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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２９日（木曜日） 

開  会  午後 ５時３１分 

閉  会  午後 ５時５９分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．特別委員会の今後の進め方について 

２．その他 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．特別委員会の今後の進め方について 

２．その他 

                                         

○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） ご苦労さまでございます。ちょっと遅いので、なるべく早く終わ

らせたいと思います。それでは、小委員会を開催いたします。  

（午後 ５時３１分）  

                                         

○小委員長（大渕紀夫君） きょう、どうしてもやっておかなければならないことが一つあり

ますので、それをやった後、いろんなことがあれば出していただくというふうにしたいと思い

ます。きょう、特別委員会の委員長の采配で自由討議も完全とは言えないけれど、時間がない

中でやったということでいえば会議らしくなってきているかなという印象を受けました。前回、

私は欠席しましたので、町民報告会のことで議論があったように聞いておりますけど、その件

につきましては、この後一回、時間をゆっくりとって、段取りをきちんととりたいと思います。

あしたも小委員会ありますから、小委員会を一回、別にとらなくてはだめだと思います。  

それで町側から、特別委員長と私のほうに病院の関係での、固まったものではないけれど、

報告をしたいと申し出がありました。当然、６月会議がありますので、きょう、そこの確認だ

け、少ししまして、あす突然ぱっと出て小委員会も何も知らないということにはならないもの

ですから、その前にという、町の考え方もあるのでしょう。一応、あす、報告は受けたいと思

っています。それは、固まってはいないやに聞いていますが、報告は受ける、そして６月 27

日の予備日までには方向が固まるとのことですので、その段階で定例会６月会議をくぐって、

そして、そこで、病院の問題の集中審議を受けたいという考えのようでございました。そのよ

うなことが、特別委員長と私のほうに理事者からございましたので、きょう、そのご確認を頂

いて、あす 30 日、固まっていませんけど、病院の問題について一定の方向を述べる、６月 27

日に集中審議を行う。それまでにきちっとした方向は出ると、ここまでの話し合いでした。そ

いう日程ですから、あす、副町長から話をしたいということです。  

○委員（及川 保君） 今、小委員長から説明があったとおりです。それで、あすの日程、ど

こで進めるかを皆さんで協議をして頂きたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君）中身についてはよろしいですか。はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 固まってはいない話ということで、６月 27 日までにはある程度の方

向性を出すということは、このあと１カヵ月しかないですね。固まってはいないけど、大方と

いう話ではないと、話がみえないですね。 

○小委員長（大渕紀夫君） 町は、３通りの方向を出すということです。そう言えば、良識の

ある皆さん方は、ちゃんと聞いたらどれが本命か、大体わかる仕掛けになっていると。ただ、

ほかとの関係、道庁・苫小牧医師会・胆振支庁、そういうところの関係の外堀が、現段階では

埋まっていない。そういう配慮でございますので、そこは、そういうふうに思って聞いて頂い

ても構わないと思います。氏家委員が言われた通りでございます。  

では、特別委員長から出された、どこでやるかという問題です。決まっていないのに、あま
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り質疑は出ないでしょう。きょうは来ていないけど、マスコミ入るわけだから。３通りの方針

を検討しているとしか言えないので、冒頭やりますか。  

○副小委員長（鈴木宏征君）  今までも、方向を示す示すと言っていて、また３通りの方向か

って感じですよね。だから、道とかいろんなところの配慮はわかりますが、今になってまた３

通りの方向かという感覚があります。それを、議員さんもどうやって理解してもらうか。また

黙って聞いていたら、新聞社の方も議会あんなに待っていて、３通りの方向で納得していると

思われます。非常に厳しいですね。 

○小委員長（大渕紀夫君） 町側も議会側も両方とも、ある意味では方向性が示されないで、

定例会に入ってしまったことが議会側も軽視されている。町側もやはり、定例会の前に一定の

方向を示さないと困ると。これ以上待つことが適切かどうかです。  

はい、どうぞ氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） でも、３通りの方向って言っても、内容はわからないですが、結局、

話を聞けば、何となくここのラインでというのが見えるような説明になると思います。今まで、

これまでこれだけ議論してきて、なおかつ３通りって話もね。全然どっちでもいいですよ、皆

さん、くじ引いてくださいみたいな話ではないでしょう。ですからその辺は、あした、ふたを

開けてみないと何とも言えない。ある程度の質問が出ても仕方ないでしょう。  

○小委員長（大渕紀夫君） なるべく早く終わらせたほうが、財政にはいいかもしれません。  

ただ、町の要請ですから、受ける受けないかもございますので、そういうことでいえば出して

頂いたほうがいいのではないかと思います。大体わかるように話してもらえるように言ってお

きましたから。ファジーで申しわけないですが、この財政問題がある中で、ただ、これは非常

に町民の関心が高いですから、やはり早目にやったほうがいい部分もありますので、そういう

ことで、あす出るということでありますので、理解をして、受けるということです。  

○事務局長（上坊寺博之君） あした、小委員長に一回報告されるのですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 町側から、病院問題についての方向を示したいという話があった

ので、受けたいと思います。それを確認して、一番最初にその報告を受けますと、そのことだ

けは言います。この件は以上よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） ほか何かありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  前にも出ているのですが、来月 27 日から出ている部分ですが、

その前に、西田さんから出ていた部分がありまして、どういう話が出てくるかわかりませんが、

当然過去の話も出てくるでしょうし、その辺である程度、皆さんで考え方を統一しておかなけ

ればと、話が出ていました。定例会挟むものですから。一定の日にちを確保しておいたほうが

いい気がしました。ただ、日程が難しいです。 

○委員（及川 保君） 定例会の状況はどうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 通常であれば、３日であげてしまうのが普通ですから、20 日と

23 日しかないです。  
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○小委員長（大渕紀夫君） 20 日の前に一回やらないとだめです。定例会の前に一回やって、

その確認を 20 日、23 日にやらないと、町民に出て行ったときに全員で行くわけですから、意

思統一しなければだめですから、その前に一度、小委員会はやらないとだめだと思います。い

つ頃よろしいですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） その前に、議運も一回やらせてもらいたいです。 

○小委員長（大渕紀夫君） ９日、13 日以外の議運ですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  議会改革のまとめを早目にやって、会派に一回戻す必要もない

かと思って、委員長とはそう話しています。  

○小委員長（大渕紀夫君） それは、日にちは決まっていないですか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  ６日くらいにと、副委員長と話をすると言っていましたが、聞

いていませんか。  

○小委員長（大渕紀夫君） ６日くらいに議運をやりたいとですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  まだ、確定はしていませんが。  

○小委員長（大渕紀夫君） では、小委員会、５日にやりますか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  ５日はだめです。議長会があります。 

○小委員長（大渕紀夫君） では、４日。４日は何かありますか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  私はないですが、議長が札幌へ行きます。  

○小委員長（大渕紀夫君） でも、小委員会は、いつも議長は出ていましたか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 小委員会ではなくて、全体会はしなくていいですか。それをや

って 20 日、23 日ですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 小委員会をきちんとやって、24 日、25 日、27 日の中身を確認し

て、意見を出してもらって、20 日、23 日あたりに全員のをやる。  

○事務局長（上坊寺博之君）  小委員会、４日の 13 時 30 分から。 

○小委員長（大渕紀夫君） では、４日 13 時 30 分から小委員会。これまでに、24 日、25 日、

27 日の運営方向を全部やりたいので、皆さん考えてきてください。24 日、25 日、27 日のため

の全体を徹底する会議は 20 日にしますか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  議案の件数もわからないですし、一般質問も何人かわからない

ですし、６月なので、一般質問は普通であれば少ないですが、こればかりはわからないです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 財政特別委員会は 20 日にしますか。時間は 10 時です。 

○委員（及川 保君） 町長ともやっておきたいのですが。  

○小委員長（大渕紀夫君） いいですが、町長が来て、24 日、25 日、27 日の対応をとれるだ

けの時間ありますか。もう一日とるなら別ですが。  

○事務局長（上坊寺博之君）  議会としては 23 日しかないです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 23 日の昼からしかないです。ただし、それは 24 日、25 日、27 日

の夜のことの対応とるだけです。それしかやらないです。 

○委員（及川 保君） あくまでも、面目として町長のを優先してほしいです。23 日の午後か
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らで大丈夫ですか。20 日は町長は大丈夫ですが。 

○小委員長（大渕紀夫君） 23 日の 13 時 30 分から、特別委員会で 24 日、25 日、27 日の対応

策をとります。 

○委員（及川 保君） 町長との質疑は 20 日 10 時からです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 23 日は定例会の前日なので、やっぱり厳しいです。16 日はどうで

すか。 

○委員（及川 保君） 模擬をやるのですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 模擬を含めた、打ち合わせ・報告・答弁・司会進行、全部決めな

ければなりませんので、23 日では前の日で厳しいです。16 日の 10 時からにします。  

確認します。４日小委員会 13 時 30 分から、この日に 24 日、25 日、27 日のあらあらの案を

つくります。意思統一したものを全議員に徹底する日を 16 日、これは特別委員会全体で開きま

すから、特別委員常任全員やってもらいます。20 日の日、特別委員会開きますが、これは、町

長に出席願い、今までの積み残しの質疑を 10 時に行います。ただし、町側とコンタクトをとっ

ていないので、これはコンタクトをとった上です。緊急のことが起こった場合は、23 日の昼か

ら、再度集まる可能性がありますので今のところあけておきます。24 日、25 日、27 日と昼 10

時から、すべて財政特別委員会をやった後、町民との報告会をやります。こういう日程でござ

いますが、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） 何か、ほかありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                          

◎閉会の宣告 

○小委員長（大渕紀夫君） なければ終わります。ご苦労様でした。 

（午後 ５時５９分）  


