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平成２１年白老町議会広報広聴常任委員会会議録 

 

平成２１年 ７月１６日（木曜日） 

開  会  午後 １時４０分 

閉  会  午後 ２時５２分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議会報告会について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議会報告会について 

                                         

○出席委員（１２名） 

 委 員 長 本 間 広 朗 君      副委員長 斎 藤 征 信 君 

委  員 前 田 博 之 君      委  員 西 田 祐 子 君 

委  員 及 川   保 君      委  員 山 本 浩 平 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 吉 田 和 子 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

委  員 玉 井 昭 一 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     主   幹    森   隆 治 君 

     臨 時 職 員    松 本 美 紀 君 



 2 

                                         

◎開会の宣告 
○委員長（本間広朗君） それでは、広報広聴常任委員会をただいまより開催します。 

（午後 １時４０分） 

                                         

○委員長（本間広朗君） まず初めに、７月 13 日に広報広聴小委員会が開かれて、議会懇談会

の反省会、意見、要望について協議されました。本来であれば、この反省項目にもありますが、

議会報告会の終了後に各班に分かれてまとめていただき、班長が報告しなければならないとこ

ろですが、大変私も委員長としても申しわけないところなのですが、今回報告会の反省、また

総括について小委員会で精査させていただきました。これから今後、各反省項目、意見・要望、

それらの反省に入っていきますが、これから出されたものに対しては、これはすべてではない

ので、皆さんから追加、または気づいた点がありましたら、この場で出していただきたいと思

います。また、今回出された反省点などは、また次回の報告会で反映させていきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 それでは、括弧１番目、レジメに沿っていきたいと思います。きょうのレジメは、報告会に

ついて、(１)報告会の反省について、(２)意見・要望について、(３)取り扱いについて、(４)

その他になっておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、資料１をご覧ください。資料１から議会報告の反省項目一つ一つやっていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。実施時期から班反省、これをずっと一つ一つやって

いきたいと思いますので、何か皆さん気づいた点がありましたら、ここで出していただきたい

と思います。事務局のほうから。森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 時間をいただきまして、開催の参加者等もありますので、資料

１を見ていただければいいと思いますけれども、実施したのは３日間ということになります。

会場は８会場。ただし１会場は社台生活館なのですけども、参加がいなくて中止したところも

ございます。あと今回は２班編成でやりました。延べ町民の参加の人数は 95 人となっておりま

す。あと下のほうには皆さんの出席状況を記載させていただいております。 

以上、開催した結果の概要をご説明申し上げました。 

○委員長（本間広朗君） それでは、資料１なのですけど、実施時期、今回は５月 25 日、26

日、そして５月 29 日になっております。あとここに２点ほど実施期間についての反省点がござ

います。これについてと、またあとそのほかに何かこういうところがあったらいいとか、そう

いうようなご意見がありましたら出してください。及川委員。 

○委員（及川 保君） 報告会はご苦労さまでした。全体的に今回の報告会はＡ班としては結

構成功に終わったような思いはするのですが、１カ所だけ１人も来なかったという部分はある

のですが、これは反省点として生かさなければならないと思っていることが１点。 

あと、各会場、人数も多く、今回は１番多いところで 26 名、そういうところの皆さんの意見

を聞くと１番、２番に設定した財政に関することと、それから予算に関する説明をしましたね。
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これはやはり町が説明をしなければいけない部分ではないかという意見も、今この小委員会の

まとめを見ているとそれは載っていないみたいだったので、そういう意見も出されていたので

す。要するに、議会は議会の仕組みも含めて議会は何をやったのだということを知りたいのだ

と、その１番、２番に設定された今回の報告事項というのは町側がすべきことであって、議会

がすべきことではないという、非常に長時間にわたっての説明があったもので、そういった中

でのそういった意見があったということを１つの反省点も含めて考えたらどうかというふうに

思います。以上です。 

○委員長（本間広朗君） わかりました。 

今実施時期について、これから多分そういうことも出てきますが、まず一つ一つ反省項目に

沿ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

実施期間について皆さん何かご意見ありますか。 

○副委員長（斎藤征信君） 進行について、先ほど読まなくていいみたいでしたけど、大きな

項目ごとに読んで一つずつ、実施時期なら実施時期を固めていって、順番にそこの部分だけは

今読みながら、あとはないかという形で進めていったほうが皆さんわかりやすいのではないで

しょうか。 

○委員長（本間広朗君） わかりました。そうしたら、一つ一つ読んでいきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

まず、実施期間です。運営基準の規定に基づき実施できた。ただし、３月の本会議終了後、

４月に入り議会報告会の準備、５月の連休、６月は本会議が控えているなど、日程の取り方が

難しい面がある。 

２番目です。今回は各班での反省会が組み込まれなかったことを反省する。次回から実施日

とあわせ、反省会も日程に組み込んでいくということです。 

この２点、これは小委員会でまとめた２点だけなのですけど、それ以外にも何か先ほど言い

ましたように実施時期について。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 山本です。それ以外というよりも、むしろ私も先ほど及川委員がおっ

しゃったように、これは実施時期に関係があるのです。というのは、予算が組み込まれた終了

後にこういったことで予算が組まれましたということでの報告に近いことをやられたと思うの

です。それでやはり、予算編成などは我々が編成したわけではなくて、執行側が編成し、それ

を議決した我々ですけれども、むしろ私は予算よりも決算が終わった段階で、それで反省をし

ながら一議員としてはこのことについてはこういうふうに思っていると、そして来年度の予算

に関してはこういったことをこう反映すべきだと思うけれどもいかがでしょうか。みたいな形

のほうがかえって議員としての考え方を述べられるのではないのかと思うのが１点です。 

それと、どうしてもこの５月の末、25 日、26 日、29 日だったのですが、各いろいろな団体

ですとか各企業もそうですけども、ものすごく総会の多い時期なのです。この時期にこの３日

間というのはなかなか、来られる方もいろいろ重なることもあるでしょうし、正直私なんかも

３日間はちょっと難しかったのです。やはり総会の関係などもあって。ですからそういったこ
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とも加味していただくことができるのであれば、やはりこの２点を検討していただいて、予算

が終わってすぐやるのではなくて、もっと後のほうに回して、かえって決算のことを念頭にお

いてやられるのも一つではないかと思いますので、この点については小委員会で検討していた

だければありがたいと思います。 

○委員長（本間広朗君） 山本委員の今、決算審査特別委員会の後に議員としてこう思ってい

るというようなことをそこで発言したらどうかという話と、５月は総会がありますのでなかな

か３日間というのは難しいと、後のほうに回してほしいという意見がありました。そのほかに

何かありましたら。西田委員。 

○委員（西田祐子君） この実施時期にあたるのか、それか開催にあたるのかわからないので

すが、今回実施する時期とか内容もそうなのですけども、これは小委員会のほうでもし日程を

決めるのであれば、もっと早い時点で時期とか内容とかをまとめていただかないと、今回のよ

うにちょっと日にちが少なくてどたばたというふうになってしまいますので、できれば早い段

階でということを望みます。 

○委員長（本間広朗君） 日程を早く決めてほしいということですね。これは反省の中にもあ

るのですが、これはいろいろテーマとか資料を取り寄せたりして、例えば、そういう項目がで

きたらそれがなかなかすぐに資料などが集まらないので、難しいというか大変だという、なか

にもご意見もありますので、それらも確かにそうだと思いますので、これらもできるだけ早く

日程が決まって、そしてテーマも決めて、できるだけ早く担当者も決めてやっていくという方

向は望ましいと思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今私山本委員が言われた、今回この議会報告会の反省会ですね。例え

ば時期的なもの、やる内容について言えばいろいろなことが言えると思うのですが、今回この

議会報告会という部分についての報告、反省会とすれば、今後やるであろう議会懇談会だとか

そういった形の中では、個々の意見は出していける場面もあるのかもしれないけれども、この

議会報告会という形の中では、個々の思いというのはどうなのでしょうか。その辺だけ私は整

理しておかないと、議会報告会の反省会にはならないのではないかと思うのです。それについ

て委員長はどういう考え方を持っているのでしょうか。 

○委員長（本間広朗君） これは一通り、例えば、いろいろ報告が終わった後に多分皆さん町

民の方と議論をしていると思うのです。そういう中で、先ほど山本委員も言ったように、個々

の発言というか、そういうことも考えられると思うのです。ただ、議会ではこういうふうにな

りましたと、こういうふうに議決しましたというようなもので終わらない。その辺は、多分そ

のラインというか、そういうものが何でもかんでも言ってもいいということではなくて、ある

程度一定のライン、それらのルールを決めていかないとだめだと思いますけど、その辺のとこ

ろは自由討論というわけではないですが、そういうような形をとってもいいのではないかと思

います。皆さん、多分、Ａ班、Ｂ班やっていると思うのです。いろいろ町民の方とやり取りを

したと思うのです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） それについての反省会でしょう。それがよかったのか悪かったのかと
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いうことも踏まえての、今回の反省会だったのではないですか。 

○委員長（本間広朗君） それは、もしよろしかったら皆さんからそういう反省を出していた

だければと思います。斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君） 規定に基づいて我々は実施をしたわけですけども、予算等審査特

別委員会が終わったら報告会、それを議員の説明責任の名において町民に説明をしようと、こ

ういう立場で日程というのは５月にやろうと決めたわけです。そしてあとは秋口 10 月でしたか

11 月でしたか、今度は決算審査特別委員会の後、今度は重要な意見をどんどん聞く会をしよう

ということで説明責任ということと、広く意見を聞くということで２つにきちんと分けた設定

をしたのです。 

だから、それがどこがいいかということは、これはやってみて初めてわかることだから、だ

から今回の時期がまずいということであれば移さなければならないのです。だからそうなると

小委員会でもう一回検討してみることはやぶさかではないけども、では、今まで討議してきた

のがひっくり返るのかと、そうするとほかの時期というのがもっといい時期があるのか、これ

はちょっともう１回検討してみたいというふうな気はするわけです。 

今の意見がだめではなくて、確かにここにも書いてあるとおり日程がすごく入りづらい時期

だということはわかっていますので、だからそこのところはもう１回山本委員の意見を聞きな

がら、もう１回それが生かせるかどうかということは検討してみないと答えが出てこないとい

うことが一つです。 

それから、氏家委員の今の指摘なのですが、これは私たち予算を決めてそれを説明したので

すから、では、私たちは議員の考え方を聞きに来たのだというふうに言われたとしても、では、

中身がわからないでお前何をやっていたんだと感情的な物の言い方をされたら困るので、きち

んと決まったことは決まったことで一応説明して、わかってもらった上で相手のご意見をいた

だかなかったらだめだということで、議会がやることだから町のやることは一切いらないのだ

という物の言い方が成り立つかどうかとずっと考えてみたいと思うのです。だからある程度同

じことをやっているわけですから、町の決めたことに対して我々物を言っているわけですから。

町はこういうふうに決めましたと、それに対して私たちはこういうふうな態度で臨みましたと

いう、この対応することがなければならないと思うので、だから説明責任としてきちんと説明

する部分は説明をしてほしいと、こういうふうに今回は位置づけてあったはずなのです。です

からそのことがむだだとか言うのであれば、もう１回考え直さなければならないですが。 

意見もどんどん聞いて、皆さんのご意見を聞いて対応するという会ではなかったはずです。

このように理解してもらえればいいのですが。 

○委員長（本間広朗君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私が言っているのは、議会懇談会、議会報告会の中では、例えば今回

は議会報告会ですから、議決事項に関しての説明をするわけですね。予算に関してもそうなの

ですけど、予算がこういうふうにして決まった中には議会としてこういった議論もありました

という部分で押さえるのであれば私はいいと思うのです。そこに個々の思い、私はこういうふ
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うに考えていたけどもこうなってしまった。みたいな話は違うのではないかと、それはちょっ

とまずいですよねということなのです。 

○委員長（本間広朗君） 関連するところもあると思いますけど、絡んでいるところは後で出

てくると思いますので、よろしくお願いします。 

 実施時期について、そのほか何かありましたら。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは次、班編成なのですけど、これも今回Ａ班、Ｂ班に分かれ

てやりました。それでは事務局のほうで読んでいただきたいと思います。班編成についてお願

いします。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 今回は２班編成で実施したが、議員に求める意見が多かったこ

とから、３班でもよいのではとの意見がありました。経験を積み、議員の対応が熟達した段階

で、３班などを検討するのはどうだろうかというご意見です。 

○委員長（本間広朗君） 班編成について。及川委員。 

○委員（及川 保君） 今小委員会の中で検討された意見だと思います。私も３班がいいのか

２班がいいのかということは、これはまた全体の中で決めていくべきであって、今ここで次回

は３班だとか２班とかというのは別にいいと思うのです。これはこの今回の意見で。私として

は今回の班の編成というのは特に異論はございません。 

○委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 広報広聴常任委員会という初めての委員会の中で、なかなか手探り状

態でやっている部分も必ずあると思うのです。そういった中でこのやり方がいいか悪いかとい

ったら、別に私も悪いとは思わないのですけども、できれば成熟した段階においては、例えば、

栗山だとか登別市議会もそうだと思うのですけども、大きな会場で年に１回開催して、その大

きな会場に皆さんが各地域から来ていただいて、それは大変かもしれません。私たちの場所で

やはりやってくれないと困るという住民もいらっしゃるかもしれませんけれども、やはり成熟

した段階においては、１つの会場で、そして議員全員が来られた方のご意見も拝聴しながら、

またお互いにディスカッションしながら、そういったことのほうが行く行くは望ましいのでは

ないのかというふうに思っております。今回のこれがよかったか悪かったかというのは特には

ございません。我々のやり方でよかったのかというふうに思っております。 

○委員長（本間広朗君） 今後、そういうことも考えられるのかということです。ほかにござ

いましたら。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） この議会報告会と議会懇談会というのは、議会運営の中でやるという

ふうに決めたことではなかったですか。議会の今後の進め方の中で、だから議会運営基準など

の中にも入っていませんでしたか。 

山本委員が登別市さんの例を出されたけれども、これは定例会をやらないということで向こ

うはやっているのだから、こちらは１回そういうふうに基準をある程度決めてやっているから、

それをもう１回見直すということのお話になってしまいますので、その辺はまた今後きちんと
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議運とも協議をしながらやらなくてはならないのか。広報広聴常任委員会だけで決めていくこ

とになるのか。ちょっとその辺が。 

○委員長（本間広朗君） 森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 今山本委員がおっしゃったのは、成熟した段階で１会場でどう

かということなのです。小委員会のほうで、例えば、今実施要項の中にはまず報告会が５月に

やりますと、懇談会については９月ですというふうにうたっていますので、それが皆さんの小

委員会の議論の中で、例えば、それはどうなのだろうかという議論があればそれは議論してい

ただいて変えることは可能だと思います。ただ、今の実施要項の中ではそのような基準になっ

ているということを申し添えておきたいと思います。 

○委員長（本間広朗君） 班編成について、そのほか何かございましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） なければ、開催時間について事務局からお願いします。森事務局主

幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） ２つあります。１つが昼夜の実施を試みたが、会場によっては

時間の調整を図ることも必要ではなかったか。 

もう１つの意見としては、今後は、土日の開催も検討してみることも出てくるのではないか。 

この２つの意見です。 

○委員長（本間広朗君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） この１つ目の、時間の調整を図ることも必要ではなかったかという、

この意味合いだけちょっとお知らせいただければ。 

○委員長（本間広朗君） これは、多分及川委員もＡ班で、気づいたと思いますが、北吉原ふ

れあいプラザ、日中だとお年寄りしかいない、そういうときに夜もやってほしいと。夜は要す

るに若い人が来やすい、そういうような、会場によって時間をいろいろ決めてみてはどうかと

いう、そういうことだと思うのですけど。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 北吉原ふれあいプラザの会場は、皆さん日中おられる方が多い

ということでやったのですが、その中で、実は働いている人もいるのだと、そういう人たちは

どうなのでしょうかという声が上がったのです。ですから、どこかに時間を設定したときには

必ず出られない方がいるのですが、それを皆さんが平等に聞けるような、今後も会場によって

は考えるべきではないかという意見です。 

○委員長（本間広朗君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 理解しました。確かにそういうお話がありました。ただ、ここで私が

申し上げたいのは、１番ここが多かったのです。26 名の方々に来ていただきました。これは例

えば夜になるとかなり逆に落ちる傾向になるはずです。というのは、お年寄りというのは暗く

なるとなかなか外に出るのが困難になります。そういう意味では、今回は私はここでの地域で

の懇談会は多くの方々が来ていただいて非常によかったかというふうにはとらえております。

確かに意見はありました。 
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○委員長（本間広朗君） という意見がありました。そのほかに何か気づいたところがありま

したらどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 社台地区なのですが、今回ではなくて前回のときも確か私は社台に夜

行ったのです。そのときも２人ぐらいしかみえなくて、今回はゼロ人だったということで、両

方とも夜なのです。だから開催するときに前回はどこの場所で昼にやったのか夜にやったのか、

そういうデータをきちんととっておかないとやはりだめなのではないかとちょっと感じてはい

たのです。実際に、申しわけないのですが、夜に開催してほしいという声もありますけども、

５月のお天気のいい日で日の長いにもかかわらず夜にやったらそんなに来ないと、むしろ朝の

10 時ぐらいからやってくれたほうがいいのではないかという意見のほうが私は多かったよう

な気がしたものですから、やはり会場によって昼とか夜やった、そういうきちんとしたデータ

に基づいて今後は時間的な開催も考えてほしいと思います。 

○委員長（本間広朗君） 会場によって考慮していくということ。わかりました。そのほかに

何か開催時間について。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 次、会場と宣伝について事務局からお願いします。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） ４つあります。１つは、会場は固定しないで、持ち回りで実施

するのがよいのではないか。 

２つ目、開催地の各町内会長等に議員からの働きかけがあってもよいのではないか。 

３つ目、参加者は多かったとは言えないが、平均数が出席議員より多かったのは救いである。

４つ目、同報無線の許可が出て町民に周知できたのはよかった。 

以上４点ございました。 

○委員長（本間広朗君） ありがとうございました。会場と宣伝について事務局から読んでい

ただきました。何か気づいたところがありましたら。西田委員。 

○委員（西田祐子君） この２つ目の、開催地の町内会長等への議員からの働きかけがあって

もよいのではないかというのは、これは限定されてくると思うのです。自分の住んでいる近く

の町内会長さんは顔見知りですからお願いはしやすいのですけども、全然普段おつき合いのな

いような町内会長さんのところにはやはり行きづらいという部分があります。だからこれは議

員からのお願いというのもきちんと正式に広報広聴常任委員会なら常任委員会での名前できち

んとそこの地区の連合町内会長さんにお願いするとか、議員個人という形ではなくてそういう

形にするべきではないかと思います。 

○委員長（本間広朗君） わかりました。広報広聴常任委員会の名前でやっていく。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。今回初めてなのですが、同報無線を使って呼びかけをした

わけですが、これを聞いて実際に集まった方というのは何人かいるのですか。その辺わかって

いれば。 

○委員長（本間広朗君） そこは確認していないです。斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君） 実際には、あれを聞いたから来た方という話は一切耳には届いて
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おりません。ただ、よかったと思うのは、せっかくお金をかけてつけた無線だから、もっと公

の物に使ったらどうなのだということを話をしたら、細かい規定がないから災害以外のものに

ついてはだめだとかかなりすったもんだとやったわけです。だけども直ちに検討に入ってそう

いう公のものについては放送をしてもよいという結論を出したということで、その後今何かか

にか放送をしていますね。ということから発展できたし、それがそういうふうに、そういうよ

うな形で放送されるようになったら今度、今後またやっていくときにまた生かされていくので

はないかと、こういう要因は残っているのではないかと思います。 

○委員長（本間広朗君） 同報無線を使って、これを生かしていくということです。そのほか

に何かございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） ないようでしたら、次、進行と役割について事務局のほうからお願

いします。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） １つ目が、テーマの設定の仕方に一工夫を。今回のテーマはよ

かった。 

２つ目としては、正副委員長をあいさつ挨拶と司会に固定するのはいかがだろう。 

３つ目、司会は、出席者全員が発言できるように、質疑の時間を上手に処理すべきという意

見でございます。 

○委員長（本間広朗君） 進行と役割について、何か気づいたところがこれ以外にありました

らお願いします。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今回、テーマをくじ引きか何かで決めたのですが、ああいうやり方で

はなくて臨機応変に班編成をした中で話し合いをして、私はこのことについてどうせだったら

調査研究をしているし発表したいのだという人がいたらその人にやってもらうとか、そういう

方法のほうがよかったと思います。今回くじ引きで決めましたね。これ１つの意見として申し

上げておきたいと思います。 

○委員長（本間広朗君） 山本委員の意見も出ておりますけど。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田ですけども、今回大きく５項目だったのですけども、実際にこれ

を町民の方に理解していただくようにというふうになったときに、特に１、２番については非

常に重たいものがありましたので、正直言いまして分量が多すぎたかと。 

そうなってくると、やはり３番目以降の３、４、５となるべく時間を削って１、２に振り分

けは努力はしましたけど、それでも議員の説明の時間は非常に長くて町民の方もかなりつらか

ったと思うのです。ですから、正直言って財政問題についてというだけで、これはこれだけで

も５項目あるのです。やはりちょっと欲張りすぎたかと。 

今回はしてしまいましたけど、この次もしやるとしたら、本当に財政問題についてといった

らそれについてとことんやるとか、やはりそういうふうな形で項目を減らして、そこの中で分

担して発表するような形をしたほうがいいのではないかと思います。 

○委員長（本間広朗君） 絞ってやっていくということですね。斎藤副委員長。 
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○副委員長（斎藤征信君） 言いわけだけしておきます。今回ものを決めたときに１番考えた

のは、出席した議員が必ず何かの役割を持って報告にあたろうということを基本にして考えた

のです。それで、それでは５つあれば皆さんそれぞれ時間を制約しながらでも、皆さんが当た

ったら皆さんが平等に話ができて、その中で討議になったら重要な部分に集中していくだろう

と、こういうふうな思いで立てたのです。 

それはそれで、やってみて初めてわかるわけです。だから、これをもう少し後で読んでいく

と財政が必要であれば同じ財政を２人か３人で手分けして話をすることもできるだろうと。も

っともですね。幅の広い問題を１人でやってしまうと、聞いているほうはわけがわからなくな

ります。それを２、３人で分けてやったほうが利口だと思うし、それから町民の関心の度合い

からいって、これは別のところでやってこのときには持ち込まなくてもいいというのもかなり

あるのではなかったかと、そういう反省はきちんとしておくべきだというふうに思っています。 

○委員長（本間広朗君） 今回この５項目ですけど、これも正副でいろいろ協議をしてやった

のですけど、まず報告会というのも今回初めてなので、まず町民の方にいろんな財政状況から

何からいろいろな欲が出てしまったところもありますけど、できるだけたくさんの項目が結果

的によくなかったのかわかりませんけど、できるだけいろんなことを知っていただこうという

ことでちょっと多くなってしまったのかと。やはり今後先ほど斎藤副委員長も言いましたよう

に、いろいろ絞って、例えば、１つのテーマにいろんな議員が発表したり、山本委員が言われ

たように、専門的に何かありましたらそういうようなところも発表していただいたり、得意な

分野を生かしていけるような議会報告会というのも考えられるのかと思っていますので、小委

員会でまたいろいろそういう議論をしていかないとだめなところなのだと思っていますので、

お願いします。そのほかに何かありましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 次、会議録と報告書について森事務局主幹お願いします。 

○事務局主幹（森 隆治君） １点目が、会議録は、録音と要点筆記でよい。 

２つ目、終了後、直ちに班ごとに反省会を開催し、個々の要点筆記による意見を班の代表者

がまとめ、委員長に報告書を提出する。 

３つ目、今回は正副委員長と小委員会で整理する。 

以上です。 

○委員長（本間広朗君） 会議録と報告書について何か気づいたところがありましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 次、報告のやり方といいますか、テーマについて。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） １つ目が、議員の報告が難しくて理解できないとの意見があっ

た。耳慣れない用語が理解を困難にしている部分がある。報告の仕方を工夫すべきでないか。 

２つ目、要点を外さず、参加者を飽きさせない説明努力が必要ではなかったか。 

３つ目、報告者は自分の説明に必要な資料を配布し、参加者はそれを見て聞いたほうがもっ

と理解しやすかったのではないか。今回は５項目のテーマを用意したが、参加者の関心から見
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て、もっと絞れたのではないか。括弧として、議会の仕組みとか陳情及び請願などは必要に応

じてということでございます。 

次が、予算・財政など問題によっては、複数で手分けして説明するのもよかったのではない

か。 

次が、報告テーマを発表者が早めに決め、内容の打ち合わせをする必要性を感じた。 

次が、原稿を読むだけではなく、議論の経過や内容にも触れて、語りかける調子で説明でき

ると理解が進むのではないか。 

次が、客観的事実と自分の意見は、きちんと区分けして発表したらどうかということであり

ます。 

○委員長（本間広朗君） 報告の仕方とテーマについて、これも結構たくさん小委員会からも

出ていますが、何かこれ以外にも気づいたところがありましたらどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私の意見は、先ほどのお話はここの部分だったのです。 

○委員長（本間広朗君） 先ほど西田委員が報告テーマを、発表者も報告の開催日を早く決め

てとここにありますけど、できるだけ早く発表者を決めて内容の打ち合わせなどを、いろいろ

時間がかかりますので、もっと早くやったらどうだという意見、これはもっともだと思います

ので、できるだけ早い時期に発表者を決めていろいろ資料を集めるのが大変だと思いますので、

そういうようなこともこれから小委員会でいろいろ話し合っていきたいと思いますので、お願

いします。ほかに何かございましたら。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私今回担当しましたのは、町立病院の経営計画とｅｃｏリサイクルセ

ンター白老だったのですけど、これは委員会報告だったのですけども、今回自分達の委員会で

話し合われたことについて議事録を読もうと思ったら、議事録がまだできていないのです。だ

からはっきり言って自分の記憶と役場からもらった資料だけでそういうものをつくらなければ

ならなかったという非常に何か面映い思いがあって、その辺どうにかならないのかしらと非常

に感じておりました。 

○委員長（本間広朗君） 西田委員、今のご意見なのですけども、議事録はなかなかすぐとい

うのは難しいと今事務局からありました。委員会報告とか前もって出ていますので、例えばそ

れらのことをうまく利用。西田委員。 

○委員（西田祐子君） だから、確かにそうはおっしゃいますけど、ここに書いています、原

稿を読むだけではなく議論の経過や内容にも触れて、語りかける調子で説明できると理解が進

むのではないかということなのです。だから、やはり自分としてはきちんともう１度思い起こ

すために議事録が見たかったと、だけどもそれができなくて、いただいた資料と自分の記憶だ

けが頼りでつくっていったと、それで面映い思いがしたと。だからもしそれがもっと早くでき

れば、本当に議論の経過とか内容、確かに報告書がありますからその報告書だけで発表すれば

いいのでしたら簡単なのですけど、ここのところまでやはり理解してもらえるためには、自分

で議事録をもう１回精査、皆さんそれくらいのことはされると思うのです。やはり資料を集め

ながら、そうすると面映い思いをしましたということをお伝えしたかったのです。 
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○委員長（本間広朗君） わかりました。ありがとうございます。ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 次、意見・要望の取り扱いについて事務局からお願いします。森事

務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 小委員会から３つ出ております。意見・要望は精査して、可能

な限り町側へ提出する。 

２つ目、できるだけ、どう対応したか広報を通じて町民に知らせていく。 

３つ目、議会全体として政策に係るものは、今後、政策委員会などと連携して煮詰めていく

方向を考えたい。 

以上です。 

○委員長（本間広朗君） これについて何か気づいたところがありましたらお願いします。最

後のほうの今後の政策委員会、これは今議論しています政策研究会などと連携して煮詰めてい

くということだと思いますので、それをちょっと頭に入れておいてください。これについて何

か気づいたところがありましたら。及川委員。 

○委員（及川 保君） １つ目の、意見・要望を精査して可能な限り町側へ提出する。これは

非公式になるのですか。ちょっと具体的に説明してください。 

○委員長（本間広朗君） 森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 意見・要望、先ほどちょっと委員長が言ったのですが、最後の

ところに資料３のところに載せてありますけど、実は町民の皆さんから出た要望がありますね。

それをすべて議長を経由して町に提出するのかという議論だと思います。ですから、何でもや

るのではなくて、大事なところ、これだけはやはり町側に伝えなければならないし、広報・議

会だよりに載せることも必要ではないかというような意見です。 

○委員長（本間広朗君） ほかに気づいたところがありましたら。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、今後の課題について事務局からお願いします。森事務局

主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 最終的に小委員会でまとめに入りますけれども、２つの提言が

あります。プロジェクターを利用し、パワーポイントで説明ができたらいいと。ＯＡ機器を使

った視覚による報告ができたらさらによくなるのではないかという意見です。 

もう１つの、まだ初回なので経験を積み重ねる中で、内容改善と個々の力量アップを図って

いってはどうかということが課題ということで、２つ上げさせていただいております。 

○委員長（本間広朗君） 今後の課題について、本当にこれからいろいろ検討があると思いま

すので、全体的に見て何か課題がありましたらどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 本当に全くこのとおりだと思うのです。先ほど来、長時間にわたって

聞かされる側というのは、立場を考えたら、この１つ目のプロジェクターということは非常に

私は今後大事なことかと、ただ、これをやっていくためには小委員会、全体の委員会含めて非
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常にボリュームが大きくなってくるなと。もし理解していただけるのであれば、努力するとい

うことになれば、やはりこういうことをしっかり目を向けて取り組んでいかなくてはならない

のかというふうには思います。 

○委員長（本間広朗君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 単純なことをお伺いしたいのですけど、今みたく２カ所の会場で同時

にやったら、プロジェクターがきちんと２台とか３台あるのですか。 

○委員長（本間広朗君） 必要であればということですか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今後の課題ということなものですから、私が感じたのは、

１つは、やはり我々小委員会も含めて全体的に準備が不足していたと。これは感じました。も

うちょっと周到な準備を小委員会も我々広報広聴常任委員会のメンバー全員がやはりもうちょ

っと準備をきちんとすべきであっただろうというふうに思います。これは１つ私自身だけでし

たらそれはそれで結構ですけど、反省のことは反省会で書いているので、これはこれで書いて

いるので結構です。 

もう１つは、ここで出た要望・意見をどのように議会として完結するのかというところが、

私はここの広報広聴常任委員会に課せられた大きな、多分今後は問題になっていくと思います。

当然今の段階では意見・要望が出たものに対して、これは今回は議会報告会だからいいのです

けど、議会懇談会になるともっともっと大量に出てくるときっと思います。そのときにどう対

応するかというところが、議会の力量が問われるところだと私は思います。そのときに意見・

要望だけを羅列して委員長から議長を経由して町に渡すと。それだけで、あとはもちろん委員

会で取り上げる、議員個々が一般質問で取り上げる、こういうことになると思うのだけれども、

それだけでいいのかどうかというあたりが、たまたまもしあれば後で氏家委員から話をしてい

ただいたほうが私よりも結構だと思うのだけれども、政策研究会等との連携も含めて、この完

結の仕方をきちんと議員全体で議論をして、そしてこの完結の仕方で町民の評価は大きく変わ

るだろうと私はちょっと思うものですから、そこら辺は今後の課題として検討していただきた

いものだと。ここでどう完結するかというのはかなり大きなウエートを占めます。当然、広報

広聴常任委員会が何のためにこれをつくったのかという原点もここでございますので、こうい

う点を含めて町民との乖離をなくするということが、この広報広聴常任委員会をつくった原点

ですから、そこら辺はきちんと踏まえてやれるような体制を今後とっていくというのが課題で

はないかというふうに思っております。以上です。 

○委員長（本間広朗君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今大渕委員が言われたところについては、意見・要望の取り扱いとい

う部分のところに多分広報広聴常任委員会としても、そういう思いがあってここには載せてい

るのではないかと思うのです。議会全体として政策にかかわるものというのは、今後政策委員

会などと連携をして煮詰めていくのだと。それ以前に委員会としての完結はしておかなくては

いけない。その中で政策研究会というものがもしそこにかかわっていくということになれば、

それをもっと進展させていけるような役割が今後またそこに出てくるのだと私は思っています。 



 14 

今回は、この政策研究会という以前に、今回この広報広聴常任委員会の議会報告会、それか

ら今後始まるであろう議会懇談会、こういったものの充実がそこにかかわってくるのではない

かと思いますので、ぜひそこには期待していきたいと思います。先ほど、誤解があったら私も

後々言うのもあれなので、今後始まる議会懇談会、これが先ほど言われた山本委員の９月以降

決算期を終えた議会の中でやっていくのが多分私は議会懇談会ですね。そういった時期をめど

にやっていきましょうということで運営基準にうたわれているわけですから、それはやってい

きます。そして町民の全体の意見をそこでどんどん聞いていくと、そして予算にどう反映させ

たか、５月を基準に報告会を開催して、そこで町民に説明していくというところが今回のこの

報告会と懇談会の違いでありますし、私は今回この小委員会でまとめた反省の部分に取り組ま

れて書かれていることというのはすべだと思います。客観的事実と自分の意見はきちんと区分

けして話をしなければいけないでしょうと、今後こういったことにも気をつけていきましょう

と、報告会と懇談会の違いもしっかり私たちは認識しながら、そういったところで発言してい

かなければ、ごちゃごちゃになって考えたら、報告会と懇談会はやはり私は違うと思っていま

すから、そういったものはしっかり個々の議員で考えていかなければ、これ以上の報告会、懇

談会の充実というのは私はないような気がします。 

○委員長（本間広朗君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほどからいろいろ意見が出ていますけれども、そもそもこのこうい

った町民と触れ合って議会報告会なり懇談会をするという原点は何かというと、第３次議会改

革の中にも出ておりますように、開かれた議会、町民に親しまれる議会というのを目指してや

っていること、これは間違いないと思います。 

その中で、やはり今回の反省点で１番何かと思うと、やはり聞いている側、相手側がどうい

うふうに思っていたかということが大事ですから、今回はやはり反省すべき点としては、テー

マは絞りきらずに、いろいろ理由はあったと思います。１人１人発表する時間をつくることに

配慮したという意見はありましたけれども、やはり受けとめる側がどういうふうに思うかとい

ったら、１番これは大切ですから。それをやらないと開かれた議会にも何もならないわけです

から、先ほど出ていたプロジェクターなどを使うというのは非常にすばらしいことだと思いま

すし、こちらのほうがマスターベーションみたいなことでやったら私は失敗だと思うのです。

やはり相手側がどう思うかというようなことですから、30 分なら 30 分ぐらいにこちらのほう

の報告はそれぐらいにして、あとは懇談するようなことを目指すべきではないのかと思います。 

報告会と懇談会の違いは何か、町民はどう考えているかといったら、報告会も懇談会も一緒

に考えていると思うのです。それを報告会はこうです、懇談会はこうですというのは非常にま

だ私は時間がかかると思うのです。ですから何度かやってみて、仮に運営基準で定められてい

たとしても、それはまたそれを直すことも必要ではないかというふうに思います。どうやって

町民に受け入れられるような、そういう懇談会なり報告会なりしていかなければならないのか

ということをやはり原点として考えないと、今回のように行政の報告を我々が代弁するような

ふうに受けとめられるような内容ではまずいと思いますので、その辺を含めて、今後いろいろ
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検討する課題というのは多いのかというふうに、今回反省としては思いました。 

○委員長（本間広朗君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 今山本委員の話で、私が冒頭に話をしたことだったのです。やはり町

民がずっと１時間、報告する義務があるのだと言われれば、確かに細かく報告しなければいけ

ないのですが、町側が説明すべきものまでも含めて今回やってしまったのですが、今回のこと

はいいのですが、今後の報告会については、その辺も含めてきちんともう少し議論をしてテー

マ設定をしていったらいかがでしょうか。 

○委員長（本間広朗君） わかりました。今回Ａ班・Ｂ班に分かれて、司会を多分斎藤副委員

長もやったと思うのですが、本当に司会の前段に議会はどうあるべきかということをまず町民

の方に、今回は報告会ですけど、こうあるべきだと、議会の説明責任を果たすためにやってい

ますというような、前段でそういうようなお話はしていると思うのです。ただそれは、住民の

方の耳に入るかどうかはわからないですけど、これはやはり今回初めてやったことなので、こ

れを毎年毎年やっていくことで、いろいろとそうやって住民の方に理解してもらえるような形、

それで理解できないようだったらまたそうしたらどうやったらいいかというようなことをこち

らのほうも考えていかなければならないと思うので、その努力は惜しまないでやっていきたい

と思いますので、いろいろわかりやすい、本当にそういう報告会、懇談会もそうだと思います

けど、そういうような形を取っていきたいと思いますので、私も頑張りたいと思いますので、

よろしくお願いします。ほかに何かございましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、(２)意見・要望について、資料３をご覧ください。事務

局のほうからお願いします。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 議会側に関する意見・要望等について４つ出ております。１つ

は報告項目が多く理解しにくい。再考を願う、虎杖浜生活館。 

２つ目として、２年から３年周期での地区開催を希望、北吉原ふれあいプラザ。特定の議員

だけでなく一般質問者がふえることを望む、白老中央生活館。 

議会での議論が町民に見えるなど、何らかの形で周知してほしい、白老中央生活館。 

町側に対する意見・要望等でございます。中学適正配置での懇談会に町長が出席し説明を願

いたい、虎杖浜生活館。 

バイオマス燃料化施設の環境改善について町民に報告してほしい、虎杖浜生活館。 

下水道普及率、道路舗装の推進をお願いしたい、虎杖浜生活館。 

不法投棄問題について指導を継続していただきたい、北吉原ふれあいプラザ。 

敷地に余裕がないため、合併浄化槽について相談に乗ってほしい、萩の里会館。 

ふれあい広場の遊具が老朽で撤去され、子供たちの姿も広場から消えてしまい、早急な遊具

設備を望む、白老中央生活館。 

メインストリートはつなぎ目が膨れ上がりコンクリートが支障となっている、白老中央生活

館。 
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同じく、メインストリートに店の駐車場がなく、車いすでは車どめ・道路のいすが支障とな

る、白老中央生活館。 

町立病院を残す方向で検討・議論していただきたい、萩野生活館。 

積極的にジェネリック医薬品を使うべき、萩野生活館。 

白老小学校と緑丘小学校を早く一本化するべき、緑丘福祉館。 

寿幸園の待機者が多く、入所できない状況にある、萩野生活館。 

団地造成の遊休地は早く売却すべき、萩野生活館。 

アイヌ民族博物館学芸員の人件費は国・道が賄うべき、白老中央生活館。 

航空学園に道路・橋などを無料で貸し付けているが、使用料を取るべき、白老中央生活館。 

新財政改革プログラム(案)で、５年間は職員採用が凍結なのに、なぜ職員募集なのか、白老

中央生活館。 

以上です。 

○委員長（本間広朗君） 今回の意見・要望は、小委員会でいろいろ精査をして出されたもの

です。これ以外に、皆さん何か気づいた点がありましたらこれにつけ加えていきたいと思いま

す。時間が経ち過ぎていますので、なかなか思い出せないところもあると思いますけど。あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、(３)番目、取り扱いについてなのですけど、これをこれ

から町に上げて、第３節の議会報告会の 15 番目に、「委員長は、報告会における町民意見・要

望等において、行政機関に対する事項については、主旨を簡潔にまとめて議長を経由して行政

機関に通知する」とあります。ですから、例えばこれを町側に全部というわけにはいかないと

思いますので、何か行政機関に通知するというようなものがありましたら、ここで出していた

だければ。この取り扱いについてどうしますか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 今、これは皆さん小委員会の中でまとめて、今全体の委員会の中でこ

ういうことが町民のほうから出ていましたということで羅列しているのだけども、これはやは

り、ただこれで町側に出すのはちょっと私はまずいと思うのです。 

○委員長（本間広朗君） 文面、その他は小委員会でもそうですが、正副で報告書をつくって、

それはきちんと出していきます。例えばこういうことがあったらという形です。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 小委員会ではどういうふうな検討をされたのですか。小委員会を踏ま

えて。きょう開いていますね。取り扱いについてどういうふうにしようと小委員会では。 

○委員長（本間広朗君） 森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 小委員会で話した中身については、当然小委員会でこういう反

省点とか意見・要望、これは皆さんで話し合って出されたのですけれども、それ以外で漏れて

いるものがありますね。それについては、この広報広聴常任委員会の皆さんからまたご意見を

聞きながら、あとその後の取り扱いについて今小委員会で考えているのは、当然委員会報告、

つまり８月会議がありますので、それで議会報告会については委員長報告で終わらせようかと。 
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あともう１つは、要項の中で、町側の執行側に対しての要望については議長を経由して町に

提出するということになりますから、要項からいくとそれを今意見・要望について、皆さんで

意見をいただいてそれをまとめて議長を経由して出すという形になろうかと思います。 

あと取り扱いについては、先ほど出ましたけども、あとは後から委員会で取り上げてどうな

っているのかということもできますし、また個々の議員が一般質問等の中でそういうこともで

きるかというふうに想定しながら考えています。ただ、この場所でどのように取り扱っていい

かということをきちんと議論していただいて、今先ほど言った小委員会の考え方でいいのであ

れば、そのようにまとめていただければいいかと思います。 

○委員長（本間広朗君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。これを今諮ったら、この中身についてはこれでいいという

ことになりましたね。今回の予算の中で、例えばふれあい広場の遊具だとか、メインストリー

トのつなぎ目の問題だとか、こういう問題が予算づけされている部分があるのです。そこら辺

を小委員会で精査をして、そしてこの中でやはり町にきちんと言ったほうがいいというものに

ついては小委員会の一任で取捨選択して町に出すと。それから文章もつけるべきだという意見

もありますけれども、例えば他のところのものを私見せてもらったら、箇条書きで出ていると

ころもたくさんありますから、余り負担にならないような形で、町側がわかればいいわけです。

大体これぐらいの意見は町内会長会議で出ているでしょう。多分、私はそう思います。 

ですから、そういう形で結構ではないかと私は思います。私は小委員会に一任して、ただしこ

れは全部出すのではなくて、今要望が満たされているものがありますから、それはそれで除け

ばいいだけですから。そうすれば減ります。それでいいのではないですか。私はそれでいいと

思います。 

○委員長（本間広朗君） では、小委員会で精査をしていくということでよろしいですか。そ

れで先ほどからちょっと言っていますが、このほかにまだ何かそういう要望があれば。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） では、小委員会で精査していくということでよろしくお願いします。 

大変申しわけありませんでした。１度３番目の取り扱いについて閉めたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） では、４番、その他に入ります。西田委員。 

○委員（西田祐子君） その他かどうかわからないのですが、議会側に対しての意見で、議会

での議論が町民に見えるなど、何らかの形で周知して欲しいというのはどういうことだったの

か忘れてしまったのですが、小委員会でどういうふうな意見だったのですか。つまり議会だか

ら私たち議員が何らかの形でということですから。どういう意味でしたか。 

○委員長（本間広朗君） これは中央生活館で出された方なのですが。どなたかこの経緯があ

りましたら。前田委員。 

○委員（前田博之君） 多分、広報を見て議案の採決のことで出たはずです。それで項目の中
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に早退とか欠席とか出ているのですが、それがきちんとある程度しないと欠席した人もきちん

と理由があるでしょうと。そういうことがきちんと見えるようにしないとおかしいでしょうと

いうことの話と、議員がきちんといろいろ議論しても議員の姿勢が見えないと、そういうこと

で話があったと思います。 

○委員長（本間広朗君） 森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） このことは、こういうことなのです。議会で議論したことが皆

さんに見えるよう広報に載せるとか、議会懇談会、あるいは議会報告会など何らかの形で周知

してほしいということです。 

○委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 答えかどうか定かではないのですけど、広報に賛否のことはきちんと

載せておりますということは話したような気はするのです。議論がインターネットでもやって

いますし、そのような話はしたような気がするのですが、広報とかに議論の内容がわかるよう

にということには答えなかったと思います。まだ正式にどうするというのは何もなっていませ

んから。ただ、賛否とかそういった内容は広報には載せておりますということでは、言ったよ

うな気がするのですけど。 

○委員長（本間広朗君） ほかに(４)番、その他ございましたらどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、議会報告会についてはこれで終わりたいと思います。 

今度２番目、総括してですけど、その他何かありましたら最後になります。よろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（本間広朗君） 長い間、ご審議ありがとうございます。以上をもちまして広報広聴

常任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５２分） 


