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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１３日（水曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ２時３８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（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） 

                                         

○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いたします。 

（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と議会報告会について議論してい

きたいと思います。 

まず、一般質問の原稿校正から進めたいと思いますが、お手元に校正されて郵送されたもの

が送られていると思います。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時００分 

                                         

再開 午後 １時１４分 

○小委員長（本間広朗君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

２番目の議会報告会のまとめについて会議をしたいと思います。前回少し入って、反省項目

について議論をしました。その中でＡ班、Ｂ班、Ｃ班の各班長さんから反省項目についていろ

いろ出されていました。それでちょっと私の押さえるところは何点か押さえてはおりましたが、

ちょっと前回お二人休んでおりましたので、私のところである程度簡単に挙げておいて、あと

Ａ班、Ｃ班の方から何かお気づきの点がどうしてもこういうことがということがありましたら

発言していただきたいと思います。 

それでは、前回の反省、全体を通してのほうがいいですね。全体を通して出されたことを何

点か挙げてみたいと思います。まず、参加者なのですけど、参加者が固定化しているのではな

いかと。これでなかなか人が集まらないと。実際に 100 名近くの方が三日間を通してＡ班、Ｂ

班を通しているのですが、90 何名の中には何度も会場に足を運んでいただいた、では実質何名

になるのかという、その参加者の固定化というのも一つあります。 

それとちょっと、議会報告会は行政の代弁ではないのかというお話も出ていました。まちの

ことは直接まちのほうに町内会などを通して申し出たらどうかという話も出ていました。 

それと、懇談会、これもちょっといろいろとそういう改選期にも当たり、懇談会は難しいの

ではないかというお話も出ていました。そのことを議会だよりに間に合うかどうかちょっと、

秋は間に合わない。広報げんきに載せたらどうかというお話も出ていました。もちろん改選期

も９月終わりますので、改選期に当たりますので、常任委員会でもそういうような、どうする

のだというお話が出ていましたので、小委員会のほうでちょっとある程度まとめて、懇談会は

中止という方向にいきたいと思います。 

それと、これはあと報告会の一番大きな問題として、報告会のあり方についてこれからきょ

うじっくり議論していただきたいと思います。報告会のあり方について方向性をこの小委員会

でもある程度出していきたいと思います。 
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例えば、班を細かくして１日でやったらどうかとか、いろんな各班でそういうような反省会

をしておりますので、その辺いろいろお話が出ていると思いますので、それらをきょうまとめ

ていただいて、19 日の常任委員会に提出していきたいと思います。まだ細かいところがいろい

ろありますが、あと各班長さんの何か気づいたところ、これはどうしてもというところがあり

ましたらちょっと出していただいて、改めてここで前回聞けなかった方にもお話をしていただ

いて、それもある程度まとめて常任委員会のほうにも小委員会として出していきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。押さえているところはあれですけど、大体重要なところをち

ょっと出していただいて。Ａ班、齋藤副小委員長。 

○副小委員長（齋藤征信君） 齋藤です。今本間委員長から大体の件につきましては報告しま

したけど、細かく言うと項目別にいろいろまだまだ出ていたのです。それをいちいち言ってい

るあれもないものですから、本当に重要な部分というのは、かなり報告会については難しいと

いうことがいろいろと論議されているのです。運営上難しいし、それから報告するほうもそれ

が客観的なものなのか個人の意見なのか、そういうところの区別というのがなかなか議論の中

で判断するのは難しいというのが一つ。 

それから、一方的に罵声を浴びせられたり、挑発をされたりするような場面もあって、中に

は話に入れない人もいたと。だけれども、中には議会だよりを持ってきて、そして確かめよう

としていた人も、そういう人たちの善意というのはやはり理解しなければならないのかという

ようなことも出ていたのです。実際には、難しいということを受けて、これから報告会のあり

方というものを抜本的に改善する必要があるのではないかと。これは、今度新たな人たちの課

題になるのかもしれませんけれども、町連合の応援を受けながらもう少しやる方法があるので

はないかということと、１カ所にしてみんなでやったほうがいいのではないかという意見。 

それともう一つは、懇談会と報告会があるのだから懇談会を主にして報告会をやめたらどう

なのだという、そういう方向。いろいろそういうものが出てきたのです。その中からどの方向

を選ぶかという、これが一番この小委員会に与えられた問題なのかというふうには受けとめた

のです。大体そんなところです。 

○小委員長（本間広朗君） 今言われたところが今後の大きな課題になるかと思いますので、

その辺をちょっと皆さんで議論していただきたいと思います。今齋藤副小委員長のほうからも

出されましたが、本当にこの議会報告会のあり方、もちろん懇談会もそうですが、運営上なか

なか難しいのではないかという。これは前田委員の班から出されたかどうかわからないのです

が、うちの班からもそういうような反省のときに出ていました。その前にちょっと反省項目に

ついて特にないようでしたらそちらのほうに入っていったほうがいいのかと。今後の課題とい

うところがあります。齋藤副小委員長。 

○副小委員長（齋藤征信君） そのぐらいにして入っていったほうがいいのではないですか。

細かいことをごちゃごちゃ言っても形を何とかして変えていかないとならないから。形が変わ

ろうと中止になろうとやはりその時点でまた細かいことは考えなくてはならないわけだから、

今その細かいことを、班編なりをどうするかだとか、報告テーマをどうするかだとかというの
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は、そんなことを話をしてみてもいずれ変わってしまうことだから、大ごとの部分を話をする

ということが大事なのではないかと。 

一つだけつけ足しておきます。先ほどの中で、Ａ班で話し合いをしたときに、報告会はこん

な状態だったらやめたらという意見があったのです。だけれどもやめるにしろ、先ほど言った

ように形を変えるという手もあるのだけれども、やめるのだったらその前提として議員として

個人で報告をするという、そういうものをきちんと持っていなかったら、ただやめましたでは

済まないだろうと。あくまでも議会内の活動やら、決まったことを町民に報告する義務という

のは一人一人持っているわけですから、だから会派ごとにやるのか、個人でやるのか、それか

ら何人かが集まってやるのか、そういうことはいろいろ形はあるだろうけれども、個人で報告

をする建前をきちんとみんなで約束する必要があるのではないかと、こういう話も出ていたこ

とをつけ加えておきます。 

○小委員長（本間広朗君） ほかに何かお気づきの点がございましたら。今何点か出たところ

で何か言いたいことがありましたら。齋藤副小委員長。 

○副小委員長（齋藤征信君） 問題になっているのは報告会なのだから、この報告会の形を押

さえて残す方向で考えるのか、それともやめるということを前提にいろいろと対策を取るか、

そのあたりの方向性をまずみんなに意見をもらったらいいのではないですか。 

○小委員長（本間広朗君） 極端に残すかやめるかということですね。ちょっと、極論ではな

いですけど、本当に残すかやめるか、その辺本当に議会で議会報告会、懇談会が今問われてい

るところだと思いますが、ただなかなかやはり今までずっとやってきて確かに人数は、参加す

る方は少ないかもしれないけど、ここでせっかく町民の前に出ていろいろとそういう報告なり

懇談なり、これは本当に無駄ではないと言ったらあれですけど、やはりいろいろと議会を知っ

ていただくためには長い目で見てやっていかなければならないのかと私は個人的には思ってい

ました。なかなか結果は出ないかもしれないですけど、やはり皆さんの本当にお知恵を借りて、

ただ、今言われたようにある程度年に１回にしぼって本当に１会場にするか、２会場にするか

で年に一度報告会というテーマがいいのか、懇談会というのがいいのかわからないですけど、

形を変えて何かしら、町民もいろいろ、議会には上がってこないかもしれないですけど地域で

はいろいろそういう問題を抱えているところがあると思いますので、その辺やはり普段なかな

か言えない方が、私たち議会が地域に行っていろいろなお話を聞いてくる、これはできればな

くしたくないという私個人的な意見ですけど。どうぞ皆さんの意見もいろいろ小委員会で、こ

れをある程度まとめて常任委員会のほうで出していきたいと思いますので、いろんなこういう

意見があったということをちょっとお話していきたいと思いますので、どうぞ気づいたところ

がありましたら。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。結局は、これをずっとやってみて報告会は先ほど齋藤副小

委員長が言ったように町民の代弁者みたいなようなものだと町民に言われたと言っているのだ

けれども、大事なことはやはり議会報告会というのはどうしても行政の代弁になってしまうの

です。行政で決まったことを報告するわけだから。ところが、いざ報告会に行くと興味のある
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人は同じ人ばかり来るわけです。行政に興味があるからそんなこと全部わかっているわけです。

行政が何をやっているか。それを報告して何の意味があるのかというわけです。だから私は先

般も話をしたのだけど、やはり報告会はもうやらなくてもいいのではないかと、懇談会にすべ

きではないかと。議員のやるべきことというのは、あるべき姿というのは、要は町民の住民の

有権者の税を払った方々のご意見、要望を、この行政の予算の中にどう反映されるか。ここの

ところが議員として一番大事なところなのです。ここのところがどうも私は足りないといつも

思っている。どちらかというと行政の代弁ばかりしている。ここのところが私は指摘をされて

いるところだといつも思っているのです。ですから、報告会は私はやめるべきだと思っていま

す。やはり懇談をして、その懇談をした中で町民の要望、住民の要望を行政にどう反映させて

いくか、ここのところにやはり軸足をおかなければなかなかこの懇談会に、同じ人が来るから

なのです。みんな違う人が来ればいいのですけど、同じ人だからこうなってしまうのです。 

○小委員長（本間広朗君） 齋藤副小委員長。 

○副小委員長（齋藤征信君） 私も結論は出ていないのですけど、議会の報告会をやろうと言

ったのは議員の活動が見えないとか、何をやっているのかわからないということを少しでも解

消するために、町民の間に出て行って説明責任を果たそうということが最初の話だったと思い

ます。やはり出ていくということは町民に認められるということの第一前提なのです。だから、

そういうことを抜かしてこれをやめるという、本当に効果の面からいったらやめるべきかと私

も思うのです。思うのだけれども、ではやめるからそこで出ていくのはやめたということにな

ってしまうとやはり町民に知ってもらうチャンスというのをそれだけ削ってしまうわけです。

だから一つは、うんと小さくしてたくさんの会場を設定することができるかということと。あ

るいは、やめるのであればそのかわり一人一人がみんなどこかでそういう報告会を、個人報告

会を設定するということ。やはりそこのところを前提にしなかったら、やはりお前たち何をや

っているのだという話に、前に言ったときに個人報告会もやるべきだという話をしたときに、

組織を持った人間ならできるかもしれないけれども、一人一人やっている議員にとってはそう

いうことは辛いという話もあったものだから、やはりその辺を何とか克服しなければ簡単にや

めればいいのだということにもならないのかという、その辺の矛盾がまだ解けないでいるので

す。私は本来的に言えば、やはりそれはそれぞれがまちの中で、自分で責任を持って報告をし

ていくのだというのが筋ではないかというふうには思ってはいるのです。 

○小委員長（本間広朗君） ほかにございますか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 開かれた議会づくりという形からいけば開く必要があると思うけれど

も、我々議員として本質、言葉ではわかっているのです。話をするけれども。二元代表制で監

視機能、チェック機能や批判機能がなければだめだと、そして政策提言をしなければいけない、

本来そこなのです。だけども一般的に言えば議会に入ってしまうと野党だとか与党だとか、そ

ういう本来の議員活動と、持った権能をどうしなければいけないということをみんなわかって

いると思います。だけど、いざ行動となると、今松田委員が話をした議会報告となると行政よ

りの言葉、弁護士みたいな、そういう何かはき違えた、そういう公の場になってしまうのです。
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やはり言いにくいこと、批判をされてもいいからそういう議員の持っていることを言えるかど

うかということが本質にないと意味がないと思うのです。本来からいけば会派やっているのだ

から会派の人がやるべきなのです。会派の前に議員があるのだけど、よその場合はみんなきち

んと会派がやっているのです。議会活動をまちに出てやっているのです。そういうことをやる

必要もあるのではないかと。だから、本質的なものがみんな共通認識、こうだということで議

員活動の本質を持っていかないと。私は永遠のテーマだと思います。いくら議会報告をやって

もやはり自分たちかわいいから、その問題についても厳しく言わない人もいれば、まあいいの

ではないかと、あるいは今の体制がこうなのだからそこまで言う必要がないとか、こういう個々

の議員意識を持っているからどんなことをやっても出てくる人は先ほど言ったようにある程度

知っている人、わかっているかどうかは別にして知っている人がやってくると。そこまで知っ

ているからそれでは議会ではないとなってしまうのです。知らない人が来ればいいです。悪い

けど北吉原のふれあいプラザ、お年寄りの女性の方が来て私わかりませんから黙って皆さんの

やっているのを聞いていけばいいのですという人なら別だけど、ある程度の人が聞いたらそう

でしょう。何回も上がっている人は冒頭から説明者に対して何だその説明と、私は聞けと言っ

たのだけど、そういう部分があるのです。だから、その辺をもっと議員となって自己責任、説

明責任を持ってやるかどうかということです。そうではないと私は、ただ形で手をつないで議

会報告をしましょうと言っても、やっている側もそうだし、来る側も不満を持つと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） この議会報告会と議会懇談会という形で、見える議会ということでや

ろうというふうになったときに、最初やはり栗山だとか、私たちはそういうところに視察に行

かないで始めたのです。出発はやはりその報告会をきちんとやるというのは、栗山あたりは予

想をしっかり勉強をして何を聞いても答えられるようにしようということで、そういったとこ

ろの話を聞いて私たちはスタートしたのです。だから、予算でも私たちが賛成をしたのだから

議会として報告しようと言ったのだけど、どう考えても同じ議会としてやるようになると個人

の意見とか、そんなに反映されてこないですね。だから、決まった報告になってしまうから聞

いている人たちもわからないとか、難しいとか、意味がないとかということになると思うので

す。だから、そういう面では私はやり方がやはり違っていたのだろうと、内容が。だから、今

までやってきて私が一番よかったと思うのが定数を決めるとき、それから町長選の問題で議会

が不信任案を出したときとか説明に出て行ったのです。議会がとった行動に対して説明に出て

行ったのです。そのときはやはりきちんとした説明がこちら側もできるのです。議会がとった

というか、それぞれがとったのですけれども、だからそういった意味では、報告はやはり議会

が議会改革をやったり、議会が何か決断をしたり町に提案をしたりだとか、そういったことで

やるのならいいのだけど、先ほど言ったように会派だってもちろんそうだと思います。会派だ

とか個人がやはりやったほうがもっともっと自分が言いたいことを言えるし、相手もやはり返

しやすいのではないかと、そんな感じがするのです。だからやはり方法としては報告会のあり

方、内容としては報告会としてやるのであればもっと違った形を考えなければいけないし、今
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のままの報告会ならやはり意味がないというふうに私も思っています。 

それと、町民の中に出ていくという形では齋藤副小委員長が言われたようにどういう形でも

いいから、見えないと言われる、何をやっているかわからないと言われる町民の不満をやはり

私たちはきちんと解消していかないとならない責任があるというふうにちょっと思うのです。

だから、そういった形ではどういう形が今後懇談会をするにしてもいいのか、町民の意思と乖

離しない議会をつくっていくということで懇談をやっていますね。だから、町民の声を議会に

生かすために懇談会をやって、みんなの意見を聞いて、それを予算に生かしたりなんかしてい

くということなのだけど、やはりそれを十分受け入れるような体制づくりになっていたかどう

かということも今後の懇談会の反省点にもなってくるだろうと思うし、だからそういったこと

にしてこちら側がもうちょっと内容を切り変えていかないと、やはり来る方々同じ人が何回も

同じところに来て個人的な攻撃になってしまう、それに対して議会として出て行っているから

余り、本当は腹で返していきたいのだけどその場を考えてどうしても抑えていかないとならな

いという、そういったことも踏まえるとやはりどちら側にも何かたまってしまうものがあると

いうことで、そういう部分ではもうちょっとやり方、内容を検討すべきだというふうに思いま

す。報告会がいいのか、懇談会がいいのかというのは、これからみんなでまた考えていくけど、

報告会は今のままではだめだというふうに私は思っています。 

○小委員長（本間広朗君） 齋藤副小委員長。 

○副小委員長（齋藤征信君） ただいまの意見にちょっとつけ足しになるのだけども、もう一

つ我々が考えておかなければならないのは、広報広聴常任委員会をつくったのだからその仕事

として報告会、懇談会、その他いろいろな分科会だとか、それを計画的に全部入れなくてはな

らないということで規定の中に全部入れてスタートしたわけですね。ところが、それが議会改

革の一つだと言ってきたのだけれども、この議会改革に対する何もかにもやらなくてはならな

いということで忙しくてどうにもならなくなった。そういうものを忙しいというふうに感じる

か、考えなければならないかどうかというのはいろいろ意見があるだろうと思うのだけれども、

やはりここの委員会としてはできるだけそういう荷物を少しでも軽くする、議会改革だから仕

方ないではなくて改革の中でも切るものは切っていく、改善するものは改善していくという方

向でやらないと、どんどんふくれっぱなしになってしまうという。それが、だから報告会を切

ってもいいとはならないのだけれども、それも一緒に合わせて考えていかなければならないの

ではないかと。それを考えたときにやはり報告会もやり、懇談会もやるということが今議員に

対してものすごく重く負担になってきているのではないかと。そこのところを考えたら余り無

理はすべきではないのかというふうにも考えているのです。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私も長く議員をやっているのだけど、結局住民が議会何をやっている

のだという大きなのは、昔は行政と議会とはよく両輪だと。これは昔の言葉なのです。昔は両

輪なのです。本当の両輪。だから、今は両輪になっていないところが問題なのです。議会が見

えないのです。昔は、例えば建設委員会なら建設委員会で行政が委員会で何をしたいか聞いた
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ものです。予算の前にです。そして一つ、二つは必ず委員会は住民の要望を委員会でお話をし

て、それを予算に組み入れたものです。だから両輪と言ったのです。議会と行政は両輪だと。

今は一切ないわけでしょう。予算を全部つくってから、出てしまってから、言っても後の祭り

の話ばかりでしょう。この４年間で議員が言ったのを行政が取り上げたものは一つもないです。

私が一つあると思ったのは、石山の信号、あそこに手押し信号機がつきましたね。議会でこの

４年間で言ってついたのはあれぐらいです。ですから、私は両輪ではないといつも言うでしょ

う。片輪だと。だから、私は今この議会が失速して信用をなくなったのは、結果的には議会の

活動が何もしていないのです。住民から言われてきても、返事をしてきても何も取り上げられ

ない。去年は草一つ刈ってくれないでしょう、行政に言っても。道のでこぼこも春に行政が行

ってチョークをつけたところだけ直しているでしょう。だから、私は行政の両輪がなっていな

いから議会がこれだけ信用が落ちてしまった。ですから私は、地方分権がこれから始まる。で

すから、もっともっと本当の両輪にならなかったら、いくら出かけて行って行政の報告をして

も、今のような町民の議員に対する批評しか言われないのです。私はそうずっと思っています。

だから、私は議長にいつも議会と議員は片輪しかなっていないと、私は大きな声で議場でも何

回か言っています。私が言っているのはそのことなのです。両輪にならなかったらいくら行っ

て話を聞いてきても、そんなのはどこ吹く風です。いくらやっても今の状況ではだめです。 

○小委員長（本間広朗君） 結局、この４年間でいろんな意見、要望出ていますね。私もずっ

と報告の中には本当に議会と議員、それを取り上げて、例えば議員活動にいろいろ反映させて

議員活動をやってくださいというような言葉を言われるのですけど、なかなかそこまで本当に

これだけたくさんの意見、要望が出ている分、なかなか本当に一般質問をする方も少ないし、

かといってそれを町側に議長名で出すということになっていますけど、町の回答というのはそ

れほどやりますということにはならないと思います。その辺、だから住民のほうもなかなか言

っても何も聞いてくれないと。本来そういう姿がいいのかどうかはわかりませんけど、そうい

う意味合いといったらあれですけど、中にはそういう問題もありますので、やはりそれを取り

上げてやっていくというのも議会なのかと思って。前田委員。 

○委員（前田博之君） 今も話があったけど、確かにそうなのです。だから議会報告、懇談を

やっても議会にかかる部分について大いに議論をするのだけど、議会報告会、懇談会は、変な

話、議会がその要望を受けたりどうだということがどうなのだと思うのです。今の町政がどう

なのだではなく、過去には首長が町政懇談会でも町連合になんかに任せていなかったのです。

町が自分の足で町内会に行っていろいろひざを交えて聞いてきて、それで課題を整理していっ

たのです。今はそういうことをやっていないから議会が行ったら細かいことばかり言うのです。

そういう部分の、我々がやる仕分けというのを整理しないと、先ほど吉田委員もちょっと言っ

たけど、やはり我々の、これはいろいろ考え方があるから別だけど、議員報酬をどうするか、

定数をどうするかというのは、結果的に今回は町民に出ていないのです。議員報酬だって、特

別審査委員の審議会の意見を尊重すればいいのだというのと、あれはやはり我々がそれはそう

だけども町民の意見も聞かなければいけない。そういうことをテーマに持っていけばかなり意
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見も議論ができると思うのだけど。ただ、行政の部分だけ言ってしまうと先ほどみたいな話に

なってしまうのです。ですから、議会として自分たちが何を今議会としてやっているから町民

の声を聞いて議論をしてどうするかと、方向性を見るかという、そういう意識を持たないと、

やはり個々みんな違っているのです。そういう議員としての町政の向かい方が。テーマをつく

ってやっても私は本当に厳しいと思います。そしてそこではっきりものを言うと、後でどうし

てそんな言い方、個人の意見をそんな言うなだとか、ある報告会では。議会で議論をされてい

るのに、これをこう言ったとか、これをこうしたとか、肯定的だとか否定的だとかそういう意

見を言ったのが別な班ではそんなの個人の判断をしたらだめだとか。そうではなくて自己責任

を持ってやっているのだから、この人がこう言ってもいいと思うのだけれども。それぞれの個々

の考えが違うからどんな形を持って行っても。永遠のテーマだと私は思います。私はやってい

てジレンマを感じます。私はどちらかというとはっきりものを言うほうですから。だけどもみ

んなはそう言わないからどうも、いいとか悪いとかは別にして言ったことです。膨らませて言

ったらだめです。そして一つの大きな事業でもそれぞれ考え方が違ってくるから、丸っきり。

だからこれは本当に難しいと思います。私はやらなくてはいけないと思うけど。もっていき方

が非常に個々の個人差もあるし、議員としての考え方がありますから。なるだけの志が違って

くれば違うから、どうもそれを一つの方向性でやるということはどうなのかと思います。当然、

主義とか党派の考えも出てくるから、それを抑えながらやっているのだろうけれども、だけど

節々に出てくるから、そういうことというのは。いくら抑えても。その辺どうかと思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今ちょっと考えたのだけれども、議員になる前は、議員が何をやって

いるのか全然わからなかったです。議員さん頑張ってくださいで終わっていたような気がしま

す。私はこれだけいろんなことが出てくるようになったのは、反対にやはり議会が見えてきて

いるのではないかと思うのです。今までやってきたから。出て何だかんだと言われて、文句も

言われたり、本当に何をやっているのか、資質があるのかと言われたり、いろんなことを言わ

れながら、本当にこうやって言われることが私たちの仕事なのかと思いながら行っているから。

ただ、私は反対に、来ている人も限られていたりするけれども、でもやはり見えてきている部

分があったのだろうというふうには思います。内容はいろんな問題もたくさんあったけど、定

数にしても報酬にしても議員の報酬もやっていることさえ私は知らないときがありましたから。

どちらかといったらボランティアだと思っていました。そんなにもらっているのと後からわか

ったこともあるけれども。そして議員さんというのは毎日仕事に行っていると思っていると人

もいましたし、だから本当に議会というのは見えていなくて当然みたいな形だけれども、今こ

ういうふうに出てくるようになって、こういうふうに議会の日数、議会改革もこうやっていま

すとか、通年議会で何をやっているかわからないというのは、出て行っているからわかってく

れているのであって、私は反対にそう思っているのです。だから決して今までやってきたこと

は、やり方とか、来ている町民の方の意見にも問題があったり、私たちも納得いかないところ

がたくさんあったりしたけれども、でもやってきたことは、出て行っていたことは私は見えて
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きた部分があるのだろうと思います。それはあると思うのです。だから、そういった部分は少

しはやってきたことに自信を持ってもいいと思うのです。ただ、これから、では今のままでい

いのかということをやはり、それは今後考えなくてはならないことだというふうに思うのです。

だから、私は出て行ったことは決して間違いではなかったというふうに思っているし、もちろ

んこれからもいろんな形を変えたり何かししたりしながら、また何か言われてやめてしまった

ら、やはり議会は何かあったらすぐやめてしまうのだと。日程的な調整はもちろんこれから必

要だと思うのです。議会改革の中でこれが必要な会議なのかとか、会議の持ち方をどうするの

だということは議論すべきだと思うのですけれども、その中にこういう広報広聴常任委員会が

一番日数を取るようになったといわれているわけだから、そういった部分での検討はこれから

やっていく中でしっかりともっていくという形にはしていくべきだというふうには思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 本当に、無駄ではないと言ったらあれですけど、私も出て行って、

なかなか皆さんとらえ方は、多分個人、個人違うと思います。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 結局、議会というのはいろいろな言葉の議会です。議会改革なども言

葉でやっているのが議会。 

それからもう一つは、町民の税金を、町民がみずから汗水垂らした税金をきちんと言ったと

おり使ってくれているのか。もちろんチェック機能もあるのだけども、例えばあそこの草を刈

ってくださいとか、道路のでこぼこを直してくださいとか、こういうものにきちんと、私たち

の言ったことにお金が使われるのかと、この考え方と二つあるのです。確かに今吉田委員の言

ったように 70 日が 160 日になっているから、確かに議会は活動をしているかもしれない。では

その活動が見えるのかといったら、私は全然見えないのです。見えないから議会は何をやって

いるのか知らないと言われる。見えないのです。それは言葉だけだからです。言葉で、こうい

う紙に書いたものだけだから。大事なことは、町民が汗水垂らした税金を住民の思いをどこで

反映されるか、これが大事なのです。だから私は、先ほども言ったけれども、例えば 15 億円事

業費がある。15 億円事業費があるけれども、今は簡単に言うと 15 億円全部行政がつくってし

まって出してきている。だから議員の出る場がないわけです。昔は 15 億円あったら２億円は議

員さん何をやったらいいのだろうと相談をしたものだと私は先ほど言ったのです。もう１回か

み砕いて言うと。それがなくなったから何も見えないのです。私が言っているのはそのことな

のです。だから見えないのです。いくら 80 日が 160 日になっても、200 日になったらこんなの

は見えないと言っても住民みんな聞いています。こんなのはいくら聞いても誰のためにやって

いるのだと言っているでしょう。私が言っているのはそういうことなのです。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） この前の議会懇談会で、通年議会で日数の多いということで議員のほ

うも、今松田委員も話をしたように町民のための議会がどうだったというのではなくて、この

１年は正直な話議会改革でほとんど日数を取ったのです。そうすると、議会報告会とか懇談会

をやっても実際の議員活動の中の日数の占めている率というのはそうでもないのです。だから、

私はそれでいいと思います。それで、今松田委員が大事なことを言ったし私もそう思っている
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のだけれども、要約するとこうだと思っているのです。白老町という会社がありますね。社長

が町長なのです。議員は役員だと思っているのです。そして職員は社員なのです。そうすると

当然今言ったように、役員はやはり会社の方針をある程度つくって役員会で提言してもむとこ

ろなのです。そうすれば、今言ったようにある程度議会も、私よく言っている、予算をつくる

にしても議会としてやはり皆さん 16 人なら 16 人いればそれぞれの地域で活動しているから、

あと大きな目でどういうような予算づくりをしていいか、どういうことがあるかと全部は選択

できませんけれども、そういう部分のやはり過去には私も職員だったけれども見えたのです。

だけども今はそれがないですから。町民にすればやはり議員だって行政の中でいろんな予算を

つくったり、そういう町民の要望等を予算化したりするのが議員だと思っていますから、それ

がないということは今言ったような批判にもつながってくるのかと思っています。だからやは

りここで議論するかどうかは別にして、議会のあり方、それこそ両輪のあり方をもっと整理を

していく必要があるのかと思っています。その辺がなければいくら聞いて歩いても聞きっぱな

しになってしまうと思います。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今、皆さんの言っているとおりだと思うのだけれど、私も簡単に言え

ば町と議会と町民、三者が建設的な意見でまとめ合うことが役目だと思います。ところが、そ

のまとめ合うことではなくて、いわばいがみ合っているわけでしょう。議会と町民は仲良くし

ているかもしれません。だけど、こうやって報告会をやると足引っぱりばかりですね。私の目

にはそうとしか見えてこない。行政はどことそういうふうにやるかというと、先ほど松田委員

が言ったように連合会に課題を出して、最初からこういうことをしなくてはならないと思うけ

どと言いつつも連合会から出してくる課題を掌握して町はやっていく。この辺がどうも循環が

なっていないと私は思っています。だから、根本的なこの報告会だけど、報告会は 90 人が来て

くれた。しかし 90 人というのは人口のやや２万分の１、そんなことでは建設的なことなんかに

はならないのだと思うから、これは必要がないのではないかと思っています。懇談会だって結

果は同じことだから、少しこれは休暇というか、休止をして様子を見るほうがいいのではない

かと私は思っています。時間の無駄があったのだから、無駄とは言わないけれども、やった結

果だからわかったのだと思うけれども、だからまるっきり無駄ではなかったと思います。これ

は経験だから。そんなことだと私は思っています。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員のほうからちょっと休止してはどうかという厳しいご意

見も出ていましたが、ほかに何かございませんか。大体、皆さんからいろいろ出ていまして、

ここに私も書きとめてきましたが、本当にここでは残すか中止にするかというのはなかなか結

論は出ないかと思いますが、ただ、今までこの議会報告会の、懇談会もそうですが、あり方に

ついて、できれば残しておいたほうがいいのかというご意見も多い、内容をかえていろんなそ

ういう本当に議論しなければならないところがたくさんあろうかと思います。それをきちんと

整理して、本当に住民のためになるような、そういう報告会と懇談会になるかわかりませんが、

そういう形を持っていければもっともっと本当に町民と議会が離れないようにしっかりまとま
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っていけるような、松田委員のほうからも言われましたけど、昔は予算化できたというような

お話も出ていましたが、それに近いような議論をしっかり議員のほうもいろいろ含めて資質を

問われていますけど、その辺もしっかり勉強をして報告会なり住民の前でそういう説明とか、

いろんなそういう要望を聞いていくということもできるのかと私個人は思っています。熊谷委

員、４年間やってきていかがでしたか。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。実質４年間ではないのです。前任の亡くなった委員長さん

が、約１年間半投げていったと言ったら悪いけれども、こういう形ではなかったわけです。そ

れで、ある程度この広報広聴という委員会を立ち上げた中身の主旨ということを完結しようと

する中身で言うと、結果はどうあれ形的にはできたのかと私は思っています。報告会にしろ、

懇談会というすみ分けをして開催できたということは最初の改選前の考え方から言うとできた

のかと。ただ、皆さんが言っているとおり、その内容についてはやはり当初の思いとは私は違

うかというふうに思います。だから、必要がないのではないかという意見もあるかもしれない

けれども、やはりこの広報広聴という考え方をずっと通していくのであれば，やはりやり方の

考え方をつめたほうがいいかと。ただ、いろんな意見でやはり回数が多いのではないかと。１

つにまとめたほうがいいのではないかという意見もあるけれども、それはどうかとは思うのだ

けれども、それは報告会という今までやっているパターンというのはやはり一方的なので、こ

れは改めるべきだと。これは総括として意見がみんな一緒ではないかと思います。それから懇

談会のやり方については、やはりもうちょっと柔軟な枠組みでやったほうがいいのかというの

が私の意見です。それで、しいていえば報告会はやはり前田委員も言っていましたけれども、

考え方が一緒の人、政策提言をできる、それはちょっと語弊があるかもしれないけれども、私

たちはこうしたいのだと、予算をこういうふうに反映したいのだと言えるような、そういう集

団がやはり町民に向かって報告会をするという形がやはり一番町民には受け入れられるのかと。 

だから松田委員が言っている通り、例えば 15 億円の枠組みの中に２億円ぐらい、議員さん

何に使うのか相談しましょうという機会があったと。そういうことを、いいか悪いかは別です。

だけど町民と一緒にそういう部分を考えられる、もしアクションをおこすのであれば。町内会

連合会がそういうのをやっていると言うのだけど、それとは別ですから。議会が対応をするの

は。そうなれば議会が予算がこうなりましたということも確かに大切なのだけど、それは余り

町民から受け入れられていないと。そうなれば予算の前の報告会をどういうふうに組み立てた

らいいだろうかというやり方が私は１回トライしてもいいのかというふうに思います。ただ、

もうこれは改選をしてしまうので、この次の議員さんの構成がどうなるかわからないので、こ

れはそういう考え方があったという常任委員会の報告にしてもらいたいと思います。皆さんの

意見もそうだと思うのだけど。だけど聞いていると大方、今まで進めてきた報告会については

相当やはり改める中身が多いのではないかと。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 例えばこれを見てもほとんど議員報酬と議員定数とバイオマスですね。

これは我々議会の責任ではないのです。これは行政に町民が物申す、議員報酬は我々が上げる
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とか下げると言ったのではなく、町長が上げると言っただけの話です。行くところこの話ばか

りなのです。では何のために懇談会とか報告会をやっているのですか。これはみんな行政の責

任でしょう。だから先ほどから言っているように、方向性が全然違うのです。例えば 60 日が

70 日、ほかのまち今はそうです。苫小牧も 70 何日です。うち 200 日だと自慢しながら、町民

に言ったらこの議員報酬どうだこうだの話ばかりです。こんなことが、私から言わせるとこん

なくだらない話なのです。こんなことばかりやっているから議会が見えないし、信頼もされな

いし、議員はいらないといわれるのです。だから、先ほど報告会というのはこんなことをやる

からいらないと言っているのです。もっときちんとやるのならいいのだけど。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今の松田委員の言うことも、そういう見方もあると思うのですけれど

も、当初これを始めたときにこういう形の予算だとか決算のことについての報告という形では

なかったのです。変な話、今言ったような話の町民がすごく興味を持つ問題があるだろうと。

これについて何班かに分かれて町民の意見も聞きながら議会の考え方として町民の前に出てい

ったらどうかと、それが報告会ではないかという言い方もあったのです。そういう議論もあっ

たのです。だけど、それだともしテーブルがなかったら一切開けなくなるだろうと。ただ、要

するにこの運営基準を決めたときに年２回という取り決めをしてしまったのです。そうすると

１回は報告会で、１回は懇談会でというのがまずベースになったのです。それで、先ほど言っ

たような話になるのだけれども、内容的には行けばそういう話にしかならないというのはやは

り我々も反省しなくてはいけない部分もあるし、松田委員が言ったようにそれは町側がやはり

説明に来る部分も必要な部分があるということもあると思うのです。ただ、今回これはやはり

ある程度総括しなければならないので、確かにそういう部分もあるのだと思うのですけど、た

だ、やはり進めてきた中身の中で、私は懇談会は成功したほうかと思うのです。ある程度ガス

抜きといったら悪いのですけど、町民の思ったことを受けてくるわけですから。それについて

返答できるかできないかというのは、その議員個々の責任でやろうというのがルールですから。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 受けるだけ受けてくるけど受けたことを何も出さないから、出すもの

がないのです。例えば先ほどから言っているけど草を刈ってくださいと言っても予算がないわ

けでしょう。そうしたら答えが出せないでしょう。聞いてきただけでしょう。例えばの話です。

まだ大きな問題もたくさんありますけど。だからこういうふうになってしまうのです。だから

私はそういう方向ならいらないと言うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） そのとおりだと思うのです。ただ、やはりそういう部分もあることを

想定して出て行ったことも事実だし、ただ、それがやはり松田委員にとっては歯がゆいと、だ

から意味がないという考え方持たれているのだというふうに今思うのだけども。ただ、やはり

何も聞かないよりは、先ほど吉田委員も言ったけれども自分が議員ではないときは余り議会が

見えていなかったけど、自分がこういうふうになってこういう立場になると、来られる方があ
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る程度どんな見方であろうと、議会はどうなっているのだろうというのは知ってもらえたとい

う部分はやはり一歩一歩だと思うのです。ただ、この考え方はまるっきりだめだから全部やめ

ようということには私はならないと思うのです。だから、今言ったように報告会という形はや

はりここの中でも聞いているとやり方は従前だと無理だと思うということですね。それから懇

談会については、これは私の意見です。ある程度成功したと思います。ただ、松田委員みたく

聞いてきてもそれがきちんと折り返して 100％返せないのだからやっても意味がないのではな

いかという意見もあったと。確かにそうかもしれない。だけど、出前トークからずっと始まっ

ている中身でやはり議会報告会という、その議会を一つのくくりとしていけたということは町

議会の中ではよかったというふうに思っています。だから報告会のことはやはり考慮すべき点

が多いと。ただ、懇談会というのはもうちょっと許容を膨らませてやったほうがいいというふ

うに私は思っています。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 報告会と懇談会の性格違うけれども、実際にやっていて懇談会みたい

な形になっているのです。逆に懇談会をやっていて町民が我々以上に勉強をしたり質問をした

り、そういうことで今、先ほど松田委員もおっしゃったのですけれども、この中で町民が今何

を考えているかということが懇談会をやることによってわかってくるのです。行政課題がつか

めるし、町民が今どちらの方向に向いているかということが我々わかるし、逆に懇談会で大い

に我々のことを言ってもらうということは反省する材料にもなるのです。それは個々の問題で

す。何を言っているのだという人もいるだろうけど、これだけ資質を問われているのだとか、

議会で活動していないのだと、そういう反省点にたったものを持ち帰ってまた後日議会活動の

糧にするためには、やはりそういう町民と懇談することは大事かと思います。そういう面では。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今議会懇談会と報告会の広報広聴常任委員会ができて分科会の役割が

すごく大きかったと思っているのです。というのは、目的を同じくしている人たちの団体が議

会と懇談をすると、それでそれぞれ担当の所管しているところが懇談をしていますね。だから

本当に問題の持って行き場がきちんとあるのです。先ほど言ったように、懇談会をやっても聞

きっぱなしでやっているから信用されないのだと松田委員言われたけど、本当にそうだと思う

のです。だけど、分科会は常任委員会として聞いて、常任委員会として行政にある程度物を言

ってきますね。そして共通する部分も持てる。それから向こう側も本当に悩んでいたことを議

会に聞いていただけたということで、建設厚生はわからないですけど、建設厚生もすごい意味

のある意義のある懇談会をやってきたのだと思うのです。これが一般になって何かこう一言文

句を言い出したら、わっと言ってしまうから何か懇談会も報告会も何となくになってしまうけ

ど、分科会は報告会も兼ねながら意見も聞ける、こんなのに全部なっていると思うのです。だ

から、もしかしたら今後、今度は報告会と懇談会の持ち方を年に３回、６日間設けていますね。

懇談会と報告会でもしやったら６回ぐらいはやっているということだから、それを地域ごとに、

きょうこの地域と懇談をしましょうと、この地域の抱えている問題は何なのですかと議会が出
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て行って聞くとか。それから、そんなふうにするか、目的をきちんと持ちながらこうやってい

く。だから分科会で成功したのはきちんと目的があって、そこの人たちの悩んでいることもや

っていることも聞いて理解をして、それだから話ができたのだと思うのです。私はこの分科会

にちょっと重きを置いて今後の報告会とか、あり方ももうちょっと。常任委員会で一番成功だ

ったのはこの分科会の、こんな今まで小さなボランティアグループも行って話を聞いたと。向

こうも聞いてもらえたというだけですごく喜んでくれた。後々まではわからないけど、でもそ

れについて私たちは動きましたね。委員会としても。だから、それは私はすごくよかった。だ

から、こういう形が懇談会とか何かで生かせないかとちょっと今思いながら聞いていました。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。それはいいことだったと思います。角度は違うけれども 104

町内会に対しても同じことをやっているのです。それは連合会から。だから 104 町内会にそれ

をやっているから出てこないのです。町内会のことは。クラブのことは出てきても町内会のこ

とは出てこないということは行政もやりようがないのです。ただ、行政もそれを制限してやっ

ているのです。抑えて。大っぴらにやっていない、みんな言うことを聞いてやるなんてもちろ

ん言えないから、だからその辺の連合なんていうことになったらまた大変だけど、連合という

のは今私が言った連合会とそういうクラブもそちらのこともわかっていて言っているのだけど

も、わからないで言っていると思うのです。町内会連合会のことは、例えば今吉田委員が言っ

たいろんな会や何かと懇談したことは連携は取れていないから、だからこの辺もどちらを重視

していったらいいかという点があると思うのです。私たちは聞いたことは聞いて、言うことも

言います。それがだめだというのではなくて。行政側が連合会とがっちり組んでそれをやって

いるわけです。防災なら防災を発表するだとか、防災のチームをつくるだとかというのをもう

みんなやっているわけです。だから、その辺が抑えられ過ぎていると私は思っているのだけど、

連合会の一員としてはそう思っているのです。だけどもうちょっと何というか、意見も少ない

のです。町内会長だって 104 人いるのだから、それ自体も意見が出てこないのだから。出てこ

ないように仕組みをしているような気がしているのです。なぜかと言うと、時間も制限されて

質問は一人だけですとかということになるのです。そうしたら全然意見なんか出す暇がないで

しょう。だから少なくなってしまう。その辺のあり方もこれからは考えなければならないと思

っているけど。いずれにしても今回こうやって話をすることはいいのだけれども、どれだけ話

をするかわかりませんけれども、これは来年でなければ決められないことなのだから、結論は。

先ほど熊谷委員も言ったように、その辺どこまで話をしておくかです。以上です。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） だから今は今回の時点までの要するに反省を含めて、見直しを含めて

どうなのだろうという意見を小委員会でまとめて常任委員会で皆さんどうだったのでしょうね

ということの結果を出すわけですから。言ったような話が出て、皆さんに問い合わせて、そう

したらみんなこういうふうに決めようという話で、この次の取り組みになっていくわけですか

ら。だから、個々の今の意見というのはすばらしい意見だと私は思っています。 
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○小委員長（本間広朗君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ただ、常任委員会は、条例変わって常任委員会が自由につくられるよ

うになって広報広聴常任委員会をつくりましたね。そのいきさつは私はわからないのですが、

つくりますとなったからあれだけど、本来次回のような話をしているけど広報をつくることは、

これはつくらなければいけないのだけど、広報広聴常任委員会はいるのですか。その辺はどう

なのですか。前はなくてもいいでしょう。小委員会を開いて、まず常任委員会をやって議会報

告会や議会懇談会をやっているための常任委員会なのでしょう。だから広報の委員会をつくれ

ば逆に全部集まらなくても、今の常任委員は全員出ているでしょう。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 自由討議になったらこういうふうになるのかもしれないけど、今前田

委員が言った話もそれも一つだと思うのです。広報広聴も本当に必要なのかという疑問は出て

当然だと思います。だけど、20 の議席を 16 に変えたときにいろんなことの話はあるけれども、

やはり町民に対してのチェック能力だとか、それから議会に対する理解度を深めてもらうとい

うことの一つの柱だったのです。４人減らすという中で。自治法も変わりましたと、一人が複

数の常任委員会に所属できますと、以前のような縦割りの中で３常任委員会あったうちで、で

は二つ所属して１人の人が出てくると、では議運を常任委員会にしてしまいますかという話も

あったのです。だけどそれは違うだろうと、そうなれば全員が所属して要するに３常任委員会

を二つに仕切って複数だということだから広報広聴というその町民に対する自分たちの議会を

知ってもらうということを全員で取り組もうということだったのです。それで広報広聴、そし

て小委員会のメンバーというのは議運のメンバーと裏返ってしまうのです。そうなれば議会改

革の部分の広報広聴の役割も本当は決まっていたのだけど、どうしても議会運営委員会のほう

に全部仕事がスライドしてしまっているわけです。だから今言ったように、ただ広報と町民の

ところに出ていくだけの仕事になっているのではないかと言われてもこれは仕方ない部分もあ

るのかと思うのです。だけど、これはやはり私は切るべきではないと思います。やり方がやは

りまだ過渡期だから完成されたものでもないから、だから私はそう思うということなのです。 

○小委員長（本間広朗君） ただ、今熊谷委員が言われたように私も広報広聴ができたこの過

程というのがわからないので、ただ言えるのは本当に開かれた議会というか、町民に議会を知

っていただくために広報広聴というのはつくっていろんな分科会や出前トークをつくって、議

会を知ってもらう、もちろん町民の意見も聞くということでこういう広報ができたのかと。今

言われた、そこで小委員会と常任委員会というのもどうなのかと言われたら、たまたま議会だ

よりの編集を兼ねてそういう広報広聴の常任委員会の前段の小委員会もやっているということ

なので、私はずっとこれはやってきて、これでさらに、では別な委員会を設けてやらなければ

ならないのかといったら、なかなかそういうふうにならない。ではどこでどういうようなメン

バーで今度そういう例えば議会報告会とか、そういうのを進めていくというのは、ただどこか

でそれをやらなければ。特別委員会というのがあって、そこで報告会もしてきたのですか。私

はわからないので、流れが私はわからないので何とも言えないのですが。齋藤副小委員長。 
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○副小委員長（斎藤征信君） 先ほど熊谷委員が言ったのが、一応議運なんかでずっと改革の

中で話されてきた中身なのです。ただ、一つあれは議会広報特別委員会になっていたのです。

ところが組織をつくっていくのに特別委員会というのは何かことがあった、それを解決するた

めの委員会であって、ずっと常設した特別委員会だったらこれは常任委員会になってしまうの

ではないかと。そこら辺の矛盾はきちんとしようという話があったはずです。それで人数が減

って二つの委員会ができて、そして法が変わって全員二つにまたがって入ることができるとい

うので、では町民との接触をする委員会というのをつくりあげようと。その役割として外へ出

ていく部分もあるけれども、議会だよりという広報をつくっていく仕事もそれに含まれて一つ

の仕事になるのではないかというふうにして理論づけたのです。だから、この広報広聴常任委

員会が議会だよりをつくっているということは何も矛盾はしないし、当然の役割なのだろうと。

だから、本当に議会が出ていくというのも町民との接触を深めよう、それも全員でやろうとい

うのだから、やはり外へ出てやる部分、それを助けていくためには、どんどん知ってもらうた

めの広報はもっとわかりやすいいいものをつくっていこうではないかと。こういうようなつな

がりというのは間違いなくあるわけです。だから、そこのところに足を置いて、これは別物だ

というふうにはならないと。議会だよりつくりというのは、編集というのは別物にはならない

と、こういうふうに解釈していいのではないかというふうに思うのです。 

○小委員長（本間広朗君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） とりあえずわかっているのは齋藤副小委員長と、変な話吉田委員と私

と玉井委員だけなのです。この委員会をつくるときの。ただ運営上は、悪いのですけれども鈴

木さんが亡くなって、本間小委員長がこの委員長になって初めて仕組みづくりのところから始

まっていったのです。だから本来であれば、この小委員会がああいう形でやってみようかとい

う話で進んでいるはずなのです。だから、いろんな意見が今出てきたというのは本当にいいこ

とだと思うのです。ただ、前田委員が言ったように本当に必要なのかと言われると、これは違

うと言わざるを得ないというふうに思うのです。ただ、結局我々の思い込みもあるのかもしれ

ないけれども、やはりもうちょっと議会を知ってほしいと、議会の役割というのはこういうこ

とをしているということをもっと広めて理解してもらいたいという気持ちもあるのです。だけ

ど、わからない人にはわからないのです。かみついてくる人はかみついてくるし、批判する人

は批判すると。でももうそれは仕方ないと思うのです。それは釈迦の説法ではないけど、それ

は直そうと思っても直らないと思うのです。だけどやはり理解してくれる人に、さらにやはり

理解してもらうような方向に私は考えていったほうが、前向きに考えていったほうがいいと思

うのです。後ろ向きにならないで。 

○小委員長（本間広朗君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。前田委員は前にもちょっと言っていたことがありましたね。

議会広報が一般質問を重点的に持っていっていると。これを変えるべきではないかという話も

前に一度していましたね。だから改革しようという気持ちでいるのではないかと私はとらえて

いるのだけれども、それはそれで意見として間違っている意見ではないと思っています。今前
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田委員が言ったことも果たして必要なことも広報自体をこうやって出して批判の的にばかりな

るのだったら、それはやめたほうがいいのではということもあると思います。そういうことも

あると思う、意見だから。だからそれは全面的に今までどおりやるべきことが正しいのか、こ

ういうパターン変えてやることが正しいのか、それはみんなで、そういうことほど検討すべき

だと私は思います。 

○小委員長（本間広朗君） 今昼からずっとやっていますけど、大体皆さんの意見も出たかと

いう、ちょっと私も書きとめておきました。ここですぐにやめるというわけにはいかない、本

当にこれからいろいろ形を変えて、ここで結論はあえて出さないで常任委員会でまた議論、ま

たいろんな意見が出るかもしれませんが、小委員会でも多分同じような意見が出ると思うので

す。そこでやはり今度それをもう１回小委員会でまとめて、ある程度方向性といったらあれだ

けど、ではこの辺をもうちょっと次改選して新しい人たちにこういうような方向で決まったと

いったらあれですけど、そういう意見が出ていたということを伝えて、それを次の人たちがど

う受けてやっていくかということを、それをまず出しておいておいたほうがいいのかという。

熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 議会のいろんな組織変更だとかというのは今回が大きな変更だったと

思うのです。広報広聴ができたということが。それで、これ進んで改選になって、１回の改選

はイレギュラーですからあれは。今回は本来の改選になるわけです。言っている意味わかりま

すか。広報広聴というのを１期進めてきた上での新たなステップになるわけです。それで定数

も１人減るわけです。実際のところ、どういう枠組みになるかというのは私も想像がつきませ

ん。議会運営委員会にいるわけではないから。そうなれば広報広聴やってきた人の総括も含め

て、これをやはり受けてほしい、これを続けてほしいというところまで出さないとだめだと思

うのです。だから、今本間小委員長が言ったようにこうだから後はこうなっていたからお任せ

ということはやはりだめだと思うのです。こうであったからこういう方向性で進んでほしいと

か、これを受け継いでほしいところまでやはり私はすみわけしていったほうがいいと思います。 

○小委員長（本間広朗君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 広報広聴常任委員会ができたのは議会改革の中でどういった進め方を

していくかという広報のあり方も含めて、それからそういう議会報告会も必要だろうと、懇談

会も必要だろうということでいろんな形を議会改革の中でやってきたのです。この間山本議員

が一般質問をしていましたけど、通年議会をどう思いますかというふうに町側に聞いていまし

たね。あのとき町側から、議会が検証していないものを行政が検証して物を言えませんという

ことで、確か切られたと思うのですけれども、私は今回やはり私たちは広報広聴常任委員会と

して今までやってきた。それを検証して、どうなのかということは全体の委員だから、小委員

会である程度検証して反省点、それから問題点を全部挙げて、そして常任委員会にかけると。

常任委員会でその点を含めてやると。今後常任委員会のあり方を含めて、それから先ほどの日

数のことも含めて、それから通年議会も含めて、これは議運で議会改革の中で検証をきちんと

してもらわなければだめだと思います。私たち今の広報のやるべきことは、この広報広聴常任
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委員会がやってきたことの検証、それをしてやはり反省点として、それからまた申し送りなり

課題をきちんと提案して、その上で今後どうするかということを判断してもらうという。そう

いうふうに考えて提案していったらいいと思います。そういうことでないと何かあり方まで全

部言ってしまうと、広報広聴のあり方まで言ってしまうと、もちろんそれを提言するのは私た

ちなのですけど、それを検証するのは議会改革でやってきたことですので、そちらのほうでま

た検証してもらうということで。 

○小委員長（本間広朗君） 齋藤副小委員長。 

○副小委員長（齋藤征信君） だからもうそろそろではないかと思うのだけれども、今ここで

何をしなければならないかというと、たくさん意見を出してもらったのだけれども、本来であ

れば何も方向をコンクリートしてしまうことを役割としているわけではないから、今までの経

験を反省した上で一定の方向は意見として述べなければならないかと。それを今度は常任委員

会に出して、常任委員会でそれをさらにふくらませてもらって、そしてそれを受けて今度はこ

この委員会から議運のほうに戻すと。そうでなかったら規約改正は実施していけないわけだか

ら。だからそういう形になるので、だんだん煮詰めていくという方向で時間をかけてやはりや

るべきだと。そしてその時間をかけてというのも一応我々の任期の中で。一応の方向づけはし

なければならないだろうと。 

○小委員長（本間広朗君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 大事なことは、やはり白老町議会を引っぱっているのは議長、副議長

なのです。トップなのです。議長というのは全国、全道、管内すべての自治体の議会の姿を見

ているわけです。それをやはりこの議会のトップとしてこの 15 人の中をみんな引っぱっていく

のが議会の議長なのです。みんな今の議会の議長は、みずからの判断を一つもしていないで引

っぱったところがどこかありますか。あなたたちどうしますかと言って話をぐだぐだやるから、

例えば議員報酬にしても議員の専権事項にしても 15 回やっても結論が出ないのです。あれは議

長がきちんと、我々は全国、全道、管内ずっと見てきたらほかのまちはこうやっていますと。

ですから白老はこういうふうに方向性を決めたいと、こういうやはりリーダーシップがないか

らこういうことになるのです。はっきり言うけど。だから 170 回やってもいまだにこんなこと

をやっているのです。よそのまちは 60 回、70 回なのだから。ですからやはりこういう委員会

の委員長の意見も大事だけど、議長、副議長が大事なのです。ここがきちんと引っぱっていか

ないからこうなのです。ですから、ぐだぐだやって議会がおかゆと同じなのです。議長という

のはきちんと引っぱっていって 14 人の意見はこうだけれども、我々は先進的なまちをやってき

て、やはりまちはこうあるべきなのだというリーダーシップが足りないから全部液状化なので

す。私ははっきり言うけれども。これは意見だけど。だからもう少し議長がしっかりしてもら

わないとこういうことになるのです。いくら言ってもだめなのです。引っぱっていってもらわ

なければ、権威者なのだから。だからこういうふうになっているのです。どうしてよそのまち

が 70 日で 150 万円の予算をやっているのに、白老のまち 150 万円の予算で 180 日やらなければ

ならないのですか。これは議長のリーダーシップが足りないのです。はっきり言ってそうです。
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それ以外何者でもないです。いくらやってもだめです。私はこれは１回言いたかったのです。 

○小委員長（本間広朗君） きょう皆さんから出された意見というか、発言を整理して一度ち

ょっとまとめたものを見ていただきますか。そして常任委員会の前に見ていただいて、大方意

見がある程度まとまったと言ったらあれですけど、出たことを書いておきますので、一度見て

いただいて、ちょっと若干これからテープを聞いても難しいと思いますので、大体皆さんの書

きとめておきましたので、それを並べて皆さんに見ていただいて、違っていたらまた言ってい

ただいてということで、19 日なので今週いっぱい整理して皆さんの前に出したいと思います。 

大体これでよろしいでしょうか。まだちょっと何かこういうところやったほうがいいという

ような。これは常任委員会でもまとまったか、まとまらないではなくて、常任委員会でもいろ

んな意見が出ればおのずと、ここで出た意見が大体の皆さんの意見かというのもありますので、

あとは本当に常任委員会でどういうような意見が出るかわかりませんので、いろいろ聞いて小

委員会でもいろいろ判断をしてまとめていくという形をとらせていただきますが、そのような

形でよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 意見、要望については、このまま常任委員会に出します。それと

今回の反省項目も余りないのですが、要点のところだけ、全部一つ一つやるのではなくて、こ

ういう反省点というか、要するに周知というか、そういう細かいところ何点かあったところを

書いて、きょう出された報告会のあり方について出しておきますので、それを皆さんに見てい

ただいて常任委員会に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。 

以上でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（本間広朗君） 大体、常任委員会が終わったら私はすぐ報告書書こうと思ってい

るのですけど。ただ、いつ報告になるかです。９月の定例会になるので、それまでに報告、ち

ょっといろいろ今回ありますので、それをしっかり書いていきたいと思います。というところ

で、皆さんよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○小委員長（本間広朗君） それでは広報広聴小委員会を終わります。 

（午後 ２時３８分） 


