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平成２３年白老町議会広報広聴小委員会会議録 

 

平成２３年 ７月 ６日（水曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ２時５５分 

                                         

○会議に付した事件 

１．第１３６号（７月３１日発行）の原稿校正について 

２．議会報告会のまとめについて 

                                         

○出席委員（５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 吉 田 和 子 君 

                                         

○欠席委員（２名） 

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 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     書   記    小山内   恵 君
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◎開会の宣告 

○小委員長（本間広朗君） それでは広報広聴小委員会を開催します。 

（午前１０時００分） 

                                         

○小委員長（本間広朗君） きょうは議会だよりの原稿校正から行いたいと思います。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時００分 

                                         

再開 午後 １時５８分 

○小委員長（本間広朗君） それでは、会議を再開します。 

２番目の、議会報告会の反省について行いたいと思います。反省事項についてあらかじめ班

長がまとめていると思いますので、Ａ班のほうからまとめについて話していただき、その後各

委員のほうからいろいろと質問を聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは、齊藤副小委員長お願いします。 

○副小委員長（斎藤征信君） Ａ班から報告します。実施時期とそれから時間、班反省などは、

これは今までやってきたとおりで意見は特にありません。 

周知宣伝の中で出たのは、会場ではない会館にポスターを張るのは無駄ではないかと。会場

になっているところは意外と見えるものだからということで検討する必要があるのではという

話が出ました。 

それから、報告のテーマについては、特にテーマについて問題があったわけではないですが、

行政の報告とは違う色合いというのがまだまだ少ないのではないかと。どうしても行政のやっ

ているものと似通ってしまうと。この違いをどうやって出すかというところにもう少し検討が

必要ではないかということです。 

次、資料の準備は担当者皆さんやりましたかと言ったら大体はやったというのだけれども、

十分だったかどうかという検証はありません。一応はやったというふうに伺っています。 

あとは、順不同なのですけど、出た感想など含めて、一方的に罵声を浴びせられたり、挑発

されたりするような場面がありました。そのため、その話の中には入れない人もいました。こ

のようなものは何とかしなければならないのではないかというようなことです。 

次は評価と課題のほうへいきますが、評価・課題につきましては、まず、議会報告会という

のは難しいなと。どう考えても難しいと。みんなでやるのは。そこで、町連合などに呼び掛け

て年１回でもいいのではないかと。忙しさを何とかするためには懇談会・報告会というものを

1 つにまとめて、うまく運用するということが必要ではないかと。だから、大規模集会にして、

今の人数だと１カ所で集められるのではないかという話も出ました。どうしても中身は懇談会

と報告会の混同が見られてしまうということです。参加人数があの人数では、報告会はやめた

らいいのではないかという話も出ていました。 
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今後の課題ですが、報告会のあり方を抜本的に検討すべきだということ。それから、ただそ

この中で広報持参で話し合いに参加している人の姿を見ると、その人たち全員の姿が見えると。

だから期待している人もいるのだということは忘れないようにしなければならないということ。

それから、登別市の市民フォーラムのような形にしたらどうなのかという、大規模にまとめて

１カ所でやるというそのようなやり方なのですが、登別もやはり中身は似たようなものだとい

う評価はあります。実際には、ここの根底にあるのは議会報告会は難しいという半面、それぞ

れ個人の報告会を開催する努力が必要ではないかという、皆さん支持者がそれぞれいるわけで、

その人たちに対してそれぞれに報告会をやっていけば議員の姿も見えるし、それが一番の効果

ではないのかという話も出ていました。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） それでは、Ｂ班、本間です。手元の資料というか、③番目にお手

元の資料ございますので、それについて説明したいと思います。Ｂ班も反省項目について特に

出ませんでした。ここにもありますが、エコリサイクルセンターについて資料がほしいという

ところもありましたので、前回もありましたが、なかなか資料の準備ができなかったので、も

う少し資料の準備、数字等々がたくさん出てくるようなことがありましたら、資料があったほ

うがいいのかと思いました。 

実施時間と会場、班編成、周知宣伝、報告の仕方、資料の準備ですが、特に班のほうからは

出ておりませんでした。 

全体評価になりますが、今後の課題として各委員から共通のお話として出ていたのが、斎藤

副小委員長のほうからも出ていましたが、議会報告会、懇談会も含めてそのあり方についても

う少し議論したほうがいいのではないかというのが、議員からの同様の意見がありました。 

ここにおられますが、参加者が毎日同じ人になっていると。報告会は年１回で１会場という

のがいいだろうと。これも出ていたことなのでそのまま書きましたが、懇談会を中止にしたら

どうかというようなお話も出ておりました。ある議員からも出ていましたが、報告会、懇談会

のときに個人の発言について出ていましたが、これも今回の報告会でそれを意識して、今まで

皆さんとお話ししてきたような、個人発言はしてはいけなというようなルールがあったので、

それを意識しすぎていたというようなことが反省で出ていて、各班から聞いたお話にもよりま

すが、いろいろ個人の発言が出ていたというか、個人の考え方も出ていたという話もありまし

たので、僕も司会として許していた部分もありますが、改めて明確なルールをつくってもらえ

ないかということも出ておりました。というようなこともありましたので、明確なルールがい

るかどうかというのをこれから皆さんにお聞きしたいと思います。 

それと、今後の課題というのは、言いましたように報告会のあり方、もう少しみんなで議論

していただいて、次回どのようなことを、どのような企画をしたらいいかということを話して

いただければというようなこと。これ本当にＢ班の共通の意見でした。ということでＢ班はこ

れで終わりです。 

続きまして、Ｃ班、前田委員お願いします。 

○委員（前田博之君） 実施時期と開催時期、これはいいのではないかということです。 
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実施会場、班編成もよかったのではないか。 

周知と宣伝は特にありません。 

それと報告のテーマと報告の仕方、これはＡ班と同じような考え方です。行政寄りというか

行政の言葉ではなくて、もっと議会として何をしたか、あるいはトータル的な議会の意思とし

ては、公募で決めることはできませんでしたが、そのテーマによってこのような議論があった、

こういう指摘をしたとか、そういうことをきちんというべきではないか。ただ、行政がああし

たこうしたではなく、議員みずからが行政を守るというか、代弁しているようではだめだと。

そういうことをきちんと言わないからそのように言われるのではないかということであります。 

次に、資料の準備についてもうちのほうは発表する人は共通のものをつくって、それにある

程度時間内に収まるようにしましたので、まあまあではないかということです。 

住民の要望、これについては前回に議会でこうしますと約束した人がいるのです。それを本

人に通知したり後でどう対処したかも何も言わないものですから、当日言われたのです。それ

を教訓にして、議会が出席して個人が何らかの形で引き受けたものについては、きちんと後日

処理しなければいけないと。それで、質問で引き受けたものは後日報告する。あるいは整理す

るということ。それで、あとは司会者の裁量によって、ケース・バイ・ケースで考えて、質問

者に期待を抱かせるようなことはしないと。その場できちんと整理をしたほうがいいのではな

いかということでございます。 

文書質問の要望の取り扱いについては、特になかったです。 

全体評価として、Ｃ班としてはまあまあではないかと。今までの中でもよかった。というこ

とは、個人の考えを問われても、この班は個人の考えは個人の考えできちんと言うようにしま

したから。それによって整理していくということでしました。 

今後の課題については、懇談会・報告会合わせて年１回程度ではないかと。それと、報告会

で時間をつくって報告しても、ほとんどの方は報告している内容がわからないと。さわりだけ

やるから。そうであれば、テーマも決めないで、懇談の中で、そういう部分的なものが出てき

たときはお互いに話し合ったほうがいいのではないかというようなことです。あと、逆に班を

もっと細かくして、３人なら３人して、資質の問題もあるけれど、組み合わせの問題もあるけ

れど、会場を９カ所でやっていいから、１日か２日で一斉に終わらせてしまったほうがいいの

ではないか。そうすれば同じ人が持ち回りで歩けなくなるから。ただ、15 人が一堂に集まって

も発言が制約されるから、３人で会場を細分化して一斉に終わらせてしまうというのがいいの

ではないかと。だけれども、僕が言ったのは、３人でやったら、悪いけれど新人だとかわから

ない人がやってしまうと、答える人が大変になるだろうと。逆に議員の資質がわかってしまう

から大変だという話もあったのです。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 今何点か後日整理するというのがありました。前田委員。 

○委員（前田博之君） 司会者の裁量できちんと整理しなければいけないということです。仮

に、この人が聞きますと言っても、責任が来るようであれば、町の問題だから町にあなたが問

い合わせをしてくれとか、これは議会でやれませんとか、そういうことです。 
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○小委員長（本間広朗君） 今反省項目について大体話し合われました。まずこの反省項目の

１つ１つについてはやらないで、全体を通して皆さんの意見お聞きしたいと思います。今言わ

れたもの全部重要なのですが、小委員会で整理していきたいと思いますので。これ常任委員会

のほうでもかけて整理して、提出していきたいと思いますので、何かと特にほかの委員からも

質問あれば。 

齊藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） Ｂ班が言った議員の個人的発言はルールが必要だということな

のだけれども、今Ｃ班の話を聞くと、そのあたりというのは報告事項とそれから個人の答弁に

かかわる部分ということを分けてやったはずだと。そのような約束できたわけだから、今さら

これからルールをつくれと言っても、それ以上のルールというのはないだろうと思うのです。

みんな意見の違う人が寄り集まってやっているのだから、議会報告会が難しいと言っているの

はそこなのだから。だから約束事として、報告は客観的にやりましょうと。出てきた質問に対

する答えは個人の意見だという形の上で、そこはきちんとやりましょうというそのような運営

になっているのではないかと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） このことに対して常任委員会でもお話が出ているので。僕もその

会場で議員同士そのような場面がありましたので、これは個人の意見として、例えば議会で発

言したこと、個人の意見ですからとただ言うのではなくて、そのようなことがあって私はその

ような発言をしましたというようなことを言えばそれでいいのではないかということをその場

面で、個人的な発言に対してそのように住民の方と。議員の方もそうですが、そのように説明

した場面がありました。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） Ｂ班で、僕がＢ班の人から聞いたわけではないから、出ていた人から

聞いたのだけれど、佐藤悦夫さんが行かれていたでしょう。いみじくも齊藤議員も、僕らも言

っているけれども、Ｂ班は議員の意見を言うなとか、発言したら個人の名前を言って、個人が

このようなことを言ってはだめだとか、かなりもめていたようだというのだけれども、そのよ

うなことをするから不信感を持たれるのです。Ｃ班は、定数と削減については、ここにいる５

人の方はどう思いますかと。前段はいろいろ議論しているのだから、私はそれについては個々

の問題もあるし、議会だって値上げについては若い人、若い人と言っているけれど、それは方

向性として議論されているけれど、個々の議員は多様性をもって議運でも議論していますと。

このように言っているのです。そして、個人の意見としてはそれぞれ違いますから、では、熊

谷議員、近藤議員、大渕議員と、最後、私も司会者だから言いますと言ってそれぞれ意見を言

いました。僕は極端に言うと、報酬と定数はリンクすると。大渕さんは別だと。そうしたらそ

の人はわかりましたというのです。なぜＢ班は来ている方に紛らわしいやり方をしたのかと。

批判ではないです。 

○小委員長（本間広朗君） ただ、ある議員から、発言している議員にそれは違うようという

場面があったので、それで僕は個人の発言を許したと言ったら、常任委員会でもそのようなお
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話ししていますので、それは構わないですよというようなことを今言われた会場でやり取りが

あったので、僕は個人的な発言、このようなことを議会で話したり、こう思っていますという

ようなことを言ってもいいですよと断っていて、住民の方もそうだよなというようなお話し。

そのような場面があったので。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 立て分けしなければいけないと思うのだけれど、議会報告会、議会と

して報告するときに個人の意見を入れてやったら困るということなのです。そのほかは個人の

意見だとか、報酬に対してみんなどのように考えているだとか、職員の給与を上げたけれど、

みんな賛成したようだけれど、どういうことで賛成したのかと聞かれて、それに対しては自分

たちがこのような考えで賛成しましたと言っているのだから、こちら側のほうが言うべきでは

ないとか、それは議員が勘違いしていることであって、きちんとしていかなければいけないと

いうこと。その辺はきちんと立て分けして、報告の中に、このようになったけれども私はこの

ような考えだったのだということを言われてしまうだけだから、その辺はきちんと立て分けす

れば問題は出てこないと私は思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 報告のときにはきちんと報告していますけれども、その後の住民

からの意見のときにそのような場面があったので、私も司会なのでそのようなことを整理して

やったつもりなのですが、住民から見るとそのような。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） ほかの人たちは多少わからないで言うからいいのだけれど、やはり先

輩議員が、我々の立場を経験してきて、そして第三者として見ていて、そのような意見があっ

たから言わせてもらっているのです。そういうことですから。普通の人が言っているのなら僕

はそこまでどうだこうだと言わないのだけれど、やり取りがある程度浅くしか見えないだろう

けれど、佐藤悦夫さんは議会をやって、今回見に行ってそのような意見をもらったものだから

ちょっと言っただけの話です。 

○小委員長（本間広朗君） 齊藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） 経験上、私も坂下さんのときに初めてやったあのときにはたで

聞いていて、一番いやらしかったのは、始まる前に座を乱すやつは追い出しますと。問題があ

れば、問題発言は注意しますとか、事が始まる前にそういう制限をかけてしまうとか、来てい

るお客さんに対してまず威圧をかけておいて、それから話をさせようと、そのやり方が一つ。 

それから聞いていて面白くなかったのは、ここまでは議会の中で意見統一しています。その

範囲までしか言えませんという。議員個人の意見を聞きに行ったのに、そうやって頭からふさ

がれてしまうと、何をしにここへ来たのかと。それだけはしてはいけないと。それは思ってき

たのです。だから、あくまでも客観的なものと、それから個人的に私はこう考えるのだとはっ

きりさせた上でしゃべることがこの運営の目的ではなかったかと。ただ、そのように言っても、

自分の考えを織り込んで入れるとか、客観的に答えなければならない部分を、俺はこうだと。

このように、それをどこで整理していいのか司会をやっていてわからないことがいっぱいある
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わけです。その辺は仕方がないかなと。せめて全体報告のときには客観的でなければならない

と。そこだけ守られれば仕方がないと。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） みんなが個々の意見を求められたりなどして、言ってからとめたらお

かしいのです。本当に。だからやる前に議員自体がきちっと自覚をして。相手も何を聞いても

いいということではないので、その辺やはり司会の采配だと思うのです。個人攻撃的なものが

あるわけです。そういうことには対応しませんということは言っていますので、テーマにかか

わって賛否をしたことに対して、あなたはどうして賛成したの、どうして反対したのと聞かれ

たときには、それはそのことに対してやったからいいのだけれど、ほかのほうの違うことをも

ってきて、このような態度で、このようなことをしたけれどもどうなのだということになって

くるとそれは違うので、その辺の立て分け、司会者がとめたりとか、議員は今回の報告なら報

告の中で、テーマの中で自分たちが賛否をしたことを問われたら責任をもって答えるというこ

とをきちんともっていれば、言ってしまってからとめて議員同士でそれをやっては、議員同士

でどのような報告会をやろうともっていたのかということになってしまうような気がするので

す。だから、きちんとしておくということも大事だと思います。 

○小委員長（本間広朗君） それについて若干わかっていなかったのかなという議員もいたの

でそういう報告させていただきました。この反省項目について何かございましたら。本当に報

告会については次回やりたいと思いますので。今のような個人的な発言と。 

齊藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） 今Ｃ班から出たのだけれども、引き受けた事項については責任

を持ちなさいと。誰が責任を持つか。個人が持つのか、議会として責任を持つのか、個々いろ

いろあるような気がするのだけれども、あの時、名前を出してはどうかわからないけれども、

熊谷委員が司会をやっていて、それで、それは何とかしますみたいな言い方をして、いいのと

思ったことが何カ所かあったのです。そういう場合にどうするのか。その辺りはっきりしてお

かなければ、後で何とかなるだろうという思いで引き受ける。それはこちらで何とかしますと

いう言い方をしてしまったのかどうなのか。そのあたりがよく見えないのだけれども、これ気

をつけなければならないことだと。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これ議会報告会だから、議会として出て行っているわけなのです。そ

れこそ関係のない個人の発言になってしまうのです。個人がそれは対応しますなんて、議会と

して出ているに、私が対応しますとかああそれはとか簡単に受けるという、そのこと自体が問

題があるのだと思うのです。議会として出ているのだから、議会として受けて、その対応がで

きるかどうかということを、先ほど言った司会者がきちんと判断をすると。ここは個人の議会

報告会ではないので、個人が受けるということではなしに、議会として伺っておきますとか、

その対応については後ほどできるかどうかはお返事しますという形でやっていくといいのでは

ないかとも思うのです。個人がそれをやってしまうと、それはとめるべきだと思う。それはあ
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なたが今答えるべきではないですというふうにやるべき。その辺はきちんとしておいたほうが

いいかもしれない。 

○小委員長（本間広朗君） こういう話は、何度か似たような話は出てきていると思います。

僕も司会をずっとしていますが、そのときはやはり、これを持ち帰って後で何らかの形、議会

だより、このような総括の中でこのようなものが出てきたら、後で何らかの形で報告しますと

いうようなことを言って、その場で収めてきてはいますが、今言われたように住民のほうから

急ぐような形で、次の議会だよりとかそのような何らかの形で周知するときに、それまでに議

会報告会が先なのか、議会だよりが先なのか、その辺わからないですが、それが後々になって

しまうとまずいと思いますので、そういう対応をどうしていくのかというのを考えないと、電

話等で説明するのか、議会だよりで報告していくのか、その辺も今後いろいろ考えていかなけ

ればだめなのか。だから、先ほど前田委員から言われたように、直接そこで、司会者がある程

度きちんと整理して、これは時間がかかるかもしれないけれど、何らかの形で、議会だより等々

で報告しますとかそのような司会者の対応の仕方が求められるのかなと思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） どなたか、みんな順番に司会をやっていくという一つの基本的なルー

ルがあるのだけれども、議会懇談会、議会報告会だと吉田委員も言ったけれど、そこを認識し

てきちんと整理していかなければだめなのです。だから、町政の部分についてこのような問題

があるわけです。どのようになっているのだと。それは町側に立った形でよく言ってあげよう

と思うからおかしいのであって、議会とすれば、それは反対なら反対で、議会はおかしいと否

決して、あるいは賛成している部分で、それならはっきり言えるけれど、だけど同じ賛成でも、

議場の中で質問したりして意見を言っているわけです。こういう問題がありました。こういう

ことは皆さん認識しています。だからこうです。 

うちのほうではバイオマスの件が出たわけです。それで建設厚生常任委員会を開いてもらっ

たけれど、それは建設厚生常任委員会の問題だよと。ここに委員長はいないけれど、委員の人

は、対応してくださいと言ったら委員長に言ってそれは委員会を開いてみますと。約束できな

いけれど委員会を開きますと。その委員会については会長さんのほうに連絡を入れます。それ

によっては、開けなかったのなら開けなかったということを言えばいいし、今回みたいに開い

て、そこに会長がきていたから、それではこのような報告にさせてもらいます。帰ったら報告

してください。そのように議会としてできるものについてはその場でできるできない整理をし

て、持ってきて返事をすればいいけれど、町の部分については理事者とか職員で行っているわ

けではないのだから、その辺はきちんと認識するという、委員がそのような立場になったとき

に最低のルールとして知っていて臨んでいると思うし、それでなければいけないのです。基本

的なことなのです。 

○小委員長（本間広朗君） 今町のことではなくて、今回のバイオマスに関しても、これやは

り報告会でそのような話が出て、すぐ建設厚生常任委員会が対応して、これはすごくいいこと

だと。報告会をやる意味があったのかなと。そういういい意味でとらえて反省していったらい
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いのかなと。その部分はよかったと思います。今委員が言われたように、その部分も町と議会

側とある程度整理して対応していくようにすればいいのではないかと思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） あとは回数の問題ではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 齊藤副小委員長どうぞ。 

○副小委員長（斎藤征信君） 話せばきりがないのだけれど、今このような反省の中で、当面

している秋口の懇談会どうするかということを決めておかなければ間に合わないだろうと。 

 もう一つは、みんなの班から出たけれど、抜本的に直すというか、年１回にするとか、希望

するとか、そのような大がかりな改善というのはこの次に回したとしても、今あと残された時

間、秋口の懇談会ですか。明確にはなっていないはずなのです。その辺の方向をきちんと理由

をもってここで答えを出しておかないと。そこだけしっかりしておいてほしい。 

○小委員長（本間広朗君） 今、斎藤副小委員長から次の懇談会についてそのようなお話も出

ていましたので、それについて小委員会のほうである程度まとめておきたいと思います。委員

の方どなたか、やるのかやらないのかその辺、なぜやらないのか含めて発言していただきたい

と思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 今回 10 月 30 日が選挙かな。そうするともう時期的にできないと思う

のです。11 月の何日かが初議会になって、すぐに 12 月定例会になりますし、準備とかでなか

なか難しいと思います。だから秋はなし。 

○小委員長（本間広朗君） 懇談会はやらないということでよろしいですか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） やはり、やらないのではなくてできないだろうと思うのです。できな

いのであれば先ほど委員長がおっしゃったようにできない理由をきちんと述べて、６月の広報

に載せるべきかと思うのです。９月の広報だと遅いのではないかと。事務局がつくるでしょう。

だから、私はこういった理由で秋の懇談会はできませんということで、準備期間も取れないと

いうことで、６月の広報に一番裏のところでもいいからきちんと載せておくべきだというふう

に思います。常任委員会を 19 日やるのでしたか、19 日に結論を出して広報が間に合うかどう

かなのです。常任委員会にかけて、それからやらないということで間に合うかどうか。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） どうしても間に合わなければ、町の広報げんきに、お知らせ版にでも

載せてもらえばいいのかなと思いますけれども。改選期のため今年度は議会懇談会を開催でき

ませんと。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員どうぞ。 

○委員（玉井昭一君） 事務局、間に合うのですか、今回の広報に。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局どうぞ。 

○事務局参事（熊倉博之君） ぎりぎりのところで間に合うと思います。19 日の委員会で決定
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すれば、すぐにそのまま載せるという形で準備を進めておきます。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。19 日の常任委員会にかかれば間に合うのですか。それなら

載せたほうがいいです。 

○小委員長（本間広朗君） 齊藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 答えは割に見えているのではないかと思うのです。９月会議を

やって、その後選挙までの１カ月の間に、運動期間も考えれば、まず物理的には入らないだろ

うと。だとすれば、一応その準備はしておいて、印刷間に合わせるという形でいいかな。そん

なにもめる問題ではないだろうと。 

○小委員長（本間広朗君） 事務局どうぞ。 

○事務局参事（熊倉博之君） ９月会議ですけれども、大方日程が決まりました。最終が 26

日になります。それで、議会の懇談会は決まり上９月に開かなければならないということで決

まっておりますので、もしやるとすれば 26 日から 30 日までの４日間でやらなければならない。

となれば、もう時期的にも、期間的にも、無理があるのではないかと事務局のほうも判断して

おります。 

○副小委員長（斎藤征信君） これは無理だな。どう考えても無理だな。 

○小委員長（本間広朗君） 定例会、一般質問もありますので、その準備等々もあるので。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 選挙モードに入ってくるので、懇談会を開いてもスタンドプレーにな

る可能性もあるのでやめたほうがいいです。 

○小委員長（本間広朗君） ほかにございますか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） ほかにどうするかということと、特に何か。 

齊藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） あと残された問題は、全部次回回しになっていくわけで、方向

性として打ち出しておかなければならないのは、報告会と懇談会をどのような形で持っていく

かと。それぞれに改善するか、一本化することが望ましいか。それだけは次期に向けて方向だ

けは出しておかなければならないということだと思うのです。ですからこの次集まる小委員会

の中で大体方向性を出しておけば、日程的には間に合う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） わかりました。ほかにありますか。 

それと、今前田委員のほうから会場の意見要望が出ておりません。これそのまま常任委員会

に出します。それで、みんなに見ていただいて、後でそれについて小委員会で会議やりますの

で、そこで整理していきますので、もし前田委員のほうから意見要望等ありましたら出してい

ただいて、そのまま常任委員会へ提出していきます。前回もそうなのですが、そういう形で取

っておりますので、それでいいかどうかということを含めて。 

齊藤副小委員長どうぞ。 
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○副小委員長（斎藤征信君） その件について、テープずっとほどいてみたら、かなりみんな

しゃべってくれるのだけれど、それに委員が、皆さんが答えてくれているのです。だから長く

ごちゃごちゃと書かなくてもいいから、簡単にまとめて、一言でまとめて羅列していくという

形でいいのではないかと。ほとんどはその場で答えてありますと。ただ答えられなかった要望

や何かがあればそれだけはしっかり残す。それをどうするかは考えると。その辺はっきりして

おかないと、何でもかんでもごちゃごちゃ書いたら大変だし、テープをほどくには聞きづらく

て、とてもじゃないけれど大変な仕事です。だから一言でまとめてもらえればと思うのですが。

○小委員長（本間広朗君） まず各班の意見要望というのは、常任委員会に出す、委員が共有

できればいいと、こういう班ではこういう意見要望が出ていましたと。できるだけ僕もテープ

を聞いてやったのですが、なかなか聞きとれない部分とか、大事な部分聞きとれないとかたく

さんあって、大体、そのまま書いたら変な文章になってしまうので、いろいろ要約して書いて

おりますので、できるだけ余り長くならないように要点だけ書いて出すようにしていますが、

長い文章もありますが、そういう形で各班出していただいて、常任委員会で共有したいと思い

ますのでよろしくお願いしたいと思います。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ずっと気になっていた倫理条例、改正しましたね。それをしっかり広

報で、そんな条項を書くのではなくて、人数的な何十分の一に直してそういうものを審査請求

できるような形にしたとか、議員も２名以上でできるようになったとか、町民にかかわる部分。 

それから、議員はこのようなことはしてはならないということがこのように明確になりまし

たとか。そういったわかりやすく、何条の何項はどうのこうではなくて、このような部分を改

正しました。このように議員は倫理条例をもってやりますというのを町民に出すべきだという

話が出ていたのです。私、議運で出してくるべきだと思ったのですが。それを広報でわかりや

すく説明してはどうかという話があったのです。それを私が迷いながら、載せなければいけな

いのでは。今回なのだと思って気になっていたのですが。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） この前の話では、やはり委員会ごとにレポートをつくるということだ

から、議運から原稿を上げてもらわなければだめではないですか。ただ羅列してもだめだから、

１つの企画みたいに１ページなら１ページにきちんと、前にも言ったようにわかりやすく原稿

をつくってくださいと。それを広報で、委員で審査しましょうというふうに理解を得ていたの

ではないですか。小委員長のほうからきちんと言わなければだめではないのでしょうか。 

○小委員長（本間広朗君） 齊藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） まさに町民が求めている議会活動のわかりやすさというのは、

やはりその辺だろうと思うのです。倫理条例決まりました、何条がこうなりましたなどと、そ

のような報告はいらないのです。１ページ、２ページ使って、このようにしていきますと。頑

張りますということが見えるページをつくらなければならないという、それの１番最初のこの

問題だと思うのです。それが突然ここで言われてもどうしようもないので、これは本当にどこ
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から出てくるべきことなのか。これは本当に議運で検討して煮詰めたのであれば、議運からこ

のようになったから広報に載せたいと。このように申し入れがあって初めて、では原稿を書い

てくださいと。このような形を取らなければ、こちらが先取りして何かないかと探して歩くの

ではなくて、同じ議員同士の中だから、議運からどんどんそのような要請があって、ニュース

がかわっていくということにしたいと思うのです。今こう言われたからやはりそれは議運のほ

うと相談して、出てくるのは議運ですね。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今齊藤副小委員長がおっしゃるとおりです。ですから、議運で気がつ

いていなければ逆に委員長のほうから言って、書く、書かないの返事はくると思いますが、書

かないというのなら書かなくても仕方がないと思うのです。この前もあったのです。広報で書

けという話ですから。それはだめだと言って、書かなければ手を貸す必要はないと思います。

それはそれで没にしましょう。それはそれできちんとしておかなければ、総務だって、もし条

例一部改正をしても、それは起承転結を書いて、このようにしたと報告しようと思っています。

そういう部分の各委員会が親しまれる議会をつくるために広報にどのようなことを書くべきか

とか、知らせるべきかという認識をそれぞれにしてもらわなければだめだということなのです。

我々小委員会ではなくて。そのようなことです。 

○小委員長（本間広朗君） 齊藤副小委員長。 

○副小委員長（斎藤征信君） 今言われたことはそのとおりなのですが、ただ、もちろんこの

ように話が出た以上はこちらからも申し入れて書いてくださいと。本当に難しいことしか書け

ないということになれば、こちらから取材をして書くというのも編集権の中の一つだと思うの

で、ここで聞いて資料をもらって、分かりやすく記事に直すという作業ももしかしたら出てく

るかもしれない。そのようなことを考えながら申し入れをすることが第一段階ではないかとい

うふうに思います。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） それは理解していますが、聞いて云々ではなくて、まず原稿を書いて

もらうということにしなければだめです。その原稿をもとにして、分からなければ聞いてここ

を省くとか、ここを整理してくださいと戻す。聞いて云々と言ったら書かないですから。やは

り書いてもらわなければだめです。それは最低限です。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私が迷っていたというのは、議運で議会改革をやっても町民にわかっ

ていないと。そういった部分で、倫理条例が改正になってもあのような条例を書いてもわから

ないだろうと、このような話し合いをした。変わった部分だけをやればいいだろうと。そのよ

うにして町民に議会もこのように変えたのですと。このような努力をしていますということを

知ってもらうためには必要だろうという話をしていたから、当然そちらのほうから出てくるも

のだと思っていたのです。広報に載せるのはそのようにわかりやすく載せたほうがいいですね

という話もしていたわけです。納税の状況も報告するようになったでしょう。そういうことも
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全部報告するようになりました、議長に報告するようになっていますと。身分をきちんと正す

ためにやっていますとか、そういった変わった部分をお知らせするべきだという話が出ていた

のです。だから、これは当然広報から言うのではなくて、あちらのほうから載せてほしいと言

ってくるべきだと。小委員長、副小委員長は議運に出ていないからわからないと思うのだけれ

ど、議運に出ている私たちが、どうやってどこから出てくるのだろうと思っていたのです。編

集になっても何もないから、今回の議会で通ったので、その報告の中で倫理条例が改正されま

しただけではなくて、どういう内容で改正されたのかとお知らせするべきだと。それを議運の

委員長にきちんと言ってください。どのようになったかわかりやすく、必要な部分だけでいい

ので報告する部分を出してくださいと言って、議運の委員長と副委員長に言ったほうがいい。

○小委員長（本間広朗君） これ、特に改めて議会に報告するというのはないのですか。 

ただ今までの議運の議論の流れを書いてもらうという、倫理条例を。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 所管事務調査したものを定例会ごとに出して、それを今まで報告出し

ています。今度はそういうことではなくて、倫理条例を改正するという報告はその前にしてい

るわけです。今回は議案提案して可決されたのだから、議運の委員長として提案しているのだ

から、それの概要版をきちんと町民にわかりやすくお知らせしましょうということです。担当

委員会だから、所管の委員会が決まったことをきちんと町民にわかりやすく原稿を書いて出す

のが筋だということです。まだ間に合います。 

○小委員長（本間広朗君） わかりました。それは今回の広報に載せるということですか。 

事務局、急に出てきたことなので対応・・・これまた改めて議運の委員長に書いてもらうと

なれば、また時間が・・・ 

暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時４９分 

                                         

再開 午後 ２時５０分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて小委員会を再開します。 

今回の倫理条例については間に合わないということで。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 間に合わないではなくて言ってみてください。どのように考えるか。

委員会に言わないのではなくて、こちら側が勝手に何も出てこないではなくて、広報として情

報としてはある程度通ったから、議運としてそれを町民に知らせる必要なないのですかと。提

出がないからですか。 

○小委員長（本間広朗君） 次回もし載せられるようなら載せたいというようなことも言わな

ければならないと思いますので。今回載せるのですか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） だから、言うことだけ言ってください。向こうが間に合わないと言っ
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たら次ということがあってもいいけれど、議会というのは何でも即対応するというのが。６月

決まったことを 11 月に報告しますか。普通それはおかしいでしょう。なぜそうやって毎回出し

ているものに間に合わせるように出せないかということだと思うのです。私は。そのようなこ

とをやるから言われるのです。だから私は、先ほど前田委員が言われたように、間に合わない

のなら町広報げんきでもいいから１ページ足してやってもらう、８月号でもいいから。できな

いと決めてしまう必要何もないと思うのです。議運でそのような話が出ていたのだから。議会

改革って、町民に何でもやっていることをわかってもらえていないと議運で日数、好き勝手に

会議をやっているのではないかと。それは決めたことをきちんとお知らせしていないからだと

いいう議論になって、そういう話になっているわけだから、私はやるべきだというふうに思う

のです。それは絶対にやれないと言ったら、それはそれで議運の委員長副委員長の裁量だから、

私は知りませんけれど。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 物理的に締め切りはいつですか。最終的な今回の出稿締め切りはいつ

になりますか。 

〔「15 日です」と呼ぶ者あり〕 

○委員（前田博之君） それでは、そのような形で今日でも言ってみて、15 日がぎりぎりの出

稿ですから、それまでに書いていただけませんかということを、今吉田委員が話したような形

で申し出してください。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） それでなければ、11 月の最後に報告しますと言ってみてください。広

報としては議運から言ってくるものだと思っていましたと。私は議運のメンバーではないから

わからなかったけれど、話を聞くと町民にお知らせするべきだと言っていた話があったので。 

○小委員長（本間広朗君） それでは、議運の委員長と副委員長に今日中にお話ししたいと思

います。これ、書いていただくという了承を得ないとだめですね。もちろん締め切り 15 日まで。

それとページ数どうするかというのも・・・13 日にそれをやりますか。確認を取っておかない

と・・・やる方向で。書いてくださいということはお願いします。書ける、書けないはあちら

のほうでということで、かけ合ってみたいと思います。 

ほかに何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 次回は報告会と懇談会のあり方というか、じっくり議論していき

たいと思います。 

                                         

◎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。 

（午後 ２時５５分） 


