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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６月４日（水曜日） 

開  会  午後 １時３３分 

閉  会  午後 ２時５３分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．町民懇談会の運営方法について 

２．その他 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．町民懇談会の運営方法について 

２．その他 

                                         

○出席委員（４名） 

 小委員長 大 渕 紀 夫 君      委  員 及 川   保 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 副小委員長 鈴 木 宏 征 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 
○小委員長（大渕紀夫君） ただいまから、財政健全化の調査検討小委員会を開催いたしたい

と思います。鈴木副小委員長が今病院で検査されているみたいで、間に合わないという連絡が

入ったそうでございますので、やらせてもらうことにしたいと思います。  

（午後 １時３３分）  

 

○小委員長（大渕紀夫君） この間、１番目を若干打ち合わせしましたように、町民懇談会の

運営方法をどうするかということで議論願いたいと思います。それで、事務局で前回一番直近

の議会報告会状況プリントが出ておりますけれども、これを見ながらどのような運営の仕方を

するかということで協議をいたしたいと思います。これを見ていただきながら、それぞれご意

見を出していただいて、決められるところは決めていくと、全員が出るということ、場所、時

間も決まっていますので、あとは運営をどうするかということでございますので、そこを精力

的にやりたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

まず開会で司会者、今回は一つなのですがいかがいたしますか。当然特別委員会があります

から、特別委員長だと私は思っていますが、あまりそうやって言うと何かなと思って今言わな

かったのですが、一般的には特別委員会ができていて特別委員会がやるわけですから、特別委

員会の委員長が司会をやるのが当たり前だと思うのですが。それでは、司会者は及川特別委員

長ということでよろしいでしょうか。次主催者あいさつ・・・  

○委員（近藤 守君） これ前、分かれたからこうなったのですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） そうです、当然です。  

○委員（近藤 守君） それでは議長です。  

○小委員長（大渕紀夫君） そうですね、はい。議長でよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） はい。自己紹介これは出席議員全員が自己紹介をすると。  

○委員（及川 保君） これは自分でやるのですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） このときは自分でやりましたね。  

○委員（及川 保君） 自分で順番によかったですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 座っている順番でやりましたよね。所属の委員会と・・・。これ

はこのとおりにやるということで、自分でやると。問題は報告をするかしないかということと、

答弁はどうするのか。今まではいいのですがこれからがあれなのですけど・・・。報告はどう

いたしましょうか。あいさつ込みでできるかどうかの判断ですね。はい、氏家委員。  

○委員（氏家裕治之君） 私もここに来るまでに、とある団体の会長さんクラスの人達と話を

していたのですが、どうしても今の財政改革プログラムを取り組んでいる特別委員会を設けて、

それに対してのいろいろな議会としての取り組みをやっていることが、どうもよく理解されて

いない。話はですね議会としての責任をどう感じているのかとか、前の新聞報道そのままああ
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いったことがまだまだ町民の方々の頭の中に議会の責任はどうなのだということがすごく残っ

ていらっしゃるのです。私が言ってきたのは、先回 10 月の選挙のときに、もうその話はその前

に議会の責任のことについては議会としてはしっかりとらえているのですということで、今そ

の先に進んでいる状況なのですという話はしてきたのですが、どうもその辺の温度差がまだ町

民の方々とあるというのがきっと現実なのです。ですからその辺について、例えば報告という

形の中で、今までの経緯というものをしっかりと町民の方々に示していかなければ後戻りした

ような町民懇談会で終わってはいけないと私は思うのです。ですから主催者あいさつなのか、

今までの経緯報告なのかそういった中でもいいですからその辺だけはしっかり町民の方々に理

解してもらい、今まで歩んできた今特別委員会を設けて取り組んでいるまでの経過説明という

のはしっかりしたほうがいいと私は思うのですが。  

○小委員長（大渕紀夫君） ほかありませんか。はい、どうぞ及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。今、後戻りしたというのはどういう意味合いになりますか。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 結局ですね、一昨年の 10 月の選挙前に議会としての例えば責任論に

関しては、ある程度議会としての議会報告として出したと思うのです。  

○委員（及川 保君） 昨年ですか。  

○委員（氏家裕治君） 昨年ですね。それを受けて町民懇談会というのはどうしても選挙の時

期にぶつかってしまったものですからできませんでしたが。 

○委員（及川 保君） そういうことね。 

○小委員長（大渕紀夫君） そのことですよね。  

○委員（氏家裕治君） そうです。そのことがまだ尾を引いているというか、決して議会とし

てはそこから逃げているわけではないということは、議会としての責任をしっかり認めた上で

の今回の取り組みだということを理解してもらわなければ、これからの財政改革プログラム、

財政改革についてどうやっていかなければいけないのかということが、町民の方々に上手く理

解できないのではないかと思うのです。同じ認識に立って議会の反省点、また行政の今までの

あり方みたいなものがしっかり理解された上で、今後どうしていかなければならないのか前向

きに考えていくのが、今回の特別委員会だと思っていますので、その辺についての見解はしっ

かり述べるべきではないのかと思っています。後戻りというのは結局そういうことです。また

半年前にさかのぼってそういった議論をしなければいけないのかそういう形になったときに。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、ほかありませんか。はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 今、氏家委員のこうあるべきだという話がありました。私も全くその

とおりだと思います。そういうことであるならば、やはり議長が当然議会の全体の全責任を負

う議長が、やはり報告という部分ではすべきかと思うのでありますがいかがでしょうか。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も当然そういう形の中で、議長の言葉として議会の姿勢を示しても

らいたいと思いますし、それが一番妥当なのではないかと考えます。 
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○小委員長（大渕紀夫君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私も議長で。もちろん４年間の議長をやっていますので、

当然その辺を踏まえて報告してもらえばいいのかなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、それでは皆さん方のご意見は、報告はきちんと行うという

ことでありますね。そうなれば、主催者あいさつを副議長がやって、報告を議長がやるという

手段もありますけれども、とりあえず報告はするということでありますね。その報告の主旨で

すが、議長が報告の中で議会の姿勢をきちんと示す必要がある。その中身については、今まで

の議会の取り組みの経過、特に特別委員会を開催するまでの経過をきちんと話す。残念ながら

議会としてこのときはやっていないので、町の町政懇談会に出て行ってやっただけですから、

そういうこともありますので、今までの経過をきちんと話す。それから議会の責任論に触れる。

それから前回の報告書の内容、この中にそういうことがいろいろ書いています。ですから前回

の報告書の内容を取り入れると同時に、そういうものの上に立って、今回新たな取り組みの方

向を示し取り組んでいると。ここら辺を主旨に、議長に報告をしてもらう。20、30 分の間、そ

れくらいの中でこれをやっていただくということで、報告については議長がきちんとお話しす

る。そういう形で報告をするというのが今皆さん方のご意見ですけれども間違いありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 局長、ここまでは問題ないですよね。はい。  

それでは進め方としては、自己紹介の後報告はきちんと議長からしていただくということで

いく、その後質疑応答に入る。当然司会者は及川委員長でやられるということになるわけです

けれども、整理は司会者に任せるというふうにするしかないのですけれども、問題は答弁なの

です。これをどうするかということで、前に局長に配布してもらったのですが、非常に栗山の

経験が具体的に書かれているのです。廣瀬さんという教授が栗山の報告会に２回出ています。

12 カ所のうちの２回出ているのです。栗山は４人で３カ所ずつやって12 カ所ということです。

そこが責任を持って議会報告し質疑も受ける。ここにも書いていますが、その中では相当高度

な質問も出ます。例えば高金利の起債はいくら借りているのかということで出ました。議員が

即座に答えたことの中に出ているのです。ですからよほどの質問が出るということも含めて考

えなければいけないだろうと思います。当然みんなで答えるというか答え方の問題です。そこ

をどうするのかというあたりが少し面倒かなと思います。面倒でもないのですが、議長が答え

ればいいということになるのですが。はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 基本的には、議長が答弁すべきものなのかと思うのですが、今委員長

も廣瀬教授の実体験のことからすると、町民がそれでよしとしない場合が実はあり得ると思う

のです。各議員の話を聞きたいとか聞かせてほしいとかという場合も想定できますよね。であ

るならば、当然議員が答弁しなくてはいけないという部分が出てくる可能性が高いと思うので

す。一方で統一した中で今までやってきた事例からすると、議長、副議長が答弁する形を取っ

てきているのですが、そういう部分をどうするのかということを今ここできちんと議論してお

いたほうがよいと思います。私はそういう場面がもし出てきたときには避けられないことがあ
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るかもしれないととらえているのですが、皆さんの意見を聞かせて頂ければと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） はい、これは議員個々の懇談会ではないのです。議会としての懇談会

でありますので、個々の意見を求められても、例えばいろいろな主義・主張があってこの場で

意見、お話をしたところで議会の懇談会にはそぐわないことになると思うのです。それは前も

って司会から質疑応答についてのプロセスといいますか、そういったことに関しての話をして

もらうしかないのではないかと私は思うのです。そうでなければ、極端な話まるっきり反対の

話をする人もいたり、ただ町民を混乱させるだけの懇談会になってしまいかねない話になるの

ではないかと思うのです。あくまで議会としての懇談会ですから、議会としての考え方をもっ

て答える方が答えていくべき場所だと私は思っているのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 全くもっともな話なのですよね。今氏家議員がおっしゃったことは。

ただ、これは今までやってきた懇談会のプロセスの実際固まっている白老町議会としてはこう

すべきだろうということで議会として進めてきたことなのです。そこを今回、踏襲すべきなの

かというのは、非常に私自身も疑問に思っている部分もあったりする中で、なおさら町民もそ

ういう部分を求めている可能性はあると思うのです。責任問題も含めて考えたときに、統一し

た議会としての意思なのかということからすると、司会者を任せられる部分では非常に心配な

部分ではあるのです。実は、今回の事例を申し上げると移動常任委員会５月８日・９日と総務

文教常任委員会を開催しているのです。そのときに、ある町民から一人の委員さんの考えを伺

いたいという前置きでそういう話で進める中であったものですから、私は問題が別の問題にあ

ったものですから「これは今回の懇談の中身と違います」という形で避けたのですが、それは

避けられたのですが、この全体の議論をする、まちづくりを含めた中で今回財政問題ですので、

その中で本当にそれでとおせるかどうか、ここが非常に重要なポイントになってくると思うの

です。そこをどうとらえるか、であるならば、各議員のまちづくりの思いも当然必要なのかと

思ったり非常に私自身もそうなると、てんでばらばらな状況が考えられるものですので、大変

困った問題になってくるかなと。ここはやはり知恵を絞って、議会として前向きな状況をつく

っていくのがやはり使命なのだろうと思っていたのです。ずっと私も考えていたことなのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 及川特別委員長の話は本当にそのとおりだと思いますし、町民の聞き

たいところもそこにあるのだと私は思っています。ただ、議会として出ていく以上、それはや

はり許されないことだと思うのです。そのときに司会として言えることは、各個々の議員の考

え方を聞きたいとすれば、例えば議会の中にもそういった制度はありますよね。各議員の出前

トークもありますから、そういった場を借りて話を聞いてくださいという程度で押さえるしか

ないのではないかと思うのです。そうしなければ、議会が町民の前に出ていく縦割りができな

くなってしまうような気がしてならないのです。議会が前に出ていくとなると、常にそういっ

た問題は抱えます。ですからそういったことで考えると、しっかりルールがあるのですという
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ことで、例えば誰かの議員の話が聞きたいとういうことであれば時間と日にちを設定して呼ん

でいただければ、議員がそちらに行っていろいろな考え方を述べる機会もあると思うので、そ

ういう形で説明されては１番ベストなのではないかと私は思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。前回我々がもらっただけですか。それとも会場にも配った

のですか。会場に配っていますね。これは裏を見ますと注意事項が出ています。ですから余り

個人的なものはこないかなと思います。確か前回も個人的なものはきていなかったと思います。

その辺は余り心配しなくてもいいのかなという気がします。ただ、やはり皆さんおっしゃるよ

うに議会としての懇談会ですから、来る人も皆さんそれなりに考えてくれると思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 今回の基本は、報告することではないのです。事前に町が行って

いる、町が今これからやろうとしている財政改革に対する町民の皆さんのご意見を拝聴し、そ

の中で生かせるものについては議会で生かすということが主旨なのです。しかし議会の責任論

を含めて、これは出るということは必至だと思います。ですからその対応はもちろん必要なの

ですが、基本は町民の皆さんにお話を伺うということなので、このことを徹底してもらうとい

うことは必要だと思います。メインが今までの取り組みの反省、総括のざんげではないという

ことなのです。ただ出るでしょうそれは。ですからそれの対応はきちんと考えておく必要があ

るのではないかと思います。町の報告会に出ないで来る人もいるでしょう、町の報告会にきち

んと出て、来てくれるのであれば一番いいのですが、我々が町の説明をするとかそういうこと

では全然ありません。ですから、そこら辺も履き違えて来られた方々がいらっしゃった場合は

少し面倒かなという気はします。事務局何かありませんか。局長、ご意見・アドバイス。 

○事務局長（上坊寺博之君） 多分、今回の懇談会をやった場合、これは特別委員会ですから、

区分けなく特別委員会で懇談会をやるのですけど、特別委員会でなければ広報広聴の常任委員

会でやらなければならないでしょう。広報広聴常任委員会で今予定している懇談会にもそうし

てくるのですよね。ですから今回の場合は、設定が設定だけにいろいろあると思うのですが、

普通の懇談会とはまるっきり違うと思います。基本的には事務局で提案させてもらって広報広

聴常任委員会をつくった設定はあくまでも懇談なのです。ですから住民の意見を聞いてきたも

のをどうやって生かすかということですから、議会が代表で肩肘張ってそれに答えるものでは

ないですから、私はフリーであっていいのではないかという気がするのです。通常のやつはで

すよ。この場合は、少し私も判断しかねますけど、通常の懇談会であれば、私はフリーでなけ

れば当然とれないです。話しながら聞くという部分ですから。  

○委員（氏家裕治君） 広報広聴の場合であれば、私は構わない気がしますが・・・ 

○事務局長（上坊寺博之君） 手法は同じなのです。ですから、議会のよろいの中で聞くので

はなく、それをフリーにどうやって生かせるかということが私は重要かなと思っています。た

だそのときに、議会が入口を細くして聞けるかどうかというのも今私はっきり即答できません。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、局長が述べられたことを危惧していたのです。この懇談会をやる
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にあたって、懇談会として今までどおりのやり方を当然しないといけないだろうと、しかしな

がらそういう場面になったときに本当に今言ったように最初から狭めておくかどうかですね。

それで今回本当に乗り切れる検証問題も含めて、もう少し開かれた場面をつくっていく必要が

あるなという思いでいたものですから、氏家委員のおっしゃったことは当然基本のことだとは

思いながら、幅を少しでも広げられる何かをつくっておかなければ、厳しい場面に陥る場が出

てくるかなという思いでいたのです。当然皆さんの意見を聞かなければいけないものですから。 

 委員長もう一つ。先ほど当然今までの状況も踏まえて懇談会をやってきた踏襲した中でやっ

ていくしかないという委員長の考えでしたか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 私は、今の状況で一定のルール化をきちんとしておかないと懇談

会そのものが混乱すると、今話されているのは質問なのです。今回は提言を聞くということが

主なのです。ところがそういうものが出るであろうと、私も出ると思うのです。主眼がそこで

はないです。ですから議会が守りに入るのか、皆さんに門戸を広げて聞きますよという姿勢が

相手に伝われば、それはそうなるはずだと私は思うのです。ただ、今口で言っているようなわ

けにはいかないだろうから、質問が出たときはどうしますか。答弁を求められたときにどうす

るかということだけは、議論をしておかなければいけないということです。 

議会報告会の場合は栗山では４人が全責任を持っていくわけです。場所もクジでいくわけで

すから。答弁も報告もすべてそこにあるわけです。完全に誰が答弁するわけではなくみんなで

答弁する。そういうことになります。今回の懇談会はそうあるべきなのです。ですが、１カ所

に一つとしてしまいましたのでそうなりますが、この栗山の場合、本吉町の場合もそうですが、

個々の議員にそこまでのことが求められているということなのです。そこまで白老は熟達して

いないものですから、今のような議論になっている。こういうことだと思うのです。  

今回の本旨は財政改革についての意見を聞くということなのです。ところが今議論されてい

るのはそうではなくて、質問が出たらどうすべきかという議論になっているのです。私は本当

に違うと思っています。もちろん答弁は考えなくてはいけません。本心はそこに始めからいっ

てしまって、こちらから考えが小さく出ていったなら、それはだめだと思っていると一番最初

に言ったのです。はい、どうぞ氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も、局長や及川委員が言われるそれは本当に理想だと思います。例

えば、町民の方々が各議員の意見を聞きたいとなったときに、その場はあくまで議会の自由討

論の場になってしまいかねないおそれさえありますよね。 

例えば、議員が町立病院のことを聞かれた「そういうことを言っていますがあなたはどのよ

うに思っているのか。」のような話になったときに、それは議員同士の自由討論の場でしかなく

なってしまうような気がしてなりません。ですからあくまでも、今回の主旨は今委員長が言わ

れたとおり町民の方々の意見をまず聞くことが一つの大前提としてもっていくのであれば、そ

こに主眼をおいた形の中で司会進行を進めていかなければいけないのではないのかと思ってい

ます。それを外した中でやるとごちゃまぜの中の・・・、議員個々の資質、モラル、マナーな

どいろいろなものも問われてくるものだと思いますが、まだそこまでは厳しいのかと自分では
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思っているものですから、今回の進め方としては町民の意見を聞くということを主眼においた

形の中で進められることが１番なのかなと私は思って聞いています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 実は私、何で最初に報告どうしますかと聞いたかというのは、今 、

氏家委員が言ったようなことも考えてそう言ったのです。報告をするということは、その報告

に対する質問が出るのです。今までやったことの報告をするわけですから、必ず質問が出るの

です。今私が言ったように、主旨はまちが財政問題の説明に出た、それに対する町民の意見を

聞くということで出て行っているのですが、そこが主にならないで報告したことが主になるか

ら、そこで質疑が出ますということ。それで報告はどうしますかと聞いたのです。そういう意

味なのです。報告は全然やらないでやるのも変かなと思っています。ただそこを当然それに対

する質疑、議員の責任何やら出てきます。当たり前です。ですからそういうものに対しての質

問は答えざるを得なくなると。また、答えなかったらおかしなものですし、残念ながら議会が

あったため、このときに出て行けなかったですよね。本当はこのとき出て行って聞いていれば

よかったのです。できなかったから今みたいなおかしな状況になっているのです。私はそのよ

うに分析して「報告はどうしますか。」「質疑はどうしますか。」というのがそういう意味なので

す。リードする及川委員は大変でしょうけれど、リードする側はなるべく今回の新財政改革プ

ログラムに対する意見を聞きだすということに主眼をおいてもらいたいということがそういう

ことなのです。しかし拒否をするわけにはいかないだろうという中で、今議論していると私は

分析しているのです。個々の議員にこのことを聞きたいと指名で出たときにどうするか。  

もう一つは、報告に対する質疑は基本的に議長が答弁するということに報告者が議長であれ

ば当然なるのですが、そのときに例えば少し違ったときに出席している誰かが挙手をするなり

何なりで、議長の指名に基づいて答弁するということをどうするのかなど、そういうことをや

っておかなければ、例えば単純な数字の場合、少し忘れてしまったことについてはやはり答弁

しないよりしたほうがよいのではないかと私は思うのです。それらを含めて整理しておいたほ

うがよいのではないかと思います。はい、どうぞ氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 同じ共通認識に立った形の中で、数字的なもの、これは誰に聞かれて

も数字は変わらないはずなのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、同じですね。  

○委員（氏家裕治君） そうですよね。「今はっきりした数字は答えられません。」みたいなこ

とで答える部分だとか「こうです。」という答え方とかは、別に構わないと思うのです。私は司

会の特別委員長に対して御足労かけるかもしれませんが、質問の共通認識に立った部分、例え

ば議会の責任論、そういったものに関しては皆さん同じ共通認識に立っていますので、質問を

受けたときに各個々の議員に問われても私は問題ない気がします。ただこれから財政改革プロ

グラムの中で問われている病院問題、学校問題とかは、共通認識に立ちながらも考え方はみん

なばらばらですよね。そういうことに関しては議長から議員としては、いろいろな意見がある

という形の中で、しっかりとした答弁は避けるほうが私はよいのではないかと思うのです。で

すからすべてを拒否するのではなく、ある程度共通認識に立った部分の質問であれば、そうい
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ったものに対してはあまりにも安全策を取り過ぎているのかもしれませんが、そうしないと先

ほど言ったような形の中で、混乱を招く原因になってしまうのかなと思ったりもするのです。  

○小委員長（大渕紀夫君） 新財政改革プログラムについて聞かれても答弁はできないのです。

「議会としては現在審議中です。」というふうに言うしかないのです。しかしその中で「今出席

している 16 人の議員が皆さん方の意見を是非生かして発言したい、みんな同じでないかもしれ

ませんが皆さん方の意見が正しと思う議員は必ず委員会で生かします。」というような主旨です。

そのことが来ている人にわかってもらえれば変な質問はでないのです。 

 あとは議長の今までの報告について疑問は出されるかもしれませんが、そこがわかっていな

いとそうならないのです。ただ来る人は町の報告を聞いて来る人もいれば聞かないで来る人も

いるかもしれませんので、そうなったら混乱すると思うのです。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） いずれにしてもやはり整理は必要ですよね。 

○小委員長（大渕紀夫君） そうですね。 

○委員（氏家裕治君） 必要ですよね。その整理をどうしたらいいのかということですよね。 

○委員（及川 保君） そこなのですよ。むげに「今回のテーマの部分ではないです。それは

除外してください、受けません。」という話には簡単にはならないです。いくら振り分けると言

われても、そこに司会者の大変さが出てきます。今回の移動常任委員会の中でも・・・。  

 全くそのとおりなのですが、そういう中で今までテーマを決めて、それ以外についての質問

は控えてもらうという形の中でやってきたのですが、整理と言われたのですが、そのあたりが

どういうものについて振り分けるとかそういうものができるかですね。逆にそのことが混乱を

招く形に成りかねないというのがありますので、よほどしっかりした形で対していかなければ、

逼迫した状況が考えられるものですので、際限なくこれをやるとなるとその一つの議論だけで

時間がほとんどたってしまいます。時間は限られているでしょう。今回の移動常任委員会もそ

うだったのですが、時間が１時間以上オーバーした中で取り組みしたのです。そこも当然考慮

しなければいけないでしょうし、ただそれをよしとしてしまうと逆にだらだらと議論がその１

点だけで、そのあたりがやはり司会者の技量にかかってくると思うのです。踏まえてきちんと

判断して進めるということを、当然考慮しながらやっていかなければならないと思うのです。 
○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 今回の主旨は、先ほど委員長が言われたとおり新財政改革プログラム

についての町民の方々の意見を聞くということが一つの主眼ですね。私は報告の中で議長が今

までの経過説明とか議会責任論についての１コマをお話してもらいたいと言ったのは、結局そ

こについての質問も出てくることを前もって想定しながらのまず報告として、議長の報告の中

についての質問は、議会の共通認識という形で議長が答えていかれるべき問題だと私は思って

います。ですから懇談会の中でこれだけに終始してしまっては何もなりませんという話の中で、

今回の主眼はこれから取り組まれる新財政改革プログラムについての皆さんのご意見をまずお

聞きすることが今回のメインテーマということで、それが一つの整理になっていくのではない

かと思うのです。その中で個々の議員の考え方を聞きたいということも出てくるかもしれませ
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んが、大きく２つに分けてしっかり司会進行していかなければ、多分何のために今回特別委員

会が出て行って町民の声を聞こうという主眼を忘れてしまっては何もならない気がしますので、

私は大きく分けて今までの経緯説明についての質問は何点か出てくるでしょう。議長が 20 分話

してその後にそういった質問も含めたら、今までの経緯説明だけの質問で 30 分から 40 分取ら

れてしまうのではないかと私は思います。ですからそういったことでと考えると、それだけで

終わってしまう懇談会ではないということは、皆さん認識した形の中で考えていかなければい

けないと思います。それを胸において出て行かなければならない問題と私は思っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 大体、言い尽くしましたか。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 全くそのとおりなのです。そういう思いで当然進めるのですが、財政

改革プログラムの中で町民の意見としてそれぞれお聞きしたいという場面が出てくれば、時間

的部分も当然出てくるのですから、これは避けてもいいのかなと思います。それぞれ 15 名の議

員が答えるとなればそれでかなりの時間が経過してしまいますので、誰か代表で答えてもらう

形を取らざるを得ない制限された時間の中では、当然そういう形をとってもいいものかどうか

そのあたりも議論してほしいです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 司会進行の中で、やむを得ず本来であれば各議員からこういう意見も

出るだろうなと想定しながらどうしようもなくあてた場合、例えばある議員はこう、またある

議員は正反対の意見を町民の前に打ち出す場合もありますよね。片方の意見を聞いて「それは

違うだろう」という議員がいればその意見も聞かなくてはいけなくなります。仮にやむを得ず

あてた議員の意見が一つの方向性、またそれを聞いて違うという答えをもった議員が違う方向

性を向いたときに、その調整役は議長がしないといけないと思うのです。今みたいな形の中で

いろいろな考え方があるという中で、財政改革プログラムについては議会の中で踏襲しながら

考えていかなければいけない部分だというような、いろいろな場面に応じた受け答えは最終的

なものに関しては議長が答えていかないといけない。そうしないと本来であれば各議員の意見

というのは避けてもらいたい部分もありますが、やむを得ず指名してしまった場合、最終的な

意見調整というのは議長にやってもらわなければいけない部分だと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 及川委員。  

○委員（及川 保君） もしそういうことであれば、当然答弁については議長が全責任を持っ

てやってもらうしかない形になってしまうのでしょう。 

○小委員長（大渕紀夫君） 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 議長が責任を持つのではなく、いろんな議員の意見が出たとして、例

えば違う方向の意見が出たとします「それは絶対違うだろう。」という意見がでると思うのです。 

○委員（及川 保君） 相対する意見がね。  

○委員（氏家裕治君） 相対する意見が。その意見が出たときに、町民は議員の意見を聞いて

それで自分の考えを判断する人もいるかもしれませんが、実際議会として新財政改革プログラ

ムについて考えている姿勢というのはそうではないですね。その中でいろいろ議論されたこと
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について、議会としてどう取り組むかということが問われることですから、もし議論が出たと

きに議長が責任をもって、どうこう私が言ったのはいろいろな議会の中では議員それぞれの考

え方がありますということで、それを町民の方々に知ってもらう最後の調整役といったら変で

すが、それは議長にしてもらわなければいけないだろうということなのです。ですからそれは

責任がある責任がないの話ではなく、最後の調整役を議長にしてもらうべきではないかと、そ

うしなければ先ほど言った議員同士の自由討論の場になってしまうおそれがあるということを

私は・・・それを避けるためにも、調整役は議長に入ってもらわなければいけないと思うので

す。それは議会としての意見ではなくて、各議員の今の発言に対しての調整役として、議長の

言葉というのがあっていいのではないかと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） いずれにしても、新財政改革プログラムの中身について個々の議

員の皆さんの意見を聞くということはあり得ないでしょう。  

○委員（氏家裕治君） それはできないです。 

○小委員長（大渕紀夫君） まずないでしょう。ですから聞かれるとしたら、今までの取り組

みの経過の中での個々の議員の考え方を聞かれることしかないのです。新財政改革プログラム

のことで聞いて、例えば「今回超過課税についてどう思いますか。」と問われたときは「それは

現在我々議会で議論している最中でございます。議会としての結論は出ておりませんので、こ

こでの答弁は致しかねます。」と言えばいいだけのことです。  

 ただ、今までの経過については、それは通じません。今議論されて出てくるのはそこの部分

だけなのです。ですからそうなれば、報告についての質疑は議会の立場で基本的には議長が答

える。その他それに付随する答弁について必要な場合は、議員が挙手をして議長の許可を得て

発言する。基本は新財政改革プログラムへの意見、提言を聞かせてもらうことなので、そこに

主眼をおく。短い言葉で言うとこういうまとめ方にしかならないのです。それは何かというと、

先ほどからくどいようですが、新財政改革プログラムについては現在議会で質疑中なわけです

から「そういうことがもう少し固まってから来ないのか。」と言われたら「固まってしまってか

らではそれで決まりなので、皆さんの意見を反映するところはどこにもありません。ですから

我々は聞きに来ているのです。」というふうに言えばいいのです。  

○委員（氏家裕治君） そのとおりだと思いますね。 

○小委員長（大渕紀夫君） ですから質問に答える場合は、それぐらいの中身にしかならない

のではないかと思うのですが。ただ新財政改革プログラムの中身について受けてしまった場合

面倒になりますので、そういう形でやっても私は構わないと思います。町民の皆さんがそう言

ったら「この問題は結論がついたときに議会報告会として広報広聴常任委員会でやるように努

力いたします。」と言えばいいわけです。「今回は皆さん方の意見を町政に反映するために我々

は聞きに来ているのです。」ということをメインに打ち出すということにすれば、そこはある意

味では全体でやらないとクリアできるのではないかと思います。はい、どうぞ氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） それ以上のものに関しては、先ほど言われたように広報広聴の常任委

員会をもって皆さんの意見をまた別の機会にもみ出してもらいまして、今回の主眼をしっかり
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説明したうえで司会進行してもらえたら１番いいのかなと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 局長どうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 広聴の懇談会もあるのですよね。混同しないほうがいいなと気

がしているのです。多分混同すると次も同じように議長が答えなければならない形でいくと、

私自身は懇談会ですから、こういう課題でなければ当然後の部分でも議員がフリーにお互い話

して全体としては決めていないわけですから素直に聞いてそれぞれが判断する形で前段、懇談

もいいのかなと、ただ、ものがものだけに委員長がおっしゃったように混乱するおそれがあり

ます。例えば一つのターゲットをやったとき、それが大きな政策課題のものがあたかも変なほ

うに歪曲してきそうな感じがするので、そういう部分であるのだろうと思うのです。ですから

基本的に１度こうやってやってしまえば次のときも混同しそうな感じがするものですから、し

ないほうがいいのかなと思っています。  

○小委員長（大渕紀夫君） やはり栗山方式で４チーム、５チームに分けて出て行けばいいの

です。少人数になれば自分達でやらざるを得なくなります。ですから担当を決めて答えるとか、

そのようにするといいのです。今回については全員で行くということが決まっていますので、

今から変更するわけにはいきませんので、町との関係もいろいろあって町長も心配している部

分もありますので、そういう点では混乱を起こさないようにやりたいと、だからといって閉ざ

すのではなく「今後、広報広聴常任委員会ではもっとフリーに皆さん方のご意見を賜ったりま

た、我々の意見も言わせてもらいます。今回はこういうことで新財政改革プログラムが８月に

成案になりますので、７月末までには議会としてまとめなければなりませんので、意見を聞き

に来ているのです。」というところでお話を伺うということでしかならないでしょう。全員行く

ということはそういうことです。  

〔「そうですね。」と呼ぶ者あり〕  

○小委員長（大渕紀夫君） 個々の人が話をするというのであれば、人数を減らさなければな

りません。そうでなければ発言できません。  

○委員（及川 保君） とてもでないですが、１日かかっても大変です。  

○小委員長（大渕紀夫君） ５人で３組つくって 15 名ですので、議長はどこでも出られるの

でということでやるとか。逆に言えば３人で５組つくれますので、各町内会、連合町内会を全

部回っても大丈夫だということになりますので、そういうことを広報広聴に考えていただいて、

そういうことも含めて、今度やるときは今までのように３カ所ではなく組数をたくさん分けて

やるということを広報広聴で考えてもらえば問題ないと私は思います。今回こういう形で決ま

っていますので、１時間半から２時間の中でこれ以上のボリュームは無理です。ですから確認

しますが、応答につきましては、報告についての質疑については基本的に議長が議会の立場で

答える。その他答弁については必要な場合は議員が挙手をして議長の許可で発言する。基本は

新財政改革プログラムへの意見、提言を聞かせてもらう、ここのところを主眼において、町民

の皆さんの意見を聞くというあたりをメインにして進めるということでよろしいですか。  

〔「はい。」と呼ぶ者あり〕 
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○事務局長（上坊寺博之君） １点いいですか。時間配分はどのような。配分しなくてもいい

ですか。というのは、及川委員が言われたように前回の報告会のときに１時間委員会やって１

時間とったのです。１時間なのですがあまりにも足りないのです。  

○委員（及川 保君） あっという間にいってしまいます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私が想定していた報告は、いきなり入っていってもそんなに必

要ないかと思っていたのですが、報告を 15 分から 30 分やると、それだけで質疑をとったら１

時間は間違いなくかかりますよね。１時間なら少し厳しい気がしたのですが。 

○小委員長（大渕紀夫君） 開会から自己紹介までで 15 分はかかるでしょう。  

○委員（及川 保君） 議会が出ていくわけですから、議長は 20 分も 30 分も必要ですかね。 

○委員（氏家裕治君） その辺は考えてもらって。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、報告 15 分。 

○事務局長（上坊寺博之君） これ、配ったらいいのではないかなと気がするのですけど。 

○小委員長（大渕紀夫君） その資料、配れるものは配ったほうがいいですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 皆さん持っているはずですが。 

○小委員長（大渕紀夫君） これどうしますか。報告に対する質疑と別枠にしますか。それと

も報告に対する質疑と提言を一緒にやってしまいますか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、報告に対して質疑は分けたほうがいいと思います。なぜかとい

うと主眼においた新財政改革プログラムについての質問をしっかり聞いているときに、また戻

ってそういう意見が出てくるとも限りませんので、しっかり時間を切って経過報告についての

質問をまず受けたほうがいいのではないかと思いますが皆さんどうですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。全くそのとおりだと思います。報告を議長がされるのです

が「今、議長から報告されましたが、これについてのご意見があれば時間の範疇で時間を設定

してお受けします。」と逆にそうしたほうが。混ぜてやってしまうとごちゃ混ぜになってしまう

ので「そこをどの程度みています。」とか「皆さんのほうから何かあれば伺いましょう。」とい

う形でもっていったほうが、そこである程度の時間がきたら打ち切られるわけですから、その

ほうが進めやすいし混乱も起きないでしょうと私も思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、ほか。いいですか。  

○委員（近藤 守君） いいです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、それでは開会・主催者あいさつ・自己紹介 15 分、報告 15

分、報告に対する質疑 30 分、意見・提言 60 分、当然、意見・提言が起きなかったらおかしな

話ですけどね。それぐらいをめどにやってはどうですか。 

○委員（氏家裕治君） １時間半を２時間。  

○小委員長（大渕紀夫君） 全体２時間、それぐらいやらなければまずいですね。意見・提言

を受けるというのがメインでありますから 60 分はとると。 

○委員（及川 保君） そうですね。 



 14 

○小委員長（大渕紀夫君） 基本的に５分で刻んでも仕方ありませんので、流れですので目安

としてこんなところでいってはどうですか。  

○委員（及川 保君） そうしましょう。 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですね。ほかに意見はありませんか。来た人に対しての資料

はなるべく多く配ってもらうということにしましょう。  

次、申し合わせが裏に書いています。「報告の時間は全体で２時間とする。」「前段で約 30 分

程度報告する。」ということになっていますが 15 分程度報告をする。報告が終わり次第質問を

30 分受ける。議員は全員で町内３カ所で開催する。議員の自己紹介はそれぞれ行う。これは決

まっていますからいいですね。注意事項「混乱した場合は退場または中止することもある。」「議

員個人に対する質問は謹んでいただく。」「質問は一問一答とし続けてのやり取りとなる質問は

受けつけない。」これはたたみかけるように出てくるのです。そういうことは１回１回切って答

弁してまた次新たに、という意味です。何かつけ加えることでもありますか。いいですね。 

〔「はい。」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 議会報告の主旨ですが、先ほど私が言いました４つくらい今まで

の経過とか議会の責任論とかそういうことを中心に報告します。ということでこれは議長にお

願いしてやっていただくしかないですね。 

 次のページの実施要綱、全員です。場所と時間についても決まっております。18 時から 20

時まで。６月 24 日虎杖浜生活館、６月 25 日萩野公民館、竹浦の方から文句が出ました。「何で

虎杖浜ばかりでまちのものも全部やるのか。」というように言われました。よく考えれば交代で

やればよかったと思いましたが遅かったです。いずれも時間は 18 時から 20 時までということ

で全員が参加します。こういうことでよろしいですね。  

 それでは次のページ、開催にかかる確認事項・会場設営「議員及び職員は開始 1 時間前に集

合する。」この間も余り集合していなかったのですが、これは努力しましよう。議会がやるので

すから、職員の皆さんがやるわけではございません。記録･録音と要点筆記・受付・参加者名簿・

住所・氏名を差し支えのない程度でお願いする。看板･名札･放送設備･基本的な会場配置「会場

の横長の片方に議員席を置き、向かい合わせで町民席いすのみをセットする。」ということでご

ざいます。開催にかかる確認事項でご意見がございます方どうぞ。はい、局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 受付はとりません。傍聴規則かえていますので、名前を一切取

りませんので主要な配布物に番号をつけておく形です。  

○小委員長（大渕紀夫君） 受付名簿なしです。配布物にナンバーリングを打っておけば何人

来たか分かるということですね。ほかにありませんか。  

〔「ありません。」と呼ぶ者あり〕  

○小委員長（大渕紀夫君） いいですね。資料は何を配るかです。まず議会だより特集号。 

○事務局長（上坊寺博之君） プログラム（案）概要版。 

○小委員長（大渕紀夫君） 概要版配る必要ありますか。 

○委員（及川 保君） それ配るのですか。町で配っているはずですよ。 
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○委員（近藤 守君） 町で配った、間違いないです。 

○事務局長（上坊寺博之君） １回も出ていない人は・・・。 

○委員（及川 保君） 議会がつくったものではないですからね。報告を受けたと前提してや

るのですが。 

○事務局長（上坊寺博之君） 白老町と入っているので、いいのではないですか。  

○委員（氏家裕治君） 前に出ていない町民。 

○委員（及川 保君） それはわからないですから、来ても来なくても置いておけば当然持っ

ていきますよね。  

○小委員長（大渕紀夫君） 町政報告会に来てない方はお持ちくださいということで置くと。

それは親切だということになりますし、それを見なければ質問もできませんので、それは置き

ましょう。少し紙がたくさんかかりますが。もちろん概要版です。それぐらいは出したほうが

いいです。ほかありますか。今のところ思いつきませんね。  

この間の議論の中で６月 16 日に特別委員会をやって、このことを徹底するということになっ

ているのです。ですからもちろん文章については議長につくってもらい、このとき可能であれ

ば報告してもらいますが、16 日までにそれぞれこういう資料を、町民の皆さんに置いたほうが

いいのではないかと思われるものがありましたら 16 日であればまだ間に合いますので、出して

いただくというのはいかがですか。 

〔「はい。」と呼ぶ者あり〕 

○委員（近藤 守君） 実際にプログラムはレジメは用意するわけではないですよね。  

○小委員長（大渕紀夫君） そうです。はい、進め方についてはいかがですか。今までのこと

を踏襲してこれからの広報広聴のやる場合の意見は出ましたが、今回につきましてはそのよう

なことでよろしいですか。 

〔「はい。」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） いいですね。はい、どうぞ近藤委員。  

○委員（近藤 守君） 最後は誰か一言あいさつはないのですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 閉会のあいさつがこれは司会者になっていますが、今、近藤委員

から出ましたがどうですか。  

○委員（及川 保君） 副議長はどうなのですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 報告を議長がするのであれば、主催者あいさつは副議長がやれば

いいのです。  

○委員（及川 保君） 本当はそうなのです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 報告を議長がやるわけですから、主催者あいさつというのは多分

３分ほどですので副議長にやっていただいてはどうでしょう。  

○委員（及川 保君） 報告を議長がやると。 

○小委員長（大渕紀夫君） 報告を議長がやる。そのほうがいいでしょう。 

○委員（及川 保君） それでしたら、私が最後にやるのですか。  
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○小委員長（大渕紀夫君） 閉会は司会者がやられたらいいでしょう。  

○事務局長（上坊寺博之君） 閉めですから「終わります。」でいいのではないですか。  

○小委員長（大渕紀夫君） 司会者に閉会のあいさつをしていただくということで、近藤委員

いいですね。  

○委員（近藤 守君） はい、いいです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、16 日 10 時から司会者もそうやってもらい、報告は議長に

やっていただくという模擬をやり、その中で不十分な点、こういうところは準備したほうがい

いという点、資料もどうするか、想定問答集も配布されましたが、これにプラスどういうもの

があるかというようなあたりを 16 日フリーにやって特別委員会を開いてやるというようにし

ておき、ここでつくってしまうということでどうでしょうか。  

〔「はい。」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 特別委員会ですから特別委員長に仕切ってもらいますが、小委員

会の報告ということであれば私のほうできょう決めたようなことを報告するのは構いません。

ほか何か懇談会で抜けていることはないですか。今回は白老町議会の懇談会という名前ですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。 

○委員（及川 保君） 懇談会ですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町民懇談会。 

○小委員長（大渕紀夫君） 報告会ではなくてね。  

○委員（及川 保君） 議会報告会ではないのですね。  

○事務局長（上坊寺博之君） 町民懇談会です。  

○小委員長（大渕紀夫君） 町民懇談会につきましてはあらかたそういう形でよろしいですか。  

〔「はい。」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、それではそのように進めていきたいと思います。想定門答

集もぜひ読んでおいていただきたいと思いますし、各会派ですのでこれは会派で読まれたほう

がいいと思います。非常に示唆に富んだ廣瀬教授、各ボックスに入っていてそれぞれ持って行

っていますので。それでは町民懇談会の運営方法については確認しませんが、以上でよろしい

ですね。事務局いいですか。  

○事務局長（上坊寺博之君） はい。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、それでは次、その他。まず 16 日の件は模擬と最終打ち合わ

せを 16 日 10 時から特別委員会を開いて行いたい。これを見たらわかりますように、栗山の場

合は３日間終わったら集ってそれぞれ反省会を開いてやっているそうです。ですからかなり密

にやっているということです。それに習って 16 日にやるということでよろしいですね。  

〔「はい。」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 次、20 日に定例会予備日に町長にお出ましを願って町に対する集

中審議を行うということになっていますが、これは特別委員長、町長に会っていませんか。 

○委員（及川 保君） 会っていません。 
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○小委員長（大渕紀夫君） すみません、なるべく早く会ってこれができるかどうか確認して

いただきたいと思います。町長が不在になると流れますので、できるかどうかということもあ

りますし、病院のことも話してもらいたいのです。20 日にできるのであれば 17 日から定例会

がありますので、一般質問でやらないのであれば早いほうがいいと思いますので、20 日に病院

問題含めてやれないかというような対応を特別委員長にやってもらいたい。はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は私もそれを考えていまして、20 日が町長おられるだろうという前

提のもとで、まだ決定ではないですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 決定ではないです。  

○委員（及川 保君） そこで集中的に町長にお伺いする部分を設定してはどうなのかという

思いで実はおりました。まだこれからなのですけど・・・。  

○小委員長（大渕紀夫君） それはこの間、小委員会で確認しましたよね。なるべく早く町長

の日程を決めてもらわなければ決まらないのです。  

○委員（及川 保君） 早速やらないといけないですね。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、決まりましたら流します。  

○委員（及川 保君） 特別委員長だけでいいですか。やはり議長も行ったほうがいいですね。  

○事務局長（上坊寺博之君） 議長いないです。札幌です。  

○小委員長（大渕紀夫君） 特別委員長だけでいいですよ。副委員長がいたなら副委員長と行

っても構わないですよ。はい、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に私のほうからは山口室長には伝えていますので、ただ

山口室長は町長が最初いなくて情報が伝わっていないそうなのです。日程は入れてあるという

ことにはなっています。ただ経過がありますから、審議を含めて委員長が行かれたほうがいい

のではないですかという話は山口室長おっしゃっていました。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） 今まで町長がいろいろな場面でお話をするときに必ず議長がおられる

わけです。重みなどを考慮すると当然議長も同席してもらえればいいかなという思いが実はあ

ったのでそのままになってしまって今おるのですが、できるだけ早く伺いたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） ただこの場合は、財政特別小委員会でも確認していますし、その

点についてはあのとき議長がいたのです。ですから日程調整だけですから、議長はきょう、あ

したも居ないそうですので、早く町長とはお話をしたほうがいいのではないかと私は思うので

す。そういうことで 20 日できるようにしていただきたいと思います。27 日には財政特別委員

会を再度開いて病院問題の集中審議、もちろん 20 日にもあるのですが、ここも病院問題に限ら

ず審議を行い当然理事者側から町長、副町長なり出ますので、この日はそのままやるというよ

うにします。そこまでで改革プログラムの報告、質疑が 20 日と 27 日ありますので、町民の意

見も聞き自由討議も 27 日までは一定限度詰められるだろうと思います。そうしますと１日は全

道議員研修会ですので７月いっぱいに臨時議会を開き、ここで中間報告をしなければいけませ

ん。８月の成案に盛ってもらうということになりますので、７月２、３、４、７、８、９あた
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りで一日ずつとって、議会側として新財政改革プログラムに対する最終まとめの作業に入らな

ければならなくなります。当然討議が不足しているなどいろいろなことが起こって、もっと回

数をやりなさいということも考えられますし、２日間とればこれで完成するかもしれません。

少なくても自由討議までは 27 日まで一定限度終わらせ、町に必要な質疑がもっとあるのであれ

ば呼んでやることも含めて特別委員会でやっていただき、７月２、３、４あるいは７、８、９

で一日づつ特別委員会をとってまとめの作業に入りたい。そこら辺でのスケジュール及び考え

方についてのご意見を賜りたいと思います。はい、及川委員。  

○委員（及川 保君） 新財政改革プログラム特別委員会の運び方については、小委員長がお

っしゃったことは当初の予定としては入っているわけでありますから、何も大きな障害がなけ

れば予定どおりいけるかなという思いではあります。ですから 7 月に入ってのまとめの部分に

ついては、今の小委員長の考え方で進めてよろしいのではないかと私は思うのでありますが皆

さんいかがでしょうか。  

○小委員長（大渕紀夫君） はい、ほかの委員の方どうぞ。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 私も同じです。７月に入ってからの第１週と第２週の中で一日ずつぐ

らいは設けるべきだろうと思います。  

○小委員長（大渕紀夫君） 近藤委員よろしいですか。  

○委員（近藤 守君） はい、いいです。 

○小委員長（大渕紀夫君） 事務局、７月２、３、４、７、８、９日はどうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） いずれでも結構です。 

○小委員長（大渕紀夫君） １日は全道議員研修会ほとんどの方が行かれると思うのですが、

７月２日でいいですか。  

〔「はい。」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） なるべく続けてやっていったほうがいいですよね。それではとり

あえず特別委員会は７月２日・７日 10 時からでとります。ここでやっておけば月末までに間に

合わせることはまとめや文章を含めて充分できると思いますので２日間はやりましょう。  

そのほか議論しておくべきこと何かありますか。いいですか。事務局、特別委員会に関して。  

○事務局長（上坊寺博之君） 特にありません。  

○小委員長（大渕紀夫君） ここまで日程決まってしまえば、あと 20 日の件さえオーケーに

なれば大体進め方については大丈夫ですよね。ほかになければ終わりたいのですがいいですか。 

〔「はい。」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、それでは大変短時間にきちんとした議論ができまして早く

終わりましたが、次の 16 日、成功のためにぜひやりたいと思います。以上で財政特別小委員会

を終了いたします。ご苦労さまでございました。  

（午後 ２時５３分） 


