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平成２０年白老町議会広報広聴小委員会会議録 

 

平成２０年７月１５日（火曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後１２時５０分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議会だより１２４号（７月３１日発行）の校正について 

２．議会だより編集方法について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議会だより１２４号（７月３１日発行）の校正について 

２．議会だより編集方法について 

                                         

○出席委員（７名） 

副小委員長 斎 藤 征 信 君      委  員 本 間 広 朗 君 

委  員 前 田 博 之 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 玉 井 昭 一 君 

委  員 吉 田 和 子 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

小委員長 鈴 木 宏 征 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

主   幹    森   隆 治 君 

     書   記    小山内   恵 君
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◎開会の宣告 

○副小委員長（斎藤征信君）  はい、それでは皆さんおはようございます。 

 これから広報広聴小委員会を行いたいと思います。 

（午前１０時００分） 

                                         

○副小委員長（斎藤征信君）  きょうの議題なのですが３つございます。１つ目は 124 号の校

正についてであります。２つ目は議会だよりの編集方法について、これは皆さん、この間の宿

題になっていた部分の整理をしたいというふうに思います。大体、これでお昼まではたっぷり

かかるのではないかというふうに思うのです。もう一つの課題というのが、これが本来の仕事、

第３次議会改革の内容について、この小委員会としてどう進めるかという日程を決めていかな

ければならない、全体的な、全議員にかかわる問題ですので、これは相当大きな問題なのです

が、これは、きょう問題点だけはっきりさせて、この次の日程にずらしたいというふうに思っ

ております。こういう問題を抱えているということを皆さんに認識していただいて、この次、

日程を入れていきたいというふうに思います。 

 最初に校正と、それから今後の編集方法について、これをきょうはきちんとおさめたいとい

うふうに思っております。そういうことであとの話し合いについては、それぞれの話になりま

すので、暫時休憩ということにしたいと思います。 

休憩 午前１０時０２分 

                                         

再開 午前１１時３６分 

○副小委員長（斎藤征信君）  再開します。 

次の議題であります、議会だよりの改革につきまして、編集方法を決めたいと思いますが、

問題がたくさんあります。ゆっくり時間をかけられないので、できるだけ協力いただいて、で

きるだけ早くスピーディーに進めたいというふうに思っています。そこに入る前に、もう一点

ご報告がございます。 

○事務局主幹（森 隆治君）  事務局からなのですが。７月に全国町村議会広報コンクールと

いうことで、今回また 19 年の７月から 20 年６月までの間に発行された議会だより、これを出

していただきたいということです。前は 19 年のちょうど同じ時期 19 年の７月からなのですが、

第 28 回の北海道町村議会広報コンクールに、19 年７月 31 日 120 号、これが、白老町は入選し

て受賞されています。これから始まるのですが７月から、ここで持ってきているのですが、平

成 20 年の６月までのこの４つのうち、また全国のほうのコンクールに出品があれば出していた

だきたいというふうに要請がありました。それで、この４点の中から皆さんで選んでいただい

て申し込みたいというふうに考えておりますので、その点一つ、お話していただきたいです。 

○副小委員長（斎藤征信君）  これは早急に、提出するかしないか決めなければなりませんの

で、少し時間をとって話したいと思います。実際には、今聞いたように、こちらが入選した作
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品ですけども、皆さんが委員になる前の編集なのですよね。ですから、これはこれで今度皆さ

んが編集にかかわった部分として、これがあるので、この中から出せればというふうにも思い

ますけど。なければ、これでもいいのかとも思いますけども。 

○委員（玉井昭一君） 同じものを出すということは、だめなのですよね。 

○事務局主幹（森 隆治君）  それは別だけがいいです。今、言ったように 19 年の７月から

20 年の６月までの間に発行されたもので、１町村１作品ということになっております。 

○委員（玉井昭一君） １回入選しているのですよね。 

○事務局主幹（森 隆治君）  これは、道のほうです。今回は全国のです。 

○委員（松田謙吾君） これを出せばいいのではないですか。今のを。 

○事務局主幹（森 隆治君）  これは間に合わないです。７月１日以降の発行の広報誌は審査

対象になりませんと書いてありますので。 

○委員（松田謙吾君） ６月に直せばいいのでは。 

○委員（玉井昭一君） 見なくては、みんなわからないです。 

○副小委員長（斎藤征信君）  でしたらこれを回覧しますから、見てどれがいいか大体頭に入

れて、後で議論します。その間に議事を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 アンケートについて各会派のご意見を聴取したのですが、出ているのが共産党と公明党と新

風と３つから出ております。出ていない部分につきましては、まだ記入されていないのかと思

いますので、今討議の中で、ご意見として出していただければと思いますので、よろしくお願

いします。ここで決めたことは、どんどんこの次のときから使えるものは使っていくというふ

うにしたいと思いますので、あいまいではなくて、やるものはやると、あとは課題として何が

残るかということを明確にしながら、皆さんで話してかわったらかわったように事務局の体制

もそういうふうにしていかなければなりませんので、すぐできるかどうかというのは、討議し

た後に決まるかと思いますけども、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、１問目からまいります。１問目は年４回の発行回数はどうかと。今までで年４回

でいいかどうかということで、ご意見伺いたいと思いますが、出されている中身では、全部４

回でいいのではないかということですが、本会議にあわせて４回、今までどおりの発行という

ことで、この件どうですか。はい、どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 私どもも４回でいいと思います。 

○副小委員長（斎藤征信君）  そうですか。全員賛成ということで、従来どおり年４回で進め

たいと思います。決定いたします。 

 次、臨時誌をどう発行するかと、タイムリー記事の取り扱いということで、記事が遅くなら

ないように、なるべく新しいうちに出したいということがあったのですが、この臨時の発行に

ついてのご意見伺います。はい、どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） ちょっと質問。臨時誌、先だって一部出ましたよね。これは費用いく

らくらいかかるのですか。 

○副小委員長（斎藤征信君）  一回発行すると、経済的にはどうですか。財政的な。今、言っ
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ているのは、本ではなく一枚ものですね。 

○委員（玉井昭一君） この間出した特集号です。あれは、いくらくらいですか。予算もある

だろうから、何でも出せばいいというものではないですから。 

○副小委員長（斎藤征信君）  臨時誌の予算はとってありませんのでね。その辺が一番の問題

かと思いますけども。 

○事務局主幹（森 隆治君）  ちょっといいですか。金額的に押さえていませんが、ただ、い

つも年４回の議会だよりを出すときに、多少ページ数、動くものですから、ある程度幅をもっ

て予算をとっております。昨年は、今、その中で残った金額の中で特集号出したということで

す。ですからことしもやることによって、ページ数がかわってくれば、多少それが残る、それ

が、また特集号に回せるかというふうには思いますけど、金額についてはちょっと。 

○副小委員長（斎藤征信君）  はい。 

○委員（吉田和子君） まず特集号を出すべきか出すようにするかどうか決めないと、方向が

まだ揺らぐと思います。 

○副小委員長（斎藤征信君）  年４回のほかに、特集号というものを発行することが必要かど

うかと、その辺のご意見というのはございますか。はい、どうぞ。 

○委員（本間広朗君） 会派では一応、こういうふうなことになっていますけど、出さなくて

もいいという方もいました。結局、こういうふうになったのですが、もちろん臨時誌ですから

何かあったときに、多分出すと思いますので、やっぱりその部分はとっておいたほうがいいの

かと。いつでも速報として発行すると、ここにも書いてありますけど、何かあったときに、そ

れこそ玉井委員のような議会で何かあったことを速報として出すような、常に体制でいたらい

いのかと思って、それが私たちの考えで、全くなしにしてしまうとやはり・・・。ただ、やは

り会派の中でも、議員としてなかなか忙しくなっているので、そこまで回るのかどうかという

意見もありました。ただ会派としては速報として、もっていたほうがいいのかという意見です。 

○副小委員長（斎藤征信君）  はい、そのほか。はい、どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。私たちは特別なことはそんなにはないと思っているのです。

だから今、私、予算聞いたのですが、予算も大変なことだろうし、できることなら今のうちは、

もう少し様子をみて、絶対出さなくてはならないという意見ではないです。だから予算がある

にこしたことがないですが、無理して予算もとらないで、ここ少し様子をみるべきではないか

というのが、私たちの意見です。 

○副小委員長（斎藤征信君）  共産党の会派なのですが、実際には議会だよりというのは、議

会で決定したことだとか、相談をして納得できた部分を出しているわけですね。ですから新聞、

ニュースみたいに、何かあったからそれをどんどん流していくということではないだろうとい

うことでいえば、特集号で何か新しい企画で出すなんていうことになれば、これは普通の広報

でも間に合うわけですね。この間みたいな特集号で出すというのは、本当に特別なことだろう

というふうに思うのです。実際に、ここの中で話し合われたときに出されたので、記事が遅く

なるのではというような話があったのですが、実際に記事が遅くなるといっても常任委員会で
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決定して議会の承認を得たものを、きちんと載せているわけですから、その時期、その時期に

載せているので、特別遅くなっているわけではないはずだということで、これは私たちも、無

理はするべきではないだろうというふうには考えました。 

はい、どうぞ。 

○委員（前田博之君） 私もタイムリーな記事の取り扱いは、必要であれば出すべきだと思い

ます。それと、やはり通年議会が導入されたということは、町民の人方にも、きょうの広報の

記事にもなっていますけども、タイムリーに何かあったときに議会を開くという言い方をして

いるのです。そうすると内容の強弱ありますけども、本当に町民が必要とする案件も当然ある

と思います。そういうふうについては、出す必要があると思います。議会として速報としても

臨時号としても、そういう部分で必要かと思います。 

○副小委員長（斎藤征信君）  例えば、どんなことが考えられますか。タイムリーで出さなけ

ればならないというのが。 

○委員（前田博之君） これから、そういう問題が出てきたときに、議会がすぐ議会を招集し

てやるわけですよね。そういうときに、それが本当に大きな問題かどうか認識したうえでとい

うことです。逆にこの前言ったように日本製紙の黒い雨、程度の差は別です。あれが仮に住民

に何か被害があって大変だというときに、ではそれを当然議会で、すぐ開いて医療対策やると

いうけど、そういう大きな問題になったときに町や広報も取り扱わなければならないし、議会

としてどういう対応したかということで、きちんと知らせる必要もあるのかと思います。例え

ばです。あるいは、今やっている財政改革プログラムも今後どうなるかわかりませんけど、説

明責任で町民のところに行くのかどうかわかりませんが、前回みたく、やはり議会で何をした

かということを知らせる必要があるわけです。これは定例の議会だより、出すのか別にしても、

そういうとらえ方あると思うのです。 

○副小委員長（斎藤征信君）  もう１回お尋ねしておきますけども、例えば、そういう記事と

いうのは、それが出たから速報として出すという性質のものではないですよね。ある程度のそ

ういうものが、いくつか集まって特集号で出せる分くらいあればいいですが、そういう事件が

あったから、ひとつ議会がどう対応したかと、すぐ出せるというのは、そこまでいくと、また

別な任務になってしまいます。そうすると、どう議会がそれを対応したかというのは、次の通

常号で間に合わないかと。 

○委員（前田博之君） 私は間に合わないか判断しなくてはいけないと思います。やはり今ま

でみたく、今まで議会何やっているのかという話になるのです。そのときに、これは短期間に

集中的に審議してこういうことだと。町と対立して、みんな議会でこういうことやったのだと

いうことを、必要であれば、そのときペーパー１枚でも２枚でもいいから出すというような姿

勢を、私は、そういう意味で臨時誌が必要ではないかということです。本当にやるのであれば、

今言えば７月に出ますから８月１日に発行するかと言って、今延び延びしているのではなくて、

どうしても今出さなくてはいけない問題、議会がびっしり審議して、その結果知らせるという

ことがあるのではないですか。逆に変な話、隠される問題もあるのですから、それもやはり議
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会がどうやったかということを、タイムリーに知らせる姿勢も必要だと、私は思うのです。変

な意味ではなくてです。 

○副小委員長（斎藤征信君）  わかりました。その辺について、ご意見があればお聞きしたい

のですが。はい。 

○委員（吉田和子君） 出す出さないということは、どういうときに出しますかと言われたの

ですが、出てこなければ事例はやはり出てこないと思います。今まで出しているものを、事例

にする以外ないと思うのです。やはり必要かどうかというのは、委員会できちんと精査をする

と。それともう一つ考えなければならないことは、さっき玉井委員が言った予算のこと、それ

から配布をする方法、これはやはり町内会に、広報を全世帯に配布することとなれば、そうい

う日程的なものも考慮しなければだめだと思うのです。それから予算の部分では、さっき言っ

たように委員会でもし取り上げて、その考慮することであって、でも、あとの結論出るまで１

カ月かかるかもしれないけれども、結論が出た時点で、これは早急に広報すべきだとなったと

きに、私は特集号で出した財政の検証したときのではなくても、普通の用紙にこうやりました

という、私たちの手づくりのものでいいような気がするのです。特集号ですから。広報という

定例で４回出すのは、きちんとしなければならないですが、前に町民との懇談会やったときに、

あんないいもの使わなくても、冊子でもいいのではないですかという話が出たことがあるので

すよね。だから特集号だから、そんないい紙でなくてもいいから印刷、町連合のあそこに行く

と１枚１円か２円かな。号外という形で、内容だけはきちんと責任持てる。きちんと委員会で

終了した、それとか何かが終了して報告ができる状態になったときに、その１枚ものにまとめ

て、それを町広報と一緒に入れてもらって回してもらうとか。そういった方法をとったらいい

のかと私は思っていたのです。何かお金のかかるいろんなことを精査して、その中で必要かど

うかということは、やはり小委員会できちんと精査をして、今、委員会でこういうふうにやっ

ているけれども、特別委員会でこうやっているけれども、これどうかと、ちょうど定例会の報

告と今回みたく一致すれば、常に議会みたいに一致すれば、それで一緒でいいですが、一致し

なかったときの対応をどうするかというのは、やはりいつでも委員会開けるわけですから、小

委員会で検討して、そして今回は見合わせましょうとか、これは皆さんにお知らせすべきだと

いう判断をしていったらどうかと思うのです。だから事柄にというか、今は事件というのです

ね。事件に応じて小委員会として対応していくと、出す手法をそのときにきちんと、お金のか

からない方法で、ただ、配布の方法もありますので、その日程的なものもきちんとそのとき検

討すると、そういった形で余裕をもたせておくというか、出さないと決めたのではなくて必要

に応じて出すということで。 

○副小委員長（斎藤征信君） 配布については月末町内会で回るのに載せるということですね。 

○委員（吉田和子君） あれに間に合わすのは、25 日くらいまでに出さなくてはなりませんね。 

○事務局主幹（森 隆治君）  そうですね。 

○副小委員長（斎藤征信君）  また新しい手法が今提起されたわけですけども、お金のかから

ない形で、できるだけ早く出せるという体制をとる必要があるということなのですが。その内



 7 

容については、もちろんその事態に応じて、ここで必要かどうかは検討をするということにな

るかと思いますが、そういう体制をとることが望ましいということでは皆さん賛成していただ

けますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副小委員長（斎藤征信君）  では、そのような体制で、予算はことしはどうにもなりません

が、これから予算づけもきちんとお願いしていかなければならないかと思いますけど、そうい

う体制で、もし町民にこれは伝える必要があるというものについては、即座に対応するという

形で、そういう体制になるように頑張っていきたいというふうなことで、ここはおさめたいと

思います。あとは新しい企画とかは今考えなくていいですね。 

○委員（松田謙吾君） 今度、通年議会になったのだから、議会だよりではなく、広報げんき

に町政内容ありますよね。あそこに議会だより欄というのを、どこかに少しつくって、そして

そういう通年あるのですから、議会だよりは４回しかないので、あとの８回は出せないわけで

す、毎月とすれば。だから議会だより欄というようなのを少しつくって、そこに、緊急のよう

な議会であったようなのを少し入れるということのほうがいいのではないですか。 

○副小委員長（斎藤征信君） ４回以外のときは町広報にお願いして、今度は町の広報とコン

タクトとらなくてはならないですね。そちらの了解をもらいながら。そうなると定期的に記事

を出さなければならなくなりますね。何かあったときにつくってもらうと。 

○委員（吉田和子君） さっきおっしゃったように町広報に載せてもらうというのは、町広報

も予算組んでやっていますから、議会のページが入ってくることで、その辺がどうなるかとい

うことがありますから、さっき言ったようにつくって、そこに入れてもらうというのもいいで

すし、どこかの１ページ、だから、町とのやりとりの中でやらないとできないことなのです。

ページ数取ってもらうということが可能かどうかということもあります。 

○委員（松田謙吾君） 町政だよりも、室蘭信金とか何とか、宣伝みたいの毎月出ているけど、

ああいうふうに議会も何か問題あったときに入れてはどうですか。 

○副小委員長（斎藤征信君）  そういう町との相談はできそうですので、申し入れてみます。 

○委員（玉井昭一君） 今の話と違う話があるのですが、例えば町連合ありますよね。あそこ

に輪転機あります。あれは１枚３円でできます。そうすると３円で、例えば 9,500 世帯、約３

万円で、その枚数はできます。１枚であればです。だから号外１枚なら、あとは手間は町連合

が毎月配るのだから、そのときにあわせると３万円でできます。 

○副小委員長（斎藤征信君）  それだったら、町の広報に枠をとってもらって載せてもらった

ほうが安くなります。３万円もとらないです。枠、一区画確保できれば。 

○委員（玉井昭一君） どっちかわからないです。そういう方法もあります。だから、その辺

を基準に考えていけばいろいろな方法もでてきます。 

○委員（吉田和子君） ただ、町広報詳しく見ますか。あれだけ厚いの。私は、１枚もののほ

うが見てもらえると思ったのです。私も町広報と思ったのですが、結構細かくてページ数多い

ですね。一般の人達も、すごく見づらいとかでてきています。 
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○副小委員長（斎藤征信君）  言ってしまうとどちらも同じなので、議会としてはどこかへ報

告しているということが大事なのであって、その枠を持っているということのほうが大事かも

しれません。 

○委員（玉井昭一君） そんなにないと思います。そんなに号外たくさんあったら、大変です。 

○委員（吉田和子君） 本当に報告したいことがあったときは、１枚もので、もしかしたらつ

くれるかもしれないと。 

○副小委員長（斎藤征信君）  そのあたりも検討しながら進めたいというふうに思います。 

○委員（松田謙吾君） 本来、号外があったら議員が号外出すべきです。それが議員です。議

員の仕事です。 

○副小委員長（斎藤征信君）  それで今度、議会報告会の問題が３つ目の課題に出てくるわけ

です。それでは、大体今のことでわかりましたので、そのようにまとめておきたいと思います。

後で町と話をしたりして情報があれば、また皆さんにお知らせすることにしたいと思います。 

それでは次、３つ目、一般質問等の原稿担当ということで、議会だよりをどうつくっていく

かということで、一般質問をなるべく町の答弁を長々と書くよりは、自分が言いたかったこと、

質問で追求したかったことを、きちんとわかるような記事にしていきたいという提案がされて

いたわけですね。それであれば個人一人一人が記事を書くべきではないかという話があったわ

けです。一般質問の中身、皆さんに応援してもらって書くということで、そのあたりについて

のご意見伺いたいと思います。 

○委員（吉田和子君） １点目を確認したいのですが。１点目、１答目の答弁は載せないとい

うことで考えるのですね。 

○副小委員長（斎藤征信） まだそれは全然、そんな話はまだしていません。 

○委員（吉田和子君） それによって、すごく違ってくると思うのです。本人の載せたいこと

を載せてくれということになると、本人に書いてもらうようになるし、あくまでも最初の質問

は、やはり入れるべきだということになれば、質問、答弁もあるわけですから担当を決めてや

るし、その辺が。 

○副小委員長（斎藤征信君） その辺、皆さんのご意見をお聞きしたいのです。はい、どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今後もそうですけど、後の紙面の工夫もいきますが。ここもらってい

ますが、これが１ページに２人ですか。それによって関係がでてくるのです。２問質問した人

も２問入らないのですから１問に絞って、では、この質問だけは頭からやって、実は３問目が。 

○副小委員長（斎藤征信君）  そうすると、そちらを先に話をしたほうが早いですね。枠をど

ういうふうにするかという話を。これを後にしようと思ったのですが、それを先にやったほう

がいいですか。はい、どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君）  皆さんに配布したものは、これは今回のですが、ただこれは、

目的は４段にした場合と５段にした場合という形で載せているのです。それで、うちのほうに

送られてきた各町村ばらばらです。４段、５段、あるいは６段というところもあります。うち

のほうにある議会だより、これを見ていただければわかると思います。それによって、うちは
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今５段を採用しています。あと４段やっているところもいろいろありますけれども、それは規

格のほうにかかわるものですから、それを見ながら議論していただければと思います。 

○委員（前田博之君） ただ段を組むだけの話ですよね。その前にスペースの話です。段組み

の話はいいです。 

○委員（吉田和子君） 最初に聞きたいのですが、１ページ２人にするということは、ページ

数を少なくする、広報誌に予算関係なくするという意味ですか。だから２人にする、１ページ

使わないという意見ですか。その辺整理できていないです。 

○事務局主幹（森 隆治君）  今、３番のほうの一般質問との原稿検討ということで、皆さん

から出たのが４点ありまして、そこで議論していただこうかと、それによって例えば４段とか

５段とかなってきた場合に、こういう形になりますという形の用紙というふうにとらえていた

だければと思います。１点目は皆さんから出されたのは一般質問・代表質問掲載というのは、

質問した本人が原稿を担当するという意見が出たということと、それから町側の回答欄が事務

局からテープを借りて作成すると。議会だよりなので、質問の文字数を多くして回答欄は少な

くしたらどうかと。従来、１問目の質問と答弁を要約掲載していたけれども、今度は質問と答

弁の趣旨がわかるよう全質問と答弁を要約した掲載してはどうかという意見が出たものですか

ら、それを皆さんで持ち帰って議論していただいて、それをこちらのほうで審議していただこ

うということの流れなのですけれども。 

○副小委員長（斎藤征信君）  今の話の中では、１ページを１人にするとか、２人にするとか

という話にはなっていないのですか。 

○事務局主幹（森 隆治君）  はい、なっていないです。 

○副小委員長（斎藤征信君）  それは、ないのですね。 

○委員（吉田和子君） そうしたら、こちらのやり方を考えて、そしてこの手法をとるために

は、１人１ページでいいのではとか１人半分で済むのではという話になったら、そのときに検

討すればいいということですね。 

○事務局主幹（森 隆治君）  はい、それは出てくるということです。 

○副小委員長（斎藤征信君）  １ページを２人で使うという形になると、こういう形になるだ

ろうと、こういうことですね。 

○事務局主幹（森 隆治君）  もう１回説明しますと、今まで従来どおりは、１ページに１人

の方が一般質問という形で載っています。 

○副小委員長（斎藤征信君）  代表質問は１ページを使って、一般質問は２人で１ページにす

るという意見でていませんでしたか。それは、正式な意見ではなかったでしょうか。 

○委員（吉田和子君） いろいろな意見出て、１人１ページも、こんなにとっていいだろうか

という話も出ていましたよね。そんなことを含めて、でも内容が決まらないとページ数がはっ

きりしないのかと思いますけど。私は両方あわせて議論するのかと思っていました。ページ数

は 14 ページだけみたいになっても構わないということなのですね。予算の関係では。 

○事務局主幹（森 隆治君） 一応、予算の関係では 14 ページという基本となっています。ち
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なみに３月に出している代表質問は１人１ページになっています。 

○副小委員長（斎藤征信君）  代表質問は１ページでいいですね。どうしても１ページに２人

載せるときつくなります。これで続いたら読まないでしょうね。 

録音していますので、手を挙げて名前やっていただきます。 

○委員（吉田和子君） 議事録とらないで議論して、結論出たことだけ記録してもらうような、

確認したことだけ載せてもらっていろいろな意見出て、それで固めていくようになりますので。 

○副小委員長（斎藤征信君）  では、自由討論としますので、暫時休憩します。 

休憩 午後１２時０７分 

                                         

再開 午後１２時１６分 

○副小委員長（斎藤征信君）  再開します。 

 この１人１ページの割りつけにつきまして、今までの、従来どおりの見やすい方法を採用し

たいと、それでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副小委員長（斎藤征信君）  では、それを基本にするということにしたいと思います。 

では次に、内容について入りたいと思います。暫時休憩します。 

休憩 午後１２時１７分 

                                         

再開 午後１２時３５分 

○副小委員長（斎藤征信君）  では、休憩を閉じて再開いたします。 

この一般質問の内容につきましては以前に確認をしましたように、１問目だけではなくて、

本人の主張がきちんとわかる、そして、どういう答弁を引き出したかがよくわかるような編集

をしていきたいということから直しますが、ある一定の１問目につきましては、今までのよう

なまとめ方でまとめていくと、それもかなり縮めないといけなくなると思いますので、省略し

ながらきちんとまとめると、それに基づいて、次の自分の主張の部分については、全員に記事

を依頼するということでよろしいですね。その場合に、ある一定のルールが必要になるかと思

いますけども、それは後で検討することにして、その人の原稿担当者を決めておくと、そして

何かがあったときには、その担当者と相談しながら直していくということ。 

それからもう一つ懸案になっていました、テープに基づきながらやっていくということは、

それに頼るのではなくて何か問題があったときにテープをほどいてみるということで、正確に

するということで確認をしたいと思いますが、いかがですか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副小委員長（斎藤征信君） では、そのようにここの部分はまとめたいと思います。いいで

すね。はい、まだありますか。 

○委員（吉田和子君） １人 75 行とか決まっていましたね。ですから割り振りだとか、行数は

小委員長いないので、副小委員長と事務局で、どのくらい個人主張のルールを決めて、何行以
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内とか決めないといけないと思います。 

○副小委員長（斎藤征信君）  皆さんに依頼をするときに、そういうことも決めて何行以内で

まとめてくださいという形にしなければならないと思いますので、その辺は後で皆さんにもお

知らせしたいと思います。はい、わかりました。 

 大分時間が過ぎていますが、もう少し時間ください。 

 ４番目のチェック体制は、今決まりましたね。チェック体制はこれでよろしいですね。 

では、その次の掲載の仕方、レイアウト、紙面の工夫について話をしたいと思います。暫時

休憩します。 

休憩 午後１２時３８分 

                                         

再開 午後１２時４３分 

○副小委員長（斎藤征信君） 休憩を閉じて再開いたします。 

ただいまの町民の声をどのように載せていくかということでは、これから議会報告会、ある

いは町民懇談会、いろんな形で町民の声を聞いていくことが必要になっていきますので、その

ページ数がふえることだと思いますけれども、それをなるべく原則的に 14 ページから 16 ペー

ジ以内で編集できるように、委員会として努力をするということで、編集が今までのことと少

しかわる可能性も出てくるけれども、切り詰めながら、なるべくページ数はふやさないように

努力をしていくと、その中で編集するということで、ご了解いただきたいと思いますが、いか

がですか。よろしいですね。 

それから、割りつけといいますか、レイアウトといいますか、そういうことにつきましては、

編集委員会の中で、その都度考えていくということでよろしいですね。大体予定した内容につ

きましては、一応、一通りずっとやってきましたけれども、最後に今話されてきたようなこと

が、この次の号から採用していけるかどうか、このあたりについて考えたいと思うのですが、

事務局のほうで、今までの決定の中でどう考えますか。それを教えてください。はい、どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君）  今出されました意見で、ほとんど従来どおりかわらないのです

けども、紙面については５段を使うということですから、従来どおりということです。ただか

わるのは、今出された一般質問の中の文字数を何文字にするかというところで、自分の２問・

３問の質問等については、主張する欄を設けるということについては、事務局と副小委員長と

の間で協議しながら、また皆さんに諮っていきたいというふうに思っております。ですから、

これについても何とか間に合えば９月から採用できるのではというふうに考えております。そ

のほかは、それほどなかったと思います。 

○副小委員長（斎藤征信君）  それでは予定した案件、大体ご協力いただきましたので、決定

いたします。 

 今日の議題はここまでにして、最後一つ、先ほど提起いたしました、全国のコンクールにつ

きまして、これに参加するかどうか、これについてのご意見いただきたいと思うのですが。 

○委員（吉田和子君） 道の今回、小委員会でやっていましたけど、参加が 28 町村、議会だよ



 12 

りとか道の出しているのに書いていましたよね。前より参加が少ないですよね。みんな参加し

なくなってきたのですか。考え方がかわってきているのか、大体ほかのいいところを見て、大

体それでやっているから、そんなことに参加しなくても自分達が読んでもらいやすい方法でつ

くればいいという考えで出さないのかわからないですけど、審査する先生の考え方、好みで大

分かわってくるのです。だから講習に行っても、その先生の考え方は、あなたの考え方でしょ

うと思うような感じで聞いていることもありますので。でも住民としてはいろいろ評価受けた

りとか。 

○副小委員長（斎藤征信君）  私が議員になった頃は、新しくどんどん、このまねをしながら

初めて議会だよりをつくるというところがすごくありました。どんどんふえて。だから、その

ときにかなりの応募がふえてきていたと。ところが今、経済的にも財政的にも抑えていかなけ

ればならないと、うちも２色刷りから１色刷りになってしまって、そういうふうに、どんどん

かわってきているものですから、参加というのも割りに抑えられてきていると思うのです。 

○委員（吉田和子君） 町広報と合併しているところもあります。 

○副小委員長（斎藤征信君）  ですからいろんなことで、そういう状況あるのですけれど、一

応つくっている以上、励みとして出すことは構わないのではないかと思うのですが、これは参

加費かかりますか。 

○事務局主幹（森 隆治君）  かからないです。 

○副小委員長（斎藤征信君）  そうであれば、一部出して参加すると、それがどう評価されよ

うが、それは余り気にしないでということでやっていきたいと思いますが、特にこのうちどれ

を参加させるかということで、ご覧になったうえで決めたものありますか。これをみんな見た

うちで、気に入ったものありますか。 

○委員（前田博之君） 私は 123 号。 

○副小委員長（斎藤征信君）  質問以外のことでしたら、こちらのほうが議員報酬削減して、

頑張っているという記事とか、それから議会がこのように開かれていますという統計表出てい

ます。このほうが中身があります。これは、当たり前の記事になっています。委員会レポート

と、あとは議会で決まったことしか書いていませんから、中身はさほどありません。これがよ

さそうな気もしますが、どうでしょうか。賛成いただけますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副小委員長(斎藤征信君)  122 号を提出するということで、ご了解いただきます。 

                                         

◎閉会の宣告 

○副小委員長(斎藤征信君) きょうの日程は、全部終わりました。長い間、ご苦労さまでした。

終わります。  

（午後１２時５０分） 


