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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 ８月２１日（金曜日） 

開  会  午前１０時３０分 

閉  会  午前１１時２８分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議会懇談会について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議会懇談会について 

                                         

○出席委員（１１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 玉 井 昭 一 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 吉 田 和 子 君 

                                         

○欠席委員（３名） 

委  員 山 本 浩 平 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

委  員 氏 家 裕 治 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 
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◎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開催したいと思います。 

（午前１０時３０分） 

                                         

○委員長（本間広朗君） きょうは、お忙しいところ皆さんお集まりいただきありがとうござ

います。きょうの審議事項は議会懇談会についてであります。これは小委員会でいろいろ議論

いたしまして、小委員会でまとめたものを委員の皆さまに承認いただくために、きょうお集ま

りいただきました。 

 それでは、レジメに沿って(１)、(２)、(３)からいきたいと思います。まず、(１)平成 21

年白老町議会懇談会実施要領(案)についてです。(案)について事務局のほうから簡単に説明し

ていただきたいと思います。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 運営基準の第９章、広報広聴常任委員会。緑の冊子なのですけ

ども、その中に第４節、議会懇談会とあります。その中で９月をめどに開催ということと、８

月に要領を作成という項目があります。それに基づきまして、平成 21 年白老町議会懇談会実施

要領(案)を定めたわけでございます。 

簡単に説明いたします。１ページ目ですけれども、１、開催目的は記載のとおりでございま

す。２、実施時期については懇談会は先ほど言ったように９月というふうに書いてありますけ

れども、このたびは衆議院選挙と９月に定例会９月会議が重なっていることから、やむを得な

く 10 月下旬をめどに実施するというふうに直しております。あと開催時間については、おおむ

ね２時間ということでございます。３、懇談内容については記載のとおりでございます。４、

班の編成及び構成です。これは昨年に引き続き議長を除き５人、３班編成としております。班

編成にあたっては、その後の実施計画書にも出てきますけれども、議席順を基本として会派別

に振り分けてということで作成しております。こういうことから実施要領についてもそのよう

な文句でうたわせていただきました。５、役割については、①から④の記載のとおりでござい

ます。６、会議録、これについては、皆さん全員で記録をとると、記録は要点記録ということ

でございます。７、懇談会次第ということで、①開会あいさつ、②自己紹介、③はきょうはテ

ーマ説明と書いてありますけども、開催にあたってということで訂正していただきたいと思い

ます。これは話題提供で後から出てきております。④意見・提言等、⑤閉会のあいさつという

次第の流れというふうに考えております。８、資料でございますけれども、資料については懇

談会に必要な資料と、その他必要な資料を配布するということにしております。９、注意事項

については、①参加者からのより多くの発言ができるように運営に配慮していただきたいとい

うことと、②議員の発言というのは一方に偏らないで全員がある程度発言できるような運営ス

タイルにしていただきたいということでございます。③、これは報告会でも言われております。

今回も後から出てきますけれども、終わりましたら反省・総括、これを常任委員会でもう組み

込もうということで、９の③で反省・総括というふうにうたっています。10、会場なのですけ
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れども、記載のとおり社台地区が１カ所、白老地区が３カ所、萩野地区が２カ所、北吉原地区

が１カ所、竹浦地区１カ所、虎杖浜地区１カ所ということで９カ所を設定しております。９カ

所ということでうたわせていただいております。設定にあたって気をつけなければならないの

は、毎年同じ施設にならないように配慮するということをうたっております。11、周知方法に

ついては 21 年は町広報の「げんき」、それと各戸のチラシを作成しまして各戸に回覧すると、

あとは同報無線を利用するということで書いております。12、実施の呼びかけとしては町民が

懇談会に参加するように皆さんの協力によって働きかけていただきたいということを載せてお

ります。13、結果の公表ですけれども、報告については議会ホームページ、あるいは議会だよ

りで概要を公表すると、中に出てきた意見提言等については、町政に対するものについては議

長を経由してまた町のほうに求めるということで実施要領を定めております。以上です。 

○委員長（本間広朗君） 今事務局の実施要領の説明がありました。これは全体をとおしてで

よろしいでしょうか。全体をとおして何かありましたら。西田委員。 

○委員（西田祐子君） まず１つ目が懇談会の実施時間なのですけれども、夜の６時から８時

までになっているのですけれども、実際に 10 月のこの日になりましたらもう真っ暗ですね。白

老町は申しわけないですけれども、高齢者の方もたくさんいらっしゃいますし、前回もやった

ときもそうだったのですけれども、早い時間帯は結構いらっしゃってくださったのですが、夜

の時間帯に果たして集まっていただけるかといったら、そうでもなかったのです。ですから、

たしか前回の反省会のときに、夜の実施よりも昼間の実施のほうがいいのではないかというふ

うに私は、確かここで述べさせていただいたと思うのです。 

それともう１つは周知方法なのですけれども、「げんき」のチラシにより町内会に周知し、同

報無線により全戸周知すると書いていますけども、これはたしか、前回私は周知方法の中で連

合町内会をとおして町内会長さんとか町内会の役員さん方に声かけをというふうに提言してい

たと思ったのですけども。その２つを改めてまた提言させていただきたいと思います。 

○委員長（本間広朗君） まず時間なのですけども、６時から８時、これは小委員会のほうで

は、ここにありますけど地域性を見ましてこの時間がいいのではないかということになりまし

た。それと報告会のときに昼やったところもあります。それも今回、今度は夜やったらどうか

という住民の方からのご意見もありまして、今度夜開催することになったのです。社台につき

ましても前回なかなかお集まりいただいていませんので、社台の地域の方々からも、もう１回

夜やってくれないかいという、そういう要望もあったみたいなので、こういう全体的に夜にな

ったということです。 

それと、周知方法なのですけども、皆さんのところに連合町内会会長さんがいると思うので、

そういう方に委員が一人一人声をかけていただいてやっていくというのは、これは皆さんいろ

いろやっていただくということになると思います。それと 10 月に、９月の終わりころにチラシ

を作成して、そして 10 月に広報を通して広報にも載せますし、10 月は議会だよりが出ません

から、チラシと広報を織りまぜて 10 月の初めに配布することにはなっております。周知方法に

ついては。 
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あとは同報無線、そのほかいろいろ使ってやると思います。 

西田委員。 

○委員（西田祐子君） やはり、私は前にも言ったはずですが、議員が町内会長さんにお願い

するといっても自分が知っている町内会の会長さんとか町内の方はいいですけど、全然知らな

い、例えば社台地区などのおつき合いのほとんどないようなところに行って、誰がどうやって

具体的に行くのかと、そこまで決めなくてはならなくなってくると思うのです。そうなってき

てしまうので、できれば広報広聴常任委員会として正式にきちんと連合町内会さんを通してお

願いしたほうが平等でよろしいのではないですかというふうに私は提案したつもりだったので

す。だから私個人がお願いしに行くとか行かないとか議員がみんなそれで汗をかけとかかかな

いとかの問題ではなくて、やはり全部の町内会さんにきちんと声をかけてもらうのには、広報

広聴常任委員会として正式にお願いしたほうがいかがですかというふうに私は言ったつもりだ

ったのです。それでないと、あそこの町内会長さんに声をかけたけど、こちらには声をかけて

いなかったということになりかねませんし、やはり私はそういうことを避けるべきだと思うの

です。正式にきちんとしたほうがいいのではないですかというふうに私は申し上げたつもりな

のです。やはりそうしないと本当に、私は正直言って社台の町内会長さんがどなたか知らない

ですし、おつき合いも普段ないですし、誰か知っている人がいるのですかと、ではその方お願

いしますと、具体的に攻めていかなくてはならなくなってきますね。それよりはきちんと連合

町内会のほうに広報広聴常任委員長の名前で議会として正式にお願いしたほうがいいのではな

いかと思っています。 

○委員長（本間広朗君） 今の西田委員のご意見に対して何かございましたら。広報広聴常任

委員会として連合町内会に正式な文章でお渡しするということですが、皆さんも何かご意見あ

りましたら。及川委員。 

○委員（及川 保君） この実施の呼びかけですね。今西田委員のおっしゃることも当然だと

思います。前回の反省も踏まえた中で実施するとなれば、私の例で言ってしまうと社台地区で

１人も参加いただけなかったと、こういう結果が実はあるわけです。そうすればやはり同じ方

法ではなくて、何かもうちょっと前向きな方法が必要かというふうには思うのです。時間帯の

ことも今西田委員のほうからありましたけども、前回社台地区やったのは夕方でしたね。そう

いう意味からすると、今回は、例えば昼、委員長は夜にやっていただきたいという働きかけが

あったというような発言がありましたけども。そういうことですか。 

○委員長（本間広朗君） そうですね。前回ちょっといろいろ社台地区に関しても、事情があ

って来られなかったという人が、そういうお話があったので、もう１回夜やっていただけない

かという要望がありました。 

森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 実は小委員会でいろいろと議論をしまして、先ほど言ったよう

に社台地区を、今回の報告会ではゼロだったのですけども懇談会は出ております。聞いたとき

には、たまたま用事があってということなのですけど、ただ小委員会で会場を設定するときに、
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今回、先のほうに、今実施計画のほうにいっていますけど、社台地区が書いているというのは

どうしても地区によって行政の情報が遅れる特殊な地域というふうにとらえて、これも例えば

少なくてもそこを外すのではなくて続けていくべきではないかという意見と、集まりが悪いか

らといって、そうしたらそこから離れて別なところでやっていいのかということもできないだ

ろうと、それもやはりやることによって人数がふえていく部分もあるから、その地区はやはり

外さないほうがいいのではないかという意見で、このような形で社台地区がまた今回設定され

たということです。 

○委員（及川 保君） 来ないから外せとは一言も言っていません。そんなことではなくて、

前回の結果を踏まえて方法を変えるとか、そういう試みもやはり必要ではないかということを

申し上げているのです。 

○委員長（本間広朗君） 今回チラシに関しても、今連合町内会長さんに文章で渡して、もう

結局行き渡るのです。やらないというわけではないです。全戸配布になるのです。それと広報

「げんき」にも載せてあるので。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） だから、今西田委員がおっしゃったようなことも含めて、今回決めた

ことにもう少し何か変更するような考え方が皆さんから出されないかどうか。これでいいとい

うことであれば納得します。 

○委員長（本間広朗君） 別に私たちはやらないとかそういうことではないので、皆さんがそ

ういう要望があれば広報広聴常任委員会の委員長としても、そういう文章は出していきたいと

は思いますけど、皆さんも何かそういうご意見がありましたら。 

よろしいですか、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。小委員会で何日ももんだのです。それでどういうふうにや

ったらいいかということを何日もかけて、これがいいだろうという結果なのです。だからその

辺は前回何か出ているわけですから、その会派でみんながいいだろうという結果ですから、ど

うしても変えなくてはならないということがあれば別ですけど、その辺以外は小委員会のほう

も尊重してもらうべきではないかと思います。 

○委員長（本間広朗君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） そのとおりなのです。だからその中で今説明がありましたから、もう

少し変更がされるようなことがないのかと。私はこれは全然異議を唱えているわけではないで

すから。 

○委員長（本間広朗君） やはりこれは前回の反省がありますので、なかなか集まっていただ

けないという中身もありますので、できるだけ集まっていただけるような方法をとるには、今

言われたようなことも必要かと思います。私は必要かと思いますので、皆さんのそういうご意

見がありましたら、こちらのほうも対応していきたいと思います。 

ほかに何か。斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君） そのことも今話をされたように、大分話をしたのです。ただ効果
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の面として、これは強制でも何でもないわけで、連合会長や町内会長に連絡したから、だから

人がふえるかどうかという、そのことはちょっと疑問なのです。そういう会長さんに相当苦労

もかけなくてはならない部分も出てくるかもしれないし、実際にはみんなのところへ配ってあ

るのだから結果としては同じではないかと。私は集めることにあらゆる方法を取ってみるべき

だとは思いますけど、だから頭から拒否をしていいのかどうかわからないけども、でも効果と

いう面からいえばちょっと二重手間なのかということで、ここら辺は納得しているのです。ど

うなのでしょう。私も連合会長なのですが、そういうのを頼みますと言われてどうするのだろ

うと考えるのですが。 

○委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 以前に懇談会か何か忘れたのですが、連合町内会を通じて各会長さん

にやるというのではなくて連合町内会長さんのところに議員が歩いたのです。書類を持って全

部町内に回していただきたいということで。それは議会として行きますので顔は知らなくても

白老町議会から来ましたということで配って歩いたのです。ですから連合を通じてまたそちら

のほうの組織を通じてやってくださいというのは他力本願です。今まで、それでなくても町内

にきちんと全戸配布をしていただいているわけですから、それ以上やっていただくのであれば

議員が動かなければいけないというふうに私は思うのですけれども。 

○委員長（本間広朗君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 皆さんのご意見よくわかりました。私としましては前回そのように意

見を述べさせていただきましたので、その結果はどうなったのでしょうかと。改めて提案しま

すと言わせていただきましたのは、そのようなこともきちんと教えていただかないと私自身が

提案させていただいたことに対して皆さんがどういうお考えでこういう結果になったのかとい

うこともわかりませんので、そういうことでしたら結構です。 

○委員長（本間広朗君） 今後そういうことも広報広聴常任委員会として考えていきたいと思

いますので、今回はこういうことでいきたいと思います。 

ほかに何かありましたら。懇談会実施要領（案）についてですけど。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 次、(２)です。「議会懇談会」実施計画書(案)です。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） 資料２になります。今回は先ほどの実施要領に基づきまして、

小委員会では場所と時間と日にちを設定をしております。あとは班編成もして行っております。

10 月 20 日、22 日、23 日の３日間。これには書いておりませんけど 10 月 28 日水曜日、これは

反省会ということで小委員会のほうでは組ませていただいております。時間なのですけれども

18 時から 20 時と、１日目 20 日ですけれども末広第１町内会館（ふれあい）というところです。

あと竹浦コミセン集会室、北吉原ふれあいプラザ。22 日が同じ時間帯で萩野公民館、いきいき

４・６研修室、社台生活館。10 月 23 日最後ですけれども虎杖浜生活館、萩の里会館、白老コ

ミセン 201 号室ということで、班区分については記載のとおりでございます。班編成について
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も下のとおりで、Ａ・Ｂ・Ｃ班の記載のとおりでございます。役割分担ですけれども会場設営、

一応 30 分前に集まるということです。事務局はそれぞれ会場に１名配置すると。全委員が協力

して懇談会の任に当たると、記録は先ほど言いましたように要点筆記ということになります。

記録についてはすぐ反省会がありますので、やはり皆さんの協力で記録をとるということが話

し合われております。あと運営方法、役割分担、これについては班にお任せするということで

ございます。班の代表者は報告書を広報広聴委員長に提出すると。各自、現地集合といたしま

す。周知方法は先ほどの町広報の「げんき」とチラシ、あと同報無線を使いますということで

ございます。あと全委員が参加に協力していただくということでございます。時間の配分につ

いては記載のとおり２時間の配分をそれぞれしております。開会あいさつから閉会あいさつま

でこのような時間割り振りでございます。会場の配置については参加人数により下のほうのコ

の字型のほうになることもあります。これはそのときの会場に応じて配置をするということで

実施計画書(案)を作成しております。以上です。 

○委員長（本間広朗君） 実施計画書(案)ですけど、これは 10 月 20 日、22 日、23 日になりま

す。先ほども言いましたけど地域性がありまして今回は夜間開催のみになりました。初めての

開催会場が末広第１町内会、これはＡ班ですけど、これを１つ変えてみました。それと班編成

についてですけど、これもいろいろと前回と同じ議席順、また会派がぶつからないようにとい

うことで考えてみました。ここまで何かございましたら、質問がありましたらどうぞ。先ほど

言いましたように反省・総括が 10 月 28 日水曜日になっております。できるだけ離れないよう

にということで、時間が離れますとちょっと皆さん忘れたりしますので。ここまでについて何

かございましたら。後でもよろしいですけど、役割分担について。ここの部分について何かご

ざいましたら。役割分担ずっとあります、周知方法もあります。全体で何か気づいた点があり

ましたらどうぞ。この前回とちょっと違うといったら違うのですが、記録はもちろん事務局の

ほうで録音するのですけど、先ほど事務局も言いましたけど要点筆記を委員の皆さんでやって

いただくという、これは先ほど言いましたように反省会がすぐありますので、そのときに議事

録とかそういうのがなかなかすぐつくれないものですから、皆さまの要点筆記でそれを反省会

に出していただいていろんな意見・要望などを、反省会を含めて出していただくということに

なると思います。計画書(案)の全体を通して何かございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） ないようでしたらこの班編成についても、皆さんにこれで承認をい

ただいたと思いますけど、この役割分担をどうするかということなのです。Ａ班、Ｂ班、Ｃ班

が今回ありますけど、これの司会、班長、司会進行などを、これから役割分担を決めていくの

ですけど、今ここで班編成が決まりましたので、できれば早く決めていただきたいと思います。

時間をとって今ちょっとお集まりいただいて、ここで司会進行、その役割分担、班長を決めて

いただくということになると思いますけど。皆さんどうしますか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） この役割分担はいろいろあるのですね。ここにある部分だけですか。
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そのあたりが見えてこないのですが。 

○委員長（本間広朗君） 一応これは小委員会でも決まりましたけど、ここにもありますけど、

班に任せるということになっています。班長と司会、例えば、後で出てきますけど開催の主旨

の説明とかいろいろあると思います。それは班の中で決めていただきます。 

森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 今委員長が言われたのですが、この班に役割分担をお任せして

いますので、それについて後からどういうふうにしたらいいか、皆さんなかなかお集まりにく

いですから、この場でせっかく集まっていますから後からその班の役割を決めて、その時間を

使ったらどうですかということなのです。これからまだ資料がありますから、それが終わって

からそういうふうに議論したらいいかと思うのです。 

○委員長（本間広朗君） 終わってからにしたいと思います。それでは、終わってからという

ことで、次進めたいと思います。 

(３)運営上のルール、これは７項目あります。事務局説明をお願いします。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 小委員会の中で運営上のルールをある程度定めております。こ

れは７項目と書いていますが、９項目ということで訂正させていただいております。 

 (１)運営は班全員で責任を持つ。(２)発言は自発的・積極的に、かつ公平に。(３)決定事項

と個別意見の区別は明確に。(４)意見交換はなごやかに、議論に深入りしない。(５)不明な部

分は無理をせず保留を。(６)特定の議員発言に偏らない。(７)個人の中傷や攻撃発言は受けな

い。(８)会派を超えたまちづくり、政策に反映を。(９)記録は各自でメモを（反省会でつけ合

わせ）。以上でございます。 

○委員長（本間広朗君） (３)運営上のルール９項目なのですけど、これについて何かご質問

のある方。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 承認をいただいたということでよろしいですね。及川委員。 

○委員（及川 保君） (８)の会派を超えたまちづくり、政策に反映をというのは、もうちょ

っと具体的に説明いただければ。 

○委員長（本間広朗君） やはり、自分の思っていることをまちのために、会派ではいろいろ

考えがあると思います。例えば、まちづくりと言っても、そのまちづくり、それ以外にも個人

として発言していただく、要するにまちのために、もちろんまちのために皆さん考えているの

ですけど、そういう会派を超えたということで個人の、議員の思っていることをいろいろ発言

していただきたいということなのです。 

では、次(４)にいきたいと思います。話題例について。資料４です。これも事務局のほうか

ら説明していただきたいと思います。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） それでは読ませていただきます。 

 (１)小規模老健施設の現状。(２)ふれあい広場の遊具の設置について、議会報告会で出され

た遊具設置が、補正予算により解決された事例。(３)学校の先生方のアイヌ民族に関する勉強
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会の実施、平成 19 年からアイヌ文化を町費で研修。平成 20 年から平成 21 年はイオルが負担。

夏休み期間中の先生の研修として３日間受講の紹介。(４)バイオマス施設についての現状とご

み処理状況。(５)町民サービスの向上を目指し、お金をかけない庁舎内の配置換えを紹介して

はどうか。(６)広報広聴分科会の活動状況について（懇談会の中から話題を提供する。）という

のもいかがかということでございます。(７)虎杖浜トンネルの開通での情報提供、ことし開通

しますけれどもその情報提供はいかがか。(８)工業団地のオーバーブリッジ、３、４年後に開

通しますけど、これも情報提供してはどうかという中の話題例として載せております。(９)そ

の他として、町道の状況などを含め生活全般（政策的なもの以外）にも、こういうような話題

を取り上げてはいかがかということで、小委員会のほうで話題例として、こういう形で出させ

ていただいております。 

○委員長（本間広朗君） 小委員会でこの話題例が何かあったらどうかということがありまし

て、これは正副で案としてこういうのを話題で出したらどうかということを載せました。どこ

で出すかということなのですけど、例えば開催の主旨説明の中で入れるか、懇談の中で入れて

いくか、何かそういう例えば話題というか何かつまったときにこういう話題を町民の方に提供

して町民の方からいろいろご意見をいただいたらどうかということで、こういうような感じで

話題例について載せてみました。 

これについて何か。斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君） 小委員会で話されたことを若干ですが補足しておきたいと思いま

す。懇談会ですから、前回やったときには、では皆さん好きなように意見聞かせてくださいと

いうことで始まったわけなのですけども、集まってすぐに何かありませんかとやってしまうと

場が堅くなったり、何か物を言おうと思って構えてきた人が先に出してしまったらそのまま場

が堅くなってしまうだろうと。それよりもいろんな生活の中から出てくるざっくばらんな意見

を吸い上げることがこの目的ではないだろうかということで、何か話をしやすいようにしたら

どうかということだったのです。それで実際に何か今まちで町民が話題にしているようなこと

だとか、感心のあるようなことだとかを選び出して、これはこういう状況になっていますとい

う話をしたり、前回出された問題についてこのようになったのですという話をしてあげること

が、これが口を開かせる１番いい方法ではないだろうかと、こういうことだったのです。それ

で何もこれは報告会と違って政策的に固まったものだとか議員がどうしたかというような、そ

ういうような立場ではなくて、今町民が関心を持っているような話題を拾って話してあげると

口を開きやすくなるのではないかと。そのためには全部が統一してやるか、あるいは班ごとに

そういうものを選び出してやるかは、これはみんなで決めなくてはならないことだろうと思う

のですけど、大体このような中から拾って話をすれば皆さんがのってこられるのではないかと、

こういうような主旨だということをご理解いただいて、話題を提供するということが必要では

ないかということでこれが決まったと、このように押さえていただければと思うのです。 

○委員長（本間広朗君） 話題例について何か。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今白老町で１番町民に知らせるべきことは、この 20 年度、21 年度国
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の経済対策で７億 5,000 万円もまちにお金が転がり込んできたのです。これがどこに使われて

どうなって、そしてこの効果がどうなのだと、こういうことをやはり町民と話し合う、また町

民に知らせるということが１番重要なことだと私は思うのです。町民はこの７億 5,000 万円も

知っているか知らないかわかりませんが、これだけの大きなお金がどこに使われて町民にどの

ような恩恵を受けるのかと、まちはどうのように考えて、どのような仕組みで、どのような配

分をしたのだと、こういうことをやはりやるのが私は懇談会の大きな意義があると思うのです。

こういうことにも１つ触れるべきだと思うのです。この懇談会の中で１番大事なことだと思う

のです。７億 5,000 万円のお金ですから。 

○委員長（本間広朗君） この話題例についてはあくまでも正副でこれだけですけど、例えば

何か追加があったりする場合は今のような言われたことを話題例の中に入れてやっていくとい

うことは可能だと思います。それも今言われたこともここに入れていいと思います。 

そのほかに何かありましたら。これはあくまでも例なのであとは班にお任せして取り上げて

いただきたいと思います。話題例について承認いただくということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 次に裏面になりますけど、(５)議会懇談会の司会・説明です。これ

はあくまでも資料、司会・説明のあれなので事務局に読んでいただきます。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 読ませていただきます。 

 本日の議会懇談会が皆さまのご協力により運営が円滑に進められますよう、一定の約束を決

めさせていただきました。(１)まず、参加者皆さまへのお願いとして、①日ごろ感じているこ

と、町政に反映させたいことなどを発言。②発言はより多くの参加者が発言できるように。③

個人の中傷や攻撃発言は控える。④円滑な運営のために司会者への協力を。 

(２)次に、委員へのお願いとして、①運営は、班全員で協力を。②意見交換は和やかに、わ

かりやすい言葉で。③不明な部分は無理をせず、保留を。④特定の議員発言に偏らない。⑤決

定事項と個別意見の区別は明確に。⑦会派をこえた、まちづくり政策に反映を。以上、この議

会懇談会が皆さまにとって有意義な意見交換の場となり、あすへのまちづくりの政策に反映で

きる懇談となることを願うものです。以上です。 

○委員長（本間広朗君） 一応参考としてこういうような司会説明の内容でございます。 

これについて何かございましたら。西田委員。 

○委員（西田祐子君） (２)の次に、委員へのお願いとしてが番号が違っています。①から⑥

ですね。これは議員に対して言うのですね。言わなくてもいいのではないかと思うのです。 

○委員長（本間広朗君） これは皆さんどうしますか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 懇談会の基本的なルール的なものというか、お互いに懇談するときの

約束事みたいなものだから、議員は自分達がきちんと自覚していればいいことだから町民の皆

さんの前で議員はどうしますというのは私もいらないと思います。 

○委員長（本間広朗君） そうですね。(２)は入れないということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（本間広朗君） そのほかに何かありましたら。よろしいですね。 

 次、(６)議会懇談会の開催説明。事務局のほうから。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 資料６になります。読ませていただきます。 

 私どもの議会は、平成 10 年から「議会の活性化と町民に信頼される議会づくり」を目指し、

議会・議員一丸となって議会改革に取り組んでおります。 

 ５年ごとに議会改革を実施し、それぞれ第１次、第２次議会改革と呼んでおります。平成 20

年度は、第３次議会改革として、24 年までの間、「町民に開かれた議会」、「町民に親しまれる

議会」、「議員の政策能力向上」、「議員の倫理」、「会議の運営」を柱とした６項目・16 件を取り

組むことに決定いたしました。 

この議会懇談会は、第３次議会改革の取り組みの１つとして、「町民に開かれた議会」を目指

すため、「議会と住民の意思が乖離せず、常に住民の思いを感じる議員活動を推進するために、

町民からの意見・要望等を拝聴する」として全町において議会懇談会を開催するものです。 

この議会懇談会を所管する委員会は広報広聴常任委員会で、議長を除く議員 14 名で構成され

ております。 

本日の懇談は、昨年に引き続き２回目となります。各会場には、議員５人で３班編成とし、

９会場を３日間かけ、皆さんが出席されやすい時間帯に設定いたしました。 

 皆さまとの意見交換は、１時間半程度を予定しております。日ごろから感じていることや疑

問に思っていることなど、ひざを交えてじっくり話し合ってみたいと考えております。 

 皆さまから出されましたご意見や提案等については、委員会の所管事務調査、議会活動及び

議員活動に役立たせていきたいと考えております。 

 また、次年度予算に反映させる必要があるものは、町に対して提案していきたいと思ってお

ります。 

 どうか、きょうは皆さまの忌憚のないご意見・提案等を頂戴したいと存じますのでよろしく

お願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（本間広朗君） 開催説明ですけど、これは報告会のときも同じような内容で開催説

明をしていると思います。今回もこのような開催説明、これも後でレジメの中に入ってきます、

開催説明の中で司会の終わった後の懇談会に入る前に開催説明を行っております。 

この内容についてですけど。斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君） これは開会のあいさつの要旨なわけです。開会説明というよりも

１番最初にするあいさつの大体の筋です。ですから、これはこれとしてこれを見本にしながら

割り当たった人が話をできるように自分で原稿をつくればいいわけですから。それはそれでい

いのではないですか。開催説明と堅苦しいことを書いていたものですから。これは開会あいさ

つ要旨ではないですか。 

○委員長（本間広朗君） 開会あいさつをする方は、これを参考にしていただきたいと思いま

す。では、この開会あいさつにつきましてよろしいですね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、(７)の配布レジメについて、資料７をご覧ください。前

回報告会のときもこういうような議会懇談会のレジメを皆さんに配布していると思いますので、

この中について、これは前回のものを参考にしてこういうふうに載せています。４番の①生活

全般について、②町政について、これも前回の懇談会と同じ内容になっております。 

これについて何かご質問のある方。このような内容で小委員会ではいきたいと思っています。

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） 配布レジメについて承認いただきました。 

 それでは、次に進めたいと思います。(８)町内会配布チラシについてです。資料８をご覧く

ださい。事務局のほうから。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 資料８を見ていただきたいと思います。これについても見てい

ただいて、今議論されたことをある程度日にちとか班編成、会場を載せております。このよう

な形で出したいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（本間広朗君） この配布チラシについて、何か内容等についてご質問がありました

ら。それとサブタイトルをいろいろ考えてみたのですけど、議員と懇談してみませんかという

サブタイトルをつけてみました。ちょっとやわらかい感じにしてみたらどうかということで。

及川委員。 

○委員（及川 保君） 中身を言っているのではないですが、これはそのまま配布しないです

ね。これはもうちょっと文言を何か、真ん中の説明文なのですけども、「町議員が地域に出て、

広く皆様とひざを交えて懇談する機会を設けました」と、もう少しきちんと、間が広がったり

していますけど、これはきちんと手直ししますね。 

○委員長（本間広朗君） 森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 実は、これはパソコンでやるとルビを振るのでどうしても間隔

が開いてしまうのです。もしこれをきちんとするとしたら業者に頼んでやらないと普通のパソ

コンではできない。あるいはルビを入れない方法であれば詰まるかと。それとも、例えば括弧

して横にいれるか、そうすれば行は縮まると思います。今言いましたように、お金をかけない

で自分達のパソコンでやるとしたらこのような形になってしまいます。それを防ぐとしたら、

忌憚という言葉の横に括弧書きをして「きたん」と入れれば行は縮まります。 

○委員長（本間広朗君） 今、忌憚という言葉がちょっと難しすぎるということなので事務局

のほうでやさしい言葉で入れていきたいと思いますので、そうすると直るかと思います。 

そのほかに何かございますか。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時２２分 

                                         

再開 午前１１時２３分 
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○委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。これは先ほどの資料８の主催は広報広聴常任委員会ですけ

ど、１番下に白老町議会になっていますね。これは、白老町議会広報広聴常任委員会と入れな

くてはおかしくないですか。白老町議会がこんな下でいいですか。それだけちょっと疑問に思

ったものですから。 

○委員長（本間広朗君） 下の白老町議会を上の前にもってくればいいですね。 

一通り大体終わりましたので、先ほど言われましたように班編成Ａ班、Ｂ班、Ｃ班、これは

皆さんも班はここにありますのでご存知だと思います。班に分かれて役割分担をしていただき

たいと思います。事務局のほうから。森事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） もう１度説明しますと、先ほどから繰り返しなのですけども、

このまま終わらせるということになると、また皆さんそれぞれ各班に分かれてやらないとだめ

なのです。役を決めないとだめなのです。ですからせっかく集まっていますので、この場で分

かれて班で役割を決めたほうがどうですかということをちょっと議論していただいて、もしそ

れでということなのです。 

○委員長（本間広朗君） それともう１点ですけど。分かれたときに何か、例えば町民の方に

資料、その他説明するものが出てくると思いますので、そのときに申し出ていただければ。森

事務局主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 今役割分担をします。役割分担をしたときに、例えば自分で説

明するときに、これは町民に資料として渡して説明したほうがいいというものがあれば事務局

のほうに出していただきたい、それも合わせて話し合っていただければというふうに思います。 

○委員長（本間広朗君） それでは、分かれて役割分担をしていただきたいと思います。この

後終わらせて集まっていただいて、後できょうできる方は、この後決まりましたらこちらのほ

うに報告していただくということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 大体、きょうの日程はこれで終わりましたけど、そのほかに何かあ

りましたら。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（本間広朗君） それでは、以上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。きょうはどうもありがとうございました。 

（午前１１時２８分） 


