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会議規則第７１条の規定に基づく合同委員会 

 
                   期 日 平成２５年８月５日（月） 

                            時 間 午前９時００分 

                            場 所 議  場 

１．開  会 

 

２．町長（あいさつ） 

 

３．合同委員会案件の説明 

 議  件 

  ＊国営緊急農地再編整備事業に伴う町有地の払い下げについて 

 

 

４．その他 

 

 
○出席委員（１１名） 
委員長 １番 村 上 忠 弘 君      ２番 山 崎   仁 君 

３番 向 井 孝 一 君      ４番 加 藤 三 明 君 
５番 芳 賀 芳 夫 君      ７番 川 上 絹 子 君 
８番 日 置 紳 一 君      ９番 村 本 照 光 君 

１１番 村 瀬   広 君     １０番 山 本   豊 君 
（議長 徳 田 栄 邦 君） 

 
○欠席委員（０名） 

６番 上 村 義 雄 君 
 
○出席説明員 
    町    長            外 崎 秀 人 君 
    副  町  長            清 水   寛 君 
    総務財政課長            北 見 伸 夫 君 
    総務財政課長補佐          岸   貴 之 君 
    産業振興課長            森   朋 彦 君 
    産業振興課長補佐          津 山 康 彦 君 
    産業振興課長補佐          川 平 秀 明 君 
    国営農地再編推進室長        宮 本   彰 君 
    国営農地再編推進室次長       住 吉   淳 君 
 
 
     
○出席事務局職員 
    議会事務局長            柏 田 泰 明 君 
    議会事務局係長           中 川 真 希 君 
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                           開議 午前 ９時００分 
◎委員長あいさつ 

○委員長（村本照光君） 皆さんおはようございます。先日まで、大変やませで気持

ち的にも落ち込んでいたんですけれども、先日からようやっと太陽さんの顔が見え

てですね、先日の農協のビール夏祭りも大変にぎわいました。やはり、私たち今金

町にとっては農業の町ですので、天候がやはり一番気になるところでありまして、

天候が良いか悪いかによって私たちも気分も変わる。そんなことで、大変心配され

た稲等につきましても穂もかなり出てきましたし、それから花も順調に咲いてきた

のかなというふうに感じております。麦も今収穫の真っ最中で、この天気の中で大

変順調な農作業が進められるのかなと期待しているところであります。きょうは皆

さんには、国営緊急農地再編整備事業に伴う町有地の払い下げということで、理事

者のほうに経過説明等をお願いする、ということでの合同委員会であります。ひと

つよろしくお願いしたいと思います。 
  ちょっと会場蒸しますので、上着をひとつ脱いでいただきながらお願いしたいと

思います。 
 

◎町長あいさつ 
○委員長（村本照光君） 町長が出席されておりますので、開議に先立ちごあいさつ

をお願いいたします。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） おはようございます。ただいま委員長のほうから最近の天気

情報なんかもありましたけれども、この１～２週間私のほうもいろいろと立場をい

ただいておりますので、全国規模の会議なり要請を行っているわけであります。先

週は少しくショックを受けたのが、様々な動きがしているわけでありますけれども、

国的にはもう各省庁に１０％、詳しくは明日からまた国営の関係で議長、副議長、

それから産教の常任委員会の正副委員長さんにお願いいたしまして、あいさつ回り

をするわけでありますけれども、その中でも少しく情報を得たいと思っております

が、来年度新年度予算１０％のマイナスシーリング、省庁に発令しております。今

年の予算から１０％落とせという、アベノミクスと逆の発想みたいな動きであるわ

けでありますけれども、何箇所か周りを歩いて、ただ気になるのが消費税を上げた

部分のベースとそうじゃないベース、２本立て等々含めた様々な動きがして、担当

の財務の政務官についても歯切れが悪い言葉を使っているということで、同じ自民

党の先生方の中でも言葉を濁している部分がたくさんあったわけであります。そう

いうことから、非常に様々な動きがあるわけであります。加えて、産業教育常任委

員会のほうでも私のほうから話をさせていただきましたが、国の制度政策もいろい

ろと動きがあって、その部分につきましても私のほうで情報を得てきているわけで

あります。例えば例を挙げて申し訳ございませんけれども、総合体育館改修、これ

については改正耐震法の問題の中でどうなるかということについては施行令が出

ておりませんので動きが取れないと、それがあたることによって体育館そのものを

耐震化をしなきゃいけないという動きがあるとすればどうするかというような大

きな課題もあって、今設計のほう止めているわけでありますけれども、９月の議会

に向けて方向性をという話をしておりましたが、その担当の政務官のほうにお会い

していろいろとお話をしたら、説明と交渉をするのは９月に入ってからと。北海道

の説明も９月に入ってからということでありますから、事前には話は聞いてきてお

りますけれども、なかなか判断が難しい状況になっているわけであります。そのど
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うのこうの考えている部分の中でも、とにかく先を見た対応をしていかなきゃいけ

ないという想いをきちんと受け止めて、それなりに事務の在り方につきましてもき

ちんと確認をしながら取り組んでいかなきゃいけないなと思っておりました。きょ

うの合同委員会における事案につきましても、町有地の払い下げということであり

ますけれども、この事業、継続でありますが、様々な経過をもって取り組まれてい

るものであります。なおこの間、常任委員会等々含めてそれに関する質問等があっ

たわけでありますが、この事案につきましては２２年度、２３年度の事業でありま

した。既に決算監査なり決算議会を経て承認されているという想いを私なりには認

識している事案であるわけであります。どのような審査になるか分かりませんけれ

ども、求められている部分につきましては、この間の事務の手続き或いは様々な根

拠について、資料を整備し提出しているところであります。是非審議におきまして

は、質問の根拠なんかもきちんと示していただくことによりまして、私どものきち

んとした適切な説明なり答弁ができるかと思っておりますので、きょうの審議よろ

しくお願い申し上げたいと思います。 
 

◎開会の宣言 
○委員長（村本照光君） 上村委員より欠席の届出があります。ただいまの出席委員

は１０名で定足数に達しておりますので、会議規則第７１条の規定により合同委員

会を開会します。 
 

◎議件１ 国営緊急農地再編整備事業に伴う町有地の払い下げについて 
○委員長（村本照光君） 議件第１、国営緊急農地再編整備事業に伴う町有地の払い

下げについて、を議題といたします。 
町有地払い下げに関する経緯、工事評価、契約等に関する経過説明について、理

事者に説明を求めます。 
副町長、清水君。 

○副町長（清水 寛君） おはようございます。説明につきましては、産業振興課、

そして総務財政課のほうで縷々資料に沿って説明をさせていただきます。 
  説明の前段で私のほうからひとつお詫びを申し上げます。実は６月１２日の総務

厚生常任委員会の席上で、何点かこの本件にかかる部分で質問をいただきました。

木の材質等を調べているのかとか、単価の設定等についてと。所管から少し外れて

いる部分がありましたので、私のほうで精査をすることなく答弁をしてしまってい

る部分がございます。若干、その中では説明の仕方がずれている部分がございます。

その点についてお詫び申し上げます。きょう提出している資料がすべてでございま

すので、そのように置き換えをしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
○産業振興課長（森 朋彦君） おはようございます。本日いただいております議件

につきまして、産業振興課からは町有地の払い下げに係わっての経緯、公示、評価

に関する部分の経過の説明をさせていただきます。説明につきましては、津山課長

補佐が行いますので、よろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、津山君。 
○産業振興課長補佐（津山泰彦君） （産業振興課長補佐朗読説明、記載省略） 
○委員長（村本照光君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） （総務財政課長朗読説明、記載省略） 
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○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。ただ今の説明に対して、これから質

疑をお受けしたいと思います。 
  日置君。 
○８番（日置紳一君） 今の総務課長のほうの説明で、３０万円を超える場合も随意

契約ができるということでしたけれども、もしこれが何人も申し込みがあった場合、

その随意契約をどういうふうにして判断するのでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 取りまとめの段階で複数名がある場合には、調整さ

せていただくというような文面がありまして、その場合には受益者、手挙げの方、

隣接者といいますか、その方が複数ある場合には調整すると。これは協議により調

整するという意味合いであると私は捉えているところでございます。以上でござい

ます。 
○委員長（村本照光君） 日置君。 
○８番（日置紳一君） 公示の方法が前回の委員会でちょっと質問した人もいたわけ

ですけれども、契約が３月１５日くらいからと、測量や手続きの関係で遅くなった

という話ですけれども、そこまで伸ばすのに良かったのであれば、１２月２４日か

ら１月１４日まで３週間の期間でやっているわけなんですけれども、この間に１２

月では５日間、１月に６日間。あとこの中に正月休みが入ってどっちもあって、た

った１１日間、役場が動いている期間がないんですよね、日にちが。そんな中で３

月までの話であれば、もう少し落ち着いてからの公示でも良かったのではないかと

いう気がしてならないんですけれども、その辺はそんなに急ぐ必要があったのかど

うかを聞きたいのですが。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、津山君。 
○産業振興課長補佐（津山泰彦君） 先ほども説明をさせていただきましたけれども、

契約が３月１７日から５月２６日の間で行われたということでございます。それで

ここに書いているように、地目変更をしなければ登記ができないというようなとこ

ろもありまして、地目変更をするには法務局の現地確認が必要になってございます。

その現地確認といいますと、雪がとけて現地を確認できないとその地目変更はでき

ないということで、確か４月の終わりぐらいまでその現地確認ができなかったとい

うことで、これだけの開きが生じたということになります。ですから、例えば現地

確認がなければ、３月のここに書いておりますように１７日の段階ですべてが契約

をできたのかなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 日置君。 
○８番（日置紳一君） だからそんなに急ぐ必要はなかったのではないかなと。年末

年始、農家が１２月２４日といったら、もうほとんどの作業が終わってやれやれと

言っている時ですよね。それで正月が挟まって１４日までといったら、それなりの

やっぱり野暮用というかそういうのがあって、そういうＦＡＸとかなんとかという

のはあんまり目に留まらない時期なんですよね。そんなこともあって、やはりそれ

を確認できなかった人が欲しがっている人もいたんじゃないかという話だと思う

んですよ。だからその３月、雪が降って現地確認ができないなんてことは、役場職

員の担当だったらそんなの最初から分かる話じゃなかったのかなという気がしま

すけれどね。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、津山君。 
○産業振興課長補佐（津山泰彦君） まず時期の関係ですけれども、この段階で仮同
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意という話がございまして、結局はその仮同意、いろいろの過程の中で取らないと

か取るとか、ちょっと函館開発建設部といろいろあったのですけれども、この段階

では３月末くらいに一度仮同意を徴集しなければならないというような予定も入

っていたものですから、その段階でちょっとこういうような、３月末に仮同意をも

らうにあたっては名義変更もしておかなければならないのかなというようなこと

もありまして、このような期間をちょっと早めに区切らせていただいたというよう

な経過がございます。また、先ほど日置委員がおっしゃったＦＡＸでというような

お話をされましたけれども、この周知についてはすべて郵送で送らせていただいて

おりますので、その点でご理解を願いたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） いろいろと質問したいわけですけれども、先ほどの同僚議員

の質問とも被ることなのですが、まずは平成２２年というのは今金町がひとつの地

域というエリアでの事業推進でしたよね。まだ南だとか北とかっていうふうに分か

れてはいかなったというふうに記憶しているんです。そういう状況の中で不思議な

のは、まだ期成会から要望もない内に、木々の見積書が６月の時点で山一さんから

もらっていると。まずこれが私は理解できないですね。 
  あとはもう一つ、国営事業に町有地の払い下げというのは、町長がこの事業に取

り掛かる時点から国、道、町もそれにならって有効活用をしていただくように配慮

しますということは何回も言っていますよね。あいさつの中でも言ってますし、地

域の中に入ったときにも言っています。その状況の中で何故、このように焦ってそ

のわけの分からんような本当に行政としては不親切な内容の払い下げ希望の文書

をＦＡＸで流した。先ほど封書で出しましたと言うけれども、封書で受け取った記

憶はないんですよね、私は。 
  それともう一つ、何故まだ採択もされていない現況の中で、国・道有地について

は事業推進と換地でやりますよと言っているわけでしょう。それで町有地がやっぱ

り採択条件が決まりつつあるときに初めて、払い下げ、売買契約をやって地目を変

更をして事業に参加していくというのが私は筋だと思うのですが、この時点では何

もそこまで動いていないのに１月１４日で申し込みを切るなんてことは、とてもじ

ゃないけれども理解に苦しむんですよ、私はね。これは何も、良いんですよこの文

書でも、だけど期限を何故区切るんですか。まだ北地区なんかはこれからですよ、

採択もされていない。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、津山君。 
○産業振興課長補佐（津山泰彦君） まず単価見積りの関係でございますけれども、

今議員おっしゃったように、山の木を売り払ったときの試算をした時点が例えば２

３年１月の段階でしているというところでございます。ただ委員おっしゃったよう

に、この試算をするにあたっての見積りの単価が、まだ案内のする前、６月１４日

の日付というのはあまりにも用意周到でないのか、というような多分お話かと思い

ますけれども、以前からもその国鉄線路跡地をどうするかとか、そういった部分の

お話がありまして、庁内の中でも国営に向けてそういった箇所を払い下げをしてい

ったほうが良いのではないか、有効活用できるのではないかというような議論はさ

せていただいておりました。そのひとつに、今払い下げをした箇所が含まれている

わけでございますけれども、その部分についてもちょっと庁内の中で、木はどのぐ

らいあるのだろうかという調査も実はさせていただいておりました。その段階で、

同時に見積も徴収をさせていただいたということで、ここばかりではなく他の例え



 - 6 - 

ば線路跡地とか種川とかあの辺も、要は線路で分断をされている箇所が非常に多い

と。この線路跡地を、全部取ってしまって、農地を分断されているのを一つにして

しまえば、非常に使い勝手が良いよねと、この線路跡地をどうにかしたいよねとい

う話は、今町有地の払い下げをする以前から、庁内の中では話をしていた部分でご

ざいます。ですからそういった部分で、こういった有効活用ができる部分について

の調査を事前にしていたということで、それに伴って現課のほうでフライングでは

ないんですけれども、見積りを徴収させていただいたということでご理解をしてい

ただきたいと思います。 
  また、先ほどもＦＡＸと言いましたけれども、間違いなくこれにつきましては郵

送で、全受益者に郵送させていただいているところでございます。そのようなこと

でご理解願いたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） 郵送したかどうかというのは、言った言わないの議論になっ

てしまうのであまり言いたくはありませんけれども、そこでですね。町の普通財産、

町有財産ですよね。これ国営で有効利用するというのは私は基本的に賛成なんです

よ、最初から。ただ、手法にやっぱり疑問点があるからきょうの合同委員会になっ

たわけですよね。それは何故かというと、町有地の場所については町側から提示す

るのではなく受益者から希望箇所を聞きとって、ってまったくこれは不親切な話で

ないですか。例えば、受益外に少なくとも最低限山林の対象になっていますよとか、

隣接する畑、田んぼになっています、雑種地もありますよ、というようなぐらいの

言葉づかいを入れるのであればまだ分かりますよ。だけど、この言葉で理解しなさ

いよとなったら、私はちょっと理解できないよね、普通はですよ。そして、この町

有地の場所については町側から提示するのではなく受益者から聞き取り検討した

というのは、どういうメンバーで検討したのですか。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） いろいろとおっしゃられておりますけれども、基本的には

この募集の期間が短い短くないという話であります。しかし何事も一定の期間をも

って成さなければなりません。これは議員さん方もご承知と思いますが、そういう

部分があの期間であったということでご理解をたまわりたいと思います。日置委員

がおっしゃいましたけれども、農業を担っている方が丁度お休みの時期になってと

いう、むしろまさしくその時期のほうが私どもとしては良かったのではないかなと

いうのが、前段の入り口であります。 
  次に、今の募集の関係です。これは間違いなく郵送で出しております。根拠も残

っておりますし、その文書を持っている方もいらっしゃいます。それらを見た中で、

私達も最終的に確認をしました。この話が出ていた前段で、少し年数も経っており

ますので、担当の部分も当初はＦＡＸ等という部分も整理の中では残っておりまし

た。そういう言葉で説明をしたときもありましたけれども、現実的に郵送で２８８

戸に送っております。収受番号も付け、公印を押したものを印刷をかけて送ってい

るということで、また郵便局等のそれこそ送達の関係の部分からも当然その辺のこ

とは確認ができますので、それについてはＦＡＸではないということでご理解をた

まわりたいと思っております。 
  あと、親切に欠けるのではないかという、前回のときにも山本議員のほうから言

われましたけれども、しかし私としては、むしろおかしいのかなと。自分の耕作地

の周りの部分に町有地があるかないかぐらいはご理解なさっているのが普通では
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ないかなと思っております。ですから、敢えてこちらのほうから隣どうしますかと

いうのは、これは押し付けになりますから、ですからそういう中で必要があればど

うぞ手を挙げて下さい、という方法で致させていただいております。その点でご理

解をいただければ有り難いと思っております。 
○委員長（村本照光君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） 押し付けになるという言い方なのですけれども、では開発は

国有地の場合はここにありますと言って歩いていますよ。押し付けではないですそ

れ。親切できちんと説明しているんですよ。町もやっぱり同じくらいそれをやって

も、私は然るべきだと思うんです。 
  ちょっと待って下さい、それで質問がもう一つあります。財務基準で規則もそれ

から地方自治法の随意契約の額というのは、これは手法も額も同じなんですよね。

そこでお聞きしますが、今回の物件については２筆で金額が３０万円超えていると

いう部分では、随意契約とする場合に複数の希望者がいるかいないかということを

きちんとした確認が必要になるんですよね。その確認という行為は、どういう状況

で行われたのか。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） まず、全体に周知をさせていただいております。そこから

手を挙げていただいた中で、一つの土地に複数の手挙げがあれば、それはその段階

で調整をしなければならないものと考えているということは、北見課長のほうから

答弁をさせていただきました。ですから、手挙げの中で複数、現実的におりません。

ですから、その中で進めさせていただいたという部分であります。 
  それと一つお聞きしたいのでありますが、是非よろしければ、その開発等と、そ

の事例がいつの部分であるのかを、であればそれも私達今後進めるにあたって必要

な部分でありますので、是非教えていただければ有り難いと思っております。 
○委員長（村本照光君） 向井君。 
○３番（向井孝一君） 具体的には開発とは関係ないですよ。しかし、いろんな例え

ば八束の補助事業だとか、国営整備事業だとかというのは、そういう話は聞かされ

ております。地域に入って説明会もやっているそうです。ですから、少なくともこ

れで良いんだということではなくて、この国営事業をやるためには、何回も南地区

だとか八束地区だとかっていうふうにして、皆さんに集まってもらって説明会をや

っているわけですよね。やっていながら、肝心な部分が抜けているということは、

私はちょっと理解に苦しむんです。結果としてですよ、この神丘の既存の部分には、

周りに３件の地権者と、１法人がいるわけですよね。何も連絡がないからそれでい

いというのは。今になって、まったくその時点まで知らなかったということを証言

しているんですよ。だからその辺の、行政としてやはり行政サービスだとか親切だ

とかいうのが問われてくると思うんですよ。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
○産業振興課長（森 朋彦君） 縷々お話がございましたけれども、この度の売り払

いのスタートは、あくまでも期成会からの要望があっての検討に入ったということ

が入口かなと思っております。したがいまして、先ほど副町長からもありましたけ

れども、自らがその耕作をしている周辺の在り様については、その方が一番存じて

いるでしょうし、それからその後の活用についても同様かなというふうに存じてお

ります。したがいまして、町のほうからここここの地番の土地というような、事前

の打診が無くても、十分その周辺の状況を勘案した中で。これは先ほど申し上げま
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したが、期成会の要望からスタートしたということですから、今回の事業に参加を

する予定の方が一番存じて上げているということの前提で、進めた事務かなという

ふうに考えますので、よろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） １時間経過しましたので、ここで時計で１５分まで休憩を

いたします。 
 

休憩 午前１０時０１分 
再開 午前１０時１３分 

 
○委員長（村本照光君） それでは休憩を閉じ、開議します。 
  引き続き、皆さんからのご質問をいただきたいと思います。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 説明をさせていただきます。前段、私のほうであいさつを申

し上げましたけれども、この間、この議論については様々な経過を含めて決算を終

えて監査も終えて、やっている事業であります。その中で、今初めてわかってです

ね、手続きに或いは法的に可否があるどうのこうのという問題であれば、大問題と

して私は取り上げて然るべきものだと思っているわけでありますが、今伺っている

部分の中でも、手続きの配慮が足りないとかどうだとか、そういう部分の中の議論

で果たしていいのかどうか。私どもは、この間の手続きの法的な根拠を示して、き

ちんと話を説明をさせていただきます。今話題になっていた随契も、１人に絞り込

まれた、結果的に手続き的にどうすればいいのかということから、結果的に１人で

あれば随契という手法が取れるなということで選択した部分であるわけです。１人

の話かどうかも分かりませんけれども、２人も３人もいたと、いた場合に始めっか

ら分かれば、このものについて随契で成立するわけがないんです。そういう様々な

法的な根拠を示しながら、今回手続きをしているわけでありますから、質問につき

ましても、法的な問題がどうだということに基づいた質問をしていただければ、き

ちんとした説明をさせていただければなと思っておりました。余分な話であります

が、以前にこういうことがありました。議会の中で様々な配慮が足りないと。いろ

んな手当だとか様々な、町からお金を支出、輩出する、支援する事業があったわけ

でありますけれども、それについてはちゃんとこちらのほうからどんどん示して、

先ほどの質問ではないですけれども、関係するような人も、とにかく関係者かどう

かもわからないけれども全部示してやりなさい、という質問がありました。そうす

ると、そこには個人的な例えば情報があるのですが、もっと問題なのは、大体、大

方のものは、自分で申請行為を起こして行うのが術なんです。自分で申請を起こし

て手続きをして、所得がどうだということで、判を持ってこういうことで手当を申

請しますということが普通であるわけであります。そういう手続きを踏まえるのが

原則であったわけであります。そのことについては、議会のほうで途中で休憩あっ

てからわかりましたと、先ほどのは撤回しますという言葉の中で、少しく出来る範

囲内で配慮して下さいということで、対象者にはこちらからさり気なく説明をした

り、申請をしていただく或いは案内を差し上げる行為を行なっているわけでありま

すけれども、この面は非常に微妙なわけであります、ものごとによっては。そうい

うことから、極力そういう事務手続きの配慮をしているつもりでありますけれども、

そのことを抜きにしてですね、そのことで十分これからの事業の中身も参考にし、

或いは気を付けていかなければならない部分になるわけでありますけれども、大方

の内容の部分について、本当に私どもの手続きに法的な問題で可否があるのかどう
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か、そのことについて少しくきちんと根拠を持った質問をしていただければ、それ

に対応できる説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） それでは、皆さんからのご質問をいただきたいと思います。 
  加藤君。 
○４番（加藤三明君） 今町長のほうから今のような話がありましたけれども、私の

質問もその中の一つになると思いますけれども、どちらにしましても樹木の価格の

件につきまして、それはそれなりの査定の想いの違いがあるからあれでしょうけれ

ども、どちらにしましてもこれ相当の町民の貴重な財産を販売する価格につきまし

て、果たしてあの価格が適正だといえば行政側のほうからいけば適正な価格、先ほ

どもお話がありましたように価格が合わないからそういうような処分方法をしま

したというような言い方をしていますけれども、それはそれなりの根拠で言ってい

るんでしょうけれども、ただ一般的に見まして、ああいう条件の良い中で樹木を販

売するというものに対しての、もう少し価格を検討するような気持ちが必要でない

かなというふうに思うんですよね。５００本相当のああいう平地の中で、ああいう

地目がある中で、端的なものについては、それでなくても町長は町有林の地目の販

売のことには再利用度がなんとかいう話を度々しているわけですから、そういうよ

うな使用方法に考えてみるのも一つの方法でないかなというふうに思うのですけ

れども、その件についていかがでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 先ほど質問の中にもありましたが、私が町長になってからこ

の間、総務課長のときもそうですけれども、町のすべての図面に町有地を色付けを

して整理をしなきゃいけないなと。活用できるものについては民のほうに売って使

っていただくということの手続きをしてまいりました。町長になってから、今議員

さんの地区でありますけれども、町長になって直ぐの自治会の町政懇談会の中で木

の話をしました。これから農地をやった後には森林の再生をやっていきたいと。木

は切らなきゃいけませんと。それで叱られました、種川地区の方３名に。町長、木

は切るものではないんだと。その中で、私は反論しました。いつまでもという話に

はなりません、木は一定程度いってしまうと中が空洞になって材料に使えなくなっ

てしまうし、逆に倒れたらどうするんでしょうか、と例を挙げました。氷川神社の

あそこにある木、あれが倒れたとすれば、そういう問題ではなくなりますと。是非

木は切って、また植林をしてということで再生が必要ではないでしょうか、という

提案をしていただいて、速やかに総代会のほうで相談をして、町長の話そうだよな

ということで、木を切ってまた新たに植林をしたと、経費をかけない手法でやった

と。それで町長になってから、ご承知のように議会のほうにもお話をしましたが、

学校林も全部町有林に確保しまして、町有としての立場の中で必要なところについ

ては伐開をし、そして新たに植林をしていると。この手続きについては、すべての

ところに指示をしているわけであります。ちなみに、木のあるところについては神

丘の学校林もそうでありますし、大和町の旧雪祭り会場、あの一画にあるところも

そうですし、いろんなところに指示をしながら活用できる、或いは切れるものは切

って、なんとかお金にするなり或いは活用していただく体制を取りなさいという、

この間の指示をしているわけでありますから、その一つでもあったわけであります。

加えて、価格の問題でありますけれども、それこそ私の質問ではありませんが、高

い安いの根拠を示して下さい。いくらならいいのですか。いくらなら安いのですか、

今回は安いんですか高いんですか、示して下さい。価格を決めるのは町長の執行権
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です。それを越権してしまうと、入札の予定価格も議会で相談をしながらできない

状況になる。これについては、私の役割、使命だという認識をもっています。その

ために、根拠をきちんと作りながら、なんとか活用していただくための手法も考え

ながら進めていくと。それでは随分とこう価格については苦労しながら考えながら

やっている部分でありますので、それについてはきちんとご理解いただければなと

思っております。 
○委員長（村本照光君） 加藤議員よろしいですか。 
  はい、加藤君。 
○４番（加藤三明君） 今の町長の答弁の中には、価格的には十分検討のうえ最大限

にやったというふうに私は捉えたのですけれども、ただ一般的に価格的につきまし

ては、やはり複数あたって、このように資料もありますけれども、あたってみて、

現実的にどのような価格になるんだというものが必要でないかなというふうに思

います。先ほども話しましたけれども、やはり町民の貴重な財産でもあるのですか

ら、またいろんな検討をしたあげくの価格だというようにも聞こえますけれども、

もう少しその辺、どこまで庁内行政側でやられているのかちょっと私の分からない

部分ございますけれども、私から見ている中では、まだまだ努力した結果で、こう

いう価格になりましたというものが必要でないかなというふうに思いますので、そ

の件につきまして再度、何か私に理解できるような説明がありましたら、お願いい

たします。 
○委員長（村本照光君） ちょっと委員長のほうから注意しますけれども、それぞれ

質問するほうも答弁する側も、できるだけ要件ぼけないように、簡潔にひとつお願

いしたいと思います。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 私もこれからお願いするのは、これが反問権だと思いますけ

れども、議員さんが思っている適切な価格というのはいくらでしょうか。教えて下

さい。その根拠も教えて下さい。 
○委員長（村本照光君） 加藤君。 
○４番（加藤三明君） いま町長から反問権という、初めてそういうものをアレする、

その辺言われましても、また私も専門ではないですけれども、ただそういう努力と

いうか、そういう姿勢が必要でないかなというふうに私は思うんです。やはりいろ

いろと相当の３０年、５０年の年数が経ったものを販売されているんですから、じ

ゃあ私が１本どれくらいの価格があってということを町長は言われるんでしょう

けれども、そこまでの知識はございませんけれども、無くてそういう話をするのか

と言われたらちょっとまた話は別ですけれども、そういうような想いがありますの

で、今そういうような言い方をさせていただいた訳でございます。 
○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 議員さん、合同委員会ですよ。可否があったかどうかという、

大変なことの委員会なんです。一般的な質疑の中では想いの伝え方は、私は望まし

いという認識は持っていますけれども、ここまでの資料を出して価格決定、単価の

様々なものを交渉しながら、その手続きを取っています。これについて、手続きが

疎かだとか配慮が無いということなのでしょうか。私の質問には答えていない部分

がありますけれども、いかがでしょうか。 
○委員長（村本照光君） 加藤議員いかがですか。 

加藤君。 
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○４番（加藤三明君） 何か私の言い方に対しての手落ちというのか、そういうよう

な部分を今言われているのですけれども、私はそういう想いではなくそういう感情

的なものではなく、もう少し、同じような話になりますけれども、やはり町の財産

でもあるんですからそれなりのものは。されています、というふうに答えてくれれ

ばそれで結構なのですけれども、今のような言い方をされたわけでございますけれ

ども、そういうような感情的な、ちょっと私も言い方に対しての何かそういうのが

あるのかもしれませんけれども、私はプロではございませんので、誰から聞いても

こういう努力をしました、こういう価格になりましたということを立場上話せるよ

うな状況を知りたかっただけのことでございます。 
○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） ですから、終わったことでありますけれども、きちんと手続

きを取ってそういう様々な情報を集めて積算をして、こういう価格に決めて行ない

ましたということを説明しているわけです。その説明についての価格が安い、おか

しいと言っているんですと。根拠が必要じゃないですか。私は感情とかなんか言っ

ているわけではないです。そのための合同委員会、わざわざ取り上げていただいて

やっているわけですから、それにきちんと答えるのが私の役割だと思っております。

職員のほうで十分その根拠を示したわけでありますから、その根拠に基づく内容の

中で、単価とか様々な部分の中で、おかしい違うというのであれば示して下さい、

という話であったわけでありますから。決して感情論でどうのこうのと言っている

わけではありません。是非そういうものがあれば、単価証明も付けております、あ

くまでも参考ではありますけれども、それに基づいて総合的に町長のほうで判断し

て、この金額にいたして執行いたしましたということでありますので、是非その辺

の経過を十分に理解していただければなと。そのための資料提示をしているわけで

ありますから、きちんと資料を尊重していただくことを切にお願い申し上げたいと

思います。 
○委員長（村本照光君） 他にございませんか。 
  村上君。 
○１番（村上忠弘君） 今回の国営の事業絡みでの国営の町有地の払い下げの部分な

のですけれども、２１ページですか、この見積りの日付がですね、平成２２年６月

１４日と。期成会から正式に要望が上がってきたのが平成２２年１１月５日とそう

いった部分で、上がる前からその部分についてはもう見積りをしていたんだろうと

思うんだけれども、本来なら要望があがってから見積りするのが適正かなと私は思

うのですけれども。 
  それともう一つは、線路跡地を今回重点的に払い下げをするということですよね。

実際その線路跡地がではどれほど今回の部分で解消になったのか、その辺お願いい

たします。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 先ほど町長のほうからも前段で話をさせていただいており

ますけれども、この木の関係の単価の見積りであります。町長が町有地、たまたま

今ここの部分がかぶっておりますけれども、町有地等の現況をかんがみた中でどう

いう状況にあるのか調査をし、そして払い下げの有無についてはこれはまた別次元

の部分でありますけれども、検討することも指示がありました。そういう中に沿っ

ての、ここが一番町有地の木がある部分では調査がしやすい部分でありましたので、

この時点で見積りを取って行っております。ですから先ほど言いましたように、こ
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ればかりではありません。旧雪祭り跡地の西側のほうにも幾分か木があったりとい

う部分がありますし、その他、上のほうにいきますと国鉄跡地の関係についてもそ

ういう部分が見受けられますので、それらの部分の一つの参考にするべくこれを取

っていたということで、まずご理解をいただきたい。 
  それを、たまたま試算をする段階で使わせていただいたという、この時点で捉え

ていただきたいと思っております。その時点で進めておりましたので、それ以上で

もそれ以下でもございません。それと、国鉄跡地がどのようにして売れたのかは、

残念ながら手挙げがございませんでした。以上です。 
○委員長（村本照光君） 村上君。 
○１番（村上忠弘君） ですから、今回のその払い下げの部分については、要するに

希望者が申し出れるよということじゃなくて、今回その線路跡地がいかなる国営の

妨げになるか、そういう部分で今回出されたのだというふうに私は思うのですよね。

だから結局その線路跡地の部分について、ここの部分については近隣の受益者がな

んとか国営をスムーズに進めるためには是非とも、というようなことでやっぱり番

地の公示だとか、そういうものもしてほしかったなというふうに私は思うんです。

私、その払い下げの文書が出てから聞きに行きました。町有地というのは、どうい

う部分を払い下げるんだと言ったら、その線路跡地だということで、それでは私は

希望しません、ということで帰ってきました。てっきりその時に町有地ということ

で、私が農地の部分の中にも旧河川ということで、元国の部分があってそれの所管

が町に変わったと、そういった部分でそれも一緒かなと思ったら、それはまた別だ

ということだったんです。だから、今回そういうふうにして本当に国営をスムーズ

に、町を挙げて国営をやるということであれば、そういう線路跡地の部分を最大限

やっぱり農地として活用してもらうためには、きちんと地番も提示をそこでやって

もらいたかったというのが、私の想いなんです。 
○委員長（村本照光君）産業振興課長、森君。 
○産業振興課長（森 朋彦君） まず整理をして是非ご理解をお願いしたいのであり

ますけれども、今の国鉄の跡地の利活用について町からということでありますが、

これは今回の国営事業とは別な次元での話であります。将来に渡って町有地で払い

下げをして活用をいただける可能性のあるところについて、今から用意をしておき

なさいよというのが町長の指示であります。したがって、国鉄跡地を中心に今回の

町有地の払い下げに至ったという経過ではないということを、まず一つ整理をお願

いしたいと思います。 
  それから、そういうことでありますので今回の払い下げについても、国鉄跡地に

係わらず活用できるところがあればということでありまして、先ほども説明いたし

ましたが、あくまでも期成会のほうの要望あったことが入口でありますので、町の

ほうからこういった土地の活用はいかがですか、ということの投げかけではなかっ

たということです。むしろ、国営の事業に参加を予定する農業者の方が、自分の将

来の経営の方向性を考えたときに、隣接をしている町有地について払い下げをいた

だけることによって、将来の経営展望があるだとか開けるだとかというところに着

目をして、払い下げの事務を進めてきたという経過でありますので、その辺りの是

非整理とご理解をお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 山本君。 
○１０番（山本 豊君） 先ほど町長から反問権だと思われるような同僚議員のお言

葉もありました。敢えて申し上げますが、二元代表制という制度から考えている疑
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義の解明、それから説明責任。そのことが、このことに値するのかどうかというの

は私は疑義を感じています。新聞報道で、震災の跡地のお金の使い方が不適切なの

があったと返還命令がありました。既に皆さんご承知の通りです。疑義があってそ

れが解明されて否だとすれば、これは国会でありますから行政でいうと議会です、

そういう疑義が認められたらするというのが、それは時期だとか期限だとかという

ことではありません。訴訟法でやっているわけではありませんから、そんなことで

はないんですよ。まずは先ほど課長補佐からありました、日付の公認の日付、それ

から郵送等の、後で皆さん方に資料として望みますので、委員長のほうから請求し

て下さい。先ほどの郵送の分の、２００数十戸の分の。 
○委員長（村本照光君） それでは今、山本委員のほうから言われた資料について提

供を願えますか。 
○１０番（山本 豊君） 後ででいいから。 
○副町長（清水 寛君） （何ごとか言う声あり） 
○委員長（村本照光君） 副町長すみません、ちょっと声が小さいのでマイクを使っ

てお願いします。 
○副町長（清水 寛君） では後でいいのでしたら。 
○１０番（山本 豊君） 取り敢えず請求をいたします。詳しく存じあげないという

お話ですから、２００数十戸に送ったその利用権の、勿論残っておりますでしょう

からその分と。それからそれらに係わる、俗にいう証書というんでしょうかね。そ

れを提示していただければそれで結構だと思います。何月何日にこういう文書をど

こに何通送りました、これは郵券書いていますから、その内容もちゃんと分かるは

ずですからそれは。先ほどあるとおっしゃっておりました。それでいいです。 
  もう一つは、今公有財産の扱いですが、これは管財、特に総務財政課が当時持っ

ていた公有財産です。処分にあたったのは、多分この産業振興課でしょうか。所管

替えしたのは。いわゆる随契にあたったと。そこは所管課は変わりないんですか。 
○副町長（清水 寛君） （何ごとか言う声あり） 
○委員長（村本照光君） きちんと正式に手を挙げて発言して下さい。 
○１０番（山本 豊君） いや今はいいんです、途中だからいいんです。 
  だから、当然公有財産の移動報告書というものが出るんですよ。いつからいつ所

管替えをしましたという報告書、町長に向けて決済を取る。そういう仕組み、勿論

副町長にもちゃんと行くんですよ。だからそれも添付をしておいて下さい。公有財

産移動報告書というものです。皆さん方プロですから、ちゃんと例規集を見たらそ

んなこと書いてありますから、それは当たり前の話です。 
まず、原点のことをちょっと話をさせていただきます。以前にもお話をしたので

すが、公有財産は一般普通財産です。その時に、これは要請があったから国営とい

うことではなく、町全体の将来計画の中でどうすべきかというのが基本にあるはず

です。ですから町長がどうするか、調べろよ、という話になったというふうに思う

んですね。以前にも申し上げました。この国道沿いに、神丘に標識があって、イン

マヌエル丘の事例を示した。唯一あるとすればこの国道２３０号線と、せたなの吟

子でしょうかね。それしかないように記憶をしております。それは社会的通念とし

て、この町の歴史的な背景。当時担当課だった人方が建てた、どなたとは申しませ

ん。埼玉行って一生懸命、その方々に来ていただきました。あれからもう十数年、

二十年でしょうか経つでしょうね。その歴史的背景、どんなふうに斟酌をしたのか

という想いがあります。何故でしょうか。「花埋み」という小説があって、そのこ
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とがベストセラーになって、今をもって今年ですら東京公演がありました。三田佳

子さんがその感謝と報告を告げにきました。今金からも多くの方が行っております。

そういう背景を踏まえると、普通財産、最優先で国営ということでは無いというふ

うに思ってます。長い歴史的な背景、この町の置かれている環境、そして当時デモ

ーレンとの改修と一緒だったというふうに記憶をしています。ですからあそこには、

町の理事者も当然ながらそういう想いが脈々と流れているというふうに斟酌をし

ます。そういう想いはいかがだったのでしょうか。まずお訊ねします。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 何点かご質問をいただいておりますが、まず先に郵送のこ

ん跡であります。申し訳ございませんが、件名を表しての郵便局の受け付けにはな

りません。ただ１２月２２日区内特別で、これは他のところもありますから、３４

８通。だいたい毎日、この部分についてはそれほど数がいくわけでありません、大

体１日にせいぜい２００通あるかなしかですから、これはこの日に送っているとい

う部分になろうと思っております。あと名簿、これは資料には付けてございません。

それとあと収受発送簿を私たちが付けております。これは２１８通という形で、今

収受発送簿ちょっと手元にありません。間に割り込んで、後から作為をするような

ことも私たち特別いたしませんので、そういう部分で確認をし郵送をさせていただ

いたということであります。先ほど村上議員のほうからも文章を見たうえでという

お話もありましたので、間違いなく見ている方は見ていらっしゃるのかなと思いま

した。 
  二点目については、今総務のほうで確認をして答弁をさせます。 
  三点目については、では町長のほうから。 
○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 今山本議員さんのほうから歴史文化等々含めた地域の素晴ら

しい文化といいますか歴史といいますか、そういうものについての想いはどうなん

だということがあったわけであります。私も教育委員会に在席したときには歴史文

化財担当をもっていたわけでありますから、その想いは人一倍でありますし、加え

て町・地域の様々な町起こしに係わった方々の歴史というのは非常に重く受け止め

ているわけであります。話題になりました神丘地区につきましては、荻野吟子の「命

燃えて」という公演でありますけれども、企画をした一人であります。皆さんで声

を上げて、一部町の支援もあったわけでありますけれども、町を挙げて応援しよう

ということで公演に行って、その後に雑司ヶ谷の墓地まで、墓地の周辺の砂を志方

さんの墓のほうに散布しまして、その想いを伝えたという経過があるわけでありま

す。加えて、私が事務局をやっておりました美利河塾の中でこれまた提案をいたし

まして、インマヌエルという漫画を作らせていただいて、なんとかいろんな面で広

げることができないかというそういう想い、これはいろいろ今でも気持ちの中には

脈々と燃え続けているわけであります。先ほど加藤議員の中でもお話を申し上げま

したけれども、私は本当にあまり造詣はないんですけれども、聞けば素晴らしいも

のだと思っております。総務課長の時に、非常に重苦しい想いだったのですが、こ

の前の木相当高かったのですが、当時大先輩方、町長、助役さん含めて、この木切

ることはできないので、頭をすぽっと切って、倒れたら大変なことになります。大

変な被害になりますから、是非頭を切らせて下さいということで、ほとんど総務課

長の権限で強引に切らせていただいた経過があるわけであります。災害があったら

どうするんだ、倒れたらどうするんだと。その想いが木に対する想いであるわけで
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あります。町長になってからは、町有林全部を担当の職員と森林組合の職員と引率

していただいて、見て回った経過もあるわけであります。その中で町有林の一部に

様々なところがあることも承知をしました。ただ、町では手を付けれない部分の中

で心配な要素がありましたから、第一声で種川の神社のこれ倒れたらどうするでし

ょうかと。歴史なんて問題ではないです、なんとかまた新しく木を植えてという想

いはいかがでしょうか、ということを提案した。神丘の部分にきましても、受益者

十分に承知しています。あれがあるからこそ様々な想いが伝わる部分があるわけで

ありますけれども、いつまでもという想いは決して私もなかったわけではありませ

ん。こういう機会で切るということになりますと、想いとしてはやはり植林という

ことに繋がるわけでありますけれども、その辺の流れがどう取れるかということで

は、少しく、言われれば成るほどそういう想いもあるんですよねと、しかしながら

いつまでもあの木がずっと永遠に、樹木そのものの問題もあると思います。広葉樹

でもって少しくきちんと根をはるものであれば、あと中の芯を食わないのであれば、

あちこちの神社の仏閣にあるような形の中で存続ができる要素があるわけであり

ますけれども、あの八幡宮ですら大変なクレーンを使って頭を切ったりなんだりし

たという、手入れをしているわけでありますから、木でもって歴史文化が損なわれ

るということについては、少しくは私は影響もあるだろうと思います、景観が少し

変わるという想いがあるわけでありますけれども、あの教会を守るということにつ

きましては私はそういうことでは、基本的なベースとしては先ほど氷川神社の話を

させていただきましたけれども、学校もそうであります。あの神丘小学校の学校林

の伐開をして、ほとんど８割くらい伐採をして植林をしたという経過の中でも、そ

の想いをきちんと伝えながら事業を進めているわけでありますけれども、これから

も今議員さんがおっしゃった部分の中では、今回教育委員会のほうでは美利河に限

定したわけでありますけれども、美利河祭りと旧石器の祭りを併せて、様々な方々

にも興味関心を持っていただいた部分をもっておりますけれども、それに併せて町

全体の歴史文化ということをきちんと伝えて行くという役割も町長としては持っ

ておりますので。この質問を含めて改めてまたそういう想いを持ちながら、これか

らも守り続けてまいりたいと考えているところであります。 
○委員長（村本照光君） 山本君。 
○１０番（山本 豊君） 思わず町長から本音が出たという、感謝をしています。私

は木の話をしているわけではありません。そこにある史跡です。いわゆる隣接する

史跡にそのことがあって、他の人の土地に町長、木を植えるわけにはいきませんよ。

町長は造詣が深いからご存じでしょうけれども、今おっしゃったことが念頭にあれ

ば、その周辺の環境を守ってあげるという想いが町長にはあったんだというふうに

思います。樹齢がどうとか木がどうとかっていう話ではないんですよ。そこの想い

が、未来に繋がる子供達のために、あの場所が、その想いが、その情熱が。ちゃん

と残っていただく、その中心的な場所は、あの神丘の川含めて、まずはインマヌエ

ル教会なんですよ。前にも申し上げましたが、その配慮がありましたかという話を

実は聞いているんです。その配慮があれば、どうするのがいいのか、そこに行くの

かなという想いがあります。これは国営農地とかっていうそういうこととはまた別

の問題です。町の私的な財産としての考え方。町長はもとは社会教育に堪能でした

からそのことは十分に存じ上げているというふうに、私も今もってそう信じていま

す。おっしゃる通りです。だからその想いが、町長ばかりではないんですよ。何故

さっき言った、公演まで行かれたか、永遠と繋がっているからですよ。国道にたっ
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た唯一、２箇所しかない。ある意味町の広告塔ですよ。その想いを消さないように。

遡求ができればその想いを確保して。今からの結論を求めませんから、それはいい

んですよ。そういう想いが未来に続くように、そういう想いを。私はつくづく思う

んです。大きないわゆる課長会議なんかは、ましてや朝月曜日にやりますよね。大

きなことはそこで議題になりますよ。この案件についてはどうだろうかと。課長さ

ん方は当然、町長副町長或いは教育長を補佐する立場ですから。その協議が成され

るはずです。そういう意識を持って多分、町長を盛り立てて皆で一緒にやろうとい

うのが、それが使命ですから。そういう想いを改めて、お聞かせ願えれば幸いだと

思います。 
○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 私は常々、最近も本当に大きな言葉を伝えながらいっており

ます。国の役割、自治体の役割は、領海、領空、領土、そして今金町にとっては農

地を守ることだと。いわば土地というものについてはきちんと守ることがまずスタ

ートだと。その中にどういう歴史があるかということでは、歴史を物語るというこ

とでは、非常に私は様々な団体を含めて、町も当然そうでありますけれども、歴史

を大事にしております。歴史があって今日があるわけであります。そういうことを

考えますと、そのことについては本当に、先ほども言ったように美利河の祭り、ク

アプラザピリカの会場を６回くらい抜け出して、教育委員会の場面のほうに顔を出

していろんな方とあいさつをしながら、いろいろと取り進めてきた経過も当然ある

わけでありますけれども、今議員がおっしゃる通りそこのみならず、町の存在その

ものがやはり歴史が凝縮されている部分でありますから、守れるものと守れないも

のが当然あるわけでありますけれども、しかしきちんと守っていかなきゃいけない

ものについては、きちんと守らざるを得ない、守っていかないといけないんだとい

う想いは、私なりには自分のいわば信念としてきちんと持っているわけであります。

今回そういう視点からお話された部分の、今回のある地区のお話であるわけであり

ますけれども、これから町からどうのこうのということでは事前に言葉が出ない部

分もありますけれども、様々な分野から様々な角度から、存続存置についてはきち

んと町長の立場としても、いろんな支援なり協力なり或いは逆に必要であればこち

らから声をかけて、共に歩む形を取らなきゃいけないのかなと。ただ嬉しいのは、

あそこにある木そのほとんどは、少し劣化している部分もありますから、それに環

境整備という中の部分では、町の観光事業の一環になるのかなにかわかりませんけ

れども、いずれにしてもいろいろと目を向けたり、或いは何回も言いますけれども

応援支援できる形も取らせていただきながら、加えて国道沿いに大きな看板を背負

っているわけでありますから。或いは観光協会が声をかけていただいて、町が支援

をして、大きな道沿いに案内板を作ってきた経過があるわけであります。そういう

様々な分野からも、あの神丘地域の文化をきちんと守るということについては、こ

れからも努力してまいりたいと考えておりますので。今回の質問をいただいたこと

について、改めてその気持ちを強くしましたので、本当にありがとうございました。 
○委員長（村本照光君） 山本君。 
○１０番（山本 豊君） 次に、随意契約というものについての。 
○副町長（清水 寛君） （何ごとか言う声あり） 
○委員長（村本照光君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 先ほど委員さんから質問のありました、公有財産の

移動報告の関係でございますが、課長等はその所属に属する公有財産の所属概要と
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変更、又は用途廃止をしたとき等に、その増減等を管財主幹課長に報告しなければ

ならないという規定のことだと思います。契約登記につきましては、管財係が実施

しておりまして、所属課長が私ということになります。そういう形でちょっと省略

というかそういうはっきり、移動報告というもので登記自体の決済は受けているん

ですけれども、その様式等での決済がちょっと成されていないということがありま

す。今後そういう面では、そういう処理を確実にしていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 山本君。 
○１０番（山本 豊君） ですから、途中で切るわけにはいきませんから。今後じゃ

ないんですよ。ですから手続きの不備があるということをまず申し上げておきたい。

だから結果オーライではないんですよ。登記終わったからそれで良しでないんです

よ。いつの段階でどんな。でこれ会議やらないといけないことになっているんです

よ。課長当時いませんでしたから、それは多分ちょっと時期が違うことがあるんで

す。だから答弁する側というのは仕方ありませんよ、それは。今それを担っている

立場ですから。だからそういう行為というのが、先ほど町長おっしゃいました、一

切そごありません。実はそごなんですよ。公的な文書の中にしなければならない、

それは財政課長が一番良く知っているんですよ。そんな不思議なことはない。です

が、敢えてこれ以上申し上げません。そういう話を認めてくれただけで結構です。

ですからそういう経過を経ながら、それから今この随契、各要綱たくさんあります。

これは先ほど町長おっしゃったこともその要件の中の一つです。ただし、規則とい

うのは町の細則ですから。国が決めた、道が条例で決めた、今金の町の条例で決め

た、その細かいところは細則という方法で決めるんですよ、そこに従うんですよ。

ですからそれに合致していたかという話。取り敢えずおうかがいをします。 
○委員長（村本照光君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 先ほど私から随契に至る説明をさせていただきまし

た。また随契の根拠等を示して説明いたしました。それでご理解をいただきたいと

思いますが、あと先ほどの公有財産の移動報告書の絡みですが、内部的な事務のミ

スということでご理解をいただきたいと思います。以上でございます。内部資料、

他課の課長から本来私のほうに来るべきものなんですけれども、同じ課内というこ

とでその資料が適切にされていなかったということで、ご理解をお願いしたいと思

います。 
○委員長（村本照光君） 山本君。 
○１０番（山本 豊君） 理解するとかしないとかということではないです、理解し

ないと言えば終わりのことでしょう。そういうことではないんですよ。そういう結

果がありましたということですよ。 
それから随意契約、再度説明の通りですと言うんですが、これが細則が一番原点

になるというふうに私は。どこへ照会したとは言いません。そこに至らなければ、

時系列でそうなっていくんですね。ですから違うよと言えばそれで良いんですよ。 
○委員長（村本照光君） 総務財政課長、北見君。 
○総務財政課長（北見伸夫君） 同じような答弁になりますけれども、私の説明した

ことが随契の根拠でありますので、よろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 一点目の資料請求でありますが、いかがいたしましょう。 
○委員長（村本照光君） できる限りあれば出していただきたいと。資料請求されて
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いるのですから。 
○副町長（清水 寛君） どういう部分でどこまで。収受発送簿の根拠と、郵券の発

送のもと、これは表題が表されているだけではありませんから、この日が３００通

以上出ているのでこの日だろうというのが普通です。あとは文書、相手方ですか、

名簿等これらなんですけれども、いかがいたしましょうか。 
○委員長（村本照光君） 質問者の意をかいして、出来る限りのものを出していただ

きたいと思います。出来る限りでいいです。よろしくお願いします。 
  それでは時間も時間なので、ここでまた１５分まで休憩します。 
 

休憩 午前１１時０３分 
再開 午前１１時１４分 

 
○委員長（村本照光君） それでは休憩を閉じ、開議を続けます。 
 先ほど山本委員から要請のありました書類について、それぞれ皆さんの机の上にあ

ると思いますので、お目通し願いたいと思います。 
  産業振興課長補佐、津山君。 
○産業振興課長補佐（津山泰彦君） （産業振興課長補佐追加資料朗読説明、記載省

略） 
○委員長（村本照光君） この件について山本委員のほうから、資料の確認よろしい

ですか。 
○委員長（村本照光君） 山本君。 
○１０番（山本 豊君） 以前の会議の中でＦＡＸという表現がされていました。で

すから、ＦＡＸなのはどこかなということの確認をしたかった。以前おっしゃって

いたＦＡＸというのはどこの部分のことなのでしょうか。それも併せて教えていた

だければいいかなと。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 説明の中で縷々修正はさせていただいております。なんせ

２年以上前のことでありましたので、当初所管のほうに確認すると、確かに打合せ

の中では当初農協のＦＡＸを使いますかという話がありました。でも最終的に個々

人に送らなければ受け取った受け取らないということができるので、全部送りなさ

いということでの最終の結論になっております。この質問があった段階で、最初い

かんせん時間が経ったものですから、最初のＦＡＸを検討した部分の答弁をさせて

いただきました。これについては修正をさせていただきます、ということでお話を

させていただいておりますので、その点でご理解をいただきたいと思います。改め

て修正をさせていただきます。 
○委員長（村本照光君） 他、ご意見ご質問ございませんか。 
  山本君。 
○１０番（山本 豊君） 先ほど道と国との関係、それから換地の関係のお話があり

ました。道と国とについては、担当者、羽土さんと森山さんが個々に回っていかが

ですかという聞き取りを致しました、町有地については。ですから国と道はまだ、

これはなんでかというと、換地ということがあるからですよ。国営の大きな違いと

いうのは、最後自分の持っている地籍がどこに行くか分からないんですよ。ですか

ら換地という方法を取るんですね。先ほど町長の話もありました。いわゆる先ほど

のイマヌエルという形、ああいう場合というのは不換地にするんですよ。不換地と

いう形で残すんですよ。プロでありますから、それは私が申し上げる方法ではあり



 - 19 - 

ませんけれども、そういう方法でやるんです。私の地域も十数年前にそういう手法

で終わっているものですから、そのことについては十分協議をして、やった経緯が

あります。ですからこういう手法も周知ということでよろしいんでしょうけれども、

基本的には隣接する国や道や行っている手法、これに伴ってとんでもない人が来て

お願いしますということは、かえって迷惑になるんですもん。なんでかというと、

これ換地という制度があるからですよ。自分の地籍の分を、増減ありますよね、い

ろんな公有地なんかで引かれる部分がありますから。でも最終的には規模拡大も含

めて、どんなふうにすることが経営に効率的かということが国営の大きな目的の一

つでもあるというふうに思うんです。ですからとんでもないところから来てぽっと

やられたら、これまた困るんですよ。私の地籍だと主張されるとまったく困るんで

すよ。ですからくどいんですが、隣接している人方に話をする。従来やってきた方

法です。それは皆さん方プロですから、私がこんなこといちいち言うことではあり

ません。ですから公にしましたこれでＯＫです、ということではないんです実は。

だから根拠が間違ってるとか間違ってないとかじゃないですよ。将来のこの町の農

業経営を担う人方が、どんな形で町の資産を有効に使うか。そこからどういう手法

で最少の経費で最大の所得効果をあげるか。それが町の基本的な仕事だというふう

に理解をしているのですが、ご指摘をいただければ。反問権でもなんでも結構です。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 前回の６月の総務厚生常任委員会の席上でも山本議員から

同様の質問をいただきましたが、今回私ども一応根拠を持った中でこの進めてきた

部分についてすべてお示しをしたわけであります。それは、手法については各々の

意見によるところでありましょう。今回のこれだけ皆様方が言われた部分、周知に

ついて、心が無いのではないかということに集約されるかと思いますけれども、こ

れらについては今後、同様な事業を進めるにあたっては私達も十分意を配していか

なければならないと思っております。しかし、今回のこの部分については、これら

の今言われている部分を、今後心に留めてということにありますけれども、今回進

めた分についてはこのような手法をもって進めさせていただいた。特別悪意を持っ

ての部分ではございません、行政のその部分でお前たちの部分が少し足りないので

はないのかと言われる部分については、これは考えなければならないのかと思って

おりますが、今回はこのような手法を取らせていただいたということでご理解をた

まわりたいと思っております。 
○委員長（村本照光君） 山本君。 
○１０番（山本 豊君） 悪意とかって言われると、なにか悪いことをしているよう

な感覚ですが。得る権利がある者がその権利を不行使だった、できなかったとすれ

ば、それが悪意に該当しますか。そういうことではないんですよ。先ほど申し上げ

たようなことが、住民サービスの基本だからですよ。公平公正、この町の育成の将

来方向をちゃんと決めたか。決まったことだからこんなもの仕方がない、というこ

とではないんですよ、反省するのはそれは当たり前の話ですよ。もう一度契約を履

行します、ＯＫですよ、或いは疑義が今の活かしますよ。そんなことであれば、事

故を起こしても知らない、契約終わっているから知りませんと言うのと同じじゃあ

りませんか。原発の事故も起きたから仕方がない、事前審査十分している筈だから、

そうではないんですよ。いつも思うんですが、結果オーライではなく、であれば何

ができるかという方法は考えられないかということです。これにつきます。 
○委員長（村本照光君） 他にご意見ございませんか。 
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  向井君。 
○３番（向井孝一君） きょうはいろいろとそれぞれの立場から質問をさせていただ

いておりますけれども、なかなか納得までにいっていないというのが本音だと思う

のですが、今回の神丘の山林について、早くから町長はこの国営事業を推進するに

あたって疎水材の確保、２０万立米、２５万立米のその話を、私も度あるごとに質

問をしてきました。そういう中において、何故その材木のチップ活用、疎水材の活

用をしてからでの処分がいくらでも可能ではなかったのかなという疑念が思ってい

るわけです。その辺に対する質問をまずお答えをいただきたいと思いますが。そう

いう議論は無かったのですか。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 同様の質問を向井議員から以前いただいた記憶があります。

いつかはちょっと私も、３月であったのか６月であったのか。その時にもお答えし

ておりました、疎水材の関係については言われ始めていましたけれどもまだそうい

う時期に至っていなかった部分も確かあったのかなと。今後このような、先ほど山

本委員から、今後というのであったら事故起きたってお前たち知らないふりだろ、

と言われましたけれども、今後当然こういう事案が出てくると、当然ターゲットに

入れていかなきゃならないのかなと。そのときには判断はいたしておりませんでし

た。以上です。 
○委員長（村本照光君） あと、他ございませんか。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 様々なご意見ご質問等いただいたわけであります。後半のほ

うで山本議員のほうから、何ができるかというようなことをベースにしながら物事

をという言葉をいただきましたけれども、本当にそのことでありまして、私もこの

国営のスタートはそこであったわけであります。ご承知の通り、全部に網をかけて

すべての地区に網をかけて、選択できるひとつの条件を作りたい、そこからスター

トしたわけでありますから、議員の皆さんがおっしゃる通り、言葉は悪いですけれ

ども国のほうも一時は言葉的には、私はそんなきちんとした言葉は出しておりませ

んけれども、なんでもできるんだという、なんでも在りきだというようなことから、

絞り込んでひとつのメニューを決めていこうという流れがあったことは事実である

わけであります。ですから、途中で緊急という言葉を使いながら、飛び地でも様々

なところでも拾えるという要件に、資料があってアドバイスがあってそれに飛びつ

いて今日まで来ているわけでありますが、残念ながら国の全体の事業費の減少によ

りまして、いわば様々厳しさも与えられて、様々凌げない要素のところもピックア

ップされながら、事業に参加したいけれども結果的に要件が達しないで難しい要素

が各地域にできて、今の南地区ようやく整理がされてきたと。しかしその全体にあ

るのは、町長としてはいま上地区、調査具体的に入りましていろいろお話を聞いた

りなんだりしているわけでありますけれども、そこですらも地区の方々採択要件に

ならないという部分があっても、私としては何ができるか、とにかくできる状況を

考えていこうと。関係する職員のほうには始めっからできないということではなく

て、できる手法をどうしたら望み通り行えるかということについて、最善を尽くし

てくれと。町長としてはそういうことから、様々なところにいろいろと声をかけな

がらお話や相談をしながら駆けずり回っているのも事実であるわけであります。要

件が達しなければ結果的に、最後は残念な状況になるわけでありますけれども、で

もそこは最終判断は生産者の方々がこういう形で収まります、こういう形で進めま
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すということであれば、承知できる部分があるわけでありますけれども、常々私の

想いの中には言われる言葉がきちんと前提にある。どうしたら実現できるんだとい

うことについては、すべての対応になるわけでありまして、今回取り上げていただ

いた部分の事業についても、そういう期成会からのそういう声があったわけですか

ら、期成会の声をきちんと受け止めて、実現に向けた取り組みをしてくれと。でき

るできないではなくて、まず検討してやる方向で実現できる方向でまず進めていけ、

ということが私のすべての指示であったわけでありますから、結果としてこういう

形の中で様々な整理できたところもありますし、この部分のその時点その時点で整

理できなくて、ついに矢が繋がって進める事業。２４年度については、できれば町

のほうから是非このほうについては事業実施が難しくなる要件もあるので、是非ご

配慮下さいという言葉も出している部分なんかも随分あるわけであります。そうい

う想いも私も持っておりますので、きちんとこれからも様々な部分、手続き的にも

いろいろとご指摘もあるわけでありますから、きちんと踏まえながらこれからもそ

れぞれの想いが実績にできる事業に向けて努力してまいりたい。とりわけ北地区に

ついてはこの南地区の経過の中での改めてまた、こういう場面が質問にあるような

部分の場面がたくさんあるわけでありますから、町としても押さえてあげて、そし

て本部そして推進４団体の中でもきちんとこの辺の確認を取りながら事務を進めて

まいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 再度お伺いしますが、議件１の質疑を終えたいと思います

が、皆さんから何か他にございませんか。 
  終了してもよろしいですか。 
  山崎君。 
○２番（山崎 仁君） 確認したいと思います。今回の議件、いわゆる質疑がされた

中で、終結をしたというふうに捉えていいのですか。 
○委員長（村本照光君） 合同委員会としては、これ以上もう中身は無いと思います

ので、皆さんに理事者側から時系列で説明をいただいて、それに疑問に思うところ

を皆さんから質問をいただいたということで、皆さんから質問が無ければ合同委員

会としてはこれで閉めたいというふうに思っています。 
  山崎君。 
○２番（山崎 仁君） この議件が終結をしたということであれば、皆さんご理解を

したのかなと、私自身もそう思っております。それで、何点か疑義があるので、私

から今度改めてお訊ねをしたいと思います。 
今、国営緊急農地再編整備事業にあっては、採択をされた後、本同意をいただき

ながら今金南地区については全体が、いわゆる町を挙げて推進しようという時期で

あります。残念ながら、同意は得られない方がいるという中では、当然国それから

道、こういうところに更に働きかけを強めながら、一刻も早く実施に向けて努力を

しよう。これは、前回の産業教育常任委員会の中で、これはもう町長が一生懸命頑

張りますという話をされました。 
それで今回合同委員会、いわゆる公式な会議です。この中で、国営農地再編整備

事業。慎重に取り組みをしながら町を挙げてこれを推進していくという考えのもと

からいくと、合同委員会がこの議件を取り上げて。いわゆる心証がどうなのかとい

うことですよ。これは以前、実はこうなんだという話を聞いたことがあります。国

が事業を行うときには、それぞれの町の議会で何が話し合われているか。会議録を

もって精査をしているという話を側聞したことがあります。いわゆる町が全会一致
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でこの事業に取り組んでいるのか否か。その中で、この案件であります。法的に大

変大きな問題があるのであればまた別だけれども、という理事者の話がありました。

この話というのは、国、道、いわゆる関係機関、そういうところからの指摘という

のは、よもや無いでしょうね。 
○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） 今質問にあった部分の中では、エリアを決めてエリアの関係

者、１００％の同意をいただいて進めるということで、その同意の意味合いは何か

と言いましたら、私もそういう方々には説明しているわけでありますけれども、ま

ずスタートする際、一定程度の報告が出たので、測量の調査或いは設計をやって、

自分の想いがどのくらい実現できるのかなと、そこに金額がはじきだされます。さ

あどうしますか、ということをまずやらなきゃいけないと。それをやりましょう、

ということが今回の同意の大きな要素であるわけであります。そこで抜けてしまう

と、あれどうしたの、という部分になってなかなかこれはそれぞれの所管の。国の

所管の中でもいろんな窓口があるそうであります。法的な窓口、土地絡みの窓口、

或いは補助の窓口、調査の窓口、設計の窓口と、随分あるわけでありますけれども、

そこにすべてかかるわけであります。その中から何故１００じゃないの、というこ

とでは、非常に難しくクリアできないところも当然あったわけであります。先週も、

そういうことからあちこちあいさつ回りをし、この間の流れの中でもう既に、同意

を受けて手続きをしなきゃいけない期日がもう過ぎておりますから、８月中にはな

んとか方針を出さなきゃいけない、ということでこの間取り進めをしてきた経過が

あるわけであります。そういうことから、少しく話を申し上げさせましたけれども、

まずは期成会がいっておりますので、そっちのまだ期成会という形にはなりません

ので、議会を含めた要請。それにこの間の流れ、多分８月中に地元の方針を出した

いという想いをもっていましたので、そういう気持ちをもってあいさつ回りに行こ

うかな、ということから明日からの日程を調整したという経過があるわけでありま

す。今、地元、函館そして札幌のほう、いろいろと打ち合わせをさせていただく、

一定の方針でもってこのまま、９９．数％という形になるわけでありますけれども、

そういう方向でいこうじゃないか、ということで返事をいただいて手続きをし、国

への説明をしていると。それで私が行ったときに、昨日聞きました、うかがいまし

たという話を聞いております。そういう中では、明日も今これから行く方々と打ち

合わせをさせてもらいますけれども、地元としてはその国のほうに開発のほう含め

た方々にきちんと伝えているのは、仮同意はいただいた経過がある。仮同意はいた

だいたんです。それから本同意をいただけないという部分があるので、仮同意をい

ただいた中でいろいろとあってねという。あってねというのは、様々なことがある

わけでありますけれども、そういう方のところに行くには、これから南地区４年後

なり５年後のスケジュールの中でありますので、これからも諦めずに話をしながら

声をかけながら、進めていきたいと思っております。そういう心構えを持っていま

すと。非常にそのことの姿勢は非常に良いという感触を、後押しをいただいている

わけであります。多分、いろんな先ほど山本委員じゃないですけれども、この事業

は換地在りきなんですけれども、その辺にちょっと心配を持っている方であるわけ

でありますから、その姿が見れば成るほどな、というようなことで。事業全体につ

いては理解をいただいているわけでありますから、そういう流れを見ることによっ

て最終的には１００％の同意の中で事業が取り進められていく形を取れれば非常

に望ましいなという想いをもって、私なりにそういう努力を今しております。加え



 - 23 - 

て、そういう経過を含めて、是非是非なんとか告示行為を、また改めてやるのでは

なくてこのまま継続して事業を推進していただくことを切にお願い申し上げます、

という流れの話をさせていただく手続きを、それぞれのところと打ち合わせをして

進めておりますので、なんとかいけそうだと。いかなきゃいけないという認識を持

っているところであります。 
○委員長（村本照光君） 山崎君。 
○２番（山崎 仁君） 今回の合同委員会のテーマになっている議件、この件に関し

て、いわゆる心証が悪くなるような関係機関等からの指摘とかってのは無いですか。 
○委員長（村本照光君） 町長、外崎君。 
○町長（外崎 秀人君） こういう経過はほとんど承知されている部分ではないし、

流れとしてはちゃんと事務報告もちゃんと来ております。先ほど事務方のほうから

説明したように、この間農林業振興会議だとかということで経過報告だとか様々し

て、そこにはアドバイザーとして開発の課長が常に入っておりますから、その辺の、

町でどういう問題になっているのか、課題あるのかということは十分承知して、し

ょっちゅうこちらのほうに来ていますから、そういう情報は得ているものがあるか

と思いますが、今こういうことで合同委員会の課題としていろいろと議論されてい

るんだということについては多分承知していないし、向こうのほうとしてはなんら、

私のほうも、手続き的な形の中では問題視できるような形ではないという認識を持

っておりますので、多分問題は無いという想いを持っております。 
○委員長（村本照光君） 山崎君。 
○２番（山崎 仁君） 理事者を交えてちょっと、今後のことを議論したいと思うの

ですけれども。 
議会ってルールを持っているんですよ。これは国、国ってすべてそうであります

けれども、私達議会で認められている権限。これ権限と大別すると、約１１ある。

その１番最初にあるのが議決権です。議決権の中の議決要件の中。これは議決要件

の１番最初に来るのは、条例の制定・改廃です。２番は予算を定めること。３番は

決算を認定すること。この議件については、平成２２年度の決算ということで２３

年に、議会は全会一致で議決しているんですよ。反対者がいるのであれば、全会一

致で議決をしたものが、ここでまたこれだけの資料を集めて職員の説明員を整わせ

て、このことってこれからも想定されるのですか。議会の責任というのは、予算を

定めて決算を議決をし、そしてきょう、どなたかおっしゃっていましたけれども、

次どうするんだという話になるんですよ。認定をした結果、ここが反省点だから次

に直そうね。これ年度またいで決算が終わって、決算を議決したことの拘束力とい

うのは非常に重いものだと思っています。今後、同じことが何年か経ってから、実

はあの時のやつどうだったんだと、こういうやり方ってこれからも対応するのです

か。 
○委員長（村本照光君） 副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） 町の当局を預かる一人としては、本来的には対応する部分

にはならないのかなというふうな認識を持っております。 
○委員長（村本照光君） 山崎君。 
○２番（山崎 仁君） 私あの、同僚議員がきょう発言されたことは最もだというふ

うに思います。法に縛られながら行政執行をしている中ではモラルを持てと。次ど

うするか考えようと。このことは、皆さんと同じように私も共感しているところで

す。がしかし、ルールがあって議論をしてきている中で、今のことが繰り返される
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ようであれば、議会としての権限が、私は逸脱していると思う。 
それから特に思うのは、議会が監査委員を推薦しています。これは質疑の中で、

細目に渡っていろいろあったようであります。私たちは議会として、監査委員にそ

の細目について、十分監査をするようにとお願いをして推薦をしているんです。そ

の結果が監査報告です。その精査がされたのかどうかということ。今回これだけ疑

義が出てくる。がしかし、法的にはほとんど、いわゆる一点部内の取り次ぎのとこ

ろでは指摘がありました。これは当然直していかなきゃならないことだと思います。

しかし、監査委員さんじゃあ何をやっていたのか、という話ですよ。私たちはそこ

まで見る権限を持っていない。でも監査委員はそこまで見る権限を持っているんで

す。何故それを監査の時点で漏れていたか。そこで指摘をし、決算の認定のときに

議論をして次に向かうというのが、本来のルールではないかなと私は思うんですよ。

これは、ここから先は議会側の話になるかもしれませんけれども、私たちはルール

によって資料を求めて説明をいただいています。議会側としても、当然監査委員も

含めて。当然今後にこういうことを活かしていかなければ、議会と理事者の信頼関

係、更に町民の信頼もいかがかなという気がします。議件が終結をしたということ

であれば、このことを機会に、次このようなことが無いように。また、私たち議会

も、もっともっと中身を精査をしながら、都度疑義があれば問い正していきたい。

そういうことで、そういうときには答弁をいただけますね。 
○委員長（村本照光君） 暫時休憩します。 
 

休憩 午前１１時４８分 
再開 午前１１時４９分 

 
○委員長（村本照光君） それでは休憩を閉じて開議をします。 
  副町長、清水君。 
○副町長（清水 寛君） ご質問の部分でありますけれども、今回の合同委員会につ

いては、普通、町のほうからこういう事案について両常任委員会全員出席の中で、

審議をいただきたいということでお願いする部分であります。今回につきましては、

議会のほうからこの部分について、資料を出してそして説明をせよという部分であ

りました。ですからそれに私たちは、特別異を唱えるつもりもございませんでした

ので、それに応じました。ただ、先ほど山崎委員のほうからありましたけれども、

決算を終わって応分の年数も経過しているこういう事案を、このような手法でまた

やられるということについては、先ほど私が言いましたけれども、なかなかちょっ

と応じるには大変かなというお話をさせていただきました。以上です。 
○委員長（村本照光君） 山本君。 
○１０番（山本 豊君） 固有名詞を挙げての指摘をいただきました。一般的に随契

の中身について。議決要件に実は抜けているんですね。総体上はあるんですけれど

も抜けているんですよ。ですから公の席で知り得ない。 
もう一つは、この議件が発生したのは、あそこの立木が切られて初めて、そのこ

とが町民の皆様方がどうしたんですか、ということでした。これは、町民に対する

説明責任は誰がどうするんでしょうか。監査委員がするんでしょうか。それとも議

員の調査権の中に入るんでしょうか。実はそのことも照合しました。議会側から監

査請求が出れば別ですが、出ない範囲では議員の調査権、その中で皆さん方が情報

開示をいただきながらすることが正しいんでしょう、という判断をいただきました。

敢えてそのことを。今おっしゃった。多分固有名詞だというふうに判断をしました
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ので、そのことについて、ここで反問権ということはありえませんから聞くことで

はないのですが、そういうことだということを申し上げておきます。そごなくやっ

ているんです。 
○委員長（村本照光君） 山崎君、何かありますか。 
○２番（山崎 仁君） この事案、いわゆる立木の話が今ありました。その後に調査

権の話もありました。調査権というのは議員個々に与えられたものではないわけで

すよね。これはすべての権限は議会に与えられているんですよ。だから、個々に調

査をしてというよりも、議会としてどうかする。だから調査をするのであれば、そ

れなりの仕組みでやればいいだけ。 
○１０番（山本 豊君） （なにごとか言う声あり） 
○２番（山崎 仁君） 委員長、不規則発言ですよ。その時点で、売り払いに対して

の、当然いわゆる、決算ですから。それぞれ監査はなさっていると思います。私、

固有名詞という個人ではなくて、議会推薦の監査委員、どうあるべきかということ

を思っているわけですよ。そのときに、先ほど出たようないろんな、例えば周知の

仕方、これらがどうだったか。その時点の問題ですよ。ですから今後、議会として

遡求をしながらこういう議論をしていくのか、それとも決算の重みを、決算認定、

この議決の重みをどう捉えていくか。私はここのところを言っただけです。 
○委員長（村本照光君） 山本委員なにかありますか。 
  向井君。 
○３番（向井孝一君） 今回の合同委員会というのは、やっぱり町民の人たちから疑

義をもたれて我々に質問が来たわけですよ。それに対して、どうしたらその内容を

情報公開をして町民の皆さんに説明できるかということから始まったことなんで

すよね。でやっぱり、先ほど山崎委員のほうから会計認定終わってから何言ってい

るんだということだけれども、誰一人として知らなかったと。先ほど山本委員がい

いましたように、現場を見て初めて、あれ、という感じて皆さん分かったわけでし

ょう。それに対して、どうしてこういうことになったんだ、と聞かれても答えるこ

とが出来なかったんです、我々は。やはり、基本条例を先輩方が作ったわけでしょ

う。開かれた議会を目指す。そして町民の、議員の資質だとかなんとか謳っていま

すよ、それは地域の人たちだとか町民に疑惑をもたれるようなことをしてはいけな

いということになっているんですよ。それらをモットーにして、今回の合同委員会

を開いて、ある程度の質疑をして理解をしてきていると。完全に理解していないん

だけれども、そういう今あれですよ。だからといって職員を攻撃したり誰かを攻撃

するということではない。事実関係をきちんとして、町民に知らせるという、それ

が我々の責務だというふうに自覚しております。そういうことで、今後も進めてい

ただければと思います。 
○委員長（村本照光君） 委員長としまして、これ以上の議論は必要ないかと思いま

すので、他になければこれをもちまして、合同委員会を閉会したいと思いますけれ

ども、よろしいでしょうか。 
（「よろしい」の声あり） 

 
   ◎閉会の宣告 
○委員長（村本照光君） それでは、これをもちまして合同委員会を閉会いたします。 
  どうも皆さんご苦労様でございました。 
 
                           閉会 午前１１時５６分 


