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平成２２年度白老町議会広報広聴小委員会 

 

平成２２年７月２２日（木曜日） 

   開  会   午前 １０時０６分 
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  １ 議会報告会の反省について 

  ２ 町民からの意見・要望について 

  ３ 議会懇談会の日程について  

  ４ 班編成の決定について 

  ５ 次回の広報広聴小委員会について 

                                             

○出席委員（６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   吉 田 和 子 君 
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◎開会の宣告 

○小委員長（本間広朗君） 広報広聴小常任委員会を開会いたします。 

                                 （午前１０時０６分）  

                                          

○小委員長（本間広朗君） きょうのレジメに沿って１番目の議会報告会の反省についてと、２番

目の町民からの意見、要望、３番目議会懇談会の日程、４番目班編成の決定、５番目に次回の広報

広聴小委員会と、このようなレジメになっておりますので、このような形で進めたいと思いますが

よろしいでしょうか。いいですね。それでは１番目、議会報告会の反省についてまとめたものがあ

りますので、資料１のほうをごらんください。それでですね、この反省項目については常任委員会

も終りまして、常任委員会の前に小委員会でまとめたものが上のほうになっておりますが、枠で組

んでいるものが常任委員会で出されたものです。先日ですね、斎藤副委員長といろいろ常任委員会

の中で、中身をいろいろ精査いたしまして、どんなものが出たかというのをお互いに確認しながら

出しましたが、ほとんど常任委員会で出されたのが、小委員会で出された反省項目がほとんどで、

あといろいろこう常任委員会の会議の内容を見ましたら、この枠組みで出されたものが、こういう

ふうに実施会場と班編成について、この常任委員会でこういうふうに言っていましたよということ

と、それとですね、次のページの報告のテーマと報告の仕方のところですね。これは常任委員会で

出されたものが、枠組みに議会報告会は議会の報告で個人の発言は出すべきでない、議会として報

告義務、説明責任で議会報告会を実施すべき報告テーマの選び方の方法について考えるべきだとい

うことが出されています。ほか、ほとんどあの常任委員会で出されていた意見というのは重複して

いますので、特にあえてここでは載せておりません。ということで、これはあの次回のまた反省項

目として残しておいて、また次の報告会につなげていきたいと思いますので、特に何かここで気づ

いたところありましたら、おっしゃっていただければ何か追加項目とかありましたら、追加してお

きますのでよろしくお願いします。よろしいですか。あとで何か気づきましたら、またあとで出し

ていただきたいと思います。続いて２番目の町民からの意見、要望について資料２をごらんくださ

い。これはですね、先日斎藤副委員長と会ったときに、お互いにＡ班、Ｂ班出し合って、あのここ

に載せております。Ａ班の斉藤副委員長のほうから、何かこう気づいたところとか何かそういうと

ころがありましたら、説明していただきたいと思います。斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君） Ａ班のほうの出てきた話題になった部分も全部、ずっと項目並べてみ

たのです。録音したものがよく聞き取れないということで、雑音が音拾いすぎてよく聞き取れない

ということで、ちょっと難儀して正確には聞き取れなかった部分もあるのかもしれないですけど、

出てきた課題、話題をずっと並べてみましてやってみたところが、こんなふうな形で項目だけです

けれども、こういうふうになりました実際に話をしなければならないことは、この中のほとんどは

その場で回答なり、議員さんがいろいろと全部やったということなんですけれども、課題として残

ったというのは、どの辺なのかが、よくつかみきれないですけれども、この星印を書いたところが、

一応大きな問題だったのかなという。これ答えたかどうかということはちょっと私にもよくわから

ないですが、地デジと光ファイバーの問題は、これ３カ所で全部出て論議になった。細かいところ
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まで答えきれたかどうかというのは、ちょっとよくわからないですね。それから給食センターの改

築のことも、３カ所で全部出ました。この問題もあの結果としてどうなるのかという、これちょっ

とわからない問題ですので、これ星印はつけておきました。あと出された中で、答えたかどうかの

問題ではなくて、⑦議会の政策委員会として町つくりの総合的なビジョンを持つ必要があるのでは

ないのかという指摘というのは、これみんなで考えなければならない問題だなということでつけて

おきました。バイオの問題では事業の安全管理は慎重にすべきだということで、これもっともなこ

となのでこれはあとに尾を引く問題かなということで、星印はつけておきました。それから自由論

議の中で出されたのは、地震の時の同報無線と避難場所の件、これを検証すべきじゃないかという

意見と、それからゲートボール場の規則の見直し、大体こんなところが、あとあとに残る問題なの

かなというふうにとらえてみたのです。皆さんの意見でこれもあったのではないかというのがあれ

ば、足していきたいなというふうに思います。以上です。                               

○小委員長（本間広朗君） 続いてＢ班の、Ｂ班私ですが、この裏面に載せておりますので、裏面

を開いていただきたいと思います。Ｂ班これちょっと斎藤副小委員長と書き方というか、まとめ方

が違うのですが、前回常任委員会で出されていた私Ｂ班のほうの意見、要望の項目がありましたが、

その中から、さらにちょっと行政側に出すものというのを取り出して書いてみました。もちろんこ

の中では、先ほど斎藤副小委員長がおっしゃられたように解決済みのもあると思いますが、ちょっ

とこの辺はもう一度行政側に出したら、意見、要望として出しておいたらいいのかなというのも、

ちょっと出しておきます。それと一番下のほうには、議会側のほうの意見、要望というか、そうい

うのを載せてみました。行政側に対して、やはり病院の建てかえ、改築について出ていました。そ

れとちょっとここに建てかえのほかに、財政が厳しく児童生徒の減少するとき、給食センターの建

てかえは必要かというのを、これもちょっと出ていましたので、それも載せてみました。あとはず

っといきまして、このような形で載せて、文言はあとでまた皆さんで変なところは考えていただき

たいと思いますが出されていた意見、要望というのは、こんなところかなと思いまして出してみま

した。この中からまた先ほど言いましたように行政側に出すのを、あと議会側にと分かれます。こ

れ行政側に出すものは、Ａ班、Ｂ班まとめて議長経由で出すということになっておりますので、Ａ

班、Ｂ班重複しているものもありますので、それを今日ここで少しまとめて、できるだけ終わらせ

ておきたいなと思いまして、これに少し時間をかけたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。それでこれ今、いろいろこう皆さんで協議していただきたいと思いますが、行政側もち

ろん、行政側に出す意見、要望と、議会側の意見、要望と分かれると思いますが、あと先ほど、斎

藤副小委員長も言いましたように、財政問題、バイオ問題、これも出すものがまとまったら、その

ような項目で財政問題、バイオ問題、前回報告会で出されたのと同じような書式で、出していきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。きょうの会議の進め方は、どのようにして

いいか一つ一つやっていきます。Ａ班、Ｂ班の項目を斎藤副小委員長、これＡ班のほうは全部一応

項目出していますけど、この中から皆さんあのここにＡ班、Ｂ班なかなかちょっとＡ班のこの、そ

ういう報告会の内容とか、わからない方もおりますので微妙なところいろいろとあると思いますの

で、Ａ班のほうで何かこう気づいたところ、これは行政側に言って出して文言もいろいろもちろん
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変えていかないとだめだと思いますが、そのようなことをここで協議していきたいと思いますが、

斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 前回のあの懇談会だとか、報告会で出された問題はそのまま行政側

に上げた時に行政側はこの忙しい時に、これ全部答えなければならないのかと、それでこれも、い

ろいろな形で答えている部分があるので、それをさらにもう１回答えを文書で出せといわれると、

業務上差しつかえるということ、かなり強く言われたのですよね。それでこちらから出すことも、

出すのもかなり絞って、やっぱり私達自身も聞いておかなければならないというようなものも、か

なり絞る必要があるのではないのかなという気がするのですね。実際にはその場でかなりの議員が

答えていますので、だからその部分あるいは、いろいろな形で出されている広報だとか、何かに出

されているようなことが、全部カットして本当にこれだけは聞いておかなければお互いに困るとい

うような部分に絞るとすれば、今一つ一つ論議してこれは聞いておくべきだということを、今ここ

で決めていかなければ駄目ではないのかなと思うのです。これは聞かなくてもいいだろうと、これ

は聞くべきだというような分け方をきちんとすべきではないかなという具合に思いますけど。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何かご意見ございましたら、前田委員。 

○委員（前田博之君） 今斎藤副小委員長言われたのはいいと思いますけど、その前にやり方の原

点になっていくのですよね。これ２回やっていますけども、その質問を受けた中で、結構その論議

する部分もあるし、論議しないで記帳しましょうというその班によっても違ってきますけど、して

いる部分もあるのですよ。ありますよね。だけど実際に仮に病院の関係でも斉藤副小委員長そのあ

とに質問していますけども、その前に仮にいろいろ議会も質問したりして方向性ってある程度見え

ると思うのですよ。それが、出席した議員の中でかなり知っている人というか、是非論は別にして、

答弁受けた質問したことによって、そういう部分でいえば、実はこういうことだから、こういう方

向になりますとか、町としてもこういう部分、やっぱり質問したけど欠けていたとか、今こういう

ふうになってますよと、そういうことはっきり言ったことが、その人がではうちでは今こうでなっ

てますよと、それでわかったということに押さえるのかどうかということが、整理をしてこないと

結果的にいま斎藤副小委員長言ったように、また町のほうに質問するのかとか答弁もらって次に報

告をするのか、その辺の部分ってあると思うのですよ。僕はいつもこう思っているのです。だから

前の委員会でも、僕は松田委員と一緒の班ではなかったですけど、結構給食センターのことで問題

点を整理して、こういうこと組んであるとかかなり深い議論してきたみたいですし、うちの班でい

けば、バイオマスを報告したのですけど、何となくわかったような、わからないような形で出てく

る場合があるわけですよ。その答え方によってはその辺を、どこまで知っている議員がその場で質

疑に質問に答えてきたものを、どの程度押さえるか、あるいはもっと深くそこでこの文には大いに

論議して理解してもらうとか、この問題あったよという共通認識することの整理の仕方をしていか

ないと、この質問の概要で、どう町側に出して報告もらってまたどうするのかという部分が、結果

的にまた何回もどうどう巡りしてくるのかと、こう思うのですよね。かのＢ班にしてもこれから論

議ですけど、僕が知っているこのプールの利用状況、利用促進については、これはもう僕は答弁し

ていますけど、自分の利害だけで言っているのですよね。多分聞いた人はわからないです。何を言
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っているのかは正直な話。貸し切ったプールを空いているのならば、それを一般のほうにただで貸

したらいいのではないのかと、そんなことをあなた方は知っているのかという言い方ですけど、そ

れをどこまで押さえるのかということを、そういう問題があるのかなと思うのです。振り出しに戻

すような言い方で悪いですけれどもどうですか。 

○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） よく何を言おうとしているのか、ちょっとつかみきれなかったです

けれども、出された質問をそのまま町へ持ち出すのではなくて、それをもう一回煮詰めて、さらに

それをその問題点の中にあるものをえぐり出すような質問として、つくりなおして出せということ

を言っているのですか。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） そうではなくて仮に部長制になって町財政が削減されたと、これＡ班でそ

ういう質問があってどう答えたかわかりませんが、この問題について、ここに上げる前にＢ班の会

場でこれは相手の人も、こういうことで誰が答弁して理解したかは別にして、そのニュアンスとい

うか、これはもうある程度こういうこというとわかったでしょうとか、そういう部分で出た人達が

共通認識でもうここまで上げなくてもいいのではないのかと、そういうその答弁、議会側の答弁の

仕方によったら認識をどう押さえるかということが、必要でないかということなのです。だから言

ったから全部上げるのかということですよ。その辺で議員が答弁したことによって、これはもう理

解したはずなのだと、この場でそういうふうに解釈しておとしていくのはどうかということと、一

つの課題としてこれからやっぱりその場で一つ整理していく問題もあるのかなということです。 

○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） そういうとほとんどの問題については議員が知っている知識の中で

全部答えているのですよ。だからほとんどはもうその場での論議という中ではその場で終わらせた

のだという、完結しているのだというふうに押さえていいと思うのですよね。これは聞いてくれと

いう頼まれたものだと、はっきりしたものだったらいいのだけれども、Ａ班で１番最後のゲートボ

ール場の問題については、これは持ち帰って規則が変わっているどうかは、調べてあとで報告いた

しますという約束したものです。そういうふうにはっきりしたものだったら、これは調査すべきだ

と思うのだけれども。その他の問題については、ほとんどが答えてはいるのです。だからどうなの

かなという、こちら良心的に出された問題をさらに質問として町側に持ち出す必要があるのかどう

なのかということも、ちょっと疑問あるのですよね。 

○小委員長（本間広朗君）  前田委員。 

○委員（前田博之君）  そのとらえ方は、仮に本来議会として議員この中にいった議員報告会い

ったよと、そして町民のいろいろな問題を次の議会も議員も個々に生かす、生かしましょうという

部分ありますよね。それを踏まえて、仮にこれ直近だから言いますけども、松田さんがそういう部

分で給食センターとか、あるいはＢ班に出ている町内会の自主運営の部分について、質問して答弁

もらっているわけですよ。これをあえて町側でやらなくてはっきり出していいと思いますけど。こ

の次議会に松田議員がこうこうやって、質問していますよと、これについては、こういう見解です
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と、それは議会のほうとして次回報告会にまとめる時に議員がこういう活動して、こういう答弁に

なっていますと、そういう部分に一つ整理するかといっていけば、あえて白老町に質問しなくても

いいわけですよ。そういうことをきちんと仮に斎藤副小委員長も、吉田委員にしても、私にしても

この問題を押さえた人はだれだれ議員がちゃんと質問しましたとか、そういうことである程度の完

結というか懇談会というのは質ですよ。その答弁に対するあとの問題は別にして、そういう部分で

整理をしていくかということ。どうしてもこれはやっぱり誰もさわってないから、町に質問しなけ

ればいけないとか、苦情的なものは。それをきちんと整理していかないと、ほかの人は、それはそ

れで個人の議員の宣伝になるのではないかという人がいるかもしれませんが、それを割り切って整

理していくかどうかという問題なのです。  

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  懇談報告会の時もそうで、懇談会の時もそうなのですが、やっぱりこの

皆さんから得たご意見等は、一般質問なり議員活動の中で、委員会活動とかそういった中で生かさ

せていただきますというふうに言っていますので、一般質問等で出たものはどうしても一般質問等

でやっていますとか、給食センターのこともそうなのですが、あそこの場で、これはここでやるこ

と、議会でやってくれといった中でやっぱり質問出ているし、そういった私は答え方でいいと思い

ます。そのことを給食センターのことを詳しくまた言っていくと、私たち、行政ではないから行政

が考えてやっている、行政が答弁すべきことを、私たち議会が代わって答弁する必要はないのです。

議会がどう議論したかとか、議会がそれどういう対応したかということは答弁、答えていいけれど

も行政側のその数値だとか、利用状況の病院のそんなのは行政が、だから斎藤副小委員長がおっし

ゃった時に行政側で時間がなくて大変ですと言われたら、じゃああなたたちが町民きちんと情報開

示して、わかるようにしておきなさいと。こういう質問出ないようにしなさいというくらいのこと

を言っても、私はいいと思います。そういうような形でいかないと議会は行政の代わりにやってい

るわけではないので、報告会も懇談会もだから、ただ議会の対応で少し不十分なところがあって、

答弁もちょっと内容もちょっと詳しくわかってなくて、答えられなかったものについては私もやっ

ぱり答えるべきだと思いますが、Ａ班もそうですが松田委員もいろいろな出席のことを本当にとら

えられているので、あの港の関係出ても、全部きちんとおっしゃってくれていますから、それ以上

また改めていう必要はないでしょうし、議会側のとらえていることで言った、それ以上なにかあれ

ば行政に言ってもらえばいいことであるから、余り細かくやっていくと、議会報告会ではなくて、

行政報告会になりますから、その辺やっぱりとらえながらやっていかなければならないのかという

ふうには思います。だから内容をよく見て、この病院関係は病院でやりなさいと、こういうみんな

思っていますよと、それぐらいぶつけてやればいいのではと、反対に。こういうことをみんな疑問

に思っていますから、病院の今度いろいろなことをやったらどうですかというくらいのことを言え

ば反対にこっち側からそういう要請するというそういうような形、バイオマスもそうです。町民に

説明会をもっとすべきだろうと、こういった疑問が出ていますよと議会もわかっている範囲なので、

議論した部分は答えていますけれども、あなたたちもやる必要がありますよと、答えて下さいでは

なくてあなたたちがしなさいと言っていくのも議会の一つの役割なのかなというふうに思います。 
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○小委員長（本間広朗君） 前回のそういうバイオ問題に関しても、町側のほうにだからそういう

どんどん住民に説明してくださいということも話していますし、僕もあの今回報告会でもちろんそ

の会場で、本当に説明できたものとやっぱり一般質問で出て、これから議会だよりとか見てその質

問した方も多分見て納得していただけるかどうかはまた別として、そういうようなことが出ていま

すので、その件に関してはいろいろそうすると中身というか、そんなに行政側に出すものがなくな

るのかなと、みなさんで、これまた精査してやっていったほうがいいのかなと。Ａ班、Ｂ班本当に

違いますので、微妙なこのやりとりでちょっと違うと思いますので、Ａ班の方、またＢ班の方もＡ

班、Ｂ班というあれではないかもしれませんけれども、そういうふうなとらえ方がちょっと違って

くる場合もありますので。前田委員。 

○委員（前田博之君）  だからその前に今、意見出たようにこの項目について、仮に給食センタ

ーであれば、来年方向出すわけですよね。今度そうしたら名前出すかは別にして、何月の議会で質

問ありましたので、何号の議会報告を読んでくださいとか、質問しましたとか、そして今吉田さん

もおっしゃったようにバイオマスとか、病院についてはこういう項目がありましたと、だから特に

向こうから答弁あれば別ですけど、これについては町として十分にこういう苦情、要望を踏まえた

中で、対応して下さいとか、そういうふうな形で整理するという方向がまずそれを整理しないと、

一つずつ項目があったってまた整理の仕方が戻ってしまうと思います。 

○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） 本間小委員長に言われているとおりにいたかと思うのですよ。一番

大事なことは、出された意見や何かは、いろいろなところで生かしていきますということを、はっ

きり私たちはその立場でこれ進めたわけですから、だから下手に質問を町に出して、その回答を得

て回答を報告した。今回、松田委員にいろいろ工夫して報告してもらいましたけれども、深みに入

れば入るほど、行政のやることを肩代わりしてしまうことになるのですよね。だから確かに聞いて

いてかなり詳しく経過なんかもさかのぼって、その部分話してくれていたりしたものですから、中

身については、聞いているほうはよくわかった部分はあるのではないかと、行政側もそこまで丁寧

にはやらないであろうということまできちんとやったということでは、我々の役目も果たしている

のかなと思いますけれども。今、言われたとおりやっぱり議員として何をしているのかと、何を考

えているのかということが浮き出てくるようなそういうとらえ方というのは、やっぱりきちんとそ

こにその立場に立つべき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） ほかに何かご意見ありましたら、よろしいですか。それでは暫時休憩

します。自由に発言していただいてあとでまとめていきたいと思います。 

 

休 憩  午前１０時３３分 

                                             

再 開  午前１１時１９分 

 

○小委員長（本間広朗君）  会議を再開いたします。それではですね町側への意見、要望と議会
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側意見、要望もございますが町側の意見、要望についてですね。何点が出ました。まずＡ班、Ｂ班

共通しているものと、またべつなものがございますが、ちょっと４点ほど大きなものを上げてみま

す。これ共通しているのは、地デジ、バイオマス問題、病院の改築等ですね。それと給食センター

について、これはあの行政側ですね。地域にもちろん出向いてこれしっかりちゃんと説明、議会と

してもそうですけど、説明、住民の方にこう説明していくべきというような内容。文言はちょっと

変わると思いますが、そういうような内容で報告していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それとですね、Ｂ班のほうにも何点かありますが、これ確認ですがＢ班のほう、土砂採集場の近く

に道路が汚れているので、というところがあります。これどのようにしたら、これも載せていくこ

とでよろしいでしょうか。ちょっと担当課のほうで相談したが何も改善されてないとなっています

が、これもここだけの問題ではないと思うので、結構土砂採集の場所というのも、各場所でありま

すので、これも意見、要望としてのせていきたいと思います。それとパッチ舗装が多く道路に穴が

空いているのが目立つというものがありますが、これはどのようにしたらよろしいでしょうか。こ

れもできるだけ、町の対応をきちんとしたほうがいいという。斎藤副小委員長。  

○副小委員長（斎藤征信君） 全体的な問題でもあり、前に計画的に部分的にずっとやっている我々

が思っている広い範囲の計画ではないのだけれども、穴が空いたら埋めていくだとか、なんとかっ

ていう形でやっていく宿命にしかなってないということでは問題があるのだけれども。でもこれを

今言ったからといって、出したからといって、どうなるということではなさそうな感じなのですよ

ね。だから道路問題、全体としていえるのかなと。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） パッチ舗装は我慢できる、しないとしょうがないので、穴空いているのは

あぶないですよ。事故起きてからでは遅いのですから、これものすごくあります本当に、穴が空い

ているのが。これは早急に補修しないとだめですよ。これはっきり言わないとだめですよ、これは

あぶない、事故間違いなくおきます、大きな穴いっぱい空いています。 

○小委員長（本間広朗君） 前回の報告会の中でもですね、ちょっと内容にはないのですが、これ

僕が確認したわけではないのですけど、本人からやはりちょっとそのパッチ舗装というか、穴が空

いているところで、車がパンクしたとかっていうそういう訴えもありましたので、今玉井委員言わ

れたように、できるだけ。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 私の読み違いだったかもしれませんけれども、道路全般の舗装状況

の問題だと思ったのですが、穴が空いているって、穴は埋めていますという返事はするのだけれど

も、ですけどそういう全町的に穴が空いている、そういう調査がされているのかどうなのかという

のが問題なのですね。これは穴になっているときにはかなり危険だということは、当たり前の話し

でね、それが放置されているなら問題があるのでは。調査をし、それの修理計画というのはできて

いるのかどうかということでは言えることだろうと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） もちろんあの巡回しなさいということは、こちらきちんと言っていくし、

気がつかないことがあるのです巡回をしていても、だから気がついた町民のかたも穴を埋めなけれ
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ば、事故のもとになるので、すぐ町のほうに言ってくださいというふうにお願いするという町でお

願いしなさい、そういうことを。すぐ通報してくださいと町のほう側がやるべきなのですそれは。

当然町民の方々に地盤が悪いのだから。伝わっているのだけども、だからわからないで、こちらに

言ってくるわけだから、議会に言ってくるわけだから、そうじゃなくて町に直接言って、それで直

さなかったら議会にどんどん言ってきてもらう。 

○小委員長（本間広朗君） それとですね、舗装工事、誘導員が配置されてないが工事費に誘導員

の人件費が含まれているのに誘導員がいないので、これどうなっているのかというお話しがちょっ

とこれ竹浦からなのですけれども出ていましたが、これちょっと調査の議会として調査するのか、

町側に訴えるのか、その辺ちょっと僕も一応これ報告会に出ていましたので、どのような形で。松

田委員。 

○委員（松田謙吾君） これ私にも電話が直接きました。竹浦の人から。星課長に電話して星課長

こういう電話きましたよと言ったら、その業者を呼んで厳重に注意したと、また星課長から報告う

けました。解決していると僕にはそう電話きました星課長から。 

○小委員長（本間広朗君） あと一つこれも意見、要望として白老町の広報紙から町民文芸から、

短歌、俳句がなくなったので復活してほしいという、これもあの住民の要望として載せていきたと

思います。あと萩野里会館についても、松田委員が一般質問等していますので、これ特に載せてい

かなくてもよろしいかと思いますので、そのようにしたいと思います。あと議会側のほうは議会の

ほうでいろいろこれ広報もかかわっているものもありますので、いろいろこれあとでまた議会のほ

うはまず議会で取り組んでいきたいと思いますので、お願いしたいと思います。ほかにあの何か気

づいたところありましたらどうぞ、これで大体最後にしたいと思いますので、何かございましたら

よろしいですか。ではそのようにまとめて町側のほうに提出したいと思います。それでは、次の３

番目、議会懇談会の日程についてであります。先ほどちょっと事務局のほうから９月会議がまだ日

程がはっきりして中旬頃になるという報告がありましたが、まだ日程がはっきりしておりませんが、

前回あのみなさんで確認しましたのが。９月 27、28、29 日あの、28、29、30 日そうですね。とい

うような予定になっておりましたが、30 日に洞爺でしたか、洞爺の議員研修が入ってきております

ので、30 日に。これ予定していた 30 日が入ってしまうので、10 月にまたがるのか、一応３日間予

定するのでしたら、27、28、29 日２日間でやるのでしたら、28、29 日の予定になりますが、みなさ

んのいろいろご意見いただきたいと思います。前田委員。 

○委員（前田博之君） これあの前回３日間ぐらいみていて、全部夜みたいでしたけど、だから２

日間にして昼間も入れて、何会場でやるのかは別にしても、そういうことであれば、最低でも８カ

所はできるのですよね。そういうふうな効率的にやるか、そういう部分あるのではないかと。いや

いや朝晩やれば、３班だからもっとありますね 12 でできます。12 カ所できます、だからそういう

ふうに効率的にやるのかあるいは、日にちを延ばすかどっちかではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 今前田委員から２日間で２日間の日程でやったらどうですかという意

見がありましたが、みなさんいかがですか。斎藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） あの２日間でやる予定、方法もあるのですが、一日目をダブルヘッ
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ターで朝晩やって次の日晩にやって、そうすると予定の９カ所はできるということです。だから２

日間でやるか、あるいは夜だけずっと一日一回でやるのだったら、27、28、29 日に３日間とるとい

う方法もでてくるかと、いうことですね。懇談会ダブルヘッターでやってもできますよね。とすれ

ば２日間なるべくあの拘束される時間を減らすと日にちを減らすという意味では 28、29 の２日間で

９カ所を消化するというのが、ベターかなと思うのですが。 

○小委員長（本間広朗君） みなさんいかがですか。今の日程についてそれでよければ２日間の日

程で９カ所ということで。松田委員いかがですか。 

○委員（松田謙吾君） いいですよ。 

○小委員長（本間広朗君） それではあの懇談会の日程についてです。28、29 日、これ昼夜やると

いうことで、９カ所９会場になりますということで、よろしいですね。次に入ります。４番目班編

成の決定について、班編成の決定についてここにも書いてありますが、３班編成として７月 27 日に

議会がありますので、その終了後にくじ引きで、全員くじ引きでやるということに前回の小委員会

でなっておりましたが、このような形でよろしいですか。くじ引きでやるということで、いいです

ね。前回小委員会でそのような形になっておりますが、今回そのような形でやってみますか。斎藤

副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） その前に全員に、そうやって班編成をしますという連絡は取らなく

ていいのですか。突然、会議の日に来て、これから班編成のくじ引きをやりますで、みなさん納得

できるかなと、どうでしょう。 

○小委員長（本間広朗君）  事務局どうぞ。 

○主幹（熊倉博幸君） このあとのいろいろな資料をつくって、早目に決めておかなければ、９月

の末ということになれば、議会だよりが出ていないので、町の広報のほうに日程をお知らせしなけ

ればならないのです。それで会場、時間等を全部もう決めておかなければならないものですから、

まずその為にはみなさん８日、27 日にまずは班編成をさせてもらいたいという考えではあります。 

○小委員長（本間広朗君） ちょっといいですか。これ文章出しましょうか。会議終了後、懇談会

のくじ引きをしますということを、はい事務局どうぞ。 

○主幹（熊倉博幸君） 23 日に議運が開かれます。ここでほぼ 11 名集まります。ですからそれま

でに、私のほうで議運に文章ながして説明して、あと会派の方には連絡してくださいという形でや

れば一回で。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局はそのような形でお願いします。班編成について特にはござい

ますか。ないですね。次５番目、次回の広報広聴小委員会についてです。次回の小委員会の時に、

あの細かく会場を決めて、時間、班編成も今決まりましたら、そのような形で入れていきたいと思

いますので、次回の広報広聴小委員会の日程についてですが、ちょっときのうカレンダーをみて、

いろいろちょっと斎藤副小委員長ともお話ししましたが、８月に入って４、５、６日あたりどうか

と、その次の週はちょっと事務局等もいろいろちょっと忙しいというか、日程が取れないというこ

とで、第１週の４、５、６日水、木、金になるのかな、８月その一日取りたいと思いますが、４日

でよろしいですか。では８月４日 10 時からということで、お願いします。ということで８月の４日
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10 時から開催したいと思います。そのあとですね、８月中旬お盆明け、まだ日程は決まっておりま

せんが、常任委員会、そのあと常任委員会を開いてみなさんにはかっていきたいと思います。その

あといろいろ事務局のほうと資料をつくりますので、次回９月号の広報げんきに載せていく、今回

議会だよりありませんから、いろいろチラシ等も回覧かチラシにそれらもいろいろ載せる、載せな

いという準備がありますので、常任委員会は８月中旬頃に開催する予定になっております。４日に

ついては、いまここに内容とありますが、それらのことを会場、時間、また決めていきたいと思い

ます。それとですね、テーマというのはないのですが、話題提供をどうするかというのを特に設け

るか、設けないかというのも次の会議にちょっと話してみなさんで協議していきたいと思います。

ということで大体きょうの、はい事務局どうぞ。 

○主幹（熊倉博幸君） 前回の小委員会の時に資料の１、２ということで、昨年の懇談会の要領、

それから自主計画を配布してあります。それの中身をちょっと見てもらいまして、８月の４日の小

委員会のほうで意見等があれば述べてもらいたいと思います。そのほうが時間短縮できると思いま

すので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） それでは、その他何かございましたら、よろしいですか。 

                                             

◎閉会の宣告 

○小委員長（本間広朗君） それではきょうの日程すべて終わりました。これで広報広聴小委員会

を終わります。どうもありがとうございました。 

                              （午前１１時３９分） 


