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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４月１６日（水曜日） 

開  会  午後１時３１分 

閉  会  午後３時３０分 

                                           

○議事日程 

 調査事項 

１．第 123 号（４月 30 日号）の原稿校正について 

２．議会だより印刷業者について 

３．第３次議会改革について 

４．その他 

                                           

○会議に付した事件 

 調査事項 

１．第 123 号（４月 30 日号）の原稿校正について 

２．議会だより印刷業者について 

３．第３次議会改革について 

４．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。 

（午後 １時３１分） 

                                           

○小委員長（鈴木宏征君） 議会だより第123 号の校正を行いますので、休憩いたします。 

休憩 午後 １時０１分 

                                           

再開 午後 １時３０分 

○小委員長（鈴木宏征君） ただいまより、広報広聴小委員会を再開いたします。 

 それでは、前回、会派に持ち帰って検討いただいた項目につきまして、進めていきたいと思いま

す。皆さんのところに、終わったあとなのですが、議会改革（体系）における広報広聴小委員会の

審査経過というものをお配りしていると思います。それで議論を進めてきていると思います。ちょ

っと休憩します。 

休憩 午後 １時３２分 

                                           

再開 午後 １時３７分 

○小委員長（鈴木宏征君） 休憩をときまして、小委員会を再開いたします。 

 そして、これを見ていただいて、これを一つずつ進めて行きたいのですが、１の１の１の議会情

報の公開です。そこにありますように、前回、そういうような形のご意見がありました。それで、

つくるか、つくらないか、最後のほうの米印なのですが、つくった場合の活用の仕方ですとか、配

布の方法を含めて会派で議論していただきたいということで･･････。どうでしょうか。皆さん、会

派に持ち帰って、会派のほうの考え方は。斎藤副小委員長のほうから、どうでしょう。 

○副小委員長（斎藤征信君） 結論としてはね、やはりつくるべきではないのかなということです。

それで、どう利用するかどうかというのは、また別な問題で、それぞれ使い方というのはあるでし

ょうから、それはお任せすることにして。やはり総体的に議会誌というものはあるべきだというこ

とで、いちいち探して集めて歩くよりは、まとめておく必要があるのではないかということです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 松田委員、どうでしたでしょうか。 

○委員（松田謙吾君） 私のほうはですね、つくらなくてもいいのではないかと。必要な方はね、

今、情報公開で、議会へも来られるし、求めれば出るわけだから。必要な人はですよ。それから、

インターネットにも出ているのだから、必要ないのではないかという結論だったです。 

○小委員長（鈴木宏征君） はい、わかりました。玉井委員、どうですか。 

○委員（玉井昭一君） 私の会派では、費用面と労力が相当かかるだろうと。そういうことから、

まだ検討の余地があるのではないだろうかということです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 前田委員、どうですか。 

○委員（前田博之君） 私も原則的にはあっても、なくてもいいと思います。ただ、基本的には事
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務局がつくるので、事務局がそういう体制どうかという問題だと思います。私たちがまとめてつく

るわけではないから、その辺はどうかなと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君） 熊谷委員、どうですか。 

○委員（熊谷雅史君） 僕もだいたい松田委員と同じような考え方なのですけれども。インターネ

ットのページ上でもし、そういうものが掲載可能であれば、早急にではなくて、徐々にでもいいで

すから、何年にこういうことをやったということの記述、一覧ができればいいかなと、そういうふ

うに思います。私は必要ないと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君） 本間委員、どうですか。会派をまとめて、本間委員のほうから。 

○委員（本間広朗君） つくる方向で話し合いが持たれたのですけども、やはり開かれた議会とい

うことで、できるだけ皆さんに知っていただくという意味で。そして、コンビニとかそういう所は、

また、どうかなということもありましたので、一応、つくる方向でということで決まりました。 

○小委員長（鈴木宏征君） わかりました。 

 今、お話ししますと、必要ないというところもありましたし、今すぐどうかという話ではなくて

検討したほうがいいのではないかというところもありましたし、必要だというところもありました。

掲載の仕方もインターネット等で掲載して、できればですね、少しずつ掲載していったほうがいい

のではないかということでございました。 

このことについては、もし、やるという方向で考えてもですね、今すぐできるのかどうかという

ことも非常に作業量が大変な作業でございますので、それについては、事務局のほうとお話をして

いただいて。ただ、ここの項目にあるようにですね、やっぱり積極的に議会が開かれた議会という

ことで情報を共有しようという、そういう目的の一つとしてですね、こういうものがあれば、情報

を町民の方が必要とした時に年報や何かがあると、より、情報の開示をしやすいというのですか、

そういうものの一つとして議会年報があるのではないかという考え方でございますので、これは全

体として検討すると。作成する方向で検討するということでどうでしょうか。 

今、いらないというところもあったのですが、費用の問題だとかいろいろあるものですから、そ

ういう話になっているのかもしれませんし、今、既にいろいろな情報がいろいろなところで出てい

るので、それで十分ではないかというお話もあったのですが、より、もっと、それを集約した一つ

の年報みたいなものがあったほうが、より、開示しやすいとか、見た人がわかりやすいという部分

であれば、検討していただくというところの項目に入れておいたほうがいいのではないかなという

ような気がしますので、いろいろなご意見があったのですが、一応、公開・作成する方向で検討し

ていただくということにしたいと思いますがよろしいですか。はい、どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） それでは、何も聞くことないのではないのですか。今の意見からいくと、

ここだけで３人の会派が必要ないだろうと言っているのですよね。 

○小委員長（鈴木宏征君） 必要はないとは言っていないのです。 

○委員（松田謙吾君） 私のところは必要ないと言っているでしょう。 

○小委員長（鈴木宏征君） あとは･･････。 

○委員（松田謙吾君） 玉井委員のところもそうでしょう。 
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○小委員長（鈴木宏征君） 検討ということは、全くないということではないのです。 

○委員（松田謙吾君） 熊谷委員のところもそうでしょう。 

○委員（熊谷雅史君） 僕は、年報というより冊子、あれは必要ないと思います。 

○委員（松田謙吾君） 必要ないと言っているのだよ。 

○小委員長（鈴木宏征君） だけど、インターネットに、そういうものに掲載したらどうかという

話だから。だから、どういうふうな掲示の仕方、本にするか、何にするかというのは別なのです

が･･････。今、言った熊谷委員のほうは本にする必要はないというのだけども、インターネットや

何かで、もし、できればですね、少しずつ、そういうものを掲示していったらどうかというお話で

すので。 

○小副委員長（斎藤征信君） あって邪魔になるものではないのだけども、つくる手間だとかね、

費用だとかを考えた時に、まだその辺は検討の余地があるなと。ただ、本にしなければならないと

いう問題ではないと思うのですよ。インターネットでまとまったものを載せられるのであれば、そ

れはそれでいいわけだし、使いたい人はそれを自由に使えばいいわけだしね。だから、その辺がど

こまでできるのかね。これは事務局の問題とも絡むものですから、そのあたりを考えて、もう少し

検討したらいいのではないですか。 

○小委員長（鈴木宏征君） 事務局どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） ちょっとよろしいですか。事務局のほうではですね、さっき費用の

問題という話が出ましたけど、費用はそれほどかからない。というのは、今、データ的に持ってい

るものを、ただそれを時系列に並べるような形でつくるものですから。ただ、労力は当然かかりま

す。あと、それについては、例えば、先ほど言ったように、それがどのぐらいの量とかそういうも

のもありますけれども、インターネットに登録することによって町民も見られますし、皆さんも見

られるという形を想定はしています。以上です。 

○副小委員長（斎藤征信君） ただ、問題は１年間どんなふうに議会が経過してきたのかという総

括はね、これは何としても必要だろうという立場で考えたいと思うのですけどね。それをあちこち

から拾い集めなければだめだということではなくて、何とかまとまってわかるような形にしておい

た方がいいのではないかということです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。私のところもね、３人、検討すべきということだけども、基本

的には労力も相当かかるだろうから、今、大変な時期だし、いろいろな問題もあるから、どっちか

と言えば、必要ないというほうが多いのですよ。 

○小委員長（鈴木宏征君） そうですか。一応、この計画は５年なのですよ。だから、今、もし、

やると言っても、すぐ今年やるとかという話ではなくて、５年間の中で検討する事項として、こう

いう項目を挙げていいかどうかということですので、そこら辺もちょっと加味していただいてです

ね。これは本当に、ことし１年でこんなものをやれという話であれば、非常に大変な話なのですが、

５年間の中でこういう改革を進めて行ったらどうかということですので、そういうことでちょっと

議論をいただければなというふうに思います。熊谷委員。 
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○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。厚真方式の冊子は、僕はいらないと言っているのですよ。要す

るに公表、さっき松田委員も言ったように、公開することについては事務局にも調べてくださいと

言ったら出るわけだし、だから、年表という形のものを存在させるかどうかということについては、

僕は必要ないかなと思っているのです。ただ、これは、知らせ方というのもあるでしょう。そうす

ると、ずっと追っていくと、ホームページの全面改定というのも出てくるわけですよ。ここのとこ

ろに包含されるのかなと思っているものだから、先ほどちょっと言っただけで。それが今、森主幹

からも言ったように、我々も見られるだろうし、町民も見られるだろうし、うちの議会に興味ある

人もそこで情報は得られるだろうと。ただ、それがわからなくて、こういうものを聞きたいという

のは、松田委員が言ったように、事務局に直接、興味のある人は来るわけですから、前回も議論あ

ったとおり。だから、労力とお金をかけて、こういうものがありますよ、それをどこに置くのとい

うことの議論になっていくと、またまた、後手後手になるかという懸念もここにあるので。だから、

整理の仕方としては、年表は、僕はやっぱり活字になった、それを例えばコミセンだとか、図書館

に置くとかというのは、僕は必要ないと、そういうふうに思います。だから、そこまでやっぱり整

理してしまったほうがいいのではないかなと思うのです。そうですよね、松田委員ね。だから、こ

のことについては否定ではないのですよと。ただ、厚真方式のようなもので、置く場所も決める、

これもやるということについては、必要はないのではないかと。 

○小委員長（鈴木宏征君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） ですから、私が言っているのは、小委員長がこれに、きれいにまとめてく

れましたよね。これの一番最後の「議会だよりをとってあればわかることなので、必要なのか疑問。

ここまで詳しくいらない。インターネットで十分。」。この程度でいいのではないのかと言っている

のです、我々は。だから、こんな厚いものはいらないと、こういうことなのですよね。だけど、労

力があってつくるのなら、ないより、あったほうがいいのも間違いないのだから。大変だから言っ

ているのだよ。 

○小委員長（鈴木宏征君） そうしますと今、いろいろな意見が出たのですが、一応、議会年報の

作成・公開については、今、共産党さんと新風のほうでは必要と。新政クラブさん、熊谷さん、玉

井さんあたりもどっちかと言えば、いらないのではないかということでしたが。公明党さんがいな

いのね。事前に検討してくださいと氏家さんには言ったのですが、氏家さんがきょう、休みで聞く

機会がなかったです。すみません。 

 まとめ方が非常に･･････。割れているので。本当は全会一致と言ったらおかしいですが、それで

いいのではないかという話で進めていかないとなかなか。こういう意見も、こういう意見もありま

したという形で報告するわけにいかないので、この報告の仕方が非常に･･････。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 一番すきっとするのは、議会年報の作成を削除して、公開だけにすればい

いと思います。公開だから、その手法だけだから。作成といったらつくるということだから。わか

りますか。 

○事務局主幹（森 隆治君） わかりますけど、年報もつくるのですよね。 

○委員（熊谷雅史君） いや、年報の公開だから、その公開を５年間かけて、どういう形にしてい
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くかということを議論していくということでいいのではないですか。今はこういう意見なのだから。 

○小委員長（鈴木宏征君） たまたま、その年報が今あるのだったらいいのですが、ないものをで

すね、年報を公開するということは、年報をつくって公開するという話になると思うのですよ。 

○委員（熊谷雅史君） 僕はインターネット上に組み入れていけばいいと思っていますから。 

○小委員長（鈴木宏征君） 熊谷委員が先ほどおっしゃったように、年報というそのものが今のい

ろいろな、こちらの出している、議会が持っているデータがあるので、それさえきれいに整理して

いけば年報になるのではないかと。だから、わざわざ年報をつくるという形ではなくて、その公開

の仕方をいかにきちんと考えていくかによって、年報の代わりになるのではないのかということで

すね。なるほど、わかりました。そうしますと、どうでしょうか。今の熊谷委員のおっしゃったよ

うな形で、今、持っているデータの、インターネット等の公開の仕方を考えていくことで年報に代

わるものを、もう情報を公開していけるのではないかと。それでいいのではないかという話なので

すが。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 事務局にちょっと聞きたのだけど、例えば、これをまとめると、どのぐら

いの労力がかかるかという、日数とかね、２人で１カ月かかるよとか。おおよそだよ、もちろん頭

勘定で。 その辺が例えば、２週間ぐらいでできるとかというのなら、それならつくったっていいの

だよね。だけど、１カ月も２カ月もかかるというのなら、大変なことだと思うから、今、みんなが

言っている、ここにもう数書いてあるでしょう、インターネットで十分だって。これはもう何カ所

も書いてある。４カ所も書いてあるでしょう。だから、それでいいのではないかと僕も思うのだけ

ど。おおよそ、どのくらいかかるものかというのがわかれば、話も早いでしょう。 

○小委員長（鈴木宏征君） 事務局どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 何もないところからつくるというのは時間がかかります。ある程度、

ひな形とかできれば、それを例えば、委員会があるごとに入れる、常に入れていくということであ

れば、それほど時間はかからないかなと。ただ、最初は時間かかると思います。若干、うちのほう

でもまねしながらちょっとやってみたのですけども、そのひな形ができて、それをやるということ

で、また、ひな型なんかも協議していただいてね、それがやるということになれば、次回からはそ

の都度、委員会ごとに入れるから、それほど労力はかからないと。当然、データ自体がもう中に入

っていますので、それをただ入れるだけということになりますので。最初だけちょっとかかるかな

というふうには思っています。 

○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） 同じことを言うかもしれないけども。新ためて一から全部つくると

いうことではないと思うのですよね。そのたびにまとめて、インターネットに載せたり、ホームペ

ージでみんなに見せたりしているわけで。その議会ごとに整理をしていけば、最後はそれを集めれ

ばいいだけの話でね。だから、新たな労力というのはさほどない。ただ、内容的に何が主になって、

これをまとめればいいのかという、その項目がきちんとわかれば、その項目はずっと積み重ねてい

けばいいだけの話でね。だから、内容もこれから先々どういうふうにしていったらいいのかという

ことは検討していかなければならないわけですよね。初めから、これがあればいいのだではなくて、
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内容をどういうふうに変えていくかということが問題なので、それは長い間かかって改善していけ

ばいいことだから、今できるところからまとめていくという形でやれば、さほどの問題ではないの

ではないのかなという気はするのですよ。 

○小委員長（鈴木宏征君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 労力がかかるとか、お金がかかるとか、そんな問題ではないと思うのです。

必要か、必要ではないか、なのですよ。よそがつくったから白老も必要なのか、必要ではないか、

ここのところだと思いますよ。労力がなんぼかかろうが、金なんぼかかろうがね、必要だったらつ

くるべきですよ。議会が必要であれば。町民が必要であれば。ただ、そこのところが私は大切だと

思うけど。 

○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） 議会の１年間の総括、経過というものは、これは事実として必要で

あってね、それをどう利用するかは、議員さんだとか、会派だとかの必要に応じて、それを利用す

ればいい。だから、年間の総括をどう利用するかは個々の問題であってね、今ここの問題ではない

のではないかと。今、問題にすべきことではないのではないかという気がするのですよ。そういう

資料がある、それをどううまく利用するかというのは、これは別の問題ではないかなという気はす

るのですよね。 

○小委員長（鈴木宏征君） いろいろ意見が出ますので、なかなかまとめきれないのですが。任す

と言われてもなかなか難しいです。やっぱり、ここで決めていかなければだめなので。斉藤副小委

員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） だいたい、みんなはっきりしているのは、さっき熊谷委員が言った

みたいにね、こんな分厚い冊子にして出す必要があるかどうかということだよね。今のところ、そ

こまでの必要はないのではないかと。インターネットで報告したり何かしてね、それが内容的に豊

富になってきたものを引き出せば、すぐにそれが資料としてもらえるのであれば、それでいいし、

その内容については、今後、ちょっと時間かけて検討していけばいいのだと。こういうことでおさ

めておいていいのではないでしょうか。 

○小委員長（鈴木宏征君） だから、あまり年報というものにこだわらないで、やっぱり情報はみ

んな、きっと、ほしいと思うのですよね。見たい時に見られるような情報の開示は必要なので、そ

の情報の開示の仕方だと思うのですよ。だから、年報というと、冊子だとか、何かをつくるとか、

そういうふうにどうしてもとらえられがちなので、そういうふうにこだわらないで、こだわらない

のだけど、やっぱりそういう資料は必要だということでありますので、議会の年報と入れてしまう

からあれなのだけども、議会活動の何かなのだよ、きっとね。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 小委員長ね、この議会だよりのここね、ここに年報というか、月報出てい

るよね。私が言っているのは、これがあるからいいだろうと言っているのですよ。すべてあるのだ

もの。興味のある人は、これを全部とって。私なんか40 年分ある、この議会だより。だから、みん

な、これはとっていると思う、興味のある人は。だから、私はこれで十分ではないかと言うのです。

そして、なおかつ、必要な人は役場に、事務局に電話をして聞けば、どうにでもなる話ではないの
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かと言っているのです。そして、もう一つ付け加えれば、ないよりあったほうがいいのは間違いな

いのです。だけども、何だかんだ必要なものかなということなのですよね。 

○小委員長（鈴木宏征君） 熊谷委員、どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） しつこい言い方するけれども、今みたく、松田委員がおっしゃるように、

やっぱり情報として発信はしているのですよ、町民向けには。それで、新たに、この表題の年報と

いうのをつくると、僕もしつこく言うのだけど、置く場所、閲覧の仕方、その回数だとか、その調

査がどうのこうのという、こういうものがつきまとうような気がするのですよ。だから、あったほ

うがいいとは思いますけれども、見る町民だとか、必要な人には十分、今でも提供しているので、

まとめて冊子をつくる必要はね、僕はないと思うのですよね。大方、皆さん、そういう部分では理

解されていると思うのですけども。ちょっと言い方が抽象的で悪いですけども。 

○小委員長（鈴木宏征君） そうしますと、今いろいろご意見が出まして、年報という形は別とし

て、そういう公開は、必要だということは皆さん全員が一致した考え方ですので、この年報という

部分ではなく、やっぱり、それに代わるものとしてですね、今これから出てくると思うのですが、

ホームページの掲載の仕方ですとかね、そういうところで考えれば、年報というものにこだわる必

要はないのではないかというところが多いのかもしれません。きっと意見としては半々ぐらいなの

でしょうけども。 

○副小委員長（斎藤征信君） まとまらないなら、継続という形でいけませんか。 

○委員（玉井昭一君） いいのではないでしょうか。 

○副小委員長（斎藤征信君） 何も慌てて今すぐつくらなければならないという問題ではないでし

ょう。 

○小委員長（鈴木宏征君） そうですね。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） しつこいようだけどさ、「議会だよりやインターネットで十分では」と上に

書いてあるでしょ、まずね。その次のところに、「町民向けに対しては、必要な部分はインターネッ

ト、ホームページで十分では」と。「十分では」ということは、十分であるということでしょう。そ

の次、「議会だよりをとってあればわかることなので、必要なのか疑問。ここまで詳しくいらない。

インターネットで十分」だから、もう十分だということを言っているのだよね。３回も十分だと言

っているのだよ、ここだけで。だから、必要ないと思うけどな。継続ということでいいのではない

ですか、だから、そういう意味において。 

○小委員長（鈴木宏征君） わかりました。それでは一応、これについてはそういうことで継続と

いうことで、次に進みます。 

 次に、議長交際費の支出基準と公開なのですが、これは、公開することは皆さん、全員が必要だ

というふうに言っておりますし、問題は公開の仕方ですとか、基準はもうある程度ありますが、そ

れを文書化するとか、そういうことだと思うのですが。これについてですね、どのような意見があ

ったかということで、お聞きしたいのですが。斎藤副小委員長のほうから。 

○副小委員長（斎藤征信君） 私たちのところはだいたい基準は必要だし、要綱をつくっておくべ

きではないかと。おおまかな部分ね。 
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○小委員長（鈴木宏征君） 松田委員、どうですか。 

○委員（松田謙吾君） 私たちのところは、要綱は必要ないだろうと。減額されて 18 万円だと、今、

議長の交際費。もっと大事なことは、議長の交際費を公開するのだったら、町長がもっと先にすべ

きだと、きちんと。それから、議長のほうはね、いつでも請求されれば公開できるように、領収証

がきちんとそろっていれば、いいのではないかとこういう意見です。 

○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） うちの会派は公開すべきと。ただ、要綱までは必要あるかどうかというと

ころです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 前田委員、どうですか。 

○委員（前田博之君） 私も、金額も小さいですから要綱は特に必要ないと思います。やっぱり先

に町長のほうがちゃんと整理して、そして、うちは求められれば、公開すべきだと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君） 熊谷委員、お願いします。 

○委員（熊谷雅史君） やはり要綱は必要ないと。それで、公開の仕方は、求められたら公開する。

こっちから一方的に公開するということではなくて。だから、後でまたホームページにもなるけれ

ども、インターネットに議長の、要するに動向だとかをもし、盛り込めるのであれば、交際費のと

ころをクリックしたらパッと出るとかぐらいでもいいのかなというふうに思っています。これは後

の話ですけどね。今の場合では、請求があれば公開する。 

○小委員長（鈴木宏征君） 本間委員、どうですか。 

○委員（本間広朗君） 公開は必要だと思っています。あと、要綱ですよね。要綱も必要ないのか

な、特にいらないということで。あと、公開の仕方ですけど、皆さんが今、言われたとおりです。

あと、もし、必要だったらインターネットという方法もありますので、その方向でということで。 

○小委員長（鈴木宏征君） わかりました。今、ご意見聞きましたら、大抵の方が公開することは

もう必要だということですが、ただ、支出の基準について要綱まで必要かというのですが、やはり

何か求められた時にですね、こういう基準で出しているのだというものがある程度あったほうが説

明はしやすいですよね。だから、ここら辺が非常に、要綱にするかは別として、やはり、ある程度

の基準というのがなければ説明する時にですね、「どうして、これは交際費なの。」と言われた時に、

「いや、うちのほうの支出の基準としては、こういうものを持っていますので、こういう基準に合

わせて支出しております。」という、そういう説明の資料としては何か基準というものを、要綱にす

るかどうかは別として何か持っていないとあれですよね。という部分はあると思うのですが、どう

でしょうか、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） ちょうど僕もね、この資料をうちの会派に見せなかったのです。それで、

今、これを見ているうちに、基準というものがやはりね、市長の交際費の基準もあるし、議長の交

際費の基準もあるから、目安というか、基準というようなことではひな形があるのでね、つくるの

もたいしたことではないと思うから、つくってみてもいいかなというふうな気がします。 

○小委員長（鈴木宏征君） 要綱まではいるかどうかと思うのですが、やっぱり求められた時にそ

ういう説明ができるようなものは持っていないとだめかなと思いますので、一応、基準と公開とい
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うことで、これについてはこのままでよろしいですね、項目としては。それで、あと、今言ったよ

うに、要綱まではいらないとかですね、そういう話はこちらのほうから議運のほうに報告する時に、

そういう意見であったということはつけ加えて提出したいと思います。 

○副小委員長（斎藤征信君） 基準は決めるという･･････。 

○小委員長（鈴木宏征君） 基準は持つということですよね。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 大くくりで基準と言っているけども、これは至極当たり前のことで自治基

本条例に公開が義務づけられているわけですから、社会一般通念上ですね、逸脱しているものにつ

いてはできないでしょう。だから、要綱で決める必要はないと。基準というのは、ないようだけど、

あるのですよ。わかりますか、意味。ただ、それを理論的に残すか、残さないかというのは課題だ

と思います。でも、要綱はいらないですよ。議長はこういうことにもって、これを使うよとか、金

額はこうだよというのはつくる必要はないということ。ただ、基準を持たなければだめだと思うの

ですよ。ここまでが交際費ですよという基準はつくらないとだめでしょう。要綱というのは、要す

るに文面にして残すわけでしょう。だって、自治法の中にうたわれていることをそのまま遵守すれ

ばいいことですよ。 

○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） 我々こうやって、特に自治体なんかの場合、内輪の中でやる時には、

その常識的な範囲ですべては運営されていくものだという立場に立っているわけですよね。だけど

も、今、社会的に問題になるのは、「そんなものに使っていいのか。」だとかね、金額が少なくても

ね、「そんなところ削ったっていいではないか。」というような、そういう問題というのが次々出て

くるわけね。その判断基準というのは要綱で決められるのではないのかなと。だから、要綱という

のは、あくまでも抽象的かもしれないけどもね、出せる項目はこういうもので、そして、常識的な

範囲というような、極めて抽象的な要綱になるかもしれないけども、そういう要綱を持っていたほ

うがいざという時に守られるのではないかと。そういう意味だけのものなのですよね。 

○小委員長（鈴木宏征君） どうぞ、前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は逆にね、あるということは公開しなくてもいい部分があるというふう

に取られるのですよね。極端な言い方をするとね。だから、僕は、議長はこれぐらいの金額でたが

をはめなくても一般常識上で。原則、公開するのだから、どうであろうと。そうしたら、それで僕

は問題ないと思うのですよ。だから、逆に、議員は議会の立場をわかるけども、もっと大きな 200

万も 300 万もある町長部局がそういうことをやって、それに議会が準ずるという形のほうが僕は、

逆に効果的な方法かなと思うのですよ。先んじて議長がやると言って、基準なり、要綱をつくる前

にね、逆に僕、前も言ったけども、町長のほうでちゃんと整理して基準を決めたほうがいいと思い

ますよ。 

○小委員長（鈴木宏征君） 一応、それは一つの考え方として。 

○委員（前田博之君） そして、議長は、議長の裁量というのがあるのですよね。それをある程度、

何で我々が基準をつくってしまわなければいけない。そういうふうになったら、議長がこれは絶対

必要なのだということでやる必要だってあると思いますよ、時によっては。 
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○小委員長（鈴木宏征君） 斉藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 私は逆なことを言っているのですよね。議長のそういう交際範囲、

あるいは裁量の中でやらなければならない範囲を残しておくために、その議長の権限を守るために

も要綱が必要だろうというふうに見るのですよ。何のためにこんなものを出したのだと言われた時

に、ちゃんと要綱にこういうふうに、この範囲は判断で出せることになっていますというふうにし

なかったら、議長が、「お前、勝手な使い方をしていいのか。」、「これは勝手なものではないか。」と

言われた時に返事のしようがなくなる。それを防ぐために規約だとか、要綱だとかというのがある

のだろうというふうに思っているのですよ。だから、逆に言うと、議長を守るために置いておくべ

きではないかと思うのです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） それは納得できないですよ。情報公開で、説明責任というのが当然ラップ

するわけでしょう。今、前田委員の言ったとおりですよ。要綱をつくって、基準も決めてしまえば、

そのたがの中で行くのかと。そうしたら、公開だとか何とかって、町民が聞いてきたことに、これ

があるからそうなのだよと。これで終わってしまったら、これで説明責任果たせますか。僕はそこ

のところを言っているのですよ。これから厳しくなるのですよ、ずっと、税金なのですから。「なぜ、

これを使うの」と、「なぜ、こういう使い方をするの」と聞かれた時に、こっちもきちんとした説明

責任を果たすということで、要綱があると、それを果たせない場合も出てくると。だから、必要な

いと、私はそう思うのです。それで、さっきから言っている基準というのは、自治条例をつくった

中で町民、議会、行政の役割・責任というのは明記されているわけですから、その中で果たすべき

なのですよ。町民もそうですよ。無茶苦茶なことを聞いてくるということにもならないのですよ。

だから、要綱は必要ないです。僕はそういう考え方です。 

○小委員長（鈴木宏征君） 前田委員、どうぞ。 

○委員（前田博之君） 僕は議長がちゃんと責任を持てばいいと思います。すべて公開が、やっぱ

り原則なのだから。その理由は議長がちゃんと町民に説明すればいいのですよ、何か出た時には。 

それで、過去の話をして悪いのですけどね、私が山本議長に仕えた時にですね、当時、議会が親

睦だといって、議会が野球をやったり何かをした時に、町から補助金をもらって、議員会からお金

を使ったとかね、公費使ったとか、かなりもめた時があったのですよ。その時、白老もかなり聞屋

さんささってきたのですよ。いや、言葉はおかしいけどね。その時、山本議長は、僕、今でも忘れ

ないけどね、「逃げ隠れもしないし、ちゃんと俺のところへ来い。俺は俺でちゃんと考えて使ってい

るのだから、俺が説明するからいいのだ。」と、こういう言い方なのですよ。それは、白老町として、

これが必要だから使っているのだと。そういうような毅然とした態度で議長の責任のもとにちゃん

と答弁しているのですよ。だから、それぐらいやっぱり、議長になっていればね、僕はあえてつく

って守るという言葉はおかしいのかわからないけど、たがはめる必要はないと思うけどな。 

○小委員長（鈴木宏征君） ちょっと休憩します。 

休憩 午後 ２時１９分 

                                           



 - 12 - 

再開 午後 ２時２１分 

○小委員長（鈴木宏征君） 再開いたしますけれども、交際費の公開についてはですね、皆さん一

致なのですが、支出の基準という部分でちょっと今、議論がされているのですが、基準と言ってし

まったら、要綱というふうにつながってしまうような気がするのですけども、申し合わせでもいい

のですよね。何か決まりでもいいのですが、その要綱まできちんと必要ないのではないかというご

意見の方が多いような気がするので。ただ、要綱というものはないにしても、やはり申し合わせで

すとか、通念だとか、そういう観念の中で支出の基準というのはどこかで何かは決めておかないと

だめな気がするのですけども、難しい。これも支出の基準の部分についてはちょっと難しいと思い

ますね。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 私も議長の手足を縛るようなつもりは全くないのだけどね。そして、

金額から言っても、かなり低くなったということもよく理解できたのだけども。でも、税金である

ということから言えば、何らかの申し合わせ事項というのがなかったら、やっぱり、いけないので

はないのかなと、今の時代。だから、拘束するべきかどうなのかは抜きにしても、やはり議会とし

て、こういう申し合わせ、基準というのは持っていますよということが、どこに向かっても言える

立場というのは必要だろうと。 

○小委員長（鈴木宏征君） 今言ったように、申し合わせでも何でもいいのですが、やっぱりある

程度そういうものを持っているということが必要だということで報告をしたいと思います。次に行

ってよろしいですか、この部分については。 

 次に３番目なのですが、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。これについ

てもですね、今は役場とコミセンといきいき４・６の３カ所に、議会の日程については公開してお

ります。掲示しております。それをもっと広くですね、地域の会館ですとか、コンビニ等、あとは

スーパーくまがいとか、生協さんですか、旭友さんとか、ああいうところまで議会日程の掲示をし

たらどうかというようなことだと思うのですが。斎藤副小委員長、お願いします。 

○副小委員長（斎藤征信君） 私のほうでは、可能ならばやって構わないだろうということなのだ

けども。だけども、それをするために役場の職員が一日かけて走って歩いてね、それをしなければ

ならないとかね、そういうようなことはすべきではないと。だから、コンビニと言ったって、かな

りあるわけですからね。地域にまたがっているわけですから。ですから、職員の仕事ではなくて、

議員がそれをやろうというのであればね、地域に持って帰って頼んで歩こうとか、そういうような

自発的な発想ならばいいけども、そうでなければ無理はするべきではないと、こういうことだと思

います。 

○小委員長（鈴木宏征君） 松田委員、どうでしたか。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。私らの会派はお話ししたのですけどもね、知らせるということ

は大切なこと、努力することは大切なことだけども、中身の問題ではないのかと。中身と言ったっ

て、議会のお話なのですけども。ですから、これも職員が、今言われたように、全部のコンビニに

回して歩くのは大変ではないのかと。こんなことの話でした。 

○事務局主幹（森 隆治君） ここについては、職員がやるのではなくて、議員皆さんがやるとい
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う前提のもと･･････。 

○副小委員長（斎藤征信君） そうですか。 

○委員（松田謙吾君） 何で議員がやるという前提なの。そんなことないでしょう。 

○小委員長（鈴木宏征君） 議会事務局というのは、今の議会年報の話だって、私たちがつくるわ

けではないでしょう。ホームページの掲載だって、私たちがやるわけではないでしょう。やっぱり

議会の事務局がやるわけでしょう。だから、私たちがもし、決めたとしても、そういうものを貼っ

て歩くのは議会の職員が貼って歩くのだったら大変でしょうという話をしているのです。だから、

これは、主体は議員なのだけども、やっぱり、その議員の仕事を補佐するのは事務局の仕事なのだ

から、その補佐役としての事務局がこういうことをやるというのは大変でしょうという話を今して

いるところですから、それはちょっと違う。玉井委員、どうですか。 

○委員（玉井昭一君） まさに今言われた、誰がこれをやるのだというのが一番議題になったので

す。あとは、今、斎藤副小委員長言われたように、そのとおりなのですよ。事務局も大変だろうと、

議員がやるとしたら、これもまた大変なことだし、だから、これも検討すべきではないのかと。も

う少し時間かけようという話です。どっちかと言えば、今は必要はないのではないのかということ

です。 

○小委員長（鈴木宏征君） 前田委員、どうですか。 

○委員（前田博之君） 私も今の状況から見ればですね、特に必要はあるのかなと思います。労力

の問題もありますし、それと、前も同じことを言っていますのでね、あまり議会がある程度の話題

性が出てくれば、黙って議会に注視するのですよね。それともう一つはですね、そこまで、もし、

やるとすれば、僕らが聞くのはですね、やっぱり一般質問が主なのですよ。だから、逆に一般質問

の時間が何時間になるかはわからないのですよね、みんなね。この議員を聞きに行きたいとかって。

だけど、早く終われば、早く繰り上げてしまうでしょう。だから、その辺をちゃんと一般質問でも

時間を区切ってね、この人は何時から何時だよと。間違いなく、その時間であれば、聞きたい人の

時に来るのだけども、ただ知らせるのなら、どうかなと思いますけども。 

○小委員長（鈴木宏征君） 熊谷委員、どうですか。 

○委員（熊谷雅史君） 基本的にはそういう活動もしていかなければいけないのかなというふうに

は思います。ただ、やっぱり事案によると思うのですよ。今、前田委員がおっしゃったように、議

会の傍聴だとか、見に行かなくてはいけないという事案の時には、やっぱり来られる方というのは、

最初に来ると思うのですよ。こっちは来てもらうための公開の手段ですから、やはり、これから広

報広聴で進めて行く、いろいろな報告会だとか懇談会の状況の場合にはこういう手段も必要になっ

てくるのかなと。この間も言いましたけど。だから、検討の余地は議員にもあるし。ただ、今の通

常の議会本会議だとか、常任委員会の開催の案内だけをコンビニ掲示しないという中身はなかなか

やりづらいのかなと。今の公共施設でお願い部分しかできないのかなと、そういうふうに思います。 

○小委員長（鈴木宏征君） 本間委員、どうですか。 

○委員（本間広朗君） 新風ですけど、本間です。公共施設ね、今まであるコミセン、いきいきな

らいいのですけど、コンビニまでやる必要はないのではないかという意見でしたね。 
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○小委員長（鈴木宏征君） これからのことなのですが、懇談会ですとか、報告会なんかをやる時

にはですね、やはり広く集まっていただくという、そういう場面には何かやっぱり、今の３カ所で

はなくてたくさんの所にですね、こういうものをやりますので参加してくださいという広報は必要

な気がするのですよね。広報の仕方というか、今言ったような、事案によってですね、きっと必要

なものも出てくるとは思うのですが、通常の日程をそこまでいるかという話になると思うのですけ

どね。事案によるということでどうでしょうかね。普通の一般的な委員会をやりますとか、議会を

やりますとかという掲示は必要ないけれども、議会報告会ですとか、懇談会をやる時はですね、や

っぱり多くの方に集まっていただきたいので、そういう場合はこういうこともあり得るというよう

なことで、事案によるということでどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次、よろしいですか。次、選挙公報の発行と立会演説会です。前回のお話を聞きます

と、やっぱり立会演説会については非常に皆さん、やったほうがいいというお話も多かったのです

が。斎藤副小委員長、どうでしょうか。 

○副小委員長（斎藤征信君） 選挙公報なんかにつきましては出来ればいいけれども、やっぱり、

いろいろな条件があって、かなり難しいかなということなのですけどね。可能かどうか、それは十

分検討してほしいということ。それから、立会演説会は、今、16 人になって人数が減ったけれども、

それでは、16 人みんな集まってやった場合に一人何分ずつできるのというふうにするとね、人数が

少ないのであれば出来るけれどもね、今のままで一緒に立会演説会をやりましょうと言ったら、何

がしゃべれるかと。そういうことから言うと、可能かどうかね、ちょっと疑問があるなということ

なのですよね。 

○小委員長（鈴木宏征君） 松田委員、どうでしょう。 

○委員（松田謙吾君） 私は、立会演説会は賛成と言っていたのですが、これはいずれにしても選

挙民が、有権者が決めることだしね。それで、時間があるから、もう少しきちんと検討してからの

ほうがいいのではないかと思うけどね。その中でも意見もあるけども、国政選挙、道政選挙は相当

な費用が出ているのですね、選挙のたびに、候補者に。だから、そういうことも考えてやるべきで

はないのかと。そういうことも考えるとなれば、急に決められることではないから、もう少し時間

を置いたりしてきちんと決めるべきではないのかという意見だったのです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 玉井委員、お願いします。 

○委員（玉井昭一君） うちらも今、松田委員が言われたように期間があることだから、もう少し

検討してみてはいかがかと、立会演説会についてね。それから、選挙公報というのは、選挙管理委

員会が発行するものだろうと。それで、議会がどうのこうの言えるのかなという話も出ておりまし

た。広く本人を知っていただくためにという意味では、個々の判断によるのではないかというよう

なことです。だから、もう少し検討はして、時間をかけてね、それで、きちんとしたことをすべき

であろうというような意見です。 

○小委員長（鈴木宏征君） 前田委員、どうですか。 

○委員（前田博之君） 私も実施に向けて検討していただきたいなと思います。これこそ、公的な

のか、そうではないかわかりませんけど、政策研究会みたいなものを立ち上げてですね、時間があ
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りますから、多方面から研究して、そして、専門的な学識知見的な要件を取り入れてやってみたほ

うが、そうすることによって、やっぱりほかの人方も、もっと議会に立候補したいという人も出て

くる可能性もあると思いますので、そういう部分で取り上げて検討していっていただきたいなと、

こう思います。 

○小委員長（鈴木宏征君） わかりました。熊谷委員、どうでしょうか。 

○委員（熊谷雅史君） これは、選挙のやり方についての議論をしてきてくださいというのは、私

もちょっと発議したようなところもあるのですけど、前回も言ったのですが、申し合わせの中でね、

選挙民の方々が夕方、日没でスピーカーを止めることを非常に評価されていましたということで、

うちはそういう選挙をしたのですが、実は日没から結局訴える時間がないのですよね。やられた方

もいるのですよ、会館で。自分で個人演説会をやられた方がいるのですけど。僕としては、これも

検討してほしいのです、ずっと。選挙のやり方で、８時といったら８時まで許されているのですか

ら、それでやるというのだったら、僕は、立会は必要ないと思うのですが、前回のように有権者が

決めることですから、やはり日没でやめてくれということになれば、８時までの間をやはり何らか

の形で。16 名全員がそろうということはあり得ませんから、５日間あるわけですから、例えば４人

ずつ、くるくる地区を回るということをして、そういう方法もあるのかなと。それで、選挙公報に

ついてはですね、やはり非常にはがき代の、800 枚出すと４万円、これが充当されるということで

財源的にも問題はないと思いますけども、作業的に本当にどこまで掲載するのか、その順番だとか

というのが非常にシビアになってくるのかなと。だから、まだ時間があることですから、それも含

めて話し合っていくということで項目には残しておくべきだと思いますけどもね。以上です。 

○小委員長（鈴木宏征君） 本間委員、どうですか。 

○委員（本間広朗君） 新風からですけど。選挙公報と立会演説会ですけど、これはやることには

賛成しています。あと、立会演説会にしてもですね、皆さん言われたように、やり方ですよね。い

ろいろなやり方もありますし、皆さんに候補者を知っていただくということでもいいことだと言っ

ていました。ただ、立会演説会で選挙カーがなくなるというのはいかがなものかということも言わ

れていました。 

○小委員長（鈴木宏征君） ありがとうございます。皆さんのご意見はですね、全く必要ないとい

う話ではなくて、やはり前向きにですね、この項目は残しておいて、すぐにやるとか何とかという

話ではなくて、もう少し中身とか、やり方とか、いろいろなものについてですね、どういう組織が

いいのかわかりませんけども、選挙全般含めてですね、やっぱり次回の選挙に向かって検討してい

く、そういう項目かなというようなお話が多いので、この項目についてはこのまま残しておいてで

すね、そういう考え方で進めていただきたいというふうに議運のほうには説明をしたいと思います。 

 次に、ホームページの全面改定です。これについては、もうすでにしているという話が事務局か

らありましたけれども、ホームページの改定というのは、これからもずっと進めて行くものですし、

今やったからといって、これでもうすべて終わったというものでもありませんし、先ほども議会年

報のところでも出たのですが、やっぱり、いかに見ていただくというのですか、そういう興味を持

って見ていただくホームページにするためのいろいろな努力もしないとだめだと思いますので、こ
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れはやっぱり項目として残しておくということでよろしいでしょうかね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（鈴木宏征君） わかりました。それでは、そういうことで残しておきたいと思います。 

 次、傍聴者に審議資料の配布でございます。これはカットでした。申し訳ありません。 

 それで次、議会報告会です。１の１の２のところです。これにつきましてはですね、タイミング

とか、報告会の持ち方とか、いろいろやっぱりそういうところがかなり、ただやると言っても、ど

ういう場面でやるのかという部分でご意見がたくさんありましたが、会派に持ち帰っていただいて

どうでしたでしょうかということで、斎藤副小委員長のほうからよろしくお願いします。 

○副小委員長（斎藤征信君） 基本的には議会が町民に責任を負うという立場から考えて、これは

やる機会というのを狙うべきだろうと。ただ、定期的にやるかどうかということについてはね、ち

ょっとまだ結論も出ていないわけですけども。大きなテーマというのがいろいろあるわけですね。

懇談会との違いというのが、今度は話になってくるかもしれませんけれども、やはり何らかの形で

議会報告という形はとらなければならない課題がいっぱいあるのではないかということで考えてい

ただきたいと。 

○小委員長（鈴木宏征君） 松田委員、どうでしたでしょうか。 

○委員（松田謙吾君） 私のところはですね、議会というのは町民から信頼を得るのがもちろん第

一だけども、決まったことを報告するのではなくね、いろいろなテーマを決めて、そして、町民と

話し合うことも必要ではないのかなと、こういう意見でした。 

○小委員長（鈴木宏征君） ありがとうございます。玉井委員、どうでしたか。 

○委員（玉井昭一君） 広報広聴常任委員会の活動ということだよね、議会報告会の丸をつけてい

るのは。この活動という意味ではね、報告をするという大事なことは３月議会の報告と、予算と決

算の報告しかないのではないかと。しかし、それを定期的にやるというのはどうかなと。それとも

う一つは、そのことはもう既に、例えば予算の３月議会であっても、報道で出てくると、ドーンと

ね。興味のある人は、それをみんな読めばわかるわけですよね。決算だって出てくるよと。だから、

果たして、それをいちいち、なおかつ、何回も報告していいものかなというような、あいまいなの

だけど、そういう意見でした。 

○小委員長（鈴木宏征君） 前田委員、お願いします。 

○委員（前田博之君） 私も、今、清風クラブの松田委員がお話したとおりです。 

○小委員長（鈴木宏征君） わかりました。熊谷委員、お願いします。 

○委員（熊谷雅史君） 定期的にするのか、しないのかということについては、今、新政クラブが

言ったようにですね、その事案ぐらいしかないのかなと。僕もやっぱり皆さんがやると言うのだっ

たらやってもいいのかなと思っているのですけど、根本的には前回の議論の時に、テーマを決めて

報告会をすべきだと。これは最終結論で、その前段にね、これから議論していくと思うのだけども、

懇談会のあり方が非常に重要になってくると思うのですよ。そして、この懇談会でいろいろなこと

のキャッチボールをしたものを報告会で、これが大きなテーマになっていくと思うのですけど、や

っていくべきだと。だから、定期的ではなくて、やっぱり不定期というのか、そういうふうになる
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のかなと。そして、報告会はやっぱり当然、説明責任というのがありますから、すべきという考え

方です。以上です。 

○小委員長（鈴木宏征君） 本間委員、お願いします。 

○委員（本間広朗君） 新風もですね、今言ったような意見があるのですけど、やっぱり流れを持

って、懇談会をやって、例えば報告会とか。要するに、説明会に来ていただいて、皆さんにお話で

きるような、まず、そういう場を設けてあげなければならない。そのためには、ボーンと行って、

いきなり予算、決算とか言われてもわからなかったりする場合があったり、使用料・手数料とかも、

例えばわかりやすいものとかをいろいろ取り混ぜてやるとか、そういう流れをつくってやっていけ

ばいいのかなという、そういう意見がありました。 

○小委員長（鈴木宏征君） わかりました。今、皆さんの意見を聞きますと、議会報告会そのもの

は必要ないということはないので、どこかの機会とか、テーマを設けてやることについてはですね、

皆さんの会派で賛成だったと思いますし、会派以外の方もそういう考え方でよろしいですね。それ

と、やる時の問題はどういうタイミングで報告会をするかというところについてはですね、今、皆

さんから出されました、テーマを決めるですとか、やっぱり懇談会との兼ね合いというのですか、

懇談会があって、そこでいろいろなものが出された時に、それがどのようになったとかという、そ

ういうための報告会という形であれば、きっと町民の方も１回懇談会で自分なりに意見を出したも

のがどのようになったのかという興味を持って報告会に出ていただくとか、やっぱりそういうふう

になると思いますので、報告会の持ち方についてですね、こういうご意見があったということを報

告したいと思います。よろしいですね。 

 次なのですが、今度、議会の懇談会なのですが、これも今のテーマの中にちょっとラップしてし

まうところがあるのですが、この次の２つを一緒にやってしまったほうがいいのかもわかりません

けども、分科会の積極的な活動の部分もあってですね、きっと意見がラップするところもあると思

いますけども、一つずつやります。議会の懇談会のほうからやります。斎藤副小委員長のほうから。 

○副小委員長（斎藤征信君） これも重なってしまうのだろうと思うのね。もうまとまった意見そ

のものだと思います。どんな方法でやるのかというね、その問題。それで、やっぱり、そこで聞い

て、聞いたものを実践して、どう報告するかと、この流れの中でこんなふうに物は考えるべきだろ

うということで、特別どうのこうのということはなく、やるべきだということです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 松田委員、お願いします。 

○委員（松田謙吾君） 先ほどの議会報告会、これとラップすると思うのです、ここの場合は。私

は、議会人というのは常に町民の意見を聞きながらね、それから、町民の意見を聞き、考えを聞き、

行動するのが議会だと思うし。私は今、白老町で会派がありますよね。ですから、議会が固まって

行くのではなくて、会派があるわけですから、会派がもう少し、我々、この仲間の会派だよという

のは、もう少し行って町民と積極的なお話し合いをするというのが、私は大事だと思う。ですから、

会派活動をもう少し積極的使って町民と触れ合うべきだなとこの間話し合いました。 

○小委員長（鈴木宏征君） 今の松田委員のおっしゃった部分についてはですね、議会でやってい

る会派のあり方というのでしょうか、そういうところにも、必要性というのですが、必要性の中に
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は今言ったような話もやっぱり、こういうことがあるから必要だというような部分、もし、必要だ

というのであればですよ、そういう部分も含まれてくると思いますし、議会の懇談会は別として、

やはり会派での活発な活動というのですか、そういうものも出てくるのかもしれませんね。わかり

ました。玉井委員、どうですか。 

○委員（玉井昭一君） 今、松田委員も言われたように、私たちのところも、これは報告会、懇談

会、分科会とあるのだけど、例えば懇談会にしてもね、テーマを決めてやらないと懇談会にならな

いと思うのですよね。その懇談会でテーマを決めたことを懇談することはいいのだけども、この報

告会だって、報告をしたよ、その後に懇談会をやるよということでいいわけだよね。最初から懇談

会ということでもいいのだけどね。だから、本当にラップしてくると思うのです。だから、一日が

かりでやるのなら、報告会をやって、懇談会やって、分科会やると、こういう流れになるはずなの

だけども。全部、これを個々にやるとすればね、テーマを決めて懇談会をやるということがいいの

ではないかというようなことです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 前田委員、お願いします。 

○委員（前田博之君） 私は原則的にやるべきだと思います。ただ、やり方がいろいろ出てくるか

なと思います。そして、ある程度やっぱり、ここにも書いていますけど、年間スケジュールがあり

ますけども、ケース・バイ・ケースというか、テーマによってかなり違っていますけども、やっぱ

り必ず各常任委員会と特別委員会がやるのだということの共通認識は持っていてやっていかないと、

結果的にその委員会の責任の所在がうやむやになる可能性もありますしね。それで今、松田委員の

お話であったように、やっぱり会派が政策集団ですから、その時の考え方がこの懇談会でどうなる

かということにもなるのですよね。懇談会では皆さん話して共通認識するけど、会派の考え方にな

れば、今度、別のところで私はこういう考えですとなるのかな。そういう部分の整理というのは、

非常に町民は逆に混乱する可能性も出てくると思うのですよ。だから、その辺をやっぱりルール化

しておかなければどうかなと思います。主張するのはいいのだけどもね、その辺はちょっと、だか

ら、具体的に入ってくると非常にいろいろな問題が出てくるのかなと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君） 熊谷委員、どうですか。 

○委員（熊谷雅史君） 前回の議論の時にも、一応こういう形ではないかということで意見を述べ

させていただいたのですけども、ほとんど同じ意味合いでつながりが出てくると思うのです。それ

で、やっぱり先ほどの報告会の位置づけが定義されましたから、定期的ではなくて、大きな事案の

テーマでやろうと。だけど、それには必ず懇談会が前段に出てくると思うのですよ。だけど、その

懇談会のやり方でも分科会という絡みが出てくる時に、これは常任委員会の所轄の時の懇談会はこ

こでやってもらおうと。広報広聴全体15 人でやるのは、やはり報告会につながっていく部分のとこ

ろの懇談会をここで所轄しようと。そういうすみ分けをしたほうがわかりいいのではないですかと。

僕はそういうふうに提案したのですよね。ただ、総務常任委員会の分科会で懇談した中身も、これ

はやっぱり議会として、町民としての意見を聞かなければならないぞと言ったら、これはやっぱり

繰り上げして、それで懇談会をして、その結果をやっぱり報告会という形でやっていかなくてはい

けないと思うのです。だから、そうなれば、あまり堅苦しくなくですよ、それで、あの時のテーマ



 - 19 - 

の中では何回という縛りはしますかとか、目標としてはあってもいいかもしれません、年間４回ぐ

らい移動常任委員会をやって、そこで懇談するのだよというのを各常任委員会の小委員長さんにた

がをはめるということも必要かもしれないけども、ここの議論の中では、やはり情報公開という大

きな枠組みの中であれば、やっぱり町民と議会とかなり接点を持たなくてはいけないという懇談に

僕は傾注していくべきだと思うのですよね。あとは出前トークという形に、僕はなっていくと思う

のですよ。懇談会ではなくて。だから、そういうすみ分けをしていけば、今回これ、議会改革で示

された中身というのはすっきりするのではないかなと思うのですけども。私はそういう意見です。 

○小委員長（鈴木宏征君） ありがとうございます。本間委員、お願いします。 

○委員（本間広朗君） 本間です。新風からですけど、懇談会をやる方向でいいのですが、今、熊

谷委員が言われたように、すみ分けをどうするかという意見も出ていました。もちろん、さっき言

われましたように、懇談会から報告会に流れをつくってやっていくと。ただ一つ、やっぱり報告会

でも懇談会でもそうなのですけど、議会で決まったことが例えば、皆さんは賛成だったのが自分は

反対したという、そういう意見が出てくるとかという場合もあるので、そういうことのないように

と言ったらあれですけど、ルールづくりも大事なのかなという、そういう意見も出ていました。 

○小委員長（鈴木宏征君） 懇談会については、必要は皆さん認めているのですが、やっぱりテー

マですとか、あとは分科会とかがありますので、分科会にするか、懇談会にするかというすみ分け

の部分ですとか、そういう部分はきちんとどこかでルールをつくっておかなければならないという

お話がありましたので、懇談会については、普通の流れですと、懇談会をやって、そこで聞いたも

のが自分たちの議会の中でどのようになったかということを報告するという流れの中で、非常に懇

談会という部分が必要になってくるのではないかというお話が皆さんだったと思います。ただ、テ

ーマの決め方が非常に、分科会とのすみ分けをしていかないと、何でも懇談会という話にもならな

いですし、分科会と必ずしもなりませんので、これについてはですね、やっぱり懇談会にするか、

分科会でやることを決めるルールというものをある程度つくってですね、やっていく必要があるか

なというふうに思います。議長ですとか、副議長ですとか、小委員長、副小委員長あたりがですね、

分科会のほうから出たテーマが、このテーマであれば議会懇談会がいいのではないかという部分も

あると思いますので、そこら辺の調整はやっぱりどこかで調整しなければならないなと思ってはい

ましたけれども、皆さんの意見がだいたい、議会の懇談会については積極的にやるべきだというこ

とでございますので、そのように報告をしたいと思います。 

 次、分科会の積極的な活動に入りたいと思います。これも今、懇談会のほうでもかなり同じよう

な意見として出たのですが、これについて、斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 今の話の中で始めからルールを決めて、こうでなければならないと

いうのは難しいことで、動き出すことによって、その中から課題が出てきて、どういうふうに町民

との接点を設けていったらいいかと。一番大事なことは、町民との話し合いをどう深めていくかと

いうことが問題なのだから、これはもう走りながら考えるべき部分がかなりあるかなというふうに

思います。ただ、分科会なんかもこれは、常任委員会の問題になるのだろうと思いますけども、や

はり今までも出前常任委員会だとかあったのだけども、なかなかできなかった。その反省の上に立
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ってね、回数なんかは決めるべきものではないような気はするのです、本当は。だけども、そうい

う目標がないとできない、いつの間にかなくなってしまうというのであれば、ある一定の目標を持

って進めたらいいのではないかという程度です。 

○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） 私は、議会へしばらくぶりで来てみて、この広報委員会15 人もで何をやる

のだろうと、これ一番疑問だったし、私は古い見方だったかもしれないけども、広報というのは新

聞つくることだったよね、ずっと、それ一つだった。そこに今度、広聴というのが入ったよね。広

聴というのはもちろん町民のところへ行ってお話をする、これが広聴ですから、これは非常に大事

だろうと。ですから、私は、先ほどと重なるのですが、この広聴もやっぱり小委員会とかそんなも

のではなく、会派があるのであれば、会派がまとまって町民といろいろなお話を聞いて、それを議

会に生かすというのが私は筋だなと思っているのです。それで、広聴に会派が行くということは、

自分たちの意見の聞きやすいところに行くよね、まずね。聞きづらいところにも行くかもしれない

けれども。そうすれば、より身近な情報も得られるし、町民の考え方も得られるし、ですから、私

はこの広報委員会というのはいまだにまだ理解できないし、そして、この広聴というのは、これは

もっともっと大事にすべきだし、積極的にやるべきだと。それにはやっぱり、会派があるのであれ

ばね、会派の動きがもう少し会派として町民に出向くべきだなと、そう思っているのです、私は。

そんな話でした、我々、話した時は。 

○小委員長（鈴木宏征君） そうですか。分科会があったり、議会の懇談会があってもですね、や

っぱり会派というものがあって、それの活発的な活動というものはまた別にね。これがあるからや

らなくてもいいのだということではないと思いますので、これはこれでまた活発にやっていただい

たほうがいいと思います。きっと、今、松田委員がおっしゃったように、会派で行くと、やっぱり

自分たちを支持してくれた方ですとか、そういう身近な人というのですか、そういう方が集まって

きますので、より話が具体的な深い、そういう話も出てくると思いますので、それはそれで積極的

にやっていただいたほうがいいかなというふうに思います。玉井委員、お願いします。 

○委員（玉井昭一君） 私自身、産業厚生常任委員長としても戸惑っているのだけども。産業厚生

常任委員会としては当然、所管事務調査をやりますよね。それでいて、今までも各団体と２年に１

回ぐらいずつは懇談しているのですよね。しかし、懇談することはみんな、ほとんど、毎回やるた

び同じなのですよ。意見も特別とっぴな話というのもないし、感動するような話もあまりないのだ

けども。常識的な話し合いばかりなのだよね。それがそんなに進まないのですよ。建設的な意見が

伸びていかない。だから、広聴もわかるけど、どうすればそれになるのかなというのは、私の考え

だけどもね。あとの２人も、いやいや、それはそれとして二通りやるべきだと。それがルールなの

だというふうに聞かされているけども。どうも、これはダブってくる。同じことの繰り返しをやっ

ているような気がするのです。だから、そういうふうにならないような方向づけになれればなと思

っていますけどもね。やることはやるべきだろうと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君） 前田委員、どうですか。 

○委員（前田博之君） 私はここの部分でいけば、ケース・バイ・ケースでやるべきだと思います
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し、今、玉井委員からお話がありましたように、その委員会の活動状況によって、かなり左右され

るのではないですか。やっぱり、それぞれ委員会で意識してもらってやっていく必要があるかなと

思います。ただ、最後にありましたように、議会報告と懇談、分科会ね、非常にこれは、３つにル

ール的には分けているけども、非常に混乱というか、どう運用するかという問題がありますので、

もうちょっとやっぱり具体的に活動、運営するようになった場合は、この辺の整理の仕方をちゃん

とみんなが理解しないと、結果的にうやむやになってしまうのかなとこう思います。 

○小委員長（鈴木宏征君） わかりました。熊谷委員、お願いします。 

○委員（熊谷雅史君） 事務局から要するにレジメを出してもらっていますのでイメージ的にはわ

かるのですけども。先ほど、僕、言ったように、懇談会の中身の意見です。分科会の扱い。それで、

回数がどうのこうのというのは、なかなか決めづらいのではないですかということですね。 

○小委員長（鈴木宏征君） 本間委員、お願いします。 

○委員（本間広朗君） 新風もそうなのですけど、これはもちろん積極的な活動として今後やって

いければという意見です。あと本当に、今言われたように、回数を決めてやっていけるのかなとい

うそういう疑問の声も上がりました。 

○小委員長（鈴木宏征君） ありがとうございます。これについては、やっぱり懇談会といろいろ

ラップするというのですか、すみ分けという部分でありますので、これはやりながらですね、そう

いう部分はきちんとしていかないと混乱するところも出てくるかもしれませんけども、分科会の積

極的な活動という部分ではですね、皆さん必要だというふうに考えていただきましたので、そうい

う方向で説明しますし、目標についてもですね、やっぱりある程度目標をつくらないとですね、た

だ必要だという話だけではなかなか委員会の温度差によってかなり差が出てきますので、やっぱり

目標をある程度つくって開催をしていくべきだという報告をしていきたいと思います。よろしいで

すか、それで。 

 それで今回ですね、ちょっと私が考えているのは、いろいろな今、産業厚生常任委員会の中の所

管しそうな団体名、あとは総務文教が所管する団体名、そういう団体名を一覧にしたものを各委員

会にお配りしてですね、そして、やっぱり今、テーマに合ったというのですか、後期高齢者の部分

でかなり問題になっていますよね。そういう部分をテーマとしてやる場合は、高齢者クラブですと

か、高齢者のそういう団体のところへ行って懇談するとか、そういうテーマによって、こういうと

ころと懇談したら、いろいろな意見がいただけるなとか、議会の活動に反映できるなという、そう

いう一つの参考にしていただくために、そういう団体を抽出して皆さんにお配りしたいとも思って

いるのですよ。それで、そういうテーマに沿った積極的な活動をしていただければいいなというふ

うに思っておりますので、そういうことも考えております。 

 それでは、最後になりましたけども、町民から意見を聞く機会の拡充ということで、これは会議

後の傍聴者との懇談ということで、移動常任委員会等があった時にですね、移動常任委員会が終わ

った後に、来ていただいた傍聴者の方とお話をするとかですね、そういうことかなと思うのですが、

そういうことで考えていいのかな。熊谷委員、どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） これは最終的に前回の議論でまとまったのではないですか。やっぱり懇談
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した後の答えは議会だよりで返答するか、それとも、直接行って返答するか。やっぱり返答は必ず

しなければいけないと。だから、これはするということで。ただ、24 時間機械的なことが子機でで

きるけど、そこまで必要かということだけではなかったですか。 

○小委員長（鈴木宏征君） すみません、最後ではなかったです。もう一つありました。申し訳な

いです。町民から意見を聞く機会の拡充というのがあったのです。これの一つの会議後の傍聴者と

の懇談というのが一つ。こっちのほうはいいですか。これは結論出たのですか。すみません、そう

したら最後ですね。メール、ファクスでした。これも結論出ましたか。 

○委員（熊谷雅史君） ご意見箱を設置するのでしょう。 

○事務局主幹（森 隆治君） 一応、会派に持ち帰ってもんでいただきたいということで投げかけ

たものです。 

○小委員長（鈴木宏征君） それでは、今の会議後の傍聴者との懇談と、メール、ファクスの部分

なのですが、斎藤副小委員長のほうから。 

○副小委員長（斎藤征信君） 特別ないのですけどね、可能なことはやるべきだということでいい

のではないでしょうか。 

○小委員長（鈴木宏征君） 松田委員、どうですか。 

○委員（松田謙吾君） 私には何か難しくてわからないけども。議会へ来たら、議会改革とずっと

言っているよね。この議会改革はどこで終結して、どこから初めてね。例えば、今、真剣にやって

いるものも、いつからこれを実行していくのか。その目標とか何とかは定めてあるの。 

○小委員長（鈴木宏征君） はい、あるのです。 

○委員（松田謙吾君） それがわからないのだよ。 

○小委員長（鈴木宏征君） 一応、今の第３次は20 年から24 年までです。５年間。 

○委員（松田謙吾君） やっぱり、やるなら短期間でたくさんの項目ではなく、一つ一つやって、

そして、実行されたら、次に移していくというやり方ではないと。ただのっぺらぼうに白くこうや

ってやっても、何がなんだかさっぱり。実行性あるのですか、これは。 

○小委員長（鈴木宏征君） かなりやっている部分もあるのです。 

○委員（松田謙吾君） だから、私がさっき言ったとおりね、私の考えは古いかもしれないけども

と、そんなことで言っているのです。議会というのは、議員のやるべきことというものがぼけてし

まって、こういうことにばかり頭がいって、考えがいって、行動がいって、本当の議会改革、議員

の資質を高めるのは議会の資質を高めるためにやっているのだけど、そこが全然、私が議会人であ

っても見えないのです。一つも見えない。これがずっと疑問なのです、私は。全くわからない。 

○小委員長（鈴木宏征君） 今、松田委員がおっしゃった部分についてはですね、一応、目標とい

うのですか、年度も決めて、この間にやろうということをですね、今回、何項目か出してやってい

るのですが、あまり多すぎるかもしれませんけども。 

○委員（松田謙吾君） いや、多くてもいいのだよ。実効性があって、きちんとやれば。何がなん

だかわからないから言っているのです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 玉井委員、どうですか。 
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○委員（玉井昭一君） 玉井です。傍聴者の懇談という意味では、さっき熊谷委員が言ったように

結論が出たと思ったものだから、結論が出ない事案がある時は、後日、議会だよりにより報告いた

しますと、こういうことで結論だと思って報告しただけです。 

 それから、メール、ファクスによる意見も、ご意見箱により実行すればいいのではないだろうか

ということです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 前田委員、お願いします。 

○委員（前田博之君） やることはいいのですけど、どこでも言われるのですけども、すべて結果

をどうするかということね。相手にちゃんと報告するということが最終ですから、ご意見箱に入っ

ても、一つ一つ、やっぱりちゃんとね、匿名でない限りは、ちゃんと出来る、出来ないとかを報告

するということまで道筋つけておかないとだめだと思います。 

○小委員長（鈴木宏征君） そのとおりだと思います。熊谷委員、どうですか。 

○委員（熊谷雅史君） 終わっていることなので意見はないです。 

○小委員長（鈴木宏征君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 特に新風も、メール、ファクスのこれはいいのではないかと。もちろんご

意見箱も置かれたほうがいいということなのですけど、前回、電話機が24 時間できるとか、できな

いとかという話もありましたので。ただ、24 時間やるのはどうなのかなという意見もありました。 

○小委員長（鈴木宏征君） 今のご意見をいただきまして、１番の懇談については、そういうこと

で積極的に懇談をしていって、聞いたことはお返しするということに結論は出ております。 

 そして、メール、ファクスの意見ですが、これはご意見箱も入れて意見を聞くということと、そ

れぞれ意見を聞いたものについての返事ですね、報告ですね、相手に、これはきちんと報告しなけ

ればならないということを添えて議運のほうに報告したいと思います。よろしいですね。 

 それでは、長い間本当にありがとうございます。この改革の部分につきましては、今回、皆さん

にいただきましたことにつきまして、議運のほうに報告をしていきたいと思います。 

 それで、もう一つあります。事務局。 

○事務局主幹（森 隆治君） 前回の分科会の積極的な活動ということで、このたび、公聴会の関

係がちょっと出ましたので、お手元に配布させていただきました。自治法上の条文と、それから、

参考人、公聴会ということでちょっと載せていただきましたので、見ていただきたいというふうに

思っています。 

 それともう一枚のですね、今日の北海道新聞に載った栗山町議会の議会報告会がちょっと載って

いますので、その記事も併せて皆さんに配布させていただいております。 

 それともう一つなのですけども、議会報告会とか懇談会の関係で、私どもちょっと議会の流れの

中である程度事務局として、こういう形かなということでちょっと載せてありますので、これを見

ながらですね、皆さんで方法、いろいろな形を検討していただければということで、参考資料とい

うことで見ていただければと思います。以上です。 

○小委員長（鈴木宏征君） 以上ですが、何か、このほかに何かありましたらお聞きしたいと思い

ます。前田委員。 
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○委員（前田博之君） ここでは私も自由に意見が言えますので。議運へ行くと委員長の指名がな

ければしゃべれませんし、それだけ拘束力あるかどうかわかりませんからあれだけど。今、非常に

ですね、松田委員が会派を含めて議員の質のことを言ったのですけども、私も町側のほうからはね、

一緒に見ていましたけど、こうやって議会に入ってきたのですけど。こういう議会改革は正直な話、

私が事務局長をやっていた平成８年ぐらいからやったのですよ。分科会をつくってね。それでずっ

とやってきています。原則論、議員が議場は討議をする、議論をする場だよと。だけども、変な意

味で取らないでくださいね、逆に一般質問も16 人いるけども半分ぐらい、代表質問もしない、ある

いは、いろいろな質疑の中で言いにくいことがあっても議員の立場で言わなければならない、利害

があっても言わなければいけない、そういう形でそういうことをすることが、議論が活発になると

思うのですよ。過去においてはですね、こういう項目が挙がっていろいろやりましょうというのは、

これは組織としての傾向もあるのですよ。当然、底辺には個々の議員の資質はあるけどね。だから、

過去にそういう基本的な議論をされたことはあるのですか。議会として、この議会改革の中で。本

当はそこなのですよね。そして、僕、何回も言うように、政策、議案をね、条例案を提案してみる

とかね。議員提案するとか。委員会にかかる部分は別ですよ。政策的なことだけ。そういうことと

いうのは、けんけんがくがくとやったことあるのですか。 

○小委員長（鈴木宏征君） ちょっと熊谷委員のほうから。 

○委員（熊谷雅史君） すみません、小委員長に代わってお答えさせていただきたいと思いますけ

れども。今、前田委員がおっしゃったとおり、平成８年、時の町長の諮問機関である行政改革推進

委員会の設置、その発端の中で議会の改革が必要という項目から、当時の伊藤菊雄先輩が分科会を

立ち上げてですね、議会改革に取り組むということで第１次改革、これが平成10 年をめどにという

ことでスタートしました。それで、私は平成11 年に議会に参上させていただきまして、実は議運に

所属させていただいて、ずっと改革問題等々をやってきました。一般質問の一問一答方式、この事

案の提案も新政クラブから出まして、実はそういう議論の活発化をしようというのが発端で、必要

ないという会派もありましたけれども、三問一括でいいのだというところもあったのですけども、

実は一般質問45 分という趣向だったのですけども、うちは長いと言ったのですけれども、それから

始まった議員同士の、要するに議論というのですか、これはやはり会派の代表者会議含めてですね、

かなり活発に行われたと私は自負しております。 

 それから、今、言われたように自由討論、これについてもですね、自治法の縛りが結構、平成15

年前はあるのですよ。ところがかなり自治法の解釈が寛大になって、常任委員会も一常任委員会し

か所属できないのが複数にまたがるというのも自治法改正の中で可能になったのですね。やっぱり、

議会の組織全体のあり方も旧来とはやっぱりかなり違っています。それで、今言ったように、議場

の中での自由討論、それから、議員同士の意見交換、これはこれからの課題ですけども、うちの議

会ではかなりいいところまでできると思います。その土壌はあります。ただ、要するに免責特権は

ありませんので、これから、政策過程の集団の中の組織の中で議論されると思いますけれども、か

なり、今言った、フラストレーションが溜まっている部分というのは解決されると思います。 

 それから、先ほど松田委員が言っていた、うちの議会は会派がやはり主ですから、言われる、そ
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のとおりなのですよ。会派が政策集団としてのレベルを上げていかなくてはいけない。これはもう、

ずっと取り組んでいるのですけど、言うだけでなかなかそぐわないと。そうなれば、それを後押し

する議会全体の政策提案だとか、いろいろな部分の組織も必要だろうと。改選して16 人になってい

ますから、これからの積み上げなのですね。今言った議論はものすごく大切。会派で、やっぱり町

民の前に出て行って、政策の何かありますかという辻説法みたいなものは、何らかの形でしなくて

はいけないと、私もそう思っています。以上です。 

○小委員長（鈴木宏征君） 休憩いたします。 

休憩 午後 ３時２２分 

                                           

再開 午後 ３時２９分 

○小委員長（鈴木宏征君） 休憩をといて、再開いたします。 

                                           

◎閉会の宣告 

○小委員長（鈴木宏征君） それでは、これで小委員会を閉じたいと思います。どうもご苦労さま

でございました。 

 

（閉会 午後 ３時３０分） 


