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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 ４月 ９日（木曜日） 

開  会  午前 ９時５９分 

閉  会  午後 ３時４６分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．第１２７号（４月３０日発行）における代表質問・一般質問の原稿校正について 

２．議会報告会について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．第１２７号（４月３０日発行）における代表質問・一般質問の原稿校正について 

２．議会報告会について 

                                         

○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 

     書   記    小山内   恵 君
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◎開会の宣告 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんおはようございます。 

 それでは、広報広聴小委員会を始めたいと思います。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

○小委員長（本間広朗君） 報告会が５月の末にありますので、今議会だよりの校正とかいろ

いろありますけど、時間がありませんのでできるだけどんどん進めていきたいと思います。 

皆さんにファクスいっていると思いますけど、午後からもやるようになっていますのでよろ

しくお願いします。この後 127 号に入っていきますが、その前に事務局からお願いします。 

○主幹（森 隆治君） それでは３月 27 日に、前回やりました協議事項について簡単に報告し

て、それから入りたいというふうに思っています。 

１番目として議会コンクールの応募ということであったのですけれども、３月 31 日締め切り

で急いでいるということでかけていただきまして、参加作品はナンバー126 ということで決定

しました。それで即作品を送っております。ただ、このとき参考作品とあったのですけど、実

はここは議論できなかったものですから、正副委員長にご相談しまして、裁量によって、その

前の前の号の 124 号を応募するということで出させていただきました。議会コンクールの応募

については以上です。 

 あと、広報広聴常任委員会の運営基準ということで、おおむね了承していただいたというこ

とで、ただ、第５節の分科会の活動で、21 の文言修正ということでちょっとありまして、これ

は正副委員長に一任するということでありました。中身は修正前が「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。」とい

うことだったのですけど、もうちょっとそのほかにも出てきた場合に対応できるような文言に

できないかということで、修正後「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

する年間の実施予定計画を作成し、広聴機能の充実を図る。」、これは前と同じです。そこに「ま

た、各団体との懇談の必要があると認める場合は、そのつど分科会を開催することができる。」

ということで、この部分を追加させていただいたということでございます。 

 あと、議会広報の編集方法ということで、議員活動の公表、これについては 21 年から実施す

るということで、前回のほうで確定しています。中身としては、１年間で出席状況を公表する

と。それから委員会ごとの開催回数及び、各議員の出席率のみとすると。委員外議員及び、議

長は除きます。ということで 21 年より実施するということで決まっております。議案賛否の公

表ですけれども、これは議案が通りまして実際もう決まりまして、１月 29 日の１月会議から会

議録にて公表しています。ですからホームページを見ていただければ、もう賛否の状況がわか

るような形で載っております。ですから、これについては議会だよりでどのように載せていく

かということになると思います。ただ、前回話をする中では、全員賛成での可決はまとめると。

まとめて報告したほうがページ数も少なくなりますということで、決まっております。あとは
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賛否の分かれた議案については、賛否の状況の中で要掲載すると。ですから全部載せるのでは

なく、短く変わった場合、賛否が分かれた部分だけそこを載せるということで決まっておりま

す。あとは、３カ月ごとに掲載すると、これも前回３月 21 日の広報広聴小委員会で決まった事

項でございます。 

議会報告会、これについては実施及び運営方法というのはこれから話し合うのですけども、

日程については正副委員長にゆだねるということで終わりました。それでは３月 27 日の広報広

聴小委員会の大体話し合われた事項は以上でございます。そのとき、今回の２番目になります

けれども、議題に入っていこうかというふうに思っています。私のほうは以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 何か質問がございましたら。なければ暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０４分 

                                         

再開 午後 １時２９分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて小委員会を始めたいと思います。 

 まず、第２番目、議会報告会について。実施期間について５月 25 日・26 日・29 日。これは

正副委員長で決めた日程になりましたけど、このような日程でよろしいでしょうか。 

斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  斎藤です。ほかの委員会との日程調整の中で、連休前はどうか

という話もあったのだけども、それでは余りにも忙しすぎるので、準備も必要なことから連休

明けてと考えたのですけども、ほかの委員会との日程調整で５月下旬がいいのではないかとい

うことで、ここに入りました。 

○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、これからいろいろと議論していかなくてはだめだと思

いますので、すぐ決めてしまわないとだめなものもたくさんありますので、できるだけスムー

ズな審議をお願いしたいと思います。 

(２)開催時間についてなのですけども。これは開催時間といっても漠然としていますので、

事務局のほうからお話があります。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） お手元に配布しました資料を見ていただきたいと思います。資料の説

明をしていただいて、それから議論をしていただければいいかというふうに思っています。 

資料の１のほうなのですけども、今 25 日・26 日・29 日ということで議会報告会の開催日が

今決まったのですけれども、それに向けてどのような形で委員会が出てくるか。そしてまた、

そこで何を決めるかということでスケジュールを載せてもらいました。これを見ていただけれ

ばというふうに思っています。資料１ですが、今回議会だよりが、きょう９日と 16 日に１回、

ですから前に皆さんのほうにファクスさせていただきましたけれども、正副委員長のほうで議

会だよりだけではなくて、１日かけて議会報告会をまた昼からかけてやってはどうかと、皆さ

んのほうに周知しております。そういうことで小委員会のほうは組み込ませていただきました。
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ただ、今言ったように５月 25 日・26 日・29 日にやるということになると、町内会に周知する

方法は５月１日の広報あるいは、広報の配布する日、それも例えばチラシとかを出すのであれ

ば町内会で配布するとなると４月 24 日、遅くても 20 日ぐらいから 24、25 日までの間には町連

合を通して町内会に配布する形をとらなくては間に合わないということですから、それまでに

は常任委員会を開催しなければならないと。小委員会で方針を立てて、常任委員会で今度決定

ということになります。ですからその前に委員会を開催してはどうかということになると思い

ます。ちなみに正副委員長と話をした中では、これも後から議論していただきますけども、４

月 22 日がたまたま議運がありまして昼から視察になっているのですけども 22 日の議運が終わ

ってからはどうかという話もありました。ただ、今言ったように視察がありますので、当然議

事堂で議論しますけれども、視察ということになると議運の委員長も出てきますからその絡み

も出てきます。 

それともう１つは、もし常任委員会の中で出した場合に決まればいいのですが、決まらなか

った場合に、町内会の周知が間に合うのかということもありますので、これについても今言っ

たように委員会がいつがいいのか、これも議論していただければと思います。それまで決まる

間は四角の枠で書きましたけれども、それまでに「議会報告会の実施要領」というのは、これ

はお話していただいた４月の下旬をめどに作成するとなっていますので、これもつくらないと

周知等にも間に合わなくなりますので、それも早目にこの９日・16 日にやる中で決定していき

たいと。この中では「開催時間・会場の決定」、「報告の内容の確定」、「班編成・役割分担」、「ル

ールの確認」、「町内会等への配布資料作成」というものが出てくるかと思います。次が、「周知」

です。周知は先ほど言った日程でもし出すとすれば、町内会への配布依頼が出てきます。中段

の表の中にもありますが広報広聴常任委員会を開きまして、議会報告会の実施要領の承認を受

けなければならない、あるいは班編成の役割分担の決定をしなければならない、役割分担によ

る資料収集の依頼をしなければならないということになろうかと思います。あと４月 22 日に１

回開いてその後議会報告会となりますけれども、まだその前に１回小委員会を開催しなければ

ならないのではないかということも考えられます。ですから例えば小委員会を５月 15 日にもし

やるとした場合に、最終協議としてそれぞれの議会報告会に対しての事前準備の確認というこ

とになろうかということで提案させてもらいました。 

次は資料２です。資料２は、実は議会報告会・議会懇談会による班編成一覧ということで作

成させていただきました。これについては正副委員長の中から、やはり同じメンバーになって

もまずいのではないかと、班もそれぞれ変えたほうがいいのではないかということも出ました

ので、一応それがわかるような形で表にしたほうがいいだろうということで、平成 20 年度から

表にさせていただくような形で載せました。ちなみに平成 20 年度の議会懇談会はＡ班からＣ班

ということで、このようなメンバーになっていますということです。それとこちらのほうにも

し班編成で構成メンバーを決めるとした場合に、それぞれの自分の札、総務文教ですとか建設

厚生ということで書いてつくりましたのでこれも使いながら、もしメンバーを決めるのであれ

ば使っていただきたいというふうに用意しております。 
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次、資料３、４なのですけれども、実は議会報告会というのは結構やっている市町村が多い

です。その中から、宮城県の本吉町とそれから今栗山の報告会の開催要領なども参考になるか

ということで添付させていただきました。そのほかに、きょう横のほうに厚真町の第４回の議

会報告会ということで、実は４月８日に終わったものですが、これもパソコンから開催のもの

が手に入りましたので配布しています。これも見ながら議論を進めていただければいいかと思

います。私のほうから資料の説明は以上なのですけれども。ちなみに資料について若干皆さん

と読みながら目をとおして、それから議論していったほうがよろしいでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） そうしましたら早速なのですが、開催時間について入りたいと思

いますけど。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） これは夕方ですから 18 時半にするのか 18 時からにするのか、それが

問題だと思いますけど、私は 18 時でいいと思います。おおむね２時間。 

○小委員長（本間広朗君） そのほか。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  この問題はちょっといろいろ話をしてみたら、前のときにも昼

間にできないかという話もあったのです。そうすると班編成にかかわってくるのですけども、

２つにするか３つにするかで。例えば２つにするのであれば、同じ地域で昼間やるところと夜

やるのと組み合わせながらやるというような、そういう方法もあるかなとも考えられるのです。

ですから、字白老で北と南で２カ所でやるとすれば昼と夜組み合わせると、どちらかに参加し

てもらえると。萩野などもそういうふうになるだろうと思うのです。夜来られない人はどちら

も来られないというような、そういうようなことになったりするので。そのあたりも考えてほ

しいと思うのです。だから班編成をいくつにするかで会場なども、９カ所になるのか６カ所に

なるのか、２班にした場合に、では３日ではなくて４日やろうかということになったら皆さん

の負担もかなり大きくなるので、だからやはりそのあたりをはっきりさせたほうが、後々考え

やすいのではないかという気もするのです。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんどうでしょうか、班編成を先にやってから開催時間とか会

場を決めていくという。班編成から先にやりますか。そのほうがやりやすいようでしたら、そ

のようにしたいと思いますけど。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 私は２班でいいと思います。１班、２班で。それで日程の予定では３

日間と決まっていますから、朝晩やるということも含めて考えれば２班で３カ所ずつというこ

とになりますから３班に分かれるとまた会場の絡みも出てくるかとは思いますけれども、５人

ずつだと報告の内容をこれから詰めていくことにもなるけれども、常任委員会の正副だとか広

報の正副だとか正副議長という絡みからいくと２つに分かれたほうが、それから会派も２人と、

３人のところは２人と１人とかそういうふうになってしまいますが、大体うまく均等すれば今

は 15 人しかいませんので７人、８人という形になるのかと、それで２班のほうがいいかと思う

のですけどもどうでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 今熊谷委員から、２班で各３カ所やったらどうかという意見が出

ましたけど、何かそのほかに意見がありましたらどうぞ。松田委員どうぞ。 
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○委員（松田謙吾君） 前回の状況を見ていると５人か３人くらいしか来ていないのです。２

班にしても私は同じだと思います。だから、より町民とふれあうには３班にしたほうが私はい

いような気がするのです。前回ぐらいの９カ所ぐらいでやって。２班にしても、今度もっと町

民とふれあうのが少なくなって、前回は５人か６人くらいしか来ないのですから。今度はわか

りませんけど。そういうことからいくと３班にしてやったほうが私はいいような気がするので

す。７人で行っても、ただ首並べているだけよりは、やはり５人ぐらいのほうがいいような気

がします。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員からも今出ましたけど、３班ではどうかという提案があ

りました。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  なるべく町民とふれ合うということを大事にするということで

すね。これはそのとおりだろうと思うのですけれども、ただ報告会と懇談会の区別というのは

きちんとあっていいのではないかと。意見を聞くという懇談会はやはり少人数でふれあわなく

てならないだろう、だけど報告会というのは今回の議会の中でいろいろ決まったことや、意見

を述べたことを皆さんの前に差し出すとすれば内容も豊富ですし、１人の人が話してしまうよ

りは全員で１回口を開くと、必ず自分の任務を持って参加するというような形でいうと、この

ふれあいというよりも議員一人一人がみんないろんな形で動いているのだということを皆さん

にも知らせていくということを考えれば、分量からいけば２班ぐらいのほうがいいのではない

か。だんだん慣れてくれば３班にしても。今度は決定や何か話をしていくと予算の中で財政問

題でいろんな数字やら何やら聞かれるてくる可能性もある、そういう中でやはり人数がいない

と答えられない部分が出てきたりすることがあっては困ると思うので。だから７人ぐらいいて

もいいのではないかというような気が私はしているのです。 

○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ど、これは後で報告事項とい

うか、いろいろ出てくるのでその絡みも出てくるのだろうと思います。その役割分担もこの中

で出てきますので、結構いろいろ(６)なのですが、全部、司会進行から報告者、記録者、答弁

者、あいさつする人と役割分担がその中で出てくるので、３班がいいのか２班がいいのかとい

うのは、その中でやってやれないことはないのですが、よりよい報告会にするためにはどうし

たらいいのかということです。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 報告会は報告することを決めて行くわけですよね。懇談会は何を質問

されるかわからないわけです。だから報告会は決めて行くわけだから時間内にこれとこれとこ

れを報告するといえば全部あらあら文章でつくっていくわけです。だから誰が報告するのかと

いうよりも、こちらのほうがもっと簡単なわけです。懇談会のほうが何を聞かれるのかわから

ないから。何が出るかわからないですから。だから報告会はむしろ決めてつくって行けるわけ

ですから。報告会ですので一方的報告です。終わりのほうはきちんとやると思いますけど。だ

から私は報告会はむしろ少ないほうがいいと思っています。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今前段出ていましたけど、報告会だと前みたく役割決めて、ほかの人
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は何も話さないのです。どこかの委員長に報告するとか、役割決まっているとか。結果的に最

後は懇談になってしまうのです。そして前回みると松田委員も言いましたが、５人行っても来

ている人が３人か２人しかいないのです。７人来て形式ばって、報告はこの委員長です、司会

はこうですと始まったら、１番最初にやったときにもただ、形骸化で行っているだけなのです。

もっと中身も濃くてみんなが発言できるように、そして会派はどこも関係なく一議員として行

くのですから、そういう部分をどうするかということで議論していかないと、形式ばって行く

のならいいのです。何班であろうと。だけどこれからはそうではないでしょう。身近な議会、

懇談をしようという話ですから。報告は報告で終わって、今までの経験からいえば、うちで考

えているような順序でいかないのです。何が出てくるかわからないのです。今報告といっても

この前に１回行ったきりで誰が報告するのか。行政と議会の兼ね合いも出てきます。その辺を

もっと詰めていかないと、どういう話となると思います。私はやはり細分化というか細かい形

でみんなが発言できる、みんなの意見が聞けるようなほうがいいかと思うのです。余り形式ば

るのは好きではありません。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 松田委員も前田委員も言っていることはよくわかるのです。根本はそ

こなのです。だけどやはり今までやっているイメージで町民とのふれあいの中で我々も胸を開

いて行くというスタイルで本当は行きたいのですが、ある程度報告することが決まっているの

だけれども、やはり説明するこちら側の経験も少ないし、対応もまだ少ないわけです。やはり

慣れてくれば、先ほど斎藤副小委員長が言ったように、細かく割っていけば私も理想だと思う

のです。前回やった懇談会はやはり人が来なかったという原因は、周知の仕方もあったろうと

いう原因もあると思うのです。それに、もっとやってほしいという意見も逆に町民側からあっ

たと、あなた達議員やっているのだからもっと声かけられないのかという話もあったと。それ

を踏まえて今回報告会するということになって、問題はやはり町民の意見をたくさん聞きたい、

それから議会ということを理解してもらいたいということもそれも目的にあるのだけれども、

今回は 21 年度の予算についてある程度、正副で分かれてきちんと町民にまずあいさつをして、

司会進行も変な話ですけど小委員会の正副に仕切ってもらって、あと議会改革は議運の正副に

行ってもらって、質問も答えてもらって、あとは常任委員会別である程度変わるわけですから、

建設厚生も変わるし、部長制も、そういう質問も出てくると思うのです。そういうことも答え

られるような状況であれば、ランダムに５人ずつ分かれていいのですけども、みんな一議員と

しての器量を持っているのだから、説明はできると思うのです。だけど間違った伝え方は極力

避けたほうがいいと思うのです。ですから、二手に分かれてそのポジションに詳しいエキスパ

ートがいて、さらに補足をできる一議員として報告に臨んだほうが私はいいかと思うのです。

これで１回やって、また反省をしてやはり人が集まらないもっと細かくしなければならないと

いうのであれば、これで１つのルール化はするけれども、それがコンクリートではないですか

ら。懇談会も私始めは２班のほうがいいと思っていたのです。だけど人の関係などを見て、や

はり５人で正解だったと思っているのです。懇談会は。だけど報告会はやはり２つに分けたほ
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うがいいかと私はそう思っているのです。ただ、前田委員がおっしゃるように、それが主なの

だよというのはそれは理解しています。ただ形骸化するとか何とかという話ではなくて、決め

なくては先に進みませんので、だから１回やってみなくては、修正を加えることについては何

ら私はやぶさかでもないし、これから積み上げていくものですから、だめなものはだめ、いい

ことはいいということで積み重ねていったほうがいいと思うのです。ただ、事務局でせっかく

立派な資料をつくってもらって、裏を見ると今回の報告の内容も列挙されているし、役割分担

についても大まかこういうふうに書けば誰がやるのか大体見えてくると思うのです。それで言

ったように、これをたたき台として小委員会の中で決めきれませんから、常任委員会で１回か

けなくてはならないですから、そのたたき台だという意識で議論を進めていったほうがいいと

思うのです。同じような意見ほかの常任委員会の委員から出る可能性もあるとは思うのですけ

ども。小委員会として意見をまとめるということでやったほうがいいと思うのです。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） ほか何か。前田委員。 

○委員（前田博之君） 議論することはここにいろいろ報告事項示されていますが、よその報

告内容を見たら一般質問だとか予算の審議状況なのです。これは変な話予算審議でも話に加わ

らない部分がある、一般質問したとか代表質問は別ですが。そういう部分からいけば議会の報

告というのは、その予算が通ったから、変な話１番最初にやったときに批判がありましたよね。

町の報告に来ているのかという批判があったのです。そしてバイオの形の中で説明して、それ

は町の代弁で、議会で何を議論しているのだという話があったのです。今熊谷委員も話したけ

ど、その辺を整理して何をするのかということをやっていかないと、人数とかそういう組み合

わせにかかわってくると思うのです。そうしたらこちらの班やって、こちらの班行ってみて、

悪いですが予算審査は余りしなかったとか、一般質問なかった人が集まったときに、そうした

ら議会は何を活動して、何を一般質問したときにここに来た人は誰も一般質問した７人のうち

に２人しかいませんとか、そういうふうになったときにどうするのかという話になってくるの

です。いいとか悪いは別です。それは抜きですよ。だから、その辺の我々として報告会を行う

スタンスを整理していかないと、今言ったように予算の大きな報告をして、議員からこういう

話があって議論されましたとだけ言うのか、予算の内容はもう広報で発表されているわけです

よ。だから報告会ということが、何をするのかということを整理していかないと私は班の組み

合わせとかいろいろ決まらないと思うのです。あくまで議論があるから私は固定観念で言って

いるわけではないのですが、もうちょっと何をするかということによってまた変わるのかとは

思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 今、前田委員言われたように何をするかによって班編成も変わっ

てくるという話が出ましたけど。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私も議会報告会というのは何をどうしてやっていくのかと思って考え

ていて、１つ議会の役割をきちんと果たすべき報告会にならなくてはならないと思っていたの

です。だから先ほど前田委員が言ったように、町の報告会ではないですから議会がやはり予算

に対してどういった議論が出たとか、それがなぜそういうものに対して賛成ができたのかとか、
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なぜそれに対しては問題があると私は問題提起したとか、そういったことの報告になるのかと

思っていたのです。ただ予算がこういうふうに組まれましたというのは広報に出ていますから、

皆さん町民の方々が何を題材にして持って来るのかといったら町の出した広報だと思うのです。

それまでに私たちが町民の方に向かって資料を何か出すわけではないですから。町民の方は、

では今年度の政策的なもの、町長の執行方針を見て、そして財政の報告を見て来るのだと思う

のです。それと同じことを私たちが報告しても意味がないのです。議会はそれに対して港に対

しては組み替え動議を出したとか、そういったことのこういう考えだったのだとか、だけど私

たちはでもこういう意味で賛成したのだとか。そういった議論になってこないとだめなのかと。

ただ難しいと思うのは、それを今度個々がやっていくのはどうやってやるのがいいのかと思っ

て。報告会というのは議会としての報告会ですから、議会としてまとまったことを報告するの

ですが、だけど個々の考え方はまた別だから、だからその辺でどういうふうに振り分けするの

かというふうに思ったときに、人数が多いと本当に何も言わない人が多くなってきてしまうと、

議員みんなでそろって来ていてまた何も言わないのだということにもなるだろうし、形式的に

やる必要最低限の司会者がいて、進行者がいてその予算を話して、町民の方々がこういう予算

が載っているのだけど、それに対して議会で何か異論がなかったか、私はこう思うのだけどそ

れに対して議会は何もなかったのかとか、そういうことがどんどん質問で出てくるような気が

するのです。だから、では議会は何を報告するのといったときに何を報告するのでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  今のところに大事なことが含まれていると思うのだけども。確

かに議会の活動状況を伝えるのだといった場合に、これは懇談会と違って客観的でなかったら

だめですよね。決まったことの中でどういう動きをしていたのかということが。そうすると人

数が少なくなると、自分はこういうふうに主張したのだということになると雰囲気が変わって

しまうわけですよね。だからその中でこういう意見もあり、こういう意見も戦わせてこうなっ

たのですという経過というのをきちんと押さえなければならないですよね。そのためには少な

い人数ではなかなかできないこともあるのです。やはり人数がそれだけ必要で、我々のところ

ではこういうふうに話をしたと言ったら、私たちはこうやったのだというような形で、そこの

中で出てきた意見をきちんと調整をしながらみんなにわかってもらうと。こういうような形を

取らなくてはならないとすれば、やはり少人数では難しいです、客観的になるということでは。

そういう意味では、今言われている議会活動を主に報告するのだけども決まった中でどういう

動きを自分達はしてきたかということを理解してもらうと。こういうことだと思うのです。そ

うすると５人よりも７人、８人いたほうがより客観的な意見交換ができるのではないかと。こ

ういうことになりそうな気がするのですけど。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長から客観的な意見をしていくというお話があった

のですが。斉藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  それともう１つつけ足して言えば、この議会の流れの中で分野

がいろいろありますよね。ここにも一応具体例として書いて並べてあるけれども、例えば国の
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健全化の指標に対して、クリアできるようになりましたといっても、それに対して議員として

どう思うかなども含めていえば、これは１つの大きな話題ですよね。ただクリアできましたで

終わりではないですよ。それを我々がどうとらえて、どうしたのかということを報告しなけれ

ばならないと、すごく大きな話題になるわけですよ。だからその人はそれだけで、一人の人が

その分野をもって報告をする、あるいは今度委員会の活動状況などについて報告する人だとか、

それから予算の決定の中でこのようなことが決まったのだけどもこういう論議がありましたと

いう形の中で報告する、そうやってみんなで手分けをすればかなりの数になるのです。だから

それを少人数でやれば全部はしょってしまわなければならない部分を手分けをしてやれば、み

んなが話せるしかなり幅広く報告ができるということにならないかと気がするのですけど。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今、本吉とか栗山とかを見ていますが、やはり報告内容を決めている

のです。今、斎藤副小委員長が話した部分もわかります。だけどそうすると、ここでいうと仮

に栗山でも一般質問内容・答弁、当初予算の審議状況とあるわけです。そうするとこういうの

を逆に、何班になろうが報告とすれば、斎藤副小委員長の代表質問なら代表質問、こういう質

問で当局が答えたということが、そうしたらある程度全部資料をつくって、各班が持って行っ

て同じことを言わざるを得ないでしょう。そして今言った健全化比率にしてもクリアはできる

けども、考え方がクリアすればいいという議員もいるし、クリアしても根っこの赤字は減って

いない、それはどうするのだといろいろ議論が分かれてくると思うのです。その辺非常に難し

いとは思うのですが。そうしたらここでいえば、一般質問の内容、代表質問の内容、一般質問

をしたら、何回も言いますがいい悪いは別ですよ。していない人の部分は出てこないのです。

そうしたらしている人の部分は今度、仮に松田委員が一般質問をして別な班に行って松田委員

の質問したものに対してああだこうだと言ってもどうかと思うのです。まるで議論ない人が何

も言えないでしょう。その辺を私は先に問題を整理していかなくてはならないと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） ちょっといろいろ皆さん議論出てくると思いますので、ここで休

憩をとりまして、自由にお話をしていただくという形を取りたいと思います。 

 それでは、休憩を取りたいと思います。 

休憩 午後 ２時 ３分 

                                         

再開 午後 ３時 ９分 

○小委員長（本間広朗君） それでは、休憩を閉じまして再開いたしたいと思います。 

 そうしましたら、まず実施時期については５月 25 日、26 日、29 日に決定しました。あと開

催時間については、夜６時半から、昼が１時半からということになります。それと班編成は２

班になります。では、事務局のほうから班編成についてお願いします。 

○主幹（森 隆治君） 今決定したことについて、もう１回確認をとらせていただきます。 

 まず、Ａ班が本間委員長・山本委員・及川委員・氏家委員・土屋委員・熊谷委員・松田委員、

以上です。Ｂ班は吉田委員・大渕委員・斎藤副委員長・玉井委員・近藤委員・西田委員・前田
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委員です。メンバーについては以上で間違いないですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○主幹（森 隆治君） 続きまして、３番の開催会場になります。開催時間についてもあわせ

て確認をとりたいと思います。まず、５月 25 日月曜日、先ほどのＡ班ですけども、これは虎杖

浜生活館、Ｂ班、萩野生活館、これについては 18 時半からの開催となります。26 日、１時半

からの開催については、Ａ班が北吉原ふれあい会館、Ｂ班が大町生活館。夜 18 時半からの開催

については、Ａ班が社台生活館、Ｂ班が緑丘福祉館。続きまして 29 日金曜日の開催です。１時

半からの開催は、Ａ班、萩の里会館、18 時半からの開催は、Ｂ班、竹浦コミセンとなります。

以上です。 

○小委員長（本間広朗君） ありがとうございます。 

 それでは、暫時休憩に入ります。 

休憩 午後 ３時１２分 

                                         

再開 午後 ３時２３分 

○小委員長（本間広朗君） 再開したいと思います。 

森主幹お願いします。 

○主幹（森 隆治君） 今決定した中で、ちょっと整理します。 

 (４)の報告事項の具体例の内容です。それと(６)の役割分担、(７)の準備資料については 16

日小委員会が開催される予定ですので、正副委員長で５点ほど絞って案を考えるということと、

ほかの委員さんにおかれましても 16 日までに具体的なものを検討していただくと。それで 16

日の委員会の中で決定したいということで協議されたということで確認してよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは周知方法についてなのですけども。議会だより、町内会

の全戸回覧、町広報誌、当日の周知方法とありますけど。防災無線のほうは事務局、何か聞い

ていますでしょうか。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 今、周知方法についての行政防災無線のお話が出ましたけれども、ほ

かの一つのほうにもそういう類のもので当日の開催の案内を流しているというところもありま

す。うちのほうの担当に聞きましたら、まだ広報についてはきちんと話し合いはしていないの

ですけども、４月下旬までの間にそのようなお話があれば、委員会を開いて広報をどのように

行政無線で使うかということで検討したいということです。私のほうでは一応議会報告会とい

うのは５月 26 日、27 日、29 日で開催する予定ですので、それも検討の中に入れていただきた

いということでお話ししてあります。 

○小委員長（本間広朗君） 周知方法、議会だより・全戸回覧。あと、このほかに何かありま

したら出してください。 

○委員（前田博之君） この３つは全部５月の上旬で終わってしまうのです。開催は下旬なの

で、その時間差があるのです。それをどう埋めるかということが、どう埋めてＰＲするという
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ことを検討しないとかなり忘れられてしまうのではないですか。防災無線を２日くらいでも続

けてやれればいいけれども。 

○小委員長（本間広朗君） 先ほど言ったように、議会だより、あと広報げんき、これは初め

に流れますので、あとは当日の周知方法と回覧板をどうするかということです。その辺をちょ

っと議論していただきたいと思いますけれども。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 私も事務局のほうで考えたことだけお話しします。 

まず１つが、どのような方法があるかということで考えられるのは、当然議会だよりがあり

ます。これも今やっていますから、それに間に合うような形で形が見えれば出したいと、これ

は当然各町内会に配布されます。 

もう１つ考えられるのは、議会懇談会でもやりましたようにチラシをつくって各全戸に配布。 

もう１つは町の広報ということが考えられます。 

そのほかに前に懇談会をやったときにちょっとお話が出た形で、余りにも早すぎて当日まで

に日にちがあるからわからないと、忘れたというお話もありました。それをカバーするものは

ないかということで、先ほどの行政無線がもし使えるのであれば、今言ったような形でお願い

をして言っていただくという方法が考えられるかと。これが私議会事務局のほうで事務局とし

て考えた案です。そのほかに何かいろいろあれば、また議論をしていただきたいし、出してい

ただければと思います。 

○小委員長（本間広朗君） このほか何か。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  やはり１番心配なのは、月初めに全部終わってしまって近くな

ってからの宣伝がないということです。これを何とかしないとならないと思うのだけれども、

この前に出たのは町内会長に何とかするとか、依頼をして集めてもらうだとかという話もあり

ましたよね。あとは議員が何人かきちんと話をするのだという、そのようなことが間近になっ

て人を集める工夫をしなければならないのかという気がするのです。そのほかにあとないでし

ょう。宣伝カーを回すわけにもいかないし。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） この前、登別と懇談したときに、登別が６月の定例会をやめて市民と

のフォーラムをやっているでしょう。その企画運営とかも全部自分達でやっているのだと。そ

ういう話の中でその広報も宣伝カーを走らせているというのは、私たちの班ではなかったか。

そのような話で宣伝カーを走らせていると言っていませんでしたか。何か言ったような気がす

るのです。全部自分達で広報をやって、周知も全部、たしか宣伝カーで広報車で歩いたと言っ

たような気がしたのです。だから先ほど言ったように行政無線がどこまできちんと届いている

のか、その辺がわからないのです。それに頼っていいのかどうなのか。だから町の広報カーあ

るのですか。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） ありますが、過去に使ったことはないです。例えば、水道の関係でい

えば広報車という車が１台あるのですが、それで職員がゆっくり周りながら、例えば緊急の場
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合停水などあった場合それで回るということで、今広報車というのはそれほどないですね。昔

はいろいろと使った記憶があるのですが、今はそれほどそういう急なものがないものですから、

考えられるとすれば水道課のほうからお借りして、どなたか運転をして１日ずっと回るような

形になろうかと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） それは装備したものがあるということですか。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） そうです。ただ、貸してくれるかどうかというのはまた問題が別です。

当然水道ですから何かあったときに、緊急のときに使いますので。 

○小委員長（本間広朗君） 交通安全のセット・カーはどうですか。 

○主幹（森 隆治君） それも確認しないとなんとも言えないです。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  その日は決まった場所だから、その当日だけ回ればいいのでは

ないですか。前の日もですか。最低当日にしても、その決まった場所だけをやればいいわけで

しょう。全町をやらなければならないということではないですから。ほんの短い時間で済みま

すよね。ということと、テープをつくっておいてくれればテープを流しながらぐるっと１時間

回ってくれば、それで済むというようなことであれば、そのぐらいの労働奉仕はしなくてはな

らないかと思いますが。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 周知方法は、ここに書かれているとおりのことは全部やるべきだと思

うのです。今斎藤副小委員長が言ったように当日の周知方法、早くみんな月初めに終ってしま

いますので、周知方法としては町民の間からもそういう声がありましたよね。マイクを持って

走って歩けばいいだろうという話もありましたので、やれるべきことは今回やってみて、また

それでどうだったかということを検証しながら、その行政無線がどのぐらいまで、私たちも夜

の６時の聞こえたことがないのでちょっと不安なので、これはみんなで手分けして、もしそう

いう使えるものがあれば使ってやってみてどうだったかということを検証してもいいと思うの

ですけど。 

○小委員長（本間広朗君） 今吉田委員の言われたご意見がありますけど、それについてどう

でしょうか。私も今まで人数なかなか集まってもらえなかったという反省を踏まえて今回行政

無線も使えたら使って、やはりできるだけそういう車を出してみたり、これがだめだったらま

た何か考えていかなければならないのかと。宣伝カーを借り入れるということになれば、議員

みずから運転して歩くということも出てきますので、その点皆さんそういうこともできるかど

うかという議論も出てくると思いますので。私はやってもいいと思います。話をしたりするの

はやぶさかではないと思いますので。前もってテープを使ってもいいですし。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） わかりました。確認だけですが、そのほかの方法としては交通安全の

セット・カーなども考えられるのですが、そういう類のものがどれだけ借りられるのかと。借
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りた場合に、当然先ほどお話いただいた広報広聴小委員会のメンバーで何とか広聴活動をして

いきたいという形の中でテープも事前に作成して協力いただけるということで探ってみるとい

うことでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○主幹（森 隆治君） わかりました。では 16 日までの間に何台借りられるか、可能か、それ

を調べたいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 今のような事務局のでよろしいと思います。そのほかにいい方法

がありましたら。いいですね。周知方法についてはあとまた何かありましたら考えていくとい

うことで。 

○副小委員長（斎藤征信君）  チラシを入れると言いましたよね。広報に挟めるのでしたか。 

○主幹（森 隆治君） 広報にまず載せるのと、別枠でＡ４版で町内会にチラシを全戸配布と。 

○副小委員長（斎藤征信君）  議会だよりにも載せるのでしたか。 

○主幹（森 隆治君） 前回も間に合っていますので、そのときに入れています。 

○委員（松田謙吾君） かなりの数ですね。１万部ですか。町内会の会長さんにかなりの負担

かかるから回覧でいいのでは。 

○主幹（森 隆治君） 町内会の各班の枚数を町内会長さんにお願いするということなのです。

そしてそれは班の中で回覧していただくということです。 

○小委員長（本間広朗君） あと何か周知方法についてありましたら。あとはよろしいですね。 

その他に入りますけど、その他に入る前に何かありましたら、皆さんどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） では、その他に入ります。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） その他ということで載せていただいたのですけども、この今までの議

論の中に、ある程度こういうものも考えられるということで、これも具体的に話し合ってもら

ったらということで載せていただきました。それが前に懇談会でも出ました、終了後の反省・

総括はどういうふうにしたらいいのかという話も出ましたので、当然議会報告会も出てくるだ

ろうということで入れさせていただきました。 

あともう１つは、出てきた意見、要望と当然議会報告会のほかに、終わってから要望なども

多分出てきますね。懇談会という先ほど話も出ましたので、そういうものが例えば町側、議会

側に出てきた場合にそれをどのように取り扱ったらいいのだろうかということも合わせて議論

いただけたらというふうに考えていまして載せさせていただきました。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） これは非常に大事なのです。先ほど松田委員も言ったけれども、町側

はこれをどういう形で扱うかにしても何だかの形でいってもまるっきり聞かなかったら意味が

ないのです。それで私も前回言ったのですが、反省会は別にして意見、要望等はやはり町にき

たものについては整理をして形上でもいいので議長名で町長にこういう意見がありましたとい

うことを私は送るべきだと思います。そして具体的には逆に今度総務にかかる分、建設にかか
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る分、委員会の中で整理してもらってその中で委員会としてどう扱うか、あるいは委員会の仮

に委員長が一般質問などをして町をただすとか、そこまでやっていかないと消化不良になるの

です。私はここが１番肝心だと思っているのです。それをある程度具体化をして、総意として

まとめておかなければ意味がないと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 今の意見はごもっともだと思います。皆さんそう思っていると思

いますので、そういう形がいいかどうか皆さんにお話ししていただければいいと思いますけど。

どうでしょう。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君）  いろんな方法があると思うのだけれども、我々が企画をして報

告会だとか懇談会をやるのだから、そこの中で出された意見というのはやはり私たちの大事な

財産でもあるわけです。そこで議会として聞いてきたもの。だから今度は議会のあれで出てき

たものを議長名で出すというような形のことも考えられるのではないかという気はするのです。

だからそういうことまできちんと踏まえるのだというふうなことは確認しておいていいのでは

ないかと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） だから今言ったことを整理してきちんとある程度文章化というかルー

ル化して、各委員が理解するように周知したほうがいいと思うのだけども。そして広報の委員

会で追跡調査するとか、私はルール化したほうがいいとは思いますけども。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 実は３月 27 日に小委員会を開いたときに、運営基準として載せていた

だきたいということで皆さんに見ていただいて了承いただいたのですが。その中に議会報告会

というのがありまして、その 15 番のところにこういうふうにうたわせていただきました。「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完

結にまとめて議長を経由して行政機関に通知する。」ということで、こういう１項目を入れまし

たので、これである程度クリアなるのかと思います。ただ、あとこういうものの追跡調査につ

いては議員さんの一般質問とか、いろんなものには出てくるかと思っています。それは今言っ

たように終了後の反省・総括ですから、例えばこれをやるのかやらないのか、それも合わせて

日程についてはまた改めてということになりますけども、それは感じ的にはやる必要があると

いうことなものですから、そこだけ確認をとってください。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 当然、これは小委員会でＡ、Ｂに分かれているわけですから、総括は

ここでやるわけですから、当然このことはやらなければならない。それが前田委員がおっしゃ

ったのはこの間の３月に出てきた中身に出ていますから、これはもう行ったとおりそれは絶対

しなくてはいけないことですから。するということでいいのではないですか。それで小委員会

の中で総括をすると。それを今度また常任委員会に諮って、そういう手続きもしなくてはいけ

ないかもしれないけど、一任ということであれば我々の小委員会で意見をまとめて議長に送付

すればいいのではないですか。以上です。 
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○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） もう一点、前に委員会で出前をして懇談会をしたときに、町民の方々

からいろいろな要望なり意見なりをいただいたときに質問的なものも結構あったのです。そう

いったものは町内会から来ていましたので返し方が簡単だったのですけど、町内会を通じて答

弁というか、こういうことをしたのですと答えをきちんとお送りしたのです。たしか事務局で

してもらったのです。だからそういったことで、行政でやらなければできないことはこういう

形でしましたと、そのしましたと、こちらがしたよということだけではなくて、しましたとい

うことをきちんと町内会長さんの代表でいいから町内の方に送っていただいて伝達をしていた

だくとか、そういうような形でもっていくようにすると、議会はこういうふうに動いてくれた、

こういうふうにしてくれたというのがわかっていて、あとまた答えがでたときには、それはそ

れで広報なりで出せばいいのですけれど、こういうふうにしましたということが伝わるとまた、

行政に言って答えが出るまでは半年もたつかもしれないから、そうではなくて受けたものは議

会としてこういう処置をしましたと、答えられるものはこういうふうにお送りしますというこ

とでやったらいいのかもしれないです。そういうふうにしておくとやってくれたことが、こう

いうふうに身を結んでいくというか、答えになって出るといったらまたこの次のときに行って、

ではまたこういうものを言っておこうと相手もなってくれるというふうに思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） そういう具体的なもろもろというのはまだまだいろいろ出てくる

と思いますので、だからそういうふうにやっていくという方向で反省をして、いろんな要望な

ど出てきたら対応できるものは議会で対応するということで。 

大体これで終わったのですけど、何かここでまた新たにお考えがありましたら。ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○小委員長（本間広朗君） なければ、これで広報広聴小委員会を終わりたいと思います。 

（午後 ３時４６分） 


