
 1 

平成２３年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２３年 ５月２０日（金曜日） 

開  会  午後 １時０２分 

閉  会  午後 ３時０７分 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．町有財産の取得または処分のあり方について 

                                         

○出席委員（６名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

委  員 土 屋 かづよ 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午後 １時０２分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 本日の会議は、先般４月 20 日の委員会を受けまして、できれば本日、

町有財産の処分または取得のあり方についての方向性を定めたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。この件につきまして各会派においての周知をお願い

したいということで前回会議を終えておりますので、その経過を皆さんのほうから報告いただ

ければありがたいというふうに思います。 

近藤副委員長、いかがだったでしょうか。 

○副委員長（近藤 守君） 私どもの会派は３人おりますけれども、話をしまして一応現状ど

おりと、そういう話になりました。現状どおりということは 2,000 万円の 5,000 平米。2,000

万円を変えないということです。非常に微妙なところなのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 齋藤委員。 

○委員（齋藤征信君） 会派会議をやりました。それで、方向はここの話し合いと同じ方向で

進めたということです。ただ、その中で出た意見でこれはと思ったのですけれども、委員会提

案で条例を制定するのに、この委員会で責任を持って決めて、そして皆さんを納得させると、

こういう使命を持っていたはずなのに、それを会派会議に下ろして会派で話をさせて、もしそ

れがここでやると言っているのにひっくり返ったりなんかした場合に、では委員会とは何なの

だということになりますね。会派が優先するのかということにもなりますね。ただ、私も受け

て帰ったときになるべく事前に話し合って、それで意見が一致すればそれが一番いいことだと

いうふうに思って持って帰ったのですけど、やはりそういうふうに指摘をされると意見が違っ

た場合、今も偶然出てきてしまったのですけど、私たちは違うというふうになってしまった場

合に、委員会で今まで話をしてきた方向というのは一体どういうことになるのだと、そういう

矛盾が出てくるのではないか。それから、下工作をやってみんなで話し合って意見を統一して

しまったら今度提案をしたときに意見が出せないのではないかと。そうすると無会派の人だけ

が話をするのかということも出てくるのではないかと。そういう意味においてはこの手続きは

若干、これは委員会で決めてそれからどうだと下ろすのではなくて、その前にこういう状況に

なっていることは前から知っていたわけだから、それで会派の中で自主的に話をしてどんな方

向がいいのだろうかというふうに話をしているのだったらいいけれども、それ以上に会派に戻

したというのはどうかという疑問が出されてしまったのです。それもそのとおりなのです。と

いうことで、考え方としては今の土地の価格の下落から何からいって、委員会の考え方につい

てはそれでいいだろうという話でした。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

吉田委員。 
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○委員（吉田和子君） やはり私たちも委員会でどういう方向がいいかいろいろ議論をして結

論を出して、出すべきだと決めたのであればそれで出してもらっていいのではないかというこ

となのです。だからやはりきちんと理由づけをして、きちんとこちら側が説明できるような形

で提出をしていくと。そして理解をしていただくと。それで、そういう条例なら条例という一

つの方法を皆さんに選択をしていただくということで、だから会派に持っていっても委員会の

今までの経過は全部説明をするわけではないので、そういう時間もちょっとなかったし、また

説明も私だけの考えで言ってもなかなか理解できないでしょうから、委員会で十分議論した上

で出されたものに対しては、それはそれでわかりましたということで言っていました。 

○委員長（及川 保君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 私たちも、まずどうやってお話をするかといったら、本当に今までの

経過、経過を説明しないといきなり下げるとか上げるとか、何かそういうことを言っても多分

わからないだろう、常任委員会の人でないとわからないだろうと、それに結構時間を費やしま

して、それで大体理解をいただいたのですが、下げる分には構わないと。ただ、いろいろ金額

については何とも言えないので、この辺は委員会の中である程度方向が決まればいいのではな

いかということでありました。 

○委員長（及川 保君） 私どもの会派も、委員会のチェックということからすると、それか

らもう一つは 30 数年前ですか、30 数年前の状況、不動産というかこの状況を見ますと、やは

りチェックを果たすためにはその条例を改正するという案についてはいいだろうと、その方に

向かってやってくれということでした。ただ、今齋藤委員のほうからも、吉田委員のほうから

もあったのですが、実は私も前回の会議の中で周知をしていただきたいという部分だったので

す。でなければ本会議にいきなりこのことが提案されるわけですから、何か急にそこで混乱す

るような状況は招きたくないということで、十分周知をしていただきたいと。ですから、意見

を出さないとかという話にはなりませんので。本会議の中で。総務以外の委員の皆さんの意見

は十分反映していくということですから、余りそこにこだわらないで私の不手際があったこと

をまずお詫びをしておきたいというふうに思います。それで、前回総意として話はあったので

すけれども、今近藤副委員長のほうから会派の中で現状どおりいったらどうだというご意見も

ありました。できれば町側ときちんとした、十分お互い議会と町側が理解し合って進めていく

のが私は筋だと思っておりましたので、今回のこの部分についても、実は正副委員長でこうい

う進め方をしますということを副町長のほうに、黙っていきなり提案するのはまずいというの

があったものですから、この前回の会議の状況を踏まえて進めていきますという話はさせてい

ただいた経緯がございます。 

それともう一点は、そこで町側も一緒にやっていくことができないものかというような話も

再度したのですが、結果的には今はその時期ではないということで終えております。 

それでは、今近藤副委員長の意見もあるのですが、どうですか。ただ、前回の会議の中で十

分周知を徹底させてほしいということだったものですから、今前田委員の意見はあれですけれ

ども、今全体の皆さんの意見を踏まえて、前田委員からも伺っておきたいと思います。 
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○委員（前田博之君） 皆さん言っているとおりだと思います。委員会が主体ですから。あと

は委員会がどうするかで、本来の議会の形からいけば本会議で当然議員同士の討論もあります

し討議をして、そこできちんと、委員会の所属委員は別として、ほかの委員さんはそれぞれそ

の場ではっきりすればいいのではないですか。それで方向性が決まればいいと思います。委員

会としてどうするかということはきちんと今整理進めていますから。それでいいと思います。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長いかがでしょうか。その調整ではなくて会派の中で持

ち帰って十分話し合っていただきたいという、調整をしてほしいということですが。 

近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 会派で持ってきたことがここで決まるのではなくて、周知を徹底

するということで会派に持ち帰ってくれというふうに私は理解しているのです。そういうこと

で玉井委員と。議長はいなかったのですがいろいろ話をしました。あの人は昔からやはり商売

の関係もあるので、今やっとそれが今の世の中の情勢が変わっても一回決めたことは余りあれ

するのではなくて、聞くところによるともともと議会がその 2,000 平米、700 万円というのを

決めたと聞いておりますので、それはそれで尊重していくべきではないかと。そして何か国の

ほうも変わろうというような話もあるものですから、それをやってからでも遅くはないのでは

ないかというようなことで、大体そんな３人のうち２人がそういう意見に一応なりましたので、

そんなことを今報告したのです。 

○委員長（及川 保君） 時期的にまだ早いのではないかというようなご意見でしたけれども、

ただ、再三繰り返しますけれども国の動向が非常になかなか見えてこない。本当に本腰で取り

組むような姿勢が、そんな状況になっていないというような、十分皆さん理解されていると思

いますので、何とかこの前回まとめた部分でやっていくしかないと、やるしかないという思い

でいるのですけれども、何とか近藤副委員長よろしく、そのあたりお願いしたいと思います。

もう少し議論する部分ありますか。 

齋藤委員。 

○委員（齋藤征信君） 私たちのところで金額がどうのこうのという論議にはなかなかなり得

なかったのです。やはりこれは 700 万円の基準の中で 2,000 万円にした、それから何年もたっ

ている。それで時代に合わせて変化していくのであれば 1,500 万円にするのか、1,000 万円に

するのか、700 万円にするのか、これはいろいろあるのだけれども、それを決めるためには根

拠というのが必要ですね。今までどおりでもいいという根拠というのが今、隣が述べられたの

が理由の一つに上げられるとは思うのですけれども、だけどもやはり我々が今提案していくと

なれば何でこれが 700 万円でなければならないのか、そのあたりをきちんとしておかないと、

ただ気分的に下げたのだ。ではちょっと理解できませんので、その辺の根拠というのがちょっ

となかなかそこまで問いつめられなかったというのはあります。 

○委員長（及川 保君） 全くそのとおりなのです。多分、近藤副委員長のところもその根拠

が乏しいのではないかと。さらに国も今動き始めている状況の中で、先ほどの意見になったと

思うのです。なかなかこの根拠が明確に皆さんに示して理解を得られるかというところに、今
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回のこの件については十分に議論をした中で進めていかないと逆に混乱のもとになる可能性も

あるわけです。そのあたりが非常に危惧されるところなものですから、ぜひ今齋藤委員がおっ

しゃったことについては議論していきたいということで、先ほど冒頭に申し上げたとおりなの

です。一つには国が地方自治体に、公共団体にこの、すべてにおいてなのですけど、すべてに

おいて、土地とかそういう部分だけではなくて全体において地方団体に任せると、国が関与す

る部分と、まちそれぞれに合った取り組みをしてまちづくりを進めるという基本的な考え方で

今進めているのだと思うのです。根拠が非常に私も。前田委員、ちょっとこのあたり根拠を明

確に示されるかどうかにかかっていると思うのです。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 前回に昭和 50 年、2,000 万円以上ということで訂正されたのですが、

ではこのときにどんな根拠で 2,000 万円にしたのか、その根拠が見えれば、その根拠が今回そ

の下げたほうがいいということにつながるものが何かあるのかないのか。2,000 万円にした根

拠が何かあったのではないかというふうに思うのですけれども。それで、ここ数年の土地売払

い調書を見ると、2,000 万円以上になったらほとんどないのです。だからほとんど議会にはか

からないで、結局白老町の土地というのは町民の財産でもあるということで、議会である程度

のものはチェックしようということからこの話が出てきたと思うのです。そういうことから考

えると、今この 18 年から 21 年までの４年分の資料を見させていただいたら 700 万円以上は一

つか二つはあるのですけれども、ただ、これは平米数も入ってくるとほとんどないかと、全部

ないかという感じなのです。だから、その辺平米数を変えられないと言っていましたね。その

辺でどうなのかとちょっと、金額を下げても平米数で今度引っかかってこないかと、今回の企

業誘致の説明ありましたけど、そこはもう金額的には 3,000 万円ぐらいとかという話もしてい

ましたから、これは当然平米も 7,000 とかと言っていましたから、かかってくると思うのです

けど、本当にそういった大きなものしかかかってこないですね。平米数が変わらないと。この

辺がちょっと私は引っかかっているのです。金額は下げたら何ぼか二つ、三つはかかってくる

だろうと。ただ、平米数でいくと全然かかってこないと。この平米数はできないということに

なると、この金額だけを変えることに私は反対ではないのですけど、何か根拠としてチェック

をするために金額だけ見直しても、その平米数を見直されないと何か意味がないとちょっとそ

れがすごく引っかかっていることではあるのですけど。 

○委員長（及川 保君） 実は、正副委員長で先般副町長との、こうしますという申し入れを

したときに将来的にもほとんどと言っていますから、やはりある可能性はあるのです。ほとん

ど議会にかかるのだと。かかってしまうという、例えば工業団地とかは間違いなくかかるので

しょうけれども、我々が言っているのは普通財産のことなのです。だから 5,000 平米というの

は変えようがないわけですから、金額の設定をしたときになぜそうなのだということを十分示

していかないとなかなか理解されない部分も出てくると思うのです。50 年の非常に高度経済成

長のときに 700 万円を 2,000 万円に引き上げたのです。決算報告での指摘を受けてまちが動い

たという経過があって、円滑な事業を推進する上にも金額の改正時と考えられるので、改正時
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だと、時期だと、それで他市町村の実態を調べ検討されたいという方向性を町側が受けた中で

の改正だったのです。そんなに理由づけとしては、かなり頻繁に当時本会議にかかっていたと。

前田委員どうですか。そういう状況ではなかったのですか。それによって 2,000 万円に引き上

げて町長の裁量に任すのだと、2,000 万円以下については。700 万円というのを 2,000 万円に引

き上げたという理由はそこだったのではというふうに、この決算審査の中での。そのほかにつ

いては大きな何か理由づけというのはここにはないのです。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） これは合わせて財産の取得も言っていますけど、契約の金額を上げて

いるのが主なのです。財産と契約の今まで２条だから、議会の議決がこのとき工事の関係だと

思うのですけれども、1,000 万円を 3,000 万円にして、土地の部分の 700 万円を 2,000 万円に

しているはずです。だから多分報告書を見ても土地のほうも上げていますけど、主は工事請負

金額のほうを主にして本来はやっているのです。だから二つ合わせて条例を改正しているので

す。だから、そのときに多分、工事に土地も付随するから、多分工事も財産取得も当時かなり

頻繁にあったから上げたと思うのです。工事がすごい出ていたでしょう。だから、主がそちら

のほうで上がっているのです。逆に言えば、ここで言えば本当にそういう部分のチェック機能

が上がったから土地については余り関心がなくなるという部分が出てくるのです。それで、今

議論していますから確かに金額の問題だと思うのです。その根拠だと思います。だから私もそ

う思います。それがきちんと理由がなければ条例提案もできないと思いますから。私はこの、

前に事務局からもらった全国における地価の累積変動率というのがありますね。49 年に 100 に

していますね。これは、条例をつくったときも、このときは 50 年ですから。これからみればち

ょうどバブルの平成２年、３年からいけば 270 ぐらいになっているのです。これから見たら、

今ここで 59 年のときに条例を改正したのは、バブルを見通してだということなのです。そうす

ると、現実に今議論している中でいくと、先般この土地工事価格推移もらいましたね。これを

見るといみじくも、平成４年に仮に高砂にしますか。高砂でいけば、平成４年ですから、こち

らの変動率の部分を見ても確かに大きくなっているのです。平米１万 4,600 円になっています。

しかし、平成 23 年になったら１万 200 円になって、もう 30％減になってきているのです。だ

から、そういう経済状況を見るとやはり地価の累積変動率を緩和すると、皆さんが言っている

ように町民の財産ですから、チェックするためには、金額は別にして、仮に私は 1,000 万円ぐ

らいからどうかと思うのですけれども、そういう部分になるのではないかと。それと先ほど吉

田委員も話をしていましたけど、この町の財産の売り払い収入状況を見ると、19 年の保安林を

売ったときの面積が 130 万平米なのです。金額が 1,350 万円。これがもし、1,000 万円とか 700

万円であれば、こういう保安林が議会の議決も得ないで処分されているということは大きな問

題だと思うのです。そういう部分がチェックできたのかと私は思います。そういう意味からも、

これからは地価が下がっていますし、今後こういう案件がなきにしもあらずですから、やはり

そういう実例からいくと、私は今2,000万円ですから大体30％から40％減になっていますから、

これから見越してももっと経済が悪くなって土地が落ちると思いますから、そうすると半分、
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1,000 万円ぐらいの部分が私は妥当かと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 今、前田委員から金額のほうも、価格のほうも出てきたのですが、

1,000 万円という具体的に出てきました。当然、他の市町村の動向も加味していかなくてはい

けないのでしょうけれども、この管内でいうと厚真町が 700 万円、あとまちで多いのはやはり

1,000 万円というところが多いのです。登別市は 3,000 万円という状況です。あとの市につい

ては 2,000 万円と。 

齋藤委員。 

○委員（齋藤征信君） これの問題になるのは宅地というよりも、山林だとか原野だとか、そ

ういうところをどんなふうに処分するかというときに大きくかかわってくるわけでしょう。だ

から、そうなってくると見ているところ市のほうがかなり高くつけているというのは、やはり

宅地のほうの問題なのだろうと思うのです。田舎に行くにしたがって金額が下がっているでし

ょう。それでいうと白老町は、都市並みのあれを考えているわけですね。だけど状況としては、

白老なんかでもそういう山林などをたくさん抱えているまちとしては、本当にこれでいいのだ

ろうかという。具体的に数字を上げてどうのこうのとは言えないけれども、感覚的にはやはり

ここは現状ではちょっと無理かと、そういう原案まで押さえていくのにはやはり無理かという

感じはするのです。そうであれば、もっと下げるべきだろうということは言えると思うのです

けど。幾らというのはちょっと私もよく理解できないのですけれども。 

○委員長（及川 保君） まず、その根拠の部分で金額も出たのですけれども、根拠の設定と

いうのは非常にきちんとここで議論をしておかないと、これは繰り返しますけれども大変な混

乱を招く状況になる可能性があるものですから、ぜひ、今前田委員が当時の昭和 50 年当時の状

況は工事請負、この部分が大変頻繁にまちづくりの中で進められていたと、そういう経過も踏

まえてという意見がありました。当時の状況を知る、私も余りそこまでとらえていなかったも

のですから。状況も知らないですから。 

齋藤委員。 

○委員（齋藤征信君） 私も今まで地価の問題としてとらえていたものですから、工事の請負

金額まで換算されるというふうなことというのはあるのか。法律的にいって、そこまでのこと

をうたっているわけではないでしょう。これはあくまでも地価の値段の制限というのでやって

いたのではないかというふうに解釈するのですけれども違うのですか。 

○委員長（及川 保君） 千石事務局長、そのあたりわかりますか。資料はないですね。 

○事務局長（千石講平君） 前にもお話をしたのですけれども、根拠ということですので、こ

れについては行政実例という形でお話をさせてもらったかと思うのですが、これは国で定めて

いる基準はあくまでもこれを下回ってはならないという基準です。そして、この金額を定める

に際しては各自治体の財政の状況であるとか、または近隣の状況を緩和した中で定めなさいと、

定めるのが適当ですと、こういう実例は出ているのですが、これの解釈の中で、例えば前回改

正したときにはそういう他の市町村の状況を見なさいというような提示がありましたので、そ

れを踏まえてのことかと。 
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○委員長（及川 保君） 齋藤委員。 

○委員（齋藤征信君） そこまでいいのです。そこまでは聞いたのです。それに、工事の代金

というのですか、そういうものを絡んでくるというふうなことはちょっと考えなかったのです

けれども、そういうことはありうるのですか。 

○委員長（及川 保君） 千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 同じ条例の中でうたわれていますので。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 工事予定価格というのは、同じ契約及び財産の取得または処分に関す

る条例で工事請負予定価格額というのを決めているのです。今うちは 5,000 万円になっていま

す。 

○委員長（及川 保君） 皆さん、前もこれは提出していますね。まだ見ていませんか。96 条

の中で、議会の議決に附さなければならない契約というのは予定価格が 5,000 万円以上の工事

または製造の請負とするという、この部分なのです。今の部分は第２条の中で主旨の中でいわ

れていて、次にくるのは第３条なのです。議会の議決に附すべき財産の取得または処分という

言葉で、これは条例に定められているという状況なのです。第１条の議会の議決に附すべき契

約及び財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによるという中での２条、

３条、この中で今言った工事請負、製造に関する、5,000 万円以上の議決しなさいと。次の部

分は第３条の中でやはり同じ 96 条の中、第１項、第８号の規定によりということだから、地方

自治法の第 96 条、この部分について白老町の条例として定めているわけです。だから前田委員

がおっしゃった部分については、この頭に第２条のほうで財産の処分は第３条ですけれども、

第２条の中で工事請負、製造の請負、これは 5,000 万円以上ですと。こういう規定を町として

設けているのです。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 50 年のときは、議会の決算委員会でも土地のことよりも工事請負の額

の小規模工事においての契約金額を上げなさいということが主になっているのです。だから先

ほど私も言ったように、このときは 1,000 万円から 3,000 万円になっているのです。今は 5,000

万円ですから多分この条例の中からいえば 57 年ぐらい。50 年のときは 3,000 万円になってい

るのです。今は 5,000 万円ですから、やはりこの条例の体制の状況みれば 57 年ぐらいのときに

5,000 万円に上げたのではないかと。それで、50 年のときに工事請負金額上げるものですから

合わせて。私は気がしているのですが、合わせたら土地も一緒に上げってしまっているのです。

町のほうは多分、これも一緒に上げるということにしてしまっているのかもしれません。 

○委員長（及川 保君） 工事請負をやっていたら、こちらのほうもやはり条文を見たら同じ

ところにあるから、処分のほうも上げたほうがいいだろうと。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 文言的な根拠は前回のときに吉田委員が言っていましたね。財政状況

だとか白老町のチェック機能を高める。あれがいいこと言っていたと思うのですけど。あの事
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由がそのままある程度使えるのではないかと思うのです。会議録をおこせば出てくると思いま

すけれども。それと、今言った数字の根拠をどう押さえて説得力を持つような形にするかとい

うことですね。と思うのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ちょっと今の条例の話を聞いていて、それほどすごい根拠があったわ

けではないと。こんなことを言ったら怒られますけど、思ったのです。平米数が 5,000 平米と

変わらない以上は、これは金額をもし 1,000 万円にしても、それほどかかってくるものはない

と思って。それで私は今ずっと見ていて思ったのは、今まで町有地の売り払い調書を見ても 600

万円とか 700 万円、宅地については広報等で全町民に全部募集をしているのです。だから、私

たちがチェックをしなくても、自然と私たち議員も当然それを売りに出されているということ

はわかるのです。先ほど前田委員がちょっとおっしゃったように原野だとか保安林を含めたと

きには平米数が広いわりには単価が余りいかないから 2,000 万円となるとよっぽど大きな広い

土地がかかってこないと。これは別に公募をして、さあ皆さん売りますとやっているものでは

なくて、必要な人が来て初めてそこの土地を買いたいということだと思うのです。だから工業

団地もそうなのですけど、工業団地の場合は割と工業団地だから平米数は大きく買うから単価

さえ合えばほとんど 1,000 万円以上にはなってくると思うのです。ただ、工業団地は企業が誘

致されると必ず議会にはかかってくると、そういうことではチェック機能ができると。１番私

たちが問題があると思うのは保安林だとかそういった原野だとか、大きく売れたときに単価が

安いばかりに議会にかけられないで知らないうちにといったら語弊があるかもしれないけど、

先ほどの保安林はそうですね。知らないうちに売り買いされていたということがあったという

ことが一つの原点になってくるのかとちょっと思うのです。だから 2,000 万円では保安林とか

というのはかなりの平米数にならないとかかってこないということもちょっとあるので、そう

いった部分で金額を少し下げて、私たちがチェックをできる体制をもう少し細かくするべきだ

との理由しか私はないのかとちょっと思っていたのです。 

○委員長（及川 保君） 根本的には、やはり今吉田委員のおっしゃったような原野なのです。

繰り返しますけれども、工業団地、宅地というのはもう、まず間違いなく町民、それから議会、

これに間違いなくかかるというか周知できるところなのです。問題なのはやはり山林を含めた

原野とかこういうところだと思うのです。だから、そこの理由づけをまず大きな一つの根拠と

して示すべきであるということでよろしいですか。その文言というのがまたちょっと。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） そのとおりだと思います。これからそういう部分でも、前にここでも

話をしていると思いますけれども、農地の民間手法が参入できるのです。そうするとやはり雑

種地とか原野というのが非常に一つの第一次産業等にかかわるものが、今も金額で引っかから

ないということを言われた場合、いいのかどうかという問題も、議会のチェックもあると思う

のです。 

それともう一つ大きな部分もあるのですけれども、公で町も言っていたからいいのですけど、
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この保安林のときに、財産管理委員会にはかけたからいいのだという言い方をされたのです。

本来、財産管理委員会は町民からの、町長の諮問機関ですけれども、本来は議会のチェックが

あるべきだと思うのです。今、だから財産管理委員会にかかるのは条例の規定は関係がないの

です。ほとんど財産管理委員会にかけてしまうのです。そうすればやはりある程度の規模の部

分についてはやはり議会もチェックする必要性があると思います。 

千石事務局長、間違いないですね。 

○委員長（及川 保君） 千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 議会にかける要件と、財産管理委員会にかける要件は、これは同

一の基準ですので議会にかかっていない分については財産管理委員会にもかかっていない。 

○委員長（及川 保君） 議会にもかかっていないものは、財産管理委員会にもかかっていな

いと。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時５０分 

                                         

再開 午後 ２時１０分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 財産管理委員会という話が前田委員から出たのですが、本会議の中での答弁を言っていると

思うのですが、鑑定士ですね。という答弁をされているということで、財産管理委員会という

ことはないということで理解をお願いしたいと思います。ほかございませんか。 

近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） なかなかこの条例を上げるということは、理事者側はなかなかそ

れに賛成できかねるような雰囲気のようなのですが。何かそれにかわる、例えば担保というの

ですか、要するに一筆もらうとか。ということは、議事録にきちんと載せるとか何かそういう

ものをやる必要があるのではないかと思うのです。いずれにしても、ないないと言っても一つ

でもそういう間違いがおきたら大変ですから、そういう条例を上げてできないのであれば、そ

ういうものをきちんと正文化するといいますか、何かあったときにはそれを見て言ったのでは

ないかというようなことをきちんとできるような仕組みをつくる必要があるのではないかと思

うのです。ですから、もし町側を呼んでどうなのだともう１回やってもいいのではないかと思

うのです。 

○委員長（及川 保君） 今、近藤副委員長のおっしゃったことについては、要は町側の言質

をきちんと必ずこれに、条例に定められている状況以外でそういったことが発生したときに議

会にも必ずかけるという言質をきちんととっておいたほうがいいだろうと、とっておけないも

のかという近藤副委員長のお話。そういう中での進め方をしたらどうかということなのですが。

だと思うのです。議会の本会議の中での答弁だとか、委員会の中でのきちんとした理事者の答

弁を根拠に進められないものかということだと思うのです。 

齋藤委員。 



 11 

○委員（齋藤征信君） それにしてもおかしいことがあったか、不正があったか、間違いがあ

ったかと、そんなときには言質を取れといっても法的な中でやっていたら間違いがおきるわけ

がないでしょう。こちらが問題だとするから問題になるのであって、町側から自分でやってお

いて問題だというふうにはならないわけで、それを議事録に載せるとか何とかと言っても、こ

れはちょっと無理な話ではないですか。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） そうではなくて、そういう大きな事案が出たときには自分たちで

決めないで、議会に報告をして議会の了解を取る、承認を取るということなのです。要するに、

理事者側のほうから。こういう問題がありますと。今回、山林を売ったのも別に条例違反をし

ているわけではないわけですね。だけど、たまたまボリュームが大きいから問題になったわけ

ですから、そういう問題が出たときには議会のほうにきちんとこういうことがありましたので

ということを了解を得ることをする。 

○委員長（及川 保君） 齋藤委員。 

○委員（齋藤征信君） だからこそルールというのがあって、ルールのないものまで全部報告

しなくてはならないのだったら、あらゆるものがみんな当てはまってきてしまうわけです。ル

ールの中でやっているから報告しないだけの話で。だから、それを報告しろと言っても無理な

話で、それを拡大解釈をしたら何もかにもということになってしまうでしょう。だから、それ

は無理ではないですか。というよりは、今ここで、どこで決めるかというと、根拠というのは

ないのだろうと思うのです。1,000 万円と決めれば 1,000 万円だし、700 万円と決めれば 700

万円なのだから。では、今の実態の中で、例えば原野だとか山林が問題になるのであれば、そ

れを大体平均的に何ぼで何ぼの値段で買ったら自分たちで決めた規則よりも出るかという例が、

地価何ぼで売ったら大体これが議会にかかるのではないかだとか、そこら辺の実態というのを、

大体標準的なものを計算してみて、それで出さなければならないのではないですか。だから、

買う土地の広さや何かはみんなそれぞれ違うのだから値段はみんな違うのだろうけれども、だ

けれどもこの前みたいに平米 10 円で買ったとか売ったとかと、そんなふうになったときはおか

しいわけでしょう。だから、大体いくら安く買ってもこのくらいで、このくらいに線を引いて

おけばこれは引っかかってくるというような、そういうところを見定めて 700 万円なら 700 万

円にするとか、そういうふうな判断をしなければならないのかという気はするのだけど。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長の今のお話については、先般の正副委員長で今回の意

見をこう進めますと、こういう話をしたときに副町長のほうから、この言質というか、この委

員会の中できちんと今後そういう売却を含めて処分について、どういう事案の中でも議会に必

ず報告するという言質を申し上げたいと、こういう話があったのです。そういう中での話なの

です。今、齋藤委員がそれだとまたルールに載っていないだろうと。責任のある理事者がこう

いう事例を示しているということであるから、そういった事案が発生したときにそれが有効に

いけるだろうということなのです。 

吉田委員。 
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○委員（吉田和子君） まだちょっと理解していないかもしれないけれども。私たちが引っか

かっているのはやはり土地を広く、130 平米ぐらい売れても単価が安いから、10 円だったから

かかってこなかったと。だから、そういった問題が議員としては、それだけ広い土地を売って

おかしいのではないかという議論になったと思うのです。私たちにすれば、やはり金額を下げ

るべきだというのはある程度のチェックはやはり議会でしたいということは。ただ、採決をす

るというものは両方かからなかったらだめなわけだから、だけどそれを私はこういうふうに、

採決にもし 2,000 万円以上だと、だけど平米数は土地が高いところだから 5,000、4,000 だった

と、そういった場合には報告だけしてもらう。採決の対象にはならないけど報告してくれると

いうことなのかと思ったのです。 

もう１点は、5,000 平米以上だけど単価が安いから 2,000 万円にはならないと、2,000 万円

に下げても 1,000 万円にもならないと、原野だったらそうですね。だけど、5,000 平米以上の

土地を売るのだから議会にはきちんと報告をしますと、そういうふうにしていただくという約

束事をつくるということなのかと思って聞いていたのです。そうであれば、私はもし、そんな

に金額に悩まなくても、700 万円か 1,000 万円かどちらがいいかといったら 1,000 万円にした

にしても、それで平米数でもしかしたらきちんと報告がされるのであれば、今までは報告もな

いわけですね。採決もないかわりに報告もなかったわけですね。だから後でこういった問題が

出てきたわけですから、もしそれが条例でなかなか今政治を変えていくということも今国のあ

れも控えていて大変だということであれば、条件としてそういった報告はしてもらうと。そう

いうふうにして最悪、最悪というか最終的にはしてもらうということも私は反対にいい条件な

のかと思うのです。金額と平米数、両方がならないとだめだという条例を決めてしまったら、

それ以外のものは絶対何も報告がないということだから、反対に決めたけれども、もしかして

どっちかならその決めたのより大きくて議会の採決をいらないにしても報告をしてくださいと、

そういう私たちにはやはり管理するというかチェックする資格があるだろうということで申し

出るということはできるのかとちょっと思って今聞いていたのです。 

○委員長（及川 保君） ただ、もう一つ難点がありまして、今言ったように報告義務で済ん

でしまうのです。 

近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） でも、その事案が出た場合は、売る、売ったが出る前に議会に当

然説明するわけですから、そこから始まるわけですから、その分についてはそこで白黒つけら

れるわけですからいいのではないかという気がするのです。事前にやるわけですから。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は齋藤委員の意見のとおりだと思います。これはやはり紳士協定で

すから、その立場によって何もしなくてもいいのです。一つの問題にしても単純に考えれば本

当に注目は保安林となっているのですが、これは本来保安林を解除して原野にして売らなくて

はならないのです。それはやはり委員会のチェック機能なのです。それが報告しないのが悪い

のだけど、何らかの形で議会が事後処理であっても、そういうことをやはりきちんとチェック
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して正さないと紳士協定をしても出てこないのですよ。これは悪いけれども都合の悪いものは

出てこないです。そのためにも一つの齋藤委員の言ったようなチェックできるものというのを

定めておかないと。具体的にいっても、話がちょっと飛びますけど一般質問である案件につい

て何人かの議員がこの問題は議員懇談会でも大きな問題になっているのだから行政として説明

責任として説明会を開きなさいと何回もほかの議員さんがみんな言っても開かないのです。そ

ういう事例があるわけでしょう。都合が悪かったらやはり何ぼ議会が言っても紳士協定ですか

ら、私は期待するのは無理だと思います。 

○委員長（及川 保君） 確かに副町長がおっしゃっているのも間違いではないと思うのです。

だから、そこを重視してしまうと結果的にはやはり変わるわけです。人というのはどんどん変

わっていくのです。そのときに、それは私の考えでやっていくと言われてしまったらもう何も

残らないという。違反でも何でもないですし。例えばこれを破ったとしても違反でも何でもな

いのです。今までの事例でも町側は違反はしていないのですけれども、疑問を持たれることが

どうしても発生してしまう場合もあるのです。ところが、それをくぐり抜けられるというか、

条例どおりに行っているわけですから何も問題はないわけです。また、世間の状況から比較し

てどうかということがどうしてもやはり議会側は逆にとられる部分が出てしまうのです。それ

がやはり引っかかってしまうということであります。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 文言的な部分は、解説の部分的なものは今まで皆さんが言っている部

分を会議録などで整理をすれば、あと理論武装はできると思います。だから、今 700 万円が改

正する部分にはいいと思います。ただ、700 万円にするのか、やはり 1,000 万円にするのか、

その部分の数字の根拠をどういうふうにはじくのか。あるいはよその町村の対応もそうですし、

今の財政改革プログラムからいって、チェック機能を果たしていないこれが相当な金額だと思

うような形でいってしまうのか。あるいは議会で議員同士の討論がありますから、そういう

1,000 万円なら 1,000 万円の根拠のきちんと方程式的にものを言えるかどうかということを整

理するかという部分を整理していかないと。 

○委員長（及川 保君） もし進めるのであれば、そこの根拠、例えば 1,000 万円なら 1,000

万円、700万円なら 700万円のこうだったからこうなのだと 700万円だとか、1,000万円だとか。

ここがなければ非常に弱い、相手に説得できる何ものもない状況になってしまうので。評価額

が下がっているというのは今の日本経済の全体も含めて、それから町の今日までの事例も含め

て、それが一つの根拠になると思います。ところが山林というのがなかなかないのです。頻繁

に発生する状況ではないのです。当然、今後も先般副町長のお話でも、今後処分する状況にな

いと、あり得ないと言っているのです。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） もう時の理事者がどう言ったのではなくて、議会として町民の財産を

チェックするのにどういう姿勢というか、どういう根拠がいいかという部分で議論をしないと、

そういう発生というのは事実どうなるかわからないです。出る可能性はあるし。それは、今の
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人はなるべくしたくないですから。そういう言い方をするけど。それはそちらにおいておかな

いと、言葉は悪いけど、とって我々決めているわけではないのです。今の人はどうかというの

は一切抜きにして議論していますから。やはり将来議会としてどうあるべきか、ということを、

町民の財産をどうやらなくてはならないかということも論点にしていかないと、結果的にしな

くてもいいとかという話になると思うのです。そうではなくて、議会として今問われているわ

けです。議会の姿勢が。そのときに、今どうなのということです。だから、これは早急にそう

いう問題がという議論にもなると思いますけど。それは後で議論してもらっていいと思います

けど。私は何もこだわっているわけではないけども、議会として今議会改革をしている中でた

またまこういう問題が出たときに議会がどうあるべきかという、議会の権威とかそういうもの

がなければやはり近藤副委員長がいみじくも言ったけど、話し合いをやっても議会が全体の権

威とか、議会がそれだけチェック機能があって理事者が対峙して厳しいのだということがわか

れば、議長に失礼、我々も含めて失礼だけど、町側もそれなりの緊張感を持ってくるのです。

だけど、なければこないです。悪いけど。それは抜きにして客観的にきちんと議会としてどう

あるべきか、ということも議論すべきだと思います。この問題ばかりではなくてです。 

○委員長（及川 保君） 今の前田委員の話を整理しておくと、チェック機能、この部分も根

拠の大きな一つになると思うのです。議会のチェック機能を果たすとなればやはり下げて、下

げることによって当然議会に諮らなければいけない状況が発生するわけですから、そこも大事

だと思うのです。 

齋藤委員。 

○委員（齋藤征信君） 私も同じような意味になるのかとも思うのですけど、国の基準が今検

討して変わりそうだということの中で、金額ではなくて 5,000 平米という、その基準というの

がそこをいじるのかいじらないのか。ここをいじらなかったらやはりちょっと論議が進まない

のかと。だから、だとすれば、これが動かないのであれば我々がチェック機能をどういうふう

に高めていくかということであれば、少しでも今多くのものを報告してもらってやる体制をつ

くらなければならないと。だとすれば 700 万円しかないわけでしょう。国の基準である 700 万

円でチェックしましょうと。ただ、現実として 2,000 万円で上げたときに、そのときに景気が

いい時代でそれ以上のものがばんばんあったから 2,000 万円に上げたのだろうと思うけれども、

今 700 万円で下落してきて 700 万円になったときに 700 万円だったら全部超えてしまうのでは

ないかというようなものがあるのだったら大変だけれども、700 万円で年間何件ぐらい出てく

るのですか。それは大体実績としてわかってくるわけでしょう。だとすれば、それで十分役場

の機能が果たせるのだったら、700 万円に押さえればいいのです。そうすると我々はたくさん

のものを報告を受けてチェックできるわけだから。だから、あと何件そういうのが 1,000 万円

にした場合に役場でどれだけのものを大体、これははっきりした数字は出てこないだろうけれ

ども、何件ぐらいは年間みていかないといけないかもしれないと。700 万円にしたらどのぐら

いになるのだろうかと。こういうような、大体概算でそこのところを見る必要があるのではな

いか。では 700 万円でできるのだったらやりなさいと、これが一つの方法ではないだろうか。 
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○委員長（及川 保君） 今、700 万円という齋藤委員は出ました。これは最低のあれだと思

うのです。 

本間委員。 

○委員（本間広朗君） 私も、今齋藤委員が言われましたように、チェック機能が本当に議会

が果たすのであれば、最低他の町村を見れば 700 万円というのも大変多くて、なぜ他の町村が

700 万円なのかというのを、その辺を考えてみるとやはりチェック機能を果たすためにそうい

う多くなっているのかと思って。かといって 1,000 万円というお話も 1,500 万円というお話も

ありますけど、今齋藤委員が言われたように本当にチェック機能を果たすのであれば、700 万

円からでもいいのではないかと。今、言われたように今までの経緯というか、そういう幾らで

売られてきたのかというのもいろいろ見てみないとわからないので、できるだけ私は低いほう

がいいのかというふうに考えておりました。 

○委員長（及川 保君） できるだけ低いほうがいいのではないかということですね。これを

見ると 700 万円以上については、北海道は 7,000 万円なのですけど、これは細かくなっている

のです。まだ 800 万円とかのところもありますし。それはもう、そのまちまちの決め方だと思

うのです。確かに今、町村でいえば 700 万円、最低の設定のまちが多いのは間違いないのです

けど。我がまちのどうなのでしょう。市とのかかわりも含めて。あと、過去の近年の状況を齋

藤委員がおっしゃっていますけれども、状況を緩和して決めるべきではないかということも一

つの方法ですけれども。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時３２分 

                                         

再開 午後 ２時４２分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 この中でもまた意見が出されているのですけれども、価格を設定して進める、そのほうが後々

の、将来の白老町議会の方向性としてもいいだろうということで進めてよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） わかりました。それでは、根拠、今までいろいろ出されております。

それを正副委員長に任せるのではなくて、十分皆さんと意見を戦わせて決めていかなければな

らないというふうに思いますので、そのほかにいろいろとありましたら、これからあれもだと

いうふうに出していただければありがたいというふうに思います。大体大まかな部分は出てい

るのです。私も決断をしました。それで、金額をあと皆さんのほうから出してもらって、それ

にきちんと根拠をつけて報告をするということで進めたいと思います。いかがでしょうか、こ

の 1,000 万円という数字が、この白老町のまちづくりにあっているのかどうかとか、700 万円

があっているのか。まず事例としてもこの近年ほとんどないという状況ですので、齋藤委員が

おっしゃっていた部分については、ちょっと今示すのは厳しいと。根拠として示すのは厳しい

という状況にあります。 
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吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 大きな理由としては、やはり白老のこれらの町民の大事な財産をきち

んとチェックをしたいと。そういうことが原則ですから、そうやって考えたら今の土地単価の

下がったこととかいろんなことでチェック機能を強化するということは、金額が低ければ低い

ほどチェックにかかるものが多くなるということですね。単純に考えれば。だから、私は 700

万円が限度であれば 700 万円でいいのかというふうに。そうでなかったらチェック機能強化し

たい、だけど 1,000 万円といったら、その 300 万円の差は何なのだということになると思うの

で、私は 700 万円で本当に一番最低限に下げて、やはり私たちはしっかりとチェックをさせて

くださいと。そのほうが議会にもかかる率は高いでしょうと。そういうことになると思います。

ただ、金額でいくとそういうことで、先ほどから何回も言いますけれども、過去 5,000 平米に

かからないということを考えると、やはり委員長がここでしっかりまたそれを訴えていくとい

うことで。何せ、やはりそれは自然がすばらしい土地の財産をしっかりと議会もあわせて行政

と共に町民のために守っていく、売るにしても一番効果的な売却の仕方をしてもらいたいと、

そういったことからやはり議会でも一つでも多く議論をし、やはりチェックをしたいというこ

とで私はいいと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 具体的に今 700 万円、もしやるのであれば、せっかくやるのであれ

ばやはり 700 万円だろうと、これは齋藤委員が先ほどもおっしゃっていまして、本間委員もや

はり最低の 700 万円で議会のチェック機能を果たすべきだという意見でした。 

齋藤委員。 

○委員（齋藤征信君） 私もそのとおりではないかと。少しでも多くチェックするのであれば、

そこまで下げて限度のところまでいってもいいのではないかとは思いましたけど、数はそんな

に多くはないというし。ただ、1,000 万円と早くに出ましたね。1,000 万円の根拠をもう１回ち

ょっと教えてくれませんか。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は吉田委員、齋藤委員のお話を聞いて、それでいいと思います。た

だ、根拠をつくるためには 1,000 万円の前回から見た路線価格と評価額によっての下がった率

を掛けてみて、将来予測を入れて、そうすると大体これぐらいの金額だろうという形の数字的

な根拠を言っただけで。今議会のチェックを高めるためにどうあるべきか、ということであれ

ば、やはり齋藤委員や吉田委員が言った部分に落ち着くのかと。私もそれでいいと思います。 

○委員長（及川 保君） 前田委員の 700 万円が妥当だろうという話でございました。 

近藤副委員長いかがですか。 

○副委員長（近藤 守君） 小異を捨てて、大同につきます。700 万円で結構になりました。

なるべくチェックをできるようにしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 総務常任委員会の総意として 700 万円の 5,000 平米という条例改正

をすべきということで意見が一致をいたしました。近藤副委員長ありがとうございます。そう

いうことで、この議決を得なければいけない部分がありますので、千石事務局長のほうからこ
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の流れも含めて皆さんに諮りたいと思いますので。 

千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 条例改正に向けてという形で、まず所管事務調査の委員長報告を

本会議の中で先行して諮って、それを受けた中で今度自治法の 112 条の規定により議員提案と

いう形になります。それで条例改正案を出すと。今回、委員会で一致したということであれば

全員の名前が記名される形になるのかと。提案者、賛成者と分かれるのがいいのか、全員が提

出者になるのか。賛同者も別に募るのか。そこら辺ちょっと数的な部分を確認しますけれども、

そうした場合にはそれぞれの皆さんが同じ答弁といいますか、そういう議論に参加するような

形になるのかと思います。 

○委員長（及川 保君） 委員長報告は会議の冒頭になると思います。それで、それを受けて

こうしますという方向になると思いますから、当然本会議に条例改正の案件として出されます。

そこで、総務以外の議員の皆さんから当然出てくるわけですから、そこには当然委員長が責任

を持って答弁をいたします。しかし、委員長の答弁で不足の分がありましたら、ぜひ皆さんの

ほうからも近藤副委員長を含めて答弁していただければありがたいというふうに思います。 

齋藤委員。 

○委員（齋藤征信君） 議員提案という今、形でしたね。これは委員会提案ではないのですね。

そういうのは委員会提案ではなくて議員提案になるのですか。 

○委員長（及川 保君） 千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 自治法の解釈を見ますと、規定はあくまでも提出権は議員に与え

られているということで、ですから議長も副議長も常任委員長も一議員たる資格においてのみ、

この権限を行使することができるということです。 

○委員長（及川 保君） 齋藤委員。 

○委員（齋藤征信君） わかりました。それと、今までの歴史の中で、議員提案でこういうふ

うに決めた例というのは今度初めてになるのですか。 

○委員長（及川 保君） 千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 私の知る中では今回が初のケースになるのではないかと。また、

全国の事例を見ましても、議会で新しく条例を提案するというケースはあるのですが、町長が

定めた条例に対しての議会側での一部改正を議員発議でやるというケースも今回が初ではない

かと思いますので、あらゆる面で注目を浴びるところが出てくると思います。 

○委員長（及川 保君） ということで、数を重ねてきた、この案件での委員会のいろんな議

論でございましたけれども、今千石事務局長が申し述べたとおり、これは大変責任が非常に重

いと思います。ですから、町側に対してもこの部分をきちんと理解してもらえるような状況も

また私は大事ではないかと、まちづくりを進めていく上で堀部議長がよくおっしゃっている車

の両輪だという部分も含めて考えていくと、非常に重いと。委員長として重い責任を持ったと

いう思いでおります。ですから、皆さんも一人一人そういう思いで、この件について、ぜひ町

側ともしっかりと議論をして進めていくということでいいのかというふうに思います。よろし
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くお願いしたいと思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 今、千石事務局長のほうで議員提案の関係の話がありました。千石事

務局長、勉強しているから間違いないと思いますけど、ただ、事情が変わって委員会も条例の

議案提案ができるということだったのです。なっているのです。委員会も今回、地方自治法の

改正で。だから、その辺をきちんと整理しておいてください。今、千石事務局長が言っている

のは２名以上いれば議員提案ができるけど、それと案件が違うのです。あくまでも今度は、過

去には２名以上だったのだけど、12 分の１だったのですけど、今回からは委員会も条例提案が

できることになっていると思います。だから、それの運用を間違わないように。千石事務局長

に申しわけないのですけど、初めてのケースですから、それをきちんと整理しておいていただ

けたらと思います。 

もう１点は、これから条例を上げる時期なのですけど、その前に事務局大変だと思いますけ

ど、この一連の会議録を早急につくっていただきたいのです。ということは、本会議に向かう

ときは、この委員会でどういうことを議論されたかということを質問されて言わなければなら

ないわけですから、それをみんな認識するために、先に会議録をつくっておいて、皆さんいい

事を言っていますから、読んでまとめておく必要があると思います。 

それともう一つは、報告書とか議案提案理由をつくりますね。それを１回今までどおり目を

通すのではなくて、１回皆さん集まって文言の整理をきちんとしたほうがいいと思います。そ

ういうことです。 

○委員長（及川 保君） 今、２点ありました。確認をします。きょうまで委員会、委員長報

告も昨年の９月行っているのです。以後のこの件について、この議論を重ねてきたのです。そ

の過程を、ぜひ議事録精査していただいて、この委員会に皆さん示してもらえるように事務局

のほうにお願いしたいと思います。 

それともう一つは、千石事務局長に確認、これは委員会提案であれば、ぜひその委員会提案

という形で出したいと、私はそういう思いでおりますので、もしそれが可能であればそういう

形に持っていきたいと思います。 

もう一つ、今、最後の報告書は事前に皆さんとこの委員会が再確認して会議を持って、それ

を確認するというふうにしていきたいと思いますので、ご承知おきいただきたいと思います。

ということは、本会議の日程は決まっておりますから。 

千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 委員会の会議録はいつからの部分が必要になりますか。９月の時

点で委員長報告をしていますから、その後ですね。 

○委員長（及川 保君） 日程もちょっと、大変これはタイトな状況になっていますから、９

月以降、委員長報告以降の分をまとめてもらいたいと思います。それで、この件については町

側にはよろしいですか。私はその部分大事にしておきたいと思います。勝手に何かやったよう

なことではやはりまずいと。ずっとやっているのです。そういうガチンコをぜひ避けたいとい
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う思いがありましたので、正副委員長で今回もそれをやっているのですけれども、皆さんには

報告はしていませんけど、その部分は重要だと思っていますので、ぜひご理解をいただきたい

というふうに思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 結論は報告しておくべきだと思います。それはやはり議会ですから、

理事者の方でいいと思います。担当部長に言ってああだ、こうだではなくて、議会としての主

張ですから、やはりこういうことに決まりましたということを理事者に対して言っておくべき

だと思います。 

○委員長（及川 保君） わかりました。それでは、今回の皆さんと諮って決められたことに

ついて報告を、副町長には間違いなく報告をしておきたいというふうに思います。 

もう一つ、この案件の中で皆さんにお諮りしておきたいと思ったのは、先般中国だとかいろ

いろな土地の買いあさりをやっている、それで危惧したまちがニセコ町ですが、その状況がも

う北海道の中でも、あそこは広大な土地を持っていて、山林を持っていて、そういった危惧が

あったと思うのです。私は白老も水質ということを考えたら、水が今回の進出企業もそうです

けれども、やはり水がきれいだと、そして豊富だということで進出してくるのです。そういう

見方をされている全国の状況を考えると、うちもぜひこのあたりはきちんとしておいたほうが

いいのではないかということを、この委員会にはこうやって申し上げますけれども、それぞれ

の委員が本会議の中でも、ぜひ取り組む姿勢が大事だというふうに思いますので、もし委員会

でそのことが取り組むことが必要であれば、まちとまたいろいろと協議をする必要があろうか

と思いますけれども、ぜひそういう心づもりで活動していただきたいというふうに思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） ちょっと提案いいですか。総務文教常任委員会は経済担当の部署のほ

うも持っていますね。虎杖浜の三単協の事務所、虎杖浜の漁組が新築してもうオープンしてい

ますので、正式でなくてもいいけれども、総務文教常任委員会で行ってどういう建物かを見て

くる必要がないかと思うので。事務所を。いろいろ話をしてできたから、担当する所管として

一回見に行かなくていいですかということです。 

○委員長（及川 保君） 前田委員から今、いぶり中央漁協の新しい事務所ができたと。それ

で、見学もかねて行ったらどうかという意見ですけど、どうですか皆さん。荷さばき所ですと

か、そういうものであればいいですけれども事務所ですから。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 防災室だとか、通信室だとかはないのですか。 

○委員長（及川 保君） それはあったとしても。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ３時０２分 

                                         

再開 午後 ３時０６分 
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○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ただいまの前田委員から出された、いぶり中央漁協の事務所を見たらどうかということでし

たけれども、ちょっと時間的にも 10 月改選の時期を迎えるということもあって、次期の議会の

中で調査して進めていってもらえばいいかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

そのほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 日程は正副委員長にお任せいただけますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） よろしくお願いします。 

                                         

   ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の総務文教常任委員会を終了いたします。 

（午後 ３時０７分） 


