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平成２３年白老町議会広報広聴常任委員会会議録 

 

平成２３年 ４月１８日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ０時１４分 

                                         

○会議に付した事件 

１．議会報告会について 

                                         

○出席委員（１３名） 

 委 員 長 本 間 広 朗 君      副委員長 斎 藤 征 信 君 

委  員 前 田 博 之 君      委  員 西 田 祐 子 君 

委  員 山 本 浩 平 君      委  員 玉 井 昭 一 君 

委  員 近 藤   守 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 熊 谷 雅 史 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

委  員 及 川   保 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（本間広朗君） 広報広聴常任委員会を開催いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（本間広朗君） それでは早速ですが、先般、２回広報広聴小委員会でいろいろと方

向をまとめてここに出しましたので、それを皆さんでご審議していただきたいと思います。 

それでは、審議事項に入っていきたいと思います。まず１番目に議会報告会について。資料

１をごらんください。議会報告会の日程について、それと会場及び時間帯の確認（班編成）に

ついてですが、きょう資料配られておりますので、これでどうかちょっと見ていただきたいと

思います。日程、日時が５月 24 日火曜日と、一日飛んで５月 26 日木曜日になっております。

会場は記載のとおりになっておりまして、開催時間も 24 日が午後６時半から午後８時半まで、

班編成についてはＡ、Ｂ、Ｃに分かれております。それと 26 日午後１時半から３時半までと、

午後６時半から８時半までになっております。それと班編成はごらんのようになっております。 

これについて何かありましたら。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 報告事項のこの報告会のこれを話していいですか。 

○委員長（本間広朗君） まず今は１番目の会場と時間帯です。次に、報告について２番目に

ありますので、そのときにお願いしたいと思います。１番目についてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、（２）報告事項についてです。①町立病院のあり方につい

て、②エコリサイクルセンター、バイオマスの現状について、③議員定数と議員報酬について

であります。このエコリサイクルセンターと町立病院については以前からも報告会等々で報告

しておりますが、病院のあり方についてもいろいろと財政健全化に関する調査特別委員会とか、

そういうので報告しておりますので、ある程度の今までの経過と今後どうするかというのを町

民の方にも意見を多分いただくと思いますが、その報告をするということです。あと、エコリ

サイクルセンターもそうです。いろいろと変わってきていますので、今までのそういう経過、

どういうことがあったかというのを町民の皆さんに報告していくということです。議員定数と

報酬についても議運のほうで調査報告、議会で報告しておりますので、それを統一見解として、

議会のほうで報告していくということになっております。何かこの３点について。山本委員。 

○委員（山本浩平君） この３点を報告の項目に選んだ理由というのを小委員会で多分打ち合

わせをされたと思うのですけれども、どのようなことでこの３点を選ばれたのか。 

○委員長（本間広朗君） 町立病院については、先ほど言いましたように調査特別委員会のほ

うでもいろいろ報告してありますが、やはり今後いろいろ改築等々を含めて、病院のどうある

べきかということを、まず経過報告をします。それで、町民の方からいろんなそういう意見を

いただければということで、今回そういう報告を取り上げたということです。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私がお尋ねしたいのはそういうことではなくて、この３点を選んだ理
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由は何ですかということなのです。町立病院の今までの内容がどうのこうのではなくて、報告

にこの３点を選んだ理由は何だったのですかと。 

○副委員長（齋藤征信君） お答えします。いろいろと課題はいっぱいあり、報告会は３月の

予算について報告をするという最初の約束事というのがあったのですが、今までの経験上、予

算上どうこう言っても余り町民はのってこなかったという状況がありまして、それで一番聞き

たいものをもってみんな出てくるわけです。その一番聞きたいことを黙って放っておきますと

自分の正式な情報だけではなくて感情的にどんどん追求してくるということで話がごちゃごち

ゃになってしまったという経過を踏まえて、やはり我々としては町民が一番今関心を持ってい

ることは何だろうかということを考えて、それを選び出そうかということで話し合ったのです。

その中で、やはり一番聞きたいのはアンケートなどにも出てきたのですけど、定数、報酬の問

題などは黙っていたら本当に大変な意見になってしまうのではないかというようなこともある

し、まずそのことだとか、それからエコリサイクルも病院問題もこれからどうなるのだという

ことでは大変関心のある問題ということで、今までの分を整理して提示をする必要があるので

はないかということで、先ほど本間委員長が言いましたように今までの経過と、それからそれ

にかかってきた経費と、それから現状はどうなっているのだと、このことだけはきちんと押さ

えておこうと。その上で言いたいことがあったら何でも言ってくださいと、こういうふうにし

たほうが話がスムーズにいくのではないかということでこの３点を選び出したということです。 

○委員長（本間広朗君） ほかにございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） この報告会の資料１のことについてお話をしてもよろしいでしょうか。

この報告事項のところで、本報告会はと最初に書いているのですけれども、この本はいらない

のではないかと。パッと読んだ感じちょっと堅い感じになってしまうので、この本という字を

抜いたほうが、報告会がというふうに入ったほうが柔らかく感じるかと思ったのです。余り堅

い言葉というのですか、本報告会といったら、今回のという意味なのでしょうけれども住民の

方からすると報告会はと素直に入ったほうがちょっといいかと思ったのですけど。 

○委員長（本間広朗君） 齋藤副委員長。 

○副委員長（齋藤征信君） これは議会での文章で、町民宛のは本が抜けています。これがポ

スター用ので、それには入っていないですから。 

○委員長（本間広朗君） それは回覧用になっておりますので、議会の回覧で回すときにこれ

を使います。こちらはポスターになります。議会報告会はという書き方はだめですか。報告会

はでもいいかと。議会報告会とありますから。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 最初に議会報告会を開催しますはいいのですけれども、報告事項のと

ころの本報告会はと書いているので、この本を抜かしたほうが柔らかい感じになりませんかと

言ったのです。 

○委員長（本間広朗君） そのような形でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） では、本を取るということにしたいと思います。 
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ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） （３）議会報告会実施要領について、資料２をご覧ください。平成

23 年白老町議会報告会実施要領（案）です。項目だけ拾っていって、あと何かありましたら言

ってください。まず１、開催目的についてです。以下のようになっておりますが、いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） ２、実施時期等について。何かございましたらどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ③の地域状況により時間帯は委員長が別に定めるとなっていますけど、

これはどういう意味なのでしょうか。 

○委員長（本間広朗君） 特にこれは、報告会の日時、会場については今この時間になってお

りますが、もし会場等々の都合があれば時間が多少変更になろうかと思います。今何もこの時

間で特にありませんので、これはそういう場合に時間を多少変更できるということで理解して

いただければと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは次に、先ほど出ていましたが、３、報告事項について。こ

の３点です。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） ４、班の編成及び構成について。３点ありますが、これについてよ

ろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） ５、役割について。３点です。今回ちょっと戻りますけど、４番目

の③ですが、班の代表は各班で協議して決定することになります。ずっと前に戻りますが、以

前は小委員会のほうから班の代表者が出てこの任務に当たるとなっていますが、今回は班の代

表者はＡ班、Ｂ班、Ｃ班になりましたので、その中から班長を決めていただいて、そして５番

目の③なのですが、報告書の作成は班の代表者となっております。班長が町民から出た意見、

要望等々ありますので、それと各班で出された反省総括をまとめて私あてというか、事務局の

ほうにつくっていただくということになっております。以前とこれは変わらないと思います。

ただ、班長が各班から出されてくるということなので、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、６、会議録です。この会議録についても、皆さん要点筆

記で書いていただいて、この要点筆記というか、もちろん事務局のほうでもテープを取るので

すが、この議事録というのは事務局のほうで後々出てくるので、私も経験していますが、自分

でテープを取って、そのときの意見、要望というのを聞いて書く場面というのもあります。そ

れとあと、皆さんの要点筆記の中でそういう町民から出た意見、要望をまとめて、先ほど言い

ましたように班長が報告するということになっておりますので、その辺皆さん各班で協力し合

って会議録というか、そういうのをつくって。この会議録というのは、後でこちらの事務局の
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ほうでもつくることになっておりますが、常任委員会ありますけど、小委員会である程度まと

めて常任委員会へ出さないとだめだと思いますので、その辺できれば早くまとめていただいて

班長に出すということになります。そういう形でとりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、７、報告会次第についてです。これは①から⑤まであり

ます。これも例年どおりになっております。特に気づいたところがありましたら。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ７番目で聞くことではなかったかもしれません。３、報告事項と、そ

れから会議録の話が今ありましたね。私は３番目の報告事項については、確かにこの３点は大

事な部分、議会としても大事な部分として押さえていますけれども、町民の方々は例えば議会

の活動が見えないだとか、議会の動きが見えないだとかというふうに言われる方々が結構いら

っしゃるということがよく耳にされます。議会の活動というのは、例えば常任委員会の活動だ

とか、分科会の活動だとか、そういったことを通して町民とどう今接しているかということも

町民の方々に知っていただくいい機会、こういう報告会を通して知っていただくいい機会だと

思うのですけれども、そういったことについては、今回それを取り上げるというわけではなく

て、そういった意見が委員会の中で出なかったのかどうか。それは次回からそういうことも考

えるだとかという、そういったものがあれば私はいいような気がするのですけれども、何か議

会側の、確かにそういうことも聞きたがる人もたくさんいると思います。いるかもしれないけ

れども、実際議会活動の報告ですから、議会活動の報告というのは常任委員会の活動がメイン

ではないですか。メインというか、主ではないですか。そして、その中で例えば病院関係が取

り上げられているのであればそういったものだとか、そういった報告であるべきではないかと

思ったりするものですから、まず委員会でそういった話が出なかったのかどうなのか。 

それから本間委員長、会議録の取り方という形で言っていましたが、私は決してそれは間違

っているとは思わないけれども、例えば報告会と懇談会の違いを本間委員長はどういうふうに

とらえていらっしゃるのか。私はあくまで懇談会と報告会というのは別だと思っているのです。

ですから報告会についてはたんたんと、例えば今までやってきた議会の活動報告をしていくと。

その中でもう少しこういったことが必要ではないかとかいうのであれば、そういったものを今

後生かしていくということであればいいと思うのですけれども、すべて要望、意見を聞いて、

そういった場所ではないと私は思っているのです。ほかの方々は皆さん違うというのであれば

それはそれで対応していかなければいけないのかもしれないけれども、懇談会と報告会の違い

とは一体何なのかというのは、私は今の本間委員長の中では何か一緒になって考えてしまうよ

うな気がしてならないのです。ですから、その辺についてのちょっとお話をもう一度、委員会

の中でどういう形でお話をされていたのか。その点だけ聞かせてもらいたい。 

○委員長（本間広朗君） 今回特にその点についてはふれられてはいませんが、ただ、今いろ

んな分科会とか委員会活動とかは、それは例えば今回議員定数と報酬、この中に議員の出席日

数とかもありますね。その中でどういう活動をしているのかというところを押さえて報告して

もいいのかと思います。報告会については、皆さんご存知のようにあくまでも、先ほど齋藤副
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委員長からも言われたように町のいろんなそういう施策に対して議員はどう判断したかという

ことを報告して、それを例えば町民の方から意見をもらうと。懇談会というのはやはりそうい

うことではなくて、本当にまちでどういうことが起きているとか、そういう問題とか、いろん

なそういうまちに出ていって、それを本当にひざを交えて町民の方から意見を聞いてくるとい

うのが懇談会かと思いますけど。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今まで何回か、例えば報告会、懇談会をしていて、では懇談会の中で

報告会と変わった話が出てきているかといったら同じような話しか出てこないわけです。私は

そう思っているのです。例えば報告会でバイオマスの話をすれば、懇談会でもバイオマスの話。

例えば定数の話をすれば定数の話がまた懇談会で出てきたりするわけです。ですから、私が思

うのは議会活動の中で毎年毎年違うことをやっているというのは、常任委員会の活動だとか、

それはあくまで議会として行政に対してものを言っているわけです。ですから、そういったこ

とがやはり町民に見えるような形になっていかなければ、何を議会はやっているのだというよ

うな話が出てくるのではないかと私は思ったりするものですから、今回準備の関係上、今回は

それはちょっと今取り組めないと、今回はこの３点でいくという考え方でいくのであれば私は

それでいいと思うのだけれども、ぜひそういった常任委員会の活動等々、広報には載っていま

す。載っているけれども、なかなか常任委員会の活動の中で議会側としての意見がどういうふ

うにして行政に対して言っているのか。それがどう反映されているのかということが、やはり

町民としてはなかなかわからない部分だと思うのです。ですから、今後の一つの反省会ではな

いですけども、今後のそういった取り組みの中ではぜひそういったものを取り入れていっては

どうかというふうに思います。 

○委員長（本間広朗君） 齋藤副委員長。 

○副委員長（齋藤征信君） 言われていることはもっともなことだと思います。私たちも始ま

って以来、報告会と懇談会の違いというものを明確にこちらが持っていなければだめだという

ことで臨んできていたつもりなのですけど。あくまでも報告会というのはこれまでの議会活動

の中身、議会の立場からどう町政に臨んでいたかということで、そういう説明をきちんと報告

をすることだという、それに対して住民からは意見やら何やら出てくるのは、これは当然なの

ですけれども、あくまでもこれは議会の立場から報告をしなければならないことを報告すると

いう立場で臨む。その次、懇談会というのは、町民の要望などを聞く場所としてはっきり聞い

て、それを持ち帰ってきて、それをどう生かすかは、これはいろいろやり方はあるでしょうけ

れども、あくまでも皆さんの意見を聞いて、要望を聞いて、親しく懇談するということが目的

だったはず。それがどうしても話をし出すと議員のほうへ質問するという形で、ごちゃごちゃ

になってしまったという部分は反省しなければならないかと。だから、今回要綱の中につけ加

えなければならないかと思うのは、一人で 10 件も 15 件も並べて全部答えろというやり方をさ

れるとみんな困ってしまうわけで、それで一問一答かどうかしりませんけれども、１項目、多

くても２項目向こうから言ってもらって、こちらから答えるような、そういう形にやはり仕組

みを変えなければならないかというふうに思っているのです。反省点は随分あるのですけれど
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も、先ほど議会の活動を報告すべきだということなのですが、もっともそれは入れなければな

らないことだということで、１、２、３の話題提供の中の３つ目の中で、報酬と定数、これは

それだけで話をしてもしようがない。その中には必ず議員の活動状況や何かが出てくるだろう

ということで、多分ここの中にそういう話は全部出てくる、だから議会が忙しくなったとか、

こういう改革のためにこういうことをやっているのだとかというような、そういう話は必ずこ

こで出てくるのではないかというふうに押さえておいていただければというふうに思うのです。 

ただ、もう一つだけつけ加えておきますと、次回の懇談会というのは、今回の報告会が最後

になるのではないかと。次のときには秋口選挙にぶつかってくるものですから、多分懇談会は

開けないのではないか。だとすれば、今回半分報告をしながら、半分要望を聞いて、それを町

側に上げたりなんかするような、そういうことがごちゃまぜになったような形が当然生まれて

くるかというふうにも、そういうことが出てくるのではないかという話し合いはしてきました。 

○委員長（本間広朗君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私もちょっと氏家委員の考え方に賛成なのですけれども、氏家委員は

理解しましたとおっしゃっていましたけど、ここの中でやはり町立病院の問題が上について出

ているのですけれども、私たちの委員会で特に町立病院についてここ１年ぐらい議論していま

せんね。そこの中でバイオマスのことについては所管事務調査も取っていますけれども、何の

報告をするのかとちょっと疑問に感じたのです。ですから、それぞれの委員会で最近、ここ１

年以内に活動をしてというか、所管事務調査を取ってやっているものであれば町民の皆さん方

にご報告できるのですけれども、実際に所管事務調査も取っていないようなものをどのように

してまとめて報告されるのかちょっと疑問だったのですけど、その辺どうなのでしょうか。 

○委員長（本間広朗君） 今後、本当に病院のあり方、どうあるべきかというのは、これから

町が具体的に示されてくると思いますが、その前に今まで病院はどうだったのか。本当にいろ

んな今までの病院の経過をまず報告しますね。そして、その報告をした後に町民はどう判断す

るかというところをやはり、それでどうするかというのは、病院なら病院はこうあるべきだと

いう町民のそういういろんな意見が出てくると思います。そのどうあるべきかということをや

はり町民のほうから引き出していただいて、意見を引き出していただいて、それを持ち帰ると

いうか、持ち帰っていただいて本当に皆さんのそれこそ常任委員会がありますので、議員活動

がありますので、それで参考にといったらあれですけど、取り上げていろいろやるということ

になろうかと思います。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私がもしこの町立病院の担当をして報告書をつくりなさいと言われた

ら、私自身は困ってしまうと思うのが一つです。 

もう一つ、３番目の議員報酬と定数なのですけれども、議会改革の中で今一生懸命やってい

るのが議員倫理条例ですね。そういうようなものも含めてでも報告というならわかるのですけ

れども、そこだけ、一つだけ取ってしまったら何か議会運営委員会でそれしか議論していなか

ったのかと、何かそういうふうにも思われるのもちょっと辛いなという部分があって、その辺

の話は出なかったのでしょうか。 
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○委員長（本間広朗君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほど議事は会議録までいったのです。氏家委員の質問からまた報告

事項に戻ったのだけど、これはもう皆さんなしときているのだから全体を終わらせて、まずこ

の会議録のところだけ聞いて、そして全体を終わらせてから、その他でもう一度何か言いたい

ことがありませんかとか、そういうことでちょっとその他でやったほうがいいのではないです

か。これはまた戻って時間だけ経過してしまいます。本当はこれは会議録までいっているので

すから。違いますか。そういう進め方をしているわけですから。 

○委員長（本間広朗君） わかりました。それでは７番目です、そのほか何かございましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、８、準備資料についてです。準備資料についても３点ご

ざいます。ちょっとわかりづらいかもしれませんが、報告担当者は簡単なレジュメを作成し事

前に事務局に提出するとなっております。簡単なレジュメというか、何か報告、資料はある程

度の統一見解というか、資料は小委員会というか、こちらのほうで資料は準備します。そのほ

かに何か担当になっていただく方に何かそういう資料が必要であればこちらのほうに申し出て

ください。そして、例えば簡単な報告書というか、何かつくりますね。そのようなことを事務

局に提出していただければ統一というか、ある程度各班のそういう報告がわかるのかと。前回

は、例えば担当者が集まってどういう報告をするかということをやっていましたが、今回もそ

ういう形を取らせていただければ結構かもしれませんが、そういうような必要な資料があれば

こちらのほうで用意をするということです。それと事務局は提出されたレジュメの一覧を作成

し、全委員及び参加者への配付資料とするとなっております。斎藤副委員長。 

○副委員長（齋藤征信君） この部分は大事な部分で、これはここで混乱するといけないとい

うふうに思うのですけれども、前のときに各担当者が寄り集まって資料が必要であれば資料を

つくるようにというような方向を出したのですけれども、それが満足にいかなかったという。

それでばらばらになってしまったという、そういう反省もあるわけです。今回どうするかとい

ったときに、報告会ですからそれぞれの思いを話してくる場所ではなくて、一応統一をされた

見解をきちんとお互いに住民も議会もその上に立って、その報告をした上であとは自分の意見

だということで上乗せしていくのだったら、幾ら上乗せしても構わないわけです。そうなると

一番もとになる基本部分のレジュメが必要だと。基本部分のレジュメということ、これはみん

なが持っていて、みんなで意思を統一しておかなければならないだろうということでは、関係

課から今までのその課題に対する経過だとか、それからかかった経費だとか、それから今現状

どうなっているのかという、そこの部分は誰も意見がはさむことではなくて、現実ですから。

現状をきちんと踏まえた上で、では我々がどうその課題に取り組んでいくかというのは、これ

はそれにつけ加えていくことですから。この３点ぐらいについては関係課から資料をもらって、

そして担当者と事務局が相談をして、これでいいということをそれぞれレジュメをつくって、

それをもとにして臨めばいいのではないかと。そうすれば先ほど意見が出ました病院のことも、

これは住民が残したいという、病院はどうしても残してという要望の中で、では課題は何なの
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か。経費はどれだけかかっているのか。では議会としてはそこに何を望むのかというようなこ

とできちんとまとめればみんなが話をできるのではないかというふうに押さえたのですけれど

も、そういう段取りを取らなければならないということだと思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（本間広朗君） いかがですか。そういうことになると思います。先ほど言いました

ように統一見解というか、ある程度今までのそういう経過とかの、議会でも報告しております

ので、それを参考に、あと担当課から先ほど言いましたようにいろんな資料が多分あると思い

ますので、それを必要なときに申し出ていただければ、こちらのほうである程度の資料は用意

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。８番目についてはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） ９、運営上の留意について。①、②あります。これについても、こ

の運営上というのは、そういう進め方だと思いますが、司会になられた方はその辺をうまくや

っていただきたいと思います。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 運営上の留意のところ、ここは司会者でいいのですか。司会者はでき

れば議会側にも立たない、町民側にも立たない、中立公正な運営をしていかないと、議会対町

民という形になってしまわないように、できれば本当に中立公正な、議員のほうではいろいろ

意見がわかって、残りの４人がいますけれども、司会者はやはり住民側と議会側との中立公正

な立場も必要ではないかと思ったのですけど、そういうような話はなかったのでしょうか。 

○委員長（本間広朗君） もちろん司会者は中立というかあれですけど、特に今まででいうと、

ただここでは参加者からの発言はより多くの者が発言できるようにということと、あとまた議

員の発言は特定の議員に偏らないと。どうしても一人の議員が話をしてしまう場合もあります

し、今斎藤副委員長からも言われましたように、一人の町民の方が項目を並べてずっとやると

いう、そういうようなやり方も、いろんなそういう運営上、それは出てこないとわかりません

が。ただ、運営上のそういうものについてはできれば本当は皆さんで班の中でやっていただけ

ればいいのですが、やはりいろいろそうやるのは多分司会だと思いますので、司会のほうでそ

ういうことを頭に入れておいていただければスムーズにいくかと思いますが。ですから、お互

い議員各自がそういうふうに例えばいろいろ発言をするときにできれば簡潔明瞭にしていただ

いて、いろいろ町民からの意見もたくさんいただくというような、その司会者で割り振りして

いただきたいと思います。そういうような方向でどうでしょうか。斎藤副委員長。 

○副委員長（齋藤征信君） 言われていることはわかるような気はするのですけれども、両方

の立場との中立公正というのは、この場合どういう意味を持つのかと。私たちは真ん中に立っ

て、ただ采配をふるだけでいいのかという、今までの私は議員なのだからこうやってきたのだ

から住民は黙れという司会はやったつもりはないし、やはり住民の意見のいい部分を取り上げ

ながらそれをどう生かすかという立場で臨むわけですから、中立公正という言葉の使い方とい

うのはちょっと違うかという気はするのです。私たちは議員として出ていくわけですから、あ

くまでも議員の立場で説明しなければならない部分も出てくるわけで、そうやって考えますと

一番大事なことは発言を全部独占しないということです。だから司会が全部話をして、あとの
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人が黙ってしまうのはだめだし、それから誰かに話をさせてこちらが黙ってしまうのもだめだ

し、だから全員発言をしようと。みんなで発言をしようと。そのために、発言を独占しようと

する人がいたらそれはやめさせると。こういう勇気を持たなければ本当にやってみてそれがで

きなくてすごく辛い思いをするのです。あなたはもう黙れというわけにもいかないし、途中で

切ってくださいというわけにもいかないし、なかなか難しい面があるけれども、やはり上手に

その辺は割り振りをしながらみんなで発言をして、そうだよねと言えるような、そういう司会

ができればいいかと思うのです。 

○委員長（本間広朗君） 議員の皆さんもできるだけいろんな方の多分意見をいただいたり、

発言をしたいと思いますので、本当に簡潔明瞭といったらあれですけど、そういうような形で

やっていけば多分そんなに今皆さん認識しましたので、そういうような形で取っていただけれ

ばそのようなこともないのかとは思いますが、西田委員いかがですか。 

○委員（西田祐子君） そういうふうにしていただけるのでしたらいいのですけれども、前の

懇談会のときもやはり議員のほうがちょっと発言が偏る部分があったり、また住民の方々も発

言が偏る部分があったものですから、中立公正というのはやはりその辺もバランスよくお願い

できて、それがうまくできればいいかと。そういうつもりです。 

○委員長（本間広朗君） その辺は司会になられた方はよろしくお願いしたいと思います。９、

運営上の留意についてはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、10、会場です。①、②これは報告会を開催しますという

資料１にこのとおり載っておりますので、これでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 11、周知方法についてです。ここはコンビニエンスストアと、後で

出てきますのでちょっと後でいいです。全体を通して何かございましたら。後でまた周知方法

等々は５番目に出てきますので。いかがです、ちょっと気づいたところというか、今回違うの

は④の防災無線ですが、開催日の三日前から防災無線により周知に努めるとなっております。

資料４は、まだ今（３）の実施要領についての中身についてやっているので、この後ちょっと

（４）、（５）に出てきますので。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 議会だよりに掲載すると、周知方法で①に書いているのですけれども、

こういうような形で出すのですか。それとも何か小さく書くのですか。どのように議会だより

の中に掲載されるのか。その辺だけ教えていただければ。 

○委員長（本間広朗君） この資料１で、議会だよりには出ていきます。大きさは１ページそ

のままです。最後のページです。ということで、11 番目はよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 最後、12 番目です。結果の公表等です。これについて何かありまし

たらどうぞ。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（本間広朗君） それでは、（３）の議会報告会の実施要領について終わります。 

 続いて、（４）議会報告会実施計画（案）についてです。資料３をご覧ください。これもちょ

っと組み合わせを変えてつくっているだけなので、何かございましたら。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、（５）周知の方法について。周知方法については、前回の

懇談会もそうなのですけど公共施設、コンビニ等にポスターに掲示をするということです。そ

れと②が各町内会回覧。それと③防災無線の活用。防災無線についても先ほど実施要領（案）

にありましたが、これは報告会の三日前から防災無線で流すということです。ちょっと戻りま

すがポスターも今回公共施設、コンビニ、これが資料４ですが、これも役割、誰がどこのお店、

公共施設に張っていただくかというのをちょっとこちらのほうで書き入れてみましたので、こ

れを見ていただいて都合が悪いようでしたらお取りかえする場合もありますので。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） バルクマートが入っていないですね。バルクマートは私が持っていき

ますので入れてください。 

○委員長（本間広朗君） それと、例えば近くにそういうお店がありますとか、ここに貼って

いただけますという、そういう方がいれば後で追加できますので、それも考慮していただけれ

ばと思います。ポスターが今大体決まりましたので、ポスターを今見本でできていますので。

それで、これはあくまでも案なので、これはあくまでも見本で５月９日に議会がありますので、

そのときに一応役割分担が２枚になっていますので、来月の９日に皆さんにお渡しするように

なると思います。そのような形でよろしいでしょうか。斎藤副委員長。 

○副委員長（齋藤征信君） 皆さんに割り当てたのはコンビニと公共施設の各２枚ずつなので

す。最低限この２枚は張ってほしいと。それから今話が出たように、そのほか自分の家の近く

だとか、ぜひここへ張りたいというお店や何かがありましたら、そういう施設がありましたら

事務局のほうに言っていただければ枚数はまだありますので。２枚とは言わず３枚、４枚張っ

ていただいて結構ですので、それがその他必要があれば申し出てくださいという文章ですので、

ぜひ１枚でも多く張っていただければありがたいという意味ですから、よろしくお願いします。 

○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〕 

○委員長（本間広朗君） それでは、（６）その他です。先ほど西田委員のほうから出てきたの

をちょっとその前に。資料５をご覧ください。これは報告会までの日程になっております。そ

れで常任委員会なのですが、常任委員会は本来であればすぐ開かなければならないと思います

が、これは各班長、先ほど言いましたように報告事項をまとめて私のほうに持ってきていただ

いて、それを小委員会にかけてある程度整理をしなければだめなので、その後になります。６

月は６月定例会がございます。その定例会までにできるかどうか。６月定例会の日程もちょっ

とわからないので、もしかしたら６月の末ぐらいというか、定例会後になってしまうかもわか

りませんが、その辺ちょっと日程を確認して常任委員会、全体会議を開催したいと思います。

その辺ご了承していただきたいと思います。スケジュールについてはよろしいでしょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） このような形でいきたいと思います。これで大体その他、私のほう

からは終わりましたが、全体を通して何かございましたら。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほどちょっとお話も出ていましたけれども、今までこの報告会を行

って一部の町民の方があらゆるすべての会場に来られて同じような内容をぶつけると。前のと

きでいろいろ回答やいろんな話も聞いていたはずなのに全く同じことを違う会場で発言をされ

る。内容を聞くと、例えばその方がお住みになっているような町内会で相談をすれば町内会長

さんが行政のほうと相談をして、幾らでも解決できるような内容についても延々とそのような

お話をして行政批判を繰り返し、またそれを議会が知らなかったのかと、議会が放置している

ような言い方をするような町民がいるわけです。このようなやり方を、何も変わっていないと

思うのです。その方法として。私は町内会連合会を中心として行政がやっているような、ああ

いう中身に変えていけば意味のあるような報告会になると思うのですけれども、このままただ

同じ手法でやると、また同じような結果になるのではないかと思うのです。ですから開かれた

議会の構築のために、ただ単にこれをやっていますという議会としてのパフォーマンスに終わ

ってしまうような報告会がずっと続けられるのかということを懸念しているのですけれども、

この点について小委員会で大変大事なことだと思うのですが議論されなかったのかどうなのか

ということをちょっとお尋ねしたいと思います。やはり変えていくべきだと思うのです。声掛

けする方法ですね。 

○委員長（本間広朗君） より多くの町民の皆さんに参加していただく方策はこれからももっ

と考えていかなければ。ただ、今言われたように個人の方がいろんなところで同じような発言、

その方も町民ですので、これは意見を皆さんに多分聞いてほしいという意図がありますが、た

だもちろん一人の方がばっとその場でやってしまうとなかなかいろんな方のそういう発言がで

きなくなるのかと。そのやり方については今後小委員会で話をしていかないとだめかもしれま

せんが、ただ、なかなかそういうだめだということにはならないと思いますので、そういうま

ず意見を聞くということも議会のほうでは大切なのかというふうに私は思います。山本委員。 

○委員（山本浩平君） これは当然参加される方を、この人は問題あるからだめです、いいで

す、こんなすみ分け当然できるわけがございません。そういうことではなくて、枠組みをどう

いうふうにするかということをやっていかないと、ただ同じような結果に終わりませんかとい

うことなのです。ですから、小委員会でこれから検討しますというお話でしたけれども、小委

員会ではあくまでも今後のどういったことをやるかということの基本的な案を提示するわけで

すから、あくまでもこの常任委員会で最終的な決定をされるわけですね。そのために各議員が

２つの常任委員会に所属しているわけですから。この辺のところ逆に小委員会でこの前話が一

切出ていないということであれば、その辺のところを皆さんにちょっと聞いていただきたいと

思います。今のことについて皆さんどのように思われているのか。 

○委員長（本間広朗君） 皆さん、今山本委員からそういう意見がございましたが、いかがで

すか。氏家委員。 



 13 

○委員（氏家裕治君） 山本委員が言われるのは、先ほどの報告会のあり方というのが、例え

ば今までの議会活動の中での常任委員会の所管、それしか報告できないのです。はっきりいっ

たら項目的なものは。統一見解としてはです。議会の統一見解として出せるものというのはそ

れしかない。だから結局は同じ人が来て同じ質問をされても、それはこういうことですという

見解を示すしかないのです。ですから、それ以外のものについて聞かれたときには、そのとき

そのときで持っていることでしっかり答えていけるものがあればいいですけれども、あくまで

報告会ですので例えば議会としての活動で道筋が見えているものについては答えられるでしょ

うけれども、そうではない限りは個々の意見になってしまうので、そこだけをしっかり押さえ

ておけば私は問題ないような気がしています。ただ、やはり司会の采配の振り方によってはど

んどん議会側に個々の意見を求めるような体制をつくってしまう形にもなりかねないという部

分がありますので、これはあくまでも懇談会ではないと、報告会なのだということをしっかり

我々がきちんと認識していれば私は問題ないかと思っています。 

○委員長（本間広朗君） ほかにございますか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私は決して納得する話ではなくて、今まで参加をさせていただいた状

況の中で非常に何かこう町民のほうも欲求不満なのかもしれないけれども、こちらのほうも個

人的な見解は述べられる状況でもない、また同じことを繰り返し、ただ単に行政批判、議会批

判を繰り返している。それに対して答えることはできない。こういう状況の中で、私としては

やはり町内会連合会を中心とした声かけのやり方をしていかないといつまでたっても同じよう

な状況になるかと思います。社台地区を私は２回ほど当たりましたけれども、町民がゼロで中

止になったことが２回ございます。これをもし町内会連合会を中心としたお声かけをすれば枠

組み、来られる方も大分違ってくるのかというふうに思うところがあるものですから、このよ

うなことで発言をさせていただきました。 

○委員長（本間広朗君） これは小委員会のほうからも多分出ていると。町内会を巻き込んで

連合町内会の会長とか、各まちの会長さんといろいろそういうお話をして、そういう町内会の

単位で議会懇談会をするというお話もどこかで出ていたかと思いますが、本当にこれは反省し

なければならないところが多々あると思いますので、そういうようなところも本当に皆さんに

聞いてできるだけたくさんの人が来ていただいて、では町内会でどういうような問題があるの

か、町内会でどう解決しているのかというようないろんなお話も出てくると思いますので、今

後町内会を巻き込んだ、私のほうから本当に各連合町内会の方にもいろいろとお話ができれば

と思っています。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私が今お話をしたことでやはりこのままでいいのだという氏家委員の

意見もあったわけですから、問題はないのだと、司会の進行のやり方一つでやっていけばいい

のだからという意見もあるわけですから、この機会なのでちょっと皆さんに聞いていただきた

いのです。皆さんどう思われているのか。今まで議会報告会をやって、皆さんがこのままでい

いのだということであればこのまま変わりようがないでしょうから。 

○委員長（本間広朗君） 大渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 今山本委員がおっしゃっていることはとても大切なことだと私は思っ

ています。それで、できれば、例えば小委員会の中でどういうお話になったのかわかりません

けれども、連合町内会と共催をして開く、こういうことが可能かどうか。可能かどうか私はわ

かりません。やはり共催で開くというのと申し入れをして来てくださいというのとは全然違う

のです。ですから、例えばそういう新たな手法を取り入れていかないと、これ以上山本委員が

言っているように広げていく、多くの町民が出席すれば町民の方一人がずっと話をするなんて

いうことには現実的にはならないのです。これは 30 人より 50 人集まったほうが辛らつな意見

は出るかもしれませんけれども、またそれを抑制する意見も出るのです。人数が少なければ声

の大きくて、そして理論的なように聞こえる質問、議論にほかの町民の方々が負けてしまって

なかなか質問できなくなるというのも実態なのです。私はそう感じています。ですから、やは

り新たな手法を考えるということでいえば、例えば連合町内会と共催をして本当に連合町内会

の皆さん方が出て、議会報告会に出ればためになるというようなものを構築できないものかど

うか。そういうことが一つあると思うのです。 

それから、報告会ですから私はこの３つの項目はとってもいいと思うのですけれども、山本

委員の意見と私がもう一つあるのは、やはり３つの項目はとってもこれでいいと思うのですけ

れども、予算の総枠、これは報告しないと。議会報告会ですから。３月議会を通っているわけ

です。議会が報告をするということは１番大きい報告する中身は何かといったら、議案を承認

して、予算を承認して、これで１年間こういう予算で町民の皆さんやりますということは議会

として、司会者がやられるのかどなたがやられるのかわかりませんけれども、これはやはり説

明責任というのはもちろん病院も、それからエコリサイクルセンターもあるし、定数もござい

ますけれども、それは町民が関心持っていることだから結構なのだけど、説明責任でいえば予

算全体を説明しない議会報告会は私は何かあり得ないのかと思いますので、議会がきちんと責

任を持ってそこは報告をするという、この２つが私は必要かと。山本委員の言っていることは

私はよく理解できます。このままやって、また５人、３人しか集まらない議会報告会だったら

本当に必要かどうかということが問われるというふうになると思います。通年議会で議会が日

数が多くなったのか、それとも広報広聴で多くなったのかといういろんなご議論があるわけで

すから、そういう中で私はそこら辺がきちんと検証されていくべきであろうというふうには思

います。提案として言えるのは共催、やるということぐらいしか私も実は言えないのだけど。

実際は言えないのだけど。私はそう感じております。 

○委員長（本間広朗君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私は議会と町連合とかの共催というのは全く反対です。やはり町連合

というのは行政との一体感でやっているわけです。同じようなことをまたさらに議会と一緒に

なってやるなんていうことはとんでもない話で誰も賛同はしないと思うのです。今でさえ回数

が多いというような声も聞きますから、それをさらにこの場でもって町連合に声をかけてどう

のこうのということになってしまうと一体議会は何なのだと、自分たちで何もできないのかと、

そういう批判を受けるだけですから、それはちょっと私は行き過ぎだと思います。反対です。 
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○委員長（本間広朗君） 今近藤委員のほうから共催は反対だというご意見もありましたが、

いかがですか。今出された意見は大変貴重なご意見かと思います。これはやはり小委員会のほ

うで、まず皆さんから出された意見を本当にこれでいいのかどうかというのをもう一度議論し

直して、本当に共催がいいのか、今言われたように共催はだめなのか、できないのかというこ

とを議論しまして、ある程度の方向性を見出してみたいと思いますので、その辺小委員会のほ

うでまず持ち帰ってみたいと思いますが、そのような形でよろしいでしょうか。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今ここで、例えば町連合とやるのかどうかと、これから小委員会で検

討するといっても、これはもう間に合わないでしょう。いずれにしてもことしは無理です。今

後の課題として考えますということしかないでしょう。今５月 20 何日にやるのに、ここまでは

ある程度決めているのに、それをこれから町連合ということにはならないです。だから、今後

これからの課題として検討していきますということであればわかります。 

○委員長（本間広朗君） そういうつもりで言ったつもりなのです。本当にこれから小委員会

のほうで議論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。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。12 番の結果公表等についての③の委員長は町政に対する意

見提言等を議長に報告する。議長は特に重要と思われるものを文書等により町長に報告し、そ

の対応を求めるとあるのだけれども、その内容的なものはどういった内容のことを指している

のかわからないけれども、それだけもし重要なものが私は懇談会ではないから、果たしてこれ

がどうなのかわからないのだけれども、議長に報告するそういった重要な問題は常任委員会で

上げて常任委員会で議論させなくてはならない話ではないかと私は逆に思ったりするのです。

議長が町長に、この文章でいくと、この③の文章だけ見て言っているのです。 

○委員長（本間広朗君） まずこれは意見、要望がもちろん各班から上がってきますね。先ほ

ど言いましたように班長がある程度まとめて、それをまず小委員会に出します。小委員会でそ

れも整理します。整理したものを私のほうからも報告します。それで本当に重要なものという

のを小委員会で整理しまして大事なもの、行政に対するものは行政に報告します。議会側は議

会側で整理をして議会側に分けて、先ほど言いましたように行政側にはこのような議長名で行

政に報告をすると。それでここにありますけど、本当に重要なものは町長のほうに、皆さんか

ら出されたものは町長に報告する。ですから、最終的にはここで皆さんが先ほど言いましたよ

うに常任委員会がありますので、そのときにこれは本当に大事だと、これは町長に報告すべき

だ、そういうことがありましたら、こちらのほうでそういう議長名で報告するということに、

そういう流れになっております。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これは私だけなのだろうか。報告会と懇談会、小委員会のメンバーの

方ちょっと考えてください。懇談会と報告会の違いは何なのですか。私はそうではないと思う

のです。私だけだったら、後で議長からきちんと氏家君後で説明するからねと言ってもらって

結構です。この場で議論をするつもりは何もない。ただ、報告会と懇談会の違いは何なのか。

ちょっともう１回説明してほしいです。私は全然違うと思っています。 

○委員長（本間広朗君） ですから今回はこの３点がありますね。３点の中からやはり町民の
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要望というか、意見がありますね。それは行政に対する要望というのももちろん意見、要望と

いうのもありますね。それを整理して出します。その３点の中から、まず出すということです。

それと、そのほかにもいろんな、多分懇談会と同じような形になるかどうかは別として、報告

会の中にも、その他の意見というか出てきますね。今まで出てきていませんでしたか。そうい

う意見というのは無視するわけにはいかないと思います。そういう本当に大切な意見があった

ら、当然それは行政側に報告しなければならないと思います。どうでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私が言っているのは、議会の報告というのは決まったことしか報告で

きないのです、議会報告会というのは。個人の意見は、例えば議員の出前トークでも何でもい

いからそういったものを使って議員の個々の意見を聞いてくださいとしか町民の方々に言えな

いのです。そうですね。例えば病院の関係もそうです。今本間委員長が言われたとおり経過報

告しかできないのです。何一つ決まっているわけではないし、個々の議員活動の中では、例え

ば一般質問だとか代表質問の中ではしているかもしれないけど。でも何一つ決まったことでは

ないです。ただ、バイオマスについては所管取ってやっているから議会としての意見は述べて

いるから、統一見解として出せます。それから定数、報酬についても、報酬等審議会からの意

見はまだ出てきていないけれども議会運営委員会の委員長の中間報告として出されているから、

それはそれとして統一見解として出せます。それぐらいしかできないのです。そこで皆さんこ

のほかに町政に対して何かご要望ありますかと聞くのは、それは懇談会の話でしょう。まだ聞

き足りないことがあれば、それに対して質問を受けて説明するということはわかります。私た

ちの統一見解だとか、議会の報告の内容について聞かれたことに対しては。そこできちんと分

けないと懇談会も報告会も、私は頭の中でごちゃごちゃになってしまうのです。私はです。だ

から、これを私だけだったら後で議長から説明をしてもらうから何もいいのです。何もここで

議論しなくてもいいのです。皆さんはどうなのかと私は思うのです。 

○委員長（本間広朗君） 今まで報告会、懇談会やってきましたので、その中で今氏家委員の

言われた疑問というか、そういうのは皆さん多分持っているかと思いますのでちょっと何か皆

さんの中からそういう意見がございましたら。斎藤副委員長。 

○副委員長（齋藤征信君） 私もだと思うのですけれども、広報広聴常任委員会がこれを開い

た、その報告会や懇談会をやろうといった、その基本というのは議会の活動を知らせながら要

望を全部聞いていく。そこの中で政策化できるものは政策にして役立てていくということが最

大の狙いです。そういう立場で臨んでいて言葉上は報告会と懇談会は違うのだけれども、今ま

でやった経過の中で報告はきちんと今までもやってきたつもりなのだけれども、その後の話に

なると懇談会か説明会なのかごちゃまぜになってわからなくなってしまっているのではないか

という指摘というのは確かにあったし、実態はそうなのです。だけれども報告会でありながら

も、その報告内容に絡む問題やら、その他それからはみ出した問題でも住民の意見というのは

出てくるわけです。そういうものをどういうふうに生かしていくかということの立場で物を見

れば、それを切ってしまうのではなくてそれを受けとめながら、それを役立つものは役立たせ

る。だから、それを持って帰って行政側にこういう意見が出ていたという形で伝えるものや、
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議長に報告して議会としてこれは政策化しなければだめだとか、そういうものに役立てること

ができるものと区分けをして、それで取り扱うのだと。ですから、始まりは違うのだけれども

最終的には取り扱いはやはり同じものでなくてはならない。役立てるものは役立てていくとい

う立場で臨んで、これはそういうふうにするしかなかったのではないかというふうな立場で私

は見ていたのです。だから何回もそういう違いはどうかと聞いたのだけれども、結局は同じで

はないかという意見もかなりあるのです。結果は同じになっている部分があるのだけれども、

私たちの当初の狙いというのは全くやはり違うよと、報告するものは説明責任をきちんと果た

す。それから、聞くものは聞くと、こういう２つの役割はきちんとこちらで持っていてそれに

対応すると、こういうことでよかったのではないかという気はしているのです。 

○委員長（本間広朗君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これでやめます。私は報告会というのは、例えば病院でもいいです。

バイオマスでもいい。それから議会改革のことでもいい。テーマを掲げて議会としての報告を

する。それに対しての質問があればお聞きする。そして、その報告に対しての意見があればお

聞きする。それ以外のものは懇談会でやってもらう。そうしないと、懇談会と報告会がごちゃ

まぜになってしまうのは、司会進行の妨げになります。そうしないと、がちがちに枠にはめて

しまってどうなのだと言われれば、それはそれで今斎藤副委員長の言われたように最終的には

懇談会みたいになるのだというのであれば、それはそれで皆さんが受けとめてやるのであれば

いいと思いますけれども、私は違うと思います。報告会は、例えば前に１回山本委員が言われ

たのではないですか。報告会というのはどこか１会場か、もっと熟練してくれば、１会場で報

告会を１回開くと、そして懇談会はこのままやってもいいとか、前にそういった意見があった

ような気がします。私はそういう町民の方々に熟知してもらうことが大事なことかもしれない

し、私たちも町民の方々に流されてしまう議会ではだめだと私は思って、そういう言葉の言い

方が悪いかもしれないけれども、そうではなくて議会は議会としてきちんとした姿勢をもって

臨まないと私は何か違うような気がするのです。これでやめます。言いたいのはこれだけです。 

○委員長（本間広朗君） この件について小委員会のほうで本当に、それともちろんまた常任

委員会がありますので、そのときにまた皆さんの意見を聞きたいと思います。これはとても大

事なことだと思いますので。そのほか何か。西田委員、先ほど何か保留ありましたね。 

○委員（西田祐子君） 先ほども申し上げましたけれども、報告会の中身ですけれども、バイ

オマスと町立病院と議員の定数と報酬のこと、この３つを選ばれたのですけれども、やはり報

告会ですから委員会活動できちんとやられたことを、本会議でもやったことを報告するのが報

告会だと思うのですけれども、その辺が町立病院が何か唐突に、確かに町民の関心があるのが

わかりますけれども、報告会というのであればそういったところをきちんとやってほしかった

のですけれども、そういう意見は出なかったのでしょうか。そして申しわけないのですけれど

も、この所管で見ていったらどちらとも建設厚生常任委員会のほうですね。総務文教のほうの

内容というものが報告されるような中身のものが入っていないし、例えば議会運営委員会だっ

たら議員と定数と報酬のことについてと、そこの切り口からいろいろ町民の方々から質問され
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て答えるということもできるでしょうけれども、あくまでも報告会ですからそれぞれのものが

報告できる内容でなければだめではないかと思ったのですけど、違うのでしょうか。違うのな

ら違うで結構ですけれども。 

○委員長（本間広朗君） 今回は、先ほどから言いますように、病院に関してもいろいろこれ

から町のほうで出されてくるものに対して、改築ですね。改築に対して本当に必要なのかどう

かという、先ほど氏家委員のほうから言われましたけど、お聞きしなければならない部分とい

うのもあるのかと思いまして、ただ、その中でやはり今まで、では病院はどうだったのかと。

本当に今まで皆さんも懇談会に出て町民の方からもいろいろとそういうご意見をいただいてい

ますね。あと、町側のほうは本当に、この報告の中にもふれられておりますが、本当に病院は

スタッフの中でいろいろ考えて改善していきますというような書き方もしておりますので、で

は本当にこれからそういう老健も含めて病院のあり方をこれから本当に町民の皆さまどうした

いのですかというような経過を含めて、そういうようなお話が聞ければと思いまして。エコリ

サイクルセンターもそうです。今までいろんな改良、改良で本当にバイオマスはどうなってい

るのだという本当に町民の方は多分全容が知られて果たしているのかどうかと。今回そういう

今までの経過を議会でもいろいろ議論していますね。そういう議論したものとかもあれば、そ

ういうこともつけ加えて報告していただければと思いますので、やはり今までしっかり町民の

方にまず全容を知っていただく、今までのそういう経過を知っていただくという意味で、まず

これも取り上げてみました。それと、議員報酬と日数についても、これはもちろん政策研究会

でやる以前にも、もちろん議運で議論もしていますし、町民の中でも果たして正しくそういう

理解をしていただいているのかどうかというのも含めて、今までどういうような経過で、どう

いうようなもちろん自主削減という部分もありますので、今回特別審議会の議員報酬の引き上

げということもありますので、果たして町民の方がそういうように整理をされてそういうよう

なことがわかっているのかどうかというのも含めて、やはりそういう今までの議運のほうから

も報告もありますので、そういうのを含めて町民の方がどう理解しているのかという聞く場面

でもいい機会なのかと思いまして、この３点をちょっと選んでみました。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ですから私は議員定数のことと、報酬のこと、バイオマスのことにつ

いては委員長報告がありますから、議員みんなで統一見解は出ますけれども、町立病院はいつ

のものを持って統一見解とするのか。そこがはっきりしないでいいのですかということを聞き

たかっただけです。報告ですから。それを先ほどもちょっと氏家委員も言っていましたけれど

も、町民の皆さんから意見をいただくというのだったら懇談会だと思うのです。あくまでも議

会報告会と書いているのだったらきちんとした見解を持って報告をしないと、私とほかの議員

さんたちとばらばらのところでいいのでしょうかと。特に議会としては統一意見を持っていま

せんので皆さんの意見をくださいというのだったら、これは懇談会ではないかと思ったのでけ

れども。ただ、先ほど聞きたかったのは、そういうことでした。 

○委員長（本間広朗君） 今のことに関してどなたか。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。議員みんなが考えていることは同じだと思うのです。要す
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るに報告会が区別をつけたいのだけれども、いざ報告会になって報告し終わったときに、その

報告したこと以外にどんどん質問をされるのです。そうしたら懇談会みたいになってしまう。

やむを得なくなってしまうのです。それはみんなわかっているのです。だから、そこのけじめ

をつけようとすると角が立ってくるのです。その辺をどうやってバランスを取りながら報告会

にしていくかしかないのです。この話をすれば切りがないのです。同じことを言っているのだ

から。だからそこをどうやってやるかは、その会議の方向性もあるけれども、ある程度は町民

に言えるけど、それも町民が全然関係のないことを言い出してもまるっきりつっぱねるわけに

はいかないのです。その辺のニュアンスだけなのです。だから、みんな同じことを思っている

はずだから、これでいいのではないですか。けじめをつけるということにはならないと思いま

す。難しいと思います。そうではないと感情的になってくるから。町民とのこの報告会自体が。

言葉的にお前は何さまだということになってくるのです。こういう言い方はしないだろうけれ

ども、心の中でそうなってくるのです。だから、その辺は難しいから、けじめをつければ一番

いいのだけれども、だけどその辺はみんなニュアンスでわかっているはずだから、それでいい

のではないかと思います。以上です。 

○委員長（本間広朗君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） このテーマについてやめたほうがいいとは言いませんけれども、非常

に関心があるのは事実ですけれども、議会側として報告するとすれば非常に難しいテーマには

間違いないというふうに思います。例えば町立病院に関しても、町側は建物の老朽化や医者不

足、看護師不足、そういったことを理由にして一般会計からの相当な持ち出しは今でも変わら

ない状況です。しかしながら、そればかりではないと思うのです。ここは本当に陸の孤島では

ございませんから、命にかかわることですからみんな専門医のいるところに実際にかかってい

るのが事実ですから。こういった問題もいろいろあると思います。ですから町立病院のあり方

についても、議会側として今後どうするのかというのはなかなか難しいテーマかと。リサイク

ルセンターに関しましても、ではいつ最初の計画通りにいくのか。塩素の問題がいつクリアで

きるのか。これは多分町側もわからないことだと、今の時点では思います。そして、クボタと

の今後の話し合いに関しても、これは我々は一切わからない話です。そういった中で非常に難

しいテーマだなと。議員定数と報酬についても基本的には審議会の答申をいただいて、それを

尊重しましょうというのが大方の意見でしたから。まとめもそのような形になっていますけれ

ども、審議会の結果も、では何月に出るのかというのは、これはまた今の時点でははっきりし

ていない状況。そういった中で非常に報告のテーマとしては難しいというふうには思っており

ます。かといって、これはやめましょうということではありません。ですから、報告の仕方と

いうのは非常に難しくなるだろうというふうには思っています。 

それともう１点、先ほど大渕委員から意見が出ていたと思うのですけれども、予算に関して

はやはりやるべきだという意見ですね。これに関しては、先ほどの町民連合巻き込んでどうの

こうのということは、これは今後の課題として構わないのですけれども、この予算については

今組み入れるかどうかだけはちょっと皆さんに諮られたほうがいいと思います。私は賛成です。 
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○委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今山本委員からもあって、私は大渕委員の言っているのは当然のこと

だと思うし、予算の関係を先に報告をして、なおかつ委員会報告もして、その後にこの３件を

やるというのであれば、そのうちでも主だったものという説明の仕方でするのであればいいの

ではないかと思います。そんなふうに私は思っています。 

○委員長（本間広朗君） 委員会の報告も入れるということですか。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 要するに議員は何をやっているのかという報告です。中身。それを言

わないと町民がわからないですから。アンケートをとって見てのとおりで議員の資質がないだ

とか、何もやっていないとか、何もやっていないのだから減らせとか、報酬上げるのだったら

半分にすれとか、そういう批判ばかり出ているでしょう。それは、議員が何をやっているかと

いうことがわからないから、町民が見えないからそういう苦情的なことを言うのです。それを

わかるような報告をしたいと思います。 

○委員長（本間広朗君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。私もこの報告会何度か行っているのですが、結果的にはど

んな場所でも同じ人しか来ていないのです。社台で４人来るのはみんな毎年必ず同じ人。それ

から、北吉原でもやるとほとんど 20 何人来るけど同じ人。話をする人は同じ人。黙って見てい

る人は８割で話をする人は同じ人。どこでもそうなのです。ですから、結果的には先ほどから

財政の予算を説明すると言うけど、それは新聞で聞いて知っているという言い方なのです。町

政だよりで聞いて知っている。前回そういう意見もありました。だから知っている人ばかり来

るのです。議会にものを言いたい人。言いたい人が来る。それで言いたい人が何人か議会を眺

めようとして来る人もいるのだけれども、結局はその人たちの意見だけで終わってしまうので

す。その何人かの。それがいつも同じ人なのです。ほとんど同じ人。ですから、この辺が難し

いところなのです。ですから、先ほど玉井委員が言ったあのとおりなのです。みんな知ってい

てやっていることなのです。それで同じ人。社台に行ってごらん、必ず同じ人だから。何回行

っても４人同じ人。ですから、やはりこのやり方というか、この４人か５人しか来ないのだっ

たら白老町内全部で１カ所でやるとか。ことしは竹浦で１カ所やるとか、そういう考え方、方

向性を考えるのも私は一つだといつも思っています。いつも同じ人ですから、答弁を求めるの

は。だから、やり方をもうちょっとがらっと変えることも一つだろうし、同じことをやってい

ると必ず報告会も懇談会もみな同じなのです。行けばみんな全部懇談会なのです。報告会をや

れば、それを知っているのだというのです。町政だよりに出ていますという人もいるのです。

またそういう人が来ているのです。だから正直言って難しいところです。 

○委員長（本間広朗君） 以前は予算、今回は皆さんからも予算が出ましたが、予算はどの部

分についてまず報告するかというのもありますけど、予算について。委員会についても以前報

告していましたね。ただ、前回の反省で余り項目が長すぎて報告が長すぎると町民のほうもな

かなかそれが多くなって時間が結局質疑応答というか、そういうのが少なくなるというか、項

目が多いという町民のほうからも意見があったと思いますので。ただ、予算に関しては今皆さ
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んから出されましたので、今決めていただきたいといったらあれですけど、予算について、で

はどの部分を報告していけばいいのだというような部分というのも多分出てくると思いますの

で、その辺も皆さんでちょっと意見出していただいて、ここでまた例えば小委員会で決めては

どうかといってももう時間がありませんので、ここでどういうものが本当に必要かというのも

出していただいて。あと、委員会についても、では委員会は報告するべきかどうかというのも

皆さんのほうからちょっとご意見をいただいて決めたいと思います。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。予算については、私も報告するべきだろうと思います。た

だ、報告の仕方によっては、お前たち役所かと、行政かと逆に言われる場合もある。でも大渕

委員が言われたとおり、この予算を議決したのは議会ですから、議会としての説明の仕方とい

うのはなかなか難しいところもあるのです。大きく変わったところを説明しても、そんなのは

行政に聞けばわかることだと、お前たちから聞く必要がないという話にもなってくる。この辺

が難しいところだけれども、覚悟してそういった部分どうやって議会側の主張みたいなものが

そこでうまく話せればそれはいいのでしょうけれども。毎回聞かれるのは、それはあなたたち

行政かという話をされるのがよく私たちが言われたことです。私たちの説明が悪かったかもし

れないですけど。それは１点クリアすれば私はこれはやるべきだろうと思います。 

それから、病院の件に関しては、これもやはり覚悟しなければならないです。議会としての

方向性を１回示しているけれども、それからもう数年たっていて、そしてそれから財政状況も

好転してきているかといったらそうでもない。それに対して議会として、ではどういう説明が

あるのかといったら議会としての何の説明も私はできないような気がしています。ですから本

当に今までの経過報告しかできない。でも経過報告ということは、ではお前たち行政でしょう、

お前たちからそんな話を聞きたくないとなると思うのです。だから、それもとりあえず情報公

開の一部として、例えば町民に対しての報告義務があるとすれば、そういったものもきちんと

自分たちが覚悟して受け答えをしていかなければいけない問題だと。あとのほかの部分につい

ては、運営委員会、それから常任委員会、そういったところの所管事務、それから中間報告等々

があるから、それに沿ってしっかり話をすればいいだけの話で、今後の課題やなんかも、例え

ばその意見として述べているはずですから、そういったことも踏まえて報告すればいいかと思

ってはいますけれども、この予算と病院に関してはおのおのが覚悟してしっかり町民に向かい

合うことしかないかと思っています。やることに反対ではないです。 

○委員長（本間広朗君） では大方、予算を項目に入れていくということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） 具体的にどれを入れていくかということは皆さんどうしますか。予

算の中で町のほうからいろいろ政策出されたかと思いますが。これはそれとも本当は統一見解

でやればいいというのと、やはり各班でどういうものを取り上げるかという、この後各班で集

まっていただいたときに出していただくかという、そういう方法もありますし。議会はどうい

う判断をしたかという、それは統一の見解でありますので、班によって違ってもいいというも

のと、同じものを報告していくというもの、そういう取り方があると思いますので。山本委員。 
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○委員（山本浩平君） やはり今回は基本的に全部同じものでしょう。全部事務局で最終的に

チェックしてまとめてということですから、報告。ですから、当然統一したものであって、予

算に関しては大枠です。大枠で、そして大枠の事業、これしかないのではないですか。時間の

都合もあるでしょうし、細かいところまではできないと思います。以上です。 

○委員長（本間広朗君） 具体的に何を取り上げていくということはここでは決めなくてよろ

しいですか。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。５月 24 日、26 日にこれをやると。５月 25 日に町内会長会

議というのがあるのです。これは、行政側の報告会と同じなのです。行政側で予算の関係を全

部町内会長に発表をするのです。これは毎年やっています。これはちょうどその間にやるので

す。だから、例えば議会で、議会で言うことだって行政で言うことであっても、議決したこと

は同じことを言うのです。だから、今氏家委員が言ったように、例えばお前たち町側かと言わ

れようとも、これは同じことでしかないのです。これがここで町側がこの町内会長会議で言っ

たことと、私たちが 24 日、26 日に報告することがちぐはぐになったら話にならないのです。

そうですね。だから、この辺は調整をしながら報告をしていかないとならないと思うのです。

町内会長会議に私は何回も出ているけれども、簡潔に総務部長が話をするのです。町長が全部

あいさつの中でほとんど言ってしまうのですけど。その中でも総務部長も、部課長がある程度

話をするのです。だから、その話も内容がわかればそれと似たようなことをチェックして言う

しかないのです。議会も。これは間違いなくちぐはぐできないです。言っていることが違った

ら大問題になるから。と思いますけれども。その辺は若干皆さんに聞いてみてください。 

○委員長（本間広朗君） これは前もってこの町内会長会議の後にどうだったかというのを報

告してしまうと、その前の資料とかどうするのだということになりますから、これはあくまで

も議会側の報告として、その前にそういう担当というか当たった方はもちろん資料を用意して

いただいて、そういう準備をしなければならないということもありますので。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） だから、その準備をするのにある程度、その町側の話どういうことを

言うのか聞いて調整をしたらどうかと言っているのです。簡単に言えば。 

○委員長（本間広朗君） ただ、今まだどういうものを報告するかというのは決まっておりま

せんので、それはそこでつくっていただいて準備をしていただければと思います。前田委員。 

○委員（前田博之君） 今議論されていることは非常に大事なことだし、小委員会でも議論さ

れているのです。私も言っていますけれども。予算についても皆さん過去４回やって、それな

りの資料をつくって説明をしても、当初は今言った発言のとおりのことが会場でずっとおきて

いるのです。班でも経験しているのです。最終的に議決したのだけれども、広報で出ているか

らわかるのです。だけれども、議会としてどういう視点でこの問題を議論されたのですかと。

だから、議会としては意見はこうありましたと。だけど最終的にはこう議決されましたと。そ

ういう一つの委員長も知っていると思います。そういう部分でどう対応するかという問題も整

理を小委員会でもして、課題にもなっているけど、そういうことを整理して言わないと。そし

てまた話は戻るけれども、報告事項についても先ほど斎藤副委員長が言ったように小委員会で



 23 

も議論が出たわけでしょう。だけれども、ある程度の共通的な問題だけは報告的なものだけ整

理しますと、報告しますと。それだといろいろ問題が出るから、それぞれの議員の立場で考え

方を議論、町民としたらいいですかと言っているのです。だから、それをきちんと整理してい

かないと統一見解になったら結果的に今言ったように町の代弁者ではないかというふうにしか

ならないのです。それをきちんと認識して整理をしていかないと堂々巡りの議論をしているの

です。それをきちんと整理しないとだめです。 

○委員長（本間広朗君） ちょっと私の説明不足で済みませんが、以前にもおそらく始まった

ころは多分そういうような本当に報告で終わって、町民の方からもそういうご意見というか、

今言われたご意見というか町政側のそれは報告ではないかというご意見があって、その後いろ

いろ皆さんやってきて報告の仕方をいろいろ変えてきたと思います。そこで最終的にはやはり

今前田委員から言われたように、どう判断したかということを、それぞれ違いますね。例えば

どう判断したか。なかなか統一見解はありますけど、その中で議員がどう判断したかというこ

とまで、どう考えているのかということまで多分議員の方はおっしゃっていると思うのです。

ですから、まず統一見解としてはそういうような流れをもちろん報告しなければならない。そ

れで本当に議会はどう判断したかということをやはり報告していく。その中でやはりいろんな

ご意見もあろうかと思いますので、例えば必要にせまられたらそういうご意見も、自分のこう

いう意見があるというようなことも報告会で報告していただければと思います。これはもう何

回もやっていますので、報告だけで終わるということにはならないと思いますので、もしそう

いう必要にせまられたらそういうご意見も町民の方に報告するという場面も出てくるかと思い

ます。というところでいかがでしょうか。斎藤副委員長。 

○副委員長（齋藤征信君） これを言って休憩にしてほしいのですけれども、確かに何をやっ

ても今のような議論の中身というのは全部出てくる。それをどういうふうに議会として整理し

なければならないかというのは、これはずっと使命として与えられてきたものなのです。それ

で、ただ、また別な観点からいうと今までの反省の中で説明が長すぎると。それから行政と同

じ説明ばかりだというような反省というのはあったのです。だから、そういうふうに押さえて

くれればいいのです。説明なのだから今回は２時間のうちの１時間半は説明するぞと。これで

もこういうふうに決めれば、それもそれでいいのです。ところが、説明の 10 分は長すぎるとい

う話がどんどん出てきていたものだから、やはりこちらから報告するものはできるだけ少なく

して、その１つの課題を５分でやれといわれたら説明しきれないのです。すごく中途半端な説

明になってしまうのです。そうすると、ある程度とると課題を２つ、３つに絞ってしまって説

明しなかったら、だから今３つあるそのうちに予算とそれから委員会の報告とこれを５つにす

れといわれてもちょっと運営上困っていくのです。そうすると、今まで病院が問題あるという

あれがあったから病院を削って予算をそこに入れるとか。そうやって整理をしないとちょっと

これは報告がしづらくなるのではないかという。そしてその後の討議にも影響してくるのでは

ないかというような気もするので、この辺ちょっと今考えなくてはならないと思います。 

○委員長（本間広朗君） これはまた今のようなことを皆さんからご意見をいただかなければ
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ならないと思います。 

それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時４４分 

                                         

再開 午前１１時５１分 

○委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 今いろいろとご意見出ていましたので、もう少し時間がかかろうかと思います。昼 12 時を過

ぎるかと思いますが、ちょっとその辺若干過ぎるかと思いますので、お昼はとらないでこのま

ま進めていきたいと思います。 

それでは、今まで皆さんから出された意見、予算、病院もそうですが行政側のそういう報告

になってしまうのではないかということもいろいろご意見が出ましたので、今そして予算につ

いてどういうものを報告するかというのを決めてこの後ちょっと班に分かれて役割分担してい

かなければなりませんので、その辺具体的にこう今度意見を出していただいて決めていきたい

と思いますがよろしいでしょうか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 先ほどからいろいろありましたし、予算についてはと言いますからひ

と言言っておきますが、私の要望として言っておきますが、例えば第三セクター債 20 億 4,000

万円、10 年間で借金をして工業団地と臨海部土地造成の特別会計。今回特別会計を三つなくす

るのです。こういうのが本当に重要なのです。これはほとんど議会では議論していません。全

く行政の言いなりです。こういうのを町民に、第三セクター債はこういうものなのだと。こう

こうこうでこうなのだと。こういうのを私は報告すべきだと思います。 

それからもう一つは、これは報告するかどうか別にしても、例えば学校給食センター。学校

給食センターは子供たちの、小中学生の昼の食事の、給食のためのセンターだと思っています。

今でも。しかしながら、先般私は給食センターに一般質問していますし、建てかえるというか

らいろいろ聞いていますが、先般の吉田委員の質問に対して食の拠点にすると言っているので

す。食の拠点というのは、よく聞いていると高齢者のための食事もつくるのだという言い方な

のです。この辺はやはり町民にきちんとした、議会でもちろん一つも議論していません。議論

をしていない中で給食センターを食の拠点にするのだと、こういう言い方をしています。きち

んと整理をすればわかりますけど。ですから、こういうのは議会は町民に、まちはこう考えて

いると、町民はどう思いますか、こういう議論や報告をするのが議会の役目だと思っているの

です。ですから、道路がどうなった、あそこの予算どうなったのではなく、議会報告というの

はやはりそういうものを、これがチェック機能なのです。ですから私はもしこの予算の中でや

るのであれば第三セクター債なんかをきちんと報告すべきだと思うのです。以上です。 

○委員長（本間広朗君） 今松田委員のほうから２点、第三セクター債と給食センターについ

て予算の中で報告してはどうかというご意見がありましたが、そのほかに何かご意見がありま

したら。今回、先ほど言いましたように財政健全化というか、新財政プログラムの中にも特別

調査委員会やりましてふれていますね。もちろん給食センターもそうですし、特別職の給与削
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減の見直しとか、そういうのをいろいろもちろん職員の給与見直しとかいろいろあります。そ

の中で、この２点でいいかどうかと、あともしそのほかに何かありましたら。こういうものを

報告したらどうかというご意見がありましたらどうぞ。斎藤副委員長。 

○副委員長（齋藤征信君） そうやって広げていくと昼までには終わらないだろうと思うので、

ちょっとこれから決めなければならないことを整理してみたいと思うのですけど。まず一つは、

今まで全部出てきた話ですけどれも、報告会と懇談会を合同でごっちゃにしてやるかどうか。

報告会だから報告会だけにするという形でテーマを絞っていくのか。それとも、次回できない

から懇談会の要素も含めて、こちらからテーマを選んで幾つか話をして、あとは自由に意見を

もらうというふうにするのか、まずそれが一つ。そこのところをはっきりしないと、これはも

っていき方が、ただ、次回できないからわんわん話をして、お前こうやれといったものが責任

が取れるかということになると実際には責任の取る場所がもうないのです。はっきりと。そう

すると、これは重大な責任問題にもなるわけで、だからその辺報告会と懇談会をきちんと分け

てやるか、合わせてやるかという、それの覚悟の問題だと思うのです。だから、それが一つ。 

それから２つ目には、今言われたように課題はたくさんあるのでどれを取り上げてもいいの

だけれども、予算を含めてテーマを絞ってやるかどうかというところに焦点を当てて、報告す

るのにせいぜい３つぐらいしかできないだろうと思うのです。だから、入れるのだったらほか

のものを抜いてでもテーマをきちんと絞らなければならないかどうかということが２つ目。 

それから３つ目に、どんな問題になろうとも、その資料は各部局から基本部分はつくっても

らいながら、今度は担当者が集まって、それを議会の分を含めて、それで資料をつくるのだと、

これでいいのかどうか。大体、この辺をきちんと整理をすれば、今の答えが全部出てくるので

はないかと思うのですけれども。そういう片づけをお願いしたいのですが。 

○委員長（本間広朗君） では皆さん、今斎藤副委員長から出されたもの３点ほどございます

ので、一つ一つここで確認をしていくということでよろしいですか。今１点目に報告会と懇談

会、これは報告の仕方もそうですけど、これを本当に混ぜてやるのか。小委員会でも少し議論

されたのですが、今回先ほどから言いましたように懇談会がもしかしたらできないかもしれな

いということで、そういうご意見の聞く場にしたらどうかということで、そういうような意向

もありましてこういうような形をとらせていただきました。ただ、氏家委員からも出ましたが、

これは本当に報告をするのか、そういうことを混ぜてやるのかというご意見もいろいろ出まし

たが、その辺ちょっと皆さんからご意見をいただいて決めていきたいと思いますが。今回、そ

ういう小委員会のほうでも議論されましたので、もしかしたら９月の懇談会はできないのでは

ないかということで。ですから、本当に議会報告会ではなく何かそういうことを本当に変えて

はどうかという議論はありましたが、なかなかそういうふうに至らなかったので報告会の中で

そういうような意見というか、町民からの意見も聞いたらどうかという意見もちょっと出てい

ましたけど、その辺皆さんでちょっと議論していただきたいと思います。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ここまできて、もう変えるといってもどうにもならないと

いう議論があるのでしょう。そうだとしたら、今回は基本的には小委員会の決めたとおりにや
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るというふうにしたらどうですか。そして、病院の問題がいろいろあるのであれば、私も言い

ましたし、山本委員も松田委員も言いましたけれども、病院の中で予算なら予算を若干総括的

な部分をふれるというふうにしておいて、全く言わないでやるというのは全然違うと思ってい

るから、まさか病院からだけ入ったらこれはとんでもないことになるから、予算全体はこうい

うことですと、それはそれで話をすると。聞いているといったらさっとやってやめればいいわ

けですから。基本的には小委員会が決めた方向でやらないと、これはこんなのを幾ら議論して

もきょうは結論出ないです。こんなのは、全部意思統一をするなんて昼までに終わらないです。

だから、私は基本的には今回は小委員会のとおりにやる。ただ、小委員会にお願いをしたいの

は、もしこういう形でやるのであれば、やはり修正がきくと、時間帯にこの次やらないと、９

月だからもういいのだけど、そういうふうにしないともうこれはどうにもならないと私は思う

のです。だから、今回は小委員会が決めているのだから、それは基本的にはそのとおりにやる

と。あとは、意思統一をして臨機応変にやるとか、やれるところはやるというふうにするしか

ないのではないですか。私はそう思います。 

○委員長（本間広朗君） ３番目の資料については、もちろん各課のほうで準備していただく

ものと、こちらのほうで事務局のほうでいろいろ。この後、役割分担なので、この広報広聴小

委員会はもう予定がないです。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） きょうかけて、ある程度小委員会が案を出して訂正をされた分をきち

んと訂正をすると、小委員会でもう１回盛らなくてはならないし、各班の全部決めていただい

た役割分担した人たちも責任を持って、今度は一緒にかかわってもらうと。小委員会で原稿を

つくるのではなくて、担当を決めるということは話をするだけではなくてつくるまでの過程を

きちんと一緒にやってもらうということも、これから小委員会で決めてやらなくてはならない

と思います。 

それともう１点、９月懇談会を選挙が近いのでやらない方向性で小委員会では結論が出まし

たけど、それでいいのかどうなのか皆さんにもう１回きちんと諮っていただきたいと思います。

選挙前だからしないということがいいことなのかどうなのか。選挙前だからこそやらなくては、

出る人も出ない人もいるかもしれないけれども議会としてやってきたことを選挙だということ

でこちらの都合でやめることがいいのかどうなのか。その辺をもう一度皆さんにきちんと諮っ

て、やらないのであればやらないで、今回の報告会をどうきちんとやるかということももう１

回確認したいと思うのですが。その点を謀っていただきたいと思います。 

○委員長（本間広朗君） 今吉田委員のほうから出ましたが、これは９月の懇談会本当に、先

ほどから言いましたようにやるかやらないかちょっとその辺まだわかりませんので。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ９月の懇談会は、開催は無理だと思います。私はしないほうがいいと

思います。選挙も近いわけですから、やはりいろいろな中傷だとか、町民の見方が変わってく

ると思うのです。だからしないほうがいいと思います。 

○委員長（本間広朗君） そのほかに何かございましたら。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） やってやれないことはないような気がしますけれども、ただ、９月に
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やったときに町民の方々からそれこそいろんな要望、意見をどうやって処理をするかというこ

とです。今までだったら広報広聴常任委員会の中でそういったものを吸い上げて、こういう形

でまとまりましただとか、これをではどうしますかという意見調整ができたかもしれないけれ

ども、今回はそれはできないでしょう。もし９月にやったとしても。では、それを申し送る次

期改選の後に申し送る話になるのかということになるとちょっと私はそれは違うのではないか

と思うのです。だからもし小委員会の中で９月開催を今回は中止する方向で進めているのであ

れば、今回の報告会もそういった形の中で聞ける意見と聞けない意見というのがはっきりいっ

てありますね。全然関係のない意見を言われてどうのこうのという話にならないかもしれない

し。そこだけはやはりけじめはつけておいていいような気がします。 

○委員長（本間広朗君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。その９月開くか開かないかというのは、そこは考慮してい

いけど、この後反省会をやるのでしょう。終わってから反省会をやるでしょう。そのとき決め

たらだめなのですか。いいでしょう。 

○委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私が言ったのは、先ほど言ったように報告会でするのか、委員長から

今回懇談会やらないから報告会を懇談会を交えてやりたいと言ったから、だから私はその辺を

はっきりしないと、その辺が見えてこないのではないですかと言ったのです。そうでなければ

何もいいです。 

○委員長（本間広朗君） わかりました。それでは、この後小委員会を開催したいと思います

が、ただ、そうしたらこの後、例えば司会と役割分担がございます。それと、テーマの報告の

担当も決めていただかなければならないのですが、これは今予算を入れるということでまずい

いかどうか。皆さんよろしいですか。今言われた２点について入れていくということでいいで

すか。それで、今ここで削るものは削るということもありますので、そういうことをちょっと

ここで決めないと、これだけ報告事項変わってきますので。あえて今ここだけ小委員会で決め

なくてもここですぐ決めていただければ、今例えば予算だったら給食センターと第三セクター

債をやりましょうということで決まれば、そこで病院を報告しないということに。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 予算だけを特化してやるとまたいろんな話も出てくるだろうから、そ

の中で病院も含めてある程度、例えば今の状況だとかを含めて報告したらどうなのと、先ほど

大渕委員が言ったとおり、その中で、予算の中で、例えば病院なども含めれば別に削るとか減

らすとかいう話にはならないでしょう。 

○委員長（本間広朗君） だから、今確認でどうですかと、この項目でいいですかと。あと、

予算を入れて。齋藤副委員長。 

○副委員長（齋藤征信君） 三つ、①、②、③とテーマを出したのだけれども、その①の部分、

今の意見を吸い上げて町予算と課題という形で、この病院の部分、そういうふうにしませんか。

予算と、さまざまそこから起こってくる課題を含めて予算の特徴と課題ということで一つにま

とめると。そうすれば、それを１にして、２、リサイクルセンターで、３、定数の問題と。こ
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の３つで絞ってやればいいのではないかと思います。 

○委員長（本間広朗君） 皆さんいかがでしょうか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私はその病院の問題については、先ほど西田委員や氏家委員のおっし

ゃったとおり、以前、特別委員会で中間報告したのは大分前の話です。非常に経過があって今

後の病院の展開というのはまだ町側もはっきりとしていないですから、それとこの報告をする

時間というのはたった 30 分しかないわけです。その中にまた予算の中に病院を組み込んでどう

のこうのとなったら本当にこれは終わるのかと思うのです。ですから私は、予算なら予算、そ

してバイオマス、議員定数と、この３つに絞ったほうがよろしいのではないのかと思います。 

○委員長（本間広朗君） 予算とバイオマスと議員定数ですね。斎藤副委員長。 

○副委員長（齋藤征信君） それで、説明責任を負うということは、ある程度の町がこういう

ことをやっているのだ、それに対して議会としてこれをどうとらえていたかという説明をする

と、やはり一つの課題がかなり長くなるのです。だから、２時間を予定しているうちの１時間

は説明の時間としていただくと。１時間になるか、１時間 10 分になるかちょっとわかりません

けれども、そのぐらいの報告時間はきちんと押さえるのだということで進めていただければ今

の課題もやっていけるかという気はするのです。ですから、そこら辺ちょっとみんなの了解を

もらっていれば。今までも説明時間といったら少しでも短くやれという要求というのはかなり

あったのです。聞く人の身になったら、それはそんなに聞くの大変だと、１つ 10 分も聞いたら

大変だという話がたくさんあったものですから、だからどういう割り振りになるかわからない

けれども、その半分は説明にいただきますということをこちらがきちんと押さえておいていた

だければと思うのですが、どうでしょうか。 

○委員長（本間広朗君） 今斎藤副委員長からそういう意見が出ましたが。山本委員。 

○委員（山本浩平君） それであれば、きちんと資料３の裏の案に報告 30 分、質疑応答 80 分

とあるのですから、これを変更するならきちんと報告 60 分、質疑応答 50 分と言ってください。 

○委員長（本間広朗君） それは変わっていくと思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） そのほか何かありましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（本間広朗君） ないようでしたら、先ほどからちょっと出ていましたが、班の役割

分担についてこの後ちょっと班ごとに集まって決めていただきたいと思います。Ａ班がここの

議場でお願いします。Ｂ班、第一委員会室、Ｃ班が応接室に分かれて、これは役割分担、担当

書いていただいて事務局のほうに出していきたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（本間広朗君） 以上をもちまして広報広聴常任委員会を終わります。 

（午後 ０時１４分） 


