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平成２２年白老町議会広報広聴小委員会会議録 

 

平成２２年２月 ８日（月曜日） 

  開  会  午前 １０時００分 

  閉  会  午後 １２時１２分  

                                         

○会議に付した事件 

 調査事項 

１． 広報広聴の調査研究について 

２． その他について 

                                         

○出席委員（７名） 

 小 委 員 長  本 間 広 朗 君    副小委員長  斎 藤 征 信 君 

 委 員  前 田 博 之 君    委 員  玉 井 昭 一 君 

 委 員  松 田 謙 吾 君    委 員  熊 谷 雅 史 君 

 委 員  吉 田 和 子 君     

                                          

○欠席委員（なし） 

                                          

○説明のため出席した者の職氏名（なし） 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

     主 幹    森   隆 治 君 

     臨 時 職 員    白 綾 美 紀 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

                                           

  ◎開会の宣告 

○小委員長（本間広朗君） 広報広聴常任委員会の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） きょうの審議なのですけど広報広聴調査研究、これは第３次議会改革

をきょうはいろいろ審議していただくのですが、ここにもありますけど平成 20 年の５月に審議して

そのまま約２年間ずっととまったままなので、なかなか皆さんどういう話をしたのかと思い出すの

も大変だと思いますので今レジメに沿っていきたいと思いますが、ここにも資料も出されています

のでその資料に沿って事務局のほうから今までの流れを解説していただきたいと思いますが、皆さ

ん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） 森主幹流れのほうをお願いします。 

○主幹（森 隆治君） それでは資料１のほうを見ていただきたいのですが、実は平成 20 年の４月

16 日に当時鈴木小委員長でしたけど第３次議会改革を小委員会で話し合われた内容を一覧したも

のでございます。その中で既に終わっているものも今後の取り組みのところに一覧に書かせていた

だきました。例えば、自治基本条例の中の議会の部分で町民に開かれた議会としてどのようなもの

があったかといいますと、まず１つが議会情報の公開ということで議会年報の作成・公開、これは

やっておりません。これは新たな年報は必要なしと、変わる資料を検討してはどうかということで

話し合われています。次が、議長交際費の支出基準と公開、これについてもやっておりません。そ

の当時の話では何らかの支出基準は必要ではないかということで終わっております。あと、公共施

設・コンビニ等での議会日程の掲示、これもやっておりません。これは通常必要ないと、事案によ

り掲示すると。これはどのようなものかというと当時は議会懇談会・報告会、これらを事案により

掲示してはどうかということで終わっております。あと、選挙公報の発行・立会演説会、これもや

っておりません。これは必要であり検討していきましょうという形で終わっております。あと、ホ

ームページの全面改定、これは既に平成 20 年の４月から全面改訂を行っております。これは既に終

わっております。町民に開かれた議会の中でもう１つとして議会報告会、これも既に定期開催、年

１回以上ということで平成 21 年５月、これから改正をしてやっているということでございます。大

きな項目として町民に親しまれる議会というのがあります。その中に議員懇談会というところがご

ざいまして広報広聴常任委員会の活動、年間のスケジュールというのがありました。これももう既

に終わっていまして定期開催、年１回以上、平成 20 年の 11 月頃開催というふうに決まっておりま

す。２番目として分科会の積極的な活動、これも広報広聴の分科会として平成 20 年１月から活動し

ております。３番目として町民から意見を聞く機会の拡充、これについても広報広聴の分科会、平

成 20 年１月、あるいはその中でもさらに回答事項の周知法というのがありましたけども、これも議

会だよりで報告していると、平成 21 年１月 31 日から発行していますと、こういうことを議会だよ
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りで懇談会でありました、報告会でありましたということで始めています。残っているのがご意見

箱の設置、これは必要ということで終わっていますけれども、ただきちんとご意見箱という箱自体

置いておりません。ただ、今現在私ども議会が始まったときにアンケート回収箱ということでアン

ケートの用紙の中に意見を書く欄がございます。そういう形の中でやってきていると。これについ

てもどうなるかわかりませんからきちんと名前を、アンケート回収箱がいいのか、ご意見箱という

言葉がいいのか、そういうこともちょっと協議していただければというふうに思います。２番目の

委員会の運営、これについては広報広聴常任委員会の活動ということになります。これについても

先ほどご説明したとおり既にやっている事項もございますので、これはいいかというふうに思って

います。以上、ご説明申し上げましたけど大きく未実施のところが４つあるという現状になってお

ります。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 今の説明で何かありましたら。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（２）に入りますけど、今度は審議の進め方についてちょっ

とどのようにしたらいいかということで皆さんにお話していただきたいと思いますが、このレジメ

に沿って裏面も一応予定しておりますので（５）（６）、裏面のその他もあります。このような流れ

で進めていきたいと思いますが皆さんのご意見いかがでしょうか。何かありましたら。予定として

は、きょうと 15 日もとってありますので、きょう１日で終わるかどうかわかりませんが１つずつ進

めて決めていかないと未実施のものもありますから決めていかないとだめだと思います。私はレジ

メに沿っていっても構わないと思いますけど皆さんどうですか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） では１つ１つ（３）からやっていきたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

 それでは議会年報の取り扱いについて、これはここにもありますけど未実施にはなっていますけ

ど新たな年報は必要なし、変わる資料を検討となっております。何かここで事務局説明がありまし

たら。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） この議会年報なのですけど、そこに書かせていただきました。実は先ほど

の４月 16 日の小委員会を受けて５月 14 日に議運に小委員会として、今の議会改革のことを話し合

われたことについて報告しました。その中でも先ほどの説明とちょっとダブりますけどもかなり前

の話なものですから、ここに決まった形を書かせていただきました。ちょっと読ませていただきま

す。議会年報の作成は議会だより、インターネットを活用することにより情報を簡単に入手できる

現状にあり、情報共有は図られている。新たに年報を作成するのではなく公開の仕方を工夫するこ

とで年報に変わる資料を作成する必要がある。検討項目として議論していくということでございま

す。 

○小委員長（本間広朗君） 公開の仕方を工夫するということで終わっていますけど、あと検討項

目としてそのあとどのようなものがあったらいいかというのをいろいろ皆さんに出していただきた
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いと思いますけどいかがでしょうか。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 抜けたのですけど、その中にこの中でも公開の仕方を工夫することで年報

に変わる資料を作成する必要との意見もちょっと取り入れまして、事務局のほうで考えたのは事務

局の手間をかけずに、今議会ホームページに載っているということで前にもお話が出ていますから、

手をかけずにそれをうまく積み重ねて１年間の資料ということで置いておいてはどうかというふう

にもちょっと考えています。つまりそれを見たら、その年の１年間のやつがわかります。ただ、中

身をもっと調べたいというのはホームページを見ればいいのですけど、そういう形の中で紙ベース

で残してはどうかと。例えば、何かあって質問があった場合は何年はその紙を見ればこういうこと

を話し合ってますというのが見れると。ただそれを調べたい場合はホームページでまた再度さかの

ぼっていく方法も取れるかというような、本当に手間をかけない形でどうかというふうにも考えて

います。ただ、１年間の記録ですからかなり厚くなります。それは事務局に置いておいて皆さんが

何かあったときにそれを閲覧できるような形をとったらどうかというふうにはちょっと考えたので

すが。事務局のほうではそのような形で考えたのですが。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんいかがでしょうか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 主幹の言っていることはわかりますが事務局にかなり負担がかからないで

すか。何かかかるような気がするのですがどうなのか、その辺だけ聞かせてください。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 実はホームページに既に細かく載っています。ただそれを足りないものに

ついては皆さんに審議してもらってこういうものがあったほうがいいというのは入れてもらえばい

いかと。ただそれは事務局のほうとしては、どういう順番に並べるかという目次もある程度つくっ

ておいて、それが終わったら印刷をかけて綴っておくというだけで、そのほうが手間が掛からない

かというふうに考えたのですけども。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 内容的なものはあらあらホームページだとか、ある記録をベース化すると

は言っているけども、それについて何か入れたほうがいいというのはこの小委員会の中で検討を要

する時間が必要になるということですか。 

○委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 既にもうでき上がっているのですけども、例えば全体で見たときに最初か

らその項目を入れるということがわかれば事務局もそのつど入れていますから手間は変わらないの

です。ただ全体で見たときに、今まで議会ホームページに載っているのだけれども、これもあった

ほうがいいのではないかという項目があったほうが最終的に年鑑として見たときに、この項目があ

ったほうがいいのではないかという、もしそういう項目があれば言っていただければ最初からそれ

を項目に入れておけば打ち込むときにその項目に入れておけばできあがると。ただ印刷だけ出すと

きには手間が掛かります。あとはクリックと機械で印刷するだけですから、そのような形が１番手

が掛からないのかというふうには考えたのですけども。 
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○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 実質的な作業だからちょっと頭の中で組み立てても薄っすらとしかイメー

ジがわかないけども、前回の議論もそうなのですが新たに、要するに議会だよりも一生懸命見てい

る町民もいらっしゃるし、いろんな形で提供されているから新たに年報をつくる必要がないという

議論が中心的な内容だったと思います。ただ何か手段を考えなくてはいけないということで今主幹

のほうからそういう提案というか、それが１番手間が掛からないのではないかという言い方なので

１回やって、見ないとその状況のアクセスの関係だとか、例えば刷り上がった印刷したものの年日

を見てどうなのだろうというのをやはり、話を聞いているだけではわからないから、それをやはり

１回やってみたほうがいいのではないか、それから議論したほうがいいのではないですか。どうで

しょうか。それが私の提案です。 

○小委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。なかなかイメージがわかないのでどういうも

のがそういうものになっていく、ただだからそれをつくることによって、それから見ていろんなホ

ームページとかそういうところに入って見やすくなるというか、議会がどういうことがあったのか

というのも一般の町民というかそういう人たちです。そういう人たちもインターネットとか、そう

いう会館に行って街頭端末機などそういうのから議会を探して年報が見やすくなるとか、そういう

形。だから新たに変わる資料というのはどういうものかというのをここではっきりしないとわから

ないのかと、イメージができないのかと。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 私もホームページの分量というのはどのぐらい出されているものな

なのかわからないのですが分量にするとどのくらいのものになるかということ。それともう１つは

普段出されているものを整理しておこうということであれば大した手間ではないという気がします。

ただ、先ほど話が出たつけ足すものというのはかなり特殊な部分ではないかと思うのです。後で入

ってくるというのは。だからそれは必要があってやるのであれば、それはそれでいいのではないか

という気がするのです。分量がどのぐらいになって、どういうふうに保管するかと、それを集めた

ものを書類の本の棚に表紙をつけて置いておく。そうすると何年間固まっていくと、すごい活動を

調べるのには便利かと。ここへ来て時間があるときにパラパラとめくってみて、そして年間の活動

をまとめておくということは後々にとっては役には立つかという気はするのです。そういう意味で

できればいいなという気はするのです。やはり心配は手間暇掛けてそのだけの活用の内容というの

はあるかどうかという必要があるかどうかということが１番問題ではないのかという気がするので

す。分量というのはどうですか。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 分量は印刷の枚数は結構分厚くなります。それは町民の方はとりあえずホ

ームページを見るからいいのですが、例えば事務局で調べ物、あるいは議員さんで何年に何かあっ

たときに調べるということには役に立つかというふうに思います。ただ、今言ったように手間は印

刷をかけるだけなのです。あとは保管する場所と考えています。結構ホームページというのは細か

くいろいろと載っていますので、それを１年間のをただ綴じてしまっておくと。ただそれまでの間
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ちょっと時間がかかりますし、皆さんに今言ったようにどのようなものかというのがわからないと

いうことなものですから、それを今事務局のほうである程度つくって、見ていただく形になろうか

と思います。ただ、今言ったように新たに加えてどうのこうのということではなく、加工したりと

いうことではなく、そのままのページを載せて順番にわかるように目次をつけて載せると。必要の

ない場合はホームページを見てもらえばいいし、探すのに必要なものだけを載せるような形にした

らどうかというふうに考えただけなのです。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 例えば一般質問だとか本会議での質問だとか誰がいつやったとか、

それから委員会でどのようなことをやった、出前トークどうやったと、項目が並んでいくのではな

くてその内容まで全部入ってきてしまうわけですか。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 項目だけです。なぜかというと調べるという前提で考えていますので、１

年間に例えば何年に斎藤副小委員長がこの質問をしたということをタイトルしか載っていないので

す。それが見たいということであればホームページを引くと中身がどのような内容かわかります。 

○副小委員長（斎藤征信君） その項目だけを主体にするということでいいのですね。項目を選び

出すのにも中身が全部入ってきてしまうのかという気がしたものですから。 

○主幹（森 隆治君） 考えているのはなるべく枚数を少なくするのと、ある程度調査ができるよ

うな形の項目だけにしたいということの考え方でおります。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） やはり１回つくってもらって。年報は新たにつくるのではなくて、今ある

データの列挙をまず見て、どういう形になるのかといったように、副小委員長も言ったのは１つの

事案についてそれが全部、町側が何を答えて議員が何を聞いたかというところまで載せるというイ

メージだったと思うのです。それを見るのにはその議事録を逆に引っ張ればいいということだから、

その前段の年報をつくればいいのです。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何かご意見ありますか。これは本当にイメージがなかなかあれ

なので、これを事務局につくっていただいて、これはもう少しこうしたらいいのではないかという

中身を少しかえることはできますか。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） もし皆さんのほうでそれでいいということであれば、ちょっと時間がかか

りますので 15 日は間に合わないのですけども、私のほうに時間をいただいて、それをある程度つく

った形の中で見ていただいて、そこでまたご意見をいただければいいかというふうに思います。も

しそういうことでいいということであれば、ちょっと時間をいただきたいということで事務局のほ

うはそういうふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） わかりました。今事務局のお話も出ましたがこのような形でいかがで

しょうか。まず事務局のほうで作成して、皆さんイメージがわかないと思うので、その後皆さんに

見ていただいて、そしてまた検討するということでいかがですか。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） （３）はこれで終わりたいと思います。 

 次に（４）に入ります。議長交際費の支出基準と公開について。これも①、②あります。資料が

出ていますので事務局何か説明がありましたら。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 資料２です。この資料２の１枚目が、データがちょっと古いのですが平成

21 年９月、去年話し合おうと思ったのですができなかったので９月に近隣市町村の動向を調べまし

た。議長交際費・選挙公報の発行・立会演説会ということで丸がついているのがもうやっていると

いうことでございます。そういうふうに見ていただければいいかと思います。次が裏面です。裏面

については、これは道外なのですけどもインターネット上で調べたところというか、議員定数が大

体 20 人ぐらいのところでインターネットでやっているということがわかりましたので、それを表に

させていただいたということです。この中では選挙公報の発行、これはやっているところもあると

いうふうにとらえていただければいいかと思います。これも先ほど説明したように途中で話も終わ

っていますので、何らかの基準が必要ではないかということで終わっていますのでこれについても

ご審議いただきたいというふうに思っています。 

 資料３なのですが、支出基準の案というところがあります。その３ページ目のところに別表とい

うところがあります。既に議長交際費についてはある程度基準を設けてやっております。支出をし

ています。それで別表の中にちょっと区分を整理したと。慶祝金、これは町政の振興にかかわる団

体・個人、対象項目は就任、設立、記念式典及びその他慶祝金及び生花等（ただし、職員に関する

慶祝は対象外とする。）と、支出金額は相当額等又は清酒と、備考欄については祝賀会等により金額

が指定されている場合はその金額ということで、整理したものが１から６の項目で分けて載せてあ

ります。今言ったように議長の支出基準というのはある程度内部でこのような取り決めを決めて支

出していると。ですからもしそれがきちんと要項に定めるということになれば１枚目になりますけ

ども、この負担金の支出基準という形の中でちょっと事務局のほうで簡単に作成してみたと。これ

はほかの市町村でもやっているところはありますので、それを参考にしながらたたき台をつくって

みたということでございます。これについていいのかどうか、そしてその支出基準にあたってはど

のような形がいいのか、これもご審議いただきたいというふうに思っています。 

○小委員長（本間広朗君） この事務局交際費の負担金の、これも資料１にもありますけど支出基

準の作成となっております。また未実施なのですけど支出基準は必要となっておりますので、どの

ような形でこれを載せていくということになりますね。どのような形で載せていくかということも

ありますので、その辺皆さんいかがでしょうか。負担金、これは若干金額が違っていますが案です

から。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 近隣の市町村一覧表あるけども、白老町のが入っていないからわからない

のですが白老町はどういうふうになっているのですか。 

○主幹（森 隆治君） 白老町は議長交際費は今やっていないのでここで議論するということにな

ります。主とした要項を定めていないのです。ただ、内部の取り扱いでやっているだけであって。 
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○委員（玉井昭一君） だけど、例えば費用の面では今年度いくらかかったとかというのはわかり

ますね。ちょっと知りたいです。 

○主幹（森 隆治君） 20 年と 21 年、21 年はちょっと途中なのですけども、例えば 20 年度は 16

万 2,806 円ということで、これは負担金も交際費もごちゃごちゃにそういう関係のものです。東京

白老会はご祝儀として２万円を支出しております。ちなみに 20 年度は副議長山本委員長が出席して

おります。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ちょっと勘違いしているところがあるかもしれませんが、議長の交際費は

今まで一切支出基準もなかったし公開もしていなかったということですね。それで今後するかどう

かということはここで判断するのですか。それとも議運でするということでその内容を広報広聴常

任委員会で、情報公開ということだから内容だとか要綱だとかそういうものをきちんとして、そし

て公開をするような準備をして情報公開をしていくということでやっているのか。それともまるっ

きりなくて支出基準の有無だとか情報の公開もここで諮ってここでやりましょうということで決め

て議運なら議運へそれをこういうふうにやりますということで報告をするのか。どちらでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 20 年の５月 14 日では要綱作成までは必要なく申し合わせ等、何らかの支

出基準は必要。公開していくということになっています。その前に第３次議会改革で話し合われて

広報広聴常任小委員会でもって議運からきたのはやりますという前提があります。ただ、うちで話

し合われたのは、そこまで必要がないけどやはり支出基準は必要だと公開もしたほうがいいのでは

ないですかということで終わっているということなのです。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） では議運でそういうことにしたほうがいいということであとはその方法に

ついては広報広聴に任されたので広報広聴ではやるかやらないかではなくて基準をどうするかとい

うことと、公開をどのような形にしていくかということをここで決めるということでいいのですね。

それはまた議運に戻して、こういう形にしますということで何か要綱みたいなきちんと基準とか何

か載せてもらうのか、その辺を確認します。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 今言われたとおりでございます。もし要綱を作成するということであれば、

ここで支出基準というのを決めて、たたき台を議運のほうにまた広報広聴の委員会の議会報告会と

懇談会をつくったと同じような形でまた戻すという形になろうかというふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） 支出基準について、まずこれを定めるかどうか、やるかどうかという

ことです。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 議長が使ったという内容と額を公開するということの前提であればやはり

基準がないと何を根拠にそれを出しているのだという話になるわけだからやはり基準は必要だと思

います。それで、これは大まかに書かれている内容というのは、私は議長をやったことがないので
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わからないのですが、通常から言えばこんなのが妥当なのかというふうに思うのですけれども、こ

れはやはりどこかの近隣と平台にして書いているのですか。うちでどうしてもこれは直さなくては

ならないとかという気をつける部分というのは主幹のところで押さえていますか。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） ちょっとその前にこれは皆さんのお手元にいっていると思うのですけども、

白老町議会における議会の活性化の取り組み、平成 21 年 12 月現在ということで多分議運のほうか

ら皆さんのほうにまた資料がいったかと思うのです。この中で町民に開かれた議会の中でこの黒丸

のところの議長交際費の支出基準と公開と、これは第３次議会改革における取り組む項目というこ

とで載っているところがあります。まずこれが１点です。先ほどの支出基準については当然いろん

な市町村によって基準というのはまちまちです。うちはある程度、先ほど言ったように別表という

のはもう既にやっている項目で合わせながら、白老町にあった形の中で考えたと。ただ、これはあ

くまでも事務局のたたき台ですから、これを皆さんに見ていただいて項目などもいいのかどうかと

いうことになろうかと思います。それと最後のページのところに公表というのも載っています。前

に一部、一応公開は全員一致ということで載っていますけども本当にこういう形でいいのかどうか

も項目をおってもし支出基準を決めるとしたら、これらをそれぞれ皆さんで議論していただきたい

というふうに思っています。 

○小委員長（本間広朗君） これを今ぱっと見ても皆さんなかなか判断できないと思いますけど、

例えば 15 日見ていただいて内容を精査していただいて 15 日に何か気づいたところがありましたら

出していただくという形をとってもよろしいです。きょうはこれをやるかどうかということです。

まず支出基準を定めていくかどうかという、必要かどうかということ。そのほかに支出基準の議運

について何か今見て気づいたところがありましたらまず出してください。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） やるかやらないかといってもやるしかないでしょう。定めるしかないので

す。定めなければどうしようもないです。ただ先ほど事務局が言ったように、例えば第２条の（１）

慶祝金の慶事、祝賀会及びそれらに出席する場合の支出、これだけではだめなのでしょう。この中

身がもっと詳しくないと先ほど言ったように。それが全部にあるわけでしょう。それを見なかった

らわからないのではないですか。それを見ないとやるのはもうはっきりしているけど、その中身を

もっと詳しく書いたものがあるのでしょう。それをみんなに一覧で見せてくれなければわからない

です。 

○小委員長（本間広朗君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩   午前  １０時３４分 

                                           

 再  開   午前  １０時３７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。事務局のほうから何か。森主

幹。 

○主幹（森 隆治君） 今お手元にお配りしました、平成 20 年度と 21 年度ということで両面にな
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っております。その中で議長交際費ということで負担金だとか需用費でそういう交際費のようなも

の、これを主な行事ごとに列記させていただいたということです。これに基づいて別表にかかわっ

てきまして、そして支出基準になろうかというふうに思いますので、これに基づきながら協議をし

ていただければと思います。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 基本的な考え方として議長交際費というのが必要かどうかというこ

とが１番前提で、必要があるから今までやってきたのですね。その中である一定の金額を決まって

しまうと、あとは常識的な範囲でこの中で運営してくださいというかなり大ざっぱなものでなけれ

ば縛ってしまう感じになってしまうのです。その場に応じて判断をしながら使用するわけだから、

だから公表をしないところでは公表しなくていいのだからといって勝手に使ってしまうという、そ

ういうものを防ぐために年に１回公表をして、それでみんなでチェックをしてみて、この支出の仕

方はおかしいのではないかと段々よくなっていくと、改善していくというような形をとらなくては

ならないのではないかと。あくまでもこういうのは規則の上で縛ってしまって、こういうふうに使

えってなるものなのかどうか、その辺の仕組みというのがちょっと私もよくわかりませんけど、あ

る一定程度信頼関係の上に立ってやっているのだとすればかなり大ざっぱな決まりだとかでいいの

かというふうには思うのです。そして公表するというのがあれば、そういう妙な使われ方などは防

ぐことはできるのではないかと、こんなふうには基本的には思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副委員長から今出ましたが、何かほかにご意見ありますか。基準

は今斎藤副委員長が言われたように決めてもどういうものが出てくるかわからないので、これがす

べてがんじがらめにしていいのかどうかというのがありますけど、ある程度の今皆さんの中から基

準は必要だということなので、基準は必要だということで作成していくということでよろしいです

か。そういうことでやっていくということと、今基準を定めてやるということには別段支障はない

と思いますけど。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） それが必要だからここでやれとなっているわけだから基準をつくっ

て公開するという方向でものを考えているわけです。それでそういうふうにするにしてもがんじが

らめになってしまわないようなということで今意見を申し述べたのですが。だからかなり大ざっぱ

なものの基準などをつくって公開をきちんとさせると、こういうことが必要ではないかと、こうい

うふうに言っただけです。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんいかがですか。今斎藤副委員長の言われたのありますけど皆さ

ん何かありましたら。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 今斎藤副小委員長のほうからお話がありましたように大ざっぱということ

なものですから文言もそのような形で載せる。相当額とか、ただ金額は上限は決めておかないとと

いうことについてはちょっと入れさせていただいたということです。あと先ほどの資料でもありま

すように他市町村の動向もちょっと載せましたので、それでそれぞれ見ていただければといいかと

思っております。 
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○小委員長（本間広朗君） なかなか内容を一つ一つ、これを載せるかというのもまたありますけ

ど内容をいろいろ議論していくというのもちょっとあれなのですけども。いかがですか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今内容と言ったので一言話したいのです。私も議長をやりましたし。何か

あるとお酒を持って行くのです。昔はお酒というのは持って行ったのを口を抜いてみんなで飲んだ

ものです。そのために持っていきました。今はほとんど口を切らないで立てたままで終わるまで置

いてあります。あれはどうするのか知りませんけど。だからああいうお酒というのはもうやめたほ

うがいいのではないですか。昔は口を切って飲んだものです。今はほとんどそのままにして終わっ

たら持って帰るのです。そういう無駄なことは、もうお酒なんてという時代ではないのではないで

すか。私はそう思います。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） それはお酒を持っていくか会費を納めるかだと思うのです。基本的には同

じになっていくのです。どちらかなのです。会費も納めないでごちそうになってくるわけにはいか

ないから。どちらかに決めるということになるでしょう。だから逆に言うと会費を納めるほうが高

くなるのです。細かいことを言えばです。だからどちらがいいか別にして、どちらかにしなくては

いけません。結果は同じことだと思うのです。お酒のほうがかえっていいとは思うのですが。経費

の面ではお酒のほうが安いです。２升持っていけば 3,000 円以下ということはないです。 

○小委員長（本間広朗君） この資料に酒２升 3,780 円とあります。これは酒の値段なのですか。

森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 今小委員長から質問がありましたけど金額というのはそういうことでござ

います。 

○小委員長（本間広朗君） 結構その場面場面で会費を納めないでお酒を、お酒と言っても日本酒

とかビールとかそういうものも含まれると思いますけど、そういうのを持っていくという場面とい

うのもあるし、なかなか会費でどうのこうのというあれでもないし、また酒を廃止してしまうと、

例えば大漁祈願祭のときは会費というわけにはいかないから何かでお祝いとかそういうものにお酒

を上げるという何かそういうことになっているからなかなか私個人としてはお酒をなくすというの

は難しいかと。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） だからその場に応じてどう判断するかというのは、これは持ってい

く人が決めることでしょう。酒を持っていってはいけないとかビールにするだとか、そういうもの

ではなくて相当額というふうにしておけば、会費にするかビールにするかお酒にするか、その場の

判断でやればいいのです。大体決まっているものはきちんと書いてもいいけども、お金を持ってい

ったら都合の悪いところだって出てくるわけです。いろんな場面というのがあるわけだから、一応

相当額というふうにしてぼんやりしておいてその範囲の中で常識的な範囲でその場をやってもらう

ということではないかという気がするわけです。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 皆さんから今言われました心配事なのですが、それは３ページの別表を見
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ていただければいいと思うのですけども、この中の支出金額と備考欄を見てください。この中に今

皆さんが言われたように支出金額というのは相当額等または清酒ということで、備考欄のほうにつ

いては祝賀会等により金額が指定されている場合、つまりお金で、会費でという場合は会費ですと。

そうでなければあとはお酒と、その場合に応じてあげますということで解釈していただければいい

かというふうに思います。 

もう１つ、別表の中でさらに今度それ以外のものが万が一出てきた場合にはその他というところ

があるかと思います。上記のいずれも属さない場合で議長が必要と認めた場合、これでもまた何か

あったときにここで対応できるということでも載せたらどうかということでございます。 

○小委員長（本間広朗君） これを今具体的に出して、載せていくことにまだなるかどうかあれな

のですけど、これは今ここで交際費の基準などを具体的になかなか皆さん決められないと思うので

すけども大丈夫ですか。支出基準を載せていくということでいいのですか。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 先ほど冒頭で小委員長も話をしたように、今は資料の説明ですから、例え

ば 15 日にまた皆さん考えていただいて、また 15 日のときにそれぞれ審議しますという方法でもよ

ろしいですし、今決めるということであればそれぞれ要目ごとに決めていってもらっていいかとい

うふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） 今出されたものもそうですけど、例えば今支出基準をここで決めてい

くといえば１つ１つやっていったほうがあちこちから出てきてもあれなので１つ１つやっていった

ほうがいいということになります。だから今ここで、第１条からずっといろいろみんなで議論して

いくのかどうかというのをまずやらないと。前田委員。 

○委員（前田博之君） 今方向性としてある程度の内容的なこと、大ざっぱでも決めるというのは

いいのだけれども、松田委員も前に議長をやったことがあるのだけれども、議長は町長と同列に外

にいくとそれなりの形でいっているのです。それが先ほど言ったように大ざっぱに決めるのはいい

のだけれども今言ったように余り細かいことを決めなくても我々は議長の公務でこうやりたいとい

うものを私はそこまで絞っていいのかどうかと思うのです。それと資料の３を見れば別表の裏に

（案）がありますね。支出基準の制度化によると自己負担となる懇親会等と１月、４月が入って仮

に白老町新年交礼会 2,000 円、これ解釈でいいのだけれど、前に私は言ったことがあるのですが町

長とのある程度整合性を持たないとだめだと思うのです。町長が新年交礼会を公費で出していると

議長が自分のポケットマネーでいいのかどうかということなのです。最後に白老町の議長として万

歳をするわけです。だからそういう部分も細かくいえば出てくるはずなのです。だから片一方町長

は監査などをして新年交礼会は公費で出していながら議長は自分のポケットマネーで出したことが、

それは議会で決めたことだからいいと言われれば別だけども、極端な言い方をすると白老町の建設

協会の懇親会、町長だったのに担当部長が行ったときには町長の代わりだから持っていくけども議

長はポケットマネーで町長の代理で行ったものが公で持っていくということになっているわけでし

ょう。そういう部分があるから、ある程度私はそのときの議長の裁量があると思うので余りにも改

革云々というけど、この部分は否定はしないけど方向性だけはしっかりしたほうがいいのではない
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かと私は思うのだけどいかがでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） そのとおりではないかと思うのです。今までやってきていることが

町長とのかかわりの中でバランスを取りながらやってきている金額なのだろうというふうには思う

のです。だから今細かいことをごちゃごちゃではなくて全体的に決まりの中に入れなくてはならな

いものの考え方をここで話し合って、それに基づいて、これはあらあらあるわけですからそれをや

き直して、もっと簡単にすべきなのか、それをまとめたらどうなのか、今ここの意見を聞きながら、

それを整理して 15 日にそれでいいかどうかを決めると。今１項目ずつやったら日が暮れてしまって

困りますから。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） ４ページの関係ですが参考まで載せてということで基準は載るわけではな

いのです。ただ、今言ったようにこういう形の中でやってきて、今議長がこういう懇親会、あくま

でもこの議長交際費というのは懇親会的なものはある程度自分でお金を出しますという形の中で、

これらについてはこのような形で取り扱ってきたということなのです。ですからこれは支出基準を

載せるときに、これは載せない形になります。これはただ、今までこういうふうにやってきました

というだけです。だから載せる場合は基準と別表だけになります。これはあくまでも今参考までに

ということです。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の説明はわかります。ただ、これはときの議長がそういう形で判断をし

ているのだけれどすべて議長ばかりが行くわけではないのです。常任委員長が行きなさいとなった

ときに議長は自分でこの懇親会をポケットマネーで決めたけども、代理人が公で何々委員長行って

くださいといったときに、あなたポケットマネーで行きなさい、私それだったら議長が行きなさい

と、こうなるのです。だからそういうことを町長と今後整合性をもたないとだめだけど、そういう

部分を含めて考えていかないと、その議長によってはこれは議長ばかりだけでなくていい副議長が

行ってください、委員長が行ってくださいという議長がたくさんいたのです。そういう部分もやは

り含めて考えていかなくてはだめだから、今主幹が言ったのはそのときの議長が言ったのですが、

別の議長になったらまた変わるかもしれないのです。だからそれを今斎藤副小委員長が言ったよう

に、ある程度の方向性にするのかどうかということだけ整理したほうがいいと私は思います。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんそういうことでいかがですか。がんじがらめにするよりは、あ

る程度の余裕を持たせてやっていくということで。案について森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 確認してもいいですか。今のお話の中で、ある程度皆さん支出基準ですか

ら、ある程度弾力性を持たせた組み立てということで 15 日までに、それぞれ皆さんこれでいいのか

どうか見ていただいて 15 日にそれぞれ情報をもとにまた審議していくという形で、この取り扱いは

よろしいでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） ちょっと皆さんの中でいろいろと中身についても見ていただいて。ち
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ょっと事務局で説明をしていただきます。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） この支出基準については前の案になるのですけども他市町村の支出基準を

多分お配りしていると思うのです。もしない方がいらっしゃったら、それはまたこちらのほうで資

料を出しますし、ただ中身についてはそれほど縛るような形はとっていないつもりではいます。た

だ肝心なところだけは他市町村と合わせながらやっているということなものですから、これをちょ

っと見ていただければと思っております。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。これを今見ていて、そして検討しているわけだから 15 日はわか

りますが延ばせばきりがないのです。今やれるものならやって進めて決められるものは決めていっ

たほうが私はいいのではないかと思うのだけど、きょうどうしてもやらなくてはならないものがほ

かにあって、きょうはこれ以上できないというならやむを得ないのだけども、書類がこれだけあっ

て今見ててわからないのですか。私はわかると思いますが。やったほうがいいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） この裏面、きょうのレジメにも５番６番とありますので、あと２つあ

りますので、今これだけやっても、なかなか今言ったように具体的に前田委員の言われたようなこ

ととか斎藤副小委員長の言われたようなこととかまだまだいろいろ出てくると思うのです。ですか

ら１度持ち帰って、また見ていただいて 15 日とってありますのでそのときに決めるような形、事務

局のほうもある程度また何かそういうようなことはしないということですね。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 皆さんから出てこないと事務局のほうで支出基準をいじれませんので、た

だこのたたき台ということで、これが全部ということではなくてということにしてもらえばと。今

委員長が言ったようにまだあと２つあるのです。皆さん 12 時で終わらせたいということであればち

ょっと難しいかというふうな時間の配分なのです。もし時間があればまたこちらのほうに入ること

ができるかと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。わかりましたが、いずれにしても、斎藤副小委員長にしても前

田委員にしてもがんじがらめにするなということなのだから、斎藤副小委員長は大ざっぱに決めた

ほうがいいと、それから前田委員が言っているのはがんじがらめにしないほうがいいのではなかと

いうことは大まかこの辺でいいのではないかという意味で私はとるのだけど、だから事務局これで

ある程度まとめてもう１回書類ができたと、これがたたき台になったと、それで 15 日にもう１回検

討するというほうがいいのではないですか。それができないというのですか。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 支出基準自体がある程度相当金額ということで載せてありますので、それ

でどうかということなのです。 

○小委員長（本間広朗君） 大体このようなことで網羅されているといったらあれですけど、大体

入っていますということです。皆さんがこれでいいといっても、これは案で出されたものですから

今ある程度ここで出ましたから。玉井委員。 
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○委員（玉井昭一君） 今森主幹が言われたこれについては、先ほど言ったように慶祝金なら慶祝

金、慶事、祝賀会及びそれらに出席する場合の支出と、これだけでいいのですか。先ほどもっと細

かいこと言いましたね。それは入れなくていいのですか。要するにこれはあくまでも決めたら規定

だから、これに対して括弧書きでもいいけども細かいことをもっと書かなければならないことがあ

るのではないですかということを言っているのです。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 今の玉井委員の言われたように支出基準ということで載せています。その

中にちょっと言葉がまずいのが気づきました。下の第３条見てください。これを受けて第３条は基

準は別表のとおりにするということですから、これは別表も一緒につくというふうに考えていただ

ければいいです。もう１回確認します。今これはたたき台なのです。この支出基準と別表がこうい

う形でつながります。ただ、これはあくまでも例ということで示していただければ。考え方はこの

支出基準とこの別表をワンセットで考える。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私もこれは内容的にはこのような形になるのかと思っては見ていたのです

けど、この内容から見ていくと自己負担となる懇親会等の裏に、これは関係ないとは言っています

けれども、やはりそれで個々の前田委員が言ったように議長の考えでこれは出すとか、この基準を

つくった以上はやはりそれにきちんと従っていただかないとだめだと思うのです。情報公開するの

だけにつくったのであって、あとは議長の考えで変わりますということではなくてやはりこの基準

をつくって、こういうのは今までなかったわけですからある程度町のあれに従っていたのかわかり

ませんけど、そういった考えの中で、でもここの支出の基準を見ると議長の自己負担となっている

ものが別なのかと私もちょっとどういうふうに判断したのかとわからないのです。だからここでこ

ういうふうにうたっている以上は全部入るのではないかと思っていたので、やはりこの基準を決め

たのであればきちんとその辺は今後それに従ってやっていくということにしておかないとだめなの

かというふうには思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 今のですが、例えば支出基準を決めます。決めるとなると別表になります。

別表の項目に該当するものはそのように取り扱うということになろうかと思います。その中で皆さ

んの不安なところが網羅できていればいいかというふうに思っています。 

○小委員長（本間広朗君） ある程度は今出されたものはありますけど、すぐになかなかこれでい

いというわけにはいかないと思いますので、持ち帰ってまた 15 日に議論するということになるかと

思います。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。この資料３の今言った裏面の件ですが、例えば白老町新年交礼

会 2,000 円だと、白老町青年会議所新年交礼会 3,000 円だと、文連協連盟交流会 2,000 円となって

いますね。これがこの別表のとおりにやるとするとこれは公費になるのですね。誰が行っても議長

の代わりに副議長が行っても誰が行ってもこれを、例えば前田委員が先ほど聞いたとおりに言えば
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これは公費にしなければならないということになるわけです。それは当たり前だと私も思います。

今までのがおかしかったのかもしれません。だけどその辺も細かく言えばまだまだ出てくるのです。

まだまだ出てくるという意味は議長と副議長だけは公費であとは公費ではないのかということも出

てくると思うのです。そうなればきりもないから、会費でもないから。議長、副議長についてはと、

議長のあくまでも交際費についてだから、これは公費になってしまうのですか。その確認です。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 支出基準はあくまでも議長です。議長が何かあって出られないときは副議

長となりますのでそれは当然公費でやるということです。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 原則職務で行く場合には公費になるわけだけども、これは議員や何

かみんな行っていてみんなで会費を払ってやっているから議長といえども払えという部分について

は抜かしたほうがいいでしょう。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） これについては例えば公費についてはこのような形で進めると当然前例を

元にいきますので、これははたらいてくると思います。ただ何かあってこれがおかしいとなった場

合にはやはり議論して、例えばその他のところでまた議論すればいいと思います。ただ、今言った

ように議会自体が決めたときに規則から載っていなくても前例でやれば前例を招集してやるという

ことなものですからこれは生きてくるかと思います。先ほど斎藤副小委員長が言われたようにちょ

っとこのいきさつがわかりませんけれども、例えばほかの議員さんが懇親会に出るということに足

並みを揃えてそういう形に決めたのかもしれません。それはそのときの決め方で多分このような形

で今支出をしているということかというふうには思います。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） この裏のほうの案の議長個人負担の分は、でも議長名できているのです。

白老町議会議長で案内状がきているのでしょう。交礼会は議員さん全員にくるのもありますし、議

員さん全員には町連合として各町内会に出しているのと同じようにきています。でも議長は議長名

で別にきているのではないですか。交礼会は挨拶もありますし。同じような議員さん全体白老町議

会全員呼ぶという感じのものか、その辺明確にしないと議員は全員呼ばれているけど議長名として

きて議長には挨拶もらいたいとか、代表としてこういうことをしてもらいたいとかという場合もあ

るわけでしょう。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 案内はすべて議長名できます。当然その案内ですからきます。いきさつに

ついては 15 日まで私に時間をいただいてこれはどのような形でこういうふうになったかというこ

とを調べる時間をほしいのですけれども、ただ、今斎藤副小委員長が言われたような経過が多分あ

ろうかと思います。ちょっとこれはひもとかないとわかりません。ただ案内については当然そうで

す。皆さんの議員さんにこられる場合も白老町議会議長という形で名前は載っていますので、そこ
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は今吉田委員が言われたとおりだと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） これは出てるから今みたいな議論になるのだけれども、本来交際費という

のは監査でも内容までは監査できないのです。町長の交際費も。たまたまこう出ているから。だか

らこれは別表ばかり言うけども資料出ているから言うだけの話だけども、余り細かいことを言って

しまうと、これなどは斎藤副小委員長がいるからあれだけどいいとか云々ということは一切抜きに

して仮に７番目の海上自衛隊の寄港に伴う歓迎レセプションなんて持っていってたといったら、こ

れは反対するほうからすればどうしてこのようなもの交際費を使うと訴訟の問題に正直なってくる

のです。ただあがっているだけの話だから言うだけの話だけど本来交際費という細かいことまで監

査もしないし監査員もできないのです。やれないことはないですが、そこまで監査をする必要がな

いし拒否もできるのです。そういうことを別にして、ここの資料３の中である程度の方向性を示し

てここの第６条まである程度この文言とかこういう方向性はどうですかという議論をしたほうがい

いと思うのですがいかがでしょうか。松田委員も議長をやっていたから聞きたいのですが議長の裁

量によって、これは交際費にしてくれだとか私はこれはポケットマネーで払えるということがその

ときの議長の考えで公費の使い方が出てくるのではないですか、どうですか。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今前田委員の言ったとおりなのです。それか、例えば案に新年交礼会あり

ますね。これは議長でくるけども議員にもくるわけです。同じ食事をして同じく食べる、挨拶は議

長だから挨拶をするのは当たり前です。給料高いのですから。そういうふうに物事を考えないとい

つまでたってもどこまでいってもだめです。青年会議所もみんなのところへきますでしょう。議長

は給料が高いから挨拶をするのは先ほどから言っているけど当たり前なのです。こんなのは、みん

な払うときは自腹で払うべきなのです。そういうふうに決めると何も難しいことはないのです。 

○小委員長（本間広朗君） 先ほど前田委員も言われたようになかなかそういう内容をいろいろ吟

味して、本当に監査できないものもあると言いました。ある程度の支出基準については、このよう

な文言を出していくということでよろしいでしょうか。15 日に新たにまた出てくるようなものがあ

りましたらそのときに出していただいて、こういうのをつくっていく方向でよろしいでしょうか。

斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） この第３条の支出区分に応じる支出金額の基準は別表のとおりとす

るという、その別表というのが必要かどうか。これがないと運用できないのかどうなのか。という

ことは、これがないとうやむやになってしまうのですか。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） この別表がなかったらすべてのものがわかりませんので別表が１番肝心で

す。 

○小委員長（本間広朗君） ある程度こういう支出基準がないと、そのときに何を出していいかと

いうのもいろいろと。だからその場その場でといってもなかなか議長決めるというのは。ある程度
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基準があれば議長はそのときにはこういうものを出せばいいとわかりやすいです。もう１度今ここ

である程度皆さんから出ましたので 15 日にまたありますのでそのときにまたこういうものがあり

ますということがあったら出してください。基本的にはこういうような方向性で持っていくという

ことで皆さん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） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 一言だけ。私が議長になる前までは 50 万の交際費が足りる足りないの話だ

ったのです。私が議長になってから 10 何万になったのです。私ほとんど使わなかった。それで今度

10 何万になった。酒はある程度自分でみんな持って行ったのです。なぜかといったら私は議長とし

てお金をもらっているからそういうものは自分でもちますと。ハイヤー代は２年間議長を務めて１

枚もチケットを使いませんでした。それは給料をもらっているからそれで使うのは議長なのだと。

それで 10 何万になったのです。それまで議長の交際費は 50 万足りる足りないの話だったのです。

参考までに。 

○小委員長（本間広朗君） このような別表をつけて運営基準を設けていくということにしますの

で 15 日また新たに時間をとってやりたいと思いますのでお願いします。 

 それでは（４）、このような形でいきたいと思います。 

 続けて会議を進めます。（５）公共施設・コンビニ等での議会日程の掲示について、これも先ほど

森主幹のほうから説明がありましたけど、特に森主幹何か説明がありましたらまたお願いします。

森主幹。 

○主幹（森 隆治君） また繰り返しになるかと思います。20 年の５月 14 日議運のほうに小委員

会から依頼した報告ということでは一般的な議会・委員会には必要がない。懇談・議会報告等、事

案により掲示するということで話し合いは終わっています。余計な話かもしれませんけどちょっと

振り返ってみますと、今どのような形で周知しているかといいますと、当然議会あるいは委員会に

ついては議会だよりに日程を載せております。また町の広報にも載せております。議会懇談会・報

告会については各戸配布さらに議会だより、間に合えば町広報と、さらには昨年から防災無線を使

ってしているという現状にあります。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） これも資料１にもありますけど事案に応じて掲示というふうになって

いますけど、今森主幹言ったように通常は必要ない。事案により掲示するということです。前回皆

さん記憶があると思いますけどいろんなコンビニで掲示してはどうかというお話も出ていたかと思

います。事案によりというのはどういうあれなのかというと懇談会・報告会、そういうものがある

ときにコンビニ、公共施設に掲示していくと。今具体的にどういうような、やるということにはな

っていると思いますので、通常は必要がないのですがやるということになっておりますので具体的

にどのような方法でやるのか、また例えばコンビニ、公共施設等で掲示するときは誰がやるのか。

多分事務局にはならないと思いますけど、そういう誰がやるのかというのもいろいろあると思いま

すのでその辺皆さんで議論してもらいたいと思います。いかがですか。森主幹、事案により掲示す
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るというこの辺は懇談会・報告会ということですか。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 当時のことを思い起こしますと事案というのは議会報告会・懇談会のこと

をさしているというふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） これは今まではやっていないのですけど事案により掲示する。今周知

方法についてはいろいろ議会だより、また別紙の紙とかいろいろそういうので広報していますけど。

玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。これは公共施設、コンビニ等と書いているということは単純に

何カ所あるのですか。私が何を言いたいかというと、この公共施設とコンビニに、例えば私はコン

ビニだけでも 10 カ所ぐらいあると思うのです。コンビニと称する、コンビニ等だから、社台から虎

杖浜まで。公共施設というと、公民館だけでも４カ所はあると、それも公共施設というふうになる

とまだ 10 カ所ぐらいにあります。いきいき４・６にしても、そういうのを全部合わせれば結構ある

と思うのです。それを、委員会の報告を掲示するということになると議員がみんなでやるわけです

か。そうすると大変な仕事になります。だからどのぐらいの数があって把握しているのであれば知

りたいと思うのです。相当な仕事になります。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 今の数のことだけ答えておきます。数については私のほうではちょっと数

字を明確に把握しておりません。 

○小委員長（本間広朗君） 暫時、休憩いたします。 

休   憩  午 前 １０時２１分 

                                           

再   開  午 前 １０時２８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。 

それでは公共施設、コンビニ等での議会の日程の掲示。これは 15 日に事務局のほうでコンビニの

数を押さえて、あと方法として議員が手分けをしてそういう掲示をしていくという形をとっていく

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） （５）、ほかに何かありますか。何かもれているようなことがありま

すか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは（６）いきます。選挙公報の発行・立会演説会について。こ

れもまた森主幹のほうからお願いしたいと思います。 

○主幹（森 隆治君） これも話し合われて議運のほうに報告したのが、必要だと認識し、どのよ

うな組織がいいのか選挙全般を含め、次回の選挙に向かい検討していくということで話が終わって

います。資料４を見ていただきたいのですけども、私のほうで立会演説会、それから選挙公報に関

する公職選挙法の抜粋を載せさせていただいております。これを見ていただきたいというふうに思
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っています。立会演説会、これは公職選挙法の（他の演説会の禁止）というところで第 164 条の３

です。ちょっと読ませていただきます。選挙運動のためにする演説会は、この法律の規定により行

う個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を除くほか、いかなる名義をもってするかを問わず、

開催することができない。これが第１項になっています。第２項は、公職の候補者以外の者が２人

以上の公職の候補者の合同演説会を開催すること、候補者届出政党以外の者が２人以上の候補者届

出政党の合同演説会を開催すること及び衆議院名簿届出政党等以外の者が２以上の衆議院名簿届出

政党等の合同演説会を開催することは前項に規定する禁止行為に該当するものとみなすというふう

になっております。どういうことかというと、下のほうを見ていただければいいのですが、全国町

村議会議長会、編集、問答式、選挙運動の早わかりというのがありまして、ここを見たのですけど、

第三者主催の候補者合同演説会などは開催できないが、各候補者が主催する合同個人演説会の形式

をとれば差し支えないと。これはどういうことかというと、先ほどの第 164 条の３の第１項で個人

演説会以外はだめですとなっているのです。だけれども個人演説会といえども、それぞれやり方は

個人演説会ですけれどもそれが集まってやるというのは構わないです。その個人演説会にかかった

選挙収入はそれぞれの個人演説会の人たちが負担すればいいことであって一緒になってやるのは構

わないですというようなことなのです。ですからこれからいくと議員会とか第３者が中心となって

候補者を集めて立会演説会をするということは、この公職選挙法では無理ということになっていま

す。ただ、事前運動禁止規制というのがあるのです。これは政治活動はいいのです。つまりこれは

政治期間中ではなくて早い期間に１票くださいということではなくて、こういう政策をもっていま

すということは構わないというのがあるのです。その詳しいことについては選挙管理委員会の職員

にいろんな制約などもありますから、その議論に入るとそちらのほうで聞かなければならないので

すけれども、今のところ立会演説会というのは公職選挙法ではこのようになっております。もう１

つ、選挙公報というのは議題として出てきていますけども町村議会議員というのはここに書いてい

るとおり葉書 800 枚、２回の新聞広告というふうに限定がされています。この中では選挙公報とい

うのは出てこないのです。ただ、ここでいわれているように、次のページになりますけども可能性

があるのは選挙管理委員会が発行する選挙公報ということになります。ただ、これについては市町

村の条例となっているのです。白老の場合は定めていません。今選挙管理委員会で現在検討中とい

うことです。選挙管理委員会発行の選挙公報というのは先ほど 172 条の２のところで任意制選挙公

報の発行、これが今言ったように白老町の条例で定めてやる場合には選挙法ができると、その中で

は載せることができますと。ただ、それは今条例が定めていないので今検討しているということに

なろうかと思います。事務局からは以上です。 

○小委員長（本間広朗君） これは組織づくりを検討と必要検討を要すると、これは今ここでこう

いう資料の４のところをどうしたらいいかということを決めていくということでよろしいでしょう

か。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 今まで議論してきたものとまたちょっとここは違いまして、これはどのよ

うになっているかというと選挙公報・立会演説会の検討となっているのです。やるとはいっていな
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いのです。これはできるかどうか検討しますという話になっていますので、そのところの議論かと

いうふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） いろいろと公職選挙のほうの法の絡みもありますので、これができる

かどうかということです。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 考え方としてはやはり町民の皆さんに、前回の選挙から前前回の選挙のと

きに夜遅くまでスピーカーを立てないでやりましょうというような申し合わせもあってアピールす

る機会が少なくなるのではないかと、それに新しく出られた方の認知もあるだろうけれどもできた

ら町民の皆さんに考え方を聞いてもらうような場がつくれないだろうかということから始まってい

ると思うのです。まず立会のほうは。これは公職選挙法と絡めると今森主幹が説明あったとおり個

人演説会の集合体なら可能だというふうに公選法にも触れないということが今わかったのだけども、

なかなかこのことをまとめていくということは厳しいかという問題点があると。それに場所の設定

といっても、きょうやりますからといって騒いでもなかなか町民の皆さん、選挙時はかなり関心を

持ってもらえるけれどもなかなかあちらへいってこちらへいってという話にはなりづらいかと、こ

れは私の意見です。もう１つは選挙公報の話は、これもやはり衆議院だとか参議院で入ってくると、

主張の書いたものが入ってくると、これも少し有効ではないかという話で、みんないくらお金を使

うのだという話からこちらのほうが安いのではないかという話が出たと思うのです。今選挙管理委

員会のほうで検討されているということを今聞きましたから、これは変な話ですけどここでまとま

ればなるべく選挙管理委員会でその選挙公報を出してくださいというようなお願いをしていくとい

う形の取り組みがいいのかと。これは私の提案です。ただ、立会についてはこれはなかなか今の段

階では厳しいかというふうに思います。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） ちょっと１点だけ。選挙期間中は今言ったように公職選挙法に引っかかっ

て個人ではないとだめだという意味なのですが、もう１つは政治活動、選挙期間中は政治活動のそ

の前に、それは私に１票くださいではないような形の取り扱いはできるということです。それにつ

いてはちょっと私もそれほどの知識がないものですから選挙管理委員会の職員にきていただいて説

明をさせることはできるということです。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） その方法もあるのだけれども、それは民間フォーラムという団体があって

市長選についても知事選にしても大きな選挙のときにその団体が告示前に候補者予定者を集めて話

を聞くというのをやるのです。ただ、白老町で町議に出られる方が、町長に出られる方がそういう

形式で話し合いをしたときに町民がくるのかなと思うのです。私が考えていたのは選挙期間中に今

言ったように早く、夕方６時なら６時でやめてしまったら、本来なら８時まで活動できるわけです。

その２時間の間にやはりより多くの町民の皆さんに自分の考え方だとか思いを伝える、そういう集

合的なやつをやったほうがいいのではないかという、私はそういう考えなのです。ただ、それを３

次改革の中でもしできるのであればやったほうがいいなという考え方なのです。だからそれは今の
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公選法の中身では私はできないと、かなり難しいなと、そういうことなのです。ただ、今の森主幹

の話を聞いて私はそぐわないと思うけども皆さんは要するに告示前に予定者としてそういう集まり

をするということであればまた話は違うのかと思います。森主幹が言ったように選挙管理委員会で

どういう形でできるのかというのも聞いたほうがいいのかもしれないけれども、私はなかなか集ま

りづらいのではないかと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何かありますか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は（５）の選挙管理委員会発行の選挙公報。これは福島か知内かどこか

で実際に選挙管理委員会が出しているのです。だから私は改革のときも言ったのですけど、これは

やはりぜひ出すべきだと思います。これは条例化といいますか町費で出せますから。そうするとい

ろいろ言い方はあるけども意志の事前ということでちゃんと押さえて後からまた告示ぎりぎりだか

ら、その後選挙期間中５日以内に出すのかぎりぎりのときに出すのか、それは別として、私も初め

てやったとき、みんなもそうだと思うけど、それぞれの考え方をみるのがないというのが非常に多

いのです。そしてここに書いているようにパンフレットを配る人もいるし配らない人もいるし町民

の中にどうしていくかということを理解してもらうことがないから、これはぜひ議会からも選挙管

理委員会のほうにやってほしいということを私は訴えてほしいと思います。前段の熊谷委員の言っ

た部分についても告示前非常にいいことだけど公平性が保たれるかどうかということなのです。過

去にもいろいろありましたけども。その辺だけが保たれればやはり今議会改革で議員の資質のこと

も言われていますから公の場できちんと話すということにしておこうかと思いますけど、これはち

ょっと難しいと思いますけど、私は選挙公報の部分についてはこれはやはり管理委員会としてもや

るべきだと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 最終的に選管の職員から聞かないとわからないのですが、私の話をしてい

る中では選挙期間中という話はしていました。ですから日にちがすごくないというようなことも言

われていました。ちなみに先ほど大きなところ、先ほど議長交際費の支出基準というところで載せ

ていましたけども道外ではやっているところはあります。 

○小委員長（本間広朗君） ほかにありますか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 自治基本条例の中の議会条例の中で選挙に対してマニュフェストをしっか

りうったえるとか、そういった場をつくるとか、きょう持ってきていないので項目があれなのです

が、そういったものも含めてあると思うのです。ただ、個人の政治活動と選挙活動は全然別で選挙

活動といったらすごく制限されますから自分のパンフレットだって個人的な選挙活動ではなかった

ら出せませんから。そういったかなり規制があるので先ほど前田委員もおっしゃったように町なら

町の管理委員会できちんと出してもらえれば、これは本当に積極的にこちら側からも訴えていくと

いうことが必要だと思うのです。その他の選挙活動は５日間しかありませんので立会だとかそうい

ったものは演説会というのはどうなのか、それよりも個々の動きのほうが必死でそこに集まってく

ることの労力がどうなのかということもあるでしょうから、これはやはりここの広報広聴だけの委
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員会ではなくて会派でもうちょっと検討してもらうことも必要なのかと思います。これはやるとい

うことではないですね。だから今後どうするかということなので選挙法のあり方との選挙活動との

いろんな規約が制限されているところとの検討があるのでもう少し法的なことをきちんと学んでか

らではないとなかなか次に進めないのかと、今聞いただけでもだめだめというのが結構ありますの

で選挙になったらだめなことがあってその中を私たちはだめなもの以外のことをやっていますから、

そういった部分で議会としてやっていくことがどこまでそぐうのかというのをもうちょっと検討す

る必要があるのかというのは思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） これはもし選挙管理委員会で選挙公報を出すとすると、すぐ現実的に考え

るのですが 9,500 戸全戸配布になりますね。そうすると私はいくらかかるか正確にはわかりません

が少なくても労賃と仮に裏表を印刷をして出すと職員の労賃と合わせれば 100 万円以上はかかると

思うのです。私はそう思います。だからそれは議会に立候補する人は町民からみると勝手なのです。

議員になりたいから出るのですから。だからそれは自分たちで一生懸命周って歩いて自分が当選す

るように頑張れよと、町民側からみればそんな 100 万円仮にかかるとすれば、そんなのは冗談では

ないと自分達の宣伝をするために出すとか、あるいは町民の意識の高揚になればそれはまた別な話

かもしれないけど、そういうふうにするためにこの経費のないときに町費を使ってという批判に私

はなる可能性が多いと思うのです。もっと先述味で考えればです。そこまで考える人がいるいない

は別としてです。でも私はいると思うのです。結構たくさんいると思うのです。だからそんなにお

金をかけていいのかという逆に批判になる可能性もあると思うのです。だから私は個人的にはこれ

はやるべきではないと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） それは一方ではわかるけども、まず公として出すという町民に選んでいた

だくための情報を提供するというのは地方自治や国の最低限必要なことなのです。私が言っている

のは告示になっても国や道みたく一律に３人なら３人出ましたと、白老でいえば 16 人か 17 人出た

と、１つのものというのは選挙まで絶対ないのです。掲示板しか。そうすればお年寄りなんかもい

て、その配布された中の範囲だけでも見て選べるというものを提供しなければいけないし、市はも

うある程度選挙運動の費用は限度額でみてくれているのです。ただ町村がないだけなのです。そう

すると今言った部分でいけば最低でもこういう人が出ている、こういう経歴だと、それぐらいのも

のは提供するというのはこの町村で選挙管理委員会で決めれば、公で公費でただで出していること

だからそれぐらいは私はやってもいいのではないかと思うのです。そうするとあとは、今玉井委員

が言ったのは個々の運動でもある程度押さえてしない人はその公報を見て理解してくださいという

人もいるかもしれません。そういう機会があってもいいのではないかと私は思うのです。だからこ

こでいう公報、選挙管理委員会で町費を使ってきちんと出すべきです。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんいかがですか。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） この選挙公報というのは今議論したとしてもできないのです。選挙管理委
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員会が選挙公報に載せるとした場合。それは何かといったら条例が定めていないということです。

それを今選挙管理委員会が検討中ということなのです。それがもし検討中でできれば団体ではなく

て各選挙に立つ方がそこへ申し込めばできるということです。ですからその期間中というのは先ほ

ど言ったように選挙期間中かと思いますけども、そういう枠ははめられるかもしれないけれども、

ただ、今はこれはこのような形になっていますということの説明で何とかそういう形の回答で終わ

らせていただければと思います。ただ、そうではなくて立会演説会のほうについては、これはちょ

っとまたどういうふうにするか議論していただければいいかと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 議会として必要だから言っているのだから森主幹の言い方はちょっとあれ

です。議会改革をやってこういうことは必要だから選挙管理委員会でやってくださいということで

す。それを受けてするかしないかの話で条例がないから向こうの主体ではないのです。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 私も同じことです。言っている意味は前田委員と同じです。要は前田委員

はやってほしいと言っています。私はやるべきではないというだけの話です。ただ、この選挙管理

委員会発行の選挙公報をどうするかと、やってもらうかやってもらわないかという話をしているだ

けで、それは今いいのではないですか。ここで何も結論出す必要はないです。意見ですから検討し

て 15 日なら 15 日にそれをどうするかというふうに決めればいいのです。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 立会演説会の考え方は先ほど述べたのですが、やはり論点として非常に難

しいと思うのです。このまとめ役だとかいろいろ必要になってくる。それも選挙管理委員会がもし

できるということであれば広報を含めて、そこにゆだねるという方法もあるのかと思うのです。た

だ、参加する参加しないはその候補者によると思うのです。ただ、形はあるということは望ましい

とは思います。ただ、立候補者の個人的な集まりの集合体ならできる方法があると聞いたときには

なかなかやはり、例えば吉田委員と私がこの次に立候補するということでやりますと、ほかの人も

のりますかといって私がそのまとめ役をするという中身にはなかなかなっていかないと思うのです。

だから誰かがやはりまとめてもらうところが必要なのだろうけども、それは選挙期間中であれば選

挙管理委員会が可能であればお願いしたいと。それで告示以前の集まりは森主幹から言うと可能だ

と言っているけれども、先ほども言ったのですがなかなかそれは厳しいかと。その辺を皆さんにち

ょっと意見を聞いてみたいと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 今熊谷委員からそういうことが出ましたけど、なかなか個人演説会も

ろもろ言いましたけど難しいのではないかというお話が出ました。いかがですか。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。順序として今立会演説会が必要かどうかということが先にあっ

て、それで必要であるということであればどういうふうにやるかということの段階ではないですか。

それをやっていかないと今どんどん話が進んでいったらおかしくなっていきます。まず先に立会演

説会というのはやるべきかどうかというものをとりあえず決めて、それから今熊谷委員の言ったこ
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とを進めるべきだと私は思うのですがどうですか。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員の言われたことはこういうことでなかなか難しいのではない

かという、今立会演説会についてどうですかと皆さんに投げかけて熊谷委員はこういうようなこと

でなかなか難しいのではないかというご意見が出て、あと皆さんそういうふうに今玉井委員の言わ

れたように最初からやめましょうではなくてある程度皆さんから意見が出て結論として、ではなか

なか難しいとか検討しましょうとかいう方向になるのかと思って、皆さんのご意見を聞いています。

これは今森主幹そして立会演説会、例えばするとかしないとかと今ここでもう決めてしまうという

ことですか。森主幹。 

○主幹（森 隆治君） 事務局が話すことではないのです。今説明したことの中で皆さんでどのよ

うな形を結論出していただくかということになりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） ではここで決めていいということなので皆さんどのようにしたらいい

かということを出していただかないと。前田委員。 

○委員（前田博之君） 先ほど熊谷委員も言ったように公的な機関ができるのであればいいと思う

けど、ある程度の主催者がやるということに対しては非常に危険性があるのです。支持的な部分で

１人の候補者を誘導するような形の改正の仕方も過去には町議会議員ではなくてある問題では出て

くるのです。そういう部分からいけば非常に厳しいのだけども公的な機関がやるというなら私はい

いと思うけども、そういうふうに私は考えます。 

○小委員長（本間広朗君） いかがですか。なかなか今言われたように公的な、誰がやってくれる

かということもあります。なかなか難しいかというのがあります。前田委員。 

○委員（前田博之君） これは私は今まで話を聞いたりそう言っているのだけど、松田委員はそう

いうこともいろいろ波乱万丈でくぐってきて体験しているので意見を聞きたいのです。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はいずれにしても出すといっても誰が出るか人数が決まるのは告示の朝

です。それから次の日から４日間しかないわけです。なかなか厳しいのではないですか。これは党

員の方々はいいのです。公明党や共産党の方々みたいに党歴のある方々は。他の方々はこの４日間

でやるのはなかなか厳しいと思います。衆議院でも道議会議員でもあの方々も何カ月も前から決ま

っているからいろいろな履歴も人柄もわかるから書けるけども、５日前の朝急に立候補を誰がする

かわからないわけだからなかなか厳しいと思います。だけどやれるものならやることはいいことだ

と私は思います。だけど厳しいとは思います。 

○小委員長（本間広朗君） どのような形で、今前田委員も言われたようなことかと思います。斎

藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 我々が選挙をやっているときに短い時間の中でいかに自分をきちん

とわかってもらうかという機会というのが少ないということだけは確かなのです。だからそういう

意味では公報を出したり演説会をやったりするというチャンスがあるということはすごいことだと

思うけども、今言ったようにみんなが言っているようにたった４日、５日の中でそれだけのものを
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個人が全部用意するかというとまったく不可能だと。そして難しい規則の中でそれをくぐり抜けて

やるということは１つ間違えば大変なことになるわけです。そういう意味では公的にやってくれる

のであればいいけども、それは余り期待できないと。だからこれは少し時間をかけながら考えなく

てはならないことだろうというふうには思います。ただ、１つは今だって選挙はできるわけで、だ

からいかに立会演説会がそんなに難しいのであれば日常の選挙運動、街頭宣伝というのをいかに有

効に使うか。わかってもらうために本当に自分の考えていることをきめ細かに、そのために時間を

使う。ただ歩くだけの選挙はしないと。こういうような基本的なルールというのは必要なのだろう

というふうに思うのです。だから本当に公選法では８時までやっていいというのだから、それに従

うわけだけども、だけども申し合わせだとか何とかということになればどうやったらその時間が短

くなる部分をどうやって埋め合わせをするかということは、これは何か方法が考えられなくてはな

らないし、今あるものも形を変えていくことで何とか埋め合わせすることができるのではないかと

基本的にはそう思うのです。だから何がいいかということは時間をかけてもう少し考えるべきでは

ないかというふうには思っています。 

○小委員長（本間広朗君） 今回の立会演説会に関して、皆さんの意見が出ましたけどなかなか難

しい、公的にどなたかやってくれるなら、これも本当に公平にやってもらえるならいいですけどな

かなか難しいということでよろしいでしょうか。 

 暫時、休憩いたします。 

休   憩  午 後 １２時 １分 

                                           

再   開  午 後 １２時１０分 

○小委員長（本間広朗君） 会議を再開します。 

 今２点ほど出ましたが斎藤副小委員長のほうからまとめて。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） この問題につきましては相当難しい部分があり、これからまだまだ

検討しなければならない部分があると。その前に選管ができるかどうかというそのことの選管の意

志も含めて法的にできるかどうかということも含めて１度事務局のほうでその事情聴取をして、そ

れで 15 日までにそれを皆様の前に出してもらって、それでその後さらにもう１回検討するというこ

とでまとめておきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） ということで具体的に資料が福島とかそういうところの出ましたので、

この選挙公報について２点ほど、次回 15 日にやりたいと思います。そういうことで選管のほうは呼

ばないということになりましたので大体選挙公報の発行や立会演説会について、ほかに何かありま

すか。特にまたどういうような資料が必要とか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） その他について。これは次回の所管事務調査となっていますけど、ち

ょっと森主幹と相談したのですが選管の人を呼んでもしやるようになったら、そのようなこともや

ったらどうかというお話もあったのですけど、そのようなことはないということです。次回は２月
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15 日になります。きょう大体これで終わりますけど、皆さんまず議長交際費の支出基準についての

ところと、それからそういうことを 15 日にいろいろ皆さんに考えていただくところが何点かありま

すので、それを 15 日までに考えてきていただきたいと思います。以上で大体の日程が終わりました

が、そのほかに何かありましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                           

  ◎閉会の宣告 

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

 ありがとうございました。 

                                   （午後１２時１２分） 


