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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 ７月２７日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ０時５２分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議会報告会について 

２．議会懇談会について 

３．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議会報告会について 

２．議会懇談会について 

３．その他について 

                                         

○出席委員（６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 熊 谷 雅 史 君      委  員 吉 田 和 子 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

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 

     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） 時間になりましたので始めたいと思います。それでは、広報広聴

小委員会を開催したいと思います。 

（午前１０時００分） 

                                         

○小委員長（本間広朗君） まず初めに議会報告会について。(１)まとめについて。 

また、きょうは時間がありましたら議会懇談会のほうにもいきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 きょうは松田委員が欠席ということで、ちょっと連絡が入っていないようです。 

それと、７月 16 日に広報広聴常任委員会が開催されまして、その中で追加の反省項目が出

ましたけど、その後小委員会が開かれましたけど、皆さんちょっといろいろ時間がなくて、途

中で審議が切れましたので、それで本日の小委員会の開催となりましたので、本日はよろしく

お願いします。 

本日の議題となりますが、その続きということで、まとめについてやりたいと思います。 

それでは、資料１のほうにきょう、皆さんちょっと見ていただきたいと思いますけど。これ、

広報広聴常任委員会が開かれたときに、追加の反省項目が出ました。それで、これを反省項目

に追加したいと思います。それでその後、常任委員会のときにいろいろ反省項目が出たと思い

ますけど、何かそういう漏れ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。 

追加についてちょっと事務局のほうから読んでいただきたいと思いますので、お願いします。 

○主幹（森 隆治君） それでは、ちょっと追加の部分を読ませていただきます。 

 まず、実施時期なのですけれども、これについては決算終了時のほうが議員の考え方が述べ

られるということで、山本委員から出されました。あと、各団体の総会が多い時期、日程が重

なり調整が難しいので、５月開催も含め小委員会で検討していただきたいということも、同じ

く山本委員から出ております。実施時期については２つです。 

 そして、班編成のほうでございます。追加としては、手探り状態で議会報告会を開催してき

た。成熟した段階で、年１回、１会場に全委員が一緒に報告会を開催することも望ましいので

は、という意見でございます。反省点でございます。 

 開催時間については２つありまして、北吉原ふれあいプラザの昼での開催時間は参加者が多

かったけれど、夜の時間帯にすると参加者が少なくなることも予想されるのではないか。これ

は及川委員からです。社台地区は前回も参加者が少なかった。過去の会場ごとのデータを調べ、

会場、開催時間を検討して開催すべき。西田委員から出ております。 

 会場と宣伝。これについては、次のページになりますけれども、２つ出ております。町民へ

の呼びかけは、会場によっては知らない方もいるので難しい。委員長名で各町内会長宛に文書

などにより周知してはいかがか。次、同報無線」より何人の方が集まってきたのか。これは近

藤委員から出ております。そして、防災以外の用途に公の広報活動に使われたことに意義があ
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るということで答弁しております。 

 進行と役割。これについては、追加が２点ございます。今回はテーマごとのくじ引き抽選に

よる役割分担であったが、各委員の得意分野なども考えられることから、意見などを聞いてテ

ーマを決める方法もいかがか。山本委員です。５項目の報告内容では、町民にとって重たい部

分もあり、量が多く報告時間が非常に長く感じた。テーマを１つに絞って報告する方法はいか

がか。西田委員から出ております。 

 会議録と報告書。これについては、小委員会の報告どおりでございます。追加はございませ

んでした。 

 報告会の報告の仕方とテーマについては、これも委員会からは出ておりません。 

 次のページの意見・要望の取り扱い。これも同様でございます。 

 今後の課題。これは、３点追加がございました。実施までの議論が、小委員会、全員で不十

分であった。準備不足を痛感しているので、事前に周到な準備をするべきである。大渕委員か

らでございます。２点目、議会報告会をどのように完結するのか、対応の力量が問われる。町

民の議会に対する見方を変えるためにも、完結の仕方・体制をどのよう取るのかが課題では。

同じく大渕委員です。町民がどのように受けとめてくれるのかが一番重要。町民に受け入れら

れるようなことを原点として考えるべき。要綱を修正することも視野に入れ検討するべきでは。

これは山本委員からでございます。 

 それで、取り扱いということで、またさらにちょっと１点、当初出てきております。読みま

す。町側に提出する意見・要望の精査は小委員会に任せる。議長からの文書は箇条書きでもよ

い。要望が満たされているものは除くべきである。これは大渕委員から出ております。 

以上でございます。 

○小委員長（本間広朗君） ありがとうございます。 

 議会報告会の反省項目について、これを追加していきたいと思いますので、お願いします。

その他何か漏れか何かありましたらこの場で出していただきたいと思いますけど。いかがです

か。この他に何か、常任委員会のときにいろいろとこう、出たと思いますけど、何か漏れがあ

りましたら。 

 斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） ちょっと確認。ここに出されてきた意見に対して、小委員会と

しての考え方なんかもあるわけでしょう。そういうことを抜きにして、出されたものをみんな

まとめに載せていくということになりますか。 

○小委員長（本間広朗君） そうですね。次回の反省項目になると思いますので、まずこれは

出していただいて、今ここで議論していきますか。どうしますか。特にこれ、この次の報告会

に反映していくというか。そうしたら、斎藤副小委員長、整理していくということになると思

いますので、どういうふうに。 

○副小委員長（斎藤征信君） 例えば開催時期をずらしたらいいのではないかだとか、それか

ら年１回でいいのではないかだとか、全員でやったらいいのではないかというような意見があ
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りますよね。それで、私たちにしても初めての経験で、当面は今までの決まったとおりもう少

しやってみて、それでやっぱりおかしかったら直していこうという、そういう意見で統一はし

ていますよね。 

 だから、出てきたからそれを反省に出してしまって、それでその次から変わっていくのだろ

うかというようなふうになるのではなくて、やっぱりある一定程度の経験は積み重ねたうえで

ということであればわかるのですけど。一回一回ころころころころ変わっていくようでは、や

っぱりやりづらいのではないかなという気もするのです。だからその辺、反省をどんなふうに

扱うかという問題です。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長のご意見が出ました。このことについて何か。ほ

かの方、ご意見ありましたら。 

○副小委員長（斎藤征信君） これは報告の中でこういう意見も出たということを報告するだ

けになるのですか。この取り扱いというのは。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局。 

○主幹（森 隆治君） これは、皆さんでちょっと議論していただくことになるのですけども、

この反省点は当然議会報告会でやって、この反省点が出れば、やはりきちっとこの委員会の中

で出た反省点ですので、これは委員会報告として出す方法もあるからというふうには考えてお

ります、事務局としては。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何かご意見がございましたら。 

 議会報告会のこの反省項目について取り扱いをどうするかということなのですけど、この反

省項目についても報告書というか、報告にまとめて報告していくということも考えられますの

で。この反省項目についての取り扱いをどうするかということを、ちょっと議論していただき

たいと思います。いろいろここで出されたものを取り上げていくのか、全部載せていくのかと

いう。いろいろ考え方があると思いますので。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１１分 

                                         

再開 午前１０時１４分 

○小委員長（本間広朗君） それでは、会議を再開したいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 それでは、反省項目について、一つ一つやっていきたいと思います。 

 実施期間について。ちょっと事務局のほうから一つ一つ読んでいただいて。 

○主幹（森 隆治君） 今読んでまた読みますか。 

○小委員長（本間広朗君） ええ。一つ一つ。読まなくていいですか。 

 それでは、追加も入れて実施時期について、この中で何かありましたら。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） これは、一番最後の今後の課題とも絡んでくるのだけれども、大渕委
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員から出ていた、やっぱり準備が不足だったというのが最大の原因だと思うのです。本会議、

３月の予算議会が終わってから、そのことについての説明会をするといっても、今回は非常に

その積み上げのところも議論をしながら進んだから、時間もかかったし、内容がよく見えてい

なかった。そして今回はよく見えているから、僕はこの時期は、山本委員がおっしゃるように、

決算時期というのはこれ、懇談会をするわけだから、決算時は僕は必要ないと思うのです。 

 ただ、この時期やっぱり難しい面があるというのも事実だけれども、やっぱりこの時期にし

かできないと思うのです。だから小委員会としては、次回はやっぱり準備をきちっとした中で、

この時期の設定をさせてもらうということでいいのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） ありがとうございます。 

 斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） あるいは、今熊谷委員の言ったとおりなのだけど、懇談会と報

告会を逆にするとかというのは、逆にしても同じか。結果としては準備期間からいけば同じか。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 要するに、懇談会を今９月ということで、小委員会の中であらあら、

これから９月に実施しようということで進んでいくと思うのですけども、その９月に報告会を

するということになれば、それでは何を報告するのということになれば、従前の議論になって

しまうと思うのです。最初はやっぱり予算のことについて報告すべきだということで、報告会

の位置づけをつくっていったわけですから。やっぱりこれは崩せないと思いますけど、僕は。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何かご意見。 

 ２番目。２番目はいいですよね。反省会を日程に組み込んでいくということになりますけど。 

 ほかに何か実施時期について何かありませんか。ご意見ありませんか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） そうしたら１番目のこれは、できるだけ５月にやるということで。

やっていきたいということで。 

 次、班編成について。お気づきのところがありましたら、よろしくお願いします。３班でも

いいのではというような意見があったということがあります。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 小委員会で議論した中身で僕はいいと思うのです。成熟するまで、と

りあえず２班でやらせていただいて、その成熟度といったら悪いのですけど、やっぱり町民の

方々もだんだん慣れてくれば、その中身の厚みというのも変わってくると思うのです。 

だから、とりあえず当面の間は２班でさせていただいて、山本委員がおっしゃるように１会

場に全員が揃うということは、やっぱりかなり年数、回数を踏まないと厳しいのかなというの

が僕の意見ですけど。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員の、２班編成でしばらくいいのではないかというお話が

出ましたけど。 

そのほかに何かご意見。ほかに班編成についてありませんでしたら、次に進みたいと思いま
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すけど。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、開催時間について。ございませんか。 

斎藤副小委員長どうぞ 

○副小委員長（斎藤征信君） 昼夜、いろいろ考えてやっていこうという方針があるのだから、

いいのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） いいですか。開催時間について、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、次、会場と宣伝について。何かご意見がありましたら

どうぞ。周知についても。 

斎藤副小委員長どうぞ 

○副小委員長（斎藤征信君） これも、各町内会長あてに文書を回してはどうかというのも、

これは広報なんかで流しているわけです。それと同じ効果しかないと思う。いくら町内会長を

責めてみても、ふえるわけではないのです。ですから、全体に流したということで、これから

もそういう方法しかないのではないかというふうに思いますし、同報無線は使っては悪いとい

うわけではないから、何人集まろうが、やっぱりどんどんやってもらうということでいいので

はないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 会場と宣伝、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〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは、進行と役割について。いかがでしょうか。何か気づい

たところがありましたらどうぞ。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） これも前回の小委員会でこの辺はすごく議論があつたところだと思う

のです。 

それで、今回はやはりみんなに発言をさせて、どういう状況であるかということの見極めが

あったと。これも事実だと思うのです。 

 だけど、前田委員のほうからも言われたとおり、話す人は一人でも二人でも、専門的な話し

方でいいのではないかという話も出たでしょう。僕はそれでいいと思うのです、今度。 

 だから、班編成で分けた中でやりたいという人と、やっぱりきちっとＡ、Ｂが今度同じ話に

ならなければいけないという、ちょっとその辺のところの難しさはあるのかなと思うのだけど

も、全員ということではなくて、役割は班の中で精査していってもらうという方向で、この次

はやるよということだけ、やっぱり押さえておいたほうがいいかな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） 斎藤副小委員長どうぞ 

○副小委員長（斎藤征信君） テーマは多かったので、住民の要望に応えて絞ろうということ

では、意思統一ができましたよね。 
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 それで、あともう一つは、大きな問題は複数人数で話しても構わないのではないかと。その

あたりは、次回はテーマをきちんと決めれば、あとは班に任せるという形でもいいかなという

ふうに思います。テーマを小委員会であらかじめ決めておいて、そしてあとは班でどんなふう

に報告するかということは、そのあたりの判断は班に任せることができるのではないかとも思

うのですけど。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員どうぞ 

○委員（吉田和子君） 基本的な部分では、テーマをもちろん決めることはいいと思うのです

けども、議会報告会ですので、班によって報告内容が違ったら困ると思うのです。そういった、

大渕委員が言っていることは、準備が足りなかったということは、きちっとした意思統一がな

されないで報告があったのではないかということも含めているのだと思うのです。やっぱり個

人の考えがちょっと入っているところがあったのではないかということですので。だから、そ

ういった部分では、やっぱり統一したものがある程度、テーマの一番大事な報告をしなければ

ならない、基本的な部分というのはある程度統一しなければならないのではないかなというふ

うに思うのです。 

 それと、今回それぞれ会場によって違ったと思うのですけども、委員会報告とかをしました

よね。それで、やっぱり町民の方々は、議会とはそういう委員会もかなり重点を置いてやって

いるのだなというのはわかってもらえたと思うのです。 

それで、内容としてはやっぱり、どちらかというとこちら側の予算も、町民が関心があるこ

とをやろうと選んだつもりなのです。病院のこととかも入れたし。だけどやっぱり、来る方は

不特定多数の方ですから、何に一番興味があるかというのはすごく選択が難しいと思うのです。

議会側で、これは必要だろうと思っても、町民側はそんなのいいわという人もいると思う。で

も、それがいいという人もいると思うのです。 

 だから、本当に私たちの議会、議員活動の中で、やっぱり町民方から出ているいろいろな要

望だとか、いろいろな意向でとか、いろいろな考え方をもうちょっと精査しながら内容的なも

のをこう、決めていくことも今後必要になってくるのだろうなというふうに思いながら、こう

やってやっているのだけど、どんなことを今関心があるとか、どんなことを聞きたいとかとい

うふうに持っていくような形で、少し調査をするということも必要なのかなというふうに思う

のです。何か、こっちに一歩、報告会だから議会に言いたいことを全部行って聞いてもらうの

だという感覚、もちろん町民に関心のあることというのは限定したのですけれども、なかなか

それが。だから重たいとか、長く感じたとかということだと思うのです。興味のあることだっ

たら、決してそんなふうには意見としては出てこないのではないかというふうに思うので。 

 一方的な議会のやり方でやっているのだけれども、町民がどう受けとめたかというのは、ア

ンケート調査みたいなものを、終わったときにでも今後したらどうなのかなと、ちょっと思う

のです。そういった意味では、今回やってしまったので、本当はそのときにやっていて、この

次の参考にできればよかったのだけどできなかったから、終わった後に話がどうでしたかとい

うようなことで、難しかったとか、もっと違う関心のあることにしてほしかった、それではど



 8 

ういう内容のことを今後望みますかとか、そういったことをちょっとアンケートしておくと、

やる側も今度何か少し安心してできるのではないかなと。そんなちょっと気もするのですけど。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長のほうは先ほど言われたように、報告内容につい

ては班のほうで決めるという話でした。吉田委員のほうは、できればそういう統一した。吉田

委員のほうは、今まで言われていた、やっていたとおり一応Ａ班、Ｂ班共通の報告にしてはど

うかという。多少の言い方はもちろん違いますけど、共通した中で、共通の認識の中で報告を

していくという、吉田委員、そういうようなことですよね。 

 斎藤副小委員長どうぞ 

○副小委員長（斎藤征信君） テーマの決め方は、やはり住民の声をもとにしながら決めると

いうことは、これはすごく大事なことだから、それはそれで、今の意見はそのとおりだろうと

いうふうに思うのです。 

 ただ、一番次回から気をつけなければいけないのは、難しかったからどうやって優しくする

かという、そこの部分なのです。大事なことは、テーマの決め方と報告の仕方。そのあたりを

やっぱりもう少し訓練しなければだめだなというふうなことだと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） そこが要点なのです。それが、変な話、これから出てくる話なのです

けれども、きょうはそこが一番大事だと思うのです。 

 ただ、吉田委員がおっしゃるように、Ａ班、Ｂ班でそのテーマの決め方も大きく作用して、

その報告したい人だとか、町民にかかわるこちらの議員の、班の議員の役割が決まっていくの

ではないかという話だと思うのです、僕は。 

 だから、これから話される報告のこととテーマ。ここをやっぱりあらあら、前回もかなり時

間をかけて議論していますけども、この辺をきちっとまとめておかないと、この辺も見えてこ

ないのかなと、僕は思うのです。 

 ただ、今回は口はばったいですけども、初めてだし、やはり全員が発言をするということを、

１つの目的があったわけだから、あれがすべてではないわけです。それで、やはり後から出て

くると思うけども、前田委員のほうから、やっぱり報告者はプロジェクターを使ったり、自分

の報告する内容のレジュメをつくったりして、見てもらいながら説明することが、やっぱり町

民の方々に理解度が高いのではないかと。まさに僕はそこだと思うのです。だからそこまでい

かないと、報告会が熟成したとは言えないと思うのです。 

だから、進行と役割というのは、今回やったのは１つのたたき台であって、この次からはや

はり班の中でそういうふうに精査していくということで押さえておけばいいのではないかなと、

僕は思うのですけど。 

 小委員会がある程度路線といったら悪いのだけど、線路を引いてあげて、その中で引っ張り

方だとか走り方は班にお任せするという形で僕はいいかなと思うのですけど。どうでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 基本は本当に町民にわかりやすい報告をしていくというのが、ま

ずこれを念頭に入れてやっていかないと、報告しても、来ていただいても何もわからないで帰
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ってもらってもまた困るので、できるだけわかりやすく皆さんが報告するように努力していた

だかないと、議会のほうでも努力していかないと、ちゃんとした報告になっていかないと思い

ますので。その辺、今後考えられることはいろいろありますので、まずは本当に皆さんがいろ

いろそういうところで勉強といったら変ですけど、いろいろこう考えていただいて、先ほど言

いましたように町民にわかりやすい報告会をしていくということでやっていきたいと思います。 

 そのほかに何かありましたら。進行と役割について今やっていますけど。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今わかりやすくと言ったのだけど、そこが一番基本なのだけど、どう

やってわかりやすくということを議論しないと。正直な話。 

 いっぱい議論になっているけど、僕は、氏家委員ですか、新年度予算の説明をしたけれど、

本当にあれは、僕は本来は町がやるべきだと思っているから。ニセコ町のように、よりよい、

今言ったように、わかりやすいというのは町が自分たちの台所の家計簿を１年こうしてやるの

だよということをちゃんとつくっているわけです。それが行政の仕事なのです。それを議会が

わかりやすく言う必要があるのかどうかということの議論があると思うのです。 

 そして、僕も説明して、氏家委員も説明して、いろいろ。僕も１回目、２回目、３回目と多

少変えて、こう見てわかりやすく、わかりやすいというか、ただ話してもわからないのだから。

それは広報にも出ているし、本来は町が町民に説明する義務があるのです、当然。どういう形

は別にして。その辺が、議会は議会のあり方をどうするかということを、これを焦点にしない

と同じことになると思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） その反省点を含めて、この間も小委員会の中で議論があったと思うの

ですけど、前田委員は同じことを言っているのです。町がやるべきなのだと、あんなことは。

僕もそう思っています。 

 ただ、その予算案に絡んで議会がどういう対応をしたかということをこの次の報告会は、こ

れをメインに報告していかなくてはいけないと思うのです。だから、前田委員が前回言ったよ

うに、議会はどういうふうに議論したのですかということを、報告者がレジュメをつくって、

わかりやすく説明すると。 

 ただ、言わなくてはいけないことは言わなくてはいけないわけですから。町が言うことも同

じことになるかもしれないけれど。そして、議会としてはこういう議決、それから議論がこう

いうようにありましたよと。それで町側の提案についてこういう採決だったのですよというと

ころまで僕は、この次の報告会は言えると思うのです。そうしなかったら議会の報告会の意味

合いがないのではないですか。根幹はそこだと思うから、僕は。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） そこなのです。だけど、僕は前にも言ったけど、ここでも議会の報告

会のあり方にも書いてある、議会活動及び予算、議案の審議状況を云々と言っているでしょう。 

そうすると、予算審査特別委員会の中で委員が評価する部分、批判する部分、提言する部分、
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そういうものをどうとらえて、町民に議会がこういう議論がありましたと言うかということだ

と思うのです。 

 それは、発表者のとらえ方。前のように統一のものを書くか、今言ったように班に任せると

言ったら、仮に僕、前回の例でいくと、私がこういう報告をしたいという部分と、氏家議員の

報告したい部分。それで、仮に僕が今言った部分で、これはおかしいと思ったよと、こういう

議論があったよと。だから反対の人もいたし、こうだよと。だから町長の考えもおかしいよと、

議会はこう言っている。そうしたら片一方の人が、いやいや言葉はおかしいけど、町側の弁明

に講じる人だっているわけです。全体の中で考えたら。そういうとらえ方がどうなっているか

ということなのです。そうしたら、仮に僕と氏家委員で話したら、氏家委員が一生懸命言った

ことにそれはおかしい、受け入れられないよと、町長批判なのですよと、僕が言ったら、いや

それはおかしいよと、こうだよと。そうなったときにどうするかという問題が出てくるのです。

そうしたら一遍のとおりにやったら先ほどの話に戻ってしまうのです。だから、議会がどうい

う実勢を持てるかということです。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 前田委員の言っている話というのは、永遠のテーマだと思うのです。

それは、やっぱり一人一人考え方もあるし、意見もある。それは当然至極の話だと思うのです。 

 ただ、この小委員会でも言っている話は、個人で行くわけではないよと。だから、議会で行

くのだから。だけども、今回やったスタイルは、やっぱりあれはちょっと、まだ。あれは報告

会という中身にはちょっと乏しいかなと思うのです。 

 それで、やっぱりやられるスタイルというのはそういうスタイルの中で進んでいったときに、

例えばこれは役割の話になると思うのですけど、お互いにその共通部分のところはある程度、

ある程度これは共通点を持っていただくということになると思うのです。 

 ただ、ある程度小委員会の中でも、今言った予算案の中で、この予算のつけ方についてはこ

ういう議論があったよねと。非常に白熱したよねというのが出てくると思うのです。我々もそ

れは気をつけなくてはいけないと思うのです、今度は。 

 だから、これはやっぱりこの次の町民の報告会には言ってもらわないとだめだねということ

も、我々もやっぱりスキルアップするというのかな。その中でやっぱり進めていくという方向

しかないのではないですか。 

 このことについてガチンコになるからどうするのだという話をここで決めなさいと言っても、

なかなかそこまで、こうだよ、ああだよという話にはならないと思うのです。だから、それは

やっぱり、お互いが納得できるまで議論していくということを前提に、今言ったような中身で

進めていくということを押さえておくということでどうなのでしょうか。 

○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） 議会だからという考え方というのも１つあるかもしれないけど

も、町がやっていることすべてをわかったつもりで次の段階で報告をしたときに、本当にスト

レートに入っていくのかどうなのかという問題。 



 11 

 だから、両方かみ合って伝えていかなければならないということになると、欲張りなのです、

かなり。だからそこで機器を使ってはしょって、こういう状態の中で議会はこうやったという

ことが一目でわかるような方法を講じなければならないというのが１つの課題になるだろうと。 

 あとは、議会がやるのか、個人がやるのかという問題でいえば、これはあくまでも議会がや

るわけだから、いくら個人にという、わかりやすく自分の言葉でといっても、だから何でも言

っていいのだ、私の考えどおりでという、そういうふうにはならない。そこは議員一人一人の

良識の範囲で、そこは客観的なものを並べようということが、そこは事の決まりではなくて、

やっぱり議員個々の、参加する議員個々の良識の範囲の中でやるということしかないだろうと。 

 それからもう一つは、もう一つ大事なことは、もし個人的なことをばんばんやったときに、

それはおかしいのではないかというほどの、町民の成熟度というのが必要なのです。だから、

あなた何言っているのだと。それはあなたの考え方ではないかと食いついてくるぐらいの町民

が出てきて初めて、ああ、議会はもう少しこうでなければならないなという答えが出てくるの

だろうと。その辺はやっぱり、何回か重ねていく中でやっていくしかないのではないかと。私

はこんなふうに思いますけど。 

 だから、あくまでも議会でやるときには一人一人の良識のうえに立ってものを話すと。それ

を聞いているみんながそれでいいかどうかというのは、後で判断するということでいいのでは

ないかと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 副小委員長が言っているのは出口の話です。前田委員と私が言ってい

るのは入り口の話をしているのです。だから、入り口の中でこういうことがやっぱり実際に考

えられるよということが前田委員からの話なのです。 

それで、それもあると思うのです、僕は。だけど、今の出口の話が最終的にはまとまらない

といけないと思うのです。だから、それを押さえておきながら、これから話される報告とテー

マの仕方のところの議論に、それも加味しながら役割と進行も含めて、次回の報告会のやっぱ

り押さえにしておけばいいかなと。僕はそう思いますけども。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何かご意見はございませんか。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 僕は最終的には、今回のままの報告みたいなような形式であれば、出

た人はだんだん出てこなくなると思います、悪いけど面白みがない。悪いけど。そうやってこ

っちが例え５人分けたとしても、１時間もやって、Ｂ班だけでなくて、こうやって見ていたら

本当に、こうやって資料があるだけでただ淡々とやっているだけだから。ああなったらそうい

う口コミで、いや、行ってもおもしろくないと来なくなると思います。 

 だから私は、もうちょっと今テーマの話をしているけど、前回と多少変わると思うけども、

その辺もうちょっと工夫して、来た人が参加できて、本当に議論できるような方向に持ってい

ったほうがいいのではないかという言い方で言っているのです。 

ただ形骸されただけでなく、山本議員も言ったけど、やっぱり来る人方の目線でやらないと。
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何か大きな問題がになればわあわあ騒いで町民も来るのだけど、平常時のときはどうするかと

いうことを、もっとやっぱり議論していかないと、また全体会議でやったのと同じことの議論

になると思います。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） だから、前田委員の言っているのは永遠のテーマだというのです。僕

もそう思っています。だからやっぱり、来られた町民の方が、やっぱりそれに興味を持って、

それから真剣に聞いてもらうようなかかわり方もしていかなければならないし、テーマも決め

たていかなければいけない部分。 

 だけど、今回やったのが僕はすべてだと思っていませんから。だから、前田委員から前回小

委員会で言ったとおり、その報告者のレジュメ。この次は絶対やってみるべきだと思うのです。

ただそのレジュメにしても、先ほど副委員長がおっしゃったように、個人の意見もあるのだけ

れども、議会の意見としての個人の言い回しということで押さえておこうと。そして、プロジ

ェクターを使って、やっぱりコンピューターと言ったら悪いですけども、あれでたたきながら、

画面が変わってそれを見ながら言うということは、かなりインパクトがあると思うのです。だ

から、それは絶対にやるべきだと思うのです。後から出てくるとは思うのだけども。それでい

いのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今、いろいろな、相手が議員だからそんなこと通じないだろうという

ふうになるかもしれないけど、今議会が来ていますよね、視察に。いろいろな対応をしていっ

たときに、やっぱりこういうことをやっています、移動常任委員会をやっていましたよと。委

員が行って、そっちのほうでやっていましたよと言っても、聞いている人たちはそれはどうい

うふうな方法でやっているのかと見えていない。そしてまた質問が来る。どんなふうにしてと。 

だから、先ほど言ったようにプロジェクターを使うのであれば、今プロジェクターを使って

やっているのです。そして、説明する常任委員長、副委員長がやっているのですけど、だから

そういう説明をしているのですけど、また。そうしたら、私たち実際に現場でこんな議論をし

ましたと。だから、委員長、副委員長もそこで、手数料やそういうものを上げるときに、こう

いった議論をしたのですよと。そして、そのときに町民の方々もいてもらって、それでプール

の問題も出て、それを町民の方に行政と議会のやり取りを聞いてもらって、その上で今度はそ

の来た町民の方々の意見を聞いて、そしてそれを出していって、プールが冬季間開くようにな

ったのですという話をこうしていくのです。だから、その政策が固まって提案される前に、私

たちはかかわっていくと。政策の出てくる前にかかわっているのだと、説明もしながらそうい

うふうに言っていったときに納得するわけです。 

だから、議員でもそうなのだから、議員でもと言ったら町民がだめだというのではなくて、

だから本当にやっぱりこの言葉として、同じ予算の説明をするにしても、行政がやっているの

はこうでこうなりましたという報告だと思うのです。議会はもしそのプロジェクターが使える

ようになったら、その中で本当に町民に一番身近で、この議論をしたらきっと町民はわかって
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くれるだろうなというのを、だから大渕委員が言った、前もって議会として何をやるかという

ことを十分検討するべきだというのはそういうことだと思う。 

そして、そういうものに載せたときには、これをどう町民に説明するかということだと思う

のです。議会としてどういう議論があったというのも含めながら。それが町長に対して反対の

意見だったのか、そういうことではなくて、こういった議論が出てきてこういうものの中から

こういう方法もあるのではないかと出て、その中で提言を含めながらこういうふうに決まった

のですよということをやっていったほうが、そういうことが今度できるのではないかなという

気がするのです。 

 だから、あの５項目でこれだけやらなければならないというのではなくて、その中で今回の

予算で何と何と何をやろうか。それでは常任委員会で今回取り上げた問題と。これ、結構町民

にかかわりがあるよねと。それではそれを常任委員会でもう少しわかりやすくこう、具体的に

かみ砕いて、町民に何が一番かかわりがあるのか、どういう影響があるのかということで議論

をしたことを述べていくとかというふうに、みんな言っていることは重なっていると思うのだ

けど、そういうふうにしてやっていくという形にしていくということで、その進め方によって

は進行と役割がちょっと変わってきますよね。 

 だから、この反省を踏まえて、そのときにやる内容によって進行のあり方、だから、前田委

員が言ったように、正副委員長がいつもあいさつと司会をやるのですかと、それだけでいいか

どうかということも議論しながら進めていくということにしていくのがいいのかなというふう

にちょっと、ずっとみんなの意見を聞きながら今思っていたのですけども。 

 先ほど言ったように、本当に５項目、あれを毎度やっていたら誰も来なくなるかもしれない。 

○小委員長（本間広朗君） 僕も実はそう思っていたのです。こういうような項目を少なくし

ても今のような形で報告会をやっていくと、本当に来てもらえるのかどうかというのが不安で。 

 ただ、僕も司会のときに一応、これは議会の説明責任として来ましたのでということでいろ

いろ説明してきたのですけど、その報告内容の中でやはり一人一人が、それが、そういうこと

で来ましたよというのが弱かったのです。何か町の本当に説明のような感じでずっと終わって、

はい、それで終わりというような感じでやってしまうから、本当に町側の説明で来たのではな

いかと言われると、あれは実に的を得ているというか、言われてもっともだなと思って。 

 だから、今言われたように、やはり、議会で行って、議会で先ほど言いましたように、議会

でこういう議論がありましたよというようなことを入れて報告していかないと、こういう議論

があってこういうふうに至りましたと、なりましたというようなことをやっぱり入れていかな

いと、本当に何か町民が聞いていると、僕もずっとこういろいろ聞いていると、ああ、何か本

当に町側の何か説明になっているなというのが、ちょっと感じたので。やはりそういうところ

も今後反省として入れていったほうがいいのかなと。まだいろいろ考えられることもたくさん

あると思いますけど、一つ一つそれを確実にと言ったらあれですけど、クリアしていくように

皆さんで頑張っていきたいと思いますので。結論ではないですけど。 

 ほかに何か。よろしいですか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） そういうことで、今後またいろいろとそういう議論をしていきた

いと思いますのでお願いします。 

 次に、会議録と報告書について。ここについて何か。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） これはいろいろな部分で事務局が大変だなということもあるのですけ

ど、本来ならば班の中でその記録者も決めていくという方向で、会議録の作成ということでい

けばいいのかなと。 

 それから、報告書の絡みというのは、これもやっぱり報告会の報告書ですから、これはやっ

ぱり正副委員長のほうにお願いするということになるとは思うのです。この小委員会の中で煮

詰まったことは。 

ただ、ここに入れてほしいのは、会議録が後ろのほうにつながっていくと思うのだけども、

意見・要望等のまとめ方がやっぱりきちっとできるようになっていくということが、その記録

者の役割になっていくのではないかなと思うので、これもやっぱり一つ押さえておいたほうが

いいのかなと思うのです。どうなのでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 議会報告会、懇談会もそうです。終わった後すぐ反省会がありま

す。ですから、テープにおこしたり、またテープでおこして議事録をつくったりということも

できなくなると思う。時間がなく。ですから、できるだけこう皆さんがそういう、これからＡ

班、Ｂ班、何班に分かれてやるかわからないですけど、その反省会のときにそれを皆さんで気

づいたところを要点筆記でもいいのですけど、それを書いておいて、その反省会のときに出し

ていかないと、全然その報告会でやった内容とか、いろいろな反省もそうですけど、いろいろ

な意見、要望も、何かわからないというか、わからなくなりますね。 

これ、大事なところになっていきますので。本当にそういう記録する方を設けていくのか、

それとも全員でこう気づいたところを要点筆記でやっていくのかという、その辺をいろいろこ

れから考えられることだと思いますので。その辺、会議録についてはそういうところも考えら

れると思いますので。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 会議録を本当に事務局に任せきりだったので、私もこれはだめだなと

いうふうに思っていたのです。できる限り負担をかけないようにしていきたいという思いの中

では、会議録は班で決めて会議録者をつくると、その人は何も答えないでずっと筆記をしてい

ていいのかということにはならないと思うのです。やっぱり聞かれたら答えないといけないこ

ともあるし、集中してできないと思うのです。それぞれの議員が、反省会があるのだから、い

ろいろな意見が全部自分が覚えるのではなく、自分が関心があって、このことは大事だと思っ

たら、それぞれの議員が筆記して、その中でやっていくということで、全議員が皆さんと対話

ができるような形をやっぱりしていくと。そして録音はもちろんとっておいてもらって、そし

てもしわからないことがあったら、それを確認することがあったら、それを聞くという形でや
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っていったらどうでしょう。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 今吉田委員がおっしゃったことは前回の小委員会の中で、そういう方

向性でいこうねということで意思統一はされていると思うのです。 

 私が言っているのは、その役割との中で、やはり事務局におんぶに抱っこではなくて、やっ

ぱり議員として、その会議録の責任者を設けたらどうですかという意見だから。だから、今言

ったように全員でやるというのだったらそれでいいのかなと思いますけど。ただそれだけです。 

○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） やっぱり問題は、いかに早く反省会をやって、記憶が鮮明なう

ちにきちんとまとめるかどうかなのです。 

 だから、本当に今言われたように、いくらみんなでメモしても全部書けるはずがないわけで

すから。だから、それを寄せ集めて完成させるという方向を、やっぱりこれはたどるべきでは

ないかなというふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） という斎藤副小委員長のご意見が出ましたけど。 

 そのほかに何かありましたらお願いします。 

 会議録については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） そういうことでいきたいと思います。 

 それでは、暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５２分 

                                         

再開 午前１１時０４分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて委員会を再開したいと思います。 

 報告の仕方とテーマについて。ここについて、何かご意見がありましたらどうぞ。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） これは、今まで議論した中にも積み上げの中の議論にもなっていくと

思うし、いろいろ小委員会の中で煮詰めていった意見がここに集約されていると思うのですけ

ども、やっぱりここで問題なのは、報告の仕方というのは、役割のところでも話したのだけれ

ども、テーマの決め方が左右するよという話が吉田委員のほうから出ていましたでしょう。 

 それで、これは話が飛ぶかもしれないのだけど、９月にやる懇談会でかなり町民の意見の収

集の仕方を、これ、懇談会の中で取り組んでいかなければいけないと思うのです。これから出

ると思うのだけど。それによってテーマが絞られてくると思うのです。 

 それから、先ほどから言っているとおり、前田委員も私も言っているのだけども、その報告

者がやるテーマについては、その予算委員会の中で議論されたテーマというのがやっぱりチョ

イスされると思うのです。これはやらないとだめだなと。 

 それから、町民懇談会のときの大きな要望。これから取り扱いのほうを話していくのだけれ
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ども、それもやっぱりテーマに入れていくかどうかというのも出てくると思うのです。だから、

今回やったような５項目をぱっと決めてしまったというやり方は、これはもう卒業しようと思

うのです。だから、それに絞っていくという方向で押さえておくという方向がいいのかなと。 

それで、報告者のいろいろな役割だとか方法については、そのテーマによって変わっていく

し、班が２つに分かれて進むということは決まっているわけだから。その中で、小委員会の中

である程度レールを敷いてあげたテーマを提示して、その中でこういう言い方をしていくとい

うことで詰めていくという絡みでいいのかなと思うのです。 

 だから、今回やったことがかなりやっぱり、いいところと悪いところというのだけど、ほと

んど悪いところばかりで。だから、町民にもわかりづらかったというのも認めるし。言いたか

った人もいるのだけども、言えなかったという時間の割り振りもあるし。 

 だからやっぱり、ぐっとテーマを絞り込んで、やっぱり町民の方が関心を持って、理解をし

ていただける内容の中で進めていくということで、テーマも決めていくということで。ちょっ

と漠然としているけども、そういう方向で進んでいくということで押さえておいたほうがいい

のかなと思うのですけども。 

○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） 私たちが前に決めたときに、議会の説明責任という形で、それ

をかなり重大に考えていたものだから、私たちがやってきているすべてをみんなに知ってもら

うのが説明責任かなというふうにはとらえていたのです。 

 だから、そうなると分量が大きくなるし、焦点が絞れなくなる。そういう意味からいったら、

今の意見にあったように、懇談会や何かで出されてきたたくさんの要望や何かをどうまとめ、

それに対して議会がどう対応してきたかというようなことに、的をぎゅっと絞るというような

ことがあって、本当にしかるべきではないかというふうに思うのです。 

 そうすると、町民のニーズにこたえられる報告会になるかという意味では、今の考え方とい

うのは大事かなという気はするのです。それだけということになるかどうかはわからないけど。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何かございませんか。 

 これ、僕も報告会の中で司会のときに言っていますけど、やはり議会報告会と懇談会があり

ますので、その中で意見、要望が出されたものを何かありましたら。即決できるものは、その

場でいろいろ対応していきますけど、懇談会の例えば要望、意見が出て、町のほうに要請しま

したよとか通知しましたよというような、いろいろなそういう報告、結果、いろいろなそうい

うものを含めて、これから報告会につなげて、議会報告会、懇談会につなげていく報告という

のも、考えられるというか、それも入れていかないと、やはりそういうようなことにはならな

いと思いますので。 

 ほかに何か。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） だから、委員長の考え方がもうそのとおりなのです。だからそれが、

ぐるぐる回ると言ったら悪いけども。それでやっぱり進めていくということで、やっぱりスキ
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ルアップしていくということが、最終的な我々の、広報広聴小委員会の役目だと思うし。 

 ただ、そのことについての今度取り扱いをこれから議論すると思うのです。ここがやっぱり

一番難しいところになるのかなと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） ほかにご意見何かございましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） そうしたら、今のような形で小委員会のほうでまとめとしていき

たいと思いますので。 

 それでは、次に意見・要望の取り扱いについて入っていきますけど。今回の反省のところで

この意見・要望の取り扱いについて出ていますけど。これについて何かご意見ありましたら。 

熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） ちょっと、私、議運に出ていなくてわからなかったのですけど、前田

委員、すみませんけども。この政策、前にも僕はちらっと言ったのだけど、小委員会の中で。

町民から出ている要望について、この小委員会の中である程度取りまとめをすることは事実な

のだけども、その対応を常任委員会にふるのか、政策委員会にふるのか、その辺の絡みもある

し、当然その聞いたものについて町民に対して返答をしなければならない。それに対しても町

側にどういうかかわりの中でそれを聞くのかと。これはやっぱりきちっと整理はしておかなけ

ればだめだと思うのです。先ほども議論したのだけども、私もいろいろ考えてきたのです、こ

れ。だけど、やっぱり難しいなと思うのです。だから、これはきっちりやっぱり小委員会の中

でも意思統一しておかないとまずいと思うのです。 

 それで、もし前田委員のほうでこういう形がいいのではないかとかという提案があったら、

ちょっとしてもらったらいいかなと思うのです。私は漠然と、聞いたものは小委員会でまとめ

て、とりあえず議長にお願いをして、議長から町側に聞いてもらって、そして議長から返事を

得たものをまた小委員会におろして、そして例えば常任委員会にお任せするか、それとも議会

だよりに報告するか、それか懇談会の中で報告するかというすみ分けをしたほうがいいかなと

思ったのです。だけど、そうにはならないなと。だから、その辺のところをやっぱりきちっと

整理しておいたほうがいいかなと思うのです。 

○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） この問題については、最終的にどういう完結の仕方をするのか

というのが一番の大きな問題だろうというふうに思います。ただ、これが政策研究会と絡んで

これをどういうふうに扱われるかと、ここのところがうまくいくかどうかということが、成果

が問われることだから。それはものすごく大事なことだなというふうに私は聞いていたのです。 

 ただ、政策研究会がどんな形で進むのかというのは、まだどんなふうな形になるのか、海の

ものとも山のものともわからないという、そういう言い方も変かな。前向きに考えて、この政

策研究会に跳ね返しながら、それで政策的な課題にしていこうということでは、これはすごく、

完結していく方向としてはこれはすばらしいことだと。今とりあえずは、まだそこまでいかな

いわけだから。当面してこの１回目の課題をどんなふうに解決しなければならないかという問
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題になると、今熊谷委員が言ったような、出してみて文書で回答してもらうか、口頭で回答し

てもらうかは別にして、回答をもらいながら、それを議会だよりに載せるか、懇談会に報告す

るか。そういうような形で一応はやっておかないと、次の段階には進めないわけです。まずそ

の１段階を越えてこなかったら、理想を言ってもしようがないわけだし、政策研究会に任せま

したというわけにもいかないわけだし。一応ここの広報広聴常任委員会としてできる範囲とし

て、そこの部分をやっておかなければならないのではないかというふうに、私はとらえるので

すけども。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何かご意見はございませんか。 

熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） そうしたら、今副小委員長がおっしゃるのは、今回の報告会の要望事

項についての扱いと、今後のことは違うよという言い方なのですね。 

 ただ、僕は今後のことも話しておかないと、今回のまとめのことでいずれこういう形になり

ますよということを言っておかないと、今回の報告にもならないと思うのです。だから僕は悩

んだのです。 

 そして、言われたとおりなのです。今回のことは反省会をしていないから、我々がこうやっ

て、悪いですけど主幹にまとめてもらったこの反省要望、ああ、あったなと。ああ、そういう

こと言っていたなと。こういう感覚しかないわけです。 

 そうしたら、これは端的に、変な話、一般質問の中で出た項目もあるし、それから解決した

問題もあるし。それは大渕議員が 16 日に言っていた中身だと思うのです。そうすると、これ

はそういう形しか僕はできないかなと思ったのです。今言ったように、ここでこの要望につい

ては一応議長名でお願いして、町側に聞いてもらうと。このことについてはどういうふうにす

るのだと。そして返事をもらって下げて、そして今のやり方をしてみようという話にしかなら

ないのかなと思ったのです。だけど、今後どうするかという話を決めておかないと、今回はこ

ういう事情でできなかったと。たけど、いずれはこういう報告の仕方と扱いになりますよとい

うことをあらあら決めておかないとまずいかなと。それで、僕は始まる前にちょっと前田委員

とその議論をしていたわけです。 

○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） この間の議運の中で、やはり政策研究会の中でもそういう広報

広聴常任委員会との絡みという、そこで出てきたものに対して、それをどう政策的に煮詰めて

いくかという、その提案はされているわけです。 

だから、方向づけとしてはそちらにきちんと連結するという形はとれるのだろうと思うので

す。ただ、それが煮詰まって、結論ではないわけだから、だから今そこでそういうふうになり

ますということは言えないけども、方向づけはできているというふうに考えていいのではない

かなというふうに思っていますけど。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員どうぞ 

○委員（吉田和子君） 政策研究会の中で、政策提言をしていったり、そういった条例提案を
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していったりするときに、問題点をどこから見つけるかという話になったのです。そのときに、

この議会懇談会、それと報告会の中で町民から出てきた言葉というものを大事に、そこから問

題、ニーズがどうなのかと、そういう調査を、その問題を立ち上げて、そしてそれを調査して

ニーズとウォンツとは違うとか、シーズとかというのは勉強したのだけど、そういったものを

取り上げるのにどうするかということを、その中から見つけていくことも必要ではないかとい

う話なのです。 

 だから、その見つけ方とか取り方とか、出し方はまだ具体的にはなっていませんけれども、

そういう問題の出し方をしていこうということでは、小委員会では、これからそれを議運にか

けて、それからそれを具体的になると思うのです。だから、その研究会を立ち上げるための小

委員会が議運に変わっていくのか、また小委員会は小委員会でそういう問題点を探しながらや

っていくのか。そういう具体的なものにはなっていませんけど、ただこの広報広聴のやってい

る母体である広報広聴常任委員会とこの小委員会が進めていく中で、最終的なその議事録と意

見をどうするかと、まとめをその後どうするかといったときに、小委員会は小委員会でそうい

った出たものを、問題点をきちっと絞って、報告したときにこれとこれは議会として取り上げ

るべきではないかということもあれば、それをまた提言していくということも必要だと思うの

です。 

 そういった両方から、どこかに任せるのではなくて、小委員会は小委員会で、そういった道

筋があるのだということになれば、先ほど斎藤副小委員長が言ったように、そういう道筋があ

るということになればやりやすいのではないかなと。そういう問題をきちっと議会として取り

上げて、そしてそれを一つの政策としてやっていくことが可能になっていくということがあっ

て、そこまでいったらこの議会報告会とか懇談会が、本当に町民の中に反映していくというか、

認められていくものになっていくのではないかなというふうに思うのです。 

 そういうところまで持っていければいいなというのは、小委員会でもすごく出たことで、そ

ういった委員会同士のつながりが、同じ議会ですから、縦割りではないから。そういうしっか

りつながりをつけてやっていくということが必要なのだろうなというふうに思うのですけど。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何か意見。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 僕はやっぱり小委員会の役割をちゃんと性格づけしておかないとだめ

だと思うのです。今あったように、政策研究会が仮にここに上がってきた意見、要望を取り上

げるのかどうかではなくて、小委員会がその要望、意見を、これは仮に、政策研究会ができた

としたら、常設はされていないけど、これは政策研究会で課題として取り扱ってくださいと。

この問題は各常任委員会で扱える問題ですよと。そういうふうに振り分けられるような小委員

会の権限をつけていってもらわないと、結果的にこれがあったから、誰が取り上げて、どうや

るかというのはみんな宙に浮いてしまうのです。 

 だからそういうことを、これから議論してここでいうこの広報広聴常任委員会の運営基準の

中で改正をして、そういう項目を入れて、どこかの責任所在をはっきりしておくということの
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位置づけをしておかなければだめかなと、僕は思います。 

 そして当面は、この前回のときに陳情書の扱いはどうだと言ったのだけど、それはまた議論

すれば大きくなるのだけど、単純にこの基準の議会報告の中では、報告における町民の意見・

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

関に通知するとなっていますから、今回はこれを額面通りとって、整理して通知するというこ

との処理をしておいて、あと今言った問題については、時間はかけられたら困るけど、もう１

年ぐらいかけて、政策研究会の方向性がもう少し出ると思いますから、それとあわせて小委員

会の処理の仕方を整理したほうがいいのかなと、僕は思うのですけど。 

○小委員長（本間広朗君） そうですね。政策研究会のほうがまだはっきりした方針が出てい

ないので、ここでどうのこうのと言えないと思う。ただ、政策研究会の中でもやっぱり広報広

聴と、例えば連携するということも可能だと思いますので、今前田委員も言われたように、政

策研究会で課題を取り扱っていただいて、常任委員会でもそれらのことを取っていただいて、

さらにそれらの課題を、問題をこう解消していくといったらあれですけど、そういうような方

向で将来的にそこまでいかなければ。 

いろいろ意見、要望は皆さん大事というか、多分町民の方は本当に訴えかけたいものがいろ

いろ出てきたところはあると思いますけど、本当に皆さんで、広報広聴の常任委員会もありま

すし、その中で例えばそういうような課題が出ましたら、皆さんでこう話し合って、さらに小

委員会でもんで、政策研究会のほうに投げかけるといったらあれですけど。政策研究会のほう

がまだなかなかそういう方向が出ていないので、皆さんもちょっとわかりづらいかもしれない

ですけど。そういうような方向で、将来的にいきたいなと思っています。 

 斎藤副小委員長どうぞ 

○副小委員長（斎藤征信君） まだこれ、動き出したばかりで、やってみたらたまたま議運が

そういう政策研究会の課題をどう立ち上げようかという課題とうまく結びついた。広報広聴小

委員会でもそういう、やってみてそういう方向づけが可能かなというのが、今出てきたばかり

です。これ、やってみて初めてそこのところがわかるし、そこを上積みしてもっといいものに

していくという、そういう方向が見えてきたということだろうと思うのです。 

 だから、規則にあるからどうだ、ないからどうだという問題ではなくて、やってみて規則を

変えていけばいいわけだし、充実させていけばいいわけですから。 

 ですから、あくまでも今改革の実験途上という形で考えれば、今やっぱりこの中から、こう

いう動きの中からそういう成果を導き出したということでは、やっぱり評価されるべきではな

いかと。だから、ぜひそういう方向づけというものを大事にしながら、これからやっていくと

いうふうに考えていいのではないかと。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） ありがとうございます。セコンドしていただいて。だけど、言ってい

る中身は前田委員と同じなのです。 

 それで、一つ事務局に聞きたいのだけれども、報告会の運営基準を変えながら、先ほど前田
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委員が言ったように、うちの小委員会の中でその要望事項をまとめて、それを所管の常任委員

会に振るだとか、これからきちっと形になっていくだろうという政策研究会のほうにそれを付

託と言ったら言い方に語弊あるかもしれないけども、そういうことが委員会条例だとかいろい

ろなその規則の絡みの中で可能になりうる可能性はありますか。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局どうぞ。 

○主幹（森 隆治君） そうですね、ちょっと今調べないとわからないのですけども、当然本

会議の中で出てきたものの意見を上げて、それを今度委員会付託、例えばこの所管については

委員会付託ですよということは可能かなと思いますけれども、ちょっとその手続き的なことは

ちょっと今調べないと、正確に回答はできないです。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） そうすると、僕のシミュレーションの中では、今言ったように報告会

なり懇談会で町民から出てきた要望事項、これは大事なことだよと。この小委員会の中で認知

されたと。これは所管的に、これは例えば建設厚生常任委員会がするのがベターだなというふ

うに判断をした中身で、それを例えば議長に申達をして、そして議長がそれを本会議の中で、

広報広聴常任委員会からこういう要望事項が上がってきましたと。これについて、それを所管

としてここにお願いをしたいということを、それを本会議で諮ってやるという方法がある可能

性があると。そういう方向で行くことがやっぱり望ましいですね。 

 だから、大渕委員が 16 日に言った、ここが最も大事なところだよと。私もこれで悩んだので

す。そうすることによると、町民に対する、その目で映る部分、耳で聞こえる部分というのは

方法はいろいろあるから。例えば、議会だよりに載せるだとか、変な話インターネットで通じ

ている議場の中で、委員長報告の中でも言える話にもなってくるのかなと思うから。 

 それから、今言ったように、サイクルしていくわけだから。報告会が終わったら懇談会があ

った。そのときに、本間委員長が言ったように、前回報告会で皆さんから言われていた要望事

項はこういうふうになって、こうなりましたよということは冒頭で言える。それが続いていく

という形になるから、それがやっぱり一番ベターなのかな。 

 そうであれば、その町民から出てきた要望事項の扱いというのは、あらあら見えてきたから。

例えば、個々の議員さんが２人いれば、これは陳情・請願ができるのです。そういう方法もあ

るし、いろいろな部分があるから、報告会と懇談会における要望事項についてはそういう扱い

をするよということで、これもまたこれからの議論になるかもしれないけども、そういう方向

性で行くということで。小委員会としてはそう押さえるよと。それでいいのではないですか。

どうでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今、熊谷委員の話。私は町民から出た意見、町民と議会が乖離しない

というか、そういう意味ではこれを取り上げて、先ほどまとめて議長が町側に報告すると言っ

ていましたよね。それで、町内会もそれをやったときに、近藤議員がそれなら町内会長と同じ
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だという話がちょっと出たのですよね。そうなのです。町内会でもいろいろな要望をまとめて、

町側に行ったら、町側からちゃんと答えが来るのです。 

 私、それを聞いたときに、だから政策研究会で、だけど政策研究会で問題として提言すると

いったら、問題をきちっと、それが問題となり得るという、町民の要望だけでなくて問題とし

てなり得るというふうにならなければならないなと、私は今考えたのです。 

 それで、今熊谷委員が、委員会がそれを取り上げることもいいよねと言った。私はそうだな

と思ったのです。だからこの、今回の要望にしても、下水道の普及率、道路舗装の推進をお願

いしたいと虎杖浜地区から出たと。そうしたら、今回下水道料金が上がったと。そういうこと

を、こう問題をさかのぼっていくと、そうしたら虎杖浜あたりが一番普及率が悪いのだと。そ

れではその原因は何なのかということをきちっと調査して、そして委員会として所管をやって

報告したら、重たいものになるのかなとちょっと思う。 

 ただ、町民からこうやって普及率が悪いし、舗装してほしいといったからやってくださいと、

議長を通じてやるのと、委員会でそれをしっかり研究、調査して、そして委員会としてこうや

るべきではないかと。町民から出た意見として調査したらこうだと。だからこうやるべきでは

ないかと。 

 それから、メインストリートのつなぎ目が危ないと。車いすで渡れないと。車を今度とめた

ときに、いすが邪魔になると。そういう意見が２つぐらい出ているのですよね。そうしたら、

ここの博物館通りというこの通りのあり方がどうなのかと。それから来ているわけでしょう。

そういうことは所管でできますよね、委員会で。政策研究までは行かないですよね、それは。 

 そういう、私も委員会として取り上げるのもいいのだなと、ちょっと思ったのですけど。そ

うすると、議長を通じてぱっと報告することも、もちろん本当に細かなことはそれでいいけど、

そういったことをやったほうが、それは先ほど言ったように、報告会のときに委員会としてこ

ういう調査をして、こういう結論を出してこうやりましたというふうに言えると、委員会の重

みも増すのではないかなと、そんな気がしたのです。それが議会のやり方なのかなと。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局のほうからちょっと説明があります。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時３１分 

                                         

再開 午前１１時４０分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 熊谷委員、ちょっと説明をお願いします。いいですか、そうしたら。 

 いろいろ、今回はこの議会報告会の運営基準に従って、まず議長に通知して、行政機関に通

知して、回答をいただくというところまでは、小委員会の今回の考え方で。今後いろいろ、例

えばこの小委員会、広報広聴常任委員会もそうですけれども、委員長から各常任委員会の委員

長にいろいろ出された要望、意見を投げかけていったり、先ほど言いましたように、議長が行

政機関に通知したりしていくというのと、今後政策研究会がどういうふうな方向になっていく
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かわからないですけど、今後政策研究会との、あと議運との絡みもありますので、またこの方

向性というのもわからないですけど、今後そういうような方向で政策研究会のほうにも大事な、

重要な案件がありましたら、政策研究会に投げかけていくという方向、小委員会ではそういう

方向を出していくと。それでよろしいでしょうか。 

何かつけ加えたりするところがございましたら。 

玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） １つ、この政策研究会、まだつくっていないけども、だけどつくるに

しても、今のこの委員会とイコールにしてしまったほうがいいのではないかと思うのです。そ

うしたら話が早いのです。 

 それはもちろん、みんなの意見を聞かなければならないです。そういう方向づけをできれば

したいなと委員会は思っているということぐらい言って、進めたらいいのでは。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） ただ、政策研究会は、出たものももちろん参考にするということなの

だけど、町長の執行方針とかで問題点を見つけるとか。まだまだ問題点の見つけ方があるので

す、ほかに。だから、広報広聴のメンバーも何か入るとか、何か方法を考えてやっていくよう

になると思うのです。 

懇談会だけで問題を取り上げるわけではないのです。白老町として今後の方向性の中で、こ

ういったことは問題になるのではないかと。問題探しから始まりますから。それを研究会とし

てテーマとして設けるということですので。 

 広報広聴の小委員会とかということには、ちょっとならないかもしれない。ただ、そこのメ

ンバーの者も必要というふうになるかもしれない。だから、今後まだまだわからないので、ま

たそれは議論の中で私もいろいろ出していきたいと思いますので、小委員会の中で。進め方を

どうするかといったときに、広報広聴小委員会の意見も必要ではないかということになるので

はないかというふうに思うのですけど。 

 ただ、そういうこともあるということで。この政策研究会の方向性はまだ議論の途中ですの

で、基本的な部分もまだ見えてきていませんので、そういった中でまた議論して、出していき

ます。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 政策研究会、それは多分掘り下げていけば、従来の委員の先生の組み

合わせでおかしくなってくるのです。やっぱりその部分に知識の深い人だとか、どうだかとい

う、ただ何人揃えばいいということではなくて、そういう部分も出てくるから。では、その部

門、問題点によって人選も違ってくると思います。 

 だからここだけで、今言ったように受けてしまうと、非常に何というか、オールマイティで

はないから、政策研究会自身の性格を押さえつけるような感じになるというか、今まだ議論さ

れているから、十分それは出てくるのではないかなと、こう思います。 

 僕はそう希望しているのです。 
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○小委員長（本間広朗君） ほかに何か。 

 政策研究についてはまだまだ方向が出ていないので。政策研究会は僕もちょっと、委員外議

員で出ていますけど、いろいろなまちのも見ていますけど、やはりいろいろなそういう案件が

出された・・・。 

 政策研究は本当にその案件が出てきたら、より専門的にいろいろこう、突っ込んでと言った

ら言葉が悪いですけど、その課題についていろいろな。だから本当に、各常任委員会でいいの

かどうかというのも出て、それに投げかけていいのかという問題もいろいろ出て来ますので、

本当に政策研究のほうもいろいろ、研究会のほうもいろいろこれから大変になってくると思い

ますので、本当により専門的になるということも頭に入れておいて。ですから、その問題解消

について、そういうようなことを解消していくということになっていくかと思います。 

 意見・要望の取り扱いについて、今後、これからまたちょっと意見・要望について大体これ、

出ていますので、早く終わりそうな感じがしますけど。取り扱いについて以上でよろしいでし

ょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは、今後の課題についてです。これもいろいろ完結の仕方

とか体制についていろいろ今回議論されましたけど、この中について何か。この中とこの以外

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。今話、議論してきていますので。 

 ありませんでしたら今度、最後の取り扱いについて。これ、大渕議員の。これも、今やって

いますので。何かそれ以外に特にございませんか。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） わかりました。それでは、以上反省項目について終わりたいと思

います。この小委員会でまとめたものをこの反省項目の中に入れていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 以上で反省項目について終わりたいと思います。 

 次に、意見・要望について。この取り扱いについてどうしていくかということですけども。

資料２になります。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 解決しているのがあるので、それは省けばいいと思いますけど。 

○小委員長（本間広朗君） そこを例えばこう、これを入れていくとか。これは省くとか、い

ろいろ。一つ一つ読んでいかなくても、この中で何かこう、ありましたら。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時４８分 

                                         

再開 午前１１時４９分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて委員会を再開したいと思います。 

議会報告会の意見・要望についてですけど、今事務局から説明がありました。これをどこま
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で載せるかというところです。あと委員会で報告をどこまで設定してやるかということです。 

 一つ一つ読んでいったほうがいいと思います。ちょっと、読んでいただいて一つ一つやって

いったほうがいいと思いますので、事務局お願いします。 

○主幹（森 隆治君） １番目、中学校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。 

○小委員長（本間広朗君） これについてどうでしょうか。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） これ議会で質問が出て、町長は要望があれば出ると言ったから、いい

のではないですか。必要があれば出ると言いませんでしたか。言っていますよね。そして、今

回広報にも載っていますよね、そういうふうに。だから、いいのではないですか、これ。載せ

なくていいのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。基本的には、教員長が出て説明していれば、町長と同じ意

見ということになるのだから、問題はないのだけど、何も問題のあることではないのだけど。

だから、いいのではないですか、これは。いいと思うよ。 

○小委員長（本間広朗君） これは、そうしたら出さない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） 次お願いします。 

○主幹（森 隆治君） ２番目、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。 

○小委員長（本間広朗君） よろしいですか。これは意見・要望として出していくと。よろし

いでしょうか。いいですね。載せるということで。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 次に。 

○主幹（森 隆治君） ３番、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。 

○小委員長（本間広朗君） ３番目、いかがでしょうか。これに何かこう、追加して何か言葉

としてもいろいろ。いかがですか。 

 斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） これは、虎杖浜地域としての下水道がまだ足りない、道路が悪

い、舗装されていないところがたくさんある、だからお願いしたいという意味でしょう。 

 これ、字ずらからいうと、町全体でいうと下水道の普及はよその町村よりいいだとか、道路

もやれるところはかなりやっているという答えしか返ってこないからね。 

虎杖浜という限定的な課題にして出せば、町側の考え方というのは出てくるかなという気は

するのですけど。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何か。つけ足したり。 

 玉井委員どうぞ。 
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○委員（玉井昭一君） この下水道については当然のことなのだよ。逆に、町側だって普及し

てくださいとお願いしたいところなのだから。これは町がいくらすると言っても個人がやらな

いことには話にならないのだから。 

 だから、これは出してもいいと思う。書いたほうがいいのではないですか。普及率だってふ

えるのでは。 

○小委員長（本間広朗君） これも、それでは入れていくということで。 

これだけではちょっと不十分なので、いろいろそういう下水道普及率をもっと上げてくださ

いとか、あとは道路舗装。多分砂利道とか、そういうのが多いと思いますので、そういう道路

舗装をお願いしたいということだと思いますので、これも入れていくということでよろしいで

しょうか。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 次、お願いします。 

○主幹（森 隆治君） ４番目、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。 

○小委員長（本間広朗君） これもよろしいですよね。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 次、お願いします。 

○主幹（森 隆治君） ５番目、敷地に余裕がないため、合併浄化槽について相談にのってほ

しい。萩の里会館。 

○小委員長（本間広朗君） よろしいですね。 

 玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。これ、合併浄化槽についての相談というのは、業者が受け

るのです、一般的に。それはいいのです。役所の上下水道課でも、土木課でもいいのだけど、

基本的には工事をやる、やらないにかかわらず、業者に相談をすると。これが基本なのです。

町側では設計書が出たら提出されるだけで、それを受けるだけで、その相談にいちいち現場へ

行って相談はしないのです。 

 これ、基本的にはそういうような、それを本人がわからないから相談にのってほしいという

だけなのですよね。 

○小委員長（本間広朗君） ちょっといいですか。これ、Ａ班から出されたことなのです。そ

れで、これ内容は大体こういうようなことなのですけど、これ即日上下水道課に行って、多分

職員も行っていろいろ相談していると思うのです。それで、ちょっと結論がまだ。 

 事務局どうぞ。 

○主幹（森 隆治君） 上下水道課の担当職員が直接行きまして、そして、敷地がもうないそ

うなのです。それで、当然敷地がないから何とか自分に今の既設の浄化槽だったら入らないか

ら、もっと小さい浄化槽がないのかということを町側に話してほしいということだったのです。 

 そして、町職員が行っています。ただ、今言ったように、町職員も戻ってきまして、敷地が
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ないからちょっと困っているのだということです。まだ改善どうのこうのはないのですけども、

そのような形で担当職員は行って、ちょっと今話はしているということです。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 話の取っかかりが、結局圧入で将来水洗化になるということを自分は

頭にあって、そういう設計しか、つくり方をしなかったと。それで、来ないというのがわかっ

たと。それで、合併浄化槽するのだけど敷地がないと。どうしてくれるのだという意味合いの

中で、それではということで水道課のほうに相談しに行けという話だから。中身はそういうこ

となのです。 

○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） 業者がどう判断するか以前の問題として、家の前が何もなくて、

庭もなくて、そこにマンホールがつくれないと。どうするのだという、それをどう考えたらい

いのだといったら、あとは何か行政的な考え方でどうするかということを判断してもらわなけ

ればならない部分というのが出てきているわけでしょう。ですから、その部分は町の意見とし

て聞けばいいわけで。だから、それを出しておけばいいわけでしょう。 

○小委員長（本間広朗君） これを載せるかどうかということになります。意見・要望として。

載せていても構わないと思いますけど。それで回答をいただければ。こういうことですと。 

 皆さん、どうでしょうか。よろしいですか。載せていくということで。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 次、お願いします。 

○主幹（森 隆治君） ６番目なのですけど、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置を望む。白老中央生活館。 

 失礼しました。これはもう既に今回の補正のほうで上がってきていますから、この予算の措

置もされているのです。 

 それで、これと合わせて今先ほどの件も、ちょっと載せる、載せないは別として、一応上下

水道課のほうでは動いておりますので、それだけちょっと申し添えたいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 今主幹が言ったとおり、上のほうも直接議長経由で上げなくても、こ

れはわかっているわけだから、これは別な方法でまとめる。そのほうがいいのではないですか。 

 だから、これは載せなくていいのではないですか、２つとも。わかっているのだから。だか

ら町側に申し入れをする要望の中には載せる必要はないのではないですか。今対応しているわ

けだから。ちゃんとその結果もわかるわけでしょう。 

 だから、議長経由で町側にこういう意見・要望がありましたから、それに答えをくださいと

いう話にはならないのではないかということです。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さん、どうしますか。今、熊谷委員意見ありましたが。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今言ったように、もう公共的な部分で予算づけされているとか、もう   
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周りでもって整理されるよという部分をまず載せるかと。あと個人的な要望的なものについて

は、協議しているとかしていないとかというのを抜きにして、そういうことは個人的なものに

かかわるものについては載せないとか。そういうことを基本的に整理していかないと、どうし

ても個人的なものは今言ったように、事務局が担当のほうへ行って話せばいい話だから、そう

いう部分でまず基本的に基準というか、一線を引いておいて議論していかないとだめだと思う

のです。 

 だから、僕は個人的な部分について、今話もしているということだから、５については載せ

ることはないのかなと思います。 

 だから、その辺を整理しておかないと、案件で行ったり来たりするのだよ。だから、今言っ

たように、熊谷委員はここに出ていてわかっているから、個人の話だよと。そうしたら個人的

なものについてはここに載せないと。あくまでも公的なものだとか、そういうことのまず一線

を画してから議論していかないと、案件によっても入ってくるよ。ばらばらと。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） その案件の内容的には個人的なことなのだけど、その根底には町が、

要するに下水道事業をするということを前提に、自分は合併浄化槽が必要ないという判断をし

ていたということなのです。それで、そういうふうになってしまったということは理解できた

のだけども、自分はその合併浄化槽に取りかえるというときには敷地がないのだと。それで、

これを相談してほしいのだということだったのです。 

 だから、個人的な問題であるのだけれども、当初町のメイン計画の中には、あそこの十二間

に、太平洋団地のほうにも圧入が入って水洗化になるのだったのです、計画的には。それがあ

るのです。それを、町の政策で合併浄化槽に切りかえてしまったのです。そこのところにも問

題があるのかなと思うから。だから個人的な問題というとらえ方はちょっと違うのかなと。 

○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） 下水道がどうなるかで家を建てたのではないから、それは結果

ですよね。下水が行かなくなったから、浄化槽をつくらなければならないというのは、結果だ

ったのです。 

だから、そのことはどうでもいいのだけども、これを個人の問題としてとらえるか、町づく

りの中の１つの大きな問題としてとらえるかというふうに考えれば、これは個人の問題ではな

いのではないかと。１件だけがたまたまそういう状況で困っているのだったらそれでもいいの

だけれども、これ何件か出ているわけです。こういう話というのは。 

 だから、そういうことで町としてどういう対応をするのかという姿勢を聞くということでは、

やっぱりこれは必要でないかなという気はするのです。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 下水道については、その地域ではもう説明が終わっているのです。そ

うでしょう。 

 それともう１つは、この、ちょっと戻るかもしれないけれど、報告会の内容なのです。この
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ときに、町側に立つ、立たないではなくて、今下水はこうですよと。これ以上は個人の問題と

いう言い方はいけないけど、これについてはちゃんと下水道のほうへ行って聞いてくださいと。

どうですかと。そこである程度、そういうふうにされていればここに載ってこなくていいはず

なのです。あり方も出てくるのです。 

 だから、その辺の整理の仕方も考えて、載せるかどうかということをやっていかないと。た

だ、先ほどの話に戻るけど、そうでしょう。議会報告会ではある程度もう説明責任しましょう

と言っているのだから。 

 だからその辺が、今これＡ班かな。Ａ班の部分だから、どういう説明しているのか。だから

今言ったように、いや、これはこうだよと。では、下水道へ行って相談してくださいよと、あ

と、あなた方相談に来ると思いますよと、担当課に言っておきますよと。どうぞ行ってくださ

いと。それで、個人の問題は整理がつくのか。 

 その辺を今斎藤副小委員長が言ったように、いやいや、下水道の問題だから、それはちゃん

と議会も考えますよと、言ってくださいとかとなるのか。その辺の整理の仕方で違ってくると

僕は思う。だからこれ、課題になってくるのです。あり方によっては。正直な話。 

 だから、逆に町側も、そうしたら僕が今言ったように、そうしたら議会報告会はどうやって

説明しているのか、こんなものはそうやって言えばいい話で、みんな上がってくるのかとなっ

てしまうのだよ。逆になれば。 

○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） 言い方がどうかわからないけども、こういう集まりの中で出て

くるのは個人的な要望が多いわけです。それを個人の問題としてとらえるかどうかと。我々が

扱うときにはやっぱり、町づくりの中の１つの課題として、これは町側の姿勢を聞く。町側の

姿勢がわかれば、その個人の問題も解決すると。こういう流れなわけでしょう。 

 だから、個人の問題をそのまま言われたとおりに出すのでは、やっぱりおかしいと思うので

す。だから、それを大きな問題として、そういう課題をどういうふうに解決するかという姿勢

を示してもらうということが、これが大事なことではないかなというふうには思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何か。 

 何か個人的な、これは本当に今斎藤副小委員長が言われたように、今回個人から出た意見か

もしれないですけど、例えばそういうような団地で、下水道の来ていないところが、例えば昔

というか、ぎりぎりに建てた家もあろうかと思いますので、そういうところでそういう水洗化

にもならない、下水道が来ない。まして、ぎりぎりに家を建ててしまうとそういう合併浄化槽

もできないというような家も、これから例えば議会報告会に行っても、そういうようなところ

も出てくると思うのです。 

 ですから、いろいろなそういう含みというか、そういうのもあろうかと思いますので、僕と

しても例えば言葉を変えて、別な形で載せていくという考え方もあるのかなと思いますので。 

 その辺、皆さんどうお考えか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 熊谷委員どうぞ。 
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○委員（熊谷雅史君） もうガチンコになっているから。これは載せるか載せないかの問題だ

から。言葉を変えるというのもわかるのだけども、それだったら全部載せたほうがいいと思う。

全部。こういう要望がありましたよと。これについて町側の考え方を聞かせてくださいという

話でいったほうがいいと思う。今回だけ。今回だけだよ。次回からは今前田委員が言っている

ように、反省会の中で、これは町づくりの観点の中から大変になるのだろうか、それとも個人

の問題なのかと、そこで精査するという基準を設けておけばいいと思うのです。 

 今ここでやってしまうと、その場面にいた人間の判断と、その文章からする判断と、過去の

経緯を覚えている議員さんの頭のそのメモリーで判断するよりないわけだから。もう時間もた

っているし。 

 僕は、やっぱり言われた方の考え方というか、目を見ていましたから、切実に、前田委員が

おっしゃったように、説明会はもう終わってしまっているのだから、本人たちは理解している

のだという言い方をされたけども、本人は納得できないから私は言っているのだと思うのです。 

 ただ、それについては対応が終わっているから、僕は載せる必要はないと思ったけれども、

先ほど言ったような、その基準を設けるということになれば、これ一つ一つで判断しても非常

に難しいと思う。 

 ただ、前田委員が言ったように、おいおい、今回議会報告会があればみんな出てくるのかと

いう話になられるのも、これも解釈に合わないのだけど、今回はこういうまとめ方なので、こ

ういうふうな。それで、先ほども言ったように、口はばったいのだけど、今回はきちっと一回

やったことだから、これはその基準にのっとって出しますよと。全部出しますよと。とりあえ

ず返事をくださいと。補正でも決まりましたという返事も来ると思うのです。 

 ただ、次回からは、きちっと精査しますよということをつけ加えることもこっちでは可能で

しょう。それで、議長宛から出してもらって整理するというほうがいいのではないですか。こ

こでやっていたら終わらないです。終わらない。 

○小委員長（本間広朗君） そういうような熊谷委員のご意見もありますけど。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 私も小委員会で一つずつ読んでやるのは大変だと思う。そしてこれ、

Ａ班、Ｂ班の人だったらある程度責任を持っているけども、前回でもんでいるけど、反省会を

開いて、各班で責任持って上げていないのだよね。拾っているだけなのです。 

 だから、今回は今言ったように、言葉の軸は多少あると思うけども、載せておかないと。そ

れを、あとは今言ったように、予算がついているかついていないかだけの話は別にして、あと

はある程度、先ほど言ったようにこの下水道だって虎杖浜地区だと思うけども、そういう軸と

いうのはちゃんと整理して上げて、とりあえず今回はもう上がっているのだから、これをいい

のではないの、上げておいて。今回だけ。 

そして次回からちゃんと、今言ったように、僕が言ったような基準を設けておいて、そして

Ａ班、Ｂ班で整理してもらって、ちゃんと上げてくると。 

○小委員長（本間広朗君） 先ほどの反省項目の中で、取り扱いについて、大渕委員のほうか



 31 

らも出ていますけど、要望が満たされているものは除くということになっているのです。です

から、要望が満たされているかどうかというのを。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） だから、それを一つ一つ精査していくと、今時間がかかってしまうよ

と。だから、わかっているのだけども、大渕委員が言っている中身もわかっているのだけど、

今回に限りみんなでやってしまうと。それで、次回からは今言ったような中身のことで、やっ

ぱりやっていかなくてはいけないから、それは大渕委員の言われている中身が通っていくと思

うのです。 

 だから、今回一回限りです。反省会をしていないから。ニュアンスも変わっているし、時間

もたっているから。全部。 

○副小委員長（斎藤征信君） ということは、その次の６番目も出すということ。 

○委員（熊谷雅史君） 出して。だから、これは補正で決まりましたよと返事が来るわけでし

ょう。わかっているのだけど。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 申しわけないのだけど、この進め方、もうちょっと整理していかない

と、今言ったようにその、全体委員会で出た意見はこれ意見なのです。全体のこの意見という

のは。意見を参酌してあるから、今言ったように、この中で西田委員が言った、大渕委員が言

ったからどうだという話にならないのです、整理するときは。委員会としてどう思っているか

ということをちゃんと整理していかないと、どうも、堂々めぐりして時間ばかりたつのです。 

 だからこれも、ある程度委員長、副委員長がこの字句もちゃんとある程度会議録を読んで、

ちょっと修正して、わかりやすくしてもらって、そしてこの部分とこの部分については、今の

ようにこういう考えを持っているから上げていくとか、そういうことを整理していかないと、

みんな一からこうして議論していたら、本当に大変なのです。悪いのだけど。 

 やっぱり、議会の委員会のあり方というのを、方向性をどうしていくかということを示して

いかないと、ずっと時間がかかってばかりいるのです。だからその辺、だからこの部分も今言

ったように、委員長、副委員長で予算がついたものは上げないよと。だけど、今回Ａ、Ｂ班は

反省会をして整理されていないから、今熊谷委員が言ったように、ある程度もう上げていこう

と。それでは字句だけ間違えないように、会議録を見て、正副委員長が整理をして、上げてく

れば、そういうふうに１つずつこうけじめをつけて整理していってもらわないと、何か。申し

わけないのだけど、いや、委員長云々ではないよ。その辺、やっぱりここの委員会のあり方を

もうちょっと合理的に進めていかないか。 

○小委員長（本間広朗君） ただ、この後例えばアイヌ民族博物館の学芸員とか、航空学園と

か、いろいろなこういうのが出てきますので、これ正副でどう取り扱うかという、正副ではな

かなかちょっと重いものもあると思いますので。皆さんのいろいろそういう議論というか、議

論していただいて、出していくというような方向も必要かなと思いまして。 

○委員（前田博之君） 悪いけどもアイヌ民族博物館、これ緑丘福祉館でなかったですか。緑
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丘だと思ったな、これ。ちょっと聞いてみただけだけど、違うかい。木本さんが言ったのでは

なかったかな。 

○委員（吉田和子君） 木本さんだから、緑丘福祉館です。木本さんが大渕さんに質問して、

町ではなくて、これを国や道がみるべきではないかという。 

○小委員長（本間広朗君） これ、そうしたら、確かにそうなのですけど、一応ちょっと事務

局のほうに読んでいただいて、これちょっといろいろと正副でも決められないところもあろう

かと思いますので。 

 正副でいいというのでしたら、皆さんがそうおっしゃるのでしたら正副でもいいのですけど。 

 斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） 先ほど話が出たように、町側に聞くということだから。何も重

いとか重くないとかにならないだろうと思うのです。 

 だから、今回は出して聞いてみると。ただし、やっぱり何でもかんでも出せばいいというよ

うになるのかどうなのか、その辺がちょっともう少し考えなければならないけども。一応は出

すという方向で、正副でまとめるということでもいいのではないかと思うのです。 

 ただ、11 番目みたいな意見を、これは出たから出していいということになるのかどうなのか

という。これちょっと、私もわからないのです。１つの意見なわけでしょう。これに対する意

見というのもあるわけでしょう。 

 だから、これは出たから、それでは何でもいいから言ったものが勝ちかということになって

しまって、そうなってくると、ちょっとうまくないなという部分もあるわけです。どうするか

という、いろいろな意見があるものを、一方の意見で返答を求めるということ、それでいいの

かどうなのかと。そのあたりの考え方がはっきりしていれば。私はここのところがちょっと引

っかかっているのです。 

○小委員長（本間広朗君） 今の斎藤副小委員長の 11 番の項目についてもありましたけど。全

部載せるということで、皆さんよろしいですか。 

熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 何回も言うようだけど、一つ一つ精査していくというのは、この次の

作業であって、今回は言ったようにＡ班、Ｂ班の中身の反省会を踏まえて上がってきたもので

ないから、この小委員会でこれを上げる上げないということは、非常に時間のかかることと、

合理性はないと思うのです。 

 ただ、みんなが、これいいよ、これだめだよという話でまとまればいいけども、今のように

やっぱり意見がかみ合わない部分が出てくる。それに対して結論を出そうと思っても、これは

出ないから。ということは、要望事項で上がっている、意見で上がっているということを前提

に、今回は。これが今回５月に行った報告会で、各会館で町民の方々から出た要望並びに意見

ですと。そしてこれについて、町側として回答のできるものは、変な話これから出ると思いま

すけども、要するに懇談会を開催する前に回答をいただくということで。そして、回答も出な

いものは出ないで仕方ないと思うのです。 
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 それで、それを今度まとめたものを来られた方々に渡すと。それから議会だよりにも載せる

と。そういう方法でいいのではないですか。 

 それをまた個々に、町側の結果を個々にまた、これを載せるか載せないかという議論になっ

たら、また先ほどと同じ議論になります。 

 だから、今回については１回限り、申しわけないけどこういうふうにさせてくださいと。こ

れしかないと思います。これは全体の委員会にかける必要もないと思います。小委員会に付託

されているわけですから。小委員会でこれでいいということであれば、その進め方のほうが、

時間的にも効率的にも、ちょっと包含してしまうけども、今回に限りこういう方法しかないと

思います。 

○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） そういうふうに考えたとしても、素直に出てきたのだから、町

側の意見を聞きましょうということで、それで事が済みそうな気もするけども、ただ、白小と

緑小を早く一本化すべきと。これは１つの意見ですよね。これ、まだ町側としてはその小学校

の適正配置というのは、まだ触れられていないわけですから。だから、これを一本化すべきと

いう意見で出すのか、それとも白小と緑小の統合というのをどう考えていますかとか。ここの

適正配置はどうかという、その考え方はとかというような形で聞くのならいいけども、一本化

すべきという考え方というのは、これ出してしまえば答え方にも影響が出てくるわけです。一

本化するとかしないとかというような形で。 

 もちろんそんなことは町が考えることだけども、だけどもそういう答えを求めるようなこと

よりも、やはりもっと広く聞いておかなかったらだめではないかと。そのぐらいの何というの

かな、この委員会としての考え方があってもいいのではないかと。 

 出てきたから全部聞くのだという形ではなくて、そういう文章の訂正だとか、聞き方を変え

るとか、そういう操作があっても、何もおかしくはないのではないかという気がするのです。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 余り、せっかく今結論を出そうとなっているのに、ここで一つだけで

議論したくないけど、これは、ここは私も事実行っています。だけど、斎藤副小委員長が言っ

たように、表現を変えるとか、何とか我々が言った人の考えをもって批評するとか、その場で

議論するのはいいのです。今後のとき、これが会議録としてこういう言い方をされているのな

ら、今言ったような表現を変えるべきではないと思います。本人がそういう意思で言っている

のだから、一本化すべき。それは、緑小にすべきだとか、白老小にすべきだとか、この意見が

あるかどうかわからないけど、どちらかに一本化すべきと、早くしてくださいよという言い方

だと思うのです。 

 だから、それは逆に、今も議論しているけどこれＢ班でしょう。Ｂ班で反省会のときに今み

たいな議論をして、それでどうだという結論になってくると思うのです。 

 だけど、小委員会でＡ班、Ｂ班から上がってきたものをここで評論して、こうだこうだと言

えるのか。 
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○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） これ、早く一本化すべきと、これは町側からまとまったきちっ

とした答えが出てくる問題ではないことははっきりわかっているのです。 

 だから、この人は早くすべきだということだろうと思うのだけれども、例えば表現をちょっ

と変えて、この一本化するべきということも、こういう短い言葉に直したのは、これはここで

まとめたときにそうなったのであって、この人はもっと言っているわけです。やっぱり縮めて

いるわけです。だから、言葉足らずになっている部分というのもあるわけです。 

 その表現が、適正配置はどうするのですかという物の言い方に変えたとしても、答えはちゃ

んと出てくるのです。こうこうこういうふうにしていきますという形で。これに対する答えは

出てくるはずです。 

 だから、それではそれを読んで、ああ、一本化を早くするのだなとか、しないのだなとか、

そういう判断というのはその答えから考えればいいことであって、全くそういう答えがわから

なくなるような聞き方というのは、これはすべきではないかもしれないけども、それがわかる

ような聞き方で、あと質問を出せば、文章を変えても何の責任もないと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 今斎藤副小委員長の意見もあります。これ、例えば全部載せてい

くということになると、なかなか、これだけに限らず、いろいろ言葉として文言として不十分

なところ、理解しにくいところも出てくると思うのです。 

 ですから、例えばこれを、今斎藤副小委員長が言われたように、例えば正副に任せていただ

くのでしたら、そういうような文言をちょっと変えて、出していくというやり方もある。 

 熊谷委員も先ほどから言っていますけど、それを今回まず、例えば正副にやっていただくと

いうような考え方もあろうかと思いますし、ここでいろいろそういう文言を直していくとなる

と、また時間がかかると思いますけど、そういうような考え方もあろうかと思います。 

 皆さん、どうしたらいいか、ちょっとここで考えていただきたいと思いますけど。 

 皆さん、いかがですか。今斎藤副小委員長の言われたようなこと、いろいろ文言をこう、こ

こは要約というか、書いているところも 11 番に限らず書いているということもあるので。これ

をまた会議録といろいろこう、調べて精査して、それを文言を変えて出していくというような

考え方もあろうかと思います。 

 ここでまた、いろいろ文言を考えると会議録を見ながらやっていかないとだめだと思います

ので、今回、今後出されてきたことをいろいろこう、要望書に詳しく載せていくか、要点を書

いていってやるかというのも、いろいろ考え方がありますけど。 

 今回、皆さん、どうしますか。正副でやりますか。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時２７分 

                                         

再開 午後 ０時４３分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 
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 まずそうしたら、今回これを全部載せるということでよろしいですか。それで、このままの

意見・要望の言葉を載せるのではなくて、多少主旨が変わらない程度に文言を変えて、正副で

ここを変えて、議長に報告していくということでよろしいですか。そういうことで。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それと、この報告した後の、例えば回答のそういう期限とかとい

うのを、期限を決めてやりますか。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 運営基準からいけば通知することになっているのだよね。 

○小委員長（本間広朗君） ええ。通知して、その後。 

○委員（前田博之君） 通知して、その回答をもらうとは言っていないのだから、そこまで踏

み込むのはどうか。今回は。うちも結構、ちょっといろいろな補足されているところがあるか

ら。内容が内容、文言を整理していくのだけども、いちいち向こうへ行って町側にその主旨を

説明して、本当はこうなのだよという意見をもらえるのであればいいのだけども、そこまでま

だ整理されていないわけでしょう。だから、もらうとかもらわないとか、これから議論だけど、

ただ運営基準では通知するとなっているから、今回取り扱いをどうするかということだよ。も

らうのが一番いいのだけども、ただどうなのか。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） そういうことでいいのだけど、通知して、やはり今回やった報告会で、

意見・要望で出ているわけだから、何らかの形でやっぱり皆さんに回答しなければいけないと

いうことを前提にすれば、一番ベターなのは懇談会のときにやっぱり説明できることがベター

だと思うのです。 

 だから、それまでですから、９月いっぱいくらいまでにという期限をつけたほうがいいので

はないですか。できる回答についてです。返ってこない可能性だってあるわけですから。 

○小委員長（本間広朗君） 必然的に期限が決まってくるということですよね。次の懇談会ま

でということで、期限つきで回答を求めるということになりますよね。 

 そうしたら、そういうことで、まず、返ってくるかどうかは別として、そういうふうにこう

要望していくということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） わかりました。 

意見・要望の取り扱いについて、以上だいたいこう、議論が尽くされたと思いますけど、何

かそのことについて、あとほかに何かありましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） ないようでしたら、事務局のほうで何かありましたら。 

 熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 明日バスの中で委員会をしたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

以上です。 
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○小委員長（本間広朗君） この後、議会懇談会のほうに本当は入っていきたいと思いますけ

ど、皆さんのご都合をちょっと、よろしいでしょうか。 

○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） 約束の時間がきてしまったし、この後の仕事もあるという人も

いるのだから、この次 30 日にそれをやろうと初めから決めていたのだから、30 日に精力的に

やると。それまでに委員長は、十分にすぐ審議に入れるように用意をすると。それで終わり。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長のご意見がありましたけど、皆さんそれでよろし

いですか。それで、次までにいろいろ懇談会について皆さん考えていただいて。できるだけ。 

 事務局どうぞ。 

○主幹（森 隆治君） ちょっと済みません。終わる前に、ちょっと 10 月の予定表を見ていた

だきたいのですけども、10 月はもう既に予定が入っています。10 月１日、２日が管内議員研修

会が壮瞥町で予定されております。あと、５日、６日、７日です。５日、６日までがゼミで胆

振管内の市町村事務研究会が洞爺湖で行われます。それから、９日に視察が入っております。

14 日、15 日、視察です。21 日、視察となっています。 

 ここに記載されていないのが、登別との合同研修があります。これがちょっとまだ未定です。

通常でしたら８月のお盆明けだったのですけれども、ちょっと今回選挙と絡みまして、向こう

がちょっと無理だという話をしていますので、当然９月は議会がありますので、多分 10 月とい

う形になろうかなと思いますので、それも合わせてこの議会懇談会、30 日にやることになりま

したので、予定をある程度考えていただければ、早く進められるかなというふうに思いますの

で、一つよろしくお願いしたいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） だから、変な話だけど、20 年度の議会の懇談会の資料がついているけ

ど、そうではなくて、やっぱり事務局と正副委員長が相談して、前回反省会をしているのだか

ら、反省を踏まえて、どういう部分でこういうことを進めたいということも、やっぱりレジュ

メをつくって、そして出してほしいのです。ただこの去年つくったのを出すのではなくて、そ

うでないと進まないのです、会議というのは。 

 そして、今森主幹から言ったけど、登別との懇談会も、事務局が日程調整をしていつごろの

ここの部分で、ある程度登別とも相談して、大体この週ぐらいに決まっているよと。どうです

かということでちゃんと提示していかないと、みんな白紙から行っても物は進まないから、会

議というのは。その辺ちゃんと整理してください。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局どうぞ。 

○主幹（森 隆治君） 10 月については、今の登別との合同研修については当然相手もあるこ

とですし、これについてはちょっと事務局も今の現在ではもうちょっと無理です。 

 ですから、ただ、それもありますよということだけ覚えていただければ、当然入れば議員会

の中で話し合いをしますので、予定を外すことになりますので。そういうことでちょっと、頭

だけちょっと見ていただいて、ちょっと考えていただければというふうに思っています。 
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○小委員長（本間広朗君） 日程についても、10 月、懇談会は 19 日以降ぐらいになろうかな

とは思っています。 

 それで、視察が入っていてもこれを避けてやるということもできますので、日程的には登別

のほうとの調整もあろうかと思いますけども。19 日以降というか、くらいに予定としてはなる

のかなと思います。 

いろいろご意見もありますが、日程についてもまだちょっと、登別のほうとのこともありま

すので、次回の会議にしたいと思いますが。 

長い間いろいろ、本当に小委員会でもまだまだいろいろ議論しなければならないところがた

くさんあって、不十分なところもたくさんありますが、も今後一つ一つ解消、解決していきた

いと思いますので、今後もまたよろしくお願いします。 

                                         

◎閉会の宣告 

○小委員長（本間広朗君）  以上をもちまして広報広聴小委員会を終わりたいと思います。ど

うも長い間ありがとうございました 

（午後 ０時５２分） 


