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     ○開会の宣告 

○委員長（本間広朗君）  広報広聴小委員会を開催したいと思います。 

（午前１０時３１分） 

                                           

○委員長（本間広朗君）  きょうは議会報告会について、小委員会でまとめましたものを提出し

ていただきました。そして、きょう、委員会の皆様にご審議していただきたいと思います。 

 さっそくですが、１番の議会報告会について出ております。議会報告会の日程についてでありま

す。資料１をご覧ください。会場及び時間帯の確認なのですが、これでよいかどうかというのをち

ょっと皆さんにお諮りしたいと思います。 

 まず、班編成ですが、Ａ班、Ｂ班、このようになりました。Ａ班は、斎藤委員、山本委員、熊谷

委員、吉田委員、このように。Ｂ班も本間委員からこうなっております。そして、これはいろいろ

編成を変えようと思ったのですが、会派とかを分けて選んでいくということになったのですが、な

かなか選びきれなかったので何名かの方が前回の報告会より動いた程度で、基本的にＡ班のＢ班の

前回班長だった、私と斎藤委員が入れかわった程度のものになっております。これでいいかどうか

というのをちょっと、皆さんにお諮りしたいと思います。 

 それと、会場です。会場も１つずつ読み上げなくても見ていただければわかると思いますが、５

月 24 日月曜日、５月 25 日火曜日、５月 27 日木曜日になっております。これで皆さん、どうでしょ

うか。大渕委員、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  大渕です。会場の問題なのですけど、この趣旨も読みましたのでわかり

ました。ただ、社台が入っていない。前回ゼロだとか、いろいろなことがあるのでしょうけれども、

なぜ、社台を入れないのか。この次に社台を入れるということが条件になっているのか。やっぱり

僕は、本当から考えると、全町民が議会と接触できると。それは、集まるとか集まらないとか、ゼ

ロだからとか関係ないはずなのです。それで、社台を省いた理由はどういう理由ですか。それだけ

聞いておきたいと思います。社台にも町民はいるわけですから、そこはちょっときちんと議会の立

場として、聞かれたときに説明しなくてはいけませんので、そこははっきり聞いておきたいと思い

ます。 

○委員長（本間広朗君）  小委員会の中からもなかなか社台はちょっと集まり悪いのかなという

ところでいろいろそういうお話が出ました。それで、総合保健福祉センターのほうに社台の方に来

ていただいて、そこで報告会をしたらどうだというお話が出ましたのでこのようになりました。 

○委員（大渕紀夫君）  それは、そんなこと言ったら、萩野の人だって総合保健福祉センターに

来られるのです、バス出ているのだから。そんなことで社台の人に説明して、社台の人が理解する

と思いますか。前回ゼロだったから開かないなんていうことになりますか。私がいっているのは、

社台の人たちをどういうふうに考えて、どういう議論をされたのかということを聞いているのです。

総合保健福祉センターでやるなら、１カ所で全部集めたってできるのです、やろうと思ったら。議
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会としての考え方として、それでいいのですかということを聞いているのです。そこはやっぱりき

ちんとしておかないと、どこだって同じなのだから福祉センターでやるのだったら。 

○委員長（本間広朗君）  ほかに何か。 

○委員（大渕紀夫君）  この次はそこでやるのですか、社台で。そういうことを確認されている

のですか。 

○委員長（本間広朗君）  それは確認されていませんが、報告会、懇談会もありますから、この

次どうするか、また小委員会で決めていきたいと思います。今回に関しては皆さん、いかがでしょ

うか。 

○委員（大渕紀夫君）  いやいや、いかがでしょうかではなくて、私が聞いているのは、小委員

会でどのような議論がされて、社台を省いた理由は何ですかということを聞いているのです。 

○委員長（本間広朗君）  ですから、初めに言われたように、社台のほうは集まりが悪いという

ことで、そうしたら・・・。玉井委員、どうぞ。 

○委員（玉井昭一君）  少なかったという理由もあるけれども、総合保健福祉センターでやると

いうのは、社台と白老を合同してやろうということでここに決めたのでしょう。そういうことだっ

たでしょう。根本はそこですよ。それを言わなければ。 

○委員長（本間広朗君）  斎藤副委員長、どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君）  若干、補足します。会場を６会場にするか、あるいは９会場にする

か、これが一つの一番大きな問題だったわけです。実際に今、皆さんが多忙な中で本当に最大限や

れるのはどういうことなのかということでいろいろ話をしたのですけれども、この報告会、２班に

分かれたわけですから、１チームが１日１回ずつ３日間３会場、合わせて６会場、これが精一杯で

はないかと。その中でどうするかということを、まず、決めたということなのです。そして、それ

では９会場にすれば、もっと細かに、今、大渕委員が言われたようなことを満足させることができ

るのだけども、６会場にした場合にやはり人の集まる場所にみんなを寄せたらいいのではないかと

いうような話し合いになったということは確かなのです。それで、白老、字白老も、コミセンにす

るか、あるいは福祉センターにするか、これはどうするかといったときに、社台のほうも含めて、

それでは白老は福祉センターに１カ所にみんな来ていただこうではないかと。こういうふうな論議

をした経過はあるのです。ですから、これから、社台はしませんだとか何とかという話は一切して

いないので、やっぱり広げていく以上、これから懇談会何かでは細かに意見を聞かなければならな

いということからいうと、やはり社台を抜くわけにはいかないだろうと。そうすると、９会場にし

て社台もきちんと入れていくというようなことで様子を見ながら進もうというのが今回の案だとい

うことです。 

○委員長（本間広朗君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  大渕ですけど、私が言っているのは・・・。わかるのです。ただ、来な

かったから、そこではやりませんというのは議会としての考え方としては、僕は違うと思っている

のです。そこだけは、私はきちんとしておかないと、来なかったから、誰も参加者いないから、そ
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こではやりませんというのは、僕は議員の考え方としてまず根本的に違うと。だから、そこが初め

に出ないで、今のような説明で、来ないということは関係ありませんと。たまたま回数多いから、

そういうことだというのならわかるのです。だけど、来ないというのが前提条件でほかの場所でや

るというのは、議員として考えたときに、議会として考えたときに本当にそういう考え方というの

は成り立つものかということで僕は疑問に思ったから言ったのです。だから、回数多いというのは

よくわかりますから、それはそれで結構ですけれども、やっぱり社台でもきちんとやれるようなこ

とを考える。人口で考えたらどういうふうになるかといったら、字白老と社台を足したら、ものす

ごい人口です。そこが１カ所で、あとは全部違うふうになっているわけですから。集落としては社

台という集落があるわけですから、そこはやっぱり集まらないからではなくて、都合上、今回はそ

ういうふうにするというのは、それだったらわかるけれども、そこはやっぱりそういうふうに考え

られたらいいのではないかということで話をしました。わかりました。結構です。 

○委員長（本間広朗君）  今、大渕委員のいうとおりなのですが、小委員会でも今回、社台は省

くという分けではなくて、いろいろ場所を変えてやっていったらどうだというようなお話も出てい

ますので、今回このような形になりましたが別に社台をもうずっとやらないというわけではなく、

もちろんこれから懇談会もありますし、懇談会、報告会もこれからずっとありますので、いろいろ

会場を変えてやってみる、これも方法の１つとして小委員会で取り上げてみたというところなので

す。ということで、ご理解いただきたいと思います。 

 ほかに何かございますか。山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  会場の関係の意見、私は、大渕委員とは相反する意見を持っています。

一応こういう、きょうの委員会ですから、こういう考え方もあるということだけ申し述べておきた

いなというふうに思います。私は、先ほど副委員長の説明で、９カ所というようなこともあったけ

れども６カ所にしたというようなこと。これは、私は逆に小委員会の決定されたことを評価したい

なというふうに思います。先般、議会報告会ですとか、広報広聴常任委員会のあり方には、直接は

関係ないのですけれども、報酬の関係の記事が北海道新聞に土曜日に大きく出て、これは全道版に

出ておりました。それで、会議の日数が 2009 年で 183 日なのです。その４年前から比べると大幅に

アップしていると。当初、通年議会、これは改選前のときに 20 人の議員でいろいろ協議したのです

けれども、そのときに通年議会をやることによって日数がふえることにはならないというような説

明が事務局等からございました。そういう中でいろいろ議論した中で最終的に通年議会、そして、

チェック機能を高めるというために広報広聴常任委員会というのを設けたわけでございますけれど

も、現実的に仕事を持ちながら議員をしている議員が半分以上おりますし、今後やはり若い人たち

から、しかも仕事を持っているサラリーマンの方も議員に挑戦できるようなことを考慮した場合に、

どこかでいわゆる議会の日数を減らしていく必要が私はあるというふうに常々思っております。そ

ういったことを考えると、この議会報告会というのが充実したときには、私は登別と同じように、

大きな会場に１カ所で絞ることによって皆さんがそこに、１年に１回しかないということであれば、

そこに皆さんが結集する。逆に私は集まるというふうに思っております。ですから、いずれはそう
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いうような方向に持っていっていただければありがたいなという考え方です。ありがたいばかりで

はなくて、そうするべきだというふうな考えを私は持っています。今回のこの決定については、何

も異論がございません。意見としてちょっと申し述べさせていただきました。以上であります。 

○委員長（本間広朗君）  大渕委員、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  自由討議的で、非常に私はこういう議論がされたほうがいいと思ってい

ますのでもう一言だけ言っておきますけれども、お話をしたいと思うのですけれども。私は６回が

だめだというのではないのです。６回の中でも社台を入れることができる。ふやすことだけが私は

いいとは思っていません。ただ、集落として見た場合、社台という集落がきちんとあるのだから、

そこは入れたほうがいいのではないですかという意見ですから。むやみやたらにただふやせばいい

とか、そういうことを言っているのではないのです。２班しかないわけだから、２班でやるとした

ら、あと８カ所にするのか、９カ所にして３班組めば同じ日数でできるでしょう。９カ所にして３

班組めば、同じ人数でできるのです。やり方というのは、僕はいくらでもあると思うのです。です

から、そういうことも含めて今後、今、山本委員が言われたように、今後考えていくのであれば、

そういうことも含めて考えられれば。班数をふやすことによって細かくすることはいくらでもでき

ますので、そういうふうに考えれば、例えば２日間で３班組めば６カ所できるのです。そういうふ

うな柔軟な考え方を私は議会が持って、もっともっと議論を尽くしていくべきだろうと。山本委員

の意見ももっともですけども、私は考え方としてはいくらでもそういうふうにできるのですから、

そういうことを考えていっていただきたいと。そういう中で社台はぜひ入れていただきたいと、こ

ういうことでございます。 

○委員長（本間広朗君）  斎藤副委員長、どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君）  斎藤です。確かに今、お二方の意見ともそのとおりではないかと、

理のあるところだと思います。私たちとしても、この検討の中で社台がゼロだからやめたというふ

うには思っていないのです。社台がゼロならば、できる限り議会と住民が接触することを目的にや

ったわけですから、掘り起こしながらその場所でやるということが大事だという話もしたのです。

その中でこういう結果になったのですが、やるとすれば、今いわれたように、班をもっとふやして、

もっとやればできること、それも確かなのですが、まだ始まって２回目ということでいえば、熟達

するまでは今のままいって、そして、その中で検討していこうかという反省があったものですから、

そういう中で今回は前のものは踏襲しながらやってみようと。そして、その結果をまた反省しなが

ら進もうではないかと、こういうふうな話し合いは進んでいたということで、決して人数多いから

少ないからということで決めることではなくて、やりながら、みんなに、町内全体に広げていこう

かというそういう考え方でやってきたということだけで、今の意見は大事な意見としてやっぱり承

っておかなければならないのではないかというふうに思っています。 

○委員長（本間広朗君）  小委員会でもいろいろこの何年か模索してずっとやってきて、今いわ

れているように、報告会も今２班になっていますが、本当に懇談会のように３班に分かれて機能的

にやっていくとか、いろいろそういうお話は出ております。それで今後、今、斎藤副委員長いわれ
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たように、本当に小委員会でいろいろ模索しているところで、どうやったら住民のためにもいいの

かということを考えてやっております。そして、今回こういうような形になりましたので皆さんの

ご理解をいただきたいと思います。氏家委員、どうぞ。 

○委員（氏家裕治君）  いろいろな意見があっていいと思うのです。僕は、今回決まったことに

対してどうのこうのいうわけではなくて、何かこう、やっぱり議会側の都合でというか、議会側の

考え方の中で報告会だとか懇談会だとか、それから、最近よく感じるのだけれども、例えば広報広

聴常任委員会でやっている分科会の考え方だとか、何か議会側の考え方の中で町民の前に出て行く

という考え方というのはどうも納得できない部分があるのです。ということは、議会というのはや

っぱりどうしても町民の意見を聞いて、そういったものを反映させていかなければいけないという

立場にある以上は、いろいろなところを僕も歩くのだけれども、例えばいきいき４・６でもってや

っているもの、もっと身近な公民館でもできないのかなというようなお年寄りの声も聞く。そうい

うことを聞くと、ああ、そうだよねと。それでは、今までいきいき４・６でやっているものを何と

か近くの公民館でできるような形を今後はやっぱり考えていかなければいけないよねとか、そうい

うことが我々の仕事ではないのかなと私は思うのです。そう考えると今いったように、例えば萩野

に関しては、萩の里会館と萩野公民館、２カ所でやります。萩の里会館、萩野公民館、いずれにし

ても今まで結構な関心度を持って来てくれている方々がいらっしゃる。そうすれば、萩野は、それ

では、萩野公民館１カ所でやってみないかという意見があってもよかったのかもしれないし。です

から、人数ではないのかもしれないけども、各地域でやっぱり開催するということが僕は大事なよ

うな気がします。また、先ほど山本委員がいわれた、議会日数の関係も。僕はこういった議会報告

会とか議会懇談会だとか、それから、分科会だとか常任委員会の充実にはいくら時間ついてもいい

ような気がします。ただ、その中でも今までやってきた議会日数の中で無駄な議会日数というのも

何日か僕はあると思います。そういった議員の一人一人の資質を高めていって、そういった無駄を

排除していくことがやはりこれからも必要になってくるだろうし、そうすることによって無駄な議

会というのは開かなくていいわけです。議会というか、例えば委員会活動にしたって、何にしたっ

て同じことだと思います。ですから、そういったことは、町民はそんなこと一切関係ないのです。

議会側がどうあるべきなのか、議会側はこれからどうするのかということでもって、議会日数のこ

とについて、もっともっと前向きな議論ができたり、改善がされていくのではないかなと思います。

ですから、今後の議会報告会、議会懇談会の考え方については、またこれからいろいろな議論が出

るのかもしれませんけども、あくまでもやっぱり町民側に立った考え方で議会は動くべきだと私は

思います。 

○委員長（本間広朗君）  報告会と、また、懇談会とありますので、その辺の会場にしても、班

編成にしても、またこれから小委員会のほうでもいろいろ整理してやっていかないとだめなものな

のかなと思います。今後また、いろいろ課題というか、小委員会にもそういうものを課題としてや

っていきますのでよろしくお願いしたいと思います。山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  こういう機会なので自由討議みたいな形の中で今の氏家委員の意見に対
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して若干意見を申し述べたいなというふうに思います。今回の報告会そのもののやり方については、

日時や会場については先ほど申し上げたように異論はないのですけども。先ほど、氏家委員のほう

から議会側のほうの都合や立場でものを言ったり決めてはいけないと、あくまでも町民がどう考え

るかというお話だったと思うのですが。私は、議員というのは、議員になった時点において、なる

前からの方々もいらっしゃるかもしれませんけれども、日常の活動の中でそれぞれの支援者あるい

はそれぞれの支援団体、あるいはそれぞれの政治的なかかわりのある人々と日常の中で私は十分、

それぞれの議員個々が活動されているというふうに思います。それで、白老を離れるときは必ず何

日から何日まで白老を離れますということで議会事務局に出しているわけです。ということは、通

年議会にならなかったとしても 365 日に近いぐらい議員としては拘束されておりますし、日常の中

で町民と私はふれ合いを深めている。これが議員の活動だというふうに思っておりますし、私も自

負しておりますから、これをさらにいわゆる町民をふれ合う場を議会が無理やりつくることによっ

て会議の日数あるいはそういったものの日数をふやすということは、私は何か議会そのものが、議

員そのものが御用聞きにまわる、これが議会活動なのかなというふうに私は率直に感じているきょ

うこの頃でございますので意見として述べさせていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（本間広朗君）  斎藤副委員長、どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君）  若干、今のに絡みながら話をします。私たちの活動の中でやはり普

段お付き合いのある方だけではなくて、ほかの方々と広く接するということというのは議員活動の

中の一つの大きな命題だろうと思うのです。したがって、まち全体に出ていきながら、ここでやる

から集まって来いではなくて、こちらから幅広く出ていって接触するという。このほかに議会その

ものの主催ではなくて、個人的にも議会報告会や何かをやっていますから、そういうものも全部合

わせなければなりませんけども、議会全体の責任としてどう考えなければならないかといったとき

に、やはり我々の過重労働を強いてまで頑張ってくれというつもりはまったくないわけです。それ

で、できれば数多く、広く接することができるということになれば、我々みんなで分かれていけば

いいと思うのです。そうするといっぺんにたくさんの人とふれ合うことができると。それを何回も

繰り返しているうちに全町的な意見が聞けると、こういうような体制につくっていく必要があるだ

ろうと。だから、報告会だから２班でなければならないということは絶対ないだろうと思うし。報

告会だってみんなそれぞれ本会議の中で一生懸命頑張って、町のやり方や何かと討論しているわけ

ですから、誰が行ったって客観的な報告というのはできるはずです。そうすると、何人かに小さく

分かれて出て行くことも将来的には可能だろうと。ただ、そのやり方や何かについて、小さくして

しまったために個人の懇談会になってしまったのではいけないわけだし、あくまでも議会として客

観的な報告をしながら皆さんの意見を聞くということが建前だから、どこまでそういう班編成がで

きるのかなというようなことも一つの大きな課題だろうというふうには思っています。ただ、２班

でやるわけですから、それほど皆さんに無理はかけられないということが今回前提にあったという

ことで、これから先々、同じような負担だけども、もっとたくさんの人と触れ合うことができたと

いうことになれば最高だろうと。そんなふうに考えながら、これから見直していきたいと。今の皆
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さんのご意見というのはすごく大事なことだと思っていますので、そういうことを肝に銘じながら

見直しを進めていかなければならないというふうに思います。 

○委員長（本間広朗君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  非常に僕もこういう議論はうんとしたほうがいいと思うのですけど、山

本委員が言われたことに対して、ちょっと僕思うのですけど。議員個人が議会活動をするのと、議

会が活動するのは別だと僕は思っています。ここはきっちり分けたほうが私はいいのではないかと

思います。議員個人の活動と議会がやる活動というのは全然違うものだと。そういうふうに考えら

れてやったほうがいいだろうと。 

 それと今、斎藤副委員長が言われましたように、本当にそうだと思うし、もう１つは、例えば議

会報告会を一番最初にやった本吉、今は本吉町もう合併してないのですけど、その本吉町は初めか

ら３人です。３人でやっているのです、報告会も懇談会も。そうしたら、議長入ってもらえば５組

できるのです。５カ所でやったら１日で終わるのです。そういうことになるのです。だから、僕は

そういうことを考えれば、もちろん白老が２班でやるというのは白老町のやり方だから全然問題あ

りません。まったく問題ないと思います。ただ、そういうふうにやっているところもあって、そう

いうふうにやれば１日で済むということも事実なのです。だから、そこら辺を考えて、やっぱり山

本委員の意見も入れながら、しかし、私は議員個人が町民を接触するのと、議会として接触するの

はかなり違う中身だろうと思っていますので、私はそういう形でぜひ合理的にやるのは構わないけ

れども、そこはきちんとやっていったほうがいいのではないかなという意見を持っています。 

○委員長（本間広朗君）  いろいろまだ課題等々ございますので、皆さんの委員会もそうですし、

小委員会でもいろいろ今後、それらのことは議論していきたいと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。 

 この報告会の日程についてはよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（本間広朗君）  それでは、このようにしたいと思います。 

 続いて、報告事項についてです。報告事項についてではこのようになりました。 

①新年度予算について 

②町立病院の運営について 

③バイオ燃料問題について 

④要望への対応・意見書について 

この４点、項目に上げてみましたがいかがですか、皆さん。ほかに何かご意見のある方。よろしい

ですか。何もないようでしたら、次に行きたいと思います。よろしいでしょうか。斎藤副委員長、

どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君）  若干、説明しておかなければならないかと思うのですけれども。や

はり報告の中で一番大事なところは白老町の財政問題だろうということで、財政についてはすごく

幅広いわけですから、１人誰かにお願いしますというわけにはいかないだろうと。やはり２人で担
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当しながら、財政面の大事な部分を報告してもらうようにしたらどうかというようなことがあった

ということ。後で説明があるということですのでやめます。 

○委員長（本間広朗君）  ほかにございませんか。 

 ないようでしたら、次に、司会・主催挨拶・報告について、先ほどちょっと言われました役割分

担に入っていきますが、これも役割分担のところで説明したいと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。 

 次に、記録は全員ということで、報告会が終わりましたら、すぐ反省会があります。それで、議

事録がまだ上がってこないので、できるだけ皆さん全員で記録しておいて、常任委員会のときに反

省もそうですが、いろいろな意見・要望を出していただくことになると思いますのでよろしくお願

いします。 

 報告担当者は、簡単なレジメを作成し事務局に提出。事務局は一覧を作成し各委員に配布すると

いうことになっております。ここの部分について、いかがですか。準備資料についても、これはま

だ役割決まっていませんので、ちょっと後でまた、役割分担と準備資料について説明しますが、こ

の部分についてよろしいですか。よろしいですね。 

 次に、議会報告会実施要領についてです。資料２をご覧ください。済みません。その前に資料１

の２をご覧ください。この資料１－１はちょっと細かく書いてあります。これは各家庭に回覧する

ものでございます。前回、各戸配布について、中から出されましたが、事務局のほうから町内会の

回覧についてちょっと説明していただければと思います。 

○事務局主幹（熊倉博幸君）  前回の反省の中で全戸配布という形で出てきていたのですけども、

今、町のほうでは各家庭に残るもの、例えば、ゴミの分別表だとかそういうものについては、各家

庭全戸配布はしているけども、お知らせとかそういうものについては極力町内会の負担も軽減する

ということから回覧で回すという取り決めにしておりますので、今回のものについては回覧で周知

するということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（本間広朗君）  ということで、今後、回覧でこのような形で回るようなことで。その

ほかに議会だよりにも５月号に、一番後ろにこれと同じような内容で出ます。それと、回覧という

ことで。 

 次に、資料１－２でございます。後でまたちょっと出てきますが、これは今回コンビニに張ると

いうことになりましたので、これを各町内のコンビニに張っていただく。これは今、Ａ４ですが、

Ａ３、その大きさを用意してありますので、これを各委員が各コンビニに張っていただくというこ

とになりましたので。ということですが、よろしいでしょうか。これはちょっと３番目にいく前に。

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  氏家です。これはコンビニと限定した、何か意味はあるのですか。 

○委員長（本間広朗君）  各施設 20 何カ所、30 カ所近くあるのですが、それだとなかなか皆さ

んも大変ではないかなということで今回やりましたが、段階的にまた、コンビニだけではなくて、

この後いろいろ町内の施設に出すことにもなってくると思います。今回はちょっといろいろ皆さん
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お忙しい中大変だろうなと思いまして、コンビニに限定させていただきました。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  これは別にコンビニだけという意味ではないのでしょう。用紙何枚かし

かないから、それだけ張ったら終わりだという話ではないのでしょう。例えば、ここに張りたいの

だけども、もう一枚つくってくれといえば、つくってくれるのでしょう。 

○委員長（本間広朗君）  それは構わないと思います。ただ、今回コンビニだけにしたので、ど

こか張っていただけるところがありましたら、そのような形でも柔軟に対応したいと思います。そ

れでは、報告に関してはよろしいですね。 

 次、議会報告会の実施要領について。資料２です。これは読んだほうがよろしいでしょうか。前

回の実施要領と変わらないので。ただ、日程、報告事項がちょっと変わってきている程度のもので

ございます。読まなくてもよろしいですか。 

 それと、この実施要領の 12 番目なのですけど、結果の公表等とございますが、これは、議会報告

会終了後は、成果・効果等について広報広聴小委員会で反省総括するとなっておりますが、これは

最初に委員会のほうで反省総括をするということになっておりますので、この辺ちょっと後で書き

直して、また皆さんにお渡ししたいと思います。もちろん広報広聴小委員会でも総括というか、い

ろいろまとめたりしますので、その前に委員会で総括もあります。ここの部分だけ見ると、小委員

会で総括するということになっていますので。わかりやすいように変えたいと思います。 

 それで、この実施要領の内容について、何か気づいたところありましたら。山本委員。 

○委員（山本浩平君）  報告事項なのですけれども、フルに２時間の中でこれらを報告して、そ

して、町民からいろいろとご意見を伺うと。ご意見を伺う時間を多くとったほうが、やはり意味が

あるのかなというふうにも思うのですけれども、ボリューム的にこれは無理ないですという小委員

会の判断だったと思うのですけれども、その辺話し合われた経過についてちょっと説明伺いたいな

と思います。 

○委員長（本間広朗君）  ちょっと先になりますけど、実施計画書、ここに時間配分というのが

ございます。資料３。これも小委員会のほうでは、前回も報告事項はかなりたくさんありました。

それで、時間もかなりとって、住民の方にこういう報告する事項が多くなってなかなか大変だった

という話もあります。それで、ちゃんと時間配分については、皆さん、時間どおりやっていただけ

ればいいのですけど、延びたりして、やっぱり聞く側のほうも時間長くなるとあれなので。それで

今回、４項目について絞りました。そのほかに質疑応答とありますけど、質疑応答を 60 分間、１時

間とっております。報告は前回も確か 70 分くらいだと思いますけども、これも今ちょっと少なくし

て 50 分以内にするということで、報告のほうは少なくして、できるだけ住民の皆さんの意見を聞く

ということでこういうような時間の割になりました。それを小委員会でいろいろ議論しました。斎

藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君）  補足します。出だしは、報告会は意見を聞くよりもこちらから議会

の中の活動をよく知ってもらうという形でやりましょうと。懇談会は皆さんから意見を聞きましょ

うというふうにして始めたのですけれども、やはり話をしてみると、向こうからもどんどんと意見
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が出てくると。それではやっぱり、飽きるぐらい聞いて、ものがしゃべれなかったというよりは、

やっぱりしゃべられる場所がなければだめなのではないかと。こういうことは反省をしたのです。

その中でもっと要領のいい報告の仕方というのはないだろうかと。ただ、口でベラベラとしゃべる

と、聞いているほうもわからないと。そうすると、今回どうしたらいいのだというときに、パワー

ポイントを使ってやればいいのではないかと。見ながら、指しながら、やっていくとすごく時間の

短縮にもなるし、わかりやすいと。聞いている人も飽きないで済むのではないかと。そうすると、

このぐらいの量でもできるのではないかという話になって、実はそれができるのかどうなのかと。

私は、そのあたりは不安なのです、なので全部お任せというふうにしたのだけども、熊谷委員が一

応見本につくってきてみるということをいって、それが使えるかどうかということはそれから確か

めようかといったのだけども、きょうも欠席されていますので、そのあたりどうなったのか全然わ

からないのですけども。後で聞いたら、局長からいわれたのだけども、パワーポイント何ていうの

は自分でつくって自分で説明するのならできるけども、そして、何回も繰り返しやっているのであ

ればスムーズに使えるけども、初めて使う人があんなものはできっこないというふうな指摘も受け

まして、それでは、どうしたらいいのかなというふうに考えているのですけども。そうであれば、

何かそれに変わるものとして、ボードに書いて、それを見せながら概略を説明するというような方

法もあるかななんて考えたりしているのですけれども。報告の時間を短縮したいという気持ちは十

分に持っていて、何か工夫する必要はあるかなと思ってはいます。 

○委員長（本間広朗君）  山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  私が伺いたかったのは、全体で 50 分だとして、単純に３で、予算と病院

と燃料施設の問題、３つあります。３で割ったら、大体 16.6 分なのですけど、そのぐらいで説明を

しきれるかどうかということと、特に例えば町立病院何かも決して内容的にはいい状況ではないと

いうのがはっきりしているわけでございまして、そして、燃料施設の問題についても、これの担当

の常任委員会が実際に今どこまで工事が進んで、本当にこれをクリアできるのかどうなのかという

ようなところもまだ未確定です。これを町民の前へ出て、どういうふうに説明して、そして、その

中で議会の中での活動を説明する時間として費やすという、先ほどの副委員長のお話ですけども、

これに対して、町がこういうふうに動いていますけども、私はこういう心配をたくさん持っている

のだという、そんなことは言えないわけです、議会報告会の中では。結局、町の、行政の今やろう

としていることの説明だけになってしまうのかなと。そういう懸念あるのです、これに関しては。

この辺どのように、小委員会の皆さんは考えられたのか。 

○委員長（本間広朗君）  及川委員。 

○委員（及川 保君）  前回の懇談会のときの反省会の中で私ちょっと、一言申し上げさせてい

ただいたのです。報告会ですから、当然、今、白老町のここに示されている新年度予算、町立病院、

バイオ、この３点は一番町民の関心あるところだろうと。これは前回の報告会のときにやっている

のです。ところが、今回 50 分になっていますけども、50 分の間、この説明をずっと聞いているの

です。結局その説明というのは、白老町長が説明しなければいけない部分をずっと議会側が全部説
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明、事細かに説明してきているのです。そうなると、中から実は意見がぽろぽろっと出てくるのは、

ずいぶん長いねとか、これはまちの報告会ではないのとか、こういう意見も実は町民の中から出て

いるわけです。だから、ちょっと勘違い。確かに説明しなければならない部分はあるのです。議会

側としてどう対応したかとか、いろいろあるわけですから。さらに、個々の議員もどういう対応し

てきたかというのもあるわけです。それが、あたかも町長が一所懸命説明、まちの予算を含めて町

民に示すものを一所懸命、議会が代がわりして一所懸命説明している状況にしか見えないわけです。

だから、このあたりもう少し改善できないのかなというのが実は私もどういうふうにしてやったら

いいのかというのは今ここで示されないのだけども、何か方法がないのか、そのあたりもう少し議

論をすべきかなと、改善すべきかなと、こういう考えを持っています。 

 それともう一つ。これは報告会ですから、先ほど申し上げたように、山本委員もおっしゃってい

るように、時間がやっぱり。約半々ぐらいに取っているのですけども、２時間の部分で。やっぱり

時間の配分からいくと、これは逆に１つ、２つぐらいにしておいて、懇談のほうに重きをやっぱり

置いたほうが、町民としてはいろいろな意見が出しやすいというか。ずっと、やっぱり、だらけて

しまうのです、50 分も。３人で分かれてやるとしても。ある会場では 15 分に収まったとか、ある

会場では 25 分かかってしまったとか、１つの報告に。そういう部分がどうしても出てしまうわけで

すから、もう少し、この報告の部分を、報告会だから報告はしなければいけないというのは当然わ

かるのだけども、やっぱり改善、少なくするとか、１つにおさめるとか、今回はこれだというよう

な形でやったほうが逆にいいのではないかなというふうに私は思うのだけどもどうでしょうか。 

○委員長（本間広朗君）  報告の仕方をいろいろ考えなければならないのかなと。前回も委員の

方から出ましたが、やっぱり町側の説明になっていると。それだったら、別にそんな説明要らない

と。僕もその場にいた一人でありますので、委員の方はできるだけそういう、本当に議会ではどう

いうことを話されたのかというような、いろいろそういうところを議会で。例えば報告会が終わっ

た後、住民の方からもいろいろそういう項目について質問があると思います。そのときに議会でい

えば、こういうことがあったとかと、町の説明だけのことで終わるのではなくて、やっぱり各委員

さんが発言するので、全員で発言するわけではないので、一人一人発言するので、そこは委員の、

個人の考え方もいろいろあるかと思いますが、議会でどういうことを議論されたのかというような

ところを説明していったほうがいいのかなと思いながら。皆さん、このことに関してはいろいろ考

えをお持ちだと思いますので、その部分でやっぱり住民からももちろん意見が出てくると思います

ので、そのときにどう対応するのかなというのは議員個々のあれになりますので、その辺は責任持

っていろいろ発言していただきたいと思います。山本委員。 

○委員（山本浩平君）  だから、新年度予算はわかります。前回もやっていますから。これは全

体ですから、新年度予算というのは、今年度こういう予算で町は組みましたということはわかるけ

ども、例えば町立病院の運営だとか、バイオ燃料の問題について、当たった議員がそれではどう説

明するのかとなってくると、どうまとめて、どう説明するかと、これは非常に厳しいです。今の燃

料化施設だって、担当のほうに伺ったら、本当は４月１日から稼動するような予定でした。これが
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やっぱりいろいろうまくいっていないような状況の中でまだ本格稼動未定なのです。これはどう説

明するのか。あるいは、町立病院に関しましても、３階は確かに変わりましたけども、私は、この

前の補正予算、あの補正予算の出し方についてもちょっと異論がありましたので、私、１人反対し

ました、あの補正予算に対して。例えばそういったようなことをお話できるのかどうなのかという

ことも含めてなのですけども、その辺、逆に町立病院とバイオの問題をどうしてこの報告に入れた

ということを伺いたいなと思います。こういうことだから入れて、こういう説明したいのだと、こ

ういう説明ができるのだと。 

○委員長（本間広朗君）  ですから、やはり今回、新年度予算のときに、特別委員会のときにい

ろいろ議論されたこと、例えば町立病院、ほかにもいろいろありますけど、一番多分、住民の方が

いろいろ心配というか、懸念しているところを上げてみたのです。それは町立病院とバイオ施設の

問題について、まず２点。そのほかにもちろん新年度予算もありますけど、これは後でまた２項目

ほどちょっと取り上げていただくということで。その４点のほかにもう一つ上げて５項目。それを

取り上げてみたと。山本委員。 

○委員（山本浩平君）  私が伺っているのはそういうことではなくて、関心のあることは、それ

は当然そうだと思います。この町立病院にしても、バイオの問題にしても、本当に関心あると思い

ます。それでは、どういうふうに説明、議会報告会でできるのかなということなのです。ただ、関

心があるから上げました。それで実際、担当になった人たち、困るのではないのかなというふうに、

そういうことを私、申し上げたいのです。今、委員長以外の小委員会のメンバーの皆さんいらっし

ゃると思うので、ほかの方ちょっと、こういうことでこれを上げたのだという説明をいただければ

なと思うのですけど。 

○委員長（本間広朗君）  斎藤副委員長、どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君）  町政のどんな問題を持ち出しても、議会として報告する以上、客観

的な報告にならざるを得ないということは確かだと思うのです。ただ、それでは、客観的な報告を

したら、これは町側の仕事ではないかと。何で議会がやるのだと、こういう論議が成り立つかどう

かというのも甚だ疑問なのです。それでは、町民はその客観的な事実を抜きにしておいて、それで

は、議会はこうやってやったのだと、反対意見もあったし、賛成意見もあったし、こうやってやっ

たのだという話を聞いたって、それを理解し得る町民というのはどれだけいるかということになる

と、やはり今、この事業についてはこういうふうな進展状況ですということをきちんと押さえた上

で、だから、議会は会議の中でこういう意見やこういう意見も出ましたと。もし、それだけで十分

でなければ、私自身も議会の中でこう言ったけども、私の責任でものをしゃべると私はこんなふう

に考えているのですという、そういう説明は十分できるのではないかと。個人の意見と、それから、

客観的にここの場で出たやりとりというのとはちょっと分けながら、そういう話をしてもらえれば

いいというふうには考えているのです。それで、本当に１つの話が 10 分間の説明というのは長いの

かどうなのかというのは、やはり中身の問題だろうと思うのです。ただ、余りにも味気のない話を

ただ難しい言葉でペラペラしゃべったのでは、飽きるのは当たり前です。それをいかにわかりやす
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いように、どんなふうな言葉でしゃべるかと。今、町がやろうとしていることをどんなふうに説明

したらいいのかということも、これは私達の技術ではないかなというふうに思うのです。わかった

上で、だから、議会の中でこういう意見が戦わされましたと。だけども、私の考えで言うと、これ

はちょっとまた違うかなというふうには思っているけども、それは個人の意見ですと、こういうよ

うな話というのは十分にあって、それがあるから初めて中身がわかるのではないのかなという気が

するのです。ただ、何を上げてもいいのだけども、難しいけども、町立病院とバイオというのは、

やはり今、町がやろうとしている一番大きな事業だし、そこのところはきちんと話をしておかなけ

ればならないし、それにどんな意見を議会として出したのかということは知らせていかなかったら、

やっぱりチェック体制がどうだとかこうだとかという問題になっていくと。やはりそういうような

観点で収めてくれれば、かなり絞りながらいけるのではないかというふうには思っています。ただ

関心事なものだから、今、これはやっておかなければならないかなと思ってこれを上げたというだ

けで。いや、これよりもこっちのテーマのほうがもっと町民の関心事ではないか、このほうがいい

のではないかということであれば、取りかえることはやぶさかではないとこういうことだと思いま

す。 

○委員長（本間広朗君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君）  町立病院の問題何かは、例えば現実問題として、３階に老健施設をつく

った、そして、町民薬局ということで、あれも公的なものから民間に町民薬局として渡した。経費

がかなり削減、そこで実際にされているわけです。老健施設になったことで今までかかっていた人

件費等もクリアされている部分もある、薬局も変えたことである。しかしながら、大幅な結果とし

て赤字だと。これは確かに施設の老朽化の問題もあるけれども、私はこればかりではなくて、やは

り、この前もお話したけれども、町民の町立病院に対する信頼度がなかなか回復しきれていない状

況の中から、国保の医療費がどんどん上がっているわけです。ということは、国保の医療費も上が

っていますし、結局、町立病院ではなくてほかに流れている、ほかを利用している人たちがものす

ごくふえて利用率が下がっている、こういうような実態です。そういったことも、それでは実際に、

本当にこの議会報告会の中で説明するのかどうなのかということを懸念しているわけです。決して、

今、地域の医療崩壊の問題の中で公立病院が残ったからよかったと、こんな話では、私はないと思

います。この辺について、本当にそれでは、議会報告会のテーマとして、町立病院ともう一つのバ

イオのことをテーマとして報告していいのですかということが疑問なのです。だから、どういうふ

うに説明できるのかなというふうにちょっと思っているのです。 

○委員長（本間広朗君）  斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君）  町立病院が存続してよかったというのはみんなが思っていることな

のだけども、それでも、これだけ手を尽くしても赤字になる、赤字になる原因は何だということは、

町民はわからないわけです。そのことを、それでは、国保の会員の利用者が８％であると、本当に

これはどうなのだという問題、医者が集まらない、正看が集まらない、それらやりくりをしながら

やっている中で固定医が若干少なくて、これだけの借金が出る。そして、不採算部門でこれだけは、
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町長は面倒見ようという姿勢を見せているけども、本当にそれでいいのかどうなのか。そういうも

のをつけ合わせても、これだけの赤字が出る。それでは、どうふうに考えたらいいのかという問題

提起を町民にしてやると。このことはすごく大事なことで、町政の報告会では決してそんなところ

までは出してこないです。だけども、我々だからそういう原因は何なのだと、だから、どうすべき

なのだと、どう考えているのだと、こういうようなことが言えるのが議会ではないかとそう思うの

です。だから、何もそんなところを遠慮する必要はないのではないかと私は思っています。 

○委員長（本間広朗君）  議会が一方的に報告をするわけではないので、やはり今言われたよう

に、バイオもそうですけど、できるだけわかりやすく、どのようなことで、どのようなことを議会

で話し合われて、本当に今言われたように問題提起、そのことに対して例えば住民の皆さんはどう

思うかというようなことを聞いて、いろいろそういう議会に対してとか、町に対してもそうかもし

れませんが、もちろんその場でいろいろ意見交換していくというような場を設けていければなと思

いまして、このような項目。例えばほかに何かもっとこういうものをやったらいいのではないかと

いうような項目があれば、もちろんそれらも含めて検討するということも考えられると思います。

及川委員、どうぞ。 

○委員（及川保君）  今、斎藤副委員長のほうからなるほどなというものもあるのです。客観的

に説明すべきだと。今までやってきた報告というのは、例えば病院、バイオ、あたかも議会が進め

てきているような説明をしてしまうのです。そして、町民からここはどうなのだと、問題あるでし

ょうと。こういう話をしたときに、いや、今、改善しているからちょっと待ってくれと、あともう

少し待ってくれと。結果的にはこういう説明になってしまうのです。これではやっぱり違うと町民

から出てしまうのです。議会はどういうチェックしているのだと、こういう話になっているのです。

待ってくれという話ではやっぱりおかしくなってしまうのです。だから、そうではなくて、もう少

し議会としてどう対応するかというのが、やっぱりもう少し深く、上っ面ではなくて。もう少し待

ってくれというのは、町長が何とかするという意思表示であって、議会がすべきことではないはず

なのです。そういうことも含めて議論してほしいなと思います。 

○委員長（本間広朗君）  はい、わかりました。いかがですか。本当にここでもっとこういう報

告事項についてもあったらいいのではないかという提案はいいと思いますので、いかがですか。ほ

かに何かありましたら。それで、実施要領について、今やっていますので、この中で何か気づいた

ところがありましたらどうぞ。前の報告事項のほうにもちろん入っていますのでよろしいのですが、

この要領について、中身について、いかがですか。よろしいですか。斎藤副委員長、どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君）  報告事項の④の要望への対応というのがございます。前に出されて

いたご意見やら、要望について、大体まとめて、そして、総務のほうに提出をして、それで一応回

答をもらっているのです。それで、町側とちょっと話し合いをしたら、ただ出てきたものをぽんと

出すだけでは、それは子供の使いになってしまうだろうと。そんなことはもうわかりきったことも

あるし、もう済んでしまったこともあるし、そんなことはどこかで説明している部分もたくさんあ

るものがまた出てくるということも改善していかなければならない。だから、出されたものを絞っ
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て、議会としてこれは大事だから行政側はこれにきちんと答えなさいという答えを出しておいて、

それを上手に使ってくれるのだったら、答えの書きようも張り合いがあるけども、ただ、いつもし

ゃべっていることを、これどうなのだと聞かれて、こう答えたと、そういうやりとりではだめだと

いうようなことも指摘されたのです。もちろん、そのとおりだと思うのです。それで、住民から出

てきたそういう要望や何か、そういう声について、一応出されてきたものをまとめながら、何項目

もありますのでそれを１つにまとめながら皆さんにお返ししていくというようなことをしたらいい

のではないかということで要望への対応というようなふうに書いてあるということでご理解いただ

きたいのです。 

○委員長（本間広朗君）  皆さん、今のでおわかりになりましたか。よろしいですか。 

 それでは、この実施要領については承認していただくということでよろしいですね。 

 次に、議会報告会実施計画についてです。資料３です。これも計画書案ですが、先ほど一番冒頭

に出ました広告に出ていましたとおりの地区別、場所、日時、班区分は記載のとおりになっており

ます。それと、先ほど班編成、報告担当とありますが、先ほどちょっと斎藤副委員長が言いかけた

のですが、新年度予算について。新年度予算については、いろいろと幅広い項目たくさんあります

ので、新年度予算１つに絞ってはなかなか大変だろうと思って、２項目ぐらい選んでいただいて、

２名おいて１名ずつ新年度予算の項目について発表していただいてはどうかということで委員２名

になっております。そのほか各１名ずつの委員になっています。司会、主催挨拶、新年度予算とず

っとありますが、このような形になりました。それと、裏です。裏は、確認事項は前回と同じです。

時間配分もちょっと変わりまして、開会２分、主催挨拶２分、自己紹介５分、先ほどありました報

告 50 分、質疑応答 60 分、閉会挨拶１分ということで。会場の配置もこのような形になりました。

前回の反省で、報告会も多分議会懇談会も同じだと思いますが、ある会館のほうから書くことがで

きないのでテーブルを置いてくれという要望がありましたので、できるだけ会場でテーブルを置い

て報告会を開催していただきたいと思います。この計画書案について何かお気づきのところありま

したらどうぞ。時間も５月 24 日は日中になります。各班 13 時 30 分から 15 時 30 分となっておりま

す。25 日もＢ班が日中になっております。こういうような形でいかがでしょうか。何か小委員会の

ほうから補足がありましたら。 

○副委員長（斎藤征信君）  委員長。進行だけども、この後、議運が予定されていますので、み

んな今までやってきたことで大体同じことはわかっているわけですから、どんどん進めていって、

本当に大事な部分の、柱になる部分のご意見だけ伺って早く進めないと議運のほうが大変だと思い

ますのでそういうふうにしてください。 

○委員長（本間広朗君）  はい。大体この後前回と同じような形になっておりますので、あとは

ちょっと早いと思います。それで、報告の担当について、いかがですか。よろしいですか。よろし

いですね。山本委員、どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  資料４を見たら、主催挨拶で丸々委員、丸々委員と書いています。この

ときに丸々委員と紹介して、さらに自己紹介でしょう、これを見ると。そういう意味ですか。私が
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申し上げたいのは、今まで出ていてそう思ったのですけども、例えば、もし議員の名札、山本なら

山本、本間なら本間というふうに座った席にあれば自己紹介というのは省いてしまって、司会者が

何々議員ですと紹介したら、もうそれで省くというようなことで時間を少し短縮というか、中身が

十分にできるように、そういったものをちょっと短縮されたどうかなというふうに前回そう思った

のです。その辺検討していただけませんか。別に一人一人自己紹介する必要はないのかなと思いま

す。 

○委員長（本間広朗君）  そういうような形でよろしいですか。わかりました。議員紹介は司会

者に任せていただくというような、司会者がすると、そういうような形にしましょう。ほかにござ

いますか。よろしいですか。 

 それでは、次、会議次第について。これは資料４、今のところです。今回、３番目の自己紹介、

議員紹介になりますが、これは司会者がするということで、一応ここに項目として入れておきます

がこのような形でいきたいと思いますがよろしいでしょうか。よろしいですか。特にこれは、書き

込んでいくだけでいいと思いますので。 

 次の・番目、議会報告会の主旨について。主旨については、前回の報告会と変わらないと思いま

す。もちろん変わっているところは町内６カ所とかそういうようなところだけだと思いますので、

主旨等についてはよろしいですね。これは特に読み上げてどうのこうのということでもないと思い

ます。これは会場で読むわけでもないと思いますので。よろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（本間広朗君）  次に、主催挨拶について。資料６。挨拶の担当になった方はもちろん

これを利用しても。あくまでもこれは参考になります。もちろん自分で原稿つくったり、思ったこ

とを挨拶していただくということになろうかと思いますが、これもよろしいですね。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（本間広朗君）  それでは、最後にその他についてです。その他に入りましたが、役割

分担についてですが、前回はこの場で分かれて役割分担、誰がどうするということを決めていただ

いたのですが、この後、議運も控えているということで。本当はできるだけ早く担当者が決まって、

前回の反省もそうなのですが、資料集めとかそういうことに今後なろうかと思いますので、できれ

ば早く決めていただきたいということだったのですが。なかなか皆さん多分、これから連休も入り

ますので時間取れないと思いますが、連休明けにもう一度常任委員会を開いて、もう班も決まって

いますので班の中で、今いない方もいますので、決めていただけばいいのですがなかなか時間が取

れないようだと思いますので、連休明けにもう一度常任委員会を開いて役割等々について決めてい

ただきたいと思いますが皆さんいかがですか。きょう、３名の方がおりませんので。吉田委員、ど

うぞ。 

○委員(吉田和子君)  ゴールデンウィーク明けではなくて、きょう、もう終わるのでしょう。お

昼までどちらにしても 10 分ぐらいありますので、いない人にはやっぱり後日、その班の班長、中心

の方から伝えていただくことにして、両方のグループで決まった人で打ち合せするわけですから、
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早くもう、きょう、終わったら決めていただいていいのではないですか、各班ごとに。そうでない

と、なかなか集まる時間ないのではないですか。 

○委員長（本間広朗君）  よろしいですか。この後、皆さん議運もあったりしてちょっとあれか

なと思って。時間をいただければ、各班に分かれて役割分担していただきたいと思います。 

 その他についてですが、ほかに何かございましたら。よろしいですか。そうしたら、Ａ班、Ｂ班

に分かれて役割、担当を決めていただきたいと思います。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（本間広朗君）  それでは、長い間いろいろとご審議いただいてありがとうございます。

それでは、広報広聴常任委員会をこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

 

（閉会 午前１１時５０分） 


