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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１５日（月曜日） 

 開  会   午前 ９時５９分 

 閉  会   午後 ０時０１分 

                                         

○会議に付した事件 

 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 

     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） おはようございます。これから広報広聴小委員会をはじめたいと

思います。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

○小委員長（本間広朗君） きょうは２月８日に引き続き広報広聴の調査研究について行いた

いと思います。まずレジメに１、２、３、４とあります。議長交際費の支出基準と公開につい

て２番目が公共施設・コンビニ等での議会日程の掲示について３番目が選挙公報の発行・立会

演説会についてときょうはこの３項目について議論したいと思います。それで議長交際費につ

いては前回資料３を渡されていたと思いますが、それを見てどうですかということを皆さんに

考えてきていただくということになっております。それと新しいほかのまちの市町村の資料が

出ております。資料１－１から１－２、１－３と出ております。これもこれから議論するので

すが参考程度に見ていただいて参考程度の資料にしていただきたいと思います。進め方なので

すが、支出基準をやるとなりますときょう出された別の資料といろいろ照らし合わせてやらな

ければならないのかなということがありますが、基本的には前回出された資料３のほうを見て

いただいて議論するのかそちらのほうもいろいろ考えていただいて、まずどうしますか前回資

料３を渡されましたところについて例えばこれでいいのではないかとかここをこう直したらど

うだとか資料３、もう１つ別表のほうもありますがこれでいいかどうかということもいろいろ

ここで議論していただいて決めていただきたいと思います。事務局のほうからちょっと。森主

幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） ちょっと連絡があります。実は審議に入る前に事務局のほうか

ら訂正があります。８日の前回に審議中に議会年報の取り扱い、議長の交際費の支出基準と公

開、公共施設・コンビニ等での議会日程の掲示についてはすでに決まってその手法をこの小委

員会で審議すると私のほうで説明してきたのですが、実は今の３件も選挙公報の発行・立会演

説会と同じで検討課題というのがわかったものですからこれは訂正させていただきたいと思い

ます。ですからこれについても検討課題ということなものですからここで審議していただくと

いうことになります。本当に実施する手法での議論と検討課題を踏まえての議論とでは審議に

影響を及ぼしますので入る前に私のほうから訂正させお詫びさせていただきます。よろしくお

願いしたいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） はい、そういうことで事務局のほうから謝罪がありました。検討

事項なのですが、検討、検討で議論をしましてなかなか結論が出ない場合はもちろん次回また

検討ということになりますが決められるところは決めていっても構わないと思います。特に年

報の取り扱いこれもそうですがちょっときょうのあれには入っていないですがこれは前回あり

ましたよね。事務局のほうから。森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 私のほうから簡単に皆さんに配布した資料についてご説明申し

上げたいと思います。資料とか書いていないものは４回に話あわれて事務局は資料を用意しな
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さいということの項目がありますのでそれを見ながらしていただければいいかなというふうに

思いまして配布させていただいております。資料１については厚真町さんほか資料を求められ

たものですからこちらのほうで資料１－１は厚真町さん、資料１－２はむかわ町さん、資料１

－３は東京のほうの武蔵野市なのですがこの議長交際費の支出基準これをちょっと参考に掲示

させていただいたということです。先ほどの８日のほう、資料の報告のところで見ていただき

たいのですが、８日に議長の交際費の中で自己負担となった経緯はどうなのかということがも

し議会事務局のほうでわかるのであれば示してほしいというお話もありまして確認したところ

職務執行との関連性を欠くような交際費、例えば飲み会だけの懇談会などは議長からの申し出

により自己負担とするということでやられているということでございます。議長交際費の支出

基準と公開の資料については以上です。続きまして公共施設・コンビニ等での議会日程の掲示

これは資料２を見ていただきたいと思います。前回５月の議会報告会から試行的に実施し、次

回までに町内の公共施設およびコンビニ件数を調べどのように活動できるか検討するというこ

とで終わっております。ですから資料２としまして町内の主な公共施設とコンビニ件数を調べ

た資料でございます。これを見ていただければいいかなと思います。続きまして資料３のほう

です。選挙公報の発行と立会演説会これは選挙公報の発行、実施しています道内の市町村の資

料を入手するということから資料３－２から資料３－４ちょっと記載してありますが十勝支庁

管内の芽室町、渡島支庁管内の福島町、上川支庁管内の東神楽町の選挙公報の発行条例、規則

等を配布しております。これもちょっと見ていただければというふうに思います。もう１つ任

意性選挙公報の発行で告示前と告示後の発行はというようなご質問がありました。これについ

ては選挙管理委員会の職員から資料３－１で回答させていただいております。配布されている

資料については以上でございます。よろしくお願いしたいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） まず１番目から議長交際費の支出基準について皆さん前回渡され

ました資料３ありますがいろいろ読んできて何かこう気づいたところがありましたらどうぞ。

斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） ちょっとわからないところを聞いておきたいのですが、第４条

の（４）町の補助金を受けて実施する事業にかかわる場合支出することができない。これは具

体的にどういうことですか。補助金を受けて実施する事業。 

○小委員長（本間広朗君） 森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 町から補助金を受けている団体が例えば総会をやりましたとい

うときには酒とかそういうもの議会から出さないと、つまり町で賄って事業をやっている団体

についてはそういうことがあった場合は挨拶だけということになりますからそういうふうに考

えたものでございます。これは皆さんでまた一つ一つ審議していただければいいかなと、ただ

事務局の案としましては他市町村のものを参考にしながらも一応案としてたたき台をつくった

ということでございますのでその点を考えながらご審議いただきたいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 第６条の公表にかかわって個人情報保護条例に引っかかるもの
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その内容が個人に関する情報であってと、ですから持って行ったところが名前を出されたら困

るというようなそういう場所でしょう、そういうところは公表しなくてもいいということにな

るのですよね。こういうことってあるのですか。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局どうぞ、森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 想定はなかなか思いつかないといますか、プライバシーの関係

ということになりますと公表すること町側もありますよね、交際費を使うときですね。相手の

名前、誰々が来て懇親会があってそこで何かあった場合に名前を出すことによってやはり支障

になってくるというものについてはできるだけ個人のお名前は伏せるということがあります。

ですからそれらを考えながら基準を設けてはどうかということです。例えば他団体とのかかわ

りが出てくるかなと思います。これは謝礼とかも入りますのでそれはどんなものかというのは、

ちょっと推定は今のところないのですが、そういう項目も入れたらどうかなということのとら

えかたです。 

○小委員長（本間広朗君） ほかのまちもこういう似たような何か入っているのでしょうか。

事務局、森主幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 例えば資料１－１ですね。厚真町さんを見ていただきましたら

ページ数が２枚目の裏のほうになりますがここでも公表のことを、公表する交際費の内容とい

うふうになっています。ここでも個人情報についてはこのような形でうたっております。何か

があってということではなくこういうおそれのあるものについては、公表はまずいでしょうと

いうことの一言を入れたらどうかなということです。 

○副小委員長（斎藤征信君） いい悪いは別にしましてこれはあるのかなとちょっと今わから

なかったものですから。あともう１つだけ聞いておきます。第６条の２、公表する内容は次の

とおりとするの（２）支出基準を明確にしないとならないということになっていますよね、支

出基準の区分というのは２条にかかわるのですか。３条にかかわるということでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） これは支出基準ということですから第３条に該当する別表区分

と支出区分とありますよね。例えばこれは何かに使ったと、激励金に使ったのか懇談会に使っ

たのかあるいは慶祝金に使ったのかという区分でございます。 

○小委員長（本間広朗君） 斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） そうしますと２条のほうの区分けにかかわるのですか。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） ２条も３条もつながっております。今言ったように２条という

のはこういう項目に分けますよということですから、あとそれに伴いまして支出基準第３条と

いうのは詳しく載せているということでございます。ですからここでいいますと金額とか内容

とかを載せますので区分に応じて内容も載せますよということです。 

○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） 大体わかるようなのですが上のほうが支出の基準というのと下
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が支出基準というのが２つあるわけですよね。どう使い分けるのかなと。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） ここの見出しのことで今ちょっと質問を受けたのですが紛らわ

しいということであれば例えば厚真町さんのやつもちょっとありますよね、支出区分というこ

とで変えたらどうかなと思うのですが。言葉が足りないのですが第２条のところに括弧してあ

ります。この括弧書きというのは見出し書きと通常いうのですがここの支出の基準というとこ

ろに書いてありますがこの支出区分ということで第２条の中身ですね、「交際費及び議会等にお

ける支出の内容」と書いていますが、支出区分は次のとおりとするというふうに直せばこのは

っきり２条と３条の区分ができるかなというふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 前も議論しましたし、その前に議運か何かで他の町村のやつをもらっ

て私見てきたのですが１つはこの厚真とかむかわを見ていますが、あくまでもこの案は理事者

のなのです。ですから理事者というのはある程度かなり時代の流れとともに拘束されているの

です。ですから詳細に要綱をつくっていますがそこまでやる必要がどうなのかということとち

ょっと話が大きくなりますが、むかわの場合はいろいろな町長とか議長まで入って１つの枠の

中で整理しているわけですよね。白老町は多分町長のこういうものをつくっていないはずです。

ですから町としてのがあってそれをもとにして仮にむかわみたいに議会も入れるとか、そうで

はなく逆に白老の場合は議会のほうの議長の交際費が先行してそういう基準をつくるかという

話になっているわけですよね。そうしますと町のほうの部分というのは前段言ったようなかな

り拘束的な部分で入ってきていますが、議長としますとそこまで拘束される範疇ではないと思

うのです。そうしますと武蔵野の議会録がありますがある程度その辺の大まかな基準にするの

かどうなのかということを整理していかなければただ項目だけ見てやってもなかなか前に進ま

ないと思うのです。ですから議会として先がけて議長としてのものをつくるのか、あるいは私

の本音は先に町があるべきだと思っているのですがその辺の議論もあると思うのです。そして

もし議会としますとこの武蔵野市のようなそういう部分がある程度大きな括りの中で目安だけ

にしておくかどうかというような方向性で議論したほうがいいと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 今、前田委員に言われたのはまちと議会のどこまでどうなのかと

資料を見た感じでは皆さんわからないと思います。むかわ町は議長交際費とはなっていないの

です。武蔵野市のほうは市議会議長交際費の支出基準となっていますからこの辺いろいろと見

ていただいて参考にしていただくというのと、この支出基準を本当に明確にしていくのかどう

かというところもいろいろと細かい議論を。事務局、森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 実は８日にお配りしました 21 年９月で調べた市町村のほうで

見ていただきたいのですがむかわ町さんにしても厚真町さんにしましても町に準じて支出して

いますよということでこういうような書き方、あと武蔵野市さんは単独でやっていますよと議

長交際費を使っていますよというふうに見ていただければと思います。私、冒頭に先ほどこの

中ではやるものだということでお話を進めていたのですがこれは検討課題ということになりま
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したので、今言われたこともちょっと議論していただければというふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局から出されていますが、今早々ここで決めなくても検討事

項としてまたそういう考え方もありますので、前田委員が言われたようにその辺をきちんと整

理してもちろん決めて公表していくというやり方もありますがその辺皆さんいかがですか。議

会独自で支出基準を決めて載せていくという考え方と明確にして載せていくというやり方、前

回まではそういう流れできていましたが事務局から言われましたようになかなか結論が出ない

のでしたら検討課題として残していくという考え方。皆さんいかがですか。なかなか出てこな

いようですので暫時休憩します。 

休憩 午前１０時２１分 

                                                                                

            再開 午前１０時３０分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じまして会議を再開します。議長の支出基準と公表につ

いてですが公表するかしないかまず皆さんどうしましょうか。ということでどなたか言ってい

ただかないと・・・斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） 今、委員会として検討したのは大方議会改革の中で公表すべき

ではないかという方向で今検討をはじめているのだと思うのです。我々もその主旨からいえば

やはり検討してガラス張りにしていくということが一番大事なことだと思いますし、町のほう

は町としても別で議会改革の中の１つとして進めていって時期がくれば町長側も一緒になって

やれるという時期が出てくるのかも知れません。ですから今ここでは議長交際費は率先して明

らかにするということで条例を設けたらいいのではないかと、こういうことでいいかなという

気はするのですが、そのあたり皆さんの意思統一ができればそれでいいの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） ほかに何か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 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） では支出基準含めまして公表し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） はい、では公表していくということで。この支出基準の内容のほ

うですが、今斎藤副小委員長からいろいろとどういうことなのかと質問がありましたが、別表

を含めまして何かここはどうなのかなというようなところがありましたら出していただいてど

うしますか一つ一つ項目をやっていって、前回皆さん読んできていますから何か気づいたとこ

ろがありましたら出していただいてこれでよかったら（案）ですが、これを支出基準として載

せていくような公表していくような形になろうかと思いますが斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） 公開する以上は説明ができる基準というものを設けなければな
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らないというふうに思うのです。それで基準について一つ一つ検討したらいいと思うのですが、

確認しておきたいのは資料３で（案）として出されたこの具体的な基準の中身というのは、こ

れは今までの内規でやってきた部分と大体同様なものというふうに押さえていいのかどうなの

かということと、もう１つ議長の行為をがんじがらめにしてしまわないと議長の裁量というの

を一定の常識的な範囲で基準を設けるということで確認できるかどうかというそのことが大事

なところではないかなという気がするのです。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 事務局からご連絡します。今、２点あったと思います。この別

表については今までの内部の中で基準を設けましてその中でやって見たものを体系化したとい

うことでございます。あと議長の裁量がなくなるということではなく細部その他の中でこれ以

外上記のいずれも属さない場合は議長が必要と認めた場合ということも設けていますし、支出

区分の中で例えば支出額のところを見ていただければいいのですが金額についても相当額とあ

るいは金額がちょっと載っているところもありますが、それは上限を決めるということになり

ますし相当額あるいは社会通念上妥当と認められる範囲内の額という言葉で載せさせていただ

いております。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） １つだけあれなのですが。（案）の６条の３番目「公表する時期は、

毎月とし、当月分を翌月の末まで」といいますが、これは１年に１回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） 政務調査費も１年間の支給金額が決まっていまして１円以上になって

厳しくなっていますが１年に１回ですよね。議会もきちんと使い道を皆さんに知っていただく

という予算に計上されたものが１年間こういうふうに使われましたよということを知っていた

だくという情報の公開ですから毎月会計の監査報告みたいに毎月出さなければならないという

ものではないというふうに私も思います。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さん毎月出さなくてもいいのではないかという話がありました

が年に１度出してはどうかということですね。ほかの市町村は議長のあれも入っていますか

ら・・・議会としましては１年に一度でいいのではないかという皆さんのお考えだと思います

が、ほかに何かご意見がありませんでしたら事務局これは明確に例えば何月何日とか何年度末

とかというそういうような書き方といいますか、文言は書かなくてもよろしいでしょうか。事

務局、森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） もしそういうことでありますと、年に１回ということであれば

この文言については条例などの担当のところでちょっと相談しながらただ入れないということ

も考えられますし、ここに年に１回という言葉を明記するという方法もありますのでそれも任

せていただければそのような形で変えたいというふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） きょうの話ですので、年に一度公表していくというお話も出てい

ました。その辺をちょっとご相談いただいてどのような形の文言になるかということで事務局
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のほうでやっていただいて文言を書いていただいて、年に１度公表していくという形を取って

いくとは思いますがそのような形でお願いします。ということで支出基準についてはこれでよ

ろしいですか。はかに何か、熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。改選期ありますよね、改選期 11 月なのです。そうします

と年に２回報告しないとならないところがあると思うのです。ですから改選期のときは年に２

回にするという文言入れないと、きちんとした条例にならないのではないですか。どうですか、

事務局さん。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） これは予算の支出になりますので選挙の改選があったとしまし

ても、年度で年１回ということであれば出しましたよということですから、別に支障はないか

なというふうには思います。 

○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） そうしますと公表する時期は年度末とするという言葉でいいの

ですか。終わったのですから年度初めに公表するということですね。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 公表時期については年１回ということなものですから当然予算

が支出されて終わった段階ですから公表は翌年になります。それで文言についてはちょっと事

務局のほうに任せていただけたらなと。それから全体的なものですがこれはたたき台なもので

すからもし内容がこれでよければ、あと文言についても若干の調整が出てくるかなというふう

に思います。ただ皆さんが考えています形の中を崩さない形の中で、文言を事務局に任せてい

ただいて基準を作成するということは可能だと思い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） わかりました。これは文言を変えて出てきましたら、皆さんのほ

うに新しいのを渡す形になると思いますので、そのときにまた何かありましたらお願いします。

ということで支出基準と公開についてこのような形でよろしいでしょうか。あと何か抜けてい

るところがありましたら、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） では今度２番目です。公共施設・コンビニ等での議会日程の掲示

についてこれも資料２に出ていると思います。公共施設の場所が出ていますが、これを掲示す

るかどうかです。前回はコンビニの件数を調べてどのようにやるか。事務局、森主幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 資料のほうについてご説明させていただきたいと思います。こ

れは事務局のほうで一応考えられるもの公共施設ということなものですので載せていただいた

と、ただこの中でも本当に皆さん集まるところなのかということもあろうかと思いますのでこ

れをちょっと見ていただいて検討していただければというふうに思います。コンビニ件数につ

いてもその形の中でご審議いただきたいというふうに思います。 

○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。私が数を調べて調査してくださいと言ったものですから話
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をするのですが、例えば事務局が言ったように必要性があるかないかということにはならない

のです。数あるものに全部置かなかったら・・・置くならです。置くのでしたら全部置かなけ

れば公平にならないですよね。コンビニも置くのであれば全部置かなければ「ここは必要ない

から、少ないから」などという判断は、私はできないのです。ですから置くのでしたら 39 カ所

全部置かなければなりませんし、これを置くということになりますと委員が大変です。置くと

なりますと毎月ですよね。必要のないものは別としましても。 

○小委員長（本間広朗君） 報告会、懇談会、あと本当に何か要請が来たときにだけです。 

○委員（玉井昭一君） それにしましてもこれは大変なことです。年に２回くらいなら仕方が

ないのですか。 

○小委員長（本間広朗君） 懇談会と報告会、年２回ありますからそれは仕方がないのでしょ

う。松田委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。１番目社台旧公民館はいらないと思いますし 22 番目の幌

内福祉館これは新年度から廃止ですよね。この２つはいらないですよね。15 番の旧森野福祉館

もそうですね。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 森野福祉館はいらないですが森野体験館は結構人が出入りしますから

森野福祉館はいりませんが森野体験館はいります。あと生活館等でも管理人さんにお願いしな

ければならないですよね、普通日中は開いていないですよね、使用するときだけ開いていると

ころがありますよね、それもきちんとチェックしてそれは管理人さんのところに届けるとすれ

ばどこの誰なのかというのを確認していかなければだめだと思うのです。わざわざ行って開け

てもらって貼るのもいいかも知れませんがお願いして貼ってもらってという形になるような気

がしますのでちょっと確認したほうがいいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 今のは、森野体験館のほうですよね。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 白老の町立病院は入っていますか。町立病院を入れたら全部の病院が

入りますか。ですが公共の施設ですから白老町立病院はいいですよね。あそこは結構人がいま

すから受付のところにでも入れたらいいと思うのですが。 

○小委員長（本間広朗君） 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４７分 

                                         

            再開 午前１０時５７分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開します。今、公共施設・コンビニ等での

議会日程の掲示については議会日程の件については進めるということで皆さんの了承を得てい

ますので、今皆さんからどういうやり方でやるかというもちろん広報広聴の常任委員会があり

ますから皆さんで手分けしてやる方法とあと今言われましたように貼り紙をするというのと、

吉田委員からも言われましたように手渡しで配るという方法とちょっと玉井委員のほうからも

出ましたが貼り紙をしておいてそこにチラシのようなものを置いておいてもいいのかなという
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ものありますが・・・事務局、森主幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 周知方法については今まで各戸に配布ということもやっていま

すし防災無線で流しているとあと議会だより、町の広報でも流しているということです。 

○小委員長（本間広朗君） ということで貼り紙だけでいいのではないかという考えもありま

すが、玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。これは数をいえば約 50 カ所くらいになると思うのです。

例えば 20 枚ずつ置いたとして 1,000 枚ですよね。そうしますと町内会に回覧したとしましても

そのくらいではないですか。同じくらいでしたら効果はそちらのほうがいいのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 先ほど説明しましたように従来から周知方法については議会だ

より、町の広報、新たに去年から防災無線を使っています。さらに町内会を経由しまして各戸

に配布ということを取っております。 

○小委員長（本間広朗君） ということで全戸配布をしていますので、事務局、森主幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 今やっているのは全戸配布というよりも班で皆さん回覧という

形をとっております。ただ前の話からそれを各戸に配ったらどうかという話はでてきています。

今現在は班で回覧しています。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんいかがですか。班で回覧のような形で回しているというこ

とで皆さんももちろんそのときに見ていると思いますので。斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） 開催するたびに議会がどういう周知の努力をしてきたかという

ことがいろいろ言われてきて１つずつふやして来たわけですよね、そして防災無線までいった

わけです。家庭にもきちんと回ることは回っているとそこまで手を尽くしているのですからあ

とは表立って貼り出してみんなに知らせていく方法というのもあるだろうということで、今回

公のところに貼り出すという周知の方法を１つ取り入れるということでいいのではないかと、

あとそれでもう１つまたふやすとなりますと今度は議員がチラシを何枚かずつ持って行って家

の周りを回して歩くですとかそういう方法や何かはでてくるだろうと思うのです。一気にそこ

までいかないで一歩ずつ伸ばしていったらいいのではないかなという気がするのです。そうす

ると今回はコンビニと公の施設に貼り出すと、ただ心配なのはそれだけのお金がかかるという

ことです。貼り出すのに手書きで貼るわけにはいきませんのでちょっと色のついた紙が必要だ

とか何とかということになっていきますと若干お金がかかるのではないかなというそういう心

配はあります。そういうところを１つずつ克服していって広げていく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） お金の面で事務局、その辺はどうなのでしょうか。事務局、森主

幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 確認なのですがこれは専門の印刷会社に頼んでつくるというこ

とですか。  

○小委員長（本間広朗君） 暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時０３分 

                                         

            再開 午前１１時０８分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開します。先ほどから掲示についてすると

いうことでよろしいいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） はい、ということであとは先ほどからコンビニ、公共施設以外に

もいろいろ考えられると言っておられますが今回は公共施設施設とコンビニで、まずこれを実

施していく方向ということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） この施設は後で事務局のほうからまたわからないところとか消え

ているところ、新たに加わっているところもありますのでその辺ちょっとまた出していただく

ということで、誰がどのようなことをしていくというのはまた・・・玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） はい、玉井です。先ほど費用の面でたので、私が思うには例えば仮に

1,000 枚いるよと連合会へ行って輪転機でやればもちろん白黒ですが一番安いです。カラーは

必要ないだろうと私は思うのですが。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） 今のご質問で、確認しますがＡ４であればオフセットというの

が町のほうにありましてそれでやりますと紙代ということになるのです。それがＡ３対応かど

うか今判断できないのですが、経費でいいますとそれが可能であれば紙代ということになりま

す。それについては議会費の予算の中で紙代であればできるかなというふう思います。 

○小委員長（本間広朗君） 議会費の中で、できるということですね。皆さんどうですか。今

ここで決めていきますか。そうしますと委員会がいろいろ手分けして貼り紙をしていくと、小

委員会だけのメンバーというのもなかなか大変だと思いますので、これももちろん常任委員会

のほうで皆さんに諮っていくのですがそういうような方向でやるということと今の公共施設に

貼る印刷の関係なのですがＡ３、Ａ４これも今事務局からも出ていましたが、できるだけもち

ろん大きいほうがいいと思いますのでＡ３を輪転機にかけられるのでしたらそのようにしてい

ただいてＡ４でしたら町の輪転機でもできるということですので、できるだけ経費のかからな

い方向でやれればと思いますのでちょっとその辺も事務局で調べていただいて、できるのでし

たらそのような方向で大きい紙で掲示していくという方向でよろしいですか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 消費者協会で毎年生活展というのをやるのですが結構な施設を貼って

くれたのです。目立つようにということで印刷は建設関係のほうの何かありましたよね、それ

でやってもらったのです。建設関係の図面などやる何か・・もし大きいほうが貼ってくれて目

立つほうがいいということになればそういう方向もあると思いますのでと思ったのです。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 今、そこを整理しますと公共施設、コンビニにしましてもそれ
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ほどの枚数ではないのです。ですからオフセットはＡ３に対応していないということになりま

すとこれを拡大してコピーするとコピー機はＡ３まで対応できますのでそれはそれで可能かな

というふうに思います。さらにもっとやるということになりますと、例えば印刷機を使って４

つに分けまして拡大してつなぎあわせてつくるという方法もありますし、あるいは今言いまし

たように建設課のほうで図面のものがあり拡大することができます。それもつくることはでき

るのですが、それは枚数がちょっと多いですから手間がかかるかなというふうに思います。で

きないことはないです。検討していただいて次回までに可能性を事務局のほうで探るというこ

とであれば私のほうでちょっと調べておきたいというふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんいかがですか。いろいろＡ３を２枚つなぎあわせるとなり

ますとまた数も結構ありますのでそれをまたする作業というのも出てきますので。斎藤副小委

員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 原則的にはできるものは自前でやると余り手間をかけて大げさ

にやらないとやっているうちに嫌になりますから。それから貼られる側のほうからいっても公

共施設ならいくら大きくてもいいですが店屋さんなどはそんなに大きいものは貼れませんので、

ですから大体最大がＡ３でいいのではないかとそこまでどうやったら楽にできるかということ

だけを考えてもらうということで。 

○小委員長（本間広朗君） 今、斎藤副小委員長からそういう意見がありました。いいですか。

Ａ３でこれもできるかできないかちょっと事務局のほうで調べていただいてということでよろ

しいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） はい、ということで事務局よろしいいですね。ということで掲示

についてはいろいろ話されましたが何かほかに決めておくことは。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） よろしいですかこの程度で。では（２）番目これで終わりたいと

思います。それでは次選挙公報の発行と立会演説会についてこれも資料３出ています。資料３

の説明は事務局よろしいでしょうか。 

○事務局主幹（森 隆治君） 冒頭でも説明しましたように８日のほうのお話では一応道内の

市町村の資料を入手してきょうの委員会に出してほしいということなもので３つのまちをピッ

クアップしまして皆さんのほうに配布させていただきました。先ほど言いましたように芽室町

さんと福島町さん、東神楽町さんの選挙公報の発行に関する条例を参考までということでござ

います。資料３－１のほうなのですが８日に任意制選挙公報つまりどういうことかといいます

と、市町村の条例で定めた選挙公報の発行では告示前と告示後はどうなのだろうかというよう

なご質問がありましたので、選挙管理委員会の職員のほうから出ました資料３－１のところに

それらもちょっと記載させていただいているということでございます。ちなみに真ん中当たり

に［選挙公報発行の運用］というところを読んでいただければいいかなというふうに思ってい

ます。私のほうは以上です。 
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○副小委員長（斎藤征信君） 選挙管理委員会が言ったことを読んで説明してください。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹。 

○事務局主幹（森 隆治君） まず選挙公報とはということで、国会議員・都道府県知事の候

補者の氏名･経歴･政見などを選挙人に周知させるため、公営により文書を発行、選挙人に配布

する制度である。 

 町村議会議員・市町村長の選挙では、選挙公報の発行は任意制となっている。これは公職選

挙法でどこに載っているかということを下のほうに書いています。法的根拠というところです。

公職選挙法第 172 条の２、これは前回の資料にも載せてあります。市町村の議会の議員又は市

町村長の選挙においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法の規定に準

じて条例で定めるところにより選挙公報を発行することができる。ここで、市町村で条例で定

めますよと定めないと選挙公報を発行できませんというふうになっています。任意制の選挙公

報発行については、同条の規定に基づき「選挙公報の発行に関する条例」を定め、同法条の選

挙公報の手続きに準拠し発行している。ということでございます。別紙参照というのは今言い

ましたように３町村の条例を配布させていただいています。それを見ていただければというこ

とになります。続きまして選挙公報発行の運用というところで１つ目が選挙公報の発行時期、

これについては選挙公報の発行は、公営による選挙運動であり、告示前に発行することは、事

前運動にあたると解されるため、公職の候補者の届出のあった日（告示後）からでなければ発

行できない。事前運動になりますから選挙違反になりますよということでうたっております。

次は２番目として義務制選挙公報と任意制選挙公報発行の違い、町村議会の議員及び長の選挙

の期日の告示（公職の候補者の届出）は、選挙期日の５日前となっており、届出から配布まで

の期間が短いため、任意制（町村）と義務制（国）では、以下のように選挙公報発行の取り扱

いに違いがあります。選挙公報掲載文の申請期限、義務制これは国ですね。当該選挙の期日の

告示があった日の翌日（衆議院議員は告示の日）となっております。任意制これは町村です。

当該選挙の期日の告示の日（条例で規定している例が多い）つまり１日の例が多いということ

です。２番目としまして選挙公報配布の期限、義務制これは国です。選挙期日の２日前、任意

制町村です。選挙期日の前日（条例で規定している例が多い）ということでございます。課題

としてはどういうことがあるかということで下に書いております。任意制選挙公報の発行につ

いては、過去に選挙管理委員会において検討されたことがあるが、上記のとおり限られた期間

（最大５日間）のなかで、現行の校正、印刷、製本、梱包、配布といった作業をしなければな

らないという時間的制約及び発行するための経費（印刷製本費、配布手数料）を要するため、

広報発行には至っておらず、仮に発行するとなると今後更なる検討が必要になります。という

ことでございます。 

○小委員長（本間広朗君） はい、事務局の説明、発行についてありました。前回前田委員も

言われましたように小委員会としてやるかやらないかということなのですが、書いてあります

が条例が制定されるように小委員会で働きかけてはという、今すぐここでやったらどうだとい

う話しになるかどうなのかというのもここで皆さんと議論していただきたいと思います。立会
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演説会に関しても１、２、３、４と皆さん前回覚えているかと思いますがなかなか全体を通し

て厳しいというお話も出ていました。選挙公報についていかがですか。今、事務局で読んでい

ただきましたが今回読んでいただいたのは白老町のあれの意見ですか。 

○事務局主幹（森 隆治君） 意見ではなく選挙管理委員会の今こういう形で検討していると

いうことです。 

○小委員長（本間広朗君） 選挙公報についていかがでしょうか。熊谷委員どうぞ。 

○委員（熊谷雅史君） 前回の議論は教育委員会でやっているところは選挙管理委員会がやっ

ているところがあるよという指摘された委員がいて事務局で資料を集めていただいて、それか

らあと選挙管理委員会にその意見を聞いてみてくださいということでこの資料が出てきている

のですよね。今、そういうことで検討はしていますが非常に難しいよという内容ですよね。こ

れはそちらのほうですよね。立会演説会についてはやはりこれから小委員会の中も含めまして

全体でやはり議論を詰めていかなければならないと思いますが、小委員会ですからいうのです

が懇談会のときにちょっと町民にこの内容を投げかけてみてはどうかなと思うのです。この２

つどうだろうと。ただやはり 19 年に制定しました白老自治基本条例の中ではやはり選挙に出る

ものは公約を掲げなければならないなどいろいろなのは出ているのです。それから考えますと

やはり今度出られる方はきちんとした主張を言うだけではなく何かの形で残さなくてはならな

いと思うのです。それがやはりこの立会いですとか広報にも私はかかってくるのかなと思って

いるのです。広報については議会の小委員会で議論を深めていきましてもある程度他力本願の

部分があるわけですよね、我々がやりたいと言いましてもやはり選挙管理委員会がしなければ

できないということがわかったわけですから。ただ立会演説会についてはこの間森主幹のほう

から聞いたときにはかなり制約がありますよと、個人の立会いは可能なのですが誰かが主催し

てやるということについてはかなり厳しいという話がありましたよね。その辺を含めまして町

民の方にどうなのだろうということをやはり 1 回投げかけてみてその意見も聞いてから議論を

進めていったほうがよりリアルかなと思うのです。どうですか、委員長。 

○小委員長（本間広朗君） 今、熊谷議員から立会演説会ですが町民に投げかけてはどうかと

いう話が出ましたが立会演説会のまず、あり方をきちんと町民に理解していただいてそういう

形を取るというようなことになろうかと思いますがこれについていかがですか。松田委員どう

ぞ。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。選挙公報はなかなか５日間でやるのは、私は無理だと思い

ます。それから立会演説会については、町長は予算に権限がありますから公約もマニフェスト

もつくれるのです。議員というのは、私はマニフェストはつくられないと思います。というこ

とはいくら述べましても行政が取り上げなかったら約束はできないわけですから。ですから私

は議員というものは当選したならば予算の権限が１つもありませんから町民の要望や意見を議

会に述べることしかできないわけなのです。ですから立会演説会は自分のアピールだけの話で

立会演説会をしましても公約とかそういうものには議員はならないと思います。私はそう思っ

ています。マニフェストは、議員はつくられません、予算の権限が１つもないわけですから。
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ですから私は難しいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何かございませんか。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私は、広報は条例を定めれば任意制でやってもいいということなので

すが選挙管理委員会が実施していくということなのですよね。議会が独自で決めて条例ができ

たからといって議会ができることではありませんし、まして５日間の制約で選挙公報で公的な

公報のものは新聞に入るのは無料なのですかね。無料なのかも知れません、でも印刷、訂正が

出たりなどというのはやはり５日間ではちょっとですね。ここまで用意しておいて出す日に選

挙近くになって 20 人、30 人分来られてもなかなか一人一人の町民がどこまでそれを活用して

いただけるのかなというものもありますしやはりお金がどのくらいかかるか経費もかかること

からというのは、選挙管理委員会は見積もりしたことがあるのでしょうか。ほかのほうの衆議

院などの公報がありますからそれでお金がどのくらいかかるのか大体わかっているのですかね。

経費的なのもをかけまして５日間しかないというのはその日に印刷を発行しましたら２日後く

らいになるということですから、費用と手間をかけての効果というのが何かやはりこれは議員

個人の自分自身の選挙活動でやっていく以外ないのかなというふうに思うのです。５日間では

経費をかけた分の効果が得られ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） 資料３－１の下のほうの課題についても今言われたようなことが

書いております。今、公報だけですが例えば条例を制定しましたらそういう予算が出てきてや

らなければならないのかなと思いますが、今吉田委員が言われたように経費面、果たしてそれ

だけの効果があるのかどうなのかというお話がありました。事務局、森主幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 吉田委員からのお話なのですが経費のほうについては多分この

文面からいってその経費については、私確認は取っていませんがこれについては前に検討して

いるということですから押さえているのかなとは思います。ただこういいましても結構な金額

になろうかなと思います。もう１つ期間の関係もちょっと言っていました。ですから選挙公報

を例えばやるということになりますと事前に選挙公報に載せるという方は原稿をつくって用意

しておかないと時間的なことではちょっと難しいかなというようなお話はしておりました。 

○小委員長（本間広朗君） いかがですか。事務局から説明がありました。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） まず大事なことは我々が行動を考えることではなく選挙管理委員会が

どう考えるかの判断なのです。私は選挙管理委員会の判断だと思います。ただこういう委員会

でそういうお話もあったと伝えるのが精一杯であってあとは実施するかしないかは選挙管理委

員会の判断だと私は思います。それからお金も人件費が相当かかると思うのです。人件費もい

ろいろまとめるのに相当のお金がかかると私は思います。 

○小委員長（本間広朗君） 今、松田委員が言われましたように選挙管理委員会の判断はなか

なか発行に至らず仮に発行するとなるとまた今後さらなる検討は必要と選挙管理委員会のあれ

ですが、皆さんの意見は例えば公報に関しましては渡したらいいのではないかというご意見も

あろうかと思いますが、出さないより出したほうがもちろんいろいろ知っていただくために出

すほうがいいと・・・斎藤副小委員長どうぞ。 
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○副小委員長（斎藤征信君） どういうふうに考えてもこの規律のなかで全部やれという効果

のことまで考えますと余りにも難しすぎるなと、これはあらかじめ用意できる人はいいですが

告示になってから立候補を決めた人ならばとんでもない話になって、それを今度は公報１枚の

紙に公報をつくるのに選挙管理委員会が間にあわせるように慌てなければならないという、つ

くった以上は校正しないとならないということになれば、ほんとに５日間では余りにも無理な

話だなというような感じはどうしてもしますよね。ただそうなった場合にもちろんそれでも選

挙管理委員会はやりますよというのであれば一番いいことです。ですがそれでは選挙管理委員

会が無理だというだろうと思いますので、この問題が出てきた何かの形で候補者のあれを知っ

てほしいという、そのためにどんな方法があるのかということが出てきたわけですよね。とし

ますと今これができないなというふうに思った場合に選挙がはじまってからは、候補者は何が

できるのか、その代わりになるものがあるのかないのか。選挙がはじまってから自分の宣伝を

書いて配って歩くのは違反ですよね。部内の資料として講演会に配るのでしたらいいのですが、

無差別に投げいれるのは違反ですよね。そうしますと一切合財自分を宣伝する場所というのは

ないということだけは確かなのです。何か変わるものがあるかと考えましたらどうも何もあり

ません。外に行き車に乗って怒鳴って歩くしかないのかなとやはり今の公選法にかなり無理が

あるということも１つはいえるのです。自由に告示前はだめですが告示になりましたら自分で

１枚ずつ「私はこういうものです」と配って歩けるようなそういう公選法になれば一番いいの

かなと思いましたが、それを今要求するわけにはいきませんのでそうしますと選挙といいまし

ても手足をもがれているような感じがしてしょうがないのです。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これも議会改革の中の自治基本条例の議会の部分の選挙のあり方の何

かからきてませんでしたか。何かそういうことがあったような気がするのです。違いましたか。

マニフェストをつくるようなことも書いてありませんでしたか。白老町の自治基本条例があり

ますよね。その中に議会の部分がありますでしょう。そこに選挙に関しての何か書いてありま

すそこからきていたような気が私はするのです。それで載っていたのではないかと思うのです

がもしこの方法ではなくその自治条例に載っています議会の部分のことの選挙活動について

の・・・何かであったと思うのですが・・・ 

○小委員長（本間広朗君） 事務局押さえていますか。 

○事務局主幹（森 隆治君） 議会基本条例の中に町民に開かれた議会その中での議会情報の

公開の中から出てきたかなというふうに思っています。この中の選挙公報の発行および立会演

説会というふうになっているのかなと思います。もしあれでしたら今条文持ってきますか。 

○小委員長（本間広朗君） ちょっと持ってきていただいて。 

○事務局主幹（森 隆治君） ただこれについてはあくまでも検討ということなものですから

皆さんから意見が出たということですので。 

○小委員長（本間広朗君） ここで検討事項であるなら検討事項でまた今後考えていくという

ことでなくするというわけにもいかないのかなと思いますのでここでできないというわけには
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いきません。 

○委員（松田謙吾君） 決めなければいけませんので言いますがどちらにしてもいろいろ検討

しましたら今後もっと検討しなければだめだという結論でいいのではないですか。なかなか出

ないですよ。 

○小委員長（本間広朗君） なかなか選挙公報に関しましても結論が出ないといいますかまだ

まだ議論が必要かなと思いますので、今後また検討事項としまして引き続きやっていきたいと

思いますのでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） はい、わかりました。次に立会演説会のほうなのですがこちらの

ほうはいかがでしょうか。これも前回からいろいろちょっと問題がありまして、今熊谷委員か

らも言われましたがなかなか町民にも理解していただくためにはこちらからのあれもあります

ので、いろいろそれを踏まえて検討していくという方向で皆さんどうですか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） この立会演説会というのは合同でやるという意味ですか。それぞれ個々

はやりますよね。街頭終わった後に夜に何人か集まりまして議会報告会みたいな感じでやるの

ですが、この言っている立会演説会の検討というのは町長立候補者が３人ならば３人でやった

ほうがいいのではないかですとか、大統領などそういう人たちがやるのと同じようにそれぞれ

立候補する人が他候補と違うということをアピールするために全員でやるということですね。 

○小委員長（本間広朗君） それで前回もありましたがいろいろ規制がありますので、例えば

議会でやるとか個人でやるのはいいのですが議会ではできない、委員会ではできないなどいろ

いろ規定がありますのでその辺も先ほど熊谷委員が言われたようにただやっていいとか町民に

訴えてもなかなかそこまで理解していただいて、それで町民がもちろん納得すればいいのかも

知れませんがなかなか立会演説会についても前回もそうですが厳しいのではないですかという

意見が出ていましたが。斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） 首長は１人ですから違いをはっきりさせてどちらがいいかとい

う選択をするわけですよね。ですが議員というのは何人もいていろいろな意見の人が出てくる

ところによさがあるのであってそれを何人も集まって比べて見る必要は全くないわけですよね。

その意味は何もありません。自分の持っている味は自分で宣伝してわかってもらえればいいわ

けですから。ですからそういう意味からいいますと何も首長とあわせて合同で演説会をしなけ

ればならないという意味というのは今見出せないということです。あと個人でやれる場合には

個人でその期間中に演説会というのは呼びかけでできるのですよね。だとするとそれを大いに

利用すればそれでいいことなのです。 

○小委員長（本間広朗君） 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時４２分 

                                         

            再開 午前１１時５９分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じまして会議を再開します。立会演説会については皆さ
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んからいろいろ今意見が出ましたがなかなかいろいろと問題がありますので今後これは特に検

討事項としましてまた皆さんに考えていただいて、まだ具体的にどうのこうのと決められない

ところもあります。もちろん何かいい案がありましたら決して悪いことではないと思いますの

で今後検討していくということでいかがでしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは立会演説会については今後また皆さんと議論していくと

いう方向で終わります。ということで公報、立会演説会について何かありましたら、というこ

とで、これで閉めてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 事務局、森主幹どうぞ。 

○事務局主幹（森 隆治君） 確認ですが議会年報については事務局のほうでちょっと考えて

ほしいと、できた時点でまた検討するということですね。もう１つが選挙公報の発行･立会演説

会についてはさらなる検討が要するので今後また検討してきますよということでよろしいです

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局主幹（森 隆治君） ２番目の公共施設・コンビニ等での議会日程の掲示、これにつ

いては今度の議会報告会の小委員会があるときにそこでまたやっていく方向で時間、実施日あ

るいは会場をここで決定するということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○事務局主幹（森 隆治君） わかりました。 

○小委員長（本間広朗君） ということで１番目の調査研究について終わりまして、続いてそ

の他に入ります。その他何かございましたら。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○小委員長（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。それでは皆さん

長い時間どうもありがとうございます。以上を持ちまして広報広聴常任委員会の小委員会を終

わります。どうもありがとうございました。 

（午後 ０時０１分） 

 


