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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１８日（金曜日） 

  開 会   午前 ９時００分 

  閉 会   午前 ９時５３分 

                                         

○会議に付した事件 

 １. 議会報告会の反省について 

                                         

○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   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） 時間になりましたのではじめたいと思います。松田委員がちょっ

と５分ほど遅れるという連絡が入っておりますのでこのメンバーではじめたいと思います。そ

れでは広報広聴小委員会をはじめたいと思います。   

（午前 ９時００分） 

                                         

○小委員長（本間広朗君） 前回６月４日に小委員会を開かれましたが３名の欠席者がおられ

ましたので、皆さんの意見といいますかほかの出席者以外の委員の方のお話をいろいろお聞き

したいなということできょうの会議を設けました。この後はいろいろと時間が迫っていますの

で早目に大体 40 分くらい予定しておりますので、その間に前回大体出ておりますのでそれを事

務局のほうからいろいろと説明していただいてそれからはじめたいと思います。それではちょ

っと事務局のほうからよろしくお願いします。 

○事務局主幹（熊倉博幸君） ちょっと説明させていただきます。お手元に開催結果の概要と

いうことで表をお配りしてあります。これと前回の反省事項の項目で出席者の欄があったと思

うのですがそこが重複しておりますのでその部分を省いております。委員長のほうからいただ

いたまとめの部分、それを全部打ち直ししまして一覧表にしております。私のほうからは以上

です。 

○小委員長（本間広朗君） それでは早速ですが反省事項といいますか反省項目について入っ

ていきたいと思いますが、前回皆さんからいろいろと全般にわたり反省について出していただ

きましたので、今回このとおり開催時期と開催時間とずっとありますがそれに沿ってやってい

きたいと思いますがよろしいでしょうか。一つ一つ確認していろいろまだどうかという部分も

ありますので、これをある程度まとめまして常任委員会に小委員会のまとめとして出していき

たいと思いますので、このままですと宙ぶらりんになって常任委員会のほうにもちょっと不十

分な反省項目になってしまうと思いますので、ある程度小委員会でまとめていきたいと思いま

すのでよろしくお願いしたいと思います。このような形でよろしいでしょうか。あと何か時間

がありましたら総括としてまたいろいろ意見をお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いし

たいと思います。それでは実施時期と開催時間について。 

・時期は、５月連休明けから準備に入り、運営基準どおり実施できた。 

・全体反省は、本会議があり日程的に困難があり、小委員会で反省をしておき、本会議終了後

に設定する。 

・開催時間については、昼夜・平日休日開催は計画段階で考慮する。 

・議会報告会、懇談会と年２回開催しているが、必要性はあるのか。集約してはどうか。とあ

ります。前回の小委員会６月４日ですが、これは前田委員のほうから出たと思いますが議会報

告会、懇談会もそうですが年２回ありますからこれは必要性があるのか集約してはどうですか

という意見が出ております。実施時期と開催時間について何かございましたら懇談会と議会報
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告会の２回というのはちょっと後でまたやりたいと思います。何かありましたらどうぞ。よろ

しいですか。やはり最後のほう議会報告会と懇談会を年２回開催している、これは常任委員会

に持っていきますと、やはり常任委員会の中でもいろいろと議論になると思いますのである程

度この小委員会でどうしたらいいのかということもまとめておきたいなという考えもあります

がどうでしょうか。前田委員どうでしょうか。 

○委員（前田博之君） 私は小委員会の皆さんと必要がなければ必要がないで、従来どおりな

ら従来どうりでいいですし、もし改善が必要だなという声が大半であれば議論するべきでしょ

うし皆さんが「いいのではないか」というのであればそれでもいいですし私が感じたことです

から。 

○小委員長（本間広朗君） やはり小委員会から出ておりますのでちょっと皆さんの意見も聞

きたいなという私のあれもありますがどうでしょうか。私の意見としましては当然前田委員か

らも出ていますし、ほかの常任委員会でも例えば年に１回の開催ではどうかというお話も出て

いますが報告会、懇談会まだ２回目なのでまだまだ今後いろいろとあるべき姿といいますかど

うなのかというのをいろいろやっていかないともちろんだめだと思いますので、いつまでとい

う期日は設けられないかも知れませんが、ある程度やってみて「これはやはり１回でいいので

はないか」「２回でいいのではないか」と報告会のような形になるのか懇談会の形になるのか、

いろいろそういうのはほかの委員からも多分出てくると思いますので、これは今後考えていく

ような形を取っていくということで皆さんどうでしょう。よろしいですか。もちろん小委員会

からそういう話が出たということはもちろん常任委員会でも出したいと私は思いますが、それ

は今後小委員会でも考えていくというような形を取っていきたいと思いますが、そのような形

でよろしいでしょうか。よろしいですか。斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） 広報広聴委員会の事業の根幹にかかわる問題なのです。この事

業として報告会と懇談会をやるというふうに決めたその根幹にかかわってくる問題ですから、

今ここでぱっと言われて意見がございませんかと言われても初めて聞く人は意見が言えないだ

ろうと思うのです。前回聞いていればいいのですが、全部ずっといった後に最後のまとめとし

て、今までのような形でいいのかどうなのかということを振り返って考えればいいのではない

かと、もちろん常任委員会までには一定の形をつくっていかなければならないということはわ

かるのですが、全部ずっといってしまってそして最後にここのところにもう１回戻ると、この

間論議したうちの一番基本にかかわる大きな問題だと思いますので、今簡単に意見ございませ

んかと言われましても聞いたばかりではなかなか出せないのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 実施時期と開催時間について常任委員会のほうでもこのような形

で出していきたいと思います。よろしいでしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 実施会場と班編成についてです 

・会場については、広い字白老地区がなぜ１カ所かという指摘あり。社台地区はどうするのか。 

・参加者が少ない白老地区と社台地区の理由と参加者の開拓が必要ではないか。 
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・班編成は若干入れ替えをしたが、大幅な変更はできない。 

・３班編成で会場を多くしてはどうか。 

・議員の資質向上のため、小グループで開催してはどうか。 

・会派にこだわらず、公平にくじ引きで抽選してはどうか。というようなことが前回出ました。

こういうような形で常任委員会のほうに出していいのかというのもありましたが、まとめられ

るところはまとめていきたいと思いますが、実施会場と班編成とかがありますがこのほか何か

ありましたら。前回も３班編成ではどうかとか小グループで回ってはどうかという意見が結構

出ていたと思いますので、この辺も今後考えていかなければならないのかなということなので

すが、このような形でいかがでしょうか。これはある程度常任委員会までにまとめて文書がこ

れだけではあれですのでまとめていかなければならないのかなというのがありますので。社台

地区に関しましては特に今回の報告会では予定はしていませんでしたが、社台地区は私もちょ

っと常任委員会では誤解を招くようなことを言いましたが、これも当然継続してやっていく、

たまたま今回予定にはなかったのですが続けていくという形になろうかと思います。その辺皆

さん多分認識していると思いますので、特にやらないということにはならないと思いますので

社台地区に関してはそのような形でよろしいですね。あとは私が今ずっと読みました、大体こ

のような形になっておりますが。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 社台地区のこれから地域でやるときはまたつくって実施するときにど

うするかということ。今度３班編成の話も出てきていますので日程は同じ回数を多くできると

いうことも１つの目的だと思いますので、ただ２班で７人の状況がどうだったかということを

ちょっと検証しなければ、３班がいいと出してしまいますと２班で何がまずかったのかやはり

３班にする理由を明確にするとか、するわけではないですがそういう声もあったということの

基本的なものとして、それではなぜ３班編成にしなければならないかという意見が出たのかと

いうことをこれだけではちょっと聞いた人は「３班それでは今までのやったやつはだめだった

のか」ということになりますからちょっとその辺をもう少し詳しくやれるといいのかなと思い

ます。 

○小委員長（本間広朗君） いいですね。あと最後にもくじ引きで抽選してはどうかというよ

うなこともちょっと載せておきましたがいいですか。玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 「会派にこだわらず公平にくじ引きで抽選してはどうか」と今までも

会派にこだわっていないですよね。 

○小委員長（本間広朗君） こだわっているのです。一番最初の報告会は会派で分けてそれで

スタートしたのです。できるだけ偏らないようにということで。 

○委員（玉井昭一君） ですから会派で分けたということでしょう。バラバラですよね早い話。

これはどういうことなのでしょう。 

○小委員長（本間広朗君） ですから次の議会報告会では・・・ 

○委員（玉井昭一君） 逆にそうすれば同じ会派から３人も４人もなるということもあるとい

うことでしょう。それのほうが逆におかしいのではないかと思いますが、私はそう思います。
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３人の会派が３人とも一緒ということもあり得るわけでしょう。 

○小委員長（本間広朗君） ただそういうふうに会派で分けてしまいますとなかなかそれが今

度、今回もそうだったのですがなかなか分けづらくなるというのも、それではどうやっていい

のか入れかえたらまた結局同じようなメンバーになるという、それで何名かの人が今回ちょっ

と入れかえたくらい私と副委員長もいろいろ考えたのですが、結局なかなかメンバーが固まっ

てしまうというようなところが出てきましたので、皆さんそれぞれいろいろと議会活動してい

ますので特に偏ったこともないと思いますので、会派にこだわらず報告会ですから皆さんの中

から会派にこだわらず、今回の報告会のようなことをやっていくというような形を取っていく。

斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） 今まで会派と常任委員会の構成と一応こだわったものがあるの

ですが、それを全部撤廃してしまおうということになりますとあまり極端になってしまいます。

ですから２班でしたらどう入れかえたとしましてもたった 14 人の人数ですから、そんなに大き

く変動はできないだろうと、これが３班になりますとまたいろいろな変化というのが起こせる

のかも知れませんが。まずそういう意味である一定程度の配慮というのが必要かなとそんなに

大きく変化するという期待、会派を壊したからすごく大きく変わるかといいますとそうでもな

いだろうと思うのです。ですから一定程度はこだわりながら若干ずつでもいいから変化させて

いくということで、今までのやり方でもいいのかなという気はしているのです。３班になれば

また違ってくるかなという気がしますけれども、先ほどの話で言えばこの間「なぜこの広い白

老で１カ所しかないのだ」と言われたときにやはりなんと返事をしたらいいのかなというふう

にちょっと困ったのです。「人数が少ないから会場が少ないのです」という理由というのは余り

正当な理由ではないだろうと、「社台はどうしてないのか」とこういうような話というのがかな

り出たのです。ですからそうなってきますと数を多くするというふうにしかならない。そうし

ますと２班ではどうしても無理がかかると、どこか削っていかなければならないというような

形になってしまいますので、そうなりますとやはり２班編成にちょっと無理があるのかなと、

今までの報告会の内容で言いますと３班編成の人数でも十分こなせるのではないかと慣れるま

では、何とか考えようと言ったのですがそろそろ要領がわかってきた段階では３班にしても今

までの中身でしたらこなせていくのではないのかというような気でいます。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今、進んでいますがこの前も会議やってきょうは前回少なかったから

ということで、これは反省会のこういう事項があるよということをきょう確認する意味なので

しょう。それを今度手続きして常任委員会にこういう形で持っていくのか、あるいは持ってい

く前に反省は反省としてこうやって整理して、今議論しているように新たに小委員会としてこ

ういう方向性を見出したよと、そういうものをつけて常任委員会に行くのか、それによってき

ょうの会議の進め方を整理していかなければ同じ時間堂々巡りになってしまうのです。 

○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） もちろん本当の反省というのは常任委員会みんなでやることな
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のですが、この前も言われたのですが常任委員会に出すときに不安は何もないですが、「皆さん

どうですか」と１からやるのかと小委員会としての素案というものをきちんと持った上で、こ

うであるべきだというように出してくれると考えようがあるのですが「さあ皆さんどうですか」

と出されますと、時間ばかりかかってさっぱり考えられないというようなことがありまして、

ある程度小委員会の意見として「ここはこうだ」と「これは今までどおりでいい、ここは変え

るべきだ」とこういうような結論だけは持って望んだほうがいいのではないかとこんなふうに

考えています。 

○小委員長（本間広朗君） 私もある程度小委員会のほうできょうはちょっと時間も足りなく

なってきているような感じですが、ある程度まとめていきたいなと思いますのでよろしくお願

いしたいと思います。実施会場と班編成について今３班編成のお話も出ましたが、今出たよう

なことは３班編成で会場を多くするということと、ある程度何度か報告会をやってきましたの

で３班編成でできるのではないかというようなことをちょっとこれも常任委員会までにまとめ

て文言を変えてやっていきたいと思いますがよろしいでしょうか。前田委員。 

○委員（前田博之君） ですからきょうそれをやるのかということです。先ほど吉田委員も言

ったように３班でやるには２班が前は議論したのですがそれを整理して「だから３班だよ」と

いうことになるのかその辺２班でよかったのか、だめだったのかということの問題を整理して

いかないとさっぱり進んでいかないと思うのですが、それぞれに意見があると思います。です

から私はこの間半々だったのですが、皆さんの話を聞いて２班なら２班でいいのではないか。

ただ２班の場合は出ている委員の人が分担割りしても司会ですとかあいさつですとか、そのよ

うなものをいちいちみんなで７人を分けなくても人数でやって、それぞれ皆さん議員として物

を持っているのですからある程度の少ない人数の中で大いに町民と直接やり取りしてもいいの

ではないかと、２班編成７人いて皆さん横から見て「誰が答弁するのか」みたいな顔をして見

ているのではなくそういう形の機動性のあるような話をしたほうがいいのではないかと、いう

ことで小班はどうですかという話もあったわけでしょう。ですが「２班でいいよ」という人も

いると思うのです。それならメリットがあるからいいのではないかなどそれだけ整理していか

ないと、常任委員会に持っていってもまた同じことになってしまうと思うのです。それを１つ

ずつやっていくのかどうかということを整理していかなければいけないと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は２班でいいと思うのです。何も３日にこだわらないで５日とか６

日やればいいわけですから。３日とこだわるからあそこをやるとかこれをやるとかになります

が日にちをふやせばいいわけですよね。５日、６日にするといいわけですから。やはり休む人

もいますし来られない人もいますし、３人が４人になったら大変だと思います。私はそう思い

ます。それよりも何も５日なり６日なり日にちをふやせばいいのではないですか。それからや

はり町民と触れるわけですから２人か３人で行って各地区へ回るより、やはり６人なり７人で

固まって行ってそれなりに町民と触れ合ってお話をしあうということのほうが私は報告会とし

ては効果があるような気がします。 
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○小委員長（本間広朗君） いろいろ今松田委員からも２班編成でいいのではないかというお

話も出ましたが、これをちょっと議論しますと時間がなくなると思いますのでこの辺どうした

らいいでしょうか。そういうような話が２通り出たというようなことを出していくのか、やは

り小委員会でいろいろそういう話が出たということを出していかなければならないのかなとい

うのもありますがある程度２班構成でいいという結論になるのか、３班編成がいいというそう

いう部分が出てくるのかというふうにやってしまうとまた時間がかかるのですが、斎藤副小委

員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） ここで結論が出したからそれで押していくということではない

わけですから。ですから小委員会としてこう意見とこういう意見がありましたということをは

っきり出せば常任委員会の中でも考えようがあるわけです。ですからその理由づけを持ちなが

ら３班にする場合には、こういうことが必要で２班の場合にはこれが利点でというようなそう

いう意見がきちんとありましたと、皆さんどういうふうに考えますか、どちらにしたらいいで

しょうかという討議の仕方をすればいいと思うのです。今、時間を決められた中でやるのにこ

うやって１項目ずつやっていますと、とてもではないですが終わりようがないのでやはり全部

ずっと読んでしまって、それで案を自分の一番問題だと思うところを出してもらえばそれで大

体固まるのではないかと思いますのでそういう進行をしたらいいのではないでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 皆さんそういうような形でよろしいですか。皆さんのお手元にあ

ります反省事項についてというのがあらかじめファックス届いていますよね。前回欠席された

方はきちんと前回の会議の様子というのがわからないと思います。読んでから全般に渡って話

していきたいと思いますがよろしいですか。それでちょっと読んでいきたいと思います。 

「周知と宣伝」 

・家庭回覧と同報無線の利用と、新たにコンビにポスターの掲示を依頼した。次回は公共施設

を考えているが効果はどうなのか。 

・今回ポスターの効果と担当者の実施が万全だったか。反省として、白黒ポスターは目立たず、

カラーにするとか、色紙台紙に貼る必要がある。 

「報告のテーマと報告の仕方」 

・今回は財政を２人にして、４項目に絞ったが、その時期の大きな課題について的を絞る方法

は必要ではないか。 

・説明は、議会・議員の動向が中心となった報告であるべきとの反省があり、「行政報告」とは

区別されるべきだが、結果はどうだったか。一部に行政報告の域を出さなかったとの批判が聞

こえたがどうか。 

・「自己主張」が強く出たせいか、「個人報告会でやるべき」との指摘があったと聞くが注意す

べき。 

・報告の仕方が全体としてつかめない。事前の打ち合わせをして班の内部で確認、小委員会で

も把握しておいてはどうか。 

・報告会、懇談会で出された要望・意見の回答は紙ベースで配布すべきである。 



8 

「資料の準備」 

・担当者同士の打合せは各々実施されたが万全だったか検討の要あり。 

・一部パワーポイントを使用したがその効果はどうか。また、今後へ発展の可能性はあるのか。 

・報告の対応は個々人で違いがあっても構わないが、資料づくりなどで「事前の意思統一」全

く不十分だったことを検討すべきである。 

・報告書の作成にあたっては、全員の報告を１から２枚程度にまとめ、参加者に配布すること

を想定していたができなかった。内容は「報告の要旨」または「報告に必要な数字」、「図表」、

「用語解説」などまとめる必要があったのではないか。 

「住民の質問・要望の処理」 

・住民から出された質問については、テープを聴き直し正副委員長が全体反省会の時まで整理

する。 

・要望についても同様に処理する。その内容については、後日、慎重に吟味し整理したうえで、

その取り扱いについて検討する。 

「文書質問要望の取り扱い」 

・当日会場で出されなかった質問・要望が２通文書で提出されている。１通は「３項目」あり、

もう１通は「11 項目」である。内容は多岐にわたり、行政に関するものから、議会に関するも

のが混在しており、その取り扱いについては、小委員会で検討を加える必要がある。 

「全体評価」 

・新たな課題の発見もあり、全体として住民の対応は穏やかで充実した進行だったと思う。 

「今後の課題」 

・小委員会で報告内容をきちんと決めていかなければならない。 

・正副委員長が各班の準備進行状態を逐次確認すべきである。 

・班の中できちんと打合せをして、統一した考えで報告会へ臨むべきである。ということです。

以上です。先ほど言いましたように一つ一つやっていくとまた時間がなくなるということなの

で今私が読んだ中で特に何か気になるようなところがありましたら出していただいて、この文

言もちょっと常任委員会までに私のほうでももう一度直していかなければならないところもあ

るかと思いますが、特に何か気になるようなところがありましたら前回出席者の中で出された

ところも入っておりますので、特に何か気づいたところがありましたら出していただきたいと

思います。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私はちょっと気になっているのですが「文書質問要望の取り扱い」は、

これはこういうふうにして取り扱うべきだと思うのですが、なぜこれが出されたかということ

なのです。ということは来ている人が、時間がなくて質問ができなかったということなのです。

そういうことなのです。来た人はきっといろいろなものが残って帰ったと思うのです。ですか

ら質問の受け方を１人１つにしてもらうかちょっと時間を見ながら次の人がいるようでしたら

きちんと進めるとかそういうふうにしていかないと、その人が出せたということはきちんと用

意して持ってきていたのだと思いましたし、行き当たりばったりの質問ではなかったと思うの
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です。ですからそれができなかったということは時間配分ですとか、進め方に対してその方は

きっと不満をもって帰ったと思うのです。その点きちんと反省の中に入れておかないと次につ

ながらないのではないかというふうに思います。 

○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） そういうことを考えられるのですが様子から見ますと、１枚は

余り具体的で図面を開いて説明しなければならないようなことでした。ですからあの場面では

初めからそれを提出していこうというふうに思っていたというのと、もう１枚のほうは項目が

ものすごくあってあれはあそこの一つ一つが話題になるような内容ではない。ですから初めか

ら出すつもりで来ていたのです。もちろん時間があればそれは全部間に挟めて質問するつもり

だったかも知れませんが、あれだけの数を全部出せるはずがないのです。ということは初めか

ら出すつもりでいたのです。ただああやって用意してきたものをどうやって取り扱ったらいの

かそのほうが問題かなと思うのです。もちろんその場では全部出せないのは承知できているの

ではないかと思っています。 

○小委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。この 11 項目に関しまして今私や斎藤副

小委員長でどう取り扱うかということをいろいろ読ませていただいて・・・。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今、出されたものに対してはここではいいです。後で必要だと思いま

したら委員長、副委員長で配るべきだと思ったのでしたら配っていただければいいですし、一

番大事なのは本人にきちんと返すことだと思いますのでそれはそれで対応したのはいいと思い

ます。ただこれは常任委員会にかけるものとしてはどうなのかなということを今やっています

のでそれはいいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに気づいたところございましたら、斎藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） この間欠席が多かった中でやったうちで意見として一番大事だ

なと思うのは報告会の意義が本当に十分あったかどうかという、本当にあれでいいのかという

基本にかかわることとそこをもう１回考えるべきではないかということと、もう１つはやるに

して準備がすごく不足ではなかったか。そのためにやはり議員として責任を持っていく以上は

班ごとにグループをつくって、そこで報告するべき内容をきちんと討議して手分けしていくべ

きではないかと、そこら辺の話の中で資料をどういうふうにつくっていけば町民が聞いている

ほうがよくわかるかどうか、その辺の事前の準備というものがすごく少なかった、足りなかっ

たのではないか。ですからあの場へ行ってから思いつきでやってしまう部分が多かったもので

すから、そこら辺をもっときちんと取り組むべきではないかと。こういうここのところの意見

というのがものすごく強く出た、それももちろん大事なことだと。そのあたりが重点だったの

ではないかと思います。それができていればもっとここに書いてあるように行政報告の範囲を

出なかったとか、個人懇談会で言うべきことをあそこでそれぞれ主張されたのではないかとい

うそういう意見が出たということは、やはりその辺の段取りがすごく甘かったのではないかと

いうそういう指摘だろうと思うのです。その辺反省の中で重視すべきではないかと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員どうぞ。 
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○委員（松田謙吾君） 私が感じたのは住民の方々が町広報誌と議会だよりを持ってきていた

のです。大きな声では言えませんが財政問題の報告で「こんなの町広報誌でみんな知っていま

すよ」という声もありました。ですからここのところなのです。それからもう１つ議会だより

を見て学校給食センターの話は３カ所で全部出ましたよね。しかしながら行政としては「10 億

円で建てるのです」というだけで何も議会説明がないのです。議会説明がないということは議

員が質問されても答弁できないのです。ですから私はあの辺がやはり一般質問に対する議会だ

よりの心構えと直前の広報、ここをきちんと検証して報告会に臨まないと結果的には住民の聞

きたいさまざまな意見に対して何も述べられないのです。ここのところ私はもう少しきちんと

勉強していくべきだなと感じました。 

○小委員長（本間広朗君） ある程度のそういう予想される住人からの質問というのは多分考

えなくては。 

○委員（松田謙吾君） みんな議会だよりとあれを持ってきてあそこでも渡しましたが質問し

たいという方は町広報紙を持ってきて質問しているのです。 

○小委員長（本間広朗君） もちろんたくさんいろいろな項目がありますから、やはり議会だ

よりと広報のほうでいろいろ見て検証してそれではどういう質問に対してどういうような・・・

皆さんで本当はいろいろ班ごと事前に協議してお互いのあれをわかるという報告の仕方とかも

そうですが、そういうようなことを事前にいろいろ資料など持って調べるというようなことも

必要なのかなと私も今回思いました。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今のところ非常に大事なのですが参加している議員がどこまで具体的

に行政に対する批判的なことあるいは議会がやっていなかったこと、そういうことをどこまで

言えるのかということの問題が多いのです。ですから班編成で行っていてもどの辺まで言って

いいのかみんなお互いに「どこまで言っていいのか」と思ってしまいますから物足りなくなっ

てしまうのです。そしてそこでは十分に勉強して知っている議員もいるでしょうし不得手な   

議員もいて全然しゃべらなかった、あるいは町民から竹浦であったのですが「過去に町広報に

文芸欄があったのになぜなくなったのか」と「財政が厳しくなったからです」と「そうであっ

たのなら議員の報酬とか旅費云々を抑えて考えて、そういうところを逆に削減するのが筋では

ないですか」とそういう話も出たでしょう。それに対して議会としてどう答えるかということ

になってくるのです。今、松田委員も話されたように非常にその辺が難しいのです。ですから

その辺をきちんとクリアしていかなければ、ずっと町民の人たちはこの程度かという域から出

られないのではないかと一番そこが大事なのです。余り言いますと「何だ」とお互いの議員の

中から「どうしてあの言葉が出ないといけないのか」とか「もっと言えばよかった」などいろ

いろあるのです。 

○小委員長（本間広朗君） そういうようなところをやはりきちんと議論しておかないと。斎

藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） ですからこの間の話の中でもそういうはっきりしない問題です

とか、何とかというのはきちんと答えた上で司会がそれを上手くさばく、それはこの次にする
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とか「これはまだはっきりしていない問題ですから後回しにする」ですとか、そういう区分け

はきちんとすべきだろうというふうに指摘があったのですがそのとおりだろうと思うのです。

ただ何回か今言われたような問題点というのは実践した上でなければ、なかなか頭の中で考え

てもわからないことなのです。それが積み上げではないのかなとやはりそうやって間違いなが

ら、懇談しながら積み上がっていって１カ所に落ち着くのかなという気はするのです。ですか

ら大いに間違いながら進んでいいのではないかという気はするのです。初めからきちんと上手

くいくというのはないでしょうし、やはり言いたいことはそれぞれたくさんあるわけですから、

その場でやはり１つずつ反省しながら積み上げていくということでいいのかなという気はしま

す。そのためにもやはり事前の打合せが大事だという、それだけしっかりやっておけばこちら

は「やるべきことはやったのです」と言えるのだろうと思うのです。資料づくりでもやはりた

だ話しを聞くよりは中身を全部変えていなくても、図表ですとかやはり目で見てぱっとわかる

ようなそういうものがあるのであれば、統計表ですとか解説などというのはそういう形のもの

を持ちながら数字などは特にそういうようなものがつくれれば、よりいいサービスになるので

はないかと思いますので、そういうことをどうやってつくり上げるかというそのことが大事な

のかなという気はするのです。それがそこまでなかなかできなかったというそういうことも反

省ではないかなと思います。 

○小委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。きょう出たことをまた私のほうでいろい

ろ文章もそうですが、整理しましてもう一度小委員会の皆さんに常任委員会の前にまた見てい

ただいて、このような形でいいかどうかをちょっと見ていただきたいと思いますので、そのよ

うな形を取りたいと思いますが、もちろんいろいろ文言もまたちょっとちがっていましたら各

委員のほうからご指摘していただきたいと思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど松田委員が言われた広報とかそういうものを町民の方々がすご

くあれを持ってこれを聞きたいと思って来ているというのはわかるのです。ですから私たちは

事前にある程度議会としましての報告会ですから議会としての意見を持っていかなければいけ

ないというふうに思うのです。ただ一般質問に対しての町民の方々の考えを言われましてもそ

れはその人個人の考えで質問していることで行政は答えていますからそれに対してほかの議員

は議会で議論していないことは、答えられないことは私は答えられないというふうに言って構

わないと思うのです。その辺のことをきちんと分けていかなければこれから行ったときに一般

質問したことを取り上げて「皆さんどうなのか」と聞かれてもそれは答えられることではない

と思うのです。その辺のことをきちんと明確にしておかなければちょっとどうやっていいのか

なと、段々個々の一般質問のことまで私たち全部答えられるように議会として答えられるよう

にしておかなければならないのかということではないというふうに私は思います。ただほかの

皆さんがやはり広報を持ってきて本当に見て勉強してきてくれているということにすごく感謝

できましたし、すごく見てもらってよかったなと思いました。ただほかのほうのことは議会で

採決して出した結論ですとかそういうことに対して反対した人はどういう考えでやったのかと

いうことは「議会としてこういう議論がありました」というのは出していいのですが一般質問
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に関しては個々の考えでやっていますのでそれを議会としての報告会で説明するということに

はならないというふうに私は思います。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） そのことで私申し上げたいのですが、学校給食センターの質問は、行

政側は 10 億円でつくりますとはっきり言っているのです。でありますと本来議会がいつ 10 億

円でどこの場所にどうつくるかということは議会で議論されなければならないのです。10 億円

の大きな問題だからです。少なくても特別委員会くらいつくってその時点で議会がやるべきな

のです。しかしながら今３カ月たっても何もしていないのです。この財政状況、町民負担、い

ろいろ町民側からしますと「今どきどうしてこの給食センターが必要なのか」という疑問の質

問なのです。ですから私はやはり議会としてきちんと行政が 10 億円でつくる、策定計画してい

る、それでは実行計画はいつなのかということを議会がきちんとやっていませんから、町民か

ら「どうなのか」と聞いてくるのは当たり前の話だと思います。やはり「実行計画ができてい

ません」から「議会は一切知りません」では私は通らないと思います。確か 18 年度だったと思

うのですが選挙前に私はいなかったのですが、議会は財政の現状ということで特別委員会か何

かをつくって議会だよりを出していますよね。あのとき「議会というのはもう少しチェック機

能をきちんとやらやければだめなのだと今財政破綻になったのは議会の責任にある」とこうい

う報告をしているのです。「その上に立って白老の財政をきちんと議会がチェックすべきだ」と

こういっているのです。そういうことから私は町長がこの状況の中で 10 億円の学校給食センタ

ーをつくるといった以上は、「議会が何をやっているのだ」ということになるのです。ですから

私はそれなりのやはり町民の求めることにはそういうことからいいましてもきちんと答える義

務があると思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今、給食センターのことで私議論するつもりはないのですが今そうい

うふうなことで出ましたが、まだいろいろな問題をこれから質問したことを出してきますとい

ろいろな議論になってしまいますから、議会としての報告会ですのでそれはこちら側が今議論

していないことですから、それはそれで反省しながら「皆さんまたきちんと議会として議論し

ます」とか出されたときそれを賛成するか反対するか。反対したらできないわけですからそれ

はこちら側でも議論ができます。ですから今給食センターの議論ではなくたまたま例を出され

ましたのでそういうことにはなかなかなっていかないだろうと、もちろん議論していない議会

が悪いというのは反省しましたし、町民の皆さんも「それを議会で十分議論してください」と

いう話も出たのです。ですからそれはこちら側がしていない、こちら側が悪いというのは反省

としてとらえますが、今 1 つの質問に対してあそこで個々の意見を言うべきではないと、です

から違う質問も皆さんそれぞれ一般質問したときに「それではこれに対してあなたはどういう

ふうに考えているのですか」というふうになってしまったらちょっと困ります。ですから今回

の給食センターの問題はこれからまたきちんと議論していかなければならないことだととらえ

ていますし、そういうことでできないことはやはりできないとこれから違うことでまた一般質
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問等で出てくると思うのです。そういうふうに思ってきましたので前にも一般質問でそういう

質問がありましたので。それはその人本人に質問したのです。「あなたこういうふうに言ったけ

どこういうふうに考えられませんか」とそれは個人にやりましたので「それは後でやってくだ

さい」ということで断れたのですが、質問した本人もいないですしそれは本人の考えで議会の

考えではないので、ちょっとその辺のことをきちんと割り振りしていきませんとできないと。 

○小委員長（本間広朗君） ですから今回たまたま給食センターのことで、まだ議会で議論さ

れていないものが出たということでやはり事前にそういうような、例えば給食センターの質問

がきたらどうするのかと、いろいろそういう司会も含めましてやはり例えばＡ班、Ｂ班なると

しましたら分かれて事前にそういう司会も含めて「それでは司会はこのような質問に対してど

ういうような対応をしたらいいか」というのも考えて本当にそのことに関しまして「議員の方

ちょっと待ってください」というくらいのことをやってもいいと思いますし「議会で議論をし

ていませんから」というくらいの、大体皆さんの情報をわかる程度の範囲でしたらお話できる

あれかも知れませんが、今言われたように事前の協議というのもそれらを含めてやっていかな

ければならないのかなとは思っております。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 大事なことの指摘だなと思うのですが、結局はああいう場で突

然と出されてしまったときに、どういうようにさばくかというのは進行の責任なのですが出て

しまってどういうようにさばくかというのは、自分の頭の中でもどこでどういうように出され

て、どういう日程になっていてどうなっているのかわからないであれをどういうようにさばい

たらいいのかというような、そこら辺にちょっと戸惑いがあったことも 1 つなのですが、そう

いうことをきちんと勉強しなければならないことだったなというように思いますし、そこから

出されてくる今松田委員が指摘しました議会の反応の鈍さというそういう思いで言う人もいる

わけで、やはり確かにそういう側面というのはあるかも知れません。ですから町がそういうふ

うに出してきたときに、議会としてどう反応すべきだというそういうことも反省の中でその場

でどうするかではなくてそういうものがあった、だから反省としてそれを持ち帰ってきてそれ

を生かせていくと、いうそういうようなこともすごく大事なこの報告会の役目なのではないの

かなという気はするのです。大きくとらえながらそうやって見ていく必要があるのではないか

というふうに思います 

○小委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。ないようでしたら次もう５分前近くにな

りましたので、あとは先ほど言いましたように整理して皆さんにお渡ししますので、新たに出

てきましてもあれかも知れませんが整理して、また皆さんに常任委員会の前にお渡ししたいと

思います。このような形を取っていきたいと思います。よろしいでしょうか。いいですね。 

                                         

◎閉会の宣告 

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

もありがとうございました。 

（午前 ９時５３分） 


