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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６月４日（金曜日） 

  開 会   午前１０時０２分 

  閉 会   午後１２時０７分 

                                           

○会議に付した事件 

１．議会報告会の反省について 

 ２．今後の課題について 

                                           

○出席委員（４名） 

 小 委 員 長  本 間 広 朗 君    小副委員長  斎 藤 征 信 君 

委   員  前 田 博 之 君    委   員  吉 田 和 子 君 

                                                           

○欠席委員（３名） 

委   員  玉 井 昭 一 君    委   員   松 田 謙 吾 君 

委   員  熊 谷 雅 史 君 

                                            

○職務のため出席した事務局職員 

主   幹   熊 倉 博 幸 君  

書   記   伊 藤 沙 織 君 
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◎開会の宣告 
○小委員長（本間広朗君） それでは、広報広聴小委員会を開催します。 

（午前 １０時０２分） 

                                                                                                                 

○小委員長（本間広朗君） 今回は、議会報告会の反省について始めたいと思います。 

 ３日間、６会場の報告会を始めましたが、皆さん今回は大変ご苦労さまでした。 

 73 名の参加人数がありました。その中で、３会場、Ａ班、Ｂ班に分かれて開催しましたが、

反省するところはいろいろとあると思いますので、一つ一つこれからレジメにそってやってい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 その前に、きょう出された資料でありますが、2010 年議会報告会反省事項の素案とあります

が、これ、私と齊藤小副委員長とで思い当るところを出しましたので、これについてもあとで

やっていきたいと思いますので、何かありましたらそのときに言っていただければと思います。 

 総括ということになると思いますが、齊藤小副委員長のほうからおっしゃっていただきたい

と思います。 

○小副委員長（斎藤征信君） たたき台ということでまとめましたので、問題点の指摘やら考

えなければならないところを出しておきましたので、意見をいろいろといただきたいというこ

とで、小委員長と十分な話し合いの時間もなかったのですが、一応電話でやりとりをしながら

まとめましたので、足りないところはこの場で出してもらえればというふうに思います。 

項目別にまとめてみましたのでご覧になっていただきたいと思います。 

１つ目、実施時間と開催時間の問題については、これは予定通り、基準どおりにやったとい

うことであります。ただ、問題点はみんなで反省をして次に臨むということが、前からの約束

で、反省会を忘れないうちにきちんとやるべきだということがあったのです。 

それで、私たちもそのように考えてきたのですが、どうしても６月は本会議が入ってくるも

のですから、日程がぶつかり、一般質問などに出る人の邪魔になるというようなことから考え

て、ここの小委員会できちんと反省をつくっておいて、そして本会議が終わった後全体の会議

を開くことがいいのではないかというようなふうに考えております。それでどうかということ

も意見いただければというふうに思います。 

それから、開催時間につきましては、昼、夜、あるいは平日・休日も入れたらどうかという

反省もあったのですが、これはここで考えておくことではなくて、実施する前にそのときの状

況に応じて対応するということでいいのではないかというふうに思っています。 

２つ目、実施会場と班編成なのですが、今回６会場の中で、字白老地区でなぜ、一番人口の

多いところで、なぜ１カ所なのだという声はどうしても出ます。これ、参加者が多いとか少な

いとかというのは、言い訳にはならないのだろうというふうに思いまして、会場をつくるとき

に考えなければならないことかと。社台地区も前にやって、うまくなかったというようなこと

もあったのだけれども、社台地区だってこれから開拓いていく必要があるのではないかと。参
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加者が多い、少ない問題ではなくて、多くしていかなければならないということからいけば、

もう一度考えてみる必要があるのではないかということです。 

班編成なのですが、２班で編成した場合に、会派だとか、所属だとか、いろいろな条件があ

りまして、大幅な変更はできないので、若干ずつ入れかえをしながらやったほうがいいだろう

というふうに思うのですが、２会場にするか３会場にするかということ。これがまた問題にな

ってくるのではないかと。３会場にした場合に、また編成が変わってくるかなというふうに思

いますので、このあたりのご意見があれば伺っておきたいなということであります。 

３班編成にした場合に、人数が４、５人になってしまうので、そういう場合に報告をするの

に誰かに無理がかかるとか、そういうようなことにならないかどうかということを考えながら、

２班でいいのか３班にするべきなのか、これあたり結論を出しておかなければならないかとい

う気もします。 

次、３つ目周知と宣伝の関係なのですが、今回は回覧と同報無線でやっていただいたほかに、

コンビニの窓口にポスターを貼らせていただいたけれども、その効果というのはどうだったの

かという。私も歩いていてコンビニに貼ってあった。どこに貼ってあったのか、よく見当たら

なかったといいますか。それは私が見落としたのか頼まなかったのか、このあたりの見当はし

ていませんので、実際には白黒のポスターではほかのポスターに負けてしまって全然誰の目に

もとまらない。だから、色つきにするか、私は色の画用紙を台紙にして張って持って行って貼

ったのですが、そういうようなことを考えなければ、ただ貼ればいいというようなものでもな

いだろうということで、その辺みんな依頼してくれたのかどうなのかということも含めて検討

してください。 

その次、報告テーマと仕方なのですが財政を２人にして５項目から４項目に絞って今回はや

ったのですがこれから先々のことを考えればやはりそういう、そのときの焦点になっている課

題というものを報告はしていかなければならないだろうなというふうに思います。 

ただ、今回問題かなというふうに感じるのは行政の報告と違うのだと前から指摘されてきた

のですが、その分Ａ班とＢ班とでは状況が違うかもしれませんが、一部に行政報告の域を出て

いないのではないかと。議員がどのような動きをしたのかというようなところまで報告がなっ

ていないと。ただ、事実が町政報告の中でしてもいいような中身が並んでそれで報告終わりと

いう部分もあったというふうに言われて、そういう批判も聞こえてきますので、そのあたりど

うだったかということを考えなければならないということが一つ。 

それから、報告の中には余りないのかもしれないけれど、質問の中で議会を代表して答える

ということよりも自己主張が表に強く出てしまってそういうのは個人報告会でやればいいの

ではないかというような声も聞こえてきたということで、それでは全体の議会報告とういうこ

との中では慎まなければならないことだった。それが表に強く出たという声があるということ

を、気をつけなければならないというふうに思っています。 

次、資料の件なのですが、当事者同士の打ち合わせというのはやられたというふうに聞いて

はいますが、十分な話し合いがされたどうかというのははなはだ疑問だなという部分があるよ
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うな気がするのです。 

打ち合わせの仕方をもう少し検討してみる必要があるのではないかということ。 

 Ａ班のほうでパワーポイントを実験したわけですが、途中で画面が見えづらいので手元に資

料を用意し話を聞いたほうが早いのではないかという批判が出たのです。ですから、パワーポ

イント使ったというのも議員の努力ですから、それが今後に発展させられるものなのかどうな

のかということ。これを検討すべきではないかという気がするのです。 

 実際には事務局長から言われたのですが、パワーポイントはやる人がつくって、それを自在

に動かしながら、説明を効果的にするということが大事なので、人のつくったものを使ってな

どできる代物ではないのだということになると。みんなでこれをやるとなると、これは不可能

なのかという気はするのですが、この使い方についてご意見いただければというふうに思いま

す。 

 資料のつくり方なのですが、これを考えてみたとき、本当は書いてあるとおりなのですが、

一会場で紙２枚くらいの資料をつくって、全員の資料が載るというふうに考えていたのですが、

実際には何もなければ報告の要旨にするか、あるいはまたは報告に必要な数字だとか、数量だ

とかというのを書いておいて、話をしながら数字のところで見てもらうということ。 

 それから図表、あったほうが効果的という場合には図表。しゃべる中で言葉が難しいのがあ

れば用語の解説くらいしておけば、というようなことで５人が発表するのであれば、５人の必

要な部分だけ、全部を１、２枚にまとめて、それが参加者に渡れば、これが一番よかったのか

なというふうには考えていたのだけれども、そういう事前の打ち合わせが足りなかったと。 

 だから、それぞれ報告者に任せてしまったという部分があるのではないかと。この辺、もう

１回、小委員会としては考えなければならないというふうに思っています。 

 参加者について、先ほどの中で数字が違っていましたので、25 日の虎杖浜が 14 人。27 日の

萩野が 12 人。竹浦が 11 人プラス４人と。町民の参加者合計というのが総計 73 人で、Ａ班 34

人、Ｂ班が 39 人と、このような数字になったということです。 

 次、質問や意見の話し合いの中身なのですが、住民からいろいろな、さまざまな意見が出さ

れましたが、それは今ここに羅列しても検討の材料にはならないので、これは全体報告のとき

までに整理して、テープを聞いて、メモだけでは心もとないので、テープを聞きながら、この

ような質問があったということを整理しておかなければだめかなと。 

 意見の中で、こちらは議会のほうで考えておきますというのもありましたので、そういうも

のを落とさないよう、もう１回整理しておく必要があると。きょうには間に合いませんでした

ので、全体会議のときまでに整理しようかと思っております。 

 問題は、次の文書による質問事項この取り扱いをどうするかという。当日会場で出されなか

った質問事項が２通出ていると。文書で出されたと。それで１通は３項目、もう１通は 11 項

目にわたってのもので、内容を見ましたら議会に対するものやら、行政に対するものやら、ご

ちゃまぜになっていて、返事をくれというふうにして出されたのですが、これをいちいち返事

をする必要があるのかないのか。これあたりも検討しなければならないなというふうに。３項
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目の手で書かれたもの、これがＡ班で出されて、11 項目のものも出されておりますので、これ

の取り扱いをどうするかという問題があったということです。 

 全体の評価というのは皆さんそれぞれお考えだと思いますが、住民のほうが今までとは違い、

よくしゃべってくれて、それも中身は穏やかな話し合いだったのかと。その分は慣れてきたの

かというふうには思っていますが、そのあたりで感じたことがあれば、ご意見いただければと

いうふうに思います。以上でございます。 

○小委員長（本間広朗君） はい、ありがとうございます。それでは、反省について入ってい

きますが、齊藤小副委員長がおっしゃったこととＢ班、共通するところもありますので、この

項目にそっていろいろ出していきたいと思いますので、括弧１番から入っていきたいと思いま

すので、何か気づいた点がありましたら出していきただきいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

 それでは、１番目の議会報告会の反省について、実施時期について齊藤小副委員長のほうか

ら説明がありましたがこれについて何かありましたら。 

 一番僕も心配しているのは、なかなか常任委員会で総括ができない。延ばすと忘れたりして、

気づいたことをその会場などでメモを取っていると思いますが、前回の反省にも、反省会をし

たほうがいいのではないかというお話が出ていたので、６月の末になってしまうというのはど

うか、というのは私も心配するところでありますが、齊藤小副委員長が言われたように一般質

問とか本会議を控えていますので、それに配慮をしますと、なかなかすぐに反省会はできない

のかなという、齊藤小副委員長とも共通した考えなので、その辺も意見を出していいただきた

いと思います。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） トータル的な部分で、実施時期と開催時間、もう２回開催しているけ

れども、本当にあとのほうにもかかわってくるけれども、議会報告会と秋にやる懇談会、２回

が必要なのかどうかと思うのです。 

 今回もそうですが、それぞれがあのような形で報告して、１時間も時間を取ってやって、結

果的に、齊藤小副委員長も言ったけれど、報告のテーマの下のほうですが、一部に行政報告の

域を出ない。これも予算の報告だから、非常に僕、今回も報告しているけれど悩んでいるので

す。本当に形骸化というか形式的にやるのではなくて、予算の報告をすると決算も絡んでくる

のです。 

 大渕委員は３月の病院の１億 2,000 万円が議会はどう思ってやったというのにかかわってき

ているからそういう問題提起している。悪いという意味ではなくて、そういうつながりも出て

くるのです。当然だと思うのです。非常にあとに来る人数とか、あの中に参加者が言っている

ことになったら、春・秋２回やる必要があるのか。逆に集約して、班の問題だとか抜本的に考

えてもう一度、どうかと僕は思うのです。やっていてジレンマを感じているのです。効果を出

すためにどうですか。 

○小委員長（本間広朗君） どうですか、今、前田委員のほうからそういう質問がありました。 

 これ僕も考えたのですが時期的なものもいつ開催するかというのもあると思いますが、結局
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報告をして、その後に住民からの意見要望があるのですが、何かパターンというのは同じよう

な感じで、ただ報告するかしないかの違いで予算と決算ありますけれども、本当に時期的なも

のもいろいろ考慮して、あとで出てきますがやり方はこれでいいのかどうかというのを皆さん

で考える必要があるのかというのがあります。 

 ただ、単に３日間６会場というのもそういうのも入ってくると思いますので、皆さんの意見

を。齊藤小副委員長いかがでしょうか。 

○小副委員長（斎藤征信君） はい、斎藤です。これ一応常任委員会の活動として規則で決め

ていついつ定期的にやるとしなければならないということを言われて、それで予算委員会が終

わったあとにやろうではないかとなったのです。そうすると、新年度予算が出てきてそのあと

報告するという大体似たようなパターンが出てきてしまうのです。そうすると今のようなそれ

は議会だよりでもあるし、広報元気でもかなり詳しく出てくるわけで、その中身というのは町

民かなりわかっているのです。わかっている上で参加してくる。それをさらに議会から報告を

しなければならないというような、それをしないわけにもいかないし、そこから問題点を探り

だして、議会としての問題点は何かというような、そのようなことが絶えずできるのかどうな

のかということでは、私もわからない部分があるのです。 

 ですから、時期をもう少しばらして必要性に応じて組むと。議会として説明責任をすると。

説明責任を果たすということと広く意見を聞くということ。その２つはやらなければならない

わけですからそれをうまくかみ合わせることができるのであれば１回でもいいかもしれない。 

 だけれども、この２つを大きくやるとすれば、今のような形を取らざるを得ないということ

からいうと、一度にだから１回にするべきだという答えはすぐに出てこないのです。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員いかがでしょうか。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。今回、今まで３回、懇談会はまだ１回ですが、報告会が２

回やったという中で、報告会というふうになると私たちも基本的な部分を持ってやっていった

のですが、行政報告に近いのではないか、町民は本当に議会のそのようなことの報告を求めて

いるのかと私も思っていたのです。こちらは、予算で通ったことなど町民にお知らせしなけれ

ばならないというふうにして、どのような議論があったかということで行くのだけれど、結局

町民の方々は、広報で見ている人は見ているのです。 

 そのことでわからないことを聞く程度。それに対して議会は答えるから行政がやるべきこと

を私たちがやっているという感覚があって、どちらかというとその報告内容の項目が多いので、

その項目の中で報告をしているから、結局は質問等に、ない場合もあるのだけれど十分言えな

いことと、どうしても一人の声の大きな人がいると、その人に集中してしまっている部分があ

ったので、そういうものだったのかと、すごくいろいろな思いで、報告会ということだから報

告になってしまうのだろうと思いながら、議会の報告会ではないなと、今回私は思っていまし

た。 

 あとのほうにもありますが、個人の、議員自体も議会報告会をきちんと理解していないので

はないかと、私は思っていました。 



 7

 議員報告会ではないですから、町民が来ていると町民の前でとめたりはできなくなるのです。

町民ももちろん、一人一人の考え方を聞きたいと言っても、それはきちんと静止なければなら

ないことだと思うのです。だから、進行する側もきちんとその辺掌握していない。町民はやは

りいろいろな面白いこと、何かいろいろな目的を持ってきている人がいますから、そのことに

こちら側が振り回されない。議会として結論も出ていない、議会として議論もしていないこと

は、それは聞いておくと。そういった形にきちんと明確にしていかないと、報告会なのだから

単純に議会のいろいろやっていることを聞きたいと思ってきている人は、きょうは何だったの

だろうと思って帰る人もきっといると思うのです。そういったことでは、実施時期とかという

のは、決めてやったことに時期については問題ないと思っています。時間帯もお昼中心のほう

が女性は多いということもあって、夜は今まで男性しかこなかったのです。確かこの何回かは。

今回は夜も女性が来ていましたので、そういうことが浸透していただけたのかなと思っていま

すので、いつやったからいいとか、いつやったから悪いということはないと思うのです。やは

り議会の日程に合わせながらできるときに組んでやりましたので、私は時期がいつやったらす

ごく集まるとか、そのようなことはないと関係ないというふうに思うのです。 

 これからは、内容がきちんとされていかないと、どんどん見えていく部分が、議会報告会を

やっている意味合いが違ってきているような、何かこれでいいのかと思いながら、町民の方は

何を思って帰ってくれたのかと。そのように思ったりもしたものですから、反省の中でしっか

り、小委員会にも責任があるのだと思っています。しっかりと反省会をやって、次はどのよう

な形が一番いいのかということを、もっともっとやってそれが年１回でいいのではないかとか、

もっと細かくして回数ふやして年１回やるけれども、３人くらいで出て行っていろいろな所に

入り込んでいろいろな意見を聞くのがいいとか。そういう方法とか手段を考えるべきというふ

うに私は今回思っていました。 

 班編成のほうにつながるのですが、そういう意味では２班というのは今後どうなのかと考え

ていました。次に入ってしましました。すみません。 

○小委員長（本間広朗君） 今回の実施期間と開催期間なのですが、今この小委員会で反省し

ていますが、今言われたことは例えばこれから常任委員会がありますが、こういうことを全体

会議で提案していくということも考えていいのでしょうか。 

 まだ、報告会も２回目なので後々考えていくということで。 はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） ここ一つだけではなくて、項目全体的な流れの中で考えていかないと、

ここだけ取り上げても来るのです。一つずつやって問題点整理しておいて、それでトータル的

にどうだということをやっていかないと。ここだけで一つ一つ、では１回にするかとか。２回

だとではなくて、ほかのほうも、班編成の仕方とか、テーマのつくり方だって、仮に財政なら、

Ａ班２人、Ｂ班２人。そのように決めてやりないさいと言っても、４人集まれば見方が違うの

です。 

 今、齊藤小副委員長も書いているけれども、議会とどうしてあったかということになったら、

片方は穏便に、町がこういってなったのだから、これだけいっておけばいいのではないか。 
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 議会がどうやって議論した経緯があったのか。最後にこういう決があって、こういう意見が

出たのです。それを言う側と、ただ産業振興は何をやったとか、それだけやったといったら、

それなら広報に載っているということになるのです。  

 その問題点をどのように整理するか。班編成も司会がいて、挨拶がいて、担当者が３人か４

人で一つやればいいのです。形式張らないで、３人なら３人で班をいっぱいつくって２日なら

２日で終わればいいのです。 

 今、議運でこれからの議会のあり方というのを会派で取っています。どのように町民の声を

反映するとかどうあるべきかと考えたらおのずここに来るのです。そういう部分でいって何を

しゃべるかとか、何を共通認識で財政でも議会独自のグラフをつくって事務費はこうです。一

般投資はこうなっていると。そういうものをつくるということは、本来は事務局がある程度整

理されたものをつくるのが筋なのです。 

 あるいは、小委員長、小副委員長が、それだけの報酬をもらっているし立場にあるのだから、

トータルの資料をつくって、「こうですよ」とやっていかないと、ただ担当者に任せてもなお

ざりになります。 

 そういう根本的なことから、議会が主体的に何の責任を持ってやるかとならないと。Ａ班と

Ｂ班が違ってくるのです。だから、今言ったようにとらえ方によっては個人報告会でやるべき

だと言われる場合もあるし、なぞって言って聞いているほうは無味乾燥で何をやっているのと

いう部分が、本当にいいのかとなってくるのです。 

 私、２回やっていますが、今のままだと住民の側だと行きたくなくなります。 

○小委員長（本間広朗君） 僕もそのことについて、あとで一つ一つやっていかなければだめ

だと思ってあとで言おうと思ったのです。 

 僕もＡ班の班長のような立場でいろいろ気づいたことはあるのですが、Ｂ班に関して僕は今

回先ほど言われたように議会でどのような説明責任かということもお話ししたし、議会でどの

ような判断をしたかということを僕は逆にそれを強調して報告していけばという印象を受け

ました、全体を通して。 

 なので、その中から特に住民からの質問などもなかったし行政側の答弁ではないかという、

そのような質問もなかったし今回は前回の反省を踏まえて各報告者、それを踏まえて報告して

いたので、理解していただけたかとわかりやすく説明していただけたかとＢ班は感想を持ちま

した。 

 今後、資料を集めにいろいろこれから提案をしていかなければだめかもしれないのですが、

なかなか今回も資料が出てこなかったというのもありますが、10 分間の短い時間なので、あと

で多分、住民の方は資料を持ち帰って読みかえすということもあるかもしれないので、できる

だけ資料は集めていろいろな報告の仕方などこれから出てくるのですが、そのようなことも考

えながらやっていきたいなと思っていますが、今これ一つずつやっていかないと全体的に出て

くるところへの議論が終わらないのであとで全体をとおしてご意見いただいて、まだ２回目な

のでこれからずっとやっていかなければならないと思いますので、それにつなげていきたいと
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思いますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、齊藤小副委員長。 

○小副委員長（斎藤征信君） そうなのですが、今出されている問題は報告会がこの形でいい

のかどうなのかという基本にかかわる問題が提起されて、それが技術的に是正していけば何と

か意義のあるものになるのか、もともとこのような報告を全体で報告する必要性というのはあ

るのかどうなのかという基本にかかわってくるのです。ここのところをはっきりしておかない

と中身いろいろ言ってもしようがなくなってしまうのです。 

そう意味では、はっきり言えることは打ち合わせるなり、準備なりがすごく不足している。

だから担当者を決めて担当者に任せるから好きなようにやってという形になってしまってい

ることが、すごく大きな原因になっている。だから、始める前の準備ができていないのではな

いかというのが一番大きな原因になっていると思います。 

やはり、報告の必要があるかないかというＡ班とＢ班の財政問題だけをとらえても、これは

私が目で確かめたのではないからわからないけれど、話を聞くところによると、Ｂ班のほうは

予算案がこのように通った。通るまでの間にこのような反対があって、どのようなところで議

論があって、最終的にどのような採決を行ってどのようになったかというのをふだん情報とし

てはなかなかないような部分も含めて報告ができたという。そこの部分と言うのがすごく大事

なことなのだろうと、あとの数字的なことは広報に載っているのです。 

だけど、それを議員がどうやって決めたのかどういうやり取りがあって決めたのかという、

そこの部分も表に出してくることがこの報告会の意義なのでなはないかというふうに考えた

ら、Ａ班のほうの報告はどうだったかと言ったら、やった人には悪いかもしれないが、広報に

載っていたような、そのような報告で終わってしまった。そうすると、報告会の意義は何だろ

うということ出てきてしまうのです。 

ですから、あくまでも議会としての報告というもののあり方というもの、ここのところをみ

んなで意思統一をしなければ報告会自体がだめになってしまうのではないのか。そこのところ

はものすごく大きく反省しなければならないだろうと。 

資料を誰がつくるか事務局がつくるのか正副小委員長がつくるのかというそういう話では

ないような気もするのです。 

○小委員長（本間広朗君） はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） そちらのほうの話になったので私も話させてもらいますが、一つずつ

やると小委員長が言われたのですが、まず、１点小委員会の役割きちんと明確にしなければい

けないと思うのです。日程とか基本的な部分もちろん小委員会で決めます。 

 そして、Ａ班、Ｂ班に分かれてそこまでつくりました。Ａ班、Ｂ班の担当を決めました、私

はその担当を決めたものがきちんとでき上がって連携を取っているかどうかの確認は、小委員

会がきちんとしなければだめだと思っています。 

 全然そういうのはありません。「できたのだろうか。」と聞いても、それもわかっていません

でした。本当に私はもしかしたらできたものを小委員会でどういう報告をするのかを掌握する

くらいのことをやらなければだめだと思いました。 
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 それと、グループ全体でも１回どういう報告があるのかをきちんとやらなければだめだと思

う。この人が報告するから何を報告するのか私も全然わからなかったのです。こうやってやる

のだと思ってそれは違うと思うのです。 

 グループ全体で決まった人だけの責任ではなくてグループの責任として議会でやるわけで

すから、グループ全体でこの報告はどういうふうにされるかということをほかの人もきちんと

わかっておくということが私は大事だと思います。 

 そしたら、質問されてもそのことを意思統一しているから、ある程度ぞれぞれの考え方、議

会として取り組んだことがきちんと言えると思うのです。それがないから個々に自分の考えを

言ってしまうのです。だから個人報告会みたいになってしまうのです。 

 それではなくて、全体進行上で、報告内容、全部をどういうふうに整ったかというのをきち

んとやるべきだと。なんとなく、２回、３回目になってくると、それなり決まられた議員らが

責任を持ってやればいいということではないという、個人の報告会ではないので、それをきち

んとやるべきだというふうに私は今回思っていました。 

 やはり、これは申し訳ないのですが、私ももちろん小委員会のメンバーなのですが、小委員

長、小副委員長もう少しきちんと、その辺の経過、確認をしながら、「できていますか。」とい

うことで、各グループでその確認をしながら、それができていなければ、小委員会としてきち

んとい言っていくということの、連休が入ってしまったので、それが大変だったのではないか

と思うのですが、それでも、連休が入ろうと何が入ろうと、やる日にちは決まっているから、

さかのぼって何日前にはきちんとつくっておきましょうとか、そういったきちんとした打ち合

わせ的なものができておくことが必要だというふうに思いました。 

 もう１点は、前田委員がおっしゃったけれども、町民から出てくる質問というのはある程度

金額を問う質問が多いのです。港にどれくらい今までかかったのかとか、町の借金は幾らある

のかという、大体出てくるものがわかってきたと思うのです。毎回やっているのに、毎回同じ

ような質問がきても、毎回調べるのではなくて、議員が資料として大体出るものわかってきて

います。これから財政プログラムの見直しがあったら、それに対しての質問も出てくると思い

ます。そういった数字的なものは、きちんと全員が掌握できるような形に、それは個々で努力

しておくものだと私も思いますが、議会としての報告会ですので、誰が聞かれてもある程度出

る質問に対しては、答えられるよう体制づくりしておくべきなのかなというふうには思いまし

た。今回。 

 漠然とした数字を言ってしまってはだめなのです。やはり、例を上げれば港に関しても、細

やかに説明しなさいと言ったら、どこがどうでとそういった部分で、国の直轄部事業にすれば

いい。直轄事業にしたらどのようなところが変わるのかだとか。 

 議会も、自分自身が勉強として覚えておかなければ、町民の方々はそのようなところに、港

をやった。ではやったお金はどれくらいかかったか。その成果は出ているのかだとか。今後そ

のような事業をやっていくのに心配はないのかだとか。そういったことが聞きたいわけだから、

議会にも責任があるというふうにとらえていますから。そういった議論ができるものをつくっ
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ておくことも、今後必要だと思います。 

 何が出るかわからないから、全部は万全に行かないけれど、聞いていると出てくるものは大

体決まってきているから、今一番中心になっている病院とバイオマスとか、内容が大体、町民

が注目しているものも大体わかりますので、それをきちんとキャッチするのも議員の仕事かと

思っていましたので、私もいろいろな資料は持っては行くのですが、きちんと勉強して行って

いないので、資料を見なければ説明できないので、それはだめだと思ったものですから、自分

の反省も兼ねて。 

○小委員長（本間広朗君） はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 一番大事なのはそこなのです。だから、今回発表した方がどうだかと

いうのは抜きですが、バイオマスにしても、ただ、経過をなぞって、今大分町はよくなってい

ますから安心してと。そのようなのではなくて、僕は個人の資質の問題ではないですか。 

 問題として、22 年のときにバイオマスだって、あれだけお金がかかってしまっているわけで

す。そういう問題が、各議員の議論があってこうだというのならいいけれど、ただ全体の経過

だけ話していたら、聞いているほうは前回と同じことなのです。 

 それは、個人が勉強しなければいけないし、資質の問題だし、だから班を、人数を少なくす

ればみんなが勉強するのです。それも、一つの議員の資質を上げるための報告会や懇談会なの

です。それを認識していかないと、いくらたってもだと思うのです。だから、うちの会場でも

出たのです。港にどれくらいかかっているか。だからわかっていないのです。広報を見ていな

いのです。広報では 22 年度までの全体の起債の残高で出ているのです。一般会計で 180 億円

くらい。そうすると当然、僕答えたのですが、その中の港は約 65 億円ありますよと。だから

その数字を総体して考えれば、その人には、どれだけの財源があって、今港にどれだけの効果

があるかわかるでしょうと。それは当然議論していますよという話になるけれど、そういう

個々の議員がどこまでとらえるかということをきちんとしていかないと、ただ、みんなで行っ

ているから何とかなると。報告だけすればいい。そのために、先ほど言ったように、小委員会

もそうだけれど、その問題点は整理されたものを、ある程度概略的なものをベースにして、そ

して議論して、この問題については吉田委員なら吉田委員、齊藤小副委員長なら齊藤小副委員

長が言ったというのではなくて。予算委員会でこのような議論もありましたということを何点

か表記しておいて、こうだというものをつくっておかないとどこまでしゃべっていいのかわか

らなくなるのです。 

 そうすると、結果的に個人報告会みたいに見られてしまうのです。やはり、聞いているほう

も議会がこういうことを言ったと感心しないと意味がないのです。その辺もう少し、感じるの

です。 

○小委員長（本間広朗君） はい、齊藤小副委員長。 

○小副委員長（斎藤征信君） やはり、今、全く大事な部分を指摘されているのではないかと

いう気がするのです。私、実際にＡ班のほうに参加して、開始直前まで誰がどうなっているの

か見えなかったのです。「小委員長、どうなっているの。」と聞いたのもあったのですが、全体
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としてつかめない。だから、今度は自分の担当のほうの人たちに、全部電話を入れた。「どう

ですか、担当者同士の話し合いというのはできましたか。」と。「できているよ。」「できている

よ、ではなくて、どのような用意がされて、資料が必要かどうか、そのあたりまでＡ班とＢ班

の共通の用意ができたでしょうか。」と。「何、そのようなこと聞いていないよ。」と。 

 「そのようなこと、突然言われてもできるわけがないではないか。」「Ａ班とＢ班相談して、

このようにやろうという話だけは決めたから、それでやればいいのでしょう。」という話で進

んでしまった。それ以上突っ込めなかったのです。 

 では、担当者がどのような対応をしなければならなかったのかということが、一人一人の意

識の中に、きちんとおさまっていなかったということが、そこではっきりしてしまったのだけ

れど、そういう中でやられた。そこの部分は、打ち合わせの前に、何をしなければならないか

ということをきちんとしておかなければならないなということ。 

 もう一つは、先ほど言われたように、まさに報告の事案を決めたわけだから、そこにかかわ

る大事な数字というのは、全体の予算が過去何年にもわたって、これだけかけて今どこでどう

つまずいてどうなったのか、問題点は何なのかということくらいの資料というのは、みんなが

持っていなければならないという。まずはそこまでやるべきだというふうには思っていたので

す。そこまで手が回っていないということで、いみじくも今回の話の中で、今まで総額幾らか

かったと聞かれたときに詰まったのです。 

 そうしたら、知っている人は誰かいませんかということで、知っている人が言った。それが

本当かいそか、数字が違っているのかどうかも検証できないわけなのです。そうすると、議会

改革のときによく言われた栗山などが、住民の前に出る前に、財政問題をみんなで協議をして、

一人一人が財政に強くなろうということで、かなりの勉強をして資料を持って出かけたと。 

 ここの基本姿勢というのはなければ、思いつきで話しているのでは、「もういいわ。」となる

ことは当たり前なのです。そこらへんに反省の要点というのがあるのかなと思って聞いたので

す。 

○小委員長（本間広朗君） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） もっともなのです。ただ、その資料をどのように小委員会で整理して、

概略つくってみんなが持っていくかどうかという前に、自分たち予算委員会のときに、たくさ

んの資料をもらっているのです。それを見られるかどうかという話であって、当然、行くとき

は聞かれるのだから、財政担当なら財政担当の人は、頭に入らなくても資料は、吉田委員がい

みじくも言ったけれど、最低でもどこに何があるかというのを持って行って、答えるくらいの

姿勢を議会報告会に持っていないと、元に戻るけれど、ただ形骸化してしまって、誰か行って

与えられたことを話して、あとは知っている人がしゃべればいいということになってしまうの

です。 

○小委員長（本間広朗君） はい、齊藤小副委員長。 

○小副委員長（斎藤征信君） まさにそのとおりなのです。資料があるだろうと言ってしまえ

ばそれで終わりなのだけれども、やはりたくさんある資料の中、整理して基本部分はここなの
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だという部分は、議員として押さえておくという。あとはそれ以上広がったときに、自分の資

料を駆使して考えるということは必要だと思うのですが。 

○小委員長（本間広朗君） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） 僕は、それをやってしまうからみんな他人事になるのです。それは前

提として自分が身につけておかなければ。財政担当なんて私は知らないと。いうこともある程

度整理されて、数字もある程度持ってきたと言ったら、誰がそれをやるのですか。最低でもそ

れは自分でしなければという意識を持たないと。僕は広報広聴常任委員会ばかりでなくても、

ほかのほうの対応にすると自分たちの資質が上がらないということを言いたいのです。そうす

ると、先ほど言ったように３人編成くらいでやっていくとみんな覚えていくのです。 

 そうすると、あちらの班がきたときにはまるっきり答えられなかったとか、あちらの班のと

きはかなり勉強してきてくれたと差が出てくるのです。それくらいのことがあってもしかるべ

きだと思います。それはくじ引きで決めると。 

 僕はもしそこまでやったら、議員さん方当日まで何もしないで、それを持って行ってしゃべ

ればいいだけのもの。それでは僕は意味がないと思います。それならやめるべきなのです。み

んがそれだけの基礎学力をつけていかなければ。 

○小委員長（本間広朗君） そこまでできれば本当に報告会、懇談会もそうですが成功という

か、そういう方向に行くのが理想。齊藤小副委員長 

○小副委員長（斎藤征信君） 言われていることは、間違いなのです。だから一人一人の資質

の問題だと言われてしまえば、それで話は終わってしまうのです。 

 それをグループつくって、それで何人かでそういうものを徹底的に検証して資料をつくるか。

そのようなことがあっていいと思うのです。それは個人がやるかグループがやるか、議会事務

局がやるか。いろいろあるのかもしれないけれど、そういうふうにしてどこかでそういうもの

を整理して持たなければならないだろうということは、これは必要だと思うのです。 

 それも個人に任せるからと。結局は担当者の話というのは、財政担当になったら、財政のそ

の部分についてはいろいろとまとめておくよとか。それからバイオマスが当たったときにバイ

オマスの過去の経緯から全部、一応は調べておきますと。 

 そのような打ち合わせは、打ち合わせとはそのようなものではなかったのかという気がする。

そこまで深いものがあれば、報告はもっとスムーズにいったのかという気はするのだけれど。

それを誰がやるか。小委員会がやらなければならない仕事なのか、担当者がやらなければなら

ない仕事なのか、全体でやらなければならない仕事なのか。いろいろ方法は考えなければなら

ないけれど、そういうようなことをまとめていきながら力をつけるという、そのことは大事で

はないかという気はします。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員どうでしょうか。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。今聞いていて思ったのですが、やはり、議会報告会である

ということが基本であるということで、つくったグループがどう取り組むかという、グループ

だと私は思います。それをきちんと確認して、テーマを決めたりするのは小委員会でいいと思
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います。あとはグループで、それについてどういう形でやるかというのは、担当決めるという

のもグループで責任を持ったほうがいいのかもしれない。 

 もちろんグループで担当は決めるのだけれども、決めたら共通にしなければいけないけれど、

グループで話し合って、このようなことをやろうと。今回の説明はこの部分が必要なのではな

いかと議論したら、それをもう一つのグループにも言って、そして共通を持つということであ

って、やはり報告しなければならないことは議員が自ら考える。お任せするのではなくて、み

んなに責任がある。だから、私が今回すごく思ったのだけれど、担当が決まっているから、財

政なら財政だと。財政いろいろなことを聞かれても、その人が答えるという気持ちはないわけ。

誰かわかる人が応えてくれればいいという感覚なのです。 

 そうではないわけ、もちろん覚えていないこともあるから、だれかが言ってもいいのだけれ

ど、最初から書いているこれだけを言ったら、あとは皆さん答えがわかる人が答えてください

という感じだったのです。 

 だから、今回みたいの急に来られなくなったりすると、グループの人でさえ、何も書類をも

らっていないから、何をどうするかわからないから、「来ない。どうするの。」病院のところで

あったのだけれど、私は病院の今までの経過を持って行っていたからできたの。でも、報告す

る人がきちんと両方で打ち合わせをして、１億 2,000 万円の、なぜそのようになったのか、全

部赤字は解消したはずなのにと議論したことを言っているのだけれど、私は今までの経過しか

説明できなかったから、何をやるか聞いていないし。その辺だと思うのです。 

 だから、グループで責任持たないから。個々にやっているでしょ。それも同じこと言うのだ

ろうと。でも私Ａ班も行ったけれど、内容は話し方で全然違うし。その人が持っている思いも

違うから受ける側は違った意味で受け取れるというのがある。 

 私は、ある程度テーマを決めて両方で報告すべきことの基本的なことを決めたら、あとはグ

ループで責任を持つってどうやるか。それは人数が４人でいいのか、３人がいいのかわからな

いです。だけれどもそういう形にしていかなければ、今回の報告会はグループで受け持つのだ

と。テーマで受け持つのではなくて、グループで報告会をやるのだと。町民が本当に来てよか

ったと次につながるようなものをやるためにはどうしたらいいのだろう。どういう話題が、ど

のように持って行ったら、一番興味を持ってくれるのか。一番納得してくれるのか。そういう

議論をグループでもっとしなければだめだと思う。時間がないと言われれば、本当にそうなの

だけれども、それなら報告会をしないほうがとよくなるかもしれない。することがかえって・・・。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 班編成のほうに入っていくのだけれどもおっしゃるとおりなのです。

そして見ていれば今までの状況でいけば、言い出しっぺがやるのです。言った人がつくらなけ

ればならないのです。例えば２人なら言ってくれるのを待っているわけです。 

 そういう部分で、今ぶり返すのだけれどももっと積極性のある部分とある程度つくってもあ

とはもらったものを自分のものにしないから、読んでも聞いたほうだって何だということにな

るのです。アドリブを入たり、訴えるようなものにしていかないと・・・。 
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 僕もジレンマなのです。みんなが真剣に考えていると思うけれども、立場、立場でそういう

ものとらえ方が共通認識の中でとらえて原稿をつくってくるのならいいのだけれども、今言っ

たように、広報と同じようなことを拾ってきたものを書いているのなら、議会制が何もない何

をやっているのということになってしまうのです。 

 その辺のとらえ方をどう認識するかということになってしまうのです。 

○小委員長（本間広朗君） はい、齊藤小副委員長どうぞ。 

○小副委員長（斎藤征信君） それが表に出たものだから、本当に今の話があったように、班

や何かで集まって、本当にどうするのだと。そういう話し合いが十分できることが基本です。

それが全くないから、このような話になって、こういう話ができてよかったと思うのですが、

やはり事前に時間があるとかないとかの問題ではなく、やる以上少し辛くても何日かとって、

これ町民のためではないのです。自分たちのために、本当にそれが自分たちの質の向上で、自

分が力をつけていくのだという、そういう観点からいえば、やはり何日間かまとめた時間をつ

くって、話し合えばできることではないかと。そこを乗り越えなければだめだと。 

○小委員長（本間広朗君） そうすると項目以外にも、このような資料を用意しておこうかと、

いろいろな柔軟な対応も出てくるかもしれないので、住民から出てくる大きな質問というのも

ある程度決まってきていますので、それプラスで何かそういうことができるのかというのがあ

れば、これやはり大きな反省というか、項目の一つでどこか時間を取ってできればグループご

とに１回集まって、どういうことを報告するかというのを話し合うのもいいかと思いますので。

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） ただ、そういう部分でいけば、議論したりして共通認識をするのはい

いのだけれどその前の原稿とか僕先ほど言ったように、財政であればただ箇条書きに書いて配

布してもダメなのです。棒グラフにするか円グラフにしてコンパクトにまとめた、そのような

ものを誰がつくるのかということなのです。班ではできないのです、事務局につくれとは言わ

ないのだけれど、ある程度事務局にそういった担当があって資料をつくるのがあるのです。そ

ういうものに整理されるようなものを整理していかないと今言った話だけをやってもその域

を出てこないのです。今回だって熊倉事務局主幹が一生懸命やってくれたけれどある程度動画

によって言ったことについてそれにどうだということでポイントをつけていかないと、写した

のを配布したほうがいいのです。 

 そういう部分では議員は正直な話無理なのです。それは議会事務局が議長なり副議長なりに

指示してもらってやらなければいけなのです。そういう部分も整理していかないとダメ。それ

を持って今議論された部分が議員でどうするかということをしていかなければだめだからそ

の辺ははっきりするべきだと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 先ほど言われましたように、図表とかグラフとかやはりわかりや

すく住民のほうに資料提出して理解していただくというか、そのほかにプラスもちろん議会の

あり方についても報告すると思いますのでそういうやり方というのも大切なのかなと思いま

す。 
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１時間過ぎましたので、きょうできる限り昼で終わりたいと思いますので 10 分ほど休憩し

たいと思います、暫時休憩を致します。 

               休  憩（午前１１時０７分） 

                                           

再  開（午前１１時２１分） 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて、小委員会を始めます。 

 今まで全体をとおして意見出されましたが、これ続けてそのまま、特に反省項目にこだわら

ず出していただいて、あとで時間ありましたら正副小委員長でまとめて僕も書いていますので、

あとでまとめて項目ごとに当てはまるところは当てはまるところで整理していきたいと思い

ますので、それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） それでは、気づいたところありましたら。はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 僕の意見として実施会場と班編成ここに書いていますけれどやはり僕

はもう少し班を数多くしてある程度の会場に多くの会場にいけるようにしたほうがいいかな

と。そうすれば日数だって２日なら２日で会場が多くなっても処理できるので、そうすること

によって少人数でやることによって、今まで議論されていた部分が、議員がより以上勉強しな

ければならないし、自分たちが責任を持てると思うのです。そういう意味からしても人数少な

くしたほうがいいのかなと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 少人数で会場を回ると。そのほかに何かございませんか。 

 いろいろとそういう項目、全般にわたってかかわってくることなので特に実施期間とか開催

時間に関してどうですかとか。班編成についてどうですかというのはなかなかできないかもし

れない。何か項目ごとにありましたら。齊藤小副委員長どうぞ。 

○小副委員長（斎藤征信君） 今の問題も基本にかかわる大きなことなのです。これを始める

ときに、そういう一人一人が十分な力をつけていくために何回かの実践をしながら、それで

徐々にたくさんの３人なら３人でできるような数に散らばっていくというふうに展望はして

いたはずなのです。 

 だから、一応半分という形で報告の場合にはいろいろあるから少し人数がいたほうがいいだ

ろうということで２つに分けたのです。その結果からいうと人数がいたほうが今指摘されてい

るような学習だとか勉強というのは意外と盛り上がっていくのではないかと思うのです。 

 逆にいうと、少人数になった場合に少人数で必死になってやらなければならないから、きっ

と勉強になるのではないかと。この辺の考え方というのは今の人数よりも小さいほうがいいの

かどうか。小さくすればたくさんの会場でできるから、そういう面ではすごくいいわけですよ。

広く全町でやろうと。社台でもやるし白老も３カ所も何カ所もやるためにはやはり小さくしな

ければならないということはわかるのです。 

 ただ、小さくして２人３人になったときに本当に勉強してそのような資料をつくって、こう

いうものに参加できるかというそこまでの保障というのはできるのかどうなのか。そこら辺そ
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ういう形で乗り越えられるかどうか、結論を出しておかなければならないのではないかと思い

ます。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何か、はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今の話大事だと思います。その前に吉田委員も話していましたけれど

も、そうすると本当に人数で、みんなでやれば怖くないという方式だとか、少人数でやってで

きないというのであれば根幹をなす報告会はどうだということを議論しなければだめなので

す。 

 僕は何回も言うけれどそれは一定の水準の中でどの水準で議会報告会をやるかと、皆さん共

通認識されて部分はこうなのだと。それをベースにしてものを言わないと何も勉強しない人と

当ったから勉強する人が同じなら、みんなでいればだれか知っている人が答えればいいと。極

端な話意見も言わないで何も言わないでそのようならだんだん意味がなくなってきます。 

 名前を出さないけれど度々来ている人もだんだん対応するようになってきたのです。提言も

言って接し方もだいぶ変わってきているのです。そうすると町民もそのような対応をされてい

るし少しずつ学習してきますから、我々もそれに追いついていかなければいけないと思うので

す、それが根本だと思います。 

 だから、もし小委員会でまとめても常任委員会で今みたいな議論出ると思います。大人数で

やれとか少ないのは困るとか、その辺どうするのかということにしておかないと。 

○小委員長（本間広朗君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） やはり私も２人とかになると個人の議会報告会みたいになってしまう

ので、私は４人くらいでいいし、本当に自分たちがグループとして議会の代表としてどうやる

かということをしっかり取り組んでやる。４人でいくのだからいくら議員だって１から 10 ま

で全部知っているわけではないから、わからないことはわからないでいいと思うのです。それ

は正直に今ここにいるメンバーではわからないですと、変な間違った答えを言ってしまうこと

もできないと議会としてきているから。 

 個人の考えでいうならいろいろな思いがあるけれども、そういうことになると数字的なもの

もあれば、きちんと正確なものをお知らせしなければいけないので、これは何らかの形で報告

させていただきます、でいいと思うのです。 

 そういったことをやりながら、だけれども出てくるものがだんだん回数を重ねると私たちも

とらえられますから、それが勉強だと思っています、だから場数を踏んだことが生きてくる今

後の報告会になっていかなければいけないというふうに私も思うので誰かがやる。議会報告会、

小委員会が進めるのだから、小委員会に責任があるのではないかではなくて、常任委員会は全

員ですからあくまでも進め方は小委員会だから基本的なことは進めるけれども、全員がどう取

り組むかということは真剣に考えてもらわなければダメだし、みんなが主催者だというふうに

とらえてもらわないとだめだと思うのです。 

 そういった責任を持つためにも私も前田委員と同じもう少し人数少なくやっていって、それ

に町民が来やすい場つくりになればいいなと。こちらが７、８人いると、向こうも構えしまう



 18

のです。やはり３、４人だと一番話しやすいだろうし向こうも３、４人になるかもしれません。 

 そのことのほうが、やってもらってよかったということになるのかも知れない。そういった

ことも踏まえて、そういうことが話題になっていろいろな人がどんどん来るようになって、私

たちも場数を踏みますから、慣れてくると勉強もするようになって、いろいろな経験をすると

新しい人がきても、聞かれることはそれほど変わらないと思うから答えられるようになるし、

そういった意味で議会のあり方をしっかりと皆さんに理解してもらう。それだけ日数多くやっ

て何も変わっていないのではないかと言われないように、やはり人数多いことだけが大変だ。

通年議会が大変だ。それが何につながるかといえば、議員さんの力につながっていかないと資

質の向上につながっていかないと意味がないのです。 

 だからそれを理解してもらって、「どの議員さんもみんな、いろいろなことがわかって応え

てくれるのですね。」とならないとだめかなと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員と吉田委員からも、今後少人数で回ってはどうかという

意見も出ました。きょう欠席の方もおられますが中には以前からも２班でいいのではないかと

いうお話の方もおりますので、大方の意見として今後いつにするというのはまだ出ないかもし

れませんが、そういうのも小委員会で考えて、小員数で報告会を行ってはどうかということを

視野に入れて議論していきたいと思います。 

そのほかに何かありましたら、はい、前田委員どうぞ 

○委員（前田博之君） 具体的になるけれども、これから人数とか諮っていくけれどもそのよ

うになってくれば、このようにくじ引きでやればいいのです。ここであちらの会派が重なると

かでなくて、くじ引きで平等にやったほうがいいと思うのです。見たらよそはそうやっている

のです。 

 その辺も具体的にしておかないと、この人がいれば安心だからこの人と組みたいだとか、こ

ちらは合わないとかではなくて完全にくじ引きだと。 

○小委員長（本間広朗君） 報告会、懇談会について、特にどうのこうのということも出てい

ないような気もするので今後本当に決め方も今回もそうですが、会派とかでやってしまうとな

かなか動かしづらいというところもありますので、くじ引きで公平に誰がどちらへ行ってもい

いようにきちんと公平にやっていくという考え方も入れたいと思います。はい、前田委員どう

ぞ 

○委員（前田博之君） 今吉田委員が言ったように、山梨学園の先生やほかの人の本を読んで

も、なぜ議会報告会、懇談会をやるということは、我々は議場で質問して答えをもらうだけな

のです。今度は逆になって町民からいろいろな質問をされる、それによって我々は鍛えられる

ということなのです。それをある程度主眼にしていかなければいけないと思います。 

 そのためには、ある程度の少人数の規模で、みんなで学習して対応すると。言うなれば自分

たちに返ってくるということなのです、そういう考えです。 

○小委員長（本間広朗君） いろいろ出揃いましたが・・・。はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 周知と宣伝なのですが、やはり意識の持っている方は見ていて、行か
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なければという話なのですが、こちらの会場に来ましたという声があり、前は「議員がいっぱ

い集まってこないのか。」と言われたけれど、「来ない町民が悪いよね。」と言っていただける

ようになったと。もう一つコンビニ等へポスターを依頼しました。議員自ら行って貼っていた

だいたのですが、先ほど齊藤小副委員長がおっしゃったように、どこにあるか。私も行ってあ

の端のほうにあったのかと見て来たのですが、それを見て来る人はいないかもしれない。でも、

私あいさつで言ったのです、「今回議員がポスター自ら持ってコンビ二に貼ってきました、皆

さん目につきましたか。」と言ったのですが、議員がそうやって動いているということが町民

には一生懸命やろうとして、町民にも来てもらいたいと思っているということが伝わったと思

うのです。見た、見ないではなくて、それを見てきた人は誰もいないかもしれないけれど。 

 だから、今後議員自ら自分たちがやることなのだから、自分たちが議会として動くというこ

とは、今後これはまた忙しくなると叱られるかもしれませんが、通ったついでにお願いしてく

ればいいわけですから、もうちょっと拡大して今度は公共施設ということもありましたし、大

きな商店もいいでしょうし、本当に貼ってくださいと言ったらすごく喜んでそのようにいった

わりには隅っこだと思ったのですが、いい場所に貼った人もいると言っていましたが、そうい

うことも今後積極的に、議員がやっていることが町民のほうが「議員がそこまでやってくれて

いるのに、でない私たちが悪いね。友達連れて行かなければダメだね。」と言ってくれる人も

いたので、そういうことの積み重ねになってくるのだと思います。 

○小委員長（本間広朗君） はい、齊藤小副委員長。 

○小副委員長（斎藤征信君） 貼るところも２カ所もダブってしまって、せっかくここからポ

スターをもらって色の台紙に張って頼みに行ったら、そこに貼ったと言われて、これせっかく

つくったのにどこへ持って行って使うかと思って、くまがいへ持って行ったのです。店長と主

任に両方それぞれ許可をもらって、「うちで貼っておくからね。」と。そのあと行って探したの

だけれど、どこに貼ったのか全然わからなかった。我々の頭の中でコンビニまで広がったのだ

けれど今度は公共施設などと限定しないで、その地域、その地域で人の集まるところへ議員が

持って行って頼んでくると。生協だって貼ってもらわなければならないわけだし、人の集まる

ところや目についたところには、２、３枚貼って歩くというくらい考えてもいいのではないか

と思います。 

 ポスターも、カラ―刷りで高いお金を出さなくても、色画用紙に貼ればすごくいいのです。

何か色ペンでつければお金をかけないでもう少し目立つようにできるから、もう少したくさん

つくって、一人が３枚くらい持って頼んで歩くというようなそのくらいのことを考えてもいい

という感じはしました。受け取るほうが喜んで受け取ってくれます。 

○小委員長（本間広朗君） 今回はコンビニに限定しましたが、議員の中からもあそこに貼り

たいというような要望もありましたので、できる限り貼っていただけるところは貼っていくと。 

今回ここにありますが公共施設を考えているが効果はどうかというのもありますけれども、

今後公共施設にも貼っていくというような考えで。齊藤小副委員長。 

○小副委員長（斎藤征信君） 公共施設も全部貼って、効果があるかどうかわからないから、
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だから、その地域で効果があるなと思うところに貼ってもらえばいいと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 本当に考えられたのは今回せめて開催する会場に貼っていただく

と、それ以外に今言いましたようにどのようなところ、例えば出入りの多いところにできる限

り貼って周知していくという方法を取らないと。できるだけ議会でそのような動きを見せてあ

げないとだめなのかと思います。これについては、今後できる限り周知、ポスターについては

いろいろなところに貼っていくということでよろしいですね。はい、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 時期的なものがあるのですが、今回も広報の一番裏に書いています。

あの部分のページだけ印刷したら、幾らかかっているか単価がわかるのですか。あの部分、対

費用効果を考えたら同じお金をかけるのであれば、逆にそこをやめて１週間くらい前に新聞折

り込みをするとか対費用効果を考えたら１日です。今回遅かったからかなり違うのです、そこ

に１ページ入れないで節約して新聞折り込みするとか、対費用効果を出してほしいのです。そ

れによって今月だって 24 日から始まったのに回覧は５月の上旬に回っているのだから、そう

すればあえてそこに入れないで、週間くらい前に新聞折り込みいれたほうが、来るかどうかは

別にしても効果はあると思うのです、そうしたら結構見てあるのだという人もいると思うので

す。 

 対費用効果だけ出してもらって・・・。 

○小委員長（本間広朗君） 齊藤小副委員長。 

○小副委員長（斎藤征信君） 議会だよりも１面使わなくても小さく中に載せられるのだから、

お金をかけないようにして載せておいて上に新聞折り込みなどもできたらいいですね。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 余ったページに小さく入れておくけれど、今のように大きく入れなく

ても、別な形でチラシ折り込みをしたほうがいいのではないかと思うのですが、その辺余り額

が違えば・・・、出してみてください。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局どうぞ。熊倉主幹。 

○事務局主幹（熊倉博幸君） 今一番後ろのページを使ってやっています。そうするとそこは

紙があるものですから、お金は何も変わらないと思います。何かそこに載せなければダメです。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） その分詰めるという意味です、あえてそれを乗せるために１ページ使

ったかもしれないから節約してという意味です。 

○小委員長（本間広朗君） 熊倉主幹。 

○事務局主幹（熊倉博幸君） 完全にそのためには紙を１枚へらさなければならないのです。

両面でいっているのでそこだけ白紙にしても紙は取られているから。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 編集によって節約するという意味です、５月号に出しているのです。 

○小委員長（本間広朗君） 議会報告会を載せるのにページ数がふえているのですか。はい、

前田委員。 
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○委員（前田博之君） 物によっては１ページ挟み込むときもあるのです。その辺を・・・。 

○小委員長（本間広朗君） これは議会だよりの広告を載せたがためにこのような形のなった

のですか。事務局のほうで調べていただいてどのような方法があるか。 

○委員（前田博之君） トータル的に４回出す中でどこかで１ページ落としてもいいのです。

１ページ落としたらいくらになるか、計算してもらってそれを振りかえればトータル的に予算

は変わらないわけです。ということは今度の議会だよりになって一般質問が少なければページ

数は減るのだから一応単価だけ出して見てください。 

○小委員長（本間広朗君） そういうことで、事務局調べてわかるようでしたら出していただ

きたいと思います。はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 報告内容のほうに入るのですが、先ほどから話しているように議会と

してグループごとにきちんと、グループでテーマを決めながら両方でやり取りしてやってもい

いだろうし、また、小委員会でこのようなテーマでこういうこと、こういうことを報告したら

いいとやるのはいいのですが、皆さんから出された意見の報告ありました。町側に言って答弁

をもらったとか、それは、私は印刷したものを渡すだけでいいと思うのです。 

 あれに時間をかける必要はあまりないような気がしたのです。というのは出された意見とい

うのは個人の意見で出した人がいるかどうかもわからないし、報告するときはそこで出た意見

ではないです。前に出されたものだからそこに出した人は誰もいないのです。報告必要な部分

だけは１枚のページで収まらなければ箇条書きでいいから、行政側の答弁だから議会が詳しく

言う必要がないと思う。今回みたいに議会の報告会になると、結局は行政の報告だけではなく

て議会の考えを個人が入れてやった。それにできたときからの話からずっとなって、それに加

えて自分の意見も入って、とても莫大にスペースとか時間も全部ふえてしまったのです。 

 私はその場で出た質問ではないわけだからその地域関連性のあるものをやったからいいの

ですが、来た人たちは聞こうと思ってきているわけではないけど、そうだったのかと思う人も

いるからいいとは思うのですが、その辺工夫してその中でこれは町民全体にかかわることで、

大きな課題で議会でも議論があったとかそういったものは報告するという形にしていったら

いいのかと、この間そう思って。何点かこの地域だから報告するというのではなくて、そうい

うことも考えたほうがいいのかと。 

 あまりにこちら側が時間を取りすぎたと思ったものですから。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） Ｂ班では、印刷して配ってくれれば終わる話ではないかということで、

それでいいのではないですか次回からも。今言ったように地域の分だけコメントするという、

地域から出た要望。 

○小委員長（本間広朗君） やはり議会がどのようなことをやって、そのあとどうなったのか

という。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 地域、地域でやる、自分の地域わかるわけだから、うちの地域ではこ

れとこれを取り上げる。議会はこういう議論した。あとは報告だからそれでいいのではないか
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というふうにやったほうがいいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） だから、町から来たものはコピーして会場配布にすればいいのです。

地域のものについては必要があればコメントするとしておけばいいのです。 

○小委員長（本間広朗君） それと、今に関連したことなのですが質問・要望の処理について、

Ｂ班に関してはほとんどその場でみなさん発言して納得してもらった部分もあって、それほど

たくさん意見・要望というのは出ていないのかなという気がして、出た意見要望は取り上げて

書きましたが精査していくとそれほどないような気もしたのですが、Ａ班のほうはどうでした

か。齊藤小副委員長。 

○小副委員長（斎藤征信君） 大体同じです。 

○小委員長（本間広朗君） これに関しては、正副小委員長でいろいろ精査して何点か重要な

部分というか解決したものはもちろん省いていきますし、できるだけ少ない項目になると思い

ますのでその辺正副委員長に任せていただきたいと思います。 

 先ほど住民から出たペーパーです。意見要望の取り扱いについてどうするかというのも、こ

こで小委員会のほうでもんでおきたいと思います。これについてどのようにしたらいいか。 

 先ほど、齊藤小副委員長から出されましたが、僕もそちらのほうは・・・。 

 今後のそのようなこともペーパーで出されてどうですかというような・・・。 

○小副委員長（斎藤征信君） どうしなければならないということではないから、これ検討し

てみて必要があれば小委員会にかけて、小委員会の機会はたくさんあるわけだから小委員会の

中で問題点発表させながら検討してみませんか。 

 今すぐしなければならないということでもないでしょう。 

○小委員長（本間広朗君） 今すぐやらなくていいですか。住民の中からの意見要望、この中

身皆さん見ていると思いますが、議会側の意見要望というのもあるかもしれないので、その辺

は。 

○小副委員長（斎藤征信君） それを検討して。 

○小委員長（本間広朗君） 取り扱いについては、今後検討していくということでよろしいで

すか。中身についてはまだいいということですか。僕も手書きの中身は見ていないのですが。 

○小副委員長（斎藤征信君） これは本当に個人の意見のようなものだからこれは担当課に行

って相談してくればいい話で。 

○小委員長（本間広朗君） これも正副委員長で考えて中身を見ていきたいと思います。 

 大体、きょうの全体的に皆さんから出されたと思います。 

 全体評価もここにありますが、もちろんいろいろとこれから課題が出てくるとい思いますが、

報告会についてもいろいろと議会でこのような報告会をやっているのだなということで、遠く

からも、時間を取れない方は竹浦で開催したときに白老から来ている方もいましたし、報告会

についても穏やかで充実した進行だったとありますが、最初議会に対していろいろと攻撃的な

こともありましたが、きちんと報告会を住民が少しずつ理解されているのかなと思います。 
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 今後議員の皆さんがある程度報告会を経験重ねてある程度力がついたら少人数でもか構わ

ない。できるだけたくさんの会場のほうがいいのかなと、今回反省の中でも字白老地区で１カ

所というのはどうだったのかと、これは反省の中でいろいろと今後考えていきたいと思います。 

 ほかにありましたら、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今回、Ａ班は私すごく気になっていたのですが、Ｂ班は余りそのよう

な意見はなかったのだけれど、１施設を死守することに関して、建設に関しての町民に悪いう

わさがあると、質問している人がいると。その質問に対しては別に何かあるということではな

いのですが、そのことに対して町民の方々から議員の意見を聞かせてほしいと。一人一人の意

見聞かせてほしいということになったときに、司会者はきちんとここで一人一人の意見を述べ

る場でないということでとめないと、一人が勢いよく言いだしてしまうと町民の方々が聞いて

いて「個々の意見を聞いてこれから議会で議論してください。」と反対に言われたのですが、

私はこれから議論することは、議会でもないのに提案されていることではないので、個人が質

問したことに対して議会のほかの議員は知らないふりをしたのかという感覚で質問だったも

のですから、それはそれぞれ個々の議員で質問するときは質問しているし、それに対してほか

の議員がどうのこうのとしないからということではないしそこで個々の意見を述べるもので

もない。 

 だからその辺は個々の意見となったときはとめないと私は反対ですと大きな声で言ってし

まうと、そのことを聞いた町民がそれに対して何も言えなくて黙って私たちも個々の意見は言

うべきではないと思っていたから、これから議論すべきですと私も言ったのですが、それだけ

がひとり歩きしてしまって言ったもの勝ちみたいなところがあったのです。 

 そうではないなというふうに思ったものですから、やはりそれは言い出してしまったら、町

民を前にしてとめられないのです。議会議員として「あなた、今違うでしょ。今個人の意見で

はないですよ。」とは言えないから、だから最大限、これから議会が議論することで、ここ得

意見で述べることではないと言ったのですが、町民はそれをどう受けとめたか。その辺、雰囲

気的にとめられないような状況になってしまったのです。 

○小委員長（本間広朗君） 齊藤小副委員長。 

○小副委員長（斎藤征信君） 確かに、あれはまだどこにも出されていないものなのだという

ことはわかったはずなのです。だから、その範囲で押さえていてくれれば、それを踏まえた上

で意見を言ってくれればよかったのだけれども、そのようなものお構いなしに、自分の考えを

出してしまったので、あの場所で「そこまで言うな。」と言うわけにもいかないし。 

 あれはどうなったのでしょうか。確かにあれは行き過ぎだということは私もわかりました。 

○小委員長（本間広朗君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 質問を受けるときにここで議論することではありませんのでと。今後、

きっと議論になると思いますが、ぱっと答えたら、議員さん方も今回、答える必要はないです

ととめなければダメなのかと思ったものですから。町民を目の前にして議員同士で「それを言

うのではない。」とか、「違うよ。」とかというふうにはならないので、そういった議論を町民



 24

の前でするものでもないし。その辺を明確にしていかなければダメなのかと。 

○小委員長（本間広朗君） Ｂ班も、一人一人考えはどうですかというのがあったのです。僕

はうやむやにして、自分が交通整理すればよかったのですが、一人の方に代表して言ってもら

ったのですが、その辺司会のほうもきちんと、議会で議論していることならいいのですが、ま

だ上がっていない話も出てくるかと思いますので、その辺、司会のほうもうまく交通整理して

いかないとダメなのかと僕も反省しています。きちんとはっきりその辺は言っていったほうが

いいのかと。 

議論しているものはもちろん、各個人の考え方もあるのかもしれませんが。はい、前田委員

どうぞ。 

○委員（前田博之君） そこが、司会者が誰かとか。どう仕切るかではなくて。そこも大事な

のだけれど、だから、共通認識をしなければダメなのです。多分給食センターの問題だと思い

ますが、うちも出たのです。だけど、それは個人の議員として一般質問をしているけれども、

きちんと公に議会を形成している中でなっていない。と僕は言ったと思うのです。それは、個々

どういうとらえ方かわからないけれど、こうだよと押さえたのだけれど、過去にあったものは

言ってもいいと思うのです。私は反対したとか、私はこのように言ったとか。それは事実なの

だからいいと思うけれど、これからの問題について、毅然と言わないと、今後議員活動でその

ようにやってくださいと。ここで言う場ではないですからと言わないと。 

○小委員長（本間広朗君） そこで、例えば一人一人の意見だとしても時間の関係もあるし、

一つの質問に対して、一つ一つ答えるというわけにもいかないと思うので、それはというよう

な。きょうの議会報告の反省について、もうお昼になりましたので大体やめたいと思いますが、

一つ一つはやらなかったのですが、全体として大事なところ出たと思いますので、これを正副

小委員長で整理して、常任委員会にもっていきたいと思います。 

そのほかに何かありましたら。はい、吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今、小委員長と小副委員長と整理すると言ったのですが、きょう来て

いない人が３人いるのです。ほかのほうの小委員会以外のメンバー、小委員会のメンバーから

それはああだこうだ出たら困ると思うのです。 

 小委員会の意見として、ある程度まとまったらきちんとしたものを持って委員長がこれは小

委員会でこのようにしましたと。だから聞かないということではなくて、だからこうなのです

と説明できるようにしておかないと。 

 だけど、小委員会のメンバー来ていない人が３人いるから、それで４人で決めたことに、い

やこうなのですとなると、かなり方向転換するものもあるのでもう少し議論して本当に小委員

会の意見としてきちんとかけて、ある程度通すことは通すようなそれくらいの思いでやってい

かなければいけないというふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） 今回出された、きょうの意見というのは全員に出すつもりでおり

ますので、その中で今回６月末ころに常任委員会を予定していますが、それまでの時間があり

ますので、その前にもちろん常任委員会でも意見が出されると思います。その前にいろいろ皆
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さんから意見を聞いておいて常任委員会でさらにもっともっと深くいろいろ意見出てくると

思いますので、そこで議論したいと思いますので、まず、小委員会できょうまとめたものを皆

さんにお知らせするという形を。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私の言っている意味は違う。小委員会のメンバーがまだ全部納得して

いないと思うのです。まだ納得した形になっていないのです。それをみんなに配ってしまうと

また皆さんがいろいろな意見が出てきたら、小委員会の進め方をきちんとやっていくという意

味がなくなってしまう、小委員会が進めていくのです。 

だから、小委員会のメンバーがきちんとある程度方向性をみんなでもう一度来て、いないの

だから欠席裁判でいいのだけれども、もう少し明確に一つ一つきちんとしておいて、その上で

全体の常任委員会のときに皆さんに前もって配って考えてきてもらうということで、出てきて

「どうなのだ。」「こうなのだ。」となったら、小委員会のメンバーからそのような声が出始め

たら終始つかなくなってしまうので小委員会がある程度きちんとしておなかければだめだと

思うのです。 

常任委員会に、皆さんに配ってかけると言ったけれど、その前に小委員会をもう少しきちん

と、具体的にみんなでもう１回やらなければダメだ。皆さんがいないときに、こういう意見が

出ましたけれど、小委員会でこういう方向性でどうでしょうかということをきちんとしておか

ないと、常任委員会に持って行ってしまうと、小委員会でどうなのかと言ったら小委員会も今

出てきたメンバーで決めたけれどもみんながまだ流動的なものもあるとか、この部分は一致し

ていないという部分がまだあると思うのです。それを一致させておかないと小委員会でもはっ

きりしていないものを常任委員会にかけて、どのように議論をすればいいのだということにな

ってしまうのできちんとある程度、議会中でもいいと思うのです。もう１回時間をとって一般

質問まとめた後も答弁調整もあるから大変でしょう。 

私は、１回やらないと３人来ていないからこれを常任委員会にみなさん聞きますと言っても、

小委員会でどのようにやったのかと言われますよ。どのように決めたのかということを必ず言

われますから、この小委員会の３人欠席でわからないところもあるなどということにはならな

いと思うのです。もう１回みんなの意思を統一しておいたほうがいいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） はい、齊藤小副委員長どうぞ。 

○小副委員長（斎藤征信君） まさにそのとおりだと思うのですが、もう１回小委員会を、日

程を設定するか。もう一つの方法はここで今話あったことを具体的に書いて小委員のところへ

送って、それにつけ足すご意見をくださいといいようなそのような手続きを取るか。そういう

方法もないわけではないなという気がするのです。この忙しい中で小委員会をもう一度開ける

のかどうかそこです。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） １回まとめてもらったものを議会中でも一般質問終わったあと議会運

営委員会とかがなければ集まってもらってもいいのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 小委員会、開きますか。 
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○小委員長（本間広朗君） 齊藤委員よろしいですか、以上ですか。 

○小副委員長（斎藤征信君） はい。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さん都合があると思いますので予定としてはいつごろにしたら

いいのでしょう。大体の予定というか事務局とも早目にやらないと一般質問とか答弁調整もあ

りますので。前田委員。 

○委員（前田博之君） 議会の一般質問終わった後はどうなのですか。 

○小委員長（本間広朗君） 一般質問が終わった後できればすぐに常任委員会を開きたいと思

っていたのです。余り延び延びにしてしまうと。はい、事務局どうぞ、熊倉事務局主幹。 

○事務局主幹（熊倉博幸君） その日ということですね、６月の議会が終わった後。 

○委員（前田博之君） 24、25、26 日と議会があります。25 日にも一般質問があるので、何

も入っていなければ小委員会の人に集まってもらって、１時間くらい打ち合わせをすればいい

のではないですか。 

○小副委員長（斎藤征信君） 議会中にそんなに余裕はあるのか空いている時間はみんな常任

委員会の日程調整だとか、所管調査を決めるだとかいろいろ入ります。議運があったりしてな

かなか取りづらいです。 

○小委員長（本間広朗君） 常任委員会も小委員会も、あまり短ければと思って。それなら常

任委員会をあとにしても。ただ前回の反省でもできるだけ早いほうが反省会に関してはそう思

います。齊藤小副委員長。 

○小副委員長（斎藤征信君） 議会始まる前に、午前中どこかで時間が取れないでしょうか。

それは無理ですか。 

                                          

◎閉会の宣言 

○小委員長（本間広朗君） それでは、広報広聴小委員会を終了したいとと思います。どうも

ありがとうございました。 

閉 会（午後１２時０７分） 


