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平成２２年白老町議会広報広聴常任委員会会議録 

 

平成２２年６月２４日（木曜日） 

  開 会   午後 １時５０分 

  閉 会   午後 ２時４３分 

           

○会議に付した事件 

１．議会報告会について 

 ２．その他について 

           

○出席委員（１４名） 

 委員長   本 間 広 朗 君      副委員長   斎 藤 征 信 君 

委 員   前 田 博 之 君      委  員   西 田 祐 子 君 

委 員   及 川   保 君      委  員   山 本 浩 平 君 

委 員   玉 井 昭 一 君      委  員   近 藤   守 君 

委 員   大 渕 紀 夫 君      委  員   土 屋 かづよ 君 

委 員   松 田 謙 吾 君      委  員   熊 谷 雅 史 君 

委 員   氏 家 裕 治 君      委  員   吉 田 和 子 君 

議 長   堀 部 登志雄 君 

           

○欠席委員（なし） 

           

○職務のため出席した事務局職員 

事務局主幹  熊 倉 博 幸 君      

書   記  伊 藤 沙 織 君   
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◎開会の宣告 
○委員長（本間広朗君） 皆さんお疲れのところ、大変申し訳ございませんが、広報広聴常任委員

会を開催したいと思います。 

（午後 １時５０分） 

           

○委員長（本間広朗君） きょうの協議事項は、議会報告会の総括についてということで協議して

いただきたいと思います。 

 ３日間の議会報告会が無事終了しました。皆さん大変お疲れさまです。 

広報広聴小委員会は、この反省会を含めて、いろいろ総括について２日間にわたっていろいろ議

論してまいりました。そのまとめたものが、この反省項目の中に入ってきます。 

はじめに、このレジメに沿って一つ一つやっていきたいと思いますが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、早速ですが、議会報告会の総括について括弧１の開催結果概

要についてから始めたいと思います。資料１をご覧ください。 

議会報告の開催結果概要、資料１に載っておりますが、月とか時間、会場については、皆さんご

存じかと思います。今回の町民参加数が 73 名、うちのこの括弧４というのは伊達市議会の視察があ

りましたので、これ４名分をほかに書き入れておきましたのでよろしくお願いします。 

この概要について、何か気づいたところがありましたら出していただきたいと思います。今回出

されたことは、このあと議会だより等々の編集とか、小委員会がありますの、そのときにまた反省

について議論していきたいと、整理していきたいと思いますので、また来年の反省につなげていき

たいと思いますので、よろしくお願したいと思います。 

概要について、何か気づいたところがありましたらどうぞ出していただきたいと思います。はい、

山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 伊達市議の４名の方々というのは、どういう委員会の方で、どういうよう

な目的で来られたのか、もし感想など述べられたことがあったとすれば報告いただきたいと思いま

す。 

○委員長（本間広朗君） それは、こちらのほうでは来たときに伊達市議会だということだけは伝

えていただいて、そのあと終わったあとすぐに帰られたので、そのようなお話はしておりません。 

はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 事務局に、事前に話はあったでしょう。ないのですか、全然。 

○委員長（本間広朗君） はい、事務局どうぞ。 

○事務局主幹（熊倉博之君） 伊達の市議会のほうから事前に話はありませんでした。「町外の者

なのですけれども、報告会に聞きに行っていいですか。」ということで電話はありました。会場で「町

外の者なのですけれども。」ということで、申し出がありまして、「この間電話くださった方ですか。」
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と聞いたら、「そうです。」ということで、そこで初めて向こうが「伊達市議会なのですが。」という

名前を出したのです。  

○委員長（本間広朗君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 電話は来たわけですね。「電話くださった。」と今おっしゃいましたね。 

○委員長（本間広朗君） はい、事務局。 

○事務局主幹（熊倉博之君） 事務局のほうに、報告会の前に、市外の者、町内の者ではないけれ

ども、聞きに行ってもいいですかという電話が事務局に入ったのです。そのときに向こうは名乗ら

なかったのです。実際の会場に行ったときに来まして、「町外の者なのですがいいですか。」という

ことで、そこで向こうが私のほうへ言ったのです。それで、「この間電話をくださった方ですか。」

と確認したら、「そうです。」ということで、向こうのほうが「実は伊達市議会の者なのですが。」と

初めて名乗って、中に入ってもらった。 

○委員長（本間広朗君） よろしいですか。こだわる話ではないので。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 例えば、インターネットで見て開催がわかったのかとかとあるので、もし

今度、町外の方から電話があったときは、やはり、親切に対応すべきですし、情報としてある程度

つかめるのであればつかんでおいたほうがいい。特に同じ議会という関連であれば、ある程度情報

をキャッチしておかれたほうがよろしいのかというふうに感じました。意見です。 

○委員長（本間広朗君） はい、ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） はい、よろしいですね。では次、括弧２の議会報告会の反省について、

資料２をご覧ください。 

資料２に議会報告会の反省事項についてとありますが、これ小委員会でいろいろ議論しましてま

とめたものをここに載せております。一つ一つ読んで、一つ一つ確認していくようなやり方でよろ

しいでしょうか。全体を通して何か気づいたところがあったらということでもよろしいですし、皆

さん、読んでいるとは思いますが、一つ一つ確認しながらやっていくということもありますが、読

むと時間がかかるかもしれませんが、全体を通してということでやっていきますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） はい、よろしいですね。はい、齊藤小委員長。 

○副委員長（斎藤征信君） せっかく項目ごとにまとめているのだから、細かい部分での議論では

なくて、総体的に見てどうなのかということだから、項目ごとに読んでその中で意見をもらって、

そうやって進んでいけば、１項目ずつ読んで確認していくのではなくて、全体の意見が出てくると

思いますので、項目ごとに押さえていったらいいのではないですか。 

○委員長（本間広朗君） 項目ごとでいいですね。それでは、実施時期と開催時間について、何か

ございましたら出してください。ないようでしたどんどん進んでいきたいと思います。 

 はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） これ、小委員会の中で出された意見だと思うのですが、議会報告会、懇談
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会年２回が開催しているが、集約してはどうかという意見があったということで、私はこの集約し

てはどうかという意見に賛成でございます、意見として。 

○委員長（本間広朗君） ということで、小委員会のほうも、議会報告会をある程度回数を重ねて、

その都度検証して、やはり、山本委員のようなご意見もありますので、いろいろ検証していくとい

うことで今回、ここにもありますが、当面は従来どおりやるということで、小委員会のほうではま

とめております。ほかにありませんか。ないようでしたら、次の項目に行きたいと思います。 

 次、実施会場と班編成についてです。この項目について、何かございましたどうぞ。はい、近藤

委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 白老１カ所というのは、やはりまずいのではないかと思いますので、少な

くても２カ所くらいでやるようにしなければと思います。 

○委員長（本間広朗君） これも小委員会のほうで反省しておりますので、次回班編成についてい

ろいろ考えていきたいと思います。はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） ここには、班編成は２班編成でよいと書いているのだけれど、もう少し少

なくしてもいいのではという気が私はしていました。もっと班編成をふやしたほうがいいという意

見です。３班とか４班にしたら、議員の負担がそれだけ少なくなるでしょう。２日間やっても４班

つくれば８カ所できるわけです。そういう形でやったほうがいいのではないかというふうに思いま

した。以上。 

○委員長（本間広朗君） これも小委員会のほうで３班編成により多くの会場を回ってはどうかと

いうご意見も出ていますので、これも次回小委員会の皆さんと議論していきたいと思います。 

 実施会場と班編成についてはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 続いて、周知と宣伝についてです。今回、初めてコンビニにポスターを、

皆さん貼っていただいたと思いますが、コンビニにポスターを貼るときも、ちょっと目立たない。

見にくいというところがありまして途中でかえた部分もありますので、その辺皆さんで。はい、西

田委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） 申し訳ございません。私、留守をしていて、コンビニにポスター貼りのお

手伝いをしなかったのですが、コンビニに貼ったことも知りませんでしたが、コンビニに行きまし

たが、そういうポスターがあると全く気がつきませんでした。もう少し何とかしていただかないと

無理かなと感じました。 

○委員長（本間広朗君） はい、わかりました。徹底するということですね。 

○委員（西田祐子君） いえ、目立つように。 

○委員長（本間広朗君） それは小委員会でも出ていましたので、それで一部のコンビニで、目立

つようにした部分もありますので、それは次回には全体で目立つようにということでやっていきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、齊藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君） 今旅行されているということがわかったものですから、そこの部分に
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つきましては、副議長が行って貼ってありますので。私も行こうと思ったのですが、先に副議長が

行ってくれましたので、間違いなく貼ってはあっただろうと。私その分は、コンビニではなくて、

くまがいにも貼ってきましたけれども、そういう処置をしておきました。 

○委員長（本間広朗君） はい、ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） よろしいですか。続いて、報告のテーマと報告の仕方についてでござい

ます。４点ほど上げておりますが、このほかに何か気づいたところありましたらどうぞ。はい、山

本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 数回、こういう議会報告会、懇談会行っているわけでございますけれども、

５月にやる報告会ですけれども、ここにも出てございますが、行政報告と区別されるべきではない

かという反省があったと思いますけれども、私も例えば予算の内容、あるいは町立病院の現状、あ

るいはバイオマスの現状、こうこうこうです。 

 何か議会が行政の代弁をしているような状況の報告会よりも、むしろ私は、年に１回にするのか

２回にするのか、これは小委員会でまた話をしていただければよろしいかと思いますが、町民から

出されたテーマについて議員が答えるような形のほうが、やる意義があるような気がしております。

小委員会のほうでいろいろ議論していただければというふうに思いますが、私は個人的にそのよう

に思います。 

○委員長（本間広朗君） はい、及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 私も、山本委員と同じ考えなのです。もし２回やるのであれば、報告会と

いうか懇談会というかわからないけれども、例えば懇談会を年２回やるとか、こういう形のほうが、

議会という立場からすれば、あたかも議会が推進しているような説明。今回はかなり改善されてい

て、非常によかったと感じてはいるのですが、そういうとらえ方を私はしているのです。 

○委員長（本間広朗君） 今回もできるだけ議会はどう判断したかというようなことを、例えば報

告の最後とか途中でもいいのですが、ただまちのほうの報告ではなくて、議会はどういうように判

断したのかというようなことをできるだけ出してやってくださいというような言い方で、皆さんに

周知してやっていただくようにしたのですが、僕Ｂ班ですけれども、Ｂ班のほうはどちらかと言う

と、そちらのほうが議会でどういうようなことがあって、どういうような判断をしたということが

強く出て、来た町民の方も納得されて、さらにそれらについて、本当に議会はもっともっとそうい

う議論をしたのかという言い方もありましたし、そのような言い方で、もちろん議会ですから、町

の説明で終わるだけではなくて、そのような言い方を今後も続けていくというか、それが当たり前

のような気がします。はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 今の及川委員の意見にサポートする状況になると思うのですけれども、例

えばこの中に書いていますように、報告と発言について、自己主張が強く出すぎたとの指摘があっ

たと書いておりますけれども、やはり発表する方の考え方とか思い、そういったものが出て当然だ

と私は思うのです。それでなければ議会としてこうですよ。こう結論が出ましたよ。賛否はこうこ
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うこうでした。数字だけの話で終わるのだったら、別にそれで議会全体としての意思を、こうです

よという話だけで終わるのであって、やはりそこは各議員がそれぞれの、個人の政治的信条に基づ

いて、このことについてはこう考えて、こういう意見を議場の場では述べさせていただいたとか、

私はそういう方向に持って行くべきではないかというふうに、私はそういうふうに思っています。 

○委員長（本間広朗君） 司会のほうからも出ているかと思いますが、余り個人的に、どうのこう

のとなってしまうと・・・。 

はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） 例えばこういう意見が出たと、皆さんに聞いてみてください。私はそう思

わないという方もいらっしゃるかもしれません。そのための常任委員会だと思います。 

○委員長（本間広朗君） はい、西田委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） 私も、ここの報告と発言について、自己主張が強く出すぎたと指摘があっ

たというのですが、結局、どうしても、私はここで反対でした。私は賛成でしたというのは、議会

であれば報告するときに、どうしてもそちらのほうの色が出るのが当たり前で、でなければおかし

いのではないかと思うのです。 

 そこが結局報告するということになってしまうと、一体どこで折り合いをつけて報告するのかと

いうのが非常に難しいのではないかと思うのです。 

 ですから、先ほどから意見が出ているように、報告が非常に難しいのかな。それなら、懇談にし

たほうがかえって住民の方の意見を聞いて懇談にしたほうがいいのかなというふうには感じており

ました。 

○委員長（本間広朗君） はい、ほかに何かご意見ありましたら。いかがですか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 小委員会でまとめてください。 

○委員長（本間広朗君） はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 先ほど、委員長もＡ班とかＢ班とかということ自体が違うのです。Ａ班と

Ｂ班に分かれて、議会が２つに分かれたということですので、報告内容が同じであるはずなのです。

だから、Ｂ班はこのようにいきましたとか、Ａ班はこのようにいきましたということではなくて、

班ごとで決めた人たちの連携がうまくいっていなかったのではないかということだと思うのです。 

 今、言っていますように、私はＡ班だったのですけれども、Ｂ班のほうにも参加させてもらいま

した。やはり、報告の中で病院関係などもそうなのですが、こういった意見が出ましたと。こうい

う形の反対の立場での意見もありましたと。報告する人が賛成であったろうと反対であったろうと、

その成り行きは説明しておりました。 

ですから私は、そういった打ち合わせがきちんとできていないで、自分の考えでものを言ってし

まうと議会報告会にはならないということだと思うのです。 

ですから、先ほど西田委員が言われたとおり、変えるのであれば、変えて報告会にしないとかと

いうふうにしないと。報告会という形でやる以上は、きちんとした形を整えて、班ごとの打ち合わ

せをきちんとしなければならないのっではないかというふうに思います。 
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その辺の方向性を今後そういった意見が多くなれば、個々の議会報告会ではありませんので、個々

の主張をする場ではありませんので、そのことだけはきちんと自分で考えて、そこに出なければな

らないというふうに私は思います。それでなければここでやっていただければいいし、議会報告会

として成り立たないのであれば、懇談会に切りかえればいいでしょうし、そういったことを今後ま

た皆さんで議論をして変えていくべきではないかと思います。 

○委員長（本間広朗君） はい、熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 今の吉田委員の意見が僕は正論だと思うのです。確かに状況的なことを個

人の判断で言うということも必要な部分も出てくるけれども、報告会という中身は、全体を、議会

を代表して担当した説明員も説明するわけですから、僕はこうだったからこういう意見になっただ

とかという言い方を、僕はしてはいけないと思うのです。 

 そういう意見がありましたということで、客観的な言い方をするのであれば、僕はセーフだと思

うのです。だから、今言ったように、それがもしできないということであれば、報告会という冠は

外すというふうに、そこまで行ってしまうかなというふうに僕は思います。 

 ただ、まだ報告会含めて３回しかやっていませんから、数を踏まないと僕はまだ、結論的なこと

は出てこないと思います。ただ、ルール的には今吉田委員が言われたように、２つに分かれていよ

うが、３つに分かれていようが、やはり言うことの内容というのは、きちんとした統一性をもって

発表しないと報告会としては成り立たないと僕はそう思います。 

○委員長（本間広朗君） はい、齊藤小委員長どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君） 小委員会の中で一番課題になったところがここなのです。なぜ、そう

なったか。報告の内容は議会の動向が混ぜて報告しやすいものと、しにくい項目というのが出てき

ます。そういうことから始まるわけですが、結局なぜそうなるかというと、事前の打ち合わせがき

ちんとされていないということに原因があるのではないかと。だから、これからやるときには、担

当者同士が打ち合わせをするのではなくて、班ごとにＡ班ならＡ班。Ｂ班ならＢ班。きちんとまと

まってその中の人たちが責任を持つ形で討議をして、一応どのようなものを報告するか。どういう

ふうな形で報告することが町民のためだろうかと。このようなところまで論議をしなければならな

いのではないかというところまでいったのです。 

 ですから、やはりそこのところをきちんとやらなければ、いつまでもこれは残るだろうなという

ふうに思うものですから、そこの部分は、今回の運営上の問題として、きちんととらえておく必要

があるのではないかという気がします。 

○委員長（本間広朗君） 小委員会でもそのような結論というか、そのようになりましたので。は

い、松田委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） 結局黙って見ていると、みんなでつくったものを報告しますね。それに対

して、司会者が何かありませんかと言った時点から別なほうへ行くのです。 

 町民が聞くわけですから。聞いたことには答えなければなりませんから、それなりに答えるから、

結局は、いくら書いて行っても私はだめだと思います。 
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 それでは報告だけで町民から意見をもらわなければいいのですが、これに対して何かありません

かと言ったら、町民の考えている全然違うことがくるわけです。そうするとそれに答えられなかっ

たら、この前も意見が出たけれども、「町民としてチェック機能は何をしているのだ。」と。このよ

うな話だったですね。虎杖浜でもそうだったし・・・。 

ですからやはり知りうる範囲の自分の考えも述べることに、私はなるような気がしてみていまし

た。だから報告だったら読んで終わりにすれば報告なのです。 

何かありませんかと言ったら、町民が全然見る角度が違い、聞く角度が違う、感じる角度が違う

から、非常に別な話が出てくるのです。そこのところなのです。 

だから、報告なら何も意見を求めなければいいのです。それなら、そのかわりとして誰も来ない。 

○委員長（本間広朗君） 松田委員からのご意見がありましたがいかがですか。 

 今出た意見これももちろんまた小委員会のほうではみんなで議論していかなければならないと思

いますが、せっかく常任委員会を皆さんでやっていますので、いろいろな意見を頂戴して、小委員

会のほうでもいろいろ議論していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、大渕委員  

どうぞ。 

○副員（大渕紀夫君） 一つ、やはり議会の説明責任を果たすということでやるわけですから、そ

このところはやはり、議会報告会の場合は、今松田委員から出たような意見は、確かに町民から出

た場合答えなければ、「何をやっているのだ。」と言われるのです。 

 議会報告会の場合は、議会の説明責任として議会が出て行っているのだと。議会懇談会は町民の

意見を聞くと。しかし、町民の皆さんそこの区別はついていませんから、「何かありませんか。」と

言ったら意見が出てくるのです。だから、それはそれで仕方がないのです。 

 議会側は、今回は説明責任を果たすために行っていますと。だから行政報告ではなくて、議会と

して何をやったかということを報告するということ重点的にやろうとする意思統一。それ以上のこ

とを言っても、出てくることに対応するのだから、ある意味仕方がない部分があるのです。だけれ

ども、議会報告会と懇談会は明らかに違うわけで、懇談会は町民の皆さんの意見を聞く、報告会は

議会としての報告義務、説明責任を果たすためにやるわけですから、これ、説明責任というのは議

会としてどうしても必要な部分なのです。 

 そういう視点をきちんと入れて、その打ち合わせもきちんと、実は私も報告のときの打ち合わせ

は余りやっていません。だから、報告のときの打ち合わせをきっちりやって、説明責任に徹するよ

うな意識でいくというふうにしたらいいのではないでしょうか。 

○委員長（本間広朗君） はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） それであれば、意見を述べさせていただきたいのですが、報告のテーマと

報告の仕方。今回、テーマの中に町立病院の問題、それとバイオマスということを小委員会のほう

で選択をされてそれぞれ担当を決めて行いました。 

 報告義務と説明責任と簡単におっしゃいますが、では、例えば、町立病院などに関しましては、

３月の本当にぎりぎりの最後のときに、１億 2,000 万円もの補正予算を、何の委員会にも説明なく、
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いきなり補正予算で上げてくるようなやり方。これは町に対してものを言っているつもりです。 

 それと、バイオマスだってどんな状況になっていたのかって、皆さんテーマを小委員会で決めら

れたときに余りわかっていなかったと思うのです。我々委員会にも説明ありませんでした。 

 逆に、こういう報告会が決まって、あとからその何日か前に、説明したいということで部局のほ

うから説明がありましたけれども、テーマもやはり、報告義務と、議員としての説明責任があると

いうことであれば、テーマの選び方もきっちりと選ばないと、そのテーマに当たった人が大変だと

思います。僕はバイオマス一応手を挙げて、自分で立候補しましたけれども、これは非常に重要な

施策だと思っているから、私は私なりに勉強してお話ししてみたいなと思ってやりましたが、やは

り、テーマとかも、今町民が関心あることだからという理由だけで選ぶのはいかがなものなのかと。

このように思いました。 

○委員長（本間広朗君） はい、及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） 今、山本委員がおっしゃったのですが、例えば、バイオマスはいろいろな

課題を抱えてやってきました。そういう問題があるというのは町民の中でも知っていますから、心

配して聞いてくるわけです。そういう聞いてきたときでも、「大丈夫だから心配するのでない。」と。

こういう答え方をせざるを得ないわけです。進めてきている内容も十分わかっていないから。そう

いう報告の仕方というのはどうも違うのではないかと思うのです。 

 このあたりもきちんと改善して、全体の中で意思統一するくらいのことでやっていかないと。結

局は先ほども出たように、ばらばらの形になっていかざるを得なくなってしまうというふうに私は

思うのです。 

 それぞれのセクションに中で全体の意思統一みたいな、それぞれやればいいという考えではなく

て、全体である程度統一した考え方、見方を確認していかないと、結局同じような意見が出てきて

しまうと思うのです。 

○委員長（本間広朗君） はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今及川委員が言われたとおりだと思います。セクションごともそうなので

すが、班でもきちんと全体の発表がどのようなことになっているのか。今回小委員会では猛反省だ

ったのですが、会場に行ってからどのような発表をするのかわかったというような状況があったの

です。正直に言って。 

 やる前で班ごとにどういう発表をされるのかということを、班全体がわかっていないとダメでは

ないかと思うのです。ゴールデンウィークで休みも入りましたので、時間的なことの制約がありま

した。その辺のこともきちんとできるような形で、発表のものが全委員に行きわたるまで、班ごと

に「こういった内容で、こういうことで、こういう報告をします。」と。それが、全体でわかってい

ると、ある程度共通したものを持ってその場に参加できたのではないかというふうにも、反省とし

て私も思ったのです。 

 そういったことも含めて、皆さん時間ない中ですから、それをうまくやっていけるかどうかとい

うのも課題の一つかととらえています。 



 10

○委員長（本間広朗君） 今回、出されたのは全体で意思統一するというのと、もちろん班で打ち

合わせ、意思統一するということと、このあとにも出てきますが、その進行状況について正副委員

長と小委員会のほうでも、いろいろ確認しながらやっていくということで、小委員会のほうでも反

省項目に上げていますので、今後そのようにしたいと思います。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〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、次に進みたいと思います。 

次は資料の準備でございます。今回パワーポイントも使用したと。僕のほうには伝えていただい

ていなかったので始まってから聞いたのですが、パワーポイント３項目ほど出ておりますが、これ

について何か。このほかにも何かありましたらどうぞ。 

はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） このパワーポイント利用するということは、少しでも町民の方にわかるよ

うにということで利用したのですが、会場によっては映し出すところがなく、壁に色がついている

と文字がはっきりしなかったというようなこともありましたし、機会が１台しかありませんので、

同じような報告をする。まして今後３班になるかもしれないときに、機械がそろわないと。 

 これは一つの案だったのですが今後共通した形で報告会としてやっていくとすれば、ちょっと厳

しいのかなというのは感じています。 

○委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、次に進みたいと思います。 

 住民の質問・要望の処理です。この項目について何かございましたら、これは住民から出された

質問や要望はとあります。皆さん資料３をご覧ください。 

 今回住民から出された意見・要望、これ箇条書きに書いてみました。住民から出された意見・要

望というのは、箇条書きに出していますが、すでに皆さんお答えして解決済みのものもあります。   

また、今回、行政側と議会側にわかれると思います。それはあえて入れていません。Ａ班、Ｂ班の

意見・要望、お互いに知っておいたほうがいいかなということで箇条書きに出してみました。 

 訂正ではないのですが、住民からの意見・要望のＡ班なのですが、地デジ難視聴センターについ

てというのがありますが、難視聴センターというのはございませんので、地デジ難視聴についてと

いうことで、住民のほうからどうなっているのかということの質問だったと思います。「センター」

のほう消していただきたいと思います。 

 Ａ班のほうから、このほかに何か気づいた点がございましたら。特に何か、議会側、行政側に意

見・要望がありましたら出していただきたいと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、次。Ｂ班のほうです。はい、近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤 守君） 萩の里会館なのですが、実は今回松田委員が一般質問した会館の維持費の
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関係が出ていたのです。当時はたくさん人もいたので維持費も出ていたけれど、今は亡くなり戸数

が減って大変だから、まちで幾らか見てもらえないかという要望が出ていましたので、この項に入

れてください。 

○委員長（本間広朗君） 会館の運営についてですね。はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） そうです。 

○委員長（本間広朗君） それとＢ班のほうなのですが、竹浦コミセンなのですが、私も書くのが

抜けていますが、これ町民からの意見・要望ですが、町の広報紙のげんきですが、この文芸欄、俳

句・短歌ですね。町民参加の部分がなくなったので、財政難かもしれないが復活してほしいという

ようなご意見だと思いますが、住民からの要望がありましたのでこれを載せていきたいと思います。 

Ｂ班のほうも出してみましたが、抜けているところがあり、いろいろ補足とかありましたら出し

ていただきたいと思います。はい、西田委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） 竹浦コミセンのところで、金曜、土曜日のバイク音がうるさいというのが

ずいぶん出ていました。 

○委員長（本間広朗君） 竹浦地区にあるレース場の騒音についてではないのですか。道路ではな

くてレース場の騒音だと僕は認識したのですが。 

○委員（西田祐子君） はい、わかりました。 

○委員長（本間広朗君） よろしいですね。 

○委員（西田祐子君） はい。 

○委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） ふれあいプラザで出たのですが、北吉原に国道と二股に分かれる間に、も

う１本、旧町道だと思うのですが１本あるのですが、信号が赤のときそこを迂回して行ったりして、

非常に危険なんものだから、そこを廃止か何かしてくれという話が、確か出たと思うのです。 

 はまなす体育館のところか左に入っていく、昔の面道路、そこの間にあるのです。その件と、防

災無線が聞きづらいという話が出ていたのです。そのことは、我々ではなくて、まちづくり懇談会

で言えと言ったのです。 

 その１週間か２週間後に、町内会長会議がコミセンであって、そのときに言ったみたいですから、

これは解決したのかなという気がしているのです。 

○委員長（本間広朗君） この委員会も含めて、小委員会のほうでは承知していませんので、その

辺町内会の会長会議に出ているわけでもないので、どのような状況か。 

 これ解決しているのでしたら、町側のほうに出す必要はないと思いますが、ただ、議会としては

報告会の意見・要望として出すか、この後また小委員会がありますので整理して小委員会にもう１

回かけたいと思います。そのときにまた議論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。ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） ないようでしたら、次、４番目にいきます。 
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 取り扱いについてでございます。この意見・要望のあとに、町民からの質問事項が出されました。

これ２ページにわたってございますが、この取り扱いについてどうするかということをお聞きした

いと思います。 

 はい、斎藤委員どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君） 資料３の後ろについている２枚ですね。経過だけ報告しておきます。

これ２枚ともＡ班のほうの提出物だと思いますけれども、全部話し合いが終わったあとに置いてい

くからと言って、置いて行かれたものなのです。 

 特に、中で発言できなかったから、発言できなかった分を置いて行くというのではなく、初めか

ら印刷してきてそれを置いて行った。それを一番端にいた人に手渡していくような、そして署名も

ないというような形でおいて行かれたもの扱いというのは、これは大変困るわけです。 

 もう１枚の、手書きのほうのものは、きちんと名前が書かれているのですが。これはかなり具体

的な問題で、このような問題の取り扱いはどのようにしたらいいのか。これは、はっきりしていま

すので、あとで検討して、取り上げるかどうかということを考えたいと思うのです。 

 １枚目の印刷してあるほうのものは、このほかに、後日何日かたったあとに、またこれよりの分

厚い資料が事務局のほうへ届いているのです。 

 一切署名がないものですから、誰に向かってどのように、どう扱っていいかということは、我々

は全然つかめていないのです。そういうものを、何といって事務局のほうへおいて行ったのかと聞

いたら、一部の方に読んでもらえればいいからと言ったあとで、議員全部に読んでもらったほうが

いいというような話があったというようなことで、ただ、目を通して読んでおいていただければ、

参考として読んでおけばいいのかなというふうな文章に見えるのです。 

 ですからそれらも含めて後日検討したいなと。今のところ受け取った私のほうではこれを責任も

って取り扱うというのも無理があるというふうには思っています。 

○委員長（本間広朗君） よろしいですか。齊藤副委員長のご意見ありましたが、そのほか何か、

取り扱いについてご意見ありましたら。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、１番目の議会報告会の総括について、これで終わりたいと思

います。その前に、もう一項目ありました。 

 最後のほう、今ありましたが、全体評価というところもありますので、全体として何かご意見ご

ざいましたらどうぞ。はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君） どの項目に当てはまるかどうかわからなかったので、ここでお話ししたい

と思うのですが、基本的に、委員長、副委員長はコーディネーター役ということで、今までやられ

ていると思うのですけれども、もし順番で報告するということであれば、それなりに、それぞれ皆

さん報告することに関しましては、勉強もいたしますのである意味議員の資質向上にもつながるこ

とにもなると思うので、コーディネーター役も必ず委員長、副委員長がするというふうに決めない

で、これは順番で交代しながらやって、全員がいろいろな役をやるというようなことをぜひ小委員
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会で検討していただいてはいかがかなと、このように思うのです。 

○委員長（本間広朗君） ということでよろしいですか。ほかに。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） わかりました。続いて、今後の課題がございますが、これを読んでみた

いと思います。 

 小委員会で報告内容をきちんと決めていかなければならない。その上で、班の中できちんと打ち

合わせをして、統一した考えで報告会に臨むべきである。 

 正副委員長が各班の準備進行状態を逐次確認すべきであるということを、今後の課題として載せ

てみましたが、このほかに何か課題として、もう少しこのようなことをしたらいいのではないかと

いうようなことがございましたら、出していただきたいと思います。 

 よろしいですか。大体皆さん出たかと思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、以上で今回の報告会の総括について、１番から４番終わりま

した。 

 続いて２番目のそのほかに入りたいと思いますが、そのほかに何かございましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それと報告会とは別なのですが今回一般質問された方の原稿締め切り 28

日。議会事務局へ出すのが 30 日になっております。２日間しかチェックする期間がありませんので、

一般質問された方はできるだけ早く、原稿担当者のほうへ引き渡ししていただいて、余裕を持って

いろいろチェックできるようにしていただきたい。よろしくお願いしたいと思います。 

 はい、西田委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） その他なのですが、私の先般の一般質問の原稿のことについてどうなりま

したでしょうか。あれをどのようにされることになりましたでしょうか。対応は。 

○委員長（本間広朗君） 西田委員のＱ＆Ａのほうですね。 

○委員（西田祐子君） 原稿が間違っていたという部分と、それをその後どうなったのか。皆さん

にも知っていただかないと、なぜこのようになったのかわからなければ困ると思います。 

○委員長（本間広朗君） そうですね。その辺経緯、もしよろしかったら事務局のほうから。僕で

よろしいですか。 

 事務局のほうから、印刷ミスの関係で、どのような感じで、どうしてこうなったのかということ

説明していただきたいと。はい、事務局熊倉主幹。 

○事務局主幹（熊倉博幸君） 議会の広報ですが、うちのほうのデータを印刷会社に渡しているの

です。皆さん最初に見てもらっているところ。 

 それが、なぜか印刷会社のほうで打ち直しをしているのです。表題のところＱ＆Ａです。私たち

のほうも、そこまで直しているというのは確認を取っていなかったものですから、まさか表題がか

わっていると思っていなくて、その前のほうに使っていたＱ＆Ａのほうをそのまま移しかえてしま
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ったのです。 

 それで、うちのほうは印刷会社にきちんと打ち直ししたところについては、うちのほうに全部教

えてくれということで申し入れをしております。それで、次回の議会だよりのほうに訂正文を載せ

るということで話をしておりまます。 

○委員長（本間広朗君） 今回の 132 号の議会だよりのほうに入れて、訂正として載せるというこ

とで印刷会社のほうから来ております。ということです。はい、西田委員どうぞ。 

○委員（西田祐子君） その印刷なのですが、結局議会だよりの中の一部を割くわけになってしま

いますよね。それでいいのですか。印刷会社さんのほうにその分実費で出してもらってしてもらわ

なくても大丈夫。原稿のペースありますか。 

○委員長（本間広朗君） それは、ここでは言えないですか。はい、事務局熊倉主幹。 

○事務局主幹（熊倉博幸君） 全部、１ページ取るわけではないので、枚数は規定の中に入ります

のでご了承願いたいと思います。 

○委員長（本間広朗君） よろしいでしょうか。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） はい。 

○委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） ないようでしたら、これで終わりたいと思います。 

◎閉会の宣言 

○委員長（及川 保君） それでは、長い間どうもありがとうございます。以上をもちまして、広

報広聴常任委員会をこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

閉 会（午後 ２時４３分） 


