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平成２４年白老町議会第５次白老町総合計画調査特別委員会会議録 

 

平成２４年 ８月２１日（火曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午前１１時４２分 

                                         

○会議に付した事件 

１．第５次白老町総合計画基本構想及び基本計画について 

                                         

○出席委員（１２名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委  員 吉 田 和 子 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 西 田  子 君 

委  員 広 地 紀 彰 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 山 田 和 子 君      委  員 本 間 広 朗 君 

委  員 前 田 博 之 君      委  員 及 川   保 君 

議  長 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

 副委員長 坂 下 利 明 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

                                         

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    白 崎 浩 司 君  

     企 画 振 興 部 長    大 黒 克 己 君  

     企 画 政 策 課 長    高 橋 裕 明 君  

     企画政策課主幹    高 尾 利 弘 君  

     企画政策課主査    増 田 宏 仁 君  

     企画政策課主査    喜 尾 盛 頭 君  

     建 設 課 主 幹    田 渕 正 一 君  

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君  

     参 事    熊 倉 博 幸 君  
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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまから第５次白老町総合計画調査特別委員会を開会いたしま

す。 

これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） これより第５次白老町総合計画基本構想及び基本計画の調査に入り

ます。それでは、お配りしてあります次第に沿って調査を進めます。本日の会議は午前中を予

定しておりますので、委員の皆さんのご協力をお願いいたします。 

まず初めに、前回８月７日の委員会において説明のあった追加資料及び付属資料に対する質

疑を行います。質問がありましたらどうぞ。追加資料及び付属資料に対する質疑はございませ

んか。 

13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 付属資料のほうで、ＡＨＰによる第５次総合計画の策定支援に関する

報告書はありますけれども、将来像のアンケート。内容については私も読んできましたけど、

それなりで、この部分ではないのですけれども、これに関連して私朝担当課のほうに行きまし

たけど、最近、町民の方にアンケートが行っているのです。私のほうにも電話、メール来たの

です、何件か。アンケート来ているけどこの内容はどうかと。そうしたら、第５次総合計画に

かかわるものだというふうになっているのですけど、それは、今出している、議会で審議して

いる最中にそういう総合計画云々ということでアンケート調査しているのだけど、その辺のア

ンケート出している趣旨と、今議会が審議しているのに、そのアンケートをどういうふうに使

われて、議会にどういう報告があって、それが今審議されている総合計画とどういうような整

合性が保たれるのか。それだけお聞きしておきます。 

○委員長（小西秀延君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） アンケートにつきましては、皆さんに配っている部分で言

いますと、例えばこちらの総合計画の案のところの重点課題のところになりますけれども、22

ページをお開きください。将来像の実現に向けた重点プロジェクトというところがあると思う

のですけれども、そこのところに目標指標というのがございまして、こちら、初期値が設定さ

れていないものについて、今完成と同時にその指標の初期値をほしいということで、例えば日

ごろから健康に気をつけている町民の割合だとかというのが今までのアンケートの中ではない

ものですから、そういったものについてと、あと、分野別計画でもそれぞれ指標を、分野別計

画というか実施計画の中で指標を取りたいということで考えておりまして、それの初期値をと

るために元数字がないものについてアンケート調査を実施しているというところでございます。

それと、利用につきましては、そういったように評価に今後同じようなアンケートを実施して

いって、２年に一度アンケートを実施して、その数値がどのように変わったかということで進
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行管理に活用していきたいということで考えております。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） よくわからないのだけど、今この時点でそのアンケートを取っている

のは進行管理に使うと言うけど、今の第５次の部分について、これから計画決定させますよね。

その中にはどういう形で入っていくのか。あくまで参考資料なのか。それでは、なぜ今頃進行

管理に使うために数値のない部分をアンケートにと言いました。もうちょっとわからないのだ

けど、具体的に今の第５次総合計画に反映されるのかどうかということです。今議会でも審議

しているし、これから町民からも意見聞くのかな、そういう中でアンケート取っているという

ことは、町民の方からも、これはどういうふうに使われるのと。この内容は、従前に我々が考

えているような部分でアンケート来ているのだけどどうなのだろうと、実際に電話何回か来て

いるのです。ですから、私もそれを見ていませんでしたから、今議論されているさなかにそれ

が出されていて、進行管理に使うという話、理解できないのだけど。本当に今議論されている

中身にどういうような形でかかわってきて、町民の声がその中で目標達成されていないものが

あったとすれば、今のこの第５次総合計画の中に文言だとか数字でちゃんと反映されてくるの

かどうかということを聞いているのです。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 内容といたしましては、ただいま高尾主幹が申したとおり、

指標に使う基礎数値です。今の、例えば災害に備えている町民の割合ですとか、それの現状値

を把握するために調査をしているということで、この指標につきましては、今までの議論の中

でこういうようなものを指標にしたらいいのではないかという議論がありましたので、それを

受けて、今持っていない数値について補足調査をかけているということでございます。 

それで、その数値を２年後、４年後ということで、当然その数値を高めようということで取

り組んでまいりますけれども、その数値の変化を一つの指標とするために現在調査をしている

ということでご理解をお願いします。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） これで終わります。余り深くしません。今言っている話をするのであ

れば、基礎数値を把握して現状を把握すると。その中で数値を高めていっているかどうかのた

めに参考にするというのなら、基礎数値であればこの第５次総合計画を策定する前に、そうい

う数字を認識した上で 31 年までにどういうような数値に高めるかとか、本来逆ではないですか。

先にそういう数値があってこれができてくるのではないですか。現状認識の中からどういうま

ちづくりをするかということも、もう１つの方策だと思うのだけど。よくわからないのだけど、

もう１回。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） ちょっと説明が足りなかった部分がありますけれども、今ま

でも意識調査という町民アンケートをやっていまして、そのアンケートで大方の基礎数値をも

ってこの計画づくりにも反映させてきたと。それで、計画を今作成して固まった段階で、その
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中で足りない数値があったものですから、それを補足調査しているということでございます。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） そうしたら、その補足数値は、今答弁あったようにこれから分析した

結果によっては、今の総合計画に反映されるという考えでいいのですか。 

○委員長（小西秀延君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） 今課長のほうから説明があったとおりなのですけれども、

補足という課長の説明でしたけれども、そのほかに、これまでのアンケート調査の結果でこの

総合計画をつくるに当たって、その資料としてきたという部分と、それを基につくってきた段

階で新たに目標を設定したと。今回まだ案の状況ですけれども、新たに目標を設定したという

ことで、その新たな目標に対する初期数値がないということで追加してアンケート調査を実施

したと。あくまでも、今案の段階でつくっているものに対して、新たな目標に対する町民の満

足度というか、認識を測るために今のアンケートを実施しているというのが１つです。 

反映については、今までの町民意識調査と同じように、実施計画、毎年度策定していきます

ので、その中で行政評価と一体となって町民の認識というものも測りながら、新たな次の計画、

実施計画の段階で毎年ローリングする計画を、より実効性の高いものをつくっていくという考

え方でございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

ここで暫時休憩とします。 

休憩 午前１０時１１分 

                                         

再開 午前１０時１２分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

続いて、特別委員会報告書のまとめに入ります。委員の皆さんには、委員会報告書原案を事

前にお配りしております。報告書原案の３ページをお開きください。７、調査結果に基づく意

見を正副委員長においてまとめておりますので、これに対する意見を求めます。 

最初に、事前に西田委員より訂正してほしいということで意見が提出されております。そち

らのほうから皆様にお諮りをしたいと思います。３ページでございます。下から２段目、「しか

しながら、少子高齢化云々」となっております。そこを「超高齢社会、少子社会」と分けては

いかがかという意見が出ております。意見が３つ出ておりますが、一つ一つ皆さんにお諮りを

していきたいと思います。しかしながらの後、少子高齢化を「超高齢社会、少子社会」と、こ

れを分けてはどうかというご意見でございます。これを分けてよろしいかどうか。意見をお持

ちの方いらっしゃいますか。 

１番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 西田委員の指摘もわからないわけではないのですけれども、この文章
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的にいきますと、「少子高齢化、または人口減少、国や地方の財政の逼迫」。こういったものと

いうのは、すべて中身がありますよね。人口減少にしても、その人口減少に対してどういった

問題があるのかということも。すべて対策別の問題として取り上げなければいけないのかとい

う話になると、私は今までのこの流れからいくと、この少子高齢化社会と人口減少分、こうい

った大きな枠のとらえ方で構わないような気がします。皆さんの意見を聞きながら考えていけ

ばいいのかなと思いますけど、私自身はそういうふうな思いでこれを見ていました。 

○委員長（小西秀延君） ほかに意見をお持ちの方いらっしゃいますか。それでは、変えたほ

うがいいという方と、このままのほうがいいという方と意見が一つずつということで、私も判

断が非常に難しい状況ですが。 

14 番、及川保委員。 

○委員（及川 保君） 14 番、及川です。私は余りこだわらないのですけど。ここの文言、超

高齢社会にこだわるのであれば、今の少子社会、これも含めてやっぱり厳しい、今後の将来は

厳しい状況にあると私は思うのです。そうであれば、「しかしながら、超少子高齢社会」という

ふうにしたらいかがなのかなと。ちょっとすっきりするのかなというふうに思うのですが。「超

高齢社会、少子社会」に分ける、この意味合いがちょっと私も今どうなのかなというふうに思

ったものですから、そういうふうに感じたのですけど。私は余りこだわりません。変えてもい

いですし。 

○委員長（小西秀延君） ９番、吉谷一孝委員。 

○委員（吉谷一孝君） ９番、吉谷です。私の考えるこの少子高齢社会というのは、要は子供

の数がたくさんいたら、高齢者の問題というのは割合として少なくなるかと。この問題は、両

方一緒に考えて初めて問題解決、バランスの問題だと僕は認識しているのです。だから、この

文章が「少子高齢社会」という考え方で僕はいいというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） ７番、 委員。 

○委員（西田祐子君） 氏家委員の意見、ほかの委員さんの意見、私もそのとおりだと思って

います。あえてここのところで書かせていただいたのは、高齢化社会と少子化社会の実際の対

策が違うのではないかということを皆さんがもし意識していただけるのだったら、別に私は「少

子高齢化社会」で構わないのです。文言がどうのこうのということではなくて、それぞれ別の

対策が必要なのだという意識だけをしっかり持っていただけるのでしたら、それで構わないと

思っております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 意見提出者の西田委員より、皆様の認識が一致できるのであれば、

そのままでもよいということでございますが、このままの原案のままでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 異論がないようでございますので、意見の１つ目は原案のままとい

うことにさせていただきます。 

次、意見の２番目に入ります。４ページ目になります。（２）総合計画総論、①人口の想定に
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ついての中ですが、「また、各地域の年齢区分ごとの云々」となっておりますが、ここを、「ま

た、各町内会別の」とすべきであるというご意見であります。「各地域の年齢区分」を「各町内

会別の年齢区分」という形にしてはどうかというご意見でございます。それについてご意見お

持ちの方はどうぞ。 

７番、 委員。 

○委員（西田祐子君） ７番、西田です。補足の発言をさせていただいてよろしいでしょうか。

「各地域別」というふうに書いてしまいますと、今まで総合計画の構想の部分とか計画の部分

で各地域別というと、社台とか白老、萩野、北吉原、また虎杖浜とか竹浦、そういうふうに大

ざっぱに分けてしまうのも各地域別というふうになってしまうのです。それで、最小の小さな

単位で町内会ごととわざわざこうやって入れたのは、大きく分けた地域別ではないという意味

だけなのです。だから、町内会ごとという言葉でなくても構わないのですけれども。ですから、

私が前回も何度も言っていますけれども、小さく分けて本当に各町内会ぐらいの最低限の単位

で物事をぜひ把握してほしいというような考え方で町内会ごとという言葉を入れたのですけど。

どうしても地域別と言ってしまうと、本当に大ざっぱなものになってしまう。そこのところを

もうちょっと何か違う言葉がもしあったらそれでも構わないのですけれども、何かそういうい

い方法がないのでしょうかと思いまして。各地域別と言ってしまったら社台、白老、萩野とな

ってしまいますので、それを何とかできないものかという提案をさせていただきました。 

○委員長（小西秀延君） 補足説明をいただきました。ご意見をお持ちの方は挙手の上どうぞ。 

８番、広地紀彰委員。 

○委員（広地紀彰君） ８番、広地です。西田委員のほうから提案のあった趣旨については十

分理解できると考えています。やはり人口推計の具体的な状況を明確にするという趣旨からい

って、白老町の全体だけではなく、それぞれの地域特性に合った人口の推移を見ていかなけれ

ばいけないという趣旨についてはそのとおりだと思っていますが、ただ、町内会別にしてしま

うと、100 を超える町内会のすべての状況だと、もう正直誰かが亡くなるとかそういう細かい

ことでも増減があってしまうので、かえって全体の像が見えにくくなってしまうのではないか

というふうに心配もしています。ですので、それでは何をもって具体的に把握していくのかを

考えるときに、町内会だと細か過ぎますし、地域だと今度は大まか過ぎるということであれば、

そこまでどうすればいいかというアイディアはないのですけれども、ただ、町内会だとちょっ

と細かすぎるのではないかという懸念がありました。 

○委員長（小西秀延君） 町内会にすると 100 を超える人口動態となるということで懸念があ

るのではないかというご意見でございます。ほかにご意見がございますか。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 実は、人口の動態状況を把握できるかどうかということがちょっ

と問題がありますので、担当課のほうに確認をしてございますが、現状の人口を各地域ごと、

先ほど言いましたように、社台ですとか白老ですとかそのような人口についてはすべて押さえ

ているということなのですが、町内会単位となるとやはり現状では押さえることはちょっと難
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しいようでありまして、今のシステム上に工夫を加えるとか、まずそういうことが可能かどう

かやってみなければならないということが担当課のほうでは言ってございます。全くできない

ということではなくて、工夫を加えることによって可能かもしれないということもありますけ

れども、現状の中ではすぐに町内会単位ごとで人口が把握できるという状況にはなっていない

ようです。今の最初の段階では、例えば大町１丁目ですとか２丁目という単位では人口を集計

することは可能にはなっているそうです。ただ、町内会の区割りというのは、１丁目でも分か

れているとかそういうようなことがあるので、そういうことの工夫が必要になってくると、こ

ういうことは聞いております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 今後のいろいろな施策として、この小さい町内会でやっていけないの

ではないかとか、そういった議論は今後出てくるのではないかというふうに思うのですが、各

地域別ということは、大町町内会のここの部分はという議論だってできるわけです。その地域

内で全部、すべて掌握されると思うのです。先ほどおっしゃったように町内会というのは余り

にも細かくなり過ぎて、その分析をしたものがどういう形で載るのかわかりませんけど、かな

り厳しいものがあると思います。ただ、これから実施計画等で議論するときには、その地域の、

そこの１町内会も地域内ですから議論はできると思いますので、表現としては、私はこの地域

別でいいというふうにとらえています。 

○委員長（小西秀延君） 町内会ごとだと総合計画においてもかなり政策が細かくなるといい

ますか、非常に難しくなるだろうというご意見が出ております。ほかにございますか。 

３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 町内会という言葉に、この枠にちょっと気になるのですけれども、私

のところの連合町内会、５つあるのですけれども、旭化成の団地がなくなってつぶれてしまっ

たり、それから、今は森野のほうの町内会の人口が少なくなって、そして、こっちのほうへ組

み込まれたり、いろいろな動きをしているのです。そういうことでいうと、町内会別という言

い方というのがなかなか難しいだろうなと。だから、やっぱり人口想定するのにそこまで細か

くやって何か得があるのかという。それでは、そこの地域、町内会が人数少なくなったから、

そこに何か対策をとろうかというような、そういうふうにはならないわけです。もう少し大き

くものを考えていのではないかと。ただ、先ほどから出ているように、社台、白老という形で

はなくて、同じ社台でも社台地区と、ヨコスト地区なんていうことになると、また話は違うの

かなという気がするのです。緑丘地区と森野地区だとかというような形で。もう少し大きく分

けると使い方もあるのかなとは思いますけれども、そういう意味でいうと、全体的にはやっぱ

り地域別で網羅されるのではないのかなというふうに考えます。 

○委員長（小西秀延君） 総合計画においては余り小まめにしないで、この地域別程度でよろ

しいのではないかという意見が多いのですが、これを聞いてどうでしょうか。ご意見があれば。 

７番、西田祐子委員。 
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○委員（西田祐子君） 多分、皆さんそういうふうにおっしゃられるだろうなと思っていまし

た。それで、私自身は正直言いまして、地区別というのですか、大町１丁目とか、東町１丁目

とか、実際に役場の戸籍グループに行ってデータをいただきまして、自分でデータをつくって

みました。ところが担当課のほうでは、それをつくってほしいと私再三お願いしたのですけど、

なかなかつくってくれなかった。何カ月もつくってくれなかったという経緯がございました。

やはり、細かいものをつくって、その細かいものを見たから何が出てくるのではなくて、実際

に総合計画を立てる、やっぱり実施計画を立てていくというときに、本当に細かいところまで

役場職員が数字をきちんと把握してほしい。そういう思いで今回町内会別にしてはどうかと皆

さんに意見を投げかけたのですけれども。ざっくり大きな数字でしたら私も役場でつくってい

る広報とかそのようなものを見させていただくとか、インターネットを見させていただければ

よくわかるのですけれども、実際の細かい数字というのはやはり役場職員でないとなかなか把

握しきれないところがあると。やっぱりそういうところをきちんともっとやっていってほしい

という思いで、このところは町内会ごとと言いましたけど、それは多分無理だろうなと思いな

がらも、本当は細かい地域割、地域ごと、細かく地域別の年齢区分というような、そういうよ

うな考え方で皆さん、ぜひそういうようなことを職員に努力してほしいなという思いで言いま

したので、そのことを職員の方々が理解していただいて、今後やっていただけるのでしたら構

わないと思っております。 

○委員長（小西秀延君） それでは、２つ目のご意見でございますが、「地域別の年齢区分」と

いうところを「町内会別」としてほしいということでしたが、原案どおりということでよろし

いでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、原案どおりとさせていただきます。 

それでは、ほかの委員からのご意見、ご質疑を承ります。 

４番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ４番、大渕です。１点、ぜひ皆様方のご意見も聞きたいなと思ってい

ることが１件ありまして、議論の中でもちょっとあったのです。若干あったのだけど、地域別

振興方針が削除されているのです。これ一部触れられました。質疑の中で触れられたわけです

けれども、具体的には、地域別方針は全体の中に網羅されているのだというふうな議論になっ

たわけですけれども、どうも幾ら読んでも、やっぱり私自身は地域別方針がなくなることによ

って、字白老の方が一番多いのかもしれないけれども、字白老中心のまちづくりになりはしな

いかと。実は、審議会の中でもこの意見は結構出たそうでございます。ここら辺はよく議論を

して、議会として議論をしておいたほうがいいのではないかと。なぜかというと、地域に我々

も出ていく、町も出ていくわけです、説明に。そのときに、きちんとした、こういうことだか

ら地域別振興方針、地域別振興方針は３次も４次もあるのです。それが５次でなくなっている

のです。ですから、ここはやっぱり議会も町側もきちんとした考え方を持っていかないと、審

議会の中でもかなり白老中心のまちづくりになるのではないかという意見が出たそうです。そ
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れはどういうことかというと、例えば竹浦なら竹浦の保育所、中学校がなくなります。現実的

になくなります。虎杖浜と竹浦の意見を聞く会の中でもこういうことが出ています。それは、

字白老でも、例えば白老小学校と緑丘小学校が一つになるとか、そういうことは起きてくるの

だけれども、そういうことの認識をやっぱり議会としてきちんと持っている必要があるのでな

いかと。私は今でも地域別振興方針は必要だというふうに思っています。残念ながら、報告書

の中にはございませんけれども。私は、そこはどういう形でというとなかなか、字白老の人と

そうでない人、例えば社台は議員さんがいません、そういうこともあってなかなか難しいのだ

けれども、例えば飛生のアートコミュニティーをどうするのか。あそこに本当にお金をかけて、

あの学校を直していくのかというようなことに全部がつながっていくのです。だから、ここの

ところはそれぞれの方々のご意見を、なかったらなくていいのだけど、やっぱり議会として議

論をしておくべきところではないのかなと。これは議会がまちに出ていった場合、同じような

状況が起こってきます。字白老では起こらないかもしれないけど、ほかのところへ行ったら起

こると思いますので、そこら辺のご意見は議会として一定限度意思決定をしたほうがいいので

はないかなというふうに思っておりました。 

○委員長（小西秀延君） ただいま大渕委員より地域別の振興方針、これは第３次、第４次に

もございましたが、これが今回、全体的なものに網羅されているという形になっているという

町側の答弁もいただいていますが、これは特にやはりこれからも必要なのではないかというご

意見でございました。これについてご意見をお持ちの委員の方がいらっしゃいましたら、挙手

の上どうぞ。 

13 番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今大渕委員のほうからも話がありましたが、私もずっと見てきたら、

確かに地域別の振興方針あるのです。それで、先ほども議論ありましたけれども、西田委員が

町内会的なことを言っている部分が大きく発展したのがこれになるのかなと私は思います。そ

れで、現状を考えると、31 年で白老町がどういうまちになるかという部分は羅列していますけ

れども、今人口過疎、減少されているところはコンパクトシティーかな、市街地に集約して都

市をつくろうという方針も一つありますし、やっているところもありますけれども、実際には、

白老は今の第５次総合計画を見たら、31 年までどういうまちになるかということをうたってい

ませんので、私もやはり、虎杖浜、社台、前回だって、その地域を生かしたまちづくりという

ことで私も一般質問したことありますけど、やっぱり一つの地域に住んでいる人方、31 年まで

ですから、１つの方向性として、具体的には実施計画になると思いますけれども、基本計画、

基本構想の中ではそういう部分をあぶり出して、あるいは住んでいる人方がこういうまち、こ

ういう地域になるのだなというような、夢と希望を持てるような方向性だけはやっぱり示して

いく必要があるのかなと私は思います。ただ、私前回言った、財政の担保する持続性と若干合

わない部分ありますけれども、それは時の財政状況の中で選択と集中やると言っていますから、

そういう地域別に分けて、そういう方向性を議論する部分は私も必要なのかなと。ここで具体

的に出ませんので、そういうことを町にげたを預けるのも一つの方法かなと私は思います。 
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○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど大渕委員からもありましたけれども、私も白老に住んでおりま

すので、社台地域に行っていろいろな方と懇談するときに、社台は白老のまちではないのだよ

なというふうに言われて、そんなことないでしょうと言ったら、やっぱり社台地域というのは

一番おくれているのではないかと。その地域の思いというのはあるのです。それで、私はそう

ではないと。議員もいないしというふうに言うものですから、議員がいないことは残念なこと

ですねとか、いろいろな話はするのですけれども、そういった中でこれが虎杖浜へ行って話し

たら、またそういう話が出るのかどうか。私、虎杖浜の方と余り懇談していないのでわからな

いのですが。総合計画に地域別のものがないときに、実施計画にどのようにそれが生かされて

いくのかということがこれから課題になるのだと思うのです。総合計画にうたっていないとい

うことなると、地域の人たちにとって総合計画ができて町民に示されたときに、もう地域のこ

とはいいのだなと、白老一本で考えて、おれたちのまちはいいのかなと。白老中心にやってい

けばいいのかと。中心街を中心にやっていけばいいのかと。またそういう議論になってしまう

ような気がするのです。だから、やっぱりその地域ごとに、先ほどの町内会ごとというのは無

理ですけれども、地域の置かれた現状というのは明確に問題点もあると思うのです。そういっ

たことで、この地域はこういうことに力を入れていきたいというものが総合計画の中であると

いうことが私は必要になるのではないかなというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私はこの案を始めて読ませてもらったときに、一番先にやっぱり気が

ついたのが地域別の問題だったのです。何でないのだろうと思ったのです。実際に今までの長

い間の討論の中で、やはり長ひょろい白老のまちが、その地域の独自の発展というものがあっ

て、初めて白老が総括的に総合的なまちになるのではないかと。この長い帯の白老のまちが一

斉に１つ名前を上げたからどうなるという時代ではないのだろうと思います。その地域、その

地域に特色があって、白老というのはさすがだなと。行ってみたら楽しいというようなまちづ

くりというのがやっぱり可能になるのだろうと。そういう意味から言うと、本当に虎杖浜なら

虎杖浜、今までは第一次産業と観光のまち、それを具体化するとどうなるかというふうな政策

は出していましたよね。それから、竹浦は文化のまち、言葉はちょっとわからないけれども。

それでは、飛生のコミュニティーをどういうふうに発展させるかというような、そういう目標

を持っていたために、あそこの今活動している人たちが火を消さずにずっとやっていたのでは

ないのかなという気はするのです。やっぱりそういうふうにそこをまちが応援する。できるか、

できないか、目標どおりになるか、ならないかの問題ではなくて、そういう形でこの白老町全

体を盛り上げていくのだというそういう取り組みが町民の中に芽生えてくるような、そういう

目標というのはやっぱりみんな持つべきだろうと。萩野は萩野で持つべきだ。白老は白老で持

つべきだし、社台も。それだけでは今はもうやっていけない。新たな何か目標を持って社台を

白老の玄関口として、あそこを何とか特徴あるものにするというような、そういう目標という

のは持つべきだと。できる、できないの問題ではないというふうに私は考えて、この案を見た
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ときに、すぐに、ああ、ないというふうに思った。やっぱり私、この論議をしてくる中でいろ

いろな取り組みのいっぱいある中で、今すぐにやらなければならないような特徴点をきちんと

浮き彫りにしてほしいと言ったのも、その中の一つだろうと。やはり地域の中の特徴をこんな

ふうなまちにして白老をつくるのだというような、そういうような絵をえがいてほしいという

ことにもつながっていたような気がするのですけれども。私は、何とかそういう地域政策とい

うものを入れるべきではないかなというふうに考えてきました。 

○委員長（小西秀延君） ９番、吉谷一孝委員。 

○委員（吉谷一孝君） ９番、吉谷です。私が考えるのは、これからの計画とかそういうもの

は、あれもこれもというのは財政的にも厳しいというのが僕の認識です。あれもこれもではな

く、あれかこれか。やはり、選択と集中がこれからは重要になってくるのかなというふうに思

います。先ほどの大渕委員のお話にもあったように、認識として地域のことを考えているかと

いうことを私たち議会のほうもそうですし、行政のほうもそのことを考えながら、どういうふ

うにこれからの事業を進めていくか、地域のことを考えていくかということを実行計画の中で

行っていくと。そして、その中でどういうふうに地域の方々に説明できるか。我々も含め、行

政も含め、説明できるかということが大事なことなのかなというふうに思います。私は、文言

が入っているかということよりもそちらのほうが、いかに地域住民に説明できるかというほう

が大事だと思うので、私はそのままで構わないというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○委員（広地紀彰君） ８番、広地です。大渕委員が指摘されたとおり、各地域の振興をきち

んと踏まえるべきではないかという指摘はそのとおりだと思っています。それで、実際には、

このまとめの段階として根幹にかかわる議論になっているのですけれども、第５次の白老町総

合計画と、あと、資料１にある町民説明会の実施結果についてはずっと読んでいました。それ

で、資料１にも竹浦コミセンにて意見と対応について書かれていますが、対応ではこのように

なっています。「地区別計画はつくらないが、福祉などで住民サービスの差が出ないように施策

を展開する」。また、白老コミセンのほうでは対応として、「地区別計画を設けないのは、地域

が全体で取り組む計画として位置づけたもので、適切な規模でまとまったまちづくりとは関係

しない」と。つまり、市街地に集中するということではなくて、全体で取り組む計画として地

域を振興していくという対応が書かれています。実際にどのように反映されているかも確かめ

てみましたが、例えば、福祉のことで言えば、地域福祉で 48 ページにありますとおり、「基本

事業としても地域福祉体制の充実、だれもが住みなれた地域でいきいきと安全に安心して生活

できるように」と触れられています。ほかにも道路のほうについても「地域に密着した」とい

う言葉がありますし、商工業についても「豊富な地域資源を活用した新たな商品開発云々」と。

協働のまちづくりの中でも基本事業の②、69 ページにも「地域活動の推進」ということで、福

祉だけではなく産業や商工業の活用、そして、道路や地域福祉そういったことについても地域

ということをうたった文言が触れられているので、今回の計画で十分だと思います。 

○委員長（小西秀延君） 11 番、山田和子委員。 
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○委員（山田和子君） 11 番、山田です。私も、前回４次のときは議員ではなかったのでわか

らなかったのですけれども、今改めて読んでみて、地域別にこういうこと、目標があるのも大

変重要なこととは思いますが、今白老は各地域で特色があるのももちろんわかるのですけれど

も、一つの白老の色というのを出していくべき時期に来ていると思います。というのも、国立

博物館ができることによって、そこから虎杖浜や竹浦と連携をとりながら、１つの点と点を結

んでいって線にして白老というものをＰＲしていかなければいけない時期に来ていると思って

おります。それで、そのためにやはり総合計画は地域別ということを意識するよりも、白老と

いうことを、全体ということを意識した文言であったほうがいいと思います。ですが、もちろ

ん各地域のことは大事なのですけれども、私はやっぱり今活動されている町内会、あるいは町

内会連合会の組織の強化というものがこれからとても重要になってくると思います。地域担当

職員も配置されておりますし。地域担当職員もさらに充実して、地域住民が自分たちの地域は

自分たちで盛り上げるという意識が働いていくことこそが重要であって、今回、東京オリンピ

ック招致に関しても、どうでもいいとか、わからないとか、どちらでもいいという意見が 30

何％もあったと。それに対して石原都知事が、そういうのはやっぱり自分たちの生活がよけれ

ば社会や地域や国のことを考える人間が少なくなって、この日本という国が落ちてきていると、

そういう国の力が落ちてきている証拠だというふうにコメントされていましたけど、やはり一

人一人が地域や白老のこととか全体を考える意識を持つことというのは、自分たちの地域を自

分たちでどうにかしていこうという意識の芽生えからこそ始まるものだと思うので、町内会活

動に期待をしたいと思います。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 14 番、及川保委員。 

○委員（及川 保君） 14 番です。いろいろなご意見あるのですよね。私も古い人間というか、

第４次までの総合計画の状況わかるのですけれども、やっぱり一番の寂しさを感じたのは、各

地域別の振興をどうしていくのだというまちの姿勢です。町内会、町内会と皆さん言いますけ

れども、今町内会そのものが非常に厳しい運営を強いられる。例えば高齢化。高齢者だけが圧

倒的にふえて、町内会が維持することも大変な時期に今きているのです。簡単に町内会と言い

ますけれども、そういったことも含めて考えることがまず１つであります。 

それと、先ほどちょっと話がありましたように、例えば学校統廃合問題でも、どうしても中

心に向かって、虎杖、竹浦が萩中と統合するという、こういう形になって来年スタートします。

そういう中で、確かに地域ごとに一生懸命努力してまちづくりするのだと。産業振興含めて一

一生懸命努力しますということは皆さんおっしゃるのだけど、そこにやっぱり町が、まちがど

ういう姿勢でまちづくりをするのか。非常に白老の細長い町で、このまちづくりで点在する状

況にありますよね。そうすると、ドーナツ型の例えば東京であるとか、大きな都市の話をされ

た方もおりますけれども、私はそういった状況には白老町はないと思うのです。ドーナツ型で

あれば、全体をそっくりトータルとして考えてまちづくりすればいいのですけれども、白老町

というのはそういう特異な地形にあるわけです。そうであれば、今までの第４次までとってき
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たというか、まちづくりを進めてきた 31 年までの目標、まちづくりの目標、これをやっぱり地

域ごとに、虎杖浜、竹浦、北吉原、萩野、字白老、社台というふうになりますけれども。やっ

ぱりどういうふうにしていくのだというまちづくりの基本は、私は非常に大事だなとそういう

ふうにとらえておるものですから。これからまとめに入るのですけれども、この部分は。確か

に書く部分的には、いろいろな地域、地域と言っていますけれども、このあたりをきちんと第

５次の計画の中では確立していってほしいなと。継続してというか。そうでないと、やはりど

うしても中心、字白老中心のまちづくりがこれからどんどん進められていくのではないかなと、

私はそれを危惧するものですから、一言申し上げたいなというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５６分 

                                         

再開 午前１１時１０分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じて会議を再開させていただきます。  

ここでちょっと意見の整理をさせていただきます。ただいま問題が出ておりました地域別の

計画、振興方針について、ここできちんともう一度話しておくべきではないかという大渕委員

の提案により、皆さんと地域振興計画についてお話をさせていただきました。地域計画があっ

たほうがいいという方と、原案に総合的に盛り込まれているという方で大きく２つに分かれて

いる意見が今出されました。それについて整理をさせていただきますと、今回の総合計画に総

合的なまちづくりとして示されているので原案どおりでいいのではないかというのが１つ。地

域ごとの振興方針を実施計画に盛り込んでいくという手法がもう１つ考えられます。また、地

域の政策計画というのをまた別につくり、それをきちんと進行していくというのも考えられま

す。これが３つ目です。４つ目として、地域の振興計画をこの総合計画に盛り込むという形に

なりますと、この計画におきましては総合的に計画に盛り込むという形になっておりますので、

地域ごとの協議会等を立ち上げて地域の振興計画をまた新たに総合計画に盛り込むためにかな

りの時間をかけて、それを盛り込むための総合計画を再度、これは全体的な計画になっていま

すので、つくり直して振興計画を盛り込むというのが、４パターン、今考えられるかなという

ふうに私の中で整理をさせていただきました。ほかに考えられるパターンがあれば、それも考

慮に入れながら、これからの皆さんとの議論をしたいと思いますがいかがでしょうか。  

１番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） 今議長から示された何パターンかの整理ですけれども、私は、この基

本構想自体については全体の、例えば福祉についても大きな枠組みの中でとらえられている部

分でありますので、振興策についてもこのままでいいと考えております。ただ、その地域別の

振興策等々につきましては、これからつくられる実施計画の前段にそういったものが盛り込ま

れるべきだというふうに考えます。また、その前段に盛り込まれるべき振興策については、こ

れからの、例えば議会で取り組む議会懇談会、または、地域との各議員の議員活動、また、議

会活動の中でそういったいろいろな問題点を吸い上げながら、それに盛り込んでいく基礎みた
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いなものがこれからの議会に求められる、また、議員に求められる１つの問題点だと考えてお

ります。ですから、実施計画に入る前段にそういった議論の場が今一度あれば、しっかりとし

た地域振興策を地域に帰って考えられる場面ができるのではないかと考えております。  

○委員長（小西秀延君） 氏家委員より、この４つの中で絞って議論をしていくのでよいとい

う、その中で実施計画の前段、冒頭に、この地域ごとに関する計画があってもいいのではない

かというご意見でございました。この４つの中で絞り込んでいくことでよろしいですか。ほか

に意見はございませんか。  

12 番、本間広朗委員。  

○委員（本間広朗君） 本間です。先ほどから地域別の振興計画について議論されていますが、

今回、特別委員会の報告書のまとめということなので、先ほどから地域ごとのやはりそういう

計画が必要ではないかというご意見が出ています。私も議員がどの地区から出たということ、

それは別にして、議員はやはり、まち全体のこと考えて議員活動、議会をやっていかなければ

ならないと思うのですが、確かに地区別に計画を持っていれば、町民の方々のいろいろなそう

いう計画があれば、夢があるいろいろな計画を持って生活していけるので、そういうものがあ

ったほうがいいのかと思います。それはこれから例えばそういうことをやっていくとなると、

そういう地域の振興計画をつくっていかなければならないと思いますので、それもこれから議

会で議論していかなければならないと思いますが、今回、特別委員会のまとめということなの

で原案どおりに基本的には賛成ですが、どこか今回、皆さんで議論されたところを地域別振興

計画、その文言が入って報告書としてできればそういうような文言を入れてほしいなというと

ころです。これはいろいろ皆さんご意見あると思いますが、やはりこれも大事なまちづくりの

ために、どういう各地域のそういう計画があるのかというのは住民の方は知りたいと思います

ので、ぜひ、その文言を。できれば、本当はつくって実行していただければいいと思いますが、

その辺は、今回報告書のまとめなので、そういうような文言を入れてはどうかと私は思います。  

○委員長（小西秀延君） 山本浩平議長。  

○議長（山本浩平君） 各委員の皆様方の活発な議論、大変それぞれの地域のまちづくりとい

うものを真剣に考えられての発言だというふうに受けとめております。今本間委員がおっしゃ

ったように、例えば今委員長がおっしゃった４つのうちから絞り込んでどれか選びましょうと

言っても、なかなか、意見分かれているのが大体半分ぐらいずつ分かれているような気がしま

すので、やはり各委員の皆様方の発言の気持ちというか精神的なものを生かしたようなまとめ

方を、ぜひ、委員長、副委員長のほうでやっていただければいいのかなというふうに思います。

例えばまちづくり、都市計画何か特にそうだと思うのですけれども、人口密度に比例した考え

方でやってしまうと、人口の少なくなったところが間違いなく疲弊していくのが見えています

から、それではやっぱりいけないと思うのです。数人でも住んでいる方がいるようなところを

見捨てないような政策というのが絶対必要だと思いますので、きょう皆様方から出たご意見を

網羅した形の中で、ぜひ、まとめていただければなというふうに感じました。  

以上であります。  
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○委員長（小西秀延君） 14 番、及川保委員。  

○委員（及川 保君） 貴重なご意見が今山本議長のほうからございました。先ほど委員長が

示された４案ありました。私は、その４案のどれかを取るではなくて、そういった非常に厳し

い意見もあるわけです。現実的に今示された案を修正しますとかとなってくると非常に厳しい

状況、停滞を起こす状況が見えていますので、これは実施計画の中で今示された構想計画とい

うのは、まちづくりの大枠のまちの考え方を示されたわけですけれども、この実施計画の中で

きちんと地域別のまちづくりをするということを示していくような議会としての意思を、ぜひ、

正副委員長の中でつくっていただいて示していただければありがたいなというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 今及川委員は、２番目に言われた実施計画に示していくべきではな

いかというご意見でございました。また、山本議長からの意見では、皆の意見をまとめて、そ

れを報告したほうがいいのではないかと。本間委員からも報告書にそのように皆さんの意見を

まとめて地域別の文言を入れるようにしていくようにしたらどうかという意見でございます。

これは４番に上げております、本計画案に地域別ということになりますと、先ほどご説明した

とおりまた大きな変更を伴いますので、時間もかかるということでございます。これでなけれ

ばならないという方のご意見が多ければまたちょっと問題が変わってきますので、報告書自体

も厳しい、大変厳しい報告書の意見として出さなければならないことになります。私たちが意

見をまとめる上でこの４番ではなく、地域計画もしくは実施計画、または地域政策計画を新た

につくるというようなニュアンス、今後の対策として皆さんがご理解を得られるという形であ

ればそのような方向で進みたいと思いますが、これに異なる意見があれば皆さんからその意見

を求めたいと思います。  

４番、大渕紀夫委員。  

○委員（大渕紀夫君） ここで議論されたことは、ほとんど同じことを言っていると思うので

す。手法はいろいろありますけれども、言っていることはほとんど変わらないことを言ってい

るのです。私が聞いている範囲では。何も二者一択とかそんなことを皆さん言っているのでは

ないのです。必要なのだけれども、本来から言ったら議会というのはこれをつくり変えるぐら

いの技量がなかったら本当はだめなのだと僕は思います。しかし、それが現状として合わない

のであれば、それでは、報告書に１つは書くということ。それは町に見えるわけですから。そ

れと同時に、この中で変えられるところがあるのであれば、今皆様方が言ったような視点で変

えられる場所があるのであれば、僕は変えたほうがいいと思うのです。変えたほうがいいとい

うのは、全部つくり変えるとかそんなことを言っているのではないのです。本来であれば、例

えばそういうものまでいった方法が、栗山町はそうやって議会でこの案を全部つくっているわ

けです。それを提出して、議会の承認はそこで得られますからそうなるわけです。ただ、今の

状況でそういうふうにはならないというのは私もそういうふうに思っていますから。例えば 23

ページのこの中に、将来実現に向けた重点プロジェクトというのがありますけれども、この中

の５番目の町民力・地域力というのがあるのです。ここに、どういう文言にするかは別にして、

ここでは地域力の向上ですから、全部の向上なのだよね、これは。全体を網羅した向上なのだ
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から、それはそれでいいよというふうに皆さんおっしゃっている部分もあるわけだから。しか

し、ここで町にげたを預けるのも僕は構わないと思うのです。それで、例えばここに地域別の

振興方針というふうな文言がだめなのであれば、違ったような形で似たような表現をここに盛

り込むことができないのかというようなことを私は考えたほうがいいのではないのかなと思う

のです。それは何もものを変えるということではなくて、今せっかく議会で議論されたことが、

少なくても文言としてどこかで反映できるという、それが議会の力だと思うのです。私は、町

も方針が間違っているとかではなくて、ここで言われた議員の総意がどこかできちんとあらわ

れるというふうにしたほうが、その文言は、僕は全然こだわりません。だけど、ここで盛り込

めるものがないのかどうかというあたりをきちんと、ここで考えなくてもいい、町なら町に前

田委員が言ったように預けても構わないから、やっぱりそういうことが議会としての権威の問

題です。丸ごと全部、全く、ご無理ごもっともそのとおりでございますと言うのが議会の立場

として本当にいいのかどうか。それでも町がこれは直さないと言うのなら、それはそれで仕方

がないです。一般質問でバンバンやればいいから。そういう気持ちで議会が行政とやらないと。

行政が言っているのだから、みんないいよ、専権事項だからいいよというのなら、議会何かい

らないです、はっきり言って。だから、そういう議論が私は議会として必要ではないかという

ことを一番初めに申し上げて、今の皆さんの総意がそうであれば、こういうところに何か文言

として盛り込めないものかなというふうに思いました。ですから、別に何も初めから全部つく

り直しなさいとかそんなことを私が言っているのでは全然ないですから。ですから、そこだけ

一つ理解をしていただきたいと思います。  

○委員長（小西秀延君） 先ほどの前段の中では４つ出させていただきましたが、皆さんの意

見の方向性によってはそういう方向も出てくるということで、それはなければ、訂正をしてい

くというような考えでおりますので。それでは、ないということでございますので、報告書の

中に振興計画については、入れられるのであれば何か文言を入れて実施計画の中で反映してい

っていただきたいみたいな形もとれていきますので、そのようなニュアンスでとらえていただ

ければと思います。それを踏まえて。  

２番、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君） 先ほどから私は、実施計画をつくるときにどう生かされていくのかと

いうお話をしましたけれども、３ページの計画の構成と期間の中で、この計画というのは基本

構想と基本計画と実施計画の３層でやっていくというふうに書かれています。基本構想という

のは８年後の 31 年までを目標年次として将来像を定め、その達成に向けたまちづくりの基本方

針や施策の体系を定めますとあります。それから、基本計画は 31 年までを展望して町政を取り

巻く社会情勢に対応するため、必要に応じて中間年度で見直しすることもあるというふうに。

実施計画はこの基本計画で示されたものを３カ年計画で毎年見直しを行うローリング形式でや

っていくというふうに言われていますけれども、これを見ていったときに、その地域別の、い

つも白老で行政視察に来ても何しても説明するのですが、27 キロの横長のまちですとそれぞれ

特徴がありますと、そういう話をいつもしています。そういった中で、町もその問題はきちん
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と抱えています。そういうことからいくと、先ほど大渕委員がプロジェクトの中の１つにちょ

っと加えてもいいのではないかとお話がありましたけれども、そういったところに地域別の特

性を生かした目標みたいなものをきちんと定めておかないと、基本計画にのっとって実施計画

があるわけですから、そういう地域別の計画の文言がなければそういったものは出てこないと

いうことになると思うのです。ですから、私はやっぱりきちんと項目として１項目足すか、４

次計画であったように別枠でつくるということではなくても、文言として地域別の特性を生か

したまちづくりのあり方を、文言はちょっとまだいい言葉が思い浮かばないのですけれども。  

それともう一つ。町長の執行方針というかマニフェストにある、それを生かすべきだという

のがありましたよね。地域担当職員が新たな町長の施策としてできました。私は、そういった

地域ごとの目標値、それから、目指すものがなければ、地域担当がそこの地域に行ったときに、

ここはこういうまちづくりを白老町は目指しているのですという説明もできない。ただ意見を

伺って帰ってくるだけになるのかなと。そんなことも含めて、私はやはり実施計画で盛り込ん

でいくというのは、私はちょっと厳しいのではないかなというふうに思います。それは基本構

想にも、それから、基本計画にもないからです。だから、地域ごとにというのはありますけれ

ども、地域の４つ、５つになる、まちの特性を生かしたまちづくりというものの構想が、８年

後こういう地域にしていくのだというものがなければ、私は、地域の住んでいるみんなが安心

できるまちにはならないのではないかというふうに思っています。  

○委員長（小西秀延君） 確認ですが、地域ごとの目標を本計画の中でうたうべきだというこ

とでよろしいですか。  

２番、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君） 先ほど大渕委員が言いましたよね。町民力、地域力というプロジェク

トありますよね。そこの文言に１項目でも入ると、今度、実施計画の中にそのことが入ってく

ると思うのです。先ほどから私もそう思っていました。実施計画で何かうたわれるのであろう

というふうに思っていますけれども、実施計画の考え方が基本構想と基本計画にのっとって実

施計画を立てるというふうになっていますから、そういった文言がなければ、そういった実施

計画に生かすということはできないのではないかというふうに思うのです。先ほど委員長おっ

しゃったように、各地域別の今後のまちづくりの目標値みたいな目指すまちづくりが、それも

別につくれるのならいいのですけど。今この基本・総合計画をつくるというときに、そういっ

た文言があることで実施計画に生かされていくのではないかなというふうに考えます。  

○委員長（小西秀延君） 11 番、山田和子委員。  

○委員（山田和子君） 11 番、山田です。私はこのままでいいという意見です。それで、この

８年間は財政の面からいっても厳しい、耐える８年間になると思って、認識しています。それ

で、町民の方にも同じように、この８年間はちょっとお金がないよ、みたいな厳しい状況だと

いうことを共通の危機感として認識していただく機会と思っています。だから、先ほどずっと

選択と集中という言葉がキーポイントになっていますけど、どの施策を重要にするかというの

は大変、この議会のみんなの気持ちにおいても重要なことだと思うのです。それで、地域のそ
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れぞれの課題を拾い集めるのもまた議会の仕事であると思っております。だから、広報広聴常

任委員会が活発に各地域に出て行って、各地域の課題を拾って実施計画に反映できるような体

制をつくっていくというか、みんなの気持ちがそういうふうに一つに、チーム白老町議会みた

いになっていくことも重要だと思っておりますので、総合計画そのものこれは私たちの意識の

問題で、総合計画の文言はこのまま何も変えずに、このままでもいいと思います。  

以上です。  

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。  

○委員（吉田和子君） 今山田委員の言われた、集中で、本当に財政の厳しい中でどういった

まちづくりをするのかという、総合計画はそういったことだと思います。  

もう１点は、私は地域別の振興策をきちんと持つ、目指すものをつくるということは、お金

をかけて課題を見つけることばかりではないと思うのです。それぞれの地域でいろいろなこと

を生かしてまちづくりで活性化のために頑張っていますよね。そういったものをどう生かして、

どういうふうなまちづくりをするか。そのことがまちを生かしていくための、その地域が生き

ていくための一つの手法になるのではないかなと思うのです。だから、今ちょっとその部分は

私否定したいと思います。ただ、お金をかけて課題を見つけて何かをやってやれではなくて、

その地域の特性を生かした、その地域の目指すものというのはあるのではないかと。それを伸

ばせるようなそういった目標を持つというまちづくり、この総合計画だとそうだと思います。

財政が厳しいから、それでは、これもあれもと入れないということで集中と選択でやるという

ことになったわけですから、その中でできたものです。だけど、地域というのはその中でどう

いった８年後のまちづくりをするのか。今生かされている産業をどういうふうに伸ばすのかと

か、そういったことも含めたものにするべきだというふうに思います。計画に入れる、入れな

いは別としても、私はそういう考えです。  

○委員長（小西秀延君） 11 番、山田和子委員。  

○委員（山田和子君） 吉田委員のおっしゃったように、すべてお金を地域に与えて何かをし

なさいということを決して言っているのではなくて、地域は地域で盛り上がっている、地域は

こうしたいということは尊重したいという気持ちは吉田委員と同じですので、誤解をしないよ

うにお願いいたします。  

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。  

○委員（前田博之君） 今山田委員が前段で話した部分で。これはちょっと議論ずれてきてい

るのですけど、総合計画のつくり方、政策形成というのはどうあるかということをまず念頭に。

多分知っていると思うのですけど、それを基本にして考えないと。基本計画、基本構想、そし

て、実施計画、これは一つになっているのです。そして、その実施計画の中に全部入れていく

と基本計画、基本構想が意味なくなるのです。全部崩れるのです。これは、私、一番初め、冒

頭に言ったけど、そのときの裁量権でどんどん、どんどん基本計画、基本構想にないものを入

れていけば意味ないのです。議決するのです。そうするときに、どういうまちであるべきか。

今地域振興にいっています。それでは、地域振興についてこの総合計画の中では正直な話、具
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体的に触れていません。それでは、地域振興はやるのか、やらないのか。今言ったように、白

老という意味ではないです、オール白老で全町的にやるのだというのであれば、そういう言葉

の言い方もなきにしもあらずだけど。ときには地域の振興も言っているのです。そうすると、

地域振興策として基本構想の中でどういうような方向づけをするかということが、もし、私は、

町長とした場合に、何もうたっていないのです。そうすると、やっぱり議会として具体的な議

論は別にしてもそういうことが必要ですということは、私は議会としてちゃんとこの意見に入

れておくべきだと思います。そうでなければ、今までも前段やっているのですけれども、私、

地域懇談会に行ったときに、それでは、私たちの地域どうですかと言ったときに、いや、総合

計画の中でこううたっていますと。だけど、そうではなかった。それでは、議会で議論したの

ですか。それでは、町はどういう考えだったのですかということになると思います。私、本当

は大渕委員が前段言ったからいいのですけど、逆に前回のときもそういうことを言って、町の

考え方を逆に聞きたかったのです、本当は。できれば、来て議論すべきだったと私は思います。

ただここで議論しても今みたいな議論になってしまうから。そうではなくて、やっぱり私は、

総合計画は政策形成の中でどうあるべきかということをちゃんと認識して議論していかないと、

どこに入れてこうだという総合計画なくなったっていいのです。恣意的になってしまいますか

ら。それではだめだというために議決するのです、基本的に。そこはやっぱり踏まえて議論し

てもらわないとずれていくと思います。  

○委員長（小西秀延君） 今までの意見を総括させていただきますと、総合計画を全体的に変

えるという意見の方はいらっしゃらないと思います。地域協議会をつくって、前段から総合計

画全体を変えるという方はいらっしゃらない。総合計画の中にある程度地域ごとの目標を定め

ていく文言が、これはいろいろな表現があると思いますが、これを入れて実施計画の中で地域

ごとの振興計画を出していくべきだという意見の方と、総合計画は全体的に網羅してつくって

いるものなのでそのままでいいという方もいらっしゃる。意見を集約すると大体その２つに分

かれてきているのかなというふうに思われます。そのご意見は皆さんからいただいております

が、その２種類が出ておりますので、ここで１つにまとめるというのは結構難しいのかなとい

うふうに思います。それを委員長と副委員長で、全体的には一つにはなっていないがこういう

意見が出ているというまとめ方をさせてもらって、報告をさせていただきたいと思いますがい

かがでしょうか。  

１番、氏家裕治委員。  

○委員（氏家裕治君） １番、氏家です。僕は、その２つに絞ったとしても、みんなが別に全

然まるっきり違うことを言っているのではなくて、例えば今回の基本構想の中にそういった文

言を入れるのは、入れるべきだということを議会の中で話し合うことは、僕はすごくよかった

ことだと思うし、その中にもし入れられるのであれば、そういった報告の中で、行政のほうで

これは取りまとめるものですよね、はっきり言ったら。基本構想、基本計画ですから。議会か

らの意見がそこへ反映されるということであれば、それはそれで僕は問題ないと思うし、具体

的な振興策等々については、それは実施計画の中で盛り込むべきだという話は多分皆さん、考
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え方としては一致しているのではないのかなと思うのです。ただ、今回のこの基本構想、基本

計画の中に地域の振興策という部分の文言が抜けているというところの一致をみないだけの話。

一致はみていると思うのだけれども、そういった議論でありますので、そんなに２つが大きく

かけ離れた問題としてとらえているとは、僕は思っていないので、委員長、副委員長の中でそ

の辺をしっかりまとめてもらえればと思います。  

○委員長（小西秀延君） 委員長も大きくかけ離れているとは思っておりません。完全にこれ

を書きかえるということではございませんので、議会としてこういう意見も出ているというこ

とは、もう皆さんから多く議論をいただいておりますので、その議論をまとめて報告書にまと

めたいと思います。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、この件に関してはよろしいでしょうか。ほかにもご意見

があれば、そちらもまとめたいと思いますので。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） それでは、ほかにこの件に関して以外、原案についてご意見等がご

ざいましたら承ります。ほかに意見ございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ないようでございますので、意見の提出についてはこれで終了した

いと思いますがよろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、異議なしと認め、報告書原案に対する意見の提出は、こ

れをもって終了いたします。  

続いて、本委員会の報告書のまとめについてであります。本日出されました意見を踏まえ、

本特別委員会の報告書の作成については、正副委員長にご一任いただきたいと思いますがよろ

しいでしょうか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、報告書の作成については正副委員長にご一任いただきま

した。そのように取り扱いをさせていただきます。  

お諮りいたします。本特別委員会の調査はこれをもって終了することといたしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 異議なしと認めます。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、本特別委員会は以上をもって終了いたします。 

（午前１１時４２分）  


