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平成２０年白老町広報広聴小委員会会議録 

 

平成２０年４月１０日（木曜日）  

   開  会  午前１０時０４分 

   閉  会  午後 ２時００分 

                                         

○議事日程 

 調査事項  

１．第３次議会改革について  

 ２．その他  

                                         

○会議に付した事件 

 調査事項 

１．第３次議会改革について  

 ２．その他  

                                         

○出席委員（７名） 

 小委員長 鈴 木 宏 征 君      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 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 吉 田 和 子 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 
○小委員長（鈴木宏征君）  ただいまより、広報広聴小委員会を開会いたします。 

きょうの議題なのですが、第３次議会改革についてということで、皆さん事前にお配りして

おりますので、皆さん持って来ておりますでしょうか。もし、持っていなければコピーいたし

ます。休憩します。 

休憩 午前１０時０４分 

                                         

再開 午前１０時０７分  

○小委員長（鈴木宏征君）  休憩を閉じて小委員会を再開いたします。 

今、お配りしましたものを含めてですが、大きく分けて１、情報共有制度と２が町民参加、

３が議会基本的事項で４が議会の運営、５が自治基本条例外の項目という五つの大きな項目の

うちの小委員会に付託された分については１と２、情報共有制度と２の町民参加ということで

ございます。この部分について、皆さんと議論をしていただいて、ある一定の議論をしていた

だいた後に、会派に持ち帰っていただきまして、最終的に会派の意見をまた小委員会に持って

来ていただくと、そういうような手順で進めていきたいと思います。議運のほうもそういう手

順で進めておりまして、昨日全部議運付託された３、４、５の議論を終えて、終えたものを会

派に持ち帰って会派で議論をしていただいたものを、また議運に持ち帰っていただくと、そう

いう作業を進めておりますので、小委員会もそういう形で進めていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは早速ですけども議論に入りたいと思いますが、まず情報共有制度の中の１の町民に

開かれた議会の中の次のまた１ですが、議会情報の公開という部分で議論をしていきたいと思

います。具体的な項目の中に６項目ありまして、１項目ずつお話していきたいのですが、まず

議会年報の作成と公開でございます。今、白老の場合は、議会年報というのはつくっておりま

せん。議会年報というのはどういうものかということで、厚真の資料がありますので、ちょっ

と見ていただきたいのですが、要するに１年間議会であったことを一つの冊子にして、１年間

議会でこういうことがありましたよということをお知らせというのか、まとめたものをどうい

うふうにと考えていただければいいのですが、厚真の場合は全項目で 40 か 50 ページくらいの

ページ数にわたって、委員会で審議された事項とか、議会で一般質問された方の名前とか、あ

とどういう項目で一般質問したかとか、そういうことが１年間分全部まとめたものを議会年報

というものだそうです。白老についても情報公開の中で、その都度は情報公開しているのです

が、それをまとめたものというのを今のところつくってはおりませんので、議会年報という形

で作成して公開したらどうかということの議論でございますが、このことについてはどうでし

ょうか。何かご意見があればお伺いしたいと思います。松田委員。  

○委員（松田謙吾君） これは、どういうふうな配布の仕方をするのか。全世帯。  

○小委員長（鈴木宏征君）  それは議論の中だと思います。これだけの冊子になりますので、



 3 

厚真の場合も全世帯ではないというふうに聞いております。ある施設に置いたり、インターネ

ットの中のホームページありますよね。議会のところを開くとそれが見れるとか、全戸には配

布していないというふうに聞いています。 

○委員（松田謙吾君） 全戸に配布していなければ、今と何も変わらないのではないか。議会

だより出して、インターネットに全部やっているよね。あれは全世帯に配布したら見るだろう

けれども、本当に興味のある人しか見ていない、正直言って。そうすれば、今と同じ理屈では

ないか。今、全部公開しているし、議会だより出しているし、大した意味ないような気はする

けど。 

○小委員長（鈴木宏征君）  玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  それと、これ費用結構かかると思うのです。例えば仮に全戸配布する

と言ったら何十万もかかるでしょう。それに今、松田委員言ったように、図書館に置くとか主

要な所に置くとすれば、それはそれなりの費用だろうけども、全戸配布というのは無理かなと

は私も思うのだけれど、今言われたように要所要所に置くとして、どれくらいの費用かかるか

なと、この辺も問題だと思うのです。費用によってまた考えなければならないことも出てくる

と、私は思うのだけれど、ただ全部の公開といっても、インターネットにあるだけでも公開は

公開なのです。松田委員言ったように今やっているのだよね。だから、その辺をどう踏まえて

やるべきかと私も思います。同じような意見ですけど。 

○小委員長（鈴木宏征君）  インターネット上だけの公開であれば、そんなに費用としてはか

からないと思うのです。これを冊子にしたり何かするということになれば、費用はそれなりに

かかりますよね。  

○委員（玉井昭一君）  もし、インターネットであれば、今松田委員言われたように、既に公

開されているのではないですか。というのとは違うのですか。  

○主幹（森 隆治君） インターネットで見られるのは、議事録とか会議録とか単独なのです

ね。今回の議会年報というのは、１年間の議員皆さんのやられた活動が全てそこに集約されて

いると。ですから、逆に言えば皆さんの活動の中身を見れば、この時これをやったなというの

がわかる。議会だよりには細かいことまでは書いていない。  

○委員（松田謙吾君）  細かいことまでは書いてはいないけども、いつ議会開いたとか書いて

いるでしょう。興味のある人はそれを見ればいいわけだからと言っているのです、私がさっき

言ったのは。  

○小委員長（鈴木宏征君）  今、事務局のほうでお話したのは、議会だよりは議会だよりをず

っと取っていて見れば同じようになるのですが、その都度なのですね。ただ年報ですと、それ

を見ると全部１年間がわかるので、その違いというのはあるのかもしれませんけれども。結構、

厚真の部分も細かく、議会でやられたことは本当に細かいところまで出ておりますし、今回う

ちの議会の中でも、どういう委員会の中で出席が何人だとか欠席が何人だとか、細かいところ

まで出したこともありますけど、それの１回１回が、それを見ればわかるというようなもので

して。今いろいろ松田委員からも玉井委員からも意見がありましたけれども、そういう意見と
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して承っておきます。  

○委員（松田謙吾君） 今決めることではないのでしょう。  

○小委員長（鈴木宏征君）  そうなのです。いろんな意見を出していただければいいです。斎

藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  私もインターネットやっていないものだから、特に年間の活動

経過をまとめて見るということはなかなかないのですね。やっぱりいろんなものを開いてみな

ければならないということからいうと、活動の報告としてはものすごく大事なものだろうとい

う気はするのですよ。ただ、先ほど言われたように、ではどれだけの人が必要とするかという

とかなり限られてくるわけで。だから、基本はつくっておいて、公の場所に置いて、見たい人

は見るという形にしながら、これを基にしてどう改善していかなければならないかとか、そう

いうまとめたものというものは、やっぱりこれが参考になるのではないかという気はするわけ

です。ですから、家庭に配布する議会だよりも含めて、この中から大事な部分をピックアップ

して、もう１回整理をして皆さんに流すとか、そういうような使い方がかなりできるのではな

いかなという気はするのです。そういう意味ではやはり、年間の活動をまとめるという仕事と

いうのは、大事かなというふうに私は思っています。 

○小委員長（鈴木宏征君）  熊谷委員、何かご意見ありませんか。 

○委員（熊谷雅史君）  表題のくくりとしては、１つの手法として考えられているのだとは思

うのですけども、作業的なボリュームだとか、いろんなことも考えていかなくてはいけないと

思うのです、経費の部分も。そうなると、議会だよりの発行の問題にまで波及するのかなと。

それに、やっぱりホームページの全面改訂というのも下に出ていますから、その中で年鑑に変

わる何かが考えられるのかなという状況に、僕は今思っていますけど。  

○小委員長（鈴木宏征君）  本間委員、何かありますか。前田委員、どうですか。 

○委員（前田博之君）  我々議員とか事務局の資料としては必要かもわからないけども、町民

向けに対しては先ほどもお話ありました、ある程度その部分で必要なものがあれば、これを見

なくても議会広報とかインターネットを開けば、ほとんど網羅されているのです、それをまと

めているだけで同じですから、僕はそういう部分でいけばあえてどうかと思うのです。結局、

事務局の負担になりますから、そういうことは予算とか労力は別にして、本当に必要なのかと

いうことになると、僕は十分に今言った部分で網羅されているので、どうかなと思うのですけ

ども。 

○副小委員長（斎藤征信君）  ちょっと質問したいのですけども、議会事務局のほうで今まで

のそれぞれの経過については、もちろん記録が無くなることだとか、分散してしまうことはな

いのでしょうけども、まとめたものというような、全体を見てみたいというときの要望にはす

ぐに答えられるようにはなっているのでしょうか。  

○主幹（森 隆治君）  議事録とか資料の関係、議会に伴った資料というのは保管してありま

すから、それは見ることはできます。ただ、調べないとわからないです。今回厚真でやってい

るのは、年間の活動すべてそこで見れば、細かいこと、冊数とかの問題が出てきますから、あ
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る程度見れば、それをもとにして調べることはできるということになろうかなとは思っていま

す。 

○小委員長（鈴木宏征君）  前田委員。  

○委員（前田博之君）  多分、これ今も話が出ていましたけども、これをどう活用するかによ

って必要性が出てくるのかと思うのですよ。そこを逆に議論して、必要かどうかということに

なってくるかと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君）  本間委員。  

○委員（本間広朗君）  あっていいものだとは思うのですよ。例えばインターネットをやって

いない方とか、そういう施設に行って見る機会とか、もちろん全戸にいけばいいのですけど、

これ見ていると広報があれば、毎年毎年綴じるあれもありますし、とっていればこの内容も全

部わかるのかなという気もするので、無かったら無くてもいいような気もしますし。ここまで

やらなくても年に例えば１回議会の何かそういうこと、年間通したもの何かもうちょっとうま

く少なくして出してもいいのかなと。ここまで詳しくしなくても、インターネットも今言いま

したようにありますし、そういうので必要なのかなという疑問です。 

○小委員長（鈴木宏征君）  今、皆さんから出た意見は、今までもいろんな情報を公開してい

るので、そういうもので足りるのではないかという部分と、作業量とか資料とか考えるとどう

なのだという部分とか、やっぱりそういう以前に、これをつくったことによって何のためにこ

れを活用するというのか、必要なのだというところを、ちょっと会派のほうに持ち帰って議論

していただきたいのです。 

まず、これは白老としては取り組んでいない部分ですので、新たに取り組むとして、この議

会年報そのもの、もしつくるとした場合の活用の方法ですとか、きっといるいらないという部

分よりも、こういうことにしたほうがいいではなくて、今やっている情報公開をもう少しこう

いうふうにしたら年報というところまでいかなくても、もっと何かそれに近いものが既にある

のではないかというような話にもなるのかもしれませんけども、そこら辺のことも含めて、新

たに年報というものをつくるかどうかという話ですので、この年報を本当に新たにつくらない

とだめなのかどうかという議論ともしつくった場合、どのような活用の方法があるのかという

ことを。あと、配布の方法もありますよね。費用は別としまして、せっかくつくったものをど

う活用するかにつながると思うのですが、そこら辺を会派に持ち帰って議論していただければ

なと思います。１項目であまり時間かけてもあれなので、次に移りたいのですが、一応そうい

うことで会派に持ち帰っていただきたいと思います。次に、議長交際費の支出基準と公開とい

うことです。これが、議会の情報公開の中に、ここに項目出ているのですが、事務局から今の

支出の基準と････。 

○主幹（森 隆治君）  一応今はやっていないのですけども、他の市町村でやっているやつが

あります。それをお配りします。  

○小委員長（鈴木宏征君）  白老にはそういうものはないのですか。公開はしていないという

ことですか。  
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○主幹（森 隆治君） 公開はしていません。  

○小委員長（鈴木宏征君）  休憩します。  

休憩 １０時２６分 

                                         

再開 １０時２７分 

○小委員長（鈴木宏征君）  休憩を閉じて、小委員会を再開いたします。今、お配りしたので

すが、これはたまたま羽村市というのですか。市長の交際費の支出基準というのが出されてい

るのですが。むかわ町というのがあります。白老でも交際費の使い方については、こういう要

綱も無いのですが、今までもずっとそういうふうに使うのだというものの流れというのがただ

文書にしているかしていないかの違いであるのですよね。ただそれを文書化して、町民の方に

もこういう支出をしているのだよということを見ていただこうという、情報公開の中の一つの

手法だと思いますけれども。松田委員。  

○委員（松田謙吾君）  私も議長経験者ですから、一言言っていくのですが、こういう要綱、

こういうのは、私は必要ないと思うし、どうしても必要な部分は公開するのは当たり前だし。

当初は 50 万だったのです。今 20 万ということは 30 万下がった。20 万がぎりぎり、どうして

もならない部分があると思うのです。それは議長よりも事務局のほうで出しているのです、酒

や何かも。自分で持って行くのも私もあったし。だから、公開するのは、私は当たり前だと思

います、10 円でも。 

○小委員長（鈴木宏征君）  前田委員。  

○委員（前田博之君）  私は、当然公開するのは当たり前だと思いますけど、議長交際費の支

出基準となっていますけども、本来はむかわ町のついていますけども、本来は町長が整理され

て、それに準じて議長も支出するのだということのほうが本来はそうだと思うのですよ。額に

したって、交際の範囲にしたって、そういう部分で、ここでこういう支出基準仮に決めるよと

いうことになったら、町長部局も一緒に合わせて僕はやるべきだと思います。議会だけではな

くて、町のほうが率先して。それを逆に要求すべきだと思うのです、議会のほうが。私いっぱ

い予算審査の質問をしましたけれども、そういう部分で逆に議会が求めていくべきだと思いま

す。 

○小委員長（鈴木宏征君）  斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 議会として、町長の交際費の明瞭化、そういうことを要求する

わけですから、やはり議会も率先して明らかにしていくという立場で、これはものを考えなけ

ればならないだろうなというふうに思います。だから、ただ町長と議長というのは、役割の部

分というのはありますので、同じにしていいかどうかというのはちょっとわからないけども、

やっぱりそれなりの最低限の要綱なんかがあってもこれは不思議ではないし、公開するのはも

ちろんのことであって。ですから、議長を縛りつけてしまうような要綱ではだめかと思うので

すけど、かなり大まかでもいいから、こういうふうに公明正大にやっているという形で、やっ

ぱり町民に知らせるということは大事なことではないかなというふうに思います。  



 7 

○小委員長（鈴木宏征君）  玉井委員、何かありますか。  

○委員（玉井昭一君）  特別はないのだけども、いつだって例えば公開すれと言われて、公開

できないようなことがあったら、これは大変なことなわけで、問題はないと私は思いますけど

も。だから、特別誰かに聞かれるからつくるのではなくて、常に誰に聞かれても問題はないの

だという状況にあるべきだから、そういう意味ではっきりしておくのもいいかなと思います。  

○小委員長（鈴木宏征君）  性質は違うのかもしれないですけど、政務調査費だとかの問題が

非常に各紙でなっていますよね。やっぱりそういう部分でも、何か基準はあるのでしょうけど

も、やっていることと基準がぴったり合っていない部分があったり何かして、それは何かとい

うと、こういう基準が何か定まっていないというか公開されていないので、そういうふうにな

っているような気がするので、やはりそういう今ご時世ですので、要綱ですとか、あまりきち

っと、さっき斎藤副小委員長も言いましたけども、あまりにも細かいところまで入れてしまう

とあれですけども、大まかな、町民も見てこれはこういうような支出の仕方しているのだなと

いうことがわかるようなくらいのものをつくっておく必要があるのかなと思うのですが。  

○副小委員長（斎藤征信君）  先ほど前の議長さんの松田委員が言われたことは、すごく大事

なことなのです。俺は俺の考えで使うのだ、使わないのだと、この幅というのはものすごく広

くなってしまいますよね。だからその考え方の中で、これが上限と下限とでは相当の開きにな

ってきますので。やはり、このものについては、報酬はもらっている以外にこれは使うべきだ

と、誰が考えてもこれは交際費で使うべきだとかという範囲がありますよね。それを個人に任

されてしまうと、俺はこれは使わなくてもやっていけるのだという、個人の判断が入ってきて

しまったりすると、これがまたばらばらになってきてしまうので、ある一定の決まりみたいな、

基準みたいなものというのはあったほうが議長さんもやりやすいのではないかなという気はす

るのです。  

○小委員長（鈴木宏征君）  熊谷委員、何かありますか。  

○委員（熊谷雅史君）  時代の流れで非常に公開公開というかみしも着て、何かのあらを探そ

うという悪意を持ったやからも僕はいると思うのです。そうなると、正規にそういう対応をし

ていても、要綱がないのではないかとか、何を根拠としているのだということになると、なか

なか担保しづらいというのが出てくるのかなと。だから最低限、むかわ町のような流れになる

のでしょうけども、町側というか、農業委員会もいっぱい入っているみたいですけども、そう

いう部分の所と協調して、そういう要綱は考えるべきかと思います。ただ、議長交際費につい

ては議会の問題ですから、さっきの前のほうに戻るのだけれども、ホームページ上に掲載でき

る範囲であれば載せていくべきだと思うのですよ。それでやっぱり請求があれば、事務局がど

ういう使い方をしたというのは説明ができるわけですから、それはそれでいいかなと。ただ、

相対的なオンブズマンみたいな方々が公開請求の中で、これの使い方どうのこうのということ

に、もし波及するおそれを僕はあるかなと思うので、やはり要綱的なものはつくられたほうが

いいかなと。これは議会だけの問題ではなくなるのかなというふうに、今思っています。だか

ら、これ文面的に議長交際費の支出基準というのは、これはテーマとしてあるとは思うのです
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けども、公開ということは、この小委員会の中でも皆さんの意見もこれは当たり前ということ

になっていますから方法ですよね。だから、この公開についてはいいのではないですか。そう

思います。  

○小委員長（鈴木宏征君）  本間委員、どう思いますか。  

○委員（本間広朗君）  今、熊谷委員が言ったように、流れとしてやっぱり公開するべきだと

思うし、どういうふうにというか、要綱をつくってやるのかどうかというのは、これから皆さ

んと出さないとだめだと思いますけども、いろんなもの使って公開していって、今後どうする

かということ、要綱つくるとか何とか、そういうことをしていったほうがいいと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君）  皆さんのご意見いただきますと、やはり公開は当たり前というの

か、必要だと。それと今、熊谷委員からも出ましたけれども、基準になる基と言ったらあれな

のですが、要綱とか基準、どういうふうになるかわかりませんが、何かそういうものがあった

ほうが、こういう要綱に基づいてこういう支出をしていますよと、説明の資料としてそういう

ことも必要だというふうにお話も出ていますので、各委員会何人かの方からもそういうお話が

出ておりますので、これにつきましては基準と公開は必要だというような方向なのですが、基

準の持ち方と公開の仕方について、会派のほうに持ち帰って議論をしていただきたいなという

ふうに思います。  

それでは、次に移させていただきます。次は公共施設、コンビニ等での議会日程の掲示とい

うことです。現在も役場の掲示版、それといきいき４・６とコミセンの３カ所は、議会の日程

については掲示しております。これをもっと広げたらいいのではないかということだと思いま

す。各地域にあります会館ですとか、コンビニですとか、そういう所にお願いをして、議会の

日程を掲示して広く町民の方に見ていただいて参加していただくと、そういう方法として項目

があるのだと思います。これについてなのですが、何かご意見ございましたらお伺いしたいと

思います。熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君）  その件については、また議論を深めていくことになると思うのですけ

ども、議会報告会なり議会懇談会というのを当然開催していくことになっていくと思うのです。

そうなると、今まで本会議だとか委員会の開催のお知らせをしていただいている３カ所以外に

お願いしに行かなくてはいけないということが発生すると思うのですよ。だから、そうなるこ

とですから、事前にどういう反響があるのかということも含めて、様子を見ながら、あまり固

めないで、やはり伸ばしていく、そういう掲示のお願いをしていくというふうに思いますけど

も。全コンビニにお願いをするということをここでコンクリートするのではなくて、開催する

日にちも場所も細かくなれば、例えば社台、白老地区であれば、それに付随した所にお願いし

ていくだとか、そうなっていくと思うのですよ。効果は別として、対応としては考えるべきか

なというふうに思います。 

○小委員長（鈴木宏征君）  玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  コンビ二は別として、もちろん議会だよりにはこの次の定例会はいつ

頃と、何日は書いていないけど、何月にやる予定ですと。それから元気には、前の月にはいつ
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から議会ですというふうに書いていますよね。周知はしているのですよね。元気も読まない、

議会だよりも読まない人が議会に来るわけがないのだよ。これは根本だと、僕は思うのだけど。

だから、それを見ている人は、コンビ二まで行って見ることもない。する必要がないから、行

ってわかれば。この辺がどうも矛盾しているのではないかと思うのです。よく考えてみれば。

皆さんに周知するために公開するために、あちこちに出すことはいいです。だめということで

はないけど、だけどダブってやっているような気がするのです。何かやれば必ず費用はかかる

のですよ、費用のことばかり言って悪いけども。費用かかってもいい。それが町民の皆さんが

これはいいことだと思ってやることであればいいです。だけど、今言ったようにダブってやる

というのはむだなことなのですよ、簡単に言えば。それだったら意味がないような気がするの

ですよ。だから、公開って何なのかという根源がもっと突き詰めなかったら、コンビニだけ言

っているけど、公共施設、コンビニと言っているけど、どうもそんな必要がないのではないか

という気がする。興味のある人はもう１回言うけど、元気と議会だより見ればいつやるかわか

る。例えば傍聴に来た人は、議会に電話しても来ると思う。来ているでしょう、事務局にも。

そうすればわかるわけだから、その辺のこと何というか、無理強いしているような気がする。  

○小委員長（鈴木宏征君） 熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 各論までいってしまうとそういうふうになってしまうので、総論にし

ませんか。そうしないと今みたいな意見で終わってしまいますよ。むだだとか。やっぱり、こ

ういうことで取り組む平成 19 年１月に施行された白老町自治基本条例に基づいて今進んでい

るわけですから。それも町民と議会と行政で決めたことですから、みんなに個々に責任がある

わけです。だから、各論を言ってしまうと、そういう問題もあるよねというふうに当然深刻な

話になるわけです。だけど総論でいかないと先に進まないと思うのです。  

○小委員長（鈴木宏征君）  玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  総論わかります、熊谷委員が言っているの。だけども、根本的に各論

もやっていかないと、きょう晩までやるというのだから、ほんの少々のこと構わないと思うの

です、時間的には。僕はこの各論が大事だと思う。これはまとまるとかまとまらないの問題で

はなくて、逆に総論だけやっていくと、全部何だかんだやらなくてはならないと思う。丸つけ

たやつ全部やらなくてはならないと思う。やるやらないはいいのだけど、必要ないものに総論

だからってやることないと思う。だから言っているのです。各論だって入っていかなければだ

めだと思う。本当に必要なものはどんどんやってもいい。だけど必要でないと思うから言った

のだから、このことは突き詰めなければならないと僕は思う。 

○小委員長（鈴木宏征君）  玉井委員の一つの意見として。これが必要だ必要でないという判

断はいろいろありますので、ですから玉井委員の一つの意見として、これは聞いておきます。

一つは玉井委員のそういう考え方があるのですが、どこかで見ていただいてその情報を得てい

ただくということの、これでもかこれでもかと押しつけているようなのだけども、どこかで見

たという、広報を見ない人もたまたまコンビニに行ったときに張ってあって見たら、そんな情

報だったみたいなことも、何か仕掛けとしていろいろ必要ではないかということの、一つの項
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目だと思います。そんなことまでやる必要があるかどうかということは、一つの意見として聞

いておきます。 

○小委員長（鈴木宏征君）  前田委員。  

○委員（前田博之君）  これは、根っこは一人でも多く傍聴してほしいということですよね。

それと今、インターネットでやっていますから、議場に足を運ばない人だってたくさんいるわ

けです、これで見るから。だからその辺の兼ね合いを議論していかないと、もしやるとしても

僕が思うのは、議会広報とか町の議会はいつやりますよ、だけなのですよ。僕もこういう場に

出させてもらっていろいろ聞くと、結構議会というか町にいろいろ問題があれば関心を持って

来るのですよね。足を運ぶのですよ。平穏のときはそうでもないです。それともう一つは、や

っぱり支持した人がどういう質問をするのか、あるいは他の議員さんもどういう質問をするの

だろうということによって、行って聞きたいね、インターネット見たいねという人はいるので

す。ですから、仮にここで公共施設とかいろいろな所に張るとすれば、具体的に日にち、質問

大体わかるのだから、そういう仮に前田なら項目何点まで入れなくても、ある程度の部分でこ

ういうこと質問するということを書いて張るくらいでいかないと、ただいつやりますと言った

って、僕はそういう部分からいけばもうちょっと手を加えた、見に来たい、聞きに来たいとい

うことが、もっとメッセージ送れるような内容にまでして掘り下げて議論をしていかないとど

うかなと思います。そして、同じやるのであれば、インターネットでもやっていますよという

ようなことも周知できるような形をしてもらうと。その前にするかしないかというものはある

けども、手法によってはしたほうがいいとかしないほうがいいとかとなってくるのかなと、こ

う思うのですけど。 

○小委員長（鈴木宏征君）  斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） この話の趣旨というのは、自治基本条例からさかのぼって、や

はり議会のことをみんなの財産にしようということで始まっているわけですから、できるだけ

知らせていく努力をするという中でこれは考えるべきだということで、それではどこまででき

るのかということが、これが問題になる。やっぱりむだは省きながらも、これだけ頑張ってい

ます、ここまでやったけれどもまだ努力できる余地があればここまでやりましたということが

すごく大事なことだろうというふうに思うのです。そして、やり方もただお知らせしたから、

それは読まない奴が悪いのではなくて、読んでみたくなる、来て見たくなるような工夫をどう

いうふうにするかということも一つの問題なのだろうと。我々が何か集会なんかをやるときに

は、いついつ何をやりますというだけでは終わらない。必ずこんな話題があって、こんな課題

を抱えて、これをみんなで考えてみませんかというようなことで来てもらうわけですよね。そ

ういう意味で言うと、今話されたように中身についてもどこまでやれるのかというようなこと

も付け加えていきながら、もう少し考えてみる余地があるのではないかというふうに思ってい

ます。 

○小委員長（鈴木宏征君）  今いただいた意見によりますと、やはりやるということに対して

あまり意味というのはないのですが、やる方法ですとか公開する内容ですとか、知っていただ
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く努力とか来てくれるための仕組みですとか、そういうことだというふうに意見が出ておりま

す。これにつきましても、今お話ありましたように、全く知っていただくための努力の一つの

方法として、こういうようなことがあるというようなことをまず概念として持っていただいて、

こういうことをやった場合、やる方法としてどういう方法があるのか。あと、仕組みづくりで

すよね。そういうものが、どういうものがあるのかということが、ちょっと会派のほうで議論

をしていただきたい。もしやるとしたら、どういう所に掲示をするのか、このほかに掲示の方

法ですとか、そういうもので議論をしていただければいいかなというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。次に移ります。選挙公報の発行と立会演説会ということです。  

これは私もたまたま選挙を３回させていただいているのですが、ほかのまちで、福島町あたり

が取り組んでいるのでが、道議会ですとか国政選挙の場合は、必ず選挙前に立候補者の方の一

覧。顔写真と公約とか入ったものが１枚の新聞になって発行されておりますが、町の選挙前に

もそれと同じような公報の発行があって、町民にそういう新聞を見ていただいて、全体を見て

いただいて判断をしていただくという、そういう方法として選挙公報がいいのではないかとい

う話もしたことがありますが、なかなか今まで道内でも１カ所か２カ所という、やっている所

も少ないものですから、そういう情報も少なくて、そこまでまだやってはいないのですが、そ

ういう話もしたこともあります。それは、１枚の新聞で候補の方の公約ですとか経歴ですとか、

そういうものがわかるわけですから、非常に選挙をされる方にしては判断しやすい、いい情報

の公開の仕方だなと思ってはいるのですが、一方選挙管理委員会としては、町の場合は告示し

てから選挙までの間が非常に短いのですよね、期間が。その間に発行するということは、非常

に難しいと言ったらあれなのですが、発行している所もありますので、そういう話を聞いては

いるのですが。一方では私もそのとき話したのですが、はがきが皆さんで何百枚出されること

が認められていますよね。その経費、たまたま福島がそうなのですが、それをやるかわりはが

きが無しにしているわけなのですよ。だから、そういうふうにすれば、これを発行する経費は

相殺できるのかなというようなことも考えたりして、ここら辺もしやるとしても、そういう話

が出てこないと公報も発行するよ、はがきもいいよという話にはなかなか今のご時世いかない

かもしれませんが、そういうこともあるということもちょっと頭に入れてご議論いただきたい

と思います。新聞をつくるときも印刷の技術でどこかにちょっとした点が付いたり、印刷ミス

でそういうことがあるとだめだとか、何か非常に印刷のときの技術もチェックされるというこ

とで、公報を発行するときは神経を使うのだということも言われているのですが、既にやって

いる所があるのだから何とかなるのかなということも、私は考えてお話はしたことがあるので

すが。皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。よく、道議会ですとか衆議院とか参議院の

場合は必ず載りますよね。選挙公報というのがあって、全議員の立候補した人の顔写真と公約

ですとか経歴、載ったものが新聞に出ているのですが。前田委員。  

○委員（前田博之君）  私は、原則的にはぜひ発行してほしいなと思っているのです。今、小

委員長もお話しました、私も初めて経験して、全員の公約とか略歴とかいろんなことを見比べ

るものが何も無いのですよ。僕は聞屋さんにも言ったことがあるのですけども、町のほうは出
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しませんから、では新聞しか見れないのだねと、そういう話もしていたのですけども、小委員

長言ったように、物理的な技術的なことというのは工夫すればいくらでもできるのですよ。こ

こでお話しませんけども。町民がすべて見て判断できるという部分が必要かなと思います。市

なんかはポスターや何かを公費でみている所もありますよね。だから、はがきは 800 枚しか出

せませんけども、いろんな方法で何日前、仮に届けした日から５日ありますから、前の日まで

出す気になれば印刷かけられますから、出せると思いますから、私はぜひそういうことで、公

平性の原則からいっても必要かなと思うのですけども。  

○小委員長（鈴木宏征君）  斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  これを出すことによって、いろいろな点で便宜を図ってもらえ

るということで、いい方法だろうと基本的には思うのですけども、ただ選挙の場合、町議選５

日間の中で、直前に立候補した人の場合はどうなるのかなという。そうなると、すぐには印刷

できないということになると、追加発行とかいうことになると経費はどうなるのかなという、

そこまでいってしまうのだけど。基本的にはこれがあると、やはり立候補した人にとってはす

ごくいいことだろうというふうには思います。ただ、そういう難点をどういうふうに解消でき

るかですね。  

○小委員長（鈴木宏征君）  玉井委員どうですか。  

○委員（玉井昭一君） 今、斎藤副小委員長言われたように、急遽出るというときにはこれは

間に合わないのだよね、話が。だから、出すに越したことはないのかもしれないけど、僕は新

聞の報道だけでいいような気はする。 

○小委員長（鈴木宏征君）  松田委員どうでしょうか。 

○委員（松田謙吾君）  国政選挙や道議会選挙は党で出ているのですよ。党の公約というのを

載せれば簡単な話だし、議会というのは公約しても１円のあれない、自分でつくっているもの

は。全部町の執行方針どおりです。それからいくと、公約は書けないわけです。公約というの

は書いてあったって、思いだけなのです。そんなことからいって、さっき言ったように５日間

だけしかなくて、それでこういうことやっていくというのは大変ではないかなと思うけど。そ

して、町村の場合は本当の身近な人だけにお願いに行くのです。知らない人に行ったって鼻も

引っ掛けられない。鈴木議員の支持者の所に知らないで行ったって、何の意味もない。みんな

知っている所に行くわけ。そんなことからいくと、みんな知り尽くした人方に投票するし、私

の場合はそうです。ですから、大した意味はないような気はするけど。そして、全国民と言っ

たって、3,200 の町が 1,200 になってしまって、白老のまちだってどうなるかわからない。今

そんなに真剣に考えることではないのではないか。 

○小委員長（鈴木宏征君）  前田委員。  

○委員（前田博之君）  今、松田委員がお話されたのも実践的にはそうですけど、これは何回

も選挙を経験した人に言える言葉で、新人はやっぱりそういう具合にいかないのですよ。やっ

ぱり広く理解してもらわなければいけないという。多くの人たちも一つの手段でそういうこと

を訴えられるという門戸も開く必要があるのかなと、僕は思います。 
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それと、技術的なことが今出たからあれですけど、仮に届けのときちゃんと様式を決めて、

出してもらえば間に合うのですよ。書く書かないは別ですよ、他の人は書かなければいいのだ

から、そういう方法。だから、そういう技術的なことは別にしても、原則的に私はそう思うの

です。ただ、立会演説会については、もし公報が出さなければ、公平にできるのならば、苦々

しい思いもした過去には立会演説会もありましたけども、そういうことがあまり私的な部分で

左右されてしまっては困りますから、そうではなくて、公的にやれるのであれば、仮に今言っ

たように選挙公報だめであれば、立会演説会ならいくらでもできますから、そういう形の中で、

立会演説会出る出ないは別として場所を提供してもらって、時間制約したり新人でも２期３期

でも広く選択していただけるような手法が必要かなと僕は思います。 

○委員（松田謙吾君）  私がいつも思っているのだけど、立会演説会は新人も公平にものを見

てもらう、人物を見てもらうには、やっぱり立会演説会は一番大事だと思います。もっと立会

演説会を推進すべきだと思う。 

○小委員長（鈴木宏征君）  熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 総論としては、僕は賛成なのです、こういうことをするということは。

根底は選挙のやり方にも波及すると思うのですよ。松田委員もご存知のとおり、平成 15 年の４

月の選挙は通常なのだけれども、半年経った選挙から申し合わせという事項が出てきて、前回

の選挙についてもそういうことなのです。これも町民の方の意見も取り上げながら進めていっ

た経緯なのですけど、いろんな意味合いの中でルール化になっていないのです。それも、遵守

された方もいるし、やはりちょっと解釈の違いをやられた方もいた。これも反省があるかなと

思うのです。そうなると選挙公報にしても、これはやはり松田委員もおっしゃるとおり、選挙

のやり方としては知っている所しか行かないよと、意味もないよと。ただし、立会演説会につ

いては人物を評価してもらうために、新たな自分の思いを伝える場が必要ですよと。だから、

顔を出すのか文面で表現するかという、この二局面になると思うのです。だけど、これは情報

公開という意味合いでは、やはり何らかの形で進めるべきだと思います。そうなると、選挙費

用の問題だとか、我々のやる候補者自体の考え方も変わってくるのですよ。だから、テーマは

ものすごいボリュームあると思います。ただ、皆さん会派に戻ってお話なさると思うのですけ

ども、やはりそういう部分も含めて議論されたほうが。ただ、小委員長から提案あったとおり、

はがき 800 枚ですから、単純計算すれば４万円なのですよね。４万円、候補者分の経費として、

そこで使われるということであれば、十分に充当されるのかなと。それに立会演説会であれば、

公の施設を時間決めて、これもくじ引きとかになるのかもしれかせんけれど、要するに前回は

日没までということですから、それから活動できないわけですから、その時間帯にやらせてい

ただくということであれば、町民の皆さんも夜寂しかったという人もいましたので、そういう

形になるのだよということの周知も逆にできれば、違った体制の方向性ができるかなと。すご

くいいことではないかと思いますけども。私の意見ですけど。 

○小委員長（鈴木宏征君）  本間委員。  

○委員（本間広朗君）  選挙公報なのですけども、これももちろんいいのですけども、公平さ
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というのをちゃんとできるのかなというのもありますし。あと、立会演説会もどういう形でや

るのか、順番とかもいろいろ、さっき言ったように、公平さみたら果たしてどうなのか。個々

に皆さん、選挙の時は街頭演説もやっていると思いますので、そこで訴えていったり、選挙公

報のほう、さっき言ったように公平さみると、新聞に出しますよね、自分でお金出したりして。

だから、さっきはがきが 800 枚。選挙のあれですと、ただですよね。ですから、個人で出すな

らお金かかるかもしれませんけれども、ただでできるもの、お金出してやってもいいのですけ

ど、僕は公報のほうはもちろん出して、どこまで自分の伝えたいことを書かせてもらえるのか

というその辺もあるので、立会演説会もそうですけど、できれば公平にやってもらえればいい

けど、できるのかなというのはあります。 

○小委員長（鈴木宏征君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君）  今、本間委員、公平と言っているけど、選挙は公平とか関係ない。選

挙は選挙ルールにのっとった選挙をすればいいのであって、みんな公平に選挙をするというの

はおかしな話で、自分を訴えるのに公平ということには、私はならないと思います。選挙は選

挙違反しないような選挙規範に定められたとおりにやることが選挙であって、公平にはならな

い。 

○委員（本間広朗君）  個人でやるのは構わないですけど、自分が出さないよという人はいい

かもしれないですけど、みんな一緒に出すわけですから、そこでいろんな場面でどういうふう

になるのかなと、僕も想像つかないので。ただ、できるだけ皆さんの公平さを保っていただけ

れば。みんな一緒にやるわけですから。  

○小委員長（鈴木宏征君）  斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  公報のことで言うと、先ほど小委員長のほうからも話あったけ

れども、原稿出してもらって、印刷所が印刷した時に間違いだとか何だとかいうことになりま

すよね。だから、やるとすれば、みんな自分で原版をつくって、それを集めて一斉に写真撮っ

て印刷すると、こういう技術というのはできるだろうというふうに思うのですよね。そうやっ

て考えると、後でぎりぎりに立った人の場合。自分で原版をつくって、そして選挙中だから印

刷所と連絡をとって、すぐに印刷をしてやる方法というのもできるだろうなというふうには思

うのです。ただ、今度はそうなると配布の問題が出てきます。今、印刷ができた、直ちに２時

間３時間のうちに全戸に配れる体制というのがとれるかどうかという、それが解決できるかど

うかという、そこのあたりの問題だと。それが可能であれば、これはやるべきことだなという

ふうに思うのです。 

それから、立会演説会のほうはちょっとイメージがわからないのだけども、確かに改革をし

ようといった経緯というのも私は知っていますけれども、それ以来街頭に立ってお話をしなが

ら選挙を進めている人たちの姿というのがすごく増えてきていることも事実です。ですから、

そういうことで町民にしてみると一斉に候補者の顔を見るということはないということは、や

っぱりどこかで解消してあげなければならないのかなと。ですから、これはやってやろうと思

えばできることだから。みんな一斉に集まって、町民にあいさつをして自分の言いたいことを
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主張すると。この場というのはあっていいわけですよね。ですから、それはぜひ進めて構わな

いことではないのかなというふうには思います。  

○小委員長（鈴木宏征君）  玉井委員。  

○委員（玉井昭一君） 立会演説会のほうだけ。平成 15 年に２回選挙やりましたよね。４月

と 11 月と。私 11 月の時に、意見出したことがある、議運で。１年に２回もやるのだから、公

約というのは同じだろうと、議員の考え方。だから、立会演説会だけで選挙カーで歩くのはや

めないかという意見を出したことある。たまたま、それを実行したのが私と吉田和子委員だけ

だったのだけど、結果的には。だけど今思うに、これは改革だから、できるなら費用もかから

ないで済むだろうと、立会演説会だけで終われば。そうすると皆さんも助かるし、できる限り、

金かけたって切りがないのだから、これは。何百万もかける人もいるだろうし、何十万で終わ

る人もいるだろうし。 

だから、できることなら立会演説会を３カ所くらいでやって、それで終わるような議会が白

老でやるような。白老町で２万人に議会を育てる、そのことがマッチしているのではないかな

と思う、私は。だから、本当に改革するなら、このぐらいのことまでやっていいのではないか

なって思うのです。これは私の意見です。立会演説会だけやって、それで済ませたらどうです

かという話です。  

○副小委員長（斎藤征信君）  それはやっぱり選挙で知ってもらう窓口をわざわざ自ら狭めて

しまうということは、これはあってはならないことではないのかなという気はするのです。そ

れを拡大するのが改革であって。立会演説会ですべてを解消してしまうということはできない

だろうというふうには思います。  

○小委員長（鈴木宏征君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君）  まだ、選挙時期があるし、今終わったばかりだし、少しこういうもの

を決めるのは有権者なのだ、どうやってほしいというのは。この議会の議員が言ってもだめな

ことなのだ、本来。有権者が決めることなのです、本来。どうやってほしいと言ってやるか、

その辺をじっくりまだ時間があるから、その辺を決めたほうがいいのではないですか。 

○小委員長（鈴木宏征君）  一応、今のテーマとしては、議会の情報の公開というものがテー

マで、公開するための一つの手段として、選挙のときの広報の仕方というのですか、公開の仕

方の中に選挙公報みたいのがいいのではないかというようなこと。後は立会演説会がいいので

はないかという話もあるのですが、さっき熊谷委員おっしゃったけれども、今言ったように突

き詰めていくと、今みたく選挙全体の話になってしまうのですよね。どうしても、これは。そ

れで、松田委員おっしゃいましたけども、これは今後この問題については各会派とか議運もそ

うなのですが、議論を深めて次の選挙には、こういう選挙をしようではないかという部分で、

議論を深める部分だと思いますので。今、お話聞いていますと、公報の発行とか立会演説会に

ついてはあまりいらないというお話も聞かないので、会派に帰っていただいて、この部分はこ

の部分として皆さんお話を聞くのはいいのですが、もし時間あれば選挙の今後のあり方という

のですか、仕方というのですか、そういうものを議論していただいておいていただければ、う
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ちでやるのか議運でやるのかわかりませんけど、きっと次の選挙までにはそういうものを決め

ていかないとだめだと思いますので、そこら辺を時間あったらちょっと議論していただいて、

持って来ていただければなというふうに思います。次に進みたいのですが、ちょっと休みたい

と思います。30 分まで休みます。 

休憩 午前１１時１９分  

                                         

再開 午前１１時３３分  

○小委員長（鈴木宏征君）  小委員会を再開いたします。引き続きなのですが、ホームページ

の全面改訂というのがあるですが、これについては事務局のほうから。  

○主幹（森 隆治君）  既にホームページの改訂させていただいたのですけども、前まで第２

議会改革という平成 14 年４月から施行公開して、15 年の１月から運用を開始しております。

その間、一度も中身を変えておりません。それで今回、画面的に見やすいようなレイアウトを

しまして、盛り込まれていない内容も若干入れながら今回改訂しています。もうやっていたホ

ームページ見ていただければということで、既に更新しております。 

○小委員長（鈴木宏征君）  今、事務局から説明がありましたが、もう既に改訂をしたそうで

すが、ただこのホームページにつきましては、これから永遠のテーマと言ったらおかしいです

が、永遠に引き継いでいくものだと思いますし、今改訂したからいいよという話にはならない

と思いますので、これからも今言ったように見やすいとか、やっていく中で、いろいろ出てき

た課題を整理しながらホームページを立ち上げていかなければだめだと思いますので、この文

章はこのまま残しておいたほうがいいのではないかと思うのですが、どうでしょうか。良いで

すか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（鈴木宏征君）  そういうことで、これはそういう議論の中で、会派の中で一度議

論をしていただきたいと思います。次に、傍聴者に審議資料の配布なのですが、議案書の貸し

出しも含めてということなのですが。熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君） 答弁書の配布はしないことになっているはずです。掲示しているから、

傍聴の入り口の所に、質問項目のやつを掲示していますでしょう。それをまた、我々が持って

いるような状態のやつを渡すということは必要ないのではないかということ。それに、答弁書

をそのまま傍聴者に渡すということは。要するに、通告して答弁書返ってきますよね、一答弁。

それを渡すということはできないということだから、それで情報の公開にはあたらないのでは

ないかということで外れたはずです。だから、傍聴規定の中の見直しの中でひっくるめて、そ

れを議論しましょうという形になっていたと思いますけど。  

○小委員長（鈴木宏征君）  すいません、古いやつを見てしまいまして、これはうちのほうに

ないということで、審議する項目にないので、申し訳ありません。  

次に１が終わりましたので、２の議会報告会のほうに入りたいのですが、たまたまタイミン

グとして、きのうかきょうの新聞に厚真町で議会報告会を開催した記事が新聞に載っておりま
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したので、それも含めて資料をお配りしますので、見ていただきたいと思います。今、たまた

まお配りしましたものについては、４月８日に厚真町が報告会をした報告内容。厚真町の場合

は年２回でしたか。 

○主幹（森 隆治君）  ２回目と上のほうに書いています。中身については、２回止まりなの

かちょっとわからないですけれども、ほかの資料には４回という所もありますし、厚真町のほ

うについては確認しないとわからないです。  

○小委員長（鈴木宏征君）  栗山の見ますと一班あたり４回とかって、すごいですね。最後、

伊賀町というのですか、ここは年１回ですか。こういうふうに、ちょっと参考にしていただい

て、議論をしていただきたいと思うのですが。まず、基本的には議会報告会を開催したいとい

うことで、ここに掲載をしているのですが。この報告会の開催の仕方なのですが、厚真町の場

合は、予算が決まった後に、予算について議会報告会。ですから、３月の議会が終わった後に

新年度の予算について町民の方に報告するという、そういう報告会だと思います。あと、噂に

よりますと決算の報告会というのをやっている所があって、９月くらいに決算審査特別委員会

があって、決算の審査が終わった後に前年度の決算について町民に報告するというような報告

会を開催している所もあるというふうに聞いております。それで白老の場合、この議会報告会

をどのようにしいたらいいかということのご意見をいただきたいと思います。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） この議会報告会につきましては、平成 11 年から取り組んである第２

次議会改革の中の 15 年の堀部議長のほうから諮問事項として平成 19 年まで議運の中でいろい

ろ議論した中身なのですが、その時の問題点というのは、今、小委員長のほうから提示あった

予算、決算ということも含めて、実は栗山にも他のまちの情報も得ながら、一応議論は進めた

経緯はあるのです。それで、大勢の意見はやはり大きなテーマの時以外は非常に消極的な会派

が多くて、要するに議会の吊し上げになるのではないかとか、返答がなかなかしづらいのでは

ないかというような中身の議論で終わっていたのです。ところが通年議会を含めて、議会改革

の中も取り入って、この広報広聴委員会を設置するという議論の過程の中で、ほぼ小委員長の

ほうから提案のある予算、決算について、やはり町民の皆さんに議会報告会という形ですべき

ではないかと、そういう議論で進んでいた経緯です。ですから、これは会派に持ち帰ってでも、

周知されているとは思うのですけども、やはり定期的に開催するということは多分問題はなく

て、ただ予算だけにするのか、決算も入れて２回にするのかという回数になると思います。た

だ、ここで議論しておきたいのは、これからいろんなテーマが出てくると思うのです。公共料

金の値上げだとか。そのやり方なのです。予算、決算については理事者側の答えでこうこうこ

うなって、議会としてはこういう議決をして、こうですよというやりとり。それから、町民の

要望を聞いて懇談という形で終わると思うのですけど、ある程度、公共料金の値上げの議論が

始まったときに、事前に報告会をするのか、その下にある懇談会でいくのか、それとも広報広

聴でこういうことについて聞きに行くのか。そうなると、議会報告会ということの大くくりで

は、その二つしかないのかなと。この下の懇談会のやり方がタイムリーに開催するという形を

取ると。報告会と同じような中身なのだけど、ただ懇談会ですから、議会で決めている話を持
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っていくわけではないですよね。事前に意見を吸い上げるという形になるのかなと。報告会の

スタイルというのは、決まったことを議会がこういう対応をしたと。議長、副議長、班分ける

のであれば、議運の正副が一括で説明して、個々の議員さんに決めた中身の答弁。例えば極端

な話、福祉予算これだけついているけども、中身は何なのとなったら、それは得意な議員さん

がこういう使われ方をしますよと。議会としては、こういうチェックをしていこうと思ってい

ますというぐらいで終わると思うのですね。だから、そういう方向の報告会であれば、予算と

使われてチェックしたよということ結果を含めた決算。この二つだと思います。私はそう思う

のですけど、皆さんにお諮りをしていただきたいと思います。  

○小委員長（鈴木宏征君）  今、熊谷委員のお話ですと、もう既にこれについては議論を続け

てきていて、そういうところまで議論が深まっているという項目であるということはわかりま

した。選挙のときに一度議会報告会ということで、うちの議会もやったことはあるのですが、

あれは１年間に定期的にやるということではなくて、不定期にたまたまああいう事件がありま

したので、それに対する報告会ということでやったのですが、今後については定期的にそうい

う事案を決めて、時期的に今言った予算とか決算の時期に、まず議会から町民に対して報告会

を開催して、町民に知っていただくというような、そういう努力をする必要があるのではない

かという、そういうことではないかと思いますが、どうでしょうか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君）  議員が町民と触れ合う場というのはいろいろあるのだけども、例えば

予算がこうなりましたよというのは、町が詳しく出していますよね。議員がやるようでは、例

えば今、町立病院の問題。議会で一つも話し合われなくて、苫小牧と白老の検討委員会が診療

所化にほぼ決めたよと。こんなのは議会も知らない、町民も知らないわけです、何にもされて

いない。こういう問題をテーマにした公聴会を開いて、その意見を聞いて、そしてその意見に

従って検討委員会が検討するのがまちづくりの原点だと思うのです。例えば、再生団体、町民

が心配していますよね、いろいろ。これだって、連結赤字収支比率とか、あの比率を町民は何

も知らない。こういう比率が決まったら議会が初めて町民の方々と財政再建団体回避のために

はこういう比率があって、その上で町民の負担がこうなりますよと。こういう意見を聞く公聴

会が大事であって、決まった話を行って話すのではなくて、やっぱり町民の意見を聞いて生か

すような委員会にならなかったら、私は何の意味も無いと思う。だから、もう１回言うけど、

今の町立病院の診療所化だって、新聞に出て議会も知らない、町民も知らない。そして、こう

なりますよなんて出されたら、これは本当の議会軽視だし町民軽視だ、今やっているのは。予

算というのは、これは議会が行って報告するのではなく、これは町側が、理事者側が町民に報

告する問題。議会ではない。予算の報告というのは。議会は１円の権限もないわけだから、予

算に対する。私はそう思うけど。  

○委員（熊谷雅史君） 松田委員に異論ではないですけど、まさにそのとおりだと思うのです。

ただ、議会報告会というくくり、このくくりでいくと、その内容かなということなのですよ。

それで今、松田委員の言ったことは、この下になるのです。これは今言った中身は絶対やらな

ければならないのです。だから、予算に対して我々は議決していますし、決算にしても認定と
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いうのをするのですよね。そうすると、その過程の中の説明は、よその町村もそれが主ですけ

ども、私が言っているのは、報告会としてはそのことかなということなのです。 

ただ、今回そういうことで、本筋で広報広聴会で大事なのは下なのですよ。今言ったように、

議会も知らない、町民も知らないという案件がアンテナ立てて、こういう事件があると。これ

について町民の意見聞かなければならないぞと。関係機関の聞かなければならないと。自治法

の改正で公聴人も呼べるのですよね。そうすると、広報広聴において小委員会になぜそうなっ

たということは呼べるわけです。その報告も兼ねて、資料を持って町民の皆さんと懇談をして、

組み立てをしていって、決まったことでこれは必要だということであれば報告会をしていくと

いうステップになるのかなと。さっきそういう中身で言ったつもりなのです。だから今、松田

委員おっしゃるように、それは町側がやることで議会がすることではないって、町側もしなけ

ればならないのですけども、議会としては議決をしたと、認定をすると、そういうことの説明

なり、きちっとした形の報告会ということはすべきだろうと、そういうことなのです。ご理解

をいただきたいと思います。 

○委員（松田謙吾君） 私が言っているのは、90 億の一般会計の予算、いくら議会で議決され

ても、質問しても１円も変わることはないの。共産党が差し替え今回やったけど、もちろん変

わらない。ですから、私は予算の説明というのは理事者側がやるものだ。議員がやるべき問題

ではない。議員もかかわっているのだから、当然やるのだけど。それは個々にみんなで行って

固まってやる問題ではない。この問題はこう思うから、この問題は、来年は私はこう考えるよ

と。まさに鈴木小委員長の議会報告見たけれど、個々であえてやるべき問題で、みんな委員会

でやるべき問題ではない。だから、みんなで行くなら、私はさっき言った公聴会なのですよ、

意見を聞くのに。 

○小委員長（鈴木宏征君）  前田委員。  

○委員（前田博之君）  私も松田委員がお話しているとおりだと思います。それで、議会報告

会の中で予算の話しで、議長がどういう意味で言ったのか前後わかりませんけれども、予算に

ついては、報告会に予算づけかどうかということには疑問があるけども、本来はその前に懇談

があって、どういうことを予算に反映したらいいのかということを聞くのが議会の役目なので

すよ。それを、言葉が失礼ですけども、本来、予算は決まったものを報告するのではなくて、

予算等審査特別委員会で大いに議論するべきなのですよ。そういうことをしないでおいて報告

したってどうしようもならないですよ、悪いけども。言葉はちょっと過ぎるかもしれないけど

も。そうではなくて、本当は１と２は連動するべきなのですよ。これを僕は整理すべきだと思

います。課題があって聞いて、それをどうやって議員が議会の場で議論をして、どういう結果

になったのだということは町民に持って行く話だと思います。その前にもし報告をする何もの

があれば、議会としていろいろあったのだけど、これはこういう今現状の中で、こういう過程

にありますよという報告をするとか、そういう問題だと思うのですけど、僕は。 

○小委員長（鈴木宏征君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  僕の言っているのは、予算のことは説明しなくてもいいのだよという
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のは、これは議論ですから。ただ、報告会としては意味的にはそうではないのですかという。

だけど今、前田委員の言う、松田委員の言う話、これが１番大切なのですよ。だから、懇談会

という形にするのか、公聴会という形にするのか、これは後で提案しようと思いますけれども、

報告会をするのだから、その前段のやつを重視しなければ、この広報広聴委員会をつくったっ

て意味がないのですよ。ただ、先ほど言ったのは平成 15 年からの取り組みの、そういう中身の

中で、さっき言った病院の問題でも出て行って話し聞いたのです。定数是正のことも聞きに行

ったのです。あれは、報告会ではないのです。要するに公聴会、意見、懇談会なのですよ。そ

の結果はまだ説明に行っていないのですよ。だから、そういうことがきちっと積み重なってい

けば、報告会という形が見えてくると思うのですけども、今やろうとするのであれば、予算と

決算しかないのかなというのが、僕の意見なのです。 

○小委員長（鈴木宏征君）  斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  まさにそのとおりなのです。私も懇談会と報告会をどうすみ分

けるのかということを、ここが一番難しいことだなと思っているのです。狙いは町民と接触す

るときに、町民が形成過程に参加するとか、意見を述べるだとか、そういう意見を聞き出すと

いうことが一つの願いがあるわけです。もう一つは議会全体のレベルが向上するとか、質的に

高まるとか。個人個人の利害でものをしゃべるというよりかは、議会全員でやるのだから、議

会全体がそういうふうに信頼を勝ち取ることができるかどうか。狙いはこの二つだろうと思い

ます。ただ、そうやって考えたときに、意見のいろいろ違う人が報告会をやるときに、必ず絞

るわけです。これを見ても、ここにも書いてあるけれども、誰が報告をして、誰が答弁をする

かという全部決めて、内容も精査していくわけです。そうすると、私も前のやつを聞いたり参

加したりしているけれども、広報に書いてあることが、新聞に出たことが、その範囲を絶対出

られないです。あんなものわざわざ聞きに来たら面白くなくて、議員でなかったときに一町民

として参加したけど、これ何やっているのと思ったことあるのです。俺たちの願いはそんなこ

とではないと思ったことがあったのですよ。そうやって考えると、やはり予算、決算がどうの

こうのではなくて、決まったことを報告するのではなくて、大テーマを決めて、それを町民と

話し合うというふうに、テーマをかちっと決めて、この部分についての皆さんのご意見を聞き

たいと。前にも 1 回ありましたか、定数削減のときに、それを基にして話し合いをしたという。

大した意見も出なかったけども、それが大事であり。そうなると、それが懇談会なのか報告会

なのかわからなくなってしまう。その辺をもう少しきちっと整理して、報告会というのはこれ

なのだということを明確にしないと、決まったことだけ流す報告会になってしまうと。それは、

やめるべきだと。だから、それでない方法があるのであれば、報告会という名の中で、それが

可能なのであれば考えてみる必要があるなとは思っているのです。懇談会につきましては、皆

さんの意見を聞くということでは、これは大いにやるという、これは私も大賛成で、それはぜ

ひやらなければならない。まだ報告会の意味がきちんと頭の中で整理されていないということ

なのか。やってもあまり楽しくない。 

○小委員長（鈴木宏征君）  熊谷委員。 
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○委員（熊谷雅史君）  そのとおりだと思う。ただ、ここにうたわれて、スケジュールという

ことで議運のほうから結論出してくれということですから、この場で議会報告会必要ないよと

いうならそれでいいと思います。だけど、広報広聴をつくった意味合いの中は、町民の意見を

収集するということもあるけれども、議会において議決した、認定したことをきちっと町民の

皆さんに議会として報告するべきではないかというところも、これは外せないところではない

かと思うのですよ。だから、やるかやらないかはここで決めればいいことで、僕はやるとした

らこれしかないのかなと、定期的に。ただ、松田委員おっしゃった、前田委員おっしゃったよ

うに、町民が感心を持ったこの事案については、当然そこまでいってしまうと思います。公聴

会で、我々は議会でこういうふうにかかわった。答えはこうもらった。町側もこう言って、こ

うしてもらった。これは、報告会ですべき話でしょう。だから、これも踏まえて考えてほしい

ということなのです。 

○小委員長（鈴木宏征君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君）  もう一歩進めば、公聴会やって話し聞いた、懇談した、議会だけ。こ

れでは何も意味がない。これを理事者側と、こういう公聴会で、こういう懇談をして、こう町

民が思っているよということで、そして理事者と話して、来年の予算に反映してもらうと、こ

れがなかったら何の意味もないのですよ。 

○委員（熊谷雅史君） だから、定番のテーマとそういうテーマにするということであれば、

僕は別に問題もないと思います。ただ、定期的なのはする必要ないと、そういうことの事案し

かしないよというのだったら、それで議会運営委員会のほうに小委員会の意見として上げれば

いいことだと思います。でも、言っていることは、みんなずれてはいないと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君）  玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  議会報告会も議会懇談会も分科会の積極的な活動、みんな後ろは同じ

項目なのですよ。意味は違うのだろうけども、これなら紛らわしくてだめだ。基本的には、議

会懇談会だと思うのです、これは。報告会だったら予算を報告するでもいい。だけど、さっき

から皆さん言っているとおり、面白くない、みんなわかっていること報告するのだから。全然

面白くない、俺だって聞いていたら面白くない、一町民として。だから、これを何も広報広聴

常任委員会が、どうしてもしなければならないということではないと思う。報告会だからどう

してもしなければならないということではないでしょう。町民が面白くないことをやったって

面白くないのだから。それは、後で熊谷委員が言ったように、するかしないかということにな

るのだけど。こういうことでは全然必要はないと思うから、今、松田委員言われたような方向

づけをして、こういうことを必要性に応じて、そのことを進めるというふうにすべきだと私も

思うけど。  

○小委員長（鈴木宏征君）  前田委員。  

○委員（前田博之君）  だから、これ一くくりにしてもいいのですよね。懇談報告会にすると

か。私も辞めるとき近くなったから、例の議員定数報告会行ったのですよね。そうすると、い

ろんなテーマが出たのですよ。病院のテーマも出たのですよ。病院のやつ、多分議会別に聞い
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て行っているはずなのですよ。今回報告会、町民に出て行ってないのですよ。だから、そうい

う必要なものについては報告するという形のほうが逆に町民も関心を持つのではないかと。た

だ、義務的に報告会をやったからといって、報告会をやりますではなくて、懇談会という中で

やったほうがいいのかなと僕は思うのです。  

○小委員長（鈴木宏征君）  熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君）  そういう事案の後でいいのですよ。だけど、ちょっと松田委員の言っ

ていた、予算に反映するのは、これは定期でもできるのかと思う。だから、予算の結果を言う

のではなくて、予算に対する報告会というか。これは、懇談会になるのだろうけども、それは

すべきだと思います。だから、そのことを報告する報告会が必要かどうかというのを考えてほ

しい。それがまず１点。それから、今言ったように、定期が必要でないという考えだから。た

だし、出て事案が無いということはないと思うけど、もし無ければ年間で報告会がない、懇談

会がないという年次も出てくる可能性も危惧しなければ。だから、何らかの形でするのだよと

いうふうには担保しておかなければまずいのかなと、その３点です。 

○小委員長（鈴木宏征君）  これについては、お昼にかかりますが、昼からもここで終わると

いうのではなくて、またこれから入りたいと思うのですがいいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（鈴木宏征君）  次の懇談会とか、分科会にもまたがってしまうものですから。昼

の休憩に入ります。 

休憩 午後 ０時０７分 

                                         

再開 午後 １時０１分  

○小委員長（鈴木宏征君） 休憩を閉じて、小委員会を再開いたします。引き続きなのですが、

まず議会報告会なのですけども、先ほどからいろんな委員のほうから議論がありまして聞いて

みますと、報告会そのものは必要なのだけども、通年というのですか、どこでやるのかという

ことをやるのか、それともそういう案件があったときに報告会をするのかという、そこら辺の

議論が分かれておりましたので、ここら辺について持ち帰っていただいて、また議論をしてい

ただきたいなというふうに思います。ただ、これにつきましては、今これからやります懇談会

ですとか、あと分科会の積極的な活動のところと、またバッティングするところが出てきます

ので、そういうことも含めて、とりあえず報告会については議論してきていただきたいなと思

います。そういうことでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（鈴木宏征君）  次の議会懇談会のほうに入りたいと思います。議会懇談会につき

ましては、これも今の報告会の中でいろいろ出ていたのですが、それも含めて懇談会の持ち方

というものを議論していただければなと思います。先ほど出ていたのは、やはりタイムリーに

いろいろ問題が提起したときに、町民のほうに出て行って、町民の意見を聞いてきて、議会と

して今後の議論の中の参考にさせていただくという形かなと思うのですよ。先ほど言いました
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報告会も聞いてきたことで、その案件とか事件が終わったときに、皆さんにお聞きしたこのこ

とについて、こういうふうになりましたという報告会をしていくという、こういう懇談会と報

告会のつながりが出てくると思いますので、懇談会の持ち方について先ほどもちらっと議論出

たのですが、ちょっと委員さんの議論をしていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。

熊谷委員。  

○委員（熊谷雅史君）  うまく表現できるかわからないのですけども、先ほどは大まかに説明

して今、小委員長がまとめてくれたとおりなのですが、懇談会は僕も必要であり、絶対すべき

だと思うのです。ところが、ここの項目の２番、３番にも非常にかかわってくると思うのです。

ということは、規模だとか内容がここできちっとすみ分けしないと、懇談会をどういう形です

るかというのも見えてこないのかなと。ただ、松田委員だとか前田委員が言ったように、町民

に非常に負荷がかかり、今後のまちづくりに大変な状況の事案が発生したときには、町民交え

て意見の考え方だとか取らなければならないことになれば、懇談会は必ずしなければいけない

と思うのです。ところが、この懇談会は全員ですよね。議長を除く 15 人の広報広聴が行くとい

う形になると思うのです。ところが、下にある分科会というのは、常任委員会が広報広聴とい

う形の中で出て行くという形ですよね。そうなれば、その事案のすみ分けをここでしなくては

いけないと思うのです。また、その下の移動常任委員会です。これは、今議運でも議論されて

いるのですけど、実はきのうも議論あったのですが、移動常任委員会というのは、議会改革と

いう中で、町民に親しまれる議会という項目の中で、開催をずっとすることになっているので

すよ。ところがこの間、移動常任委員会が開催されていないのです。それで議運の中では、回

数を決めてやるべきではないかという議論もあったみたいで、とりあえずきのうの議運では、

産業厚生常任委員会、総務常任委員会で移動常任委員会を年間で何回するかというのを会派で

話し合ってくれという話になっているのです、今。ところが僕は委員外議員なのですけど、こ

の項目自体反対したのです。広報広聴で分科会というのがあるのだから、中身としては一緒な

ので、広報広聴に移管するという考え方でいいのではないですかと。議会改革の中で、それを

常任委員会単独の移動常任委員会をするという意味は無いのではないかと言ったのです。それ

は今、私は疑問に思っているのです。ただ分科会というのは、常任委員会の正副がなっている

のですよ。広報広聴の分科会の正副は、正規の総務常任委員会、産業厚生常任委員会の正副が

分科会長になっているのです。ただ、僕が思うには、通常の常任委員会のときは理事者側を連

れて行って、委員会室でやるのは移動でできるというとらえ方なのかなと。広報広聴でやると、

町民との懇談が主でいくということになるのかなと。ただ、議論として、産業厚生のときに、

例えば農協に行きますよと。それから、商工会に出かけて行きますよといったときに、いいの

だけれども広報広聴で行くこともできるのだよという議論もあったはずなのです。そうなれば、

行かれる所も要請の仕方が変わるのかもしれませんけども、鈴木小委員長のところの要請が生

きてくる。例えば産業厚生であれば、玉井委員長のところが生きてくるという、そういう問題

があるのかなとは思うのですが、僕はくくりとして町民のところに出て行くのであれば、全部

広報広聴ですべきではないかなと思うのです。そうなれば、小さいやつは分科会で対応させて
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いただくと。大きいものになった場合には、懇談会、公聴会でさせていただくと。通年議会で

すから、変な話ですけどタイムリーでまだみんなを呼ぶほどの情報がないから、先出しで例え

ば病院問題も素案ができたみたいだと。全員協議会やる前に情報ちょっと取れるかもしれない

と言ったら、変な話、総務の及川委員長が出かけて行って、その話を聞いてくるだとかという

ことも、ここで可能かなと思うのですよ。だから僕が言いたいのは、今言ったように、懇談会

とか公聴会というのは、全体で取り組む問題で、それも大きな問題をしましょうと。それは要

するに鈴木小委員長、斎藤副小委員長が所管してやるのだよと。それから小さい問題について

は、各常任委員会の常任委員長、副委員長が分科会長になっていますから、広報広聴には 1 回

通りますけれども、一応ほかの委員も委員外議員で追われる必要ないわけですよ。みんなで行

きたかったら行かれるわけですから。そういうメリットも出るから、僕はそういうすみ分けを

しながら、やるという方向で議論を進めていったほうがいいのかなと思うのです。 

○主幹（森 隆治君）  すみ分けなのですけども、この話の中では、例えば懇談会というもの

はすべて広報広聴常任委員会が担いますよと。先ほどの移動常任委員会はあくまでも向こうで

委員会を開催するまでなのです。あと懇談会になれば、例えばそれが産業厚生かあるいは総務

文教かとなった場合には、分科会の名前でやるということなのですよ。ですから、あくまでも

広報広聴というのは、広聴の部分を担うということでとらえていただければと。先ほど言った

ように、広報広聴常任委員会の懇談会というのはどういうものかというと、この前やった全議

員対象の懇談会。例えば消費者協会とやった出前とか、あれが広報広聴の懇談会と。それぞれ

所管にかかわるものについては分科会という形の中でやりますよというような分け方です。 

○小委員長（鈴木宏征君）  玉井委員。  

○委員（玉井昭一君）  結果的には、今の言い方なら懇談会という別につくれば、それは懇談

会。分科会と別につくれば。だけど懇談会の中で、分科会をやるというのではなくて、懇談会

は懇談会でやるよと。そして細かいものに入ったら分科会でやるということになるとダブって

しまうから、その場で一遍にはできないから。何回かやらなくてはならなくなるでしょう。そ

うではなくて、懇談会をやると。その中で、まず分科会は考えないで一緒くたにやると。懇談

会だから、何を話してもいいわけだから。今、分科会と懇談会を分けてしまうと。  

○小委員長（鈴木宏征君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 僕が言っていたのは、移動常任委員会そのものを広報広聴が出て行っ

てやるべきではないかという意見だったのです。今、事務局から言ったのは、中身としては移

動常任委員会で常任委員会の所管の部分ありますよね、それはするのだと。その終わった後の

懇談は分科会ということに変わるのだよと。それだったら僕もわかったと、意味が。なぜ議運

の中で常任委員会の移動常任委員会を活発化するという話をするのかなと。どうして広報広聴

のほうにも分科会があるのだから、そこに任せればいいのではないかという考えだったのです。

だけど、今話を聞いてわかりました。それはそれで、まずあれします。僕が言っているのは、

公聴会だとか大きな事案のとき、それは全体なのでこっちで所管してやるというスタイル。そ

れから今言った常任委員会は常任委員会終わった後、分科会が所管すると。これでいいという
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ことですよね。僕も納得できました。 

○小委員長（鈴木宏征君）  休憩いたします。 

休憩 午後 １時１４分 

                                         

再開 午後 １時１７分 

○小委員長（鈴木宏征君）  休憩を閉じて、小委員会を再開いたします。だいたい、今のお話

し合いで整理はできたと思いますので、すみ分けという部分では一応事案が出たときには、小

委員長、副小委員長がこの判断をして、懇談会をするのか分科会の活動にするのかということ

は、判断はしないとだめなのですが、そういうことは必要だと思います。今、事務局のほうか

ら言われたのですが、分科会の積極的な活動の前に、ずっと下のほうの議会の運営の４番の最

後のところに委員会の運営の１番の委員会の活性化の中に、広報広聴常任委員会の積極的な活

動というのがあるのですが、項目としてあります。上から２番目。これが、うちで議論してほ

しいということでございますので、分科会の積極的な活動とリンクする部分がありますので、

これも含めて議論をしてほしいのですが、議会の懇談会のところと分科会がごっちゃになって

しまって、これはしようがないと思うのですが、ただいまいろんな意見をいただきますと、や

はり議会懇談会というのは、全町的な大きな議題というか、病院のことですとか、使用料、手

数料の問題ですとか、あとは学校の統廃合ですとか、今出ている部分で言いますと、そういう

部分は議会の懇談会という中で位置づける案件かなと。従前やっています、先ほども前田委員

のほうから出ていました建設協会ですとか、商工会と懇談するという部分は分科会の行動かな

というふうに思いますので、ここら辺はそういう考え方の中で議会懇談会について会派の中で

議論をしていただきたいなと思います。  

次のところ、次と言ってもなかなかあっちこっち行ってしまっているのですが、２番目の分

科会の積極的な活動の中に広報広聴常任委員会の積極的な活動という部分を含めて議論をして

いただきたいのですが、もう私も小委員長になって、こんなことを言ってあれなのですけども、

やはりできたばかりの常任委員会ですから、試行錯誤しながら会を進めているのですが、広報

広聴ですから、今まで担っている部分としては議会だよりですとか、いろんな部分で町民の方々

に広く知っていただくという部分ではやってきているのですが、広聴という部分での取り組み

がちょっと少なかったかなという気はしております。常任委員会として、今後積極的に活動す

るという部分では今言ったように、議会報告会ですとか、議会の懇談会ですとか、分科会の積

極的な活動をすることによって、この広報広聴常任委員会が積極的に活動するという、そうい

う部分につながっていくのかなとは思うのですが、ここら辺、委員さんのご意見を聞きたいと

思うのですが。 

○小委員長（鈴木宏征君）  前田委員。  

○委員（前田博之君）  これは分科会の積極的な活動については、今まで広報常任委員会が新

しくできて、それの位置づけからいくと、懇談会についてはやはり本体の委員会がいろいろと

先ほどの議論を踏まえた中でやっていけるのですね。この分科会の部分については、この常任
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委員会を連動するのですよね。だから、広報常任委員会が云々ではなくて、各所管の分科会長

になっている人がいかに活用するかなのですよ、所管事務調査やっている中で。だから、これ

はそういうことではないですか。これしかない。だから、仮に玉井委員長が鈴木小委員長にこ

ういうことをやりますからということなら、委員長と二人の名前で連動で各団体に出すとか、

そういうことになってくるから、ここはやっぱり丸印広報広聴の活動になっていますけども、

各常任委員会の積極的利用だとか、年何回以上必ずしてくださいとか、広報の委員会からそう

いうことしかないと思うのですけども。  

○小委員長（鈴木宏征君）  前田委員のおっしゃるとおりだと思います。ただ、やはり広報広

聴常任委員会からも、働きかけとしてそういうことを各常任委員会のほうに言っていかないと

だめな立場にもありますので、それは本当に言っていかないとだめだと思いますし、本当は年

に何回くらいはこういう分科会を開催してほしいという、そういう縛りも案外入れておいたほ

うがいいのか。３月、６月、９月、12 月が定例会みたいのがあるので、その間に必ず１回くら

いはこういう分科会を開催するというようなことを積極的にやってもらうということも、回数

を入れて、そういうことも一つの手かなというか、方法かなとは思ってはいるのですが、そこ

ら辺も含めて委員さんのほうから。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  当の委員長だけど、だけどもそうなると、どっちみちやらなければな

らないかもしれないけども、結局は倍になる、仕事が。二重になってくるでしょう。同じこと

ではないだろうけども。  

○小委員長（鈴木宏征君）  そういうふうに考えないほうがいいのではないですか。今までや

っていたことを、立場がちょっと違うだけであって、やっていることそのものは、僕は同じだ

と思います。今までも常任委員会がそういう団体へ行って、意見交換会をやっていますよね。

それが、名前が各分科会の活動になるだけであって、そういうふうには思わないほうがいいの

ではないですか。二重にはならないと思うのですけども。ただ名前が変わるだけであって、や

っている活動はそんなに変わらないと思います。  

○委員（玉井昭一君） ただ、今までやってきたことは、産業建設常任委員会でやってきたの

は、毎回違うことやってきているのですよね。今言っていること聞いていれば、建設協会、商

工会とか、例えばの話だろうけども、そことの懇談を年に何回かするかとか、そういうふうに

なってしまうと縛りすぎてしまって、委員会としての活動はまた別にやらなければならないと

いうことになってくる。だからそれでは････。いい、負担が大きい勉強になるのだけどいいで

すよ、数やることは。だけども、ちょっと負担になる部分も出てくるのではないかと思う、そ

こら辺は。今度は当然、産業厚生常任委員会だから、産業的なことと厚生的なことを一つずつ

やるというのは、これは当たり前のことですよね、常にそう思っているけども。その辺で今ま

でどおりでいいというのであれば、たまたま二つくらい分科会に置き換えたというのであれば、

これは何も問題ないけど。私が後段で言ったようなことであれば、何にも問題ない。  

○小委員長（鈴木宏征君） 前田委員。 

○委員（前田博之君）  多少は事務量増えますよね、委員会の。親しまれる会派だから、積極
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的に行かなければだめなのだから。それは、委員長が認識しないとせっかくここで議論してい

る意味が････。 

○小委員長（鈴木宏征君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  分科会のことはそういうことで、大体まとめていいのではないでしょ

うか。先ほど、しつこいようですけど、全体でする意見交換会、公聴会。このすみ分けもでき

れば公聴人を呼べるだとか、夜間も自治法で変わってきていますけども、その辺の資料もこの

次やるとき事務局、そろえてもらえれば、ちょっと姿が見えてくるかなと。どんな規模で、例

えばエル型でやるだとか、対面でやるだとか、やり方のスタイルもちょっと見えてくるのかな

と。そこまで詰めておきたいなとは思うのです。早急にやらなくてはいけないと思います。周

知の徹底も少し午前中に議論ありましたけども、コンビニにお願いをするだとかということも、

ここにかかってくると思うのです。だから、一つだけ押して解決するのではなく、全体のこと

で組み立てていかないと見えてこないと思うのです。ただ、漠然とするというのはわかるけど

も、どんな段取りで積み上げていかなくてはいけないかという想定もあるだろうし、当然あし

たの病院の問題ですぐ集めてもらって、意見交換をして、どうするという議論にもあしたなる

かもしれませんし、状況によっては。広報広聴あしただから、あしたはたまたま、大体まとま

りかかっているから、もうそろそろ終わるとは思うので、あしたのスケジュールで、あしたの

全員協議会が終わった後、きょうのこの議論含めて、これは皆がオーケーであれば、意見交換

会というスタイルをしなくてはいけないなという気持ちになったら、すぐ入っていかないと、

緊急性であしたやりますから、皆さん来てくださいという話にはならないわけですから。多分、

僕はあしたかなり忙しくなると思いますけども。 

○小委員長（鈴木宏征君）  それでは、いろんな意見が出たのですが、分科会の積極的な活動

の中に、まず分科会という部分の位置づけの問題で一つ出ましたが、それは懇談会にするのか

分科会にするのかということについては、それは事案が出てきたときに、私と副小委員長、ま

た議長ですとか議運の委員長あたりを含めて決めていくことだと思うのですが、分科会の積極

的な活動の中で、前田委員からも出たのですが、やはり年間のスケジュールの中で何回ぐらい

やってくださいという縛りを必要なのかどうかということも、ちょっと会派のほうに持ち帰っ

て議論していただきたいなと。これについては、議会の懇談会とか議会の報告会、この三つと

も同じように、もし議会の報告会で定期的に開くのか、それとも何か案件があったときに懇談

会を開いたその結果として報告会を開くのか。そういう報告会の開き方もあると思いますので、

どういう報告会の開催の方法にするのかということも、あとは議会懇談会も含めて会派の中で

議論してきていただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。  

次に移りたいのですが、移動常任委員会の開催については、これは議運のほうで議論すると

いうことで。今回は、これはこの中から省きます。それと、最後なのですが、町民から意見を

聞く機会の拡大ということで、会議後の傍聴者との懇談。これが先ほども出てきた部分につな

がることなのですよね。移動常任委員会やると、やったときに傍聴者が来ていますよね。移動

常任委員会がここで一たん終わったと。来ていただいた方に移動常任委員会でやったことを聞
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いていただいているわけですから、このことに対して町民の方がどのように思っているかとい

うようなことをその場を借りて、今度分科会という形で懇談をするというそういう形が、議会

後の傍聴者との懇談という形につながるかなと思うのですが。そんなことだと思うのですが、

そのとおりと考えてよろしいですか。そのほかに何かこういうことがあるのではないかという

ことがありましたら････。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  その傍聴者との懇談の中身によって、それをどうするかということが

出てくるかと思うのですよ。だから、その辺を、問題は中身によるということだから、これに

ついてはそれ以上のことを考えることはないと思うのです。その中身によっては、どういうふ

うにそのことを解決していくかということしかないと思うのです。 

○小委員長（鈴木宏征君）  先ほどもいろんな意見の中で出ていたのですが、懇談して意見を

聞きますよね。それを今、使用料、手数料の問題が出ているのですが、移動常任委員会やって、

そこに来ていた方と使用料、手数料について意見を聞くと。その意見を聞いたことが改正した

ときにどう反映したのかということが出てくる。そうしますと、その意見を聞いて、こういう

ふうになりましたという部分がまた必要になってくるのかという部分も出てきますよね。いろ

いろとここら辺難しいところですよね。逆に分科会で聞いたことも、それを踏まえて報告会み

たいな話、大きな事例だったらそういうふうにもなるのですか。ここら辺が非常に頭痛いとこ

ろなのですが。本来は使用料、手数料ですから全体で懇談会みたいなことで１回行って、いろ

んな団体の方ですとか、町民の方に意見を聞く。その意見を聞いて、手数料、使用料の改正に

なりますよね。その後にまた地域に戻って、いろんな意見を聞いたことを踏まえて、こういう

ふうに決めましたということの報告が本来あればいいのですが。何か委員会でやって、その後

に傍聴者と懇談しますね。その傍聴者と懇談した後の後始末をどうするかというのを一つある

のではないかと思うのですが、何か。事務局、森主幹。 

○主幹（森 隆治君）  ちょっと考えたのですけども、分科会、懇談会でまとめますよね。当

然それは分科会で広報広聴常任委員会のほうに報告をすると。広報広聴常任委員会で今度それ

から、議会のほうに報告をするというような流れになろうかなと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君）  報告をするのはいいのだけども、問題は町民から聞くわけでしょ

う。 

○主幹（森 隆治君）  そこで例えば、所管事務それぞれの、例えば産業厚生常任委員会で分

科会で行って、それが自分たちで取り上げなければならないものが出てきたという場合には、

今度所管事務調査としてそれを取り上げるような形になろうかなと思います。 

○委員（玉井昭一君）  今言っているのは、ちょっと違うと思う。要するに、懇談会とかある

いは分科会、今言っているのは懇談会の後だと思うのですよ、基本的には。町民から意見を聞

く機会の拡充だから。その中の会議後の傍聴者との懇談だから、この懇談をやって今、小委員

長が言っているのは、僕がさっき言ったように、もし大事な重要案件があって、そこで答えが

出せないと。そのときに、その返事をどうやって返事をするかということなのですよ。それを

懸念しているというのが小委員長の言い方です。だから、それは私も今思うに、それも例えば、
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たくさんあって、仮に 10 項目くらいあったと。それもすべて重要な案件ばかりだったと。それ

はそのものによっては、さっき森主幹が言ったように、持ち帰って全員で協議して、あるいは

理事者とも懇談して、その結果が出たときに時間が何分かかるかにもよるけども、それによっ

ては返答をしなければならないかもしれない。ただ、それが一つか二つしかないときに、果た

してみんなで返答する機会が必要なのかということが問題の騒ぎになってくると思う。それは

文面で、例えば議会だよりにでも書いて、こういうことを聞かれたと。しかし、その結果はこ

うなりましたというふうに、一つか二つの場合しかないと思うから、そういうことでいいので

はないかなと私は思いますけども。  

○小委員長（鈴木宏征君）  前田委員。  

○委員（前田博之君）  一つの方法として、今言ったように傍聴、懇談しますよね。仮に一つ

を例にすると、使用料、手数料の関係で多分総務文教常任委員会終わった後聞くと思います。

所管事務調査ですから、僕はそのときに皆さんの意見については、こういう形で報告させてい

ただきますということで、その中で町に報告するなら報告する部分。そして、こういう形で委

員会の意見をまとめて、こういうふうにして町側に報告しましたとか提案しましたとか、こう

いう形で懇談したときに本当なら団体ごとに報告するべきですけども、こういうことで今度は

議会だよりで結論を報告させていただきますから、それをご覧になっていただきたいとか、そ

れによって報告に代えさせていただきますと、そういう形であれば議会広報、所管事務調査の

報告載りますから、それを読んでいただければ、こういうふうにまとめてやってくれたのだと。

あとは、条例の議決見ればどうなったかということがわかりますから、そういう形であれば、

ある程度理解をいただける、それは委員長からこういうことで報告させてもらいますというこ

とと、そうすればそんなに言葉おかしいけども、何回も行ったり来たりしなくていいのかなと

思うのですけどどうでしょう。 

○小委員長（鈴木宏征君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  そのことも必要だし、インターネットの活用ということで、まだ見て

いないけども、これから議論進んでいくと思うので、これにも掲示ができるわけですから、今

言ったような中身で何らかの返答、それからキャッチした後の投げ返しはやっぱりすべきだな

と思うのです。そういう方法であれば、町民の方も理解していただけるのではないかなと思い

ますけど。すごくいいことだと思います、それは。  

○小委員長（鈴木宏征君）  せっかく聞いた話が、町民からしてみれば、言ったことがどうい

うふうになったのかということが、一番興味というか関心を持っているところなので、聞きっ

ぱなしではなくて、こういうふうになったよということは最後までやらないと、やった意味が

ないと思いますので、今前田委員や玉井委員がおっしゃったことが、そういう形でも何らかの

形で、あとはインターネット、ホームページの中にそういうものを入れていくとか、いろんな

所で返すということが必要だと思いますので、これはきちっとこの中に入れていかないとだめ

な部分かなと思います。ただやればいいということではないと思います。考え方としては、今

言ったように、会議後の傍聴者の懇談ということを積極的にやるということで、そこで聞いた
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ことについてはきちっとお返しするということでよろしいですね。そういうことで持ち帰って

いただいて、議論していただきたいと思います。  

もう一つはメール、ファクスによる意見。これはもう一つはご意見箱がちょっと抜けている

のですが、前にはこのご意見箱というのが載っていたのですが、そういうことだと思うのです

よ。いろんな町民の意見を言っていただける場所をたくさんつくろうということだと思います

が、ここら辺どうでしょうか。 

○小委員長（鈴木宏征君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  いいのではないですか、それで。ご意見箱なり議会広報にも何かのご

意見があれば送ってくださいと、お問い合わせくださいと、ちゃんと発信していますから、そ

れでいいと思いますけれども。受け身ですから、それを何でもかんでももらわなければならな

いということであれば、また別の方法を考えなければいけないと思いますけど、今の方法が最

善ではないかなと。または、人をつかまえて何かありますかというインタビューするわけには

いかないでしょうから、それでいいと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君） 斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 町民から受けるのに、24 時間電話などで受け付けるだとか、留

守電に入れてもらうだとかいう方法がありますよね。議会の事務局の電話をどういうふうにつ

なぐかわからないけども。言いたいときに電話をかけて、留守電に入れておいてもらって、そ

れが反映されるというような、そんな方法というのはどこかでとっている所というのはないで

すか。 

○主幹（森 隆治君）  現状なのですけども、傍聴に来られた方は傍聴の箱がありますので、

そこに意見を入れるということになっています。それともう一つは、ホームページの中のメー

ルでご意見をいただきたいと。ただ、ここで言っているファクスによるものについては、ちょ

っと調べたのですけども、ファクス番号入れているものがないです。議会だよりもファクス番

号入れていませんので、それはファクス番号を入れれば、それはことが済むかなと。ただ、今

言ったように、電話のほうについては当然土日についてはうちのほうは委託警備していますの

で留守録はやっていません。機能もそのような機能にはなっておりません。 

○副小委員長（斎藤征信君） 簡単にできるものではない。 

○小委員長（鈴木宏征君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君）  一般家庭しかわかりませんけれども、普通の電話でもできませんもの

ですから。 

○小委員長（鈴木宏征君） 休憩いたします。 

休憩 午後 １時４６分 

                                         

再開 午後 １時５０分 

○小委員長（鈴木宏征君）  休憩を閉じて、小委員会を再開いたします。それで、たまたまご

意見箱も出たのですが、この意見を聞く機会の拡充の中で、メールとファクスによる意見とか
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書いているのですが、このほかに何かあれば議論していただいて、持って来ていただきたい。

たまたま私も言いましたように、ご意見箱ですとか、こういうもの書いておりませんので、そ

ういうものを置いたらどうかというような話も、もし出てくれば、このほかにこういうものも

あるのではないかということがあれば、そういう意見を持って来ていただきたいなというふう

に思います。  

それでは、一応私たちに与えられた１番と２番、５項目終わったのですが、今までずっと進

めてきてこの項目でこのことという、もし何かあればお聞きして、もしなければ終わりたいと

思うのですが。松田委員。 

○委員（松田謙吾君）  私も議会久しぶりに出てきたのですが、白老の議会がずいぶん変わっ

たなと思っているし、私が古くなったなと反省をしております。議会というのは、何をすべき

かが議会、求められるのは。議会というのは、１円の予算もないわけです、議員というのは。

そして、町民から様々な意見が求められる。例えば先ほどの手数料や何かの、町民からいくら

手数料高すぎるのではないかと、行って公聴会したり懇談しても、町長に来て、行政側にこう

だから下げれと言っても、下がったためしが無い。そういうことを考えると、ずいぶん今の議

員というのは、幅広くしたけども、幅広くしている割に積み重ねる実績というのは、ここで出

てくるのかなと、本当にさっきから思っている。一生懸命町民といろいろな話を聞いてくる。

今度それを行政側に、町民の意見がこうだと言ったにしても、予算的には本当に今まで繁栄さ

れたためしが無い。みんなでやれば怖くない方式になっている、今。15 人もみんなで行って、

町民の話し聞いて帰ってくるということは、みんな同じ考えでなければだめだ。同じ考えにな

ってしまっている、議員がみんな。議員というのは、個々の個性があって、それから個々の思

い、町民との個々のつながりでこれが代表者で選挙やっているわけだから、みんなで行って話

し聞いて、みんなで同じことやったって意味があるのかなと、さっきからずっと思っている私

は。その辺をもう少し議会の改革も大事だけども、議員の改革もしなければだめだ、本来個々

の。だからどうも、みんなでやれば怖くない方式、みんなで決めたと言ったって、みんな個性

も何もなくなってしまう。選挙することがない。町内会長がやればいい。私の意見、これだっ

たら。町内会の会長さん何人か来て、選挙なんか議員なんか必要ない、これまでやるのだった

ら。そう思っている、私の意見は。議員を廃止しよう。  

○小委員長（鈴木宏征君）  松田委員のそういう、今まで議会の流れとしてのご意見として良

くわかるのですが、やっぱりそういう部分ではまずいということが、やはり議会改革の中でい

ろんな議論されて、これではまずいのではないかと。もう少し町民という方々が何を思いがあ

るのかということをみんなで知って、それを町政に反映するという部分ですから、そういうこ

とを求めているのだと思います。  

○委員（松田謙吾君）  だから、私は会派というのがある。会派がまとまって町民へ行って意

見を聞く。これが本当の姿だと思う。せっかく会派、４人か５人、３人なりで、共産党はよく

やっているけど、他の会派はやっていない。これが本当の政策集団であり勉強会、町民の。だ

から町民の例えば会派をつくったら、会派の働きとは何にもない、せっかくつくっている、議
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会の会派の働きが。ここのところをもう少しやるべきだと思う。会派が町民に行ってお話を聞

く。会派というのは大体まとまった人間だから、住民も来たらまとまったような人が来て意見

が統一される。だからこれをやっているのは共産党だけ。こういう議会のあり方をもう少し考

えるべきだなと、わたしはそっちのほうを思う。  

○小委員長（鈴木宏征君）  今みたいな意見がいろいろ出て、ここに会派制の必要性みたいな

ところも今議論されていますけれども、何で必要なのかと、あれば言ったようなことで、いろ

んなことができるのではないかということも一つありますし、先ほど私が言ったように、本当

に会派が必要なのかという話もいろいろ出て、議論して良くなっていかないとだめなので、議

員もあまりこういう所に出たくないという話。出てどんどん意見を言っていただきたいなと。 

○委員（松田謙吾君） 出たくない人は議員を辞めればいい。 

○小委員長（鈴木宏征君）  今の思いはきっとそういう思いで議会改革をやろうという気持ち

でやっていると思いますので、ぜひ町民の意見を聞いて、それを町政に反映できるような、そ

ういう議会でありたいなと思いますので。それでは、もし無ければ、これで終わりたいのです

が、１回会派へ持ち帰って議論していただいて、それで 16 日なのですが、議会だよりの編集会

議が 10 時から開催されるのですが、たまたま 10 時から定例会が開催されまして、定例会の終

了後に議会だよりの編集会議をやるのですが、その終わった後に今回持ち帰っていただいた議

案に対して、また会派で協議したものを持ち帰っていただきたいと思います。お話を聞きまし

たら、17 日に議会運営委員会が開催されまして、議会のほうでやられている議会改革の部分、

それが会派に持ち帰っていただく部分が 17 日だと言いますので、ちょうど小委員会がうちらに

割り当てられた部分が 16 日にもしそこでまとめるものはまとめてしまいたいと。17 日に議会

運営委員会のほうの部分が、もしまとまってしまえば、これで議会改革の項目についての、あ

る程度の案というのができてくると思いますので、できれば 16 日に会派に持ち帰ったものをこ

こで協議していただいてまとめたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。日

にちはないのですが。 

それでは、これで小委員会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

（午後 ２時００分） 


