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平成２１年白老町議会広報広聴小委員会会議録 

 

平成２１年 ３月２７日（金曜日） 

開  会  午前１０時４８分 

閉  会  午後 ０時２７分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議会広報コンクールの応募について 

２．第３次議会改革について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議会広報コンクールの応募について 

２．第３次議会改革について 

                                         

○出席委員（７名） 

小委員長 本 間 広 朗 君      副小委員長 斎 藤 征 信 君 

委  員 前 田 博 之 君      委  員 玉 井 昭 一 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

委  員 吉 田 和 子 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 

○小委員長（本間広朗君） それでは、広報広聴小委員会を開会いたします。  

 （午前１０時４８分） 

                                         

○小委員長（本間広朗君） きょうは、協議事項２つあります。まず、議会広報コンクールの

応募について、これが３月 31 日締め切りです。応募するかどうかまだ決めていないのですが、

事務局のほうから説明していただきたいと思います。 

○主幹（森 隆治君） それでは、議会広報コンクールの応募についてということで、ちょう

どこの時期に参加作品を募っておりまして、協議していただきたいと思っております。実は、

昨年は平成 20 年の３月 10 日に募集の通知がありまして、レジメにも書いてありますように、

議会だよりの中から平成 19 年７月 31 日に発行したナンバー120、これが選ばれまして、第 28

回の北海道町村議会広報コンクールに入選されております。 

 対象は、資料１を見ていただければ応募の要領が書いてありますけれども、１年間に４回以

上発行しているということと、創刊号発行後１年以上経過していることとなっております。こ

れについては、どちらも私ども該当します。規定は参加作品、過去１年以内に発行のものが４

部、参考作品として最近発行、または過去１年以内にということで４部ということになります。 

 審査については裏面に載せてありますとおり、そういうもので選んでいただきたいというこ

とになっております。以上からここで協議していただくのは、過去１年といいますとお手元に

配付したナンバー123 からナンバー126 の４部が該当いたします。この議会広報コンクールにこ

としもまた応募するのか、もし応募するとした場合にはどの作品を選ぶのか、これをご協議し

ていただきたいと思います。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） それでは、事務局側の説明が終わりましたので、応募するかどう

かというのを皆さんでお決めいただきたいと思います。いかがでしょうか。応募するというこ

とでよろしいと思いますが、いかがでしょうか、皆さん。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは、123 号から 126 号までの議会だよりあるのですが、パ

ッと見た感じ、皆さんわからないと思いますので、正副小委員長で話したのですが、事務局の

ほうから説明いただいてよろしいでしょうか。 

〇主幹（森 隆治君） 議会だより 123 から 126、見ていただきたいと思います。中身につい

ては同じようなことなのですけれども、ただ、123 のほうが、表紙を議員懇談会が飾ってある

という写真が載せてあるということで、124 のほうについても、これは町民懇談会ということ

で表紙のほうについては写真が載せてあります。125 は表紙の写真は委員会の現地視察という、

今の２つと違ったものになっています。あと、この時期に一般質問の編集方法を変更した広報

ということになります。質問趣旨が理解できる工夫とかということです。それと議会の動き、

議会懇談会の開催の案内が載っております。これが前の２つとちょっと違うところです。 
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あと、ナンバー126 は議会懇談会の報告を載せてあります。それともう１つは、年間の議会

活動状況を載せてあるというところが主な違うところかというふうに思っています。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員、どうぞ。 

〇委員（熊谷雅史君） 熊谷です。一番新しい 126 でいいのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さん、いかがでしょうか。 

〇委員（熊谷雅史君） 委員会報告もきちんと載っているのだから、125 でいいかと思ったけ

れども、126 がそれよりも少し分厚くなっているので、125 か 126 だと思うけれども、やはり

126 でいいのではないですか。私はそう思います。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） ほか何かございませんか。吉田委員どうぞ。 

〇委員（吉田和子君） 私も 126 でいいと思います。内容を見ると、前に議会広報のコンクー

ルで説明があったのですけれども、議会活動状況というのが出ているというのは、興味をもっ

ていただけるし、議会懇談会の内容も載っていますよね。これも余りやっているところがあり

ませんので、そういった形では委員会レポート、１カ所ですけれども載っていますし、内容と

しては一番充実したもの、集約したものが載っているのかなと思いますので、いいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員いかがでしょうか。 

○委員（松田謙吾君） 皆さんいいものでいいです。いいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員も 126 で。 

○委員（玉井昭一君） はい。 

○小委員長（本間広朗君） では、126 号ということで、これ３月 31 日が締めきりなので、す

ぐに送らないと間に合わないそうで、早速、送らせていただきます。 

○小委員長（本間広朗君） それでは、次２番目なのですけれども、第３次議会改革について、

この項目３つありますけれども、１つずつやっていきたいと思います。 

 まず、広報広聴常任委員会の運営基準についてであります。この運営基準について、事務局

のほうから説明がありますのでお願いします。 

○主幹（森 隆治君） 実は、昨年、第３次議会改革ということで協議して、昨年実施した議

会懇談会のところまで、いろいろと協議していただいたことで、ある程度まとまってきたとい

うことがありまして、これを何とか成文化しようということの試みです。資料２になりますけ

れども、考え方は委員会条例と委員会規則ということであるのですけれども、これは運営基準

のほうがいいのではないかと。条例とか規則ではなくて、実際には運営の要綱ですから、緑の

ファイルありますけれども、そこに入れたらどうかということをちょっと考えてみます。緑の

ファイルに入れるとなると、第９章に議会運営委員会、委員会の前の委員会があって、次が第

９章で議会運営委員会があるのですよ。そこに、広報広聴常任委員会という形を入れて、議会

運営委員会をずらすと。あとは順次ずらすと。そういうような形で考えております。中身につ

いては、再度お話ししたいと思います。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） それでは、この１節から事務局に読んでいただいて、それで協議

していきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） では、事務局お願いします。 

○主幹（森 隆治君） わかりました。冒頭でお話漏れたのですけれども、これをなぜこうい

う形で決めたほうがいいかといいますと、これから広聴活動として分科会がいろいろ出てくる

のですけれども、今の形では分科会がそのままになってしまうものですから、これを例えば委

員会と同じような形で報告する場合、何も固まっていないという場合があります。当然、これ

から議会報告会が出てきますけれども、これについても明確なものが出されていないというよ

うな不具合がありまして、せっかく昨年、お話してきて進めた型になったものを、何とか規則

ではなくて、運営基準の中でおさめて、あと広聴活動をやった場合にはどうのようにやったほ

うがいいかというふうに、ある程度外枠を決めたほうがいいのではないかということで提案し

ています。 

 それで、一つ一つ読んでいきます。その中で、何かありましたらお話ししていただければい

いかなというふうに思います。 

第９章 広報広聴常任委員会（平成 21 年４月○日第９章追加）。 

括弧の中については、当然、広報広聴小委員会で議論されて、これで行くとなれば議会運営

委員会で基準とか何かを見直しになりますので、そちらのほうになりますので、この日付につ

いてはこういう形になろうかなということで載せてありますから、ものによっては変わる可能

性はあります。 

第１節 調査及び調査事項 

１ 議会の広報及び広聴が活発に行われるため、広報広聴常任委員会（本章において、以下「委

員会」という。）の運営に関し必要な基準を定める。 

２ 委員会は、広報・広聴活動の充実を図るため小委員会（８名）及び２分科会（総務文教・

建設厚生）を設置するものとする。 

３ 白老町議会委員会条例第２条第３号の規定に基づく委員会の調査及び審査事項はおおむね

次のとおりである。 

（１） 委員会 

① 議会報告会及び議会懇親会の実施に関する事項 

② 全委員が対象となる出前トークの実施に関する事項 

（２） 小委員会 

① 議会広報の編集・発行に関する事項 

② 議会報告会及び議会懇談会等の企画運営等の調査に関する事項 

③ 広報及び広聴の調査・研究に関する事項 

（３） 分科会 

① 各分科会の所管に関する各種団体との意見交換に関する事項 

② 各分科会の対象となる出前トークの実施に関する事項 

 これについては既にやってきて決まったことを、再度ここで委員会、小委員会、分科会に分
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けて載せたとういうことになります。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 第１節の説明が終わりました。これについて何かございましたら

どうぞ。熊谷委員。 

〇委員（熊谷雅史君） 要するに、大きな３のところで第２条第３号の規定に基づくと、「おお

むね」と入っているから、この項目、確かにこれに沿っていくのだろうけれども、突発的に何

か緊急事態で町民のほうから要望があったときに、出前トークとは違う感じの報告会なり懇談

会が生じる可能性もあるから、それはそれでできるようにしたほうが僕はいいと思うから、「お

おむね」という大きな解釈をしているから問題はないですよね。ただ、それが気になっただけ

で、だから、その他の事項というのをうたわなくてもいいでしょう。余り長くすると、見た目

がよくないかなと思って、それであればこれでいいのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） おおむねこれでいいと思うのですけれども、いろいろ集会やら

なにやらやって、まとめて議会報告するだとか、そういうようなものがどこに入るかというこ

となのですけれども、その辺はいいのでしょうか。ここではなくて、後ですか。了解しました。 

○小委員長（本間広朗君） よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは、第２節。お願いします。 

○主幹（森 隆治君） 読ませていただきます。 

 第２節 出前トーク 

４ 議長は、議会の活動状況及び町民の意見・要望などを反映させるため、おおむね５人以上

の町民の集会等から議員出前トークの申し込みを受けたときは、委員長に対して派遣の要請

を行う。 

５ 委員長は、議長から派遣の要請を受けたときは、その要請内容により全員（常任委員会）

又は分科会のいずれかの派遣を決定する。 

６ 全員（常任委員会）により出前トークを実施する場合は委員長が主催し、分科会が実施す

る場合は担当主査が主催する。 

７ 分科会主査は、それぞれが実施した出前トーク結果報告書を作成し委員長に報告するほか、

全ての委員に写しを配布する。 

８ 委員長及び主査は、出前トークにおける町民意見・要望等において、行政機関に対する事

項については、趣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。 

９ 委員長は、全ての出前トークの実施結果をまとめて定例月の本会議までに議長に報告する。 

10 委員は、派遣を受けた出前トークでの町民意見・要望等について、一般質問及び各常任委

員会における所管事務調査などに資するものとする。 

 第３節 議会報告会 

11 まちづくりの政策の決定過程において、議決機関である議会がどのように運営し、議員が

どのように判断したかなどについて、議会の説明責任として報告会を全町において開催する。 



 6 

12 報告会は、毎年５月をめどに定期的に実施する。ただし、委員会において特に開催が必要

と認める場合はその都度、開催する。 

13 報告会は、議会の活動状況、予算・議案の審議状況及びその他報告が必要と認められる事

項とし、毎年４月までに実施及び運営の方法を要領に定めて行うものとする。 

14 報告会に参加した町民等に対し、報告する内容が理解できるような資料の配布に努めるも

のとする。 

15 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。 

 以上が、議会報告会です。 

第４節 議会懇談会 

16 議会と町民の意思が乖離せず、常に町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・要望等を拝聴する懇談会を全町において開催する。 

17 懇談会は、毎年９月下旬をめどに定期的に実施する。ただし、委員会において特に開催が

必要と認める場合はその都度、開催する。 

18 懇談会は、地域からの要請や町の予算・政策等について町民から意見・要望等を拝聴する

必要があると認められる事項について、毎年８月までに実施及び運営の方法を要領に定めて

行うものとする。 

19 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。 

 第５節 分科会の活動 

20 常任委員会における審査・調査のため多様化する住民意識の把握が必要不可欠であり、分

科会は、定例会の休会中において所管する各種団体等との懇談会を定期的に開催する。 

21 分科会は、定例会１月会議の招集日において、各団体と懇談する年間の実施計画を作成し

広聴機能の充実を図る。 

22 分科会は、各団体との懇談の結果、課題が内在し調査の必要があると認められる場合は、

常任委員会の所管事務としてあらためて調査を行う。 

23 分科会主査は、それぞれが実施した各団体との懇談実施結果報告書を作成し委員長に報告

するほか、全ての委員に写しを配布する。 

24 委員長は、全ての分科会の懇談実施結果をまとめ、定例月の本会議までに議長に報告する。 

以上です。 

次の資料３、資料４、資料５というのが、これに出てきた、例えば実施要領がどのようなも

のなのかということで、これは目で見ていただいたほうが理解できると。 

資料３は、また議論をしてつくらなければならないのですけれども、例えば平成 20 年でやっ

た懇談会の実施要領をある程度まとめてみました。これも報告会・懇談会、そのような形で、

毎年その年に応じて、皆さんと協議しながらつくっていくという形になろうかと思います。 

ちなみに、昨年懇談会をやったときに、４班の班編成で、５人３班編成とするとか。班編成
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に当たっては議席順を基本として、会派別に振り分けるものとするとか。班の代表者は各分科

会の主査が担うものとするとか。そういうふうに決められたと思いますけれども、そのような

形で中身をきちんとすることで、懇談会・報告会のときにこの実施要領に基づいてやっていく

ということになろうかと。これも目安としてみていただきます。 

次は資料４ですけれども、先ほどの年間計画、このような形で載せたのですけれども、もっ

と詳しく言えば、年４回、これも議論するところですけれども、１月招集して、そのときに分

科会、今年何をやるということ、４回、大体決めてしまうという方法もあります。ただ、これ

は全体の目安を、今やっている中のものを月で押さえて載せたということで、参考までに見て

いただければと思います。 

最後の資料５です。それぞれ報告が出てきます。分科会の主査が、分科会終わりました。と

いうところで、それほど大変ではなくて、ある程度出た意見なんかを載せて出せるような様式

はないだろうかということで載せてあります。これも見ていただきたいと思います。表側は分

科会の主査から委員長に出すものであって、裏のページが懇談会・分科会の中で出た要望とか

を議会側と行政側に分けて報告するというような様式を考えてみました。私の方は以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局の説明が終わりました。 

最初に第２節のほうから何かございましたらどうぞ。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 第２節の出前トークの５の、「要請内容により全員（常任委員会）又は

分科会のいずれかの派遣を決定する。」というふうになっているのですけれども、これ、個人指

名で来ることもあるのではないかと思うのですけれども、余りないけれども前にはあったので

すよね。委員長・副委員長だけとか、何々委員会の委員長・副委員長だけとか、何委員さんと

かと、確かあったと思ったのです。そういうのは入れなくてもいいか、そのときそのときで対

応すればいいか。それもないとは言えないですよね。それをどう扱うかというのをここに入れ

なくていいかどうか。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹、どうですか。 

○主幹（森 隆治君） 出前トークを今まで従来ずっとやってきていまして、うちのほうの受

け方としては、おおむね５人。５人まで満たなくても、そういうことで順次やってきたという

こと。ただ、私来てからもある程度、分科会とか各委員会でやったこともあると。ただ、個人

も載っていたことは確かです。それをもし、入れるとしたらこれを入れるのか。あるいは、こ

れは委員会の大枠ですから、個人で受けるというのはどうなのでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 広報広聴常任委員会を通してくださいということになるでしょう、き

っと。議会にも直接、広報広聴常任委員会にも、委員会の委員長と副委員長だけ来ていただけ

ればとか、分科会全部といったら６人か７人になるから、こちらは５人なのに、それほどいら

ないから委員長と副委員長でいいですとか、分科会と指定があれば、それは分科会だからそれ

で対応すればいいと思うのだけれども、個人名で来ることはないのかなと思って。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長どうぞ。 
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○副小委員長（斎藤征信君） 今、個人という話だけれども、個人ということはめったにない

のではないかと。委員会の役職という形で来るのだろうと。ということは、分科会だとか委員

会に要請されて、そのうち代表として委員長や副委員長来てくれと。こういう形になると思う

ので、原則としては分科会が受けて、そこから派遣をしたという形に考えれば、個人ではない

のではないかという感じがするのですけれども。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 個人となると、それぞれ議員活動かなと思います。やはり、団体とい

う形、あくまでも委員長として取り扱うしかないかなと。１名ということになりますと、それ

はそれぞれの議員活動の中で、その方が受けるか受けないかということになろうかなと思うの

ですけれども、これは事務局の意見ですけれども、これも協議していただければ。 

○小委員長（本間広朗君） どうでしょうか、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 広報広聴常任委員会の要領だから、運営基準だからいいのかもしれな

い。今、斎藤副小委員長の意見のように、何々委員会の誰々と来るだろうから、それは分科会

で対応するということになると思うので、個人に来たのは個人が対応すればいいことだから、

それは委員会を通さないで議会に来たことだから、議会でやればいいのかもしれないし、委員

会に来たものをどう対応するかということでは、この基準だからいいのかもしれないですね。

わかりました。 

○小委員長（本間広朗君） それでは、この中で対応していくということでいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは、ほか何かございましたら。第２節、何かございました

らどうぞ。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 第４節の中で 18 番、要望書を拝聴するで、「。」入るでしょう。そして

「必要と認められた」・・・・、つながっているの、これ。わかりました。 

○小委員長（本間広朗君） 今、４節のほうへいきましたけれども、森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 懇談会の月です、昨年 11 月にやったのですけれども、予算に反映する

としたらもっと早くしたほうがいいのではないかというお話が出ましたので、９月下旬という

ふうに載せています。同じく報告会もそういうところで議論してもらえればと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

〇委員（熊谷雅史君） 熊谷です。まず１回これで確定させて、期間的に不備がある、もうち

ょっと早くしたほうがいいとか、そういうことであれば、この数字だけ変えればいいだけの話

ですから、この運営基準で今年度は進んだほうがいいのではないですか。時期的なことはだよ。

内容的なこともほとんど網羅しているから、この運営基準に沿わないことが出てきたときに議

論したほうがいいのではないかな。とりあえず、これで広報広聴の、主幹が言っていたとおり、

議運の運営基準の前に入れてもらって、これで進めたほうがいいのではないですか。一つ一つ

今やっても余り見えてこないのではないかと思うのです。報告のあり方や、まとめたものを行

政機関にきちんと伝えるということも書いてあるから、それは最低のルールだから、懇談会の
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中で得たことは一般質問なり、議員活動の中の師とするというところも、これは自治基本条例

の中でうたっている中身にもきちんと合致するので、全然問題ないと思うので、このように立

派につくってもらったのだから、これでとりあえず進んだほうがいいと思います。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長どうぞ。 

〇副小委員長（斎藤征信君） 斎藤です。原則として今のとおりでいいと思うのです。問題が

あったときに検討しながらこれを充実させていくという、そのような考えでいいと思います。 

 ただ一つ、大きなところだけはきちんと押さえておかないと、このようなはずではなかった

ということになっては困ると。 

 第５節の 21 番の、分科会が１月当初に年間計画を立てておくという、このことはかなり難し

いことだなと思うのです。１月に年間見通しておいて、こことここと懇談しようというような

ことで、突発的な変更だとか、「あちらとやったほうがいい」とかというのは、必ず生まれてく

るわけですよね。そういうときに、これが邪魔しないかどうか。その辺の文章がこれでいいか

どうかということは見ておいたほうがいいかなという気がするのですよね。 

○小委員長（本間広朗君） 今の斎藤副小委員長のご意見ありましたけれども、何かありまし

たらどうぞ。これは確かにそうだと思います。熊谷委員どうぞ。 

〇委員（熊谷雅史君） 熊谷です。今の斎藤副小委員長の話を包含するのであれば、原則とい

うのを、「定例会１月会議招集日において、原則、各団体と懇談する年間の設定を作成し」とい

うふうにしたほうがいいのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局。 

○主幹（森 隆治君） いろいろ方法があると思います。この話は出なかったのかなと、例え

ば分科会、定例月にやっています。委員会の所管事務調査のときにやっていますよね。そのと

きにやるという方法もありますし、いろんな方法が考えられます。ただ、あくまでも実施計画

ですから、先に決めたほうがある程度楽なところもあります。変われば変えればいいだけの話

です。実施計画ですから。 

 ただ、この方法もありますし、先ほど私が言ったように、各常任委員会が、次に何をやるか

といったときに、そのときに分科会も一緒に決めるという方法もあるかと思います。いろいろ

方法があると思いますので、その辺も考えていただければと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

〇委員（熊谷雅史君） 今、主幹のほうからそういう提案もあったので、この 21、とりあえず

この文面を生かすということであれば、僕は「原則」というのを入れたほうがいいかなと思う

のだけれども、主幹のほうから提案あるように、定例会月の招集において、年間を抜いて「実

施計画を作成し、懇談する団体の・・・」うまく、定例会月にそれを決めるという方法と２つ

しかないかと思うのだけれどもね。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長どうぞ。 

〇副小委員長（斎藤征信君） きちんと仕事を進めていくということでは、やはり入れておい

たほうがうやむやにならないでいいだろうと思うのです。 
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 ただ、ここの文章でいって、状況の変化に柔軟に対応するような、そういう文章を入れてお

いたほうがいいのではないかということです。だから、あくまでもこれにしばられてしまって、

入っているのだから、よそのものが飛び込んできてもなかなかできなかったということになら

ないように、そのときそのときに対応できるという形にしておいたほうがいいかなと。 

 文章は後で考えてもらえばそれでいいのではないかと思いますけれども。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局のほうで考えられる文章がありましたら・・・。 

〇委員（吉田和子君） 委員長と副委員長と事務局と相談して、年間目標はもちろん決めても

らいたいと。ただし、原則何々と入れたほうがいいのか、幅を持たせるような文章になること

によって、分科会として懇談したいというのが出てくると思うのです。その辺を広くもてるよ

うな文章にしたほうがいいような気がします。それはお任せします。 

○小委員長（本間広朗君） 正副委員長と事務局と話して、文章を考えてみたいと思います。

ほかに何かございましたら。熊谷委員。 

〇委員（熊谷雅史君） 資料５の報告の様式、これは非常にいいと思うのですけれども、やは

り書かれる方の意見を聞いて作成してほしいなと思うのですけれども、内容的にはこの記述の

仕方がいいかと思うのです。報告する人は決まってきますので。委員長と分科会長、主査です

から。どうでしょうか、委員長。  

○小委員長（本間広朗君） 今、熊谷委員のお話が出ましたけれども、これに関して何かあり

ましたら。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 確認です。様式なのですが、この報告書でいいという解釈でいいので

すか。中身については、それぞれ書かれる方の判断と。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

〇委員（熊谷雅史君） 熊谷です。僕はいいと思うので、書かれる方にも再度、これでいいの

かということだけ確認を取ってくれれば、なおありがたいというだけの話です。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員どうぞ。 

〇委員（松田謙吾君） 全体的に大事なものは、懇談会でもトークでもそうなのだけれども、

町民の話を聞きっぱなし、議会側は言いっぱなしでやっていると、飽きて誰も来なくなると思

う。ですから大事なことは、聞いたこと、住民の意見を行政がどう反映させたかと、このこと

を、やったら報告しなければだめなはずなのです。１回目聞いてきたら、次にあったときに報

告する。そういうことが大事だと思う。それがなければ、飽きて誰も来なくなる。言ってもた

だ聞いただけの話で、議会側も言っただけで責任のない話では、大事なことはそこだと思うけ

れども。それでなければ誰も来なくなると思う。１回、２回は来るけれども。 

 例えば北吉原で、あそこのところが汚いといったら、やはりやったよね。こういうことが大

事なのです。川沿の住宅が予算があったら、木枠の窓を直してくれと鳴くような声で言ってい

た方がいた。こういうものに行政がいつから同様な予算でやる予定なのか、こういうことをや

っておかないと、次に行ったときに「何こんなもの」と 言われると思うのだよ。大事なことは、

私はそこだと思うのだよ。 
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○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長どうぞ。 

〇副小委員長（斎藤征信君） 126 号のここの、みんなの、町民の意見、このような意見が出

ましたと、それに次にどう対応したか、どう改善したかということを、この続きとして、この

膨らましがすごく大事だと思うのです。今の意見、すごく大事なことですから何らかの方法で

やるのだけれども、一番我々ができることは議会だよりで、これをどう変化させて充実させる

かで、そのことで問われるのではないかなという気はします。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

〇委員（熊谷雅史君） やはり、これも１つ入れておいた方が、松田委員の意見をもうちょっ

とうまく、運営的に表現できるように項目を１つふやしたほうがいいと思うのです。それは、

今副小委員長が言ったように、懇談会でも報告会でも、その中に町民意見を行政のほうへ通知

するまではいいのだけれども、そのことをさらに進化させる内容を、要するに、次回という言

い方がうまく表現できるかどうかわからないけれども、前年に対しての答えも概要的に言わな

ければだめだと思うのです。 

 一番いいのは、議会だよりでその内容については報告するものとすると入れたほうがいいの

ではないでしょうか。運営基準の中に。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹。 

○主幹（森 隆治君） それぞれ、今の委員会の中で議会報告会、議会懇談会についても、き

ちんと行政側の意見は出しますと言っています。それはそれでいいと思うのです。 

 あと、実施要領の中でも、多分、去年懇談会をやったときも、皆さん議会だよりに載せるだ

とか言っていますよね。それを実施要領の中できちんとうたえばいいかなと思って、見ていた

だけばいいのですけれども、例えば、議会懇談会の実施要領の裏のところに結果の公表等とい

うところで、終了した後は成果・効果等について委員会で反省総括するという協議になりまし

たよね。これも入れていますし、報告は議会ホームページに掲載するほか、概要を議会だより

等で公表すると。③として、委員長は、調整に対する意見提言等を議長に報告すると。議長は、

特に重要と思われるものを文書等により町長に報告し、その対応を求めると。あとこのほかに、

皆さん議員活動の中で一般質問だとか、いろいろなものにということで足かせになっているか

なと思っています。 

○小委員長（本間広朗君） これがあるから問題がないということだ。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 毎年つくるときに、このような形で議論して、また入れるかどうかで

す。それが出てくるかどうか。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

〇委員（熊谷雅史君） 運営基準があって実施要領があるのだから、松田委員の今言った話と

いうのは、この中に包含されているよと。それ以上強制するとなると運営基準に入れるという

ことになるよね。要綱から１つステップアップするためには、運営基準に入れたほうがいいと

いうことですね。松田委員のおっしゃったことは、今後進めていく上で念頭においてやってい

くということの確認でいいですね。小委員会で、特にそれはジャッキアップすると。 
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○小委員長（本間広朗君） それと、僕、去年、班長をやって気づいたのですけれども、皆さ

んにお話ししたのは、やはりせっかく、報告会・懇談会と年２回ありますから、そういう要望

とか出されたものを、もちろん議会だよりとかに出してもいいと思いますけれども、やはり来

た方に、「前回こういうお話がありましたけれども、このように改善されましたよ。」とか、そ

の懇談会とか報告会の中でやっていってもいいのかなと。みんなそのようなやり方でこれから

広報広聴は、それからそういうやり方でやっていきますのでというお話は、班の中では話して

いましたけれども。 

 もちろん、議会だよりのほうも大切ですけれども、その中で、住民の方が来たところでお話

しするというのも必要なのかなと思ったのですけれども。今、載せる、載せないというお話が

出ましたけれど、そのような形もいいと思うのですけれども。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、何かありましたら。 

○主幹（森 隆治君） 次にも入るのですけれども、先ほど言ったように議会だよりは変わっ

てきます。というのは、これもありますし、今これから議論する出席状況の公表とか、それか

ら賛否の公表をすると決定しましたので、これもどのように議会だよりに載せていくかという

ことになりますから、議会だよりは大幅に変わるということになろうかと思います。 

 実施要領、これからです。懇談会は既に終わっています。去年のやり方を踏まえて実施要領

を作成したと。ただ、実施要領、これから議論していかなければいけないのは、今、懇談会を

やるということですから、今度、議会懇談会は白紙ですから、そこから皆さんと協議して、こ

の実施要領をつくっていくということになります。ですから、ただ参考までに載せただけで、

実際にまだやっていませんから、こういう形になろうかなということで載せていますので。 

〇副小委員長（斎藤征信君） 人数だとか班編成だとか、それはまた別途考えていくというこ

とだね。わかりました。 

○小委員長（本間広朗君） 次に進んでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 次、議会広報誌の編集についてでございます。これも前から、出

席、賛否の方法と、これはやるという方向になっていますので、これは事務局から先に説明し

ていただいたほうがよろしいでしょうか。 

○主幹（森 隆治君） これも第３次議会改革ということで、出席状況の公表、議員の賛否、

これから出てくる議案の賛否の状況の公表ということで、議運で決定しまして会派に持ち帰り

議会で決定したことです。それを議会だよりでどのように取り扱うかということで、先般も中

で、資料として出したのですけれども、なかなか見にくいということもありまして、例えば、

参考までに平成 20 年度の委員会の出席状況というのを載せてあります。これ月ごとに出席する

方が上に載っていますけれども、出席した方は「マル」、欠席した方は「バツ」と、空白は所属

外の委員ということで、ちょっと拾ってみました。 

 そうすると、「マル」であらわした場合には、１年間通すと４ページになってしまうと。これ
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を、例えば議会だよりに載せるとしたら、これは膨大で、これは事務局で考えていることです

けれども、これを毎月出すということはできないですから、たとえば３カ月ごとに切って出す

という方法もあります。そうするともっと枠が短くなるかなということも考えられます。これ

も１つのあらわし方の案というか、こういう形の方法もありますよということでとらえていた

だきたい。次が１年間通して出席の比率。回数で載せたものです。これは見にくいかなという

気がします。これについてもどのようなレイアウトがいいのか、これについても議論していた

だければと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局の説明が終わりましたけれども、これ１年間全員のものを

載せるか、３カ月ごとに載せるかということですよね。どちらがいいかということです。今、

事務局の説明がありましたけれど、１年間のものも見にくくなっておりますし、また、出席状

況も３カ月ごととなっても結構な量に、その月ごとによっても違うと思いますけれども、すご

い量になると思いますので、これでいいとなればこのような形でいくかもしれませんが、いろ

いろレイアウトを事務局のほうで考えていただくというのも１つの手だと思います。 

皆さん、何かございましたらどうぞ。斎藤副小委員長どうぞ。 

〇副小委員長（斎藤征信君） 今、こうやって見ていたら、このマル・バツがついて、こうや

ってこれを出されたときに、町民は何を見るのだろうと考えるのです。１年よりも３カ月ぐら

いずつまとめて、その都度報告しておくというのが一番いいと思うのです。だから、できるだ

け公表できるものはどんどん公表していったほうがいいだろうということが一つ。 

 それから、ただ出席をこのマル・バツで、会議ごとに全部あらわすという意味は、私は余り

ないのではないか。これを全部まとめてしまって、３カ月なら３カ月まとめてしまって、何の

会議が、本会議だとか、委員会だとかという形でまとめてしまって、総計何パーセントの出席

率というような形でいいのではないかと。 

 ただ、この評価で見ているとページ数も多くなることも確かだけれども、町民は何を見るか

といったら「バツ」だけ見て、「何だ、あの人さっぱり出ていないではないか。」と、中の事情

がわからないで、ただそれだけの興味半分といっては悪いかもしれないが、そういうような形

でものを見られたのでは、ねじ曲がるのではないかという気もあるのです。ですから、これを

もまとめて報告する。そして、病気だったり、何か病欠だったりとかという形で知らせてあげ

るということが大事ではないのかという気がするのです。公務で休んでいるのか、私事で休ん

でいるのか、その辺がわかればいいのかなと。 

○小委員長（本間広朗君） 今、斎藤副小委員長の意見が出ましたけれども、何かございまし

たら。斎藤副小委員長のおっしゃったのもそうですけれども、いろいろレイアウトもこれから

必要だと。本来は委員でやらなければならないと思いますけれども、いろいろとレイアウトに

苦労するのではないかなと思っていますけれども、この辺はどうでしょう、皆さん。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） これからではなくて、今回の議会だよりに入れるか入れないかという

ようなことも考えられるのですね。なぜかといったら、もう既にやるということになっていま

すので、うちのほうがちょっと遅れているものですから、先ほど言いましたように各委員会ご
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とに３カ月まとめて出席率、パーセントを載せるという方法ですね。そういうところで議論し

ていただければと思うのですけれども。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 今の話をすると、次回の議会だよりに入れるということになれば、平

成 20 年度の出席状況の一覧表、ここにもついていますけれども、これを入れると。私の考えで

すよ。それから、平成 21 年度の１月からについては、３カ月おきの出席状況というのですか、

これの表に基づいた３カ月状況のパーセンテージ、何回出たというのを記載するのと、それか

ら中にある議決の部分ありましたよね。全部ではなくて、問題のある議決のところを載せると。

だからそうであれば、１ページ半で終わるのかなというふうに思うのですけれども。ふえてし

まうけれども。出席についてはやはり、３カ月ごとの出席の回数を細かくではなくて、大枠の

中で、何回招集された中で何回出ていて、パーセンテージ何パーセントですよと。そういう言

い方のほうがいいのではないですかということです。 

○小委員長（本間広朗君） ちょっと休憩をとりたいと思います。 

休憩 午前１１時４５分  

                                         

再開 午前１１時４７分  

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

今話された内容なのですけれども、３カ月ごとに出席に関してパーセントで載せていくとい

う形をとっていくということに関して、平成 21 年度でいいかどうかという、この部分に関して

は 21 年からということで。この表現の仕方、３カ月ごとにするかしないかということなのです

けれども。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今、これ 20 年度の一覧表ありますよね。これ１年分をまとめたもので

すよね。１枚で済むのなら１年に１回でいいのでは、３カ月ごとに全部の委員会をマル・バツ

で表現するのなら、3 カ月ごと出ないとページ数にしても大変だろうなと。ただ、今、結論的

なものが出たように、委員会が何回あって、パーセントで、何パーセントで載せるのであれば、

１年でも３カ月でもまとめるのは同じですよね。委員会は決まっているから、だから、毎回毎

回見るということよりも、１年間、こうやって出ていますよというのが、皆さんにお知らせで

きればいいのかなというふうに思うので、回数的なものというか、出席を載せるということは、

１回１回載せるという細かいことまでこちらに任せられているはずなのです。だから、最後に

ついているように１ページで１年分が収まるのであれば、私はこれでいいような気がするので

すけれども。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長どうぞ。 

〇副小委員長（斎藤征信君） これ出欠だけではなくて、議案に対する賛否というのが入って

きますよね。そちらのほうはすごく、１年たってから賛否を書いてもしようがないので、これ

は大事になってきますよね。だから、それと兼ね合わせて考えれば、出欠は１年に１回で、賛

否のほうは３カ月という形で組み合わせいくことがいいのではないですか。 
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○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長の意見が出ましたけれども、出欠に関しては年に

１度ということでパーセンテージであらわすということで。 

ほか何かございましたらどうぞ。事務局から。 

〇主幹（森 隆治君） 確認します。出席状況については 21 年からということで、前回、こち

らに載せている形になると思います。年１回載せるということになります。それは１年間を通

して、それぞれの委員会ごとの日数と、委員会の開催回数と個人の委員さんの出席率だけとい

うことでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇主幹（森 隆治君） わかりました。確認します。これだと見にくいですから、もっと整理

するとした場合に、委員会があって、回数を書いて、各委員のところに、この委員会について

は何パーセントですよという表現の仕方というとらえ方でよろしいですか。 

 ここに載せるのは、委員外議員、議長は除外した形で載せるということになります。 

○小委員長（本間広朗君） それでは、次に②番なのですけれども、委員の議案賛否の状況の

公表について、これ先ほど斎藤副小委員長も話したのですけれども、これは３カ月ごとにする

ということと、考え方としては１年載せることになるかどうかわからないのですけれども、そ

の辺議論していただきたいと思います。事務局どうぞ。 

〇主幹（森 隆治君） 実は、お手元に２枚行っています。１つの方法は、今議決の中の議事

録の中には賛否のところがありまして、既にこの１枚目の形で載るような形になっています。

議会だよりにはどのように載せたらいいのかということになりますと、この方法そのまま載せ

る場合と、そうすると枚数が多いという意見もありまして、皆さん欠席なさった方は別として、

全員可決したら、それは「マル」も付けないで、これについては一括、全員で原案可決しまし

たよと表記したほうが、もっと短くなるのではないかということも考えられるので、それで２

枚目が、そのような形でやってみたと。  

 ただ、レイアウトについてはこれでいいかどうかというのがありますけれども、このような

形も考えられるかなと。レイアウトの中でもっと見やすい方法がもしあればそれらについても

ご協議いただければ事務局のほうで合わせながらやっていきたいというふうに考えていますの

で、よろしくお願いします。  

○小委員長（本間広朗君） 今の事務局のお話がありましたけれども、それに対して何か。松

田委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） これだって、１年を３カ月にしてもすごい量になるよ。ですから、全

員賛成は書かなくてもいいのではないだろうか。それでなければ、すごい量になるよ。議案の

全員賛成のときだよ。 

○小委員長（本間広朗君） まず、横書きがいいのか、縦書きがいいのかというのがあります

し、これはそういう形で載せているということで先ほど言ったようにレイアウトでうまくやっ

てもらえれば見やすくなると思います。これに対しての文章、それも含めて。熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） やはり、全員賛成の部分マル・バツの表記はいらないと思うのです。
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事案によって否決者がいる、欠席者がいるという、その欠席も病欠であればしかたがないと思

うのです。だから、僕はこの議案のときにたまたまトイレに立っていて、議場にいなかっただ

けなのです。だけれど、表決のときにいないから、そういう表現をしたということで仕方がな

いとは思うけれど、それで納得できるのであれば、１枚目、ホームページに載っているような

スタイルではなくて、全員可決のものは議案はこうだったというのを列挙しながら、問題のあ

るところだけ、この表の表現をするという形しかないかなと思うのですけれども。それも定例

月に議案が出るわけだから、臨時議会のものあるけれども、３カ月おきにというこういう出し

方しかないのではないだろうか、出すということになれば。全部の議案にマル・バツの表記と

いうことにはならないと思う。それも、小委員会の中でこれはいいのではないか。ということ

の議論をさせてもらった中で、こういう載せ方をするということでいいのではないですか。 

 ただ、ホームページにはそのまま出ているので、詳しくするのなら、「同じような内容はホー

ムページでも掲載されていますので、ご確認ください。」くらいのメッセージを入れてやったほ

うが親切かもしれないけれども。 

○小委員長（本間広朗君） 今の熊谷委員のご意見、ございましたら何か。事務局、森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 確認します。とりあえず挙手で、挙手した方、しない方がもしいた場

合に、それだけはこれに掲載すると。それ以外は、欠席した方、棄権という形になった方、事

情はどうであれ、事情があったとしても棄権なさった方、それらは全員可決という一くくりの

中でするということでよろしいですね。 

○小委員長（本間広朗君） 休憩しります。 

休憩 午後 ０時００分  

                                         

再開 午後 ０時２０分  

○小委員長（本間広朗君） それでは、休憩を閉じて再開したいと思います。 

 今のようなご意見出ましたけれど、棄権扱いをどうするかということに対して。 

休憩いたします。 

休憩 午後 ０時２１分  

                                         

再開 午後 ０時２２分  

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて再開したいと思います。 

それでは、今のですけれども、全員賛成の場合はこのような形でまとめて載せるということ

と、賛成反対の意見があったものはこういうような形で載せていくという、こういう形になる

と思います。先ほど言ったように、棄権とか欠席のことについては、議運で決めているという

ことで。議運で話し合われているということなので、事務局のほうで確認して後日、９日のと

きにまた確認していきたいと思います。そのような形でよろしいでしょうか。事務局、森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 先ほど、全議員による原案可決した場合の表現の仕方なのですけれど

も、枠か何かで入れたほうが読みやすいですよね。横に載せてしまうと、なかなか読みづらい



 17 

気もするのですよね。升みたいな形で、そろえるような形で。 

○小委員長（本間広朗君） 今、事務局から言われましたけれど、レイアウトというか、横書

きでいいかどうかというのも、こういう縦書きになって、いきなり横書きになっていったら、

まとめにくいのかなというのもありますけれども、事務局のほうで、枠をつけてやるというの

もありましたけれども、これに枠をつけてしまうと変だし、縦書きのほうが見やすいのかなと

いうのも、僕思ったのですけれども。後ろのほうにもありますが、縦書き、横書き、横書きで

いいですか。斎藤副小委員長。 

〇副小委員長（斎藤征信君） それは編集してみないと、全員の名前があって、会議の名前が

あって、横でしか間に合わないのか、縦にしたら間に合わなくなるか。それはやってみた上で

どういうふうにレイアウトをしたらいいのか、これはつくりながら考えなければわからないこ

とですよ。それはでき上がった時点でどうだろうなということで考えたらどうですか。今、何

もなしに横がいいとか縦がいいとかと決めるべきことでもなさそうな気がします。  

○小委員長（本間広朗君） まず、事務局のほうでつくっていただいて、それをみんなで検討

するということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは、次の議会報告会についてなのですけれども、時間も 12

時半近くになりましたけれども、お話ししておくことがあればお話ししたいと思いますけれど

も。事務局、森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 議会報告会、今回議案に載せています。これについて、先ほどお話し

しましたように、５月に報告会がありますので、それについてこれから、先ほどの実施要領の

形の中で作成していかなければならないと考えていますので、これについては、事前に載せて

いただいたというのは、これから小委員会を何回か開催しなければならないものですから載せ

ていただいたということです。 

それについては、これも諮っていただきたいのですけれども、例えば日程については、ここ

で議論ということにならないと思いますので、正副小委員長に一任していただいて、日程調整

していただいて、それをまた皆さんのほうに報告すると。開催するというような招集通知を上

げたいというふうに考えています。それについてご協議いただきたいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局の説明がありましたけれど、この後、正副小委員長と事務

局といろいろ話をして日程を決めていきたいと思いますので。議会だより、２回ありますけれ

ども、そのほかにもいろいろこれから入ってくると思いますので、皆さん忙しくなるかもしれ

ないのですが。 

 報告会の日程も、ほぼ決まりつつあります。来月の末ころ、日程は決まっていますけれども、

改めてこれも皆さんの前で報告していかなければならないのかなと思います。  

 あと、皆さんのほうで何かございましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎閉会の宣告 

○委員長（本間広朗君） それでは、広報広聴小委員会を終わりたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

（午後 ０時２７分） 


