○小委員長（大渕紀夫君） どうですか。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） あの時町長は、冒頭「それは私の責任です。」ときちんと言ってい

ますよ。そして、今度、一般のほうから町長そうやって責任あると言うけれど、言わないでい

たものだから議会だって半分と、逆に町民からこちらが言われたと。最初から町長は「私の責
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任です。」というようなことははっきり言っていましたものね。だからそういうことで入ってい

るから、向こうもだんだん、続き、続きというか、申しづらいという・・・。我々これもやめ

るべきではないかという話が出たと、そういうぐあいに記憶しているのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） この部分について、あまり町長のほうの事情を考慮してやってしまう

と、逆にこの特別委員会がおかしくなってしまうので、例の懇談会というのは新たな議会に入

る前の懇談会だったのですよ。そういうことからすると、あまりそこにこだわって、町長は既

に謝っていると。責任を感じていると。その次元とは違うかなというふうに思うのです。再三

にわたってそれを「やれ。やれ。」ということには、私は賛成しかねるけれども、ただ、いずれ

にしても新たな特別委員会で、今、何とかこのプログラムをきちんと議論していこうというこ

とになれば、その席でもきちんと、そういう対応も必要になってくるのではないかと、私はそ

うとらえて、あまり町長の心境だとかそういう部分も考慮しながら当然やらなければいけない

のだけれども、そのこともご理解いただけるように、議長も、私のほうからももちろんそうい

う話もしておきますので・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） ただ、松田委員が言われているのは、原因の責任論なのだよ。現

在の責任論ではないのだよ。彼が言っているのは原因の責任論のことを言っているの。だから、

今のことではないのだよね。よく聞いていたらわかると思うのですけれども、それで、鈴木副

小委員長の質問が出たのでしょう、中身は。 

現在の責任論ではなくて、原因の責任論だから、そこは、多分、淡々と答えていただくしか・・・。

それはやはり１回やらなくてはだめでしょう。１回だけは・・・。町長は言いたがっているの

だから、言ってもらえば・・・、はっきり言えば・・・。はい、鈴木副小委員長。 

○副小委員長（鈴木宏征君） 僕もそういう意味で質問したのですよ。もっと深く、今までも、

氏家委員がおっしゃったように町長はいろいろなところで、「行政にも責任がある。」というこ

とをずっと何回も言ってきているのです。議会も、うちの委員会の中にもチェックできなかっ

たことを議会の責任もあるというような箇所もありますよね。 

ですから、これ以上行政に対してだとか、もし責任論という話になれば、どこまで踏み込ん

で責任論を聞こうとしているのかというふうにいえば、もっと深くといえば、その当時の町長

に責任があるのだとか、そういうところまで行ってしまうのかなと思ったものだから・・・、

話をしたのですよ。 

だから、もしそういう責任論で話をするのであれば、今まで言ったことをまた淡々とそこで

お話して、それでいいのであればいいのですけれども、何かそれだと逆にあまり意味がないと。

今まで言ってきたことと同じことをまたそこで言わせて、何の意味があるのかなと思ったもの

だから、たまたま僕がそういうお話をあそこで聞いてみたのですが、結局は、やはりそういう

個人の責任ではなくて、原因は何かと。そういうふうになってしまいましたよね。それだった

ら、今までもいろいろなところで言っているのにな、という気はしているのですが。 
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○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 先ほども申し上げたように、もう既に何度も言ったから、もうやらな

くていいということではなくて、ここに当然検証にも、しっかり検証、十分ではないかもしれ

ないけれど、あの当時検証しました。その中でもきちんとそういう部分では責任をうたっては

いるのだけれども、現在も町長も、どこの席においてもこのことについてはきちんとやってい

るのだけれども、特別委員会という新たな、新しい議会においての特別委員会を進めておるわ

けですから、その部分においては、繰り返しになるかもしれませんけれども、その部分につい

ての発言も、ぜひというか、やっていただくのはやぶさかではないと思うのですけれども、や

って無意味だというような・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕ね、今、鈴木副小委員長委員が言われたことなのです。確かに、議

会は 10 月で解散しました。新たな議会になっています。議会の責任を今回の特別委員会の中で

話し合うことは、当然必要なことだと思っています。 

 ただ、町長は代わっていないですよ。町長の説明というのは、昨年の秋のまちづくり懇談会

と何も変わっていないわけですよ。今までの町長の責任ですということを明確にされています。

でも、その中で、過去数年間の間の蓄積された財政の悪化原因も、そこで述べられているので

すよね。 

 ですから僕は、そういった面では、別に町長のことを考えてどうのこうのと言うのではなく

て、もっとこれは先に進んでいかなければならない問題だともしとらえれば、これから先のこ

とで町長を呼んで、町長に聞かなければいけないことがたくさんあると思うのです。 

 であれば、議会としての責任は、今新たになった議会ですから、議会の責任論はこれからみ

んなで議論しなければいけないだろうと。前の議員の方々がいらっしゃるわけではないのです

からね。ですから、今回、新たな特別委員会の中でしっかり話し合っていくべき問題。ですか

ら、別に呼んできて町長にしゃべらせることが、いいとか悪いとかというのではなくて、話す

こともいいでしょう。でも、もし、本当にこの短い時間の中で、限られた時間の中でやろうと

するのであれば、きょうの松田委員の話を聞いていても、極論から言ったらそこにいったでは

ないですか。 

 最終的には個人の責任ではないのだと。また同じような繰り返しをしないためにどうしたら

いいのだということを、去年で僕は終止符を打っているような気がするのですよ。そのために

今回この素案が出てきて、これから計画案に持っていこうとしている中で、どうやってそれに

議会がかかわっていかなければいけないのかということを今回の特別委員会でやっていかなけ

ればいけない、という考えに立てば、果たして責任論云々に関しての時間を取ることがどうな

のかなと、単純にそう感じたのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私も、大変、町長が来て答弁をするということには危惧しているので
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すよ。きょうの話の中身からすれば、そこに行き着くのではないかという気がしてならないの

ですよ。だから、ここにいる方々はいいのですけれども、やはり相対したときに、責任論で終

わって、次から次と終わったことを蒸し返していくような気がしてならないのですよね。 

 ですから、来てもらって、そこら辺はうまく、委員長の力量でしてもらうと、なんとかして

もらわないと、何か心配でしようがないのですよね。ですから、その辺はちょっと考えていた

だきたいなというふうには思っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 基本的には、きょう責任論の話が出ましたけれど、それは１章から

３章までの間の項目の中で、ほかの具体的なものは出ていないから、その分だけの中で・・・、

最初そういう話だったけれど、町長、実際に出てもらうというのは、一言、話をしたいという

思いはあるけれども、やはりそれではなく、要するに財政改革プログラム自体が両方ガッチリ

一緒に組んでやらなければだめだから、ぜひ来ていただきたいと。そういう意味の・・・、だ

から来てもらって責任論だけ言って「俺もういいは・・・。」と帰ると、そういう意味ではない

からね。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） それだったら、何も心配要らないです。そういうふうにしてもらいた

い。ただ、きょうの会議から見ると非常に心配するところ多かったですけれどもね・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 本当にそういうことだと思うのです。皆さんの思われていることは、

全くそのとおりですから、議長と進めますので・・・。 

○小委員長（大渕紀夫君） だから、あそこで言われた中で、やはり究極のことを言えば町民

に負担がかかるのだろうと。そうであれば、町長も一緒の気持ちでいかなければだめなのだか

ら、議論に参加して、聞きたいことを聞いて一致してやろうやというのが、僕は総体的な意見

だったと思うのですよ。そのことを小委員会なら小委員会、委員長なら委員長が汲み取らない

とだめだと思うのです。そのことによって、議会全体が一致できるような形をつくっていくと

いうことですから、そのための小委員会だからね。 

そういうことで言えば、今、近藤委員が言われたことも十分考慮しながら、それだけでやっ

てもどうにもならない話、相手をやっつけたら解決するのならいいけれど、そういうことでは

ないからね。この後のことのほうが大切なのだから・・・。しかし、けじめとしてそれを１回

やれば、けじめで今度からはもう出ないわけだから、そういうようなことでやるということで

いったらいかがですかね。 

ほか、どうですか。いいですか、大体。今回については、あと16 日まで、今の状況でやると

いうことでよろしゅうございますね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、局長、何か事務局からありますか。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 今回のまとめというか、懇談会のほうは次回、皆さんにお伝え

したほうがいいですよね。 

○小委員長（大渕紀夫君） そうですね。すみません、私いませんので報告をよろしくお願い

いたします。日程、このように決まりましたと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 日程、このように決めましたと。これだけは動かしませんとい

うことだけ伝えてもらえればいいと思います。よろしくお願いします。 

○小委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか、ございませんね。 

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○小委員長（大渕紀夫君） そでれは、小委員会を以上で閉会したいと思います。長い間、御

苦労さまでございました。 

（午後 ５時０２分） 


