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平成２４年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２４年 ２月２０日（月曜日） 

開  会  午後 １時００分 

閉  会  午後 ２時１２分 

                                         

○会議に付した事件 

 付託審査 

１．陳情第１号 白老町町内会連合会に対する公金支出について支出内容精査に関する陳情 

 所管事務調査 

１．白老町水道ビジョンについて 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 西 田  子 君      副委員長 広 地 紀 彰 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 及 川   保 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     参 考 人    林   充 紀 君 

     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君 

     生 活 環 境 課 長    本 間 勝 治 君 

     生活環境課主幹    竹 内 瑠美子 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     書 記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（ 君） ただいまより建設厚生常任委員会を開会いたします。  

（午後 １時００分）  

                                         

○委員長（ 君） 本日の委員会の日程を事務局から説明いたします。熊倉事務局参事。 

○事務局参事（熊倉博幸君） 本日は、１月会議において本委員会に付託されました、陳情第

１号 白老町町内会連合会に対する公金支出について支出内容精査に関する陳情書の審査を行

うこととなっております。 

陳情書の提出者を参考人としてお呼びしておりますので、まず最初に提出された願意をお聞

きし、その後に担当である生活福祉部への質疑等を行う日程としておりますので、ご審議をお

願いいたします。 

 陳情第１号 白老町町内会連合会に対する公金支出について支出内

容精査に関する陳情書を議題に供します。 

これより審査に入ります。 

陳情書を事務局参事より朗読させます。熊倉事務局参事。 

○事務局参事（熊倉博幸君） 白老町町内会連合会に対する公金支出について支出内容精査に

関する陳情書。 

要旨、１、連合会主催の研修会について、公金の私的流用の嫌疑があること。２、連合会傘

下の町内会が神社の祭りに寄附がなされていることについての連合会の説明がおかしい。 

理由として、１について、上記研修会について公金が支出されているが、本町広報「げんき」

ほかで参加者募集が行われておらず、結果的に公金の私的流用の嫌疑がある。２について、連

合会は本件支出については個人単位での支出で問題ないとしているが、本件支出は町内会ベー

スでの支出と思われる事案であり、憲法で保証された信教の自由侵害の疑いがある。 

以上、白老町議会会議規則第 77 条の規定により陳情いたします。 

平成 23 年 12 月 21 日。陳情者、白老町字石山 45－75、氏名、林充紀。 

以上でございます。 

 次に、陳情の審査のため参考人として、白老町字石山 45－75、林充

紀氏を招へいしております。 

参考人の入室をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時０４分 

                                         

再開 午後 １時０６分 

 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

参考人には、本日はお忙しい中本委員会の陳情審査にあたりまして、参考人として快くお受
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けいただきましてありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。 

早速、陳情提出者である林充紀氏より、陳情書を提出された願意についてお話をお伺いした

いと思います。林充紀氏。 

○参考人（林 充紀君） 林でございます。本日、お忙しいところお時間をいただきましてあ

りがとうございます。事務局から 10 分程度の意見陳述と言われておりますので、これから陳述

させていただきます。 

本件につきましては、私利私欲に基づくのではなくて、町民の安全、健康に寄与する陳情だ

と考えております。まず、本件陳情の動機について申し上げます。私は昨年、消防署主催の救

命研修を受け、高齢者の割合が比較的多い本町にとってＡＥＤの設置は必須と感じ、町内会長

に導入依頼をしたのが本件陳情の発端です。前町長飴谷氏が財政面で改善し、普通のまちにな

ったとし、2010 年 11 月に年間１億円を支出し役場職員の給料引き上げを実施したことから、

当然に本件は認められる、すぐに導入されるというふうに思っておりましたが、現実は異なり

ました。普通のまちになったという判断をした根拠については、別途証人喚問の陳情を行うこ

とにより明らかにしていきたいというふうに考えております。 

そして、そこでいろいろ調べてまいりました。そうする中で、ある人は、本件は毎年議員が

精査しており、加えて役場や町内会連合会が適切に処理していると思うので陳情のメリットが

ない。または、効果が期待できないという意見も伺いました。しかし、議員の皆さん、本件に

ついては公金が投入されているのです。本件は国でいう事業仕分けです。役場とか町内会連合

会が適切に処理しているという言葉をうのみにしてはいけないと思います。先日、経済大臣の

枝野氏が東京電力の税金投入にあたり、税金を投入されている事業に対しては厳格に精査する

との言葉があるように、本件についても国でいう国政調査権をも必要に応じ活用し、厳密に精

査すべきだというふうに考えます。 

また、ある人は必要な事案があれば、国や道から金を引っぱってくるという人がおりました。

ところが現状は普通のまちとはいえない現状でありますし、国の借金も１兆円あり、国債格付

機関から格付が引き下げられギリシャの二の舞といわれる状態です。道についても再建健全団

体へあと一歩というのが現状です。そういう中でやはり国の資金を持ってくるというのは難し

いと考えます。 

また、ある人は連合会の総会で賛成議決を受けているから問題ないという人もいます。ただ

し、連合会の総会は、現状会員全員への公告はされておらず、成立要件を満たしていないとい

うふうに判断します。 

第２に陳情の理由、１、制度上の瑕疵、連合会の一部のグループが、広報「げんき」等で参

加者を公募することなく障がい者施設、自衛隊等への視察の実施。夕張、小樽、上富良野等へ

の観光を行っております。これは特定のグループの利益に供するだけで町内会のレゾンデート

ルである公共の人々の全体の利益に供するということに抵触するのではないかというふうに考

えます。２、公金支出についてのプライオリティー。前町長が普通のまちになったと言ってお

りますが、いろいろ調べてみますと公立小中学校の耐震化率は 54.8％、これは平成 23 年４月
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現在です。全国平均が 80.3％であることを比較しますと、約 30％弱劣後しております。また、

災害時の対応について、食料の備蓄は一日も満たないそうです。東京都では条例で三日分の備

蓄を義務づける動きもあります。三日分というのは近隣の都市から食料が届くのに三日程度か

かるということで三日を目標にしているというのがその根拠です。さらに、本町は冬が厳しい

ので食料だけではなく寒さ対策も不可欠と考えます。また、我々新生町内会に関係するお祭り

のカラオケ大会に出場した 20 名ぐらいの人は事前選定の上での出場で公平性に欠き、かつ参加

者全員に総体で 15 万円の公金が使われているそうです。加えて赤十字等の募金についても赤十

字の趣旨である任意の寄附ということに反する町内会からの支出を行っていることに加え、先

ほど申し上げた町民の生命に関し非常に不安材料があり、やるべきことが多数あるのに、それ

を実施しております。 

以上、申し上げた事例から勘案し、今般私は陳情いたしました。先ほど申し上げたように耐

震性とか生命に関する事案に対する支出が、予算がないという理由で見送られる中、夕張、小

樽、南富良野の観光ほか、連合会の一部のグループのみへの支出が優先されていいのでしょう

か。前町長が言う普通のまちとは町民の生命の危険を放置した上で成り立つのでしょうか。私

は看過できません。 

第３、総括。私は強く思います。災害対応また高齢化の進捗が早い本町また高齢化政策が喫

緊な本町にとって、安否確認等、町内会の役割の重要性は多大であり、今後とも増大すると思

われます。我々は３・11 を忘れてはいけないと思います。平成 23 年 12 月に苫小牧で開かれた

講演会、これには苫小牧市長も参加しておりましたが、災害対策に真剣に取り組んでおられる

議員諸氏の多くも参加したと思います。政府の復興庁対策委員でもある川田教授も地震、津波

の災害はいつ来るかわからないと言っており、災害対策は早急に行うべきであると言っており

ました。また、災害に遭われたある方が、きちんと準備をしていれば助かる命が、対応が不十

分で亡くなられた方が多数いるとの言葉もあります。繰り返しますが、耐震工事ほか町民の命

を担保する支出より町内会連合会の一部の人々の観光等の支出が優先していいのでしょうか。

町民が自身の安全生活を著しく侵害されております。我々町民は、連合会の利益を享受する一

部のメンバーのために税金や町内会費を払っているわけではありません。私は皆さんに期待し

ます。議員諸氏が連合会の一部の人々の代弁者ではなく、町民全員の代議員であることを。議

員諸氏が現状の支出を役場や町内会連合会の人々の意見を従前どおり容認するのではなく、町

民の目線でゼロベースで厳格に精査することを希望します。本件陳情が採択され、今までの悪

い習慣が改善され、支出内容が隠ぺいされることがなく、広く町民に開示され、また今はやっ

ているテレビ番組の西山事件の二の舞を踏むことのないよう祈り、白老町が新しいステージに

ステップアップすることを期待します。 

最後に、本件採択の際、町内会連合会で本件関連年度受益者に対し、時効の及ぶ範囲での不

法行為による公金支出に対する返還請求権が発生すると思われるので申し添えます。 

以上で私の陳情は終わります。お忙しいところご静聴いただきましてありがとうございまし

た。以上です。 



 5 

 ご苦労さまでございます。 

 それでは、これより委員の皆様から陳情者に対しまして質疑をお受けいたします。委員の皆

様、質疑はございませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 御苦労さまでございます。大渕でございます。今言われました陳情の

主たるお願いをする部分、それはここの陳情書に書かれているように、公金の私的流用の嫌疑

があるということが願意ですね。それをただしてほしいということですか。 

それから、２番目の神社の寄附の関係なのですけれども、説明がおかしいからそこの中身を

聞いてほしいと、そういう意味なのでしょうか。願意が正確にどういうことなのかということ

を知りたいです。背景は今お話をされましたので、林様の言っていることはよく理解できまし

たけれども、何を願意として持っているのかということがもうちょっと鮮明にしていただきた

いと。私が言ったように公金の私的流用の嫌疑があるからそれを調べてほしいということと、

寄附がされているのはおかしいからその説明をしてくれと、こういうことなのかどうかと。そ

この確認をちょっとさせていただきたいと思います。 

 林充紀さん。 

○参考人（林 充紀君） それでは、お答えいたします。これは、陳情書の表題に書いてござ

いますけれども、町内会連合会に対する支出を含め、ゼロベースで再精査をしていただきたい

というのが１番のお願いしたい陳情の趣旨です。その例として、いろいろ公金の支出について

の問題点があるのではないかというふうな懸念があるとか。いわゆる憲法問題で信教の自由と

か、政教分離という憲法の基本概念に害するおそれがある。また共同募金会に対して、本来任

意性が問われなくてはいけないのに町内会費からがばっと流れていると。そういう安直な支出

の仕方を議員の方が精査されていらっしゃるということなのですけれども、再度別な視点から

ゼロベースで精査をお願いしたいというのが本陳情の趣旨です。以上です。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 趣旨はわかりました。私がこれを見せていただいたときに１番感じた

のは、議会で精査をするということになれば予算委員会なり、主は決算委員会になりますけれ

ども、この趣旨であれば、私は、議会の選出の監査委員も監査委員に入っております。当然こ

ういう中身の問題であれば、私は監査請求をされるのがもっともベターだろうというふうに考

えるのですけれども、そこはどのようにお考えですか。 

 林さん。 

○参考人（林 充紀君） 私先ほど申し上げましたけれども、本件に限っているわけではなく

て、ゼロベースでいわゆる国でいう事業仕分けのようなものを、こちらの議員の皆様にもやっ

ていただいて、町内会連合会への支出というのは一つの例題です。これを発端に国でいう事業

仕分けのような形で、ゼロベースで公金の支出は本当に現状でいいのかと。監査請求というの

は特定の事案だけの監査請求になりますけれども、そうではなくて、事業仕分けのように公金、

税金が投入されている町内会連合会にしろいろんな分野があると思うのですけど、給食センタ

ーの問題とか、そういうものも本当に今の支出でいいのかと。今見直さないとこれからいろい
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ろ、高齢化の問題とか、進捗していく問題とか、災害対策の問題とか、予算がないといって断

られている事案のものも、緊急性を要するものもたくさんあると思いますので、そのあたりで

事業仕分けのようにゼロベースで見直していただきたいというのが私の趣旨です。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 趣旨は１番最初にお聞きしましたのでわかりました。ただそうなると、

議会はこれをもとにやるわけです。それしかできないのです。陳情がそういう陳情ですから。

そうすると、今の願意とこの願意は違うのです。ゼロベースでもう１回全部公金を見ていただ

きたいという気持ちは十分わかりました。理解しました。ただ、陳情はそういう陳情ではない

のです。ですから私が確認したのは、陳情の願意はどういうことですかと。これはへ理屈では

なくて、例えば今言われたことをこの陳情書で議会が議論することはできないのです。願意が

違うから。願って陳情書を出している中身と違うと、議会としては、これの陳情審査しかでき

ないのです。そこは逃げでも何でもなくて、調べていただければすぐわかりますけれども、そ

こら辺が。それで願意が何ですかと私はお尋ねしたのです。今言われた願意とこの願意と違い

ます。ですから、そこのところを正確にしないと我々の陳情の審査の仕方が変わってしまうわ

けです。ですから、この陳情審査の中身で今言われたことの審査をするのはなかなかちょっと

大変かというのは、私は個人的にそういうふうに思うものですから、せっかく林さんが出され

たものが全然違う形で議会が議論をしても何の意味もないから、そこで願意が正確な願意は何

でしょうかということをお聞きしたのです。ここに書かれているものと違うことは、我々は議

論できません。だってそれをやってしまうと何ぼでも幅が広がってしまうでしょう。ですから、

この願意が何かということを正確にしないといけないということでお聞きをして、今のお話で

あればなかなか難しいという気がちょっとしたものですから、確認をさせていただいたのです。 

 林さん。 

○参考人（林 充紀君） 私の本意が大渕委員に伝わっていないと思うのですけど。まず、そ

こに書いてあるとおり町内会連合会の支出を見直していただくと。それをやっていただければ、

もう議員が精査しているから問題ないという発想ではなくて、町内会連合会の支出をそこに書

いている陳情のとおりやっていただければと思います。その中で皆さんがほかの公金支出につ

いて事業仕分けのように疑問を持たれればまたさらにすそ野が広がっていくでしょうし、私が

今いろいろ調査をしておりますけれども、またある部門に問題があるというふうなものが感じ

られたら、それはまた別な陳情で出させていただきますけれども、私の本意としては、町内会

連合会の支出、私が陳情したこの本件をまずスタートに、そういうふうに動いてもらえればあ

りがたいというのが私の要望ですけれども、当面この陳情においては町内会連合会の支出を再

精査していただきたいということで今回陳情させていただきました。大渕委員がおっしゃられ

るのはもっともっと長い期間での要望ですから、それについては議員の皆さんもしそういう意

思を感じていただける方があればやっていただければと思いますし、私も今いろいろ調査をし

ておりますので、必要があればまた陳情させていただきたいというふうに考えておりますので、

まず本件については町内会連合会の支出の再精査をお願いしたいと思っております。以上です。 
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 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私の言っている意味が伝わっていないと思うのだけれども、陳情の審

査というのはこの願意に対してしかできないということだけご理解ください。これ以外のこと

はできませんので。それも範囲があってやることです。ですから私は、先にお話をしたように、

このことをただしたいというのであれば監査請求のほうがきちんと林さんが納得できるような

形になるであろうというふうに思ったものですからお話しをしただけであって、陳情の審査の

仕方というのはそこを理解をしていただければ、我々はそれで十分でございます。 

 林さん。 

○参考人（林 充紀君） 大渕委員のおっしゃるのはわかりました。ただ、先ほども申し上げ

ましたけれども、役場の職員が正しいと言っているとか、連合会は適切にやっているというこ

とだけで、そこで終わらないことを切に希望したいと思っております。以上です。 

 ほかの委員さん、ご質問のある方いらっしゃいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 委員長のほうから、お一つお伺いいたします。先ほど町内会連合会

とかを含めてすべての事業仕分けをゼロベースで考えてほしいのだと。とりあえず、まず町内

会連合会を事業仕分けの対象にしてほしいという趣旨が一つありました。 

もう一つ、町内会連合会の支出を精査してほしいと、こういうふうにおっしゃいましたけれ

ども、今回の陳情に関しましてはこの２つの願意とちょっと合っていないものですから、この

辺は何とか委員会としましても林さんの願意に対して何らかの方向性を見つけたいと思ってい

るのですれども。それについては何かございませんか、林さん。 

○参考人（林 充紀君） お答えします。大渕委員からも同じ趣旨の質問があったと思うので

すけれども、ちょっと言い過ぎた部分がありますけれども、願意としましては、あくまでも、

監査請求というのは一つの手段ではあると思いますけれども、精査する見直しの一環というこ

とで、監査請求という手段を取らずに陳情で町内会連合会の支出の再精査を依頼したいと思っ

ておりますので、それが願意です。 

 わかりました。ほかの委員さんでご質問ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問はないようでございます。 

それでは、参考人の林充紀氏、大変ありがとうございました。退席をお願いいたします。 

ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時２８分 

                                         

再開 午後 １時３５分 

○委  休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

本陳情の担当である、生活福祉部の皆さんに説明員としてお越しいただきました。御苦労さ

までございます。それでは、本陳情について意見を求めます。本間生活環境課長。 
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○生活環境課長（本間勝治君） 陳情書の内容についての説明ということでしょうか。まず初

めに、事務局参事のほうから要請がありまして、お手元に１枚ものですけれども資料として 22

年度の町連合の決算書をおつけしております。左側のほうにつきましては、歳入の関係ですけ

れども、もうご存知のとおり、この補助金につきましては白老町自治振興補助金交付規則に基

づいて支出しているものでございます。右側の歳出につきましては、今回の陳情の関係で特に

女性部の活動費、女性部の研修についての陳情内容でございますので、それについては歳出の

４項６目女性部活動費、この中の内容かと思われますので、この決算書を資料としてご提示し

ております。 

陳情の要旨といたしましては、我々のほうで押さえておりますのは、まず１点目は連合会主

催の研修会について公金の私的流用の嫌疑があるというようなことでございますけれども、こ

の公金の私的流用の嫌疑という意味合いが、私も陳情者とお話しをしておりますけれども、私

とお話しをした中では、具体的に私的流用の嫌疑についてはお話しされておりませんし、私ど

もも具体的なことは聞いてございません。それと、連合会傘下の町内会が神社の祭りに寄附が

なされていることについての連合会の説明がおかしいということで、その理由として個人単位

の支出で、問題ないと連合会で言っていると、町連合のほうで言ったということでございます。

それについては、私のほうでも町連合の事務局長に確認をしておりますが、言った、言わない

の話になろうかと思いますけれども、事務局長の話ではそういったような答えをしたことはな

いといったようなことは確認しております。それと、この２点目の２つ目として、いわゆる憲

法で保証された信教の自由の侵害があるといったようなことが陳情者の要旨かというふうに

我々のほうでは押さえております。以上です。 

 それでは、委員のほうから質問を受けたいと思います。町側に対す

る質問をお受けいたします。質問のございます方はどうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１番目の理由があります。これに対する町の見解はどうで

すか。理由に対する町の見解です。 

 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） まず、参加者募集のことにつきまして陳情者が言っています

けれども、これにつきましても町連合を通じて。その前に、各委員の皆様もご存知のとおり町

内会長会議を例年５月に実施してございますけれども、その中で事業計画案または予算案、こ

の辺が町内会長会議の中で議決されて各事業を執行していくという段取りになっております。

そういったことからしますと、この婦人部の研修につきましても参加者募集については連合町

内会経由で各単位町内会のほうにも周知が行って、ただ単位町内会の中できめ細かに、例えば

班回覧だとか、そういうことをやっているかまでは町連合のほうでもきめ細かな把握はしてご

ざいませんし、我々もその辺は押さえてございませんけれども、その単位町内会、単位町内会

の中で温度差はあろうかと思います。ただ、いずれにしても町連合のほうで言っているのは、

そういう周知はしていると、ただ陳情者が言っているのは、広報なんかで公募をするべきでは

ないかというのは私のところに来たときには言っておりました。ですから、我々としては町内
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会長会議の中でそういう事業計画案、予算案が議決されて、そのとおり執行していく中で事前

に単位町内会のほうにもそういう周知を図っているということからすれば、公募であるという

ふうには私としては認識しているところでございます。以上です。 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご質問がないようですので、担当部の退席を求めます。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 １時４２分 

                                         

再開 午後 １時４２分 

君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 これより、本陳情に対する討議を行います。 

 討議については、委員会条例第 13 条の規定により自由討議を行います。各委員の討議をお願

いいたします。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） こういった、例えば連合町内会、それから各単位町内会についての案

件というのは、例えば今回は公金支出ということが一つのメインテーマになっていますけれど

も、これについては議会がこの陳情を取り上げる、取り上げるというか議論するよりも、一つ

のルールの中で議論するのであれば、やはり監査請求という形を踏まえて議論しなければ、例

えばこれがすべて通ってしまうと、私は何かを飛び越えて一気にここまで上がってしまって、

議論しなければいけないという話にもなりかねない案件だと私は思っています。ですから、陳

情者に対してどうのこうのではなくて、こういった問題については、まずは監査請求、その中

でしっかり調べてもらうというのが一つの前提だというふうに私は考えます。 

 ほかの委員の方ありませんか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私もこの陳情の１件を取り上げて今議論することではないと。という

のは、今陳情者がいろいろ先ほど説明されたのですけれども、例えば同じ一人一人の町内会員

として各単位町内会に住んでおられるわけです。こういうやはり疑問に思うということが住ん

でいていろいろあると思うのです。そういった事例というのは解決しようと思えばやはり何ら

かの方法があるはずです。総会だとか、いろいろな役員会だとかあるはずです。そこで、例え

ば班長さんもおられればいろいろな役職の方が町内会にはおられるわけです。そういった中で

の、まず第１の解決法として、その１番でいえば、私的流用があるということなのですけど。

そういったことを踏まえて、順次自分が納得いく状況をつくり出して生活するということがま

ず第１だと思うのです。そこが今、それがだめだったからここに来たのか、そのあたりがいま

いちわからないのですけれども、わからないのですけれども、議会がどうもなじまないのです。

これを議論して、これを取り上げて、まちに対してこうすれとか、ああすれとかという状況に

どうしてもならない、なじまないという状況が私はどうしても感じるわけです。 

もう一つの信教の自由、神社の寄附金の関係ですけれども、この１件もやはり各町内会、先
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ほどもちょっと休憩中に話をしていたのですけれども、やはり各町内会いろんなやり方を実は

しているのです。一括で、例えば字白老でいえばこの白老八幡神社、北吉原であれば北吉原神

社、きちんとあるわけです。それぞれの町内会にあるわけですから。そこの寄附をどうするか

ということについては、やはり各町内会の単位で決まることで、やはりどこの町内会もばらば

らなのです。実は私のところは、もう既に 20 数年になるはずです。私が議員になる前ですから。

班長やっていたときに決めたことですから。要するに、そういった意見が出て、役員に総会の

中で出て、役員がそのときに答弁したのがいろいろ議論した末に、わかりましたと、寄附金と

は別途徴収しようという形になって、いまだそれが続いておるわけです。それぞれ、一括でや

るところもあれば、いろんなやり方があるわけですから、一概にここで信教の自由といっては

いるのですけれども、それは林参考人の、陳情者の考え方であって、そういった状況から踏ま

えると、これをまた議会がどうしろとかという、まちに対してこうしろ、ああしろという話に

はどうしてもやはりなじまないというふうに私は考えます。 

 ほかの委員さんはご意見ございませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この趣旨の１番は連合会主催の研修会について、公金の私

的流用の嫌疑があることと書いているのです。これを町は公金の私的流用はないというふうに

見ているという先ほどの答弁です。参事わかりますか。我々は町内会連合会を直接呼んで聞く

ということはできますか。何の根拠でできないかわかればちょっとそれを。 

 熊倉参事。 

○事務局参事（熊倉博幸君） 本来、議会が調査をするのは行政の所管する事業に対してです

から、町内会連合会に対して直接はできないです。ですから、先ほどのように担当課を呼んで、

当然補助金を出していますから、担当課のほうではそれを精査していると思います。それの内

容を確認することは可能ですけれども、直接町連合に対しての調査権はないです。以上です。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） としますと、ここに書いている連合会主催の研修会について、公金の

私的流用の嫌疑があることということについては、議会としては直接町内会連合会を呼んでた

だすことはできないと、こういう見解です。そうなると、今町の担当が来て、そしてこの研修

会については公金の流用の嫌疑はないという見解、２番目のことを聞いたらそういうことをお

っしゃっているということは、我々議会としてみたら、この公金の私的流用の嫌疑は、あくま

でも町側の説明です。説明はないというふうに理解していいということですね。わかりました。 

 ほかの委員さんは。吉谷委員。 

○委員（吉谷一孝君） 今の熊倉参事のお話であれば、まず１番目は連合町内会に対して、そ

して２番目に対しては連合町内会傘下の単位町内会に対してということではありますが、同じ

ように単位町内会に対しても議会としては何ら、そこに何か調査をすることはできないという

ことであれば、この案件２つとも議会で取り扱うべき案件ではないと理解しますが、私はそう

いうふうに理解します。 

 ほかの委員さんは。松田委員いかがですか。 
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○委員（松田謙吾君） 先ほどから皆さん言っているように、この問題はそれぞれの考え方が

違うというよりも、それぞれ同じかもしれません。ということは、林さんは東京から来た人で

す。それから、白老には白老のやり方があって、そして歴史があって、それから６つの地域に

分かれた町内会があって、そしてそれぞれの町内会単位で連合会主体にして、104 を主体にし

て、この長いまちをまとめながらやっている中で、確かに我々は町民の代表かもしれないけれ

ども、これにまでかかわっていくと私は町内会そのものがこれから崩壊していくような気がし

ます。こんなことにまで口を入れていくと。ですから私は、余りこういう問題に議会は触らな

いほうがいいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時５０分 

                                         

再開 午後 ２時０５分 

 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

皆様からいろいろなご意見が出ましたけれども、本日は結論が出るに至りませんでした。次

回引き続き、この件についてまた審議したいと思います。それでご異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、引き続き審議させていただくことにいたしました。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０６分 

                                         

再開 午後 ２時０８分 

 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

白老町水道ビジョンについて、まとめを行いたいと思います。このまとめを行うに当たりま

して、委員の皆様からご意見をお伺いしたいと思います。断水の件もありましたので、今回は

非常に報告が大きくなるかと思っております。特にこういうことについてはきちんと言ってい

ただきたいというご意見ございませんでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。前回言いましたけれども、ぜひ可能であれば有収率の目標

を出してほしいと、この５カ年計画の中で。そのお話をしました。答弁があって、何かいろい

ろ検討したいというような、そんなような話があったように記憶をしているのですけど、私は

このビジョンの中に５年間の有収率をきちんと目標に入れたほうがいいのではないかというふ

うに思っていました。以上です。 

 ほかの委員さんはございませんか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私も前回担当課のほうに提案させていただいた、この委員

会の各議員さんの中で出てきたことというのが西田委員長のほうにも記録、記録といいますか

概略でも載っていらっしゃるのではないかと思うのですけれども。できればそういったものを

もとに正副委員長の中でまとめていただければ、そのときに議論なされていないことをまとめ
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るわけにはいかないということでございますので、ここでまた新たなものが出てきたとしても

ちょっとそれは厳しいかと。前回までの担当課を交えての議論の中で出てきた意見を正副委員

長の中でちょっとまとめていただければよろしいかと私は思うのですけれども。 

 正副委員長で意見をまとめるというご意見がございましたけれども、

ほかの皆さんはいかがですか。特にこれだけはというものがなければ、そうさせていただきた

いと思いますけれども、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○  では、正副委員長でまとめさせていただき、それを委員の皆様に配

付いたしますので、そのときにまた意見をいただきたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） それでは、以上で本日の白老町水道ビジョンについて建設厚生常任

委員会を閉会いたします。  

（午後 ２時１２分）  


