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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１０月２９日（木曜日） 

開  会  午前１１時０１分 

閉  会  午後 ０時５１分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議会懇談会の総括について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議会懇談会の総括について 

                                         

○出席委員（１５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 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 熊 谷 雅 史 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○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会いたしたいと思います。 

（午前１１時０１分） 

                                         

○委員長（本間広朗君） 今回は、議会懇談会総括について始めたいと思います。今回は３日

間、９会場にわたり議会懇談会を開催しました。皆さん、どうもご苦労さまでした。 

それでは、議会懇談会の総括についてですが、これから３班に分かれて総括していただきま

す。Ａ班、Ｂ班、Ｃ班に分かれて約 30 分総括していただいて、その後各班から発表していただ

きます。予定としては、全部が終わるのは 12 時半ころを予定しております。長くても１時まで

には終わらせたいと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、Ａ班、Ｂ班、Ｃ班に分かれて、議場に２班入ると思いますし、第３委員会室と第

１委員会室を取っております。今、これから総括に入りますが、この後に発表終わりましたら、

項目に関して反省、期日、会場についての反省項目もあります。それを１時くらいまでに終わ

らせたいと思いますのでよろしくお願いします。 

ここに、議会懇談会の開催結果の概要というのがありますので、これも参考にしてみていた

だきたいと思います。発表する方は、班ごとの用紙を用意してありますので、この用紙を利用

していただいて、書いていただきたいと思います。この発表が終わりましたら、先ほど言いま

したように議会懇談会の反省、ここにありますがこれについて協議します。これは 12 時半くら

いまで予定しています。３班に分かれますが、このような進め方でよろしいでしょうか。12 時

半ころまでに終わらせたいと思いますが、皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、総括に入りたいと思います。Ａ班、議場でよろしいです

か。Ｂ班は第１委員会室。Ｃ班は議員控室でよろしいですか。それでは、総括に入ります。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０５分 

                                         

再開 午前１１時４２分 

○委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

それでは、総括について各班から発表していただきたいと思います。 

それでは、Ａ班から出された意見要望等と総括について発表したいと思います。 

 末広第１町内会からの意見要望等ありましたので発表したいと思います。白老町の末広地区

五叉路から栄高校までの道路路盤を整備してほしいということです。また、外郭団体の雇用、

年齢制限について出されました。町職員の給与を戻してはどうか。東京事務所の事業の効果は

あるのかどうか。バイオマスについては依然町民から懸念が出ていたということです。特別養

護老人ホームの待機者の解消についても出ていました。 
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 萩野地区は、地域主権について、政権が変わりましたので白老町はどう考えているのかとい

うことです。また、学校統合についてできるだけ早い時期に、行政が積極的に進めていっては

どうかというお話が出ていました。また、第３商港区の見通しについても出ていました。住居

表示をやるべきではないかということ。バイオマスについては、クボタだけに依存しているの

だろうかというお話が出ていました。政党看板については、道路の近くに建っているのですが、

住民の方が草刈りなどできないので、選挙が終わりましたら速やかに撤去してほしいというお

話が出ていました。不法投棄のパトロール強化が出ていました。防災無線については言葉がは

っきりわからない、聞き取りにくいということが出ていました。音量に関しても、音が小さく

聞き取りづらいということがありました。町財政が悪くなるについて、今後合併を検討しては

どうかということも出ていました。 

 虎杖浜地区ですが、学校統合、これも萩野地区と同様に出ていまして、行政側のほうが説明

していないと。議会側もそうですが、住民のほうに説明していないので、虎杖浜地区に関して

はなかなか住民とＰＴＡの人たちの共通の認識が得られないので、行政側が積極的に説明して

ほしいということです。廃屋について、風が吹いて屋根とか飛ぶ場合があるので、持ち主がよ

くわからないので、廃屋を撤去できるのなら撤去してほしい。ほかの住宅に迷惑がかかるので

撤去してほしいということです。選挙看板撤去について、これはどこのまちもそうなのかもし

れませんが、速やかに撤去してほしいということでした。それと、生活支援システムについて

もっといい方法があるのではないかと。 

議員活動について１点出ていましたが、倫理条例についても出ていました。素早くやってほ

しいということです。議会懇談会のテーブルとか、時間の関係も出ていました。メモとか取る

のにテーブルを並べてほしいということも出ていました。Ａ班はテーブルを出さないで３日間

やっていたので、住民からそのような意見もありました。それと、時間についても話し合われ

たのですが、18 時ではなくて 18 時 30 分くらいはどうかと、それも住民から、ご婦人の方は食

事の支度があるので 18 時 30 分にしてほしいという意見がありました。 

萩野地区ですけれども、町職員の給与を早く戻してほしいと。議員報酬、議員定数について

も出ていました。いろいろ議論してほしいということです。 

以上でＡ班の報告を終わりたいと思います。 

 それでは、Ｂ班よろしくお願いします。 

〇副委員長（斎藤征信君） Ｂ班の報告いたします。私たちは 1 日目は竹浦コミセン。２日目、

いきいき４・６。３日目、萩の里なのですが、１日目と３日目は７項目ずつまとめました。２

日目の白老のいきいき４・６は、本当に申しわけありません。誰も来なくて、６時から７時ま

で待ったのですがどなたもみえなかったと。雨が降っているしインフルエンザの流行の最中で

集まるのがどうだということ。おまけに一番こたえたのは、日ハムの一番いい試合だったとい

うときだったものですから、すべての条件が重なったのではないかというふうに思っています。 

１日目の竹浦コミセンのことですが、１つはバイオマスの問題、現状を理解しているのかと。

実際にバイオマスのことをやって健康被害が出ていると。お前たちは知っているか、そういう
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チェックはされているかという問題。それから、その後の、運営上の実態がみんなに周知され

ているのかどうなのかと。このような話が出されたのです。実際には、健康被害などというの

は私たち聞いておりませんので、これは所管事務調査でこれから中身については調査をしなが

ら報告をしていくというふうにしておきました。２番目、中学校の統廃合の問題では、いろい

ろあったのですが、検討委員会から準備委員会に移行されたという、その経過について議員は

実態を押さえているのかと。23 年から 25 年までの 3 年間の猶予というのがあったはずなのだ

が、それがはっきりしていない。そういうことを議会が承知しているのかどうなのかというこ

とが出されたわけですが、実際に私たちは報告は受けているわけですけれども、検討委員会の

中で話されたこと、準備委員会の中の話された細かい要素などは、我々わからないわけで、実

際に言われたようなことにつきましては、教育委員会の対応の問題。恫喝があったとか何とか

というような、そのような話まであったものですから、調査確認はしておきますということで

す。３つ目、町立病院の窓口の対応が悪いという話が出て、それは具体的にどういうことかと

いったら、８年前の話だと。こういうことがあって、実態はちょっと違うのではないかという

ことなのですが、これは後からもう１回出てきますので。４番目、議員報酬の値上げの件と。

これ、報酬等審議委員会が値上げをすべきという報告を受けたけれども、今の情勢の中では無

理だろうということで、そのようなことは次期に考えろと。情勢を考えろということだったと

思います。５番目、防災無線の活用について、先ほども話が出ておりましたけれども、大いに

活用すべきだということと、防災訓練での活用。そういうことをもっと活性化できるような方

法を考えるべきだと。特に関係者、消防だとか防災に関係する人たちが順番に出てきていいの

ではないかと。こういう要望として出てきたわけです。これについても、後で調べて検討しな

ければならないということだと思います。６つ目、配偶者控除の廃止をしないように意見書を

出してくださいと、こういう要望です。それから、子ども手当支給の所得制限をしなさいと。

無制限に子ども手当を出すべきではなくて、所得制限をしたほうがいいのではないかというご

意見でございます。７番目、虎杖浜駅裏の道路の新しい縁石が邪魔になると。交通の邪魔にな

って乗り上げるなどの事故もあるのでその改善をということで、ところがそれは地域の要望と

してやられたものですから、実態はどうなのかということで土木で調査の必要があるのではな

いかと。このような内容でした。 

次に、３日目の萩の里の会場のことですが、まず一つは、萩野地区の公共下水道にからんで

合併浄化槽があるのですが、古くからやっている人、古い形で雨水や何かがオーバーフローし

てしまって、環境汚染になっていないかどうか。そのような環境調査はしたことがあるか。そ

ういうことを心配しているのだという声なのです。もう一つは、古い浄化槽を改修する場合に

町の補助というのは。新設する場合には補助があるけれども、改修するという場合の補助とい

うのはどうなるのだという問題。それから、簡易浄化槽の大きさ、独居の人がつくろうと思っ

たら、「最小で５人分のしかありませんよ。」と言われた。本当なのかというようなことで、こ

の辺実態として調べてみる必要があるのではないかと。このようなことです。その次２つ目、

役場に目安箱をつくれと。「やれないですか。」という話だったのですが、玄関口にありますか。
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もとはあったかもしれません。今現在どうですか。なぜそういうことを言ったかというと、体

育協会、指定管理者の関係の人たちの対応が非常に悪いと。そういう苦情を言いたいのだけれ

ども、その苦情はどこへ持って行ったらいいのだという話なのです。実際に、役場の関係でい

うと、「飴谷町政になってから職員の対応は非常に悪くなった。」とこういう話なのです。具体

的にいくつか言っていましたが、今それを述べている暇はありませんので、そういう対応の悪

さを目安箱に意見として入れていきたいのだけれどもどうなのかと。それから３つ目、地デジ

に変わって新しくアンテナを取りかえたのだけれども映りが悪い。映りの悪い場所、いろいろ

あるのだそうです。その場所によって、様々な違いがあるのだけれど、これはどうするのだと

いう話がありました。４つ目、財界さっぽろの記事、あれは本当なのか。という問題が出まし

た。それは広報で誤解は解いたほうがいいと、黙っておく手はないという話がありました。も

っともです。５番目、これが大きな問題なのですが、企画課からアンケート調査があって、地

域限定できたのですが、総務省からの調査で、全国消費実態調査というものが回っていると。

これ、萩野石山地区らしいのですが、消費実態調査というものが回っているが、内容を見たら

プライバシーを侵害するのではないかと思うと。家計の収支だとか、自動車を持っているとか、

持っていないとか。預貯金はあるのかないのか。それを回答しなければ罰則規定があると。話

を聞いてびっくりしたのですが、実際に役場からリーフレットを持ってきて、このようなもの

だと。実際にきれいなもので印刷されたものがあったのですが、それは後で調べてみなければ

ならないなと。内容については聞くだけだったのですが、これは大変な問題だなというふうに

思います。６つ目、萩野団地、特にバーデンだとか泉団地だとか、落ち葉が非常に多くて困っ

ていると。実際に集めるのだけれども、どうしていいのかわからないけれども、それを燃やし

ていいのかという話になると、「消防の許可を得て燃やしているところもある。」という話にな

ったのです。だから、許可をもらえば焼却できるというようなこともあって、これも実際には

調べてみなければわからない話で、量の問題やらもたくさんあると思いますけれども。最後、

懇談会の参加者集めにもっと工夫しなさいということで、参加者が少ないことは事実ですので、

そのことについて、これから検討しなければならないなというふうに思います。 

以上でございます。 

○委員長（本間広朗君） ありがとうございます。 

続いて、Ｃ班お願いします。 

○委員（熊谷雅史君） Ｃ班です。斎藤副委員長の後に言うと、棒読みになると思いますけれ

どもご勘弁していただきたいと思います。うちは３日間、５名、欠席なしで会場のほうへ向か

わせていただきました。会場等で出る話は、おおむね似たような話でございましたので、大体

まとめのところでさせていただいたのですが、まず１日目から、大きな話題、要望が必要だと

思うことを皆さんとまとめ上げたつもりであります。 

 １日目の北吉原ふれあいプラザにおきましては、９名の参加者の中から、いろいろと要望、

町に対する意見、議会に対する意見、いっぱい出ました。まとめまして、一つは、町内会に未

舗装の道路が３本走っていると。このことはいろいろな意味合いの中で、地域で困っているの
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で何とか整備をお願いしたいというのがありました。話を聞いて必然性を感じましたので、こ

れは懇談会で出た意見、要望事項として関係課に上げたほうがいいかなと思っております。２

つ目は、バイオマス事業についてであります。これは北吉原に限らず、社台でも、白老コミセ

ンにおいても話題となりました。北吉原は特に当地ですので、非常に内容的に切実な訴えがい

っぱいありました。いろいろ話を聞いている中身で、議会のほうにも担当課から説明はあるの

ですが、やはり住民に言っている話、議会に言っている話、非常に聞いていると不足している

なという部分が多々感じられたということであります。議会で知っていることは言うのですが、

町民の方もそれは知っていると。では、これはどうなるのだと。それは、今やっている最中で

すと言っても、それが納得していただけるという状況ではないのです。町側が、いいにしろ悪

いにしろ、細かく情報を出すべきではないかというふうに懇談会の中で感じたということであ

ります。３つ目は白老港についてであります。これは３会場、この話題にもなりました。皆さ

ん言われているのは、今後の方向性について、非常に疑問、不安、不信感があるということで

あります。議会での情報は伝えましたけれども、やはりそれだけでは納得していただける部分

というのは、町民の方には少なかったのかと思いますので、これもやはり町側が、きちんとし

た情報を町民に出すべきだということは、これは関係課に言わなければいけないということに

我が班ではまとまりました。４つ目は、観光的なことも含めて、すごく建設的な意見がここで

は出ました。実は道の駅の話なのです。ウトナイでも道の駅が非常に活発だということを引き

合いに出されまして、うちの町にはどうしてないのだという話になりまして、先般の一般質問

でもしたのだけれども、町はその計画はないということをお答えしたのだけれども、いろいろ

話しているうちに、実は遠方から友だちが来ても、白老牛を食べさせるところがわからないと

いう話になったのです。これは、吉田副議長のほうから、今、観光協会のアンテナショップ、

オフィスが駅前にきていろいろ対応していますという話はしたのですが、町民もその辺のとこ

ろがピンと来ていないようなのです。逆に、我々にとっても、土日やっているところはカウベ

ルさんとかいろいろ知っているのですけれども、来られた方、町民自身も、そこで食べられる

というのがわかっていないのです。やはり商店街の土日閉まっているのは、観光のまちである

のにどのようなものだろうと。これについてはお答えのしようがなかったのですが、これもや

はり観光事業ということで、今の町長がそれを柱にしていますので、町民の意見が、このよう

なことがあったと伝えるべきだと思いますので、根づいた形で考えてほしいということを町民

と懇談してきたということは伝えなければいけないというふうに思いました。 

 ２日目の社台では、お二人の町民の方がいらっしゃいまして、先般言ったようなことも出た

のですが、特にこの話は必要だと思ったのは、実は白老コミセンとは違う、文化的なホールが

あったらいいという話なのです。その背景は、来られた方のお母様が高齢なのだけれども、だ

んだん地域での知り合いが亡くなって少なくなっていく。引きこもりになってきていると。集

まるところがなくなってきたと。そういうところで使えるような文化ホール。それから、よく

見ると、子供も若い人もいない。いろいろ背景があるのだろうけれども、そういう人たちがつ

どえるところが必要ではないかという意見がありました。これは、逆に箱物をつくるのではな
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くて、システムも必要かなということで、松田委員のほうから元気バスを細かく回すという方

法もあるのではないかということに対して、町民がうちのほうへ来てもそれほど乗らないとか、

そういう話もあったのですが、やはりそういうかかわりをしていくべきではないのかと思いま

すので、これも懇談会の意見としては出させてもらったほうがいいかなと。２つ目は大きなこ

となのですけれども、社台の海岸でハマナスとスズランとハマヒルガオが群生しているところ

があるらしいのです。これは何も保全対策がされていなということなのです。僕、現場見に行

っていないのですけれども、そういうところがあるのであれば保全の対策が必要ではないかと。

これは関係課に伝えますということを言っておきましたので、これはまとめの中で言ってもら

いたいと思います。 

 白老コミセンのほうですが、やはりバイオマスについて、非常に言われている計画通りの売

上高になっていないのではないかと。非常に調べてこられた町民の方がいますので、その辺の

ところで議会のチェック機能が劣っているという指摘をかなり言われました。これはやはり反

省すべき点だと思います。ただ、先ほども言いましたけれども、町側に対してある町民は、い

いにつけ悪いにつけ情報を出すべきだと。町民の協力を得られる部分もあろうかと思うので、

早めにそういう対応をしてほしいということもありましたので、これもいいことなので、やは

りまとめの中に入れてほしいなと思います。２つ目は、ポロト地区の開発、今後の姿はどうな

のかという町民の問いかけありました。一つには、振興公社が持っている土地、温泉。これを

きちんとした活用ができないのかと。あのような古い建物でいいのかという話もありまして、

あの辺は、いろいろからまっていますので、副議長のほうからも説明していただいたのですが、

イオル構想だとか土地活用の部分のところが、伝承の部分と観光の部分があるということで、

その辺の隔たりがあるのだと言っても、聞かれた方はポロトはいい財産なので有効活用してほ

しいという中身でした。やはり振興公社がそういう形で鎮座しているということについて、不

快感を持っているのか、振興公社はその役割を終わったのではないかと。それも含めて言われ

ていました。３番目は、福祉電話の話が出てまいりまして、説明はしたのですが理解されない

ということで、これも町側にきちんと情報を出しなさいということは言わなければいけないか

なと思います。議会の報酬については、ここではかなり議論がありまして、３カ所ともいっぱ

い出たのですけれども、北吉原では、財政的に大変なのだから今そのような議論はすべきでは

ないと。先に、固定資産税だとか水道料金を戻すべきではないかという意見がありました。も

う１カ所では、今の議会費の枠組みの中で減らすということは美徳ではないと。意見の集約と

いうのはできないでしょうと。だから、多くしてボランティア的なことになるかもしれないけ

れど、そういう考え方もしてほしいという意見がありました。やはり、議会の定数問題。減ら

すということを考えるときに報酬も一緒についてくるのだということを、今議論をしていると

いう話をしたのですけれども、かなり町民のほうでは理解されない部分が多いかなと思います

ので、これはやはり非常に、議会報酬については、また別な角度で町民と話をしなければいけ

ないのかなというのが、まとめの中では出なかったのですが、個人的にはそう思いました。議

会だよりのことについて、お褒めをいただきました。それは賛否の掲載、この案件について賛
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成した議員、反対した議員との掲載はいいですね、賛否のところに欠というのがある。欠とは

何だと。要するに病気なのか、それとも出なかったのかという話になりまして、それは説明し

たのですが、もうちょっと、病欠なのか、意見に対して議場を出て行ったのかというところま

であればいいという話でした。よく議会だよりを読んでいただいていまして、実は松田委員も

私もいたので、編集後記がちょうど松田委員が書いたものと私が書いたものと、その内容を聞

かれまして話させていただいたということがありましたので、これもすごくよかったかなと思

います。町立病院を含めて、厚生年金保養ホームの活用の話が出ました。あそこを買って病院

にしたらいいのではないか。役場を建て直すと言っているが、あそこを役場にしたらいいので

はないか。こういう意見も町民の方からありまして、なかなか３億円、４億円というお金を用

意するのは厳しいのかなと話をしましたが、建てかえるのであればそういうものを利用したほ

うがいいのではないかということが意見として出されました。それから、やはり、病院のあり

方について非常に関心がどこの会場でも高かったなということでございますので、懇談会を契

機に議会全体として病院の今後の推移、建てかえも含めて傾注していく必要があるのではない

かと思います。 

雑駁ですけれども以上でございます。あと、うちの班で漏れているところございましたら指

摘をいただきたいと思います。 

○委員長（本間広朗君） ありがとうございます。以上で、Ａ班、Ｂ班、Ｃ班の報告、総括終

わりましたが、ここで何か聞いておきたいことがありましたら。 

 山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 総括した内容をまとめて議長の名前で町側に報告して、それを町民に

知らしめると。議会だよりみたいな手順だと思っているのですけれども、その確認なのですが、

そういうことでよろしいのでしょうか。 

○委員長（本間広朗君） 終わった後に言おうと思ったのですが、これからまた小委員会のほ

うにかけて、いろいろと精査しましてそれをまとめて、今言われたように議長を経由して行政

側に報告するということになっております。 

山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 報告して、その回答を得て知らせるということですね。それが一番大

切なことだと思うのです。ただ出たものをここで総括をして終わりではなくて、それが一番大

切なことだと思いますので、小委員会でぜひその手法をもんでいただければと思います。 

○委員長（本間広朗君） ですから、今回、町からの回答出ましたよね。皆さん、各班の班長

へ行ったと思いますが、例えば、報告会や懇談会があったときに、その行政から出された回答

を、皆さんどうかわかりませんが、私たちＡ班は回ったときに、それを各町内会で発表したと。

このまちでは、こういうことを行政機関に訴えて回答をいただきましたということを何点かか

いつまんで報告していきました。ですから、これからそういう回答をいただいたら、そういう

回答を利用していただいて各町内会にあったものでも、町全体にかかわるものとか、そういう

ものを報告会や議会懇談会で報告していっていいのかなと。そういう手法をとってもいいのか
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なということです。 

山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） それも一つの方法かもしれません。そういうふうにとらえたかと思う

のですが、そういう手法だけだと、半年後くらいになります。次の議会報告会のときに発表す

るということですね。それであれば、時間が大分経過していると思いますので、次の議会だよ

りが出るときにそれを掲載するのも１つだと思いますし、その辺のところを協議していただき

たいと思います。そういう結論だけではなくて。 

○委員長（本間広朗君） そうですね。それは、議会だよりとか広報広聴小委員会でも考えて

おります。もちろん、早く結論を出さなければいけないのは、そのように結論を出していくと

いうことになります。 

 あと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、次、（２）番目なのですが、懇談会の反省について始めた

いと思います。これ１番から９番その他までありますので、一つ一つ気づいたことがありまし

たら、ここで発表してもらいたいと思います。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） これは項目別になっていますので、各班から発表するということでは

なくて、出していただいて、それを小委員会で全体的にどういう意見が多かったかということ

を掌握して、それでまた皆さんにお知らせするほうが、ここで９項目にわたってそれぞれの報

告ということはいらないと思うのですが、どうでしょうか。まとめたはずですから、それを出

していただいて、小委員会でどういう意見が多かったかというのをまとめたほうがいいのでは

ないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 各班でまとめるのではなくて、先ほど言いましたように、今回報

告しました。その後に、皆さん感じたことを次で皆さんから出していただきたいという流れに

なっていると思います。 

熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 私は５名を代表して言います。中身です。 

○委員長（本間広朗君） 斎藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君） やる度に、一つ一つ熟達していこうということで進めてきたわけ

です。それで、まとめて出てくるものではなくてこれから様々もんでいかなければならない部

分というのが相当あるわけです。だから、班で言うのではなくて一人一人のご意見を、こう感

じました。このようなところを検討してください。ということで、これから先々小委員会でや

っていくわけですから、小委員会の検討の材料になるようなご意見を出していただければと思

います。それでどうでしょうか。班でこのような話をしたのだというのであれば、それも出し

てもらって結構だと思います。 

○委員長（本間広朗君） 班でもまとめられた方は、班から発表してもよろしいと思います。
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一つ一つ進めていきますので、例えば、班で話し合われたところは、そこで発表していただき

たいと思いますのでお願いします。 

 それでは、期日について、今回は 20 日、22 日、23 日の３日間開催されましたが、この開催

期間について、今回選挙などがありまして１カ月近く伸びたということも、余り寒くなるとあ

りまして出足が悪くなるのか。今回は夜間開催のみだったのでその辺をいろいろ考慮していた

だいて。よろしくお願いします。 

熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 期日については、何月何日がいいという話ではなくて、うちは現行ど

おり３班に分かれて、この班にも影響してくるのです。９会場で３日の日程でしばらくやった

ほうがいいのではないですか。 

○委員長（本間広朗君） この時期でいいということですね、熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 時期は、何月何日がいいとかという話にはならないのだけれど、要す

るに期日になれば、３日間の日程で９会場ということをベースにしてしまえばいいのではない

かという話なのです。 

○委員長（本間広朗君） わかりました。 

及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 細かくやることになっていますから、期日についてなのですが、夜開

くとなるとやはりもう少し暖かい、最低でも 10 月前半か、９月終わりか前半くらいの時期にな

ってしまうのかと。お年寄りはやはり出にくい状況になってしまうかなというのが今回の反省

の中にありました。もう少し、立場、立場になったときに考えて開催したほうがいいという思

いはありました。 

○委員長（本間広朗君） わかりました。ありがとうございます。 

山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 今及川委員がおっしゃったのと同意見でございまして、やはり暖かい

時期を選択すべきということと、国民が感心のあるイベントのときは避けると。昨年は日本シ

リーズのとき、ことしはクライマックスシリーズのときに当たっていますので、この辺やはり

配慮すべきだと思います。あくまで意見としてです。 

○委員長（本間広朗君） 考慮してやっていきたいと思います。 

ほかにございませんか。 

西田委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） 期日と時間帯についてなのですが、私初日休ませていただきましたが、

風邪気味で、会場は暖房を入れてくれるのと言ったら、入れられないということで、寒くてと

てもではなくて行かれませんというのもありました。この辺、現実的な問題として、昼間なら

まだしもいいと思うのですが、夜やるとか昼間やるとかというものありますが、やはりこうい

う秋の時期にやるのであれば、一番暖かい 10 時くらいからやるとか、もうちょっと柔軟に考え

られるようなものも必要なのではないかと思うのです。 
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○委員長（本間広朗君） わかりました。議会懇談会は９月、10 月の開催を予定しているので

すが、もうちょっと暖かい時期にしたらどうかという意見ですね。 

期日についてほかにございませんか。 

氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。どうしても期日と会場と時間帯というのが、どうしても僕

も絡んでくるものですから、期日というのは、僕はやはり１カ月遅いのではないかと思います。

夜の時間帯にしても、先ほども皆さんから出ていますけれども、どうしても 10 月というと寒い

時期に入ってきますので、これは１カ月違うと夜６時でもまだ、夜の部分はいいかもしれない。

ただ、今回は全部夜の時間帯で統一しました。でも、前回は昼間にやって、そこに数多くの方

が集まったという一つの経緯もありますので、やはりそういったものを踏まえると、毎年毎年

要領の中でしっかりそういったものを考えて進めていくべきだと思います。会場については、

今回３日間で９会場。僕は、３人１グループで５班つくって 15 会場くらい回っても別におかし

くはないのではないかと。地域住民の要望を聞くのであれば、今どうしても議会中心になって

やっています。確かに議会中心でいいのかもしれないけれども、町内会連合会等々とも連携し

ながらやっていくのであれば、もっと細かい分野で、３日間の中で 15 会場回るというのも別に

不可能なことではないのかなと。僕の思いです。そういう形も取れるのではないかと思います。

ですから、今、班編成まで入ってしまいましたけれども、結局そういう形の中でやることも必

要ではないのかと思いました。 

○委員長（本間広朗君） わかりました。３人編成、これ、ある会場でもお話ししたこともあ

りますけれども、小委員会でも出ましたので話してみたいと思います。 

 期日について、何か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） ないようでしたら、次にいきたいと思います。会場について何か気

づいたこと。 

及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 会場についてなのですが、私どものほうは先ほど斎藤副委員長のほう

から説明ありましたように、１カ所中止になったという経緯があるのですが、やはり４人とい

うところがあったときに、来られた方と始まる前にお話ししたのですが、もう少し町内会の都

合にあわせたやりようもあるのではないかという意見も、実は出されたのです。正式な懇談会

が始まっていなかったのですが、その方法は、議会が決めて、この日です。この時間です。と

いうのではなくて、そのような方法も今後取り入れて考えてはどうかという意見もありました。 

○委員長（本間広朗君） これも、やはり連合町内会といろいろ連携して、あくまでも議会主

催の議会懇談会、報告会ですが、連合町内会と連絡を取り合い、連合町内会と協力してやって

いってはどうかというお話もある会場では出ていました。できれば、小委員会でもそういうお

話ししていきたいと思いますので、わかりました。 

ほかに会場についてございませんか。 
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熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 会場について、今及川委員のほうから出ましたけれども、うちの班で

もやはり町内会とのタイアップが必要だろうと。だから、町内会に会館がなければ、町内会に

おられる方の大きい屋敷を借りるだとか、そういう方法も考えられるのではないかと。それか

ら、団体にお声掛けをするという話になったら、出前トークだとかそっちのほうの系統に色合

い強くなるのかもしれないけれど、団体等にも、大きな団体です。手をつなぐ親の会だとかい

うような、そのような、業種団体ではなくて、気持ちで集まっている団体のかかわりも必要に

なってくるのではいかという意見がありました。僕もそのとおりだと思います。 

○委員長（本間広朗君） 団体との関わりですね。わかりました。 

山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 私の思いというか持論なので、こういう意見もあったというだけで押

さえておいていただきたいのですが、平均しますと 6.88 名、９会場でやって平均７名しか来て

いないのです。ゼロのところもある。果たしてこういうやり方でずっとやっていくことに意味

があるのかどうなのかというのが１点思っております。 

 意見としては、私は年１回、町民の皆さんにあらかじめ早めに期日を知らせしておきまして、

大きな会場、コミュニティーセンターですとか、そういう所でやりまして、効率化を図ってい

くべきだという考え方を持っています。市民フォーラムという登別のやり方と同じようなやり

方だと思いますけれども、こういったことをやっていく必要があるのかなと考えております。 

 いろいろと議運の中でも政策研究会のあり方、議会改革をどこまで続けていったらいいのだ

ろうという意見も議運の中で最近出ています。平均会議日数 160 日を超えているような白老の

議会の中で、仕事を持ちながら議会活動をやっていくことが非常に厳しい議員の方々も出てき

ていると思いますので、実態をかんがみて、効率を図れることは効率を図っていくことをやっ

ていくという観点から、私は年１回大きな所でやるべきではないかという考えを持っています。 

以上です。 

○委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。 

熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 今山本委員から出た意見は、この項目には添っていないと思うのだけ

れども、最終的にその他の部分になると思うのですが、うちもそういう議論がありました。た

だ、やはり、今回も参加者は少ない。だけど町民の皆さんが、今回参加されている方は、議会

が人を集めて来いという話になっていないのです。なぜ、町民が来ないのだろうと。逆に町民

が町民に問い掛けているのです。来られる方というのは大体決まった方というのが定番になっ

てきているから、その辺のところにも問題があるのかなと思うのですが、やはり、山本委員が

言われていることも僕は大切だと思うから言っているのですが、今後の懇談会のあり方、先ほ

ども言ったように、うちは９会場で３カ所で、このままでいってみようという話になっておる

のだけれども、そういう考え方もいずれは必要になってくるだろうという意見もあるのです。

見直さなければいけないという。 
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 ただ、今回やったものの総括の中で言えば、まだ３回にはなっていないわけだから。懇談会

は２回しかやっていないわけです。報告会１回だから。時間帯もうちは出ました。夜 18 時とい

う時間は主婦には厳しいと。30 分延長してほしいと。18 時 30 分というのが参加しやすい。昼

間も報告会のようにやってほしいという意見もあるのです。これを一つ一つやっていったら、

正副委員長、悪いですが、時間がかかってどうしようもないです。 

○委員（山本浩平君） 今ここで討論する場ではないでしょう。会場についてという項目だか

ら、私の意見を述べたまでであって、ここで討論するのならいくらでも時間がかかります。討

論しろと言うのならします。 

○委員長（本間広朗君） 皆さんの出された意見を小委員会で精査しまして、後でまとめてい

きたいと思います。 

時間 12 時半を過ぎましたが、会場について以上で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） 次に、時間帯について、先ほども、ご婦人の方は食事の支度とかい

ろいろあるので、18 時では早いのではないかというお話もありましたが、そのほかに何かご意

見がありましたら。 

及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 報告会のときに、夜もやったけれど昼からもやりました。その昼から

の部分でも今後も考えていってはどうかと。これは私の意見です。 

○委員長（本間広朗君） １番目の期日の中に、そういう開催を考えてはという意見もありま

した。時間帯についてほかにありますか。昼間開催と時間的に夕方になると 18 時では早いので

はないかというご意見がありました。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） 続いて、班編成についてございますか。 

熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） うちは現状どおり、５人で３班でいいと思う。そういう意見です。 

○委員長（本間広朗君） 山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 先ほどのこととリンクしますので、私は全員で１カ所でやるべきとい

う考えです。 

○委員長（本間広朗君） 氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど言いましたが、３人編成くらいでもっともっと数多く、３日間

なら３日間の期間の中で、期間は変えずに編成したほうがいいと思います。 

○委員長（本間広朗君） 斎藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君） 貴重な意見をいただきまして、今後の参考にさせていただきたい

というふうに思います。それで、初めから報告会は何人編成がいい。懇談会は何人編成がいい。

慣れるまではどうしたらいいのだという、そういう絡みの中で考えてきたことがあるのです。

ですから、今本当に、集まる集団を小さくしていろいろな話ができるようにするか、大きく集
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めてドンとできるようにするか、これは検討の余地があると思いますが、報告会は半分、７人、

７人で。そして懇談会は５人編成で３班ということで人数を決めてきたというのがあるのだけ

れども、やはりもっと細かに集めて、町内会や何かの話も、協力も得てということになると、

懇談会は３人でいいのではないかという意見は必ず出てくれるはずです。そうすると 15 カ所で

できるのだと。これもかなり大事なご意見ですし、先ほどから山本委員が言われているのと絡

み合わせて、どちらがいいのかと。これは今後検討させていただきたいというふうに思います。 

○委員長（本間広朗君） 班編成について、いいですか。 

近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 班編成は現状どおりに５人で３会場というのが理想だと思います。と

言いますのは、中にはご存知のようにどうしても都合で来られない人も出てくるわけです。２

人か３人でやって、どうしても来られない人が出たら、そのようなものは懇談にも何もなりま

せんから、やはり最低でも５人の団体、班編成が一番理想だと私は思います。 

○委員長（本間広朗君） 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、周知方法について、これも皆さんいろいろあろうかと思います

ので、周知の方法についてございますか。 

熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 我々はよくやっているほうではないかという意見です。それから、防

災無線で流していただいているということは、一定の効果が出ているだろうということです。

周知の方法は何がいいのかというのが今は見えないと。ただ、町民にもっと来ていただかなけ

ればいけないということは、何かあるのだろう。だけど、その答えは今はないということです。 

○委員長（本間広朗君） 氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。周知の方法については、私もご婦人の方々からよく言われ

ることなのですが、手元に残る資料として、いついつどこどこでというものを残してほしいと。

例えば、町内会で回覧版で流しました。あれは、見て、やるのはわかるけれども流れてしまう

と。書きとめる人は、そこで書きとめるのだけれども、そういった人ばかりではないでしょう

と、うちの家内にも言われました。そういった部分でいくと、早い時期に時期を決定して、そ

して９月なら９月の広報にしっかり載せるくらいの気合でやらないと、多分いろいろな周知の

方法というのは、９月の広報に出ているよ。と言えればいいのですが、出ていればいいのです

が、見ても出ていないと意味ないですし、そういったことも今後必要ではないかと。できる、

できないは別にしてもそういった意見は確かにあることはあると思います。 

○委員長（本間広朗君） 今まで回覧ということも考えたのですが、やはり個別に広報に織り

込んで配布するということも考えられるのかなと思います。 

以上、周知方法についてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） ６番目ですが、参加者の工夫についてと書いてありますけれども。
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やはり町民の方になかなか集まっていただけないというところから、周知方法と絡んでどうや

ったらたくさん参加していただけるのかなという工夫となっていますが、どのような方法があ

るのか、これはすぐに出てくれば問題は解決するのだろうと思いますけれども、その辺何か考

えているようなところがありましたら出していただきたいと思います。 

大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 僕はそこの部分で本当に思っているのは、１つは時間帯を考える。は

っきり夜の場合は 18 時半がいいと言われましたから時間帯を考えると。それからなるべく細か

くやると。広くやれば、必ず僕は集まるということにつながる可能性があります。ですから細

かくやると。やはり、町内会と共催すると。これ、町内会と共催すると頼むのとは違うのです。

一緒にやろうと。細かくやれば、そこの町内会が一生懸命人を集めてくれるというふうになり

ますから、私はそういう方法がいいのではないかと。 

もう１つは、テーマを決める。例えば、今回はメインは町立病院問題でやります。今回はメ

インはバイオマス問題でやります。今回はメインは統合問題でやります。そのほかはあるけれ

ど、２時間なら２時間やるのなら 30 分はそこでやる。40 分はそこでやって残ったものは聞く

とかという、そういうメリハリのついた運営方法を考えると。私は個人的にはそのように思っ

ています。 

以上です。 

○委員長（本間広朗君） 町内会と共催する。テーマを決めてやってはどうかという話でした。 

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） 次に、会議の流れというか次第についてなのですが、この会議の流

れについて、何か気づいたところありましたら、このやり方でいいかどうか。開会あいさつか

ら始まってなのですが。 

及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 私どもの班は、今回の会議の流れというのはよかったと思っています。 

○委員長（本間広朗君） Ａ班もなのですが、Ａ班は開催にあたってというか、意見交換に入

る前に意見要望出された町側からの回答ございます。それを意見交換に入る前に、何点か地区

に合わせて、先ほど言いましたように町内全体にかかわるものと、報告しましてこういうこと

が出されたものを、町からこういう回答をいただきましたと。これ何点か報告したのですが、

そういう情報提供、テーマ、話題提供というのがありましたけれども、まちからの回答を報告

しただけでも、いろいろ住民との情報交換になるのかなと。これは大変いいことだったと僕個

人思いました。 

 会議次第について、以上でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） では、今回先ほど言いましたように、いろいろテーマ、資料を集め

て、何も出なかったときに情報提供するというような、資料について何か気づいたところあり
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ましたら、先ほど言ったように、テーマを決めて資料を出していくというやり方もあろうかと

思いますが。 

斎藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君） 今回やる中で、話の導入ということでこちらから日常的なことを

話したほうが、話の切り口になっていいのではないかと。そのときに必要な資料は簡単な数字

で、我々のほうで出せる範囲の資料として出したらいいのではないかと。こういう話をしてい

たのですが、経過としてはそれが余り必要なかったということは１つあります。  

 けれども、事前にまとめてくれた資料につきましては、これはよかったのではないかと思っ

ているのです。ただ、これから先々のことを考えたときに、やはりこういう集会をやるとき議

員の意思統一というのは大変必要だろうというふうに思いますし、今回出されているような意

見をどのように、今度は我々側としてただ町長に上げるだけではなくて、政策としてこれを活

用していかなければならないのかというようなことでいうと、やはり事前に勉強して出るとか、

打ち合わせをして出るだとか。特に報告会などはそういうようなことも必要だと思うし、懇談

会であればその意見をどうするかというようなことが必要になってきますので、広報広聴委員

会と政策委員会というのでしょうか、そういうものとの絡み。政策委員会であれば任意に学習

会だとかということもしなければならないことになっているはずです。勉強しながら意思統一

を図っていく。そのためにはどのような資料をつくっていけばいいかというような、そのよう

なことも検討してみる必要があるのではないかということが１つです。 

 もう１つは、こうやって出たものを、今度は各常任委員会に持って帰って、常任委員会の中

でせっかく出されてきたような意見をどういうふうに扱っていくかということを、それぞれの

段階で話し合って有効に活用していく。そのようなことが、そういう結びつきというのが必要

ではないかというふうに思いますので、その辺の検討をこれからしていきたいというふうには

思っております。政策委員会のほうまで口を出すのはどうかと思うのですが、やはりそういう

協力、連携を仰いでいきたいというふうに思っています。 

○委員長（本間広朗君） ありがとうございます。 

及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 今斎藤副委員長のほうからそういう今後の懇談内容、報告内容の中で

出されたものだとか、今、常任委員会という話も出されました。こういうことも、やはり広報

広聴小委員会の中で、もしそういう事案が出てくれば、ここで取り上げてやってくださいくら

いの何かがあっていいかという思いはします。 

○小委員長（本間広朗君） 今回町民の方からも議会懇談会で、例えばバイオマスに関して、

まだまだいろいろ心配しているところがあるので、常任委員会で取り上げられるようなものが

あれば、取り上げていくような形を取っていければと思います。 

資料について何かありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、最後になりますが、９番のその他について何か総括して。 
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西田委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） 町民の方が懇談会に来ていろいろ意見を言われて、最終的に懇談会の

ときに口うるさく言っていると。そのようなことを議会から、議員の皆さんから思われるので

はないか。だから、あえてそれほど議員の皆さん方に、あれうるさいぞ。とか言われたくない。

嫌われたくないから行きたくない。と、随分いろいろな人から言われました。 

こちらはそのようなつもりはないのです。どしどし私たちが気がつかないいいところも悪い

ところも教えてほしくてやっているのです。とは言いながらも、最終的にはいろいろうるさい

ことを言って、あれうるさいから。と、そのように取られたくない。そういう思いが強いとい

うのですか。その辺がやはり議会に対して町民の方々がまだ信頼してくださっていないのかな、

それが非常に残念だったなと。そこを取り除かないと、なかなか来ていただけないのかなと感

じております。 

○委員長（本間広朗君） 冒頭に口うるさいとかそういうのではないのですが、やはり気持ち

を解きほぐすというか、僕もそうですが、小さなことから何でもいいですからどうぞご意見、

ご要望をお聞かせくださいと。冒頭で司会なり開会のあいさつの中でそのようなことを町民の

方に言っていただいて、そのような方向でやってもらえればと僕自身、今回司会をやって、そ

のようなことで、もう少し和やかなムードでやれたらどうかなと感じました。 

氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 確かに、いろいろな町民の見方というのがあると思いますが、今回僕

がよかったと思うのは、議会に対しての批判、議員に対しての批判、数々あったかと思います

が、それに終わらないで、どうしたらいいと思いますか。というところから切り込めたという

のはすごくいいことだったのではないかと思います。ですから、いろいろ言いたいこと、いっ

ぱい持ってくる人はいるのだけれど、ではその人がどうしたらいいと思っているのかという意

見を上げることが、そういった方向性に持っていくのが僕たちのこれからの懇談会を充実させ

ていく一つのあり方かと思います。 

どうしたらいいと私は思います。という要望を聞くわけですから、そういったところに主観

をおいたときには、言いたいことを言って、私はこう思うけれど。という思いを引き出すやり

方をこれから充実させていくことが、今、西田委員が言われた、私うるさく言うから出づらい

の。ではなくて、うるさく言ってもそれに対して、私の意見をきちんと言ってきているという

思いをさせることが大事なのかと思います。 

○委員長（本間広朗君） わかりました。 

斎藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君） 西田委員の意見に答えるとか何とかということにはならないと思

うのですが、やはり我々は、何のためにやっているかということを考えたときに、議会改革の

中でこれを進めていこうと。そして、会を重ねるごとに少しずつよくなっていこうということ

で、２回目にして雰囲気は１回目と違っていたということは確かだと思います。 

 最初のころは、文句が言いたくて来たと。今回もそれがないわけではなかったですが、やは
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りそう構えて来る人たちも何人かはいる。だからこの会が失敗だったのではなくて、やはりそ

ういう人もどんどんやることによって変わっていくというふうなことを期待するわけです。実

際にこういうことをやりながら、議員の質的な向上を図っていこうというと同時に、町民の民

意というものも少しでも高まっていってくれれば、我々はもっとやりやすくなるのだという願

いを込めて進めてきているわけです。 

 そういう意味からいって、必ずそういう一つの壁にぶつかるだろう。初めの感情的な問題と

必ずぶつかって、だけれどもそれが失敗なのではなくて、それを一つずつ乗り越えてこそ初め

て、町民との対等な立場で話ができるそういう場というのがつくられるのではないかと。そう

いう批判を批判として受けとめながら、それを乗り越えていくということをみんなで確認して

おきたいというふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） ありがとうございます。 

その他がないようでしたら、これで終わりたいと思います。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 今回、３日間にわたり９会場ですが、１会場が報告会に引き続きゼ

ロのところがありましたけれど、常任委員会を含め小委員会でもいろいろとそういうところを

これから、きょう出された皆さんのご意見も考慮して、できるだけ１番は住民の方に集まって

いただいてたくさんの意見を聞くということになろうかと思いますので、いろいろと皆さんの

ご協力、アドバイス、これから必要になってきますので、どうぞ今後もよろしくお願いしたい

と思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（本間広朗君） 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 ０時５１分） 


