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開議 午後 ７時００分 
○議員（司会） それでは時間がまいりましたので、ただいまより第４回議会モニター会

議を開催いたしたいと思います。 
 最初に議長の方より挨拶をいただきます。 
○議長 皆さんお晩でございました。 
 本日は、夜分にもかかわりませず忙しいところ第４回モニター会議にご出席いただきま

して、心から厚くお礼を申し上げたいと思います。また日頃から定例会、臨時会、常任委

員会などを傍聴いただきまして重ねて厚くお礼を申し上げたいと思います。 
 平成 25 年４月から施行した議会基本条例も１年半を経過し、この議会モニター制度も開

かれた議会、住民参加の議会として大切な議会活動の一つとして位置づけされるようにな

ってまいったところであります。 
 議会といたしましては、現状に満足することなく、常に見直しをしながら議会基本条例

をもとに議会活動が活発となり、町民の皆さんとともに協働のまちづくりにつなげていき

たいと思っているところでもございます。 
 議会モニターの皆さんには、議会モニター設置要綱に定める会議の運営に関する事項に

ついて、ご意見を賜り、開かれた議会に向け参考にさせていただくものでありますので、

よろしくお願いをいたしたいと思います。 
 我々議員としては、住民の代表として定例会ごとに提案される議案だけでなく、予算、

決算、そして町が作成する各種計画を踏まえ、その積み上げとして質疑や一般質問などを

しております。また行政側の説明においても、町民が参加した審議会などを経て、協議し

てきた内容や計画、予算・決算を踏まえた説明をしているところでもあります。 
 ですから、その日の定例会等に提案された議案に対する議員の質疑や町の説明に対する

意見を議会モニターの皆さんからいただくのが、このモニター制度の趣旨ではなく、あく

までもその会議で町民の皆さんが傍聴する上で、もう少しわかりやすくできないものか、

情報提供として議会及び町ともに十分であるのかなどのご意見を賜るのが、この議会モニ

ター制度であります。 
 議会といたしましては、議会基本条例に基づく制度が有効に機能しているのか、毎年検

証していくものでありますので、いま一度原点に立ち返り、改善しながら議会の活性化を

図ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 
 時間も夜分でございますので長時間ということにはならないと思いますけれども、ひと

つその辺のご配慮もいただきながらご意見賜りたいというふうに思っております。本当に

貴重な時間をお借りしますことを誠にありがとうございます。開会のことばにかえさせて

いただきます。 
○議員（司会） それでは、２番目の議会モニター会議について、局長の方からお願いし

たいと思います。 
○議会事務局長 皆さんこんばんは。 
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 いま一度ですね、ただいま議長のあいさつの中にもありましたけれども、ダブる部分も

ございますけども、いま一度浦幌町議会モニター設置要綱の目的等について確認をさせて

いただき、ご理解を賜りたいというふうに思っております。 
 皆様のお手元に設置要綱ということで１枚ものいっているかと思います。まず設置の目

的、第１条の関係でございます。この告示は、浦幌町議会モニターを設置することにより、

浦幌町議会の運営等に関し、町民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、町議会の

運営等に反映させ、もって町議会の円滑かつ民主的な運営を推進することを目的とする。

ということで、この設置要綱の目的がうたわれております。 
 次にですね、裏面２ページ目開いてください。第９条、職務の関係であります。大きな

役割としましては、一つに会議を傍聴し、当該会議の運営等に関する意見を文書により提

出をすることと、２つ目としては、議会だより及び議会ホームページに関する意見を文書

により提出することというふうに規定されております。 
 会議の傍聴ということでは、本会議や常任委員会などを傍聴していただいて、会議の運

営等に関するご意見をお聞かせ願うということになってございます。このことにつきまし

ては、今回も議会モニター意見用紙の記載例として下の方に黒枠で囲ってですね、モニタ

ーさんにお願いをしてきたところであります。 
 議会運営において、開かれた議会、町民にわかりやすい議会を目指して取り組んでおり

ますが、そのために改善が必要と思われることなどのご意見、ご要望、ご感想を記載し、

会議当日に発表してくださいと。議案そのものに対する内容になりますと、町に対する要

望になってしまいますのでということで、先ほど議長もお話されていましたけれども、議

案等の内容や例えば議員の質疑、質問に関する感想やご意見ということになりますと、本

モニター会議の目的から外れてしまいますので、会議の趣旨につきましてもいま一度ご理

解いただきますようによろしくお願いしたいというふうに思います。以上であります。 
○議員（司会） それでは、３番目の意見交換ということで議会運営委員長より進めてい

きたいと思います。 
○委員長 改めまして、皆さんこんばんは。 
 本日、議会運営委員会副委員長が急遽出席できないということで欠席となっております

ので、お詫びを申し上げながら報告をさせていただきます。 
 またモニターさんで○○モニターさんも家庭の事情で欠席ということの連絡をいただい

ております。今日は４名の方でよろしくお願いしたいと思います。 
 それでは意見交換ということで、モニターの皆さんには、議会モニター意見用紙という

ことで、それぞれ項目わけて配布をしてあったと思いますが、それをまとめていただいた

内容について、皆さんの方からご意見いただければと思います。 
 まず１点目ですが、定例会、臨時会を傍聴してということでご意見伺います。どうぞ、

感想、思い当たることありましたらおっしゃっていただきたいと思います。 
 冒頭、予定の時間についてお話忘れましたが、ほぼ１時間の予定で、あとこの設定した
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以外のことで、またご懇談していただく時間があれば、そういう時間にしたいと思ってい

ますので、よろしくお願いいたします。いかがですか。 
 皆さん、なかなか日中お仕事で忙しくて傍聴も大変かなと思うのですが、ちょこちょこ

お見えになっている方もおられたので、モニターさんどうですか。 
○議会モニター 私、ちょっと今年度になりましてから議会、委員会まだ一回も申しわけ

ないんですけれども、傍聴していないので、それがちょっとわからないのですけれども、

３番、４番については少しお話しようかなというふうには考えてはいたところです。ちょ

っと１番、２番はあまり。 
○委員長 傍聴できなかったということですね。 
○議会モニター これからはいろいろしたいなと思っています。 
○委員長 ほかの方いかがですか。モニターさん。 
○議会モニター 私もそんなに参加していなくて、今回一般質問の時に行きました。それ

で以前に思っていた議会よりも、このモニターになってからはやっぱりちょっと興味を持

てるようになったし、それをもっとたくさんの人がなぜ聞きにきてくれないのかというの

を考えました。そして、例えば一般質問の議員さんがいますよね。一般質問の議員さんも、

自分の周りの人たちに、今度はこういう質問をするので聞きに来てくれないかという言葉

とかというのは、かけたりはするんでしょうかね。 
○委員長 ただいま、モニターさんの方から一般質問をされる方の町民に対して声かけを

しているだろうかということです。議員さんどうですか。 
 議員。 
○議員 私は、数多くはございませんが、やっぱり自分が一般質問をするということもあ

って、自分のためのアピールというわけでもないんですけれども、やっぱり聞いてもらい

たい部分もあるとすれば、誰にも話をしないということは、ここにいるみんながそうだと

思いますけれども、その人数は別にして多少は声をかけているのかなというふうには感じ

ております。私自身は人数のことは別にして、多少かけさせていただいております。 
○委員長 ほかの議員さん、どうでしょうか。議員。 
○議員 私も一般質問なるべくするようにして、皆さんに議会でこんな活動をしていると

いうことをお話しながら来ているんですけど、何せ周りは主婦ばかりで、なかなか３階ま

で上がるのはね、なんて言う方が多くて、それでも声は○○議員と同じように多少は毎度

毎度かけております。以上です。 
○委員長 多かれ少なかれ何らかの声かけは皆さんして、準備はしてくれているようです

ね。そのほかの方ございませんか。いまの定例会、臨時会の傍聴ということで。 
○議会モニター 私もちょっとあんまり９月は、去年の決算のどうこうということで、去

年も決算をやっているけれども、あれだったら傍聴するんじゃなく、こういう書類で見た

方が早いかなと、言っていることが早いし、議員さんも決算報告ですから、議員さんもど

こがどうだったって質問できるようなあれもあまりないような感じが非常にしますし、議
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会としては当然議会というより、行政側としては決算報告しなきゃいけないんだけども、

何かもうちょっとやりようがあるのかなという感じが非常に、あれだったらなかなか傍聴

していても、傍聴して聞いてわかる人は町民側としてほとんどいないんでないかという感

じ、あれを傍聴したらまあこんなものかというふうに非常に感じるんではないかというこ

とを思います。 
 それと私出た時、行財政改革プラン、町が 2011 年に立てたものありましたよね。これを

私なりに見たりなんかしていると、非常に立てているんだけれども、進捗状態が非常に良

くないのではないかと、その辺がもうちょっとやっぱりいろいろな面でなぜできなかった

のかという、書いてありますけどね、説明はいろいろ書いてあるんだけど、文章になって

しまっているということで、それに対するどうこうということも言えないというのは、あ

るんだろうけども、その辺が非常にやっぱり不満足だというか、年度別の達成率だとか、

どうこうしなきゃいけないということが実際に計画は立てたけど、ほとんど実行されてい

ないというのが現状で多いのではないかということを非常に感じて、それに対することに

ついては、どうなのかなという感じを非常に持ちましたね。 
 これでいいのかなと、これで行財政に取り組んでいる本当の姿と言えないのではないか

と、その辺をもうちょっと議会としてもんでもいいのではないかなという感じは、私の感

じですから、としては感じましたね。 
○委員長 ②番目の常任委員会の所管事務調査を傍聴して、進捗状況がよくないのに報告

書でその辺の趣旨が報告されていないという、こういう趣旨ですね。 
 この辺について、委員会に対してのご意見ですので。今年度の場合、たまたま総務の傍

聴でしたか。その辺何か説明ありますか。委員長。 
○議員 ８月６日にですね、総務常任委員会を開きまして、いろいろと調査をいたしまし

た。非常に内容的にいろいろ問題点がありまして、５年計画の真ん中の年ということで、

調査してちょっと早いかなと思ったんですけど、なかなか調査する機会がなくて、３年目

でやったのです。確かにモニターさんのおっしゃるとおり、いろいろな問題点が生じまし

たけど、次の段階の計画に持っていってもらうということで大体のものは話はいただいて

いるんですよね。 
 また検証という意味で、完成されたものもありましたけど、災害なんかも起きましたり

して、いろいろな事情がありまして遅れたものもありましたけど、言い訳はあまり聞きた

くないなと思いながらやっていたんですけど、そんなんで次の計画にきちっとプランを立

て直してやるというような、全体的なお話はそんな一つずつ言えば切りがないものですか

らね、そんなふうなお答えをいただいておりますので、ご了解いただけますか。 
○委員長 そのほか定例会、臨時会を傍聴してということで、今、常任委員会の傍聴とい

うこともご意見出ましたが、①の方でなければ、②、今、モニターさんの方からご意見あ

りました。特別委員会、常任委員会を傍聴してということで、特別委員会は新年度になっ

ては設置しておりませんけれども、常任委員会、何人か傍聴された方おりましたら、ご意
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見どうぞ。 
○委員長 議員。 
○議員 ○○さんの答えと付随しているので、重複する点もあろうかと思いますけど、こ

っちの方は総務文教ということで、所管には同行はしなかったんですけれども、そういっ

た点で進み方がどうかという、正直思いました。いろいろ聞く間にそういったこともある

のかなと、その遅れる理由というのは、正直言ってこうなる前まではちょっと言葉悪いの

ですけれども、担当職員の動きが悪いなとただそればっかりだったんですよね。実際にい

ろいろ聞かせてもらったり、様子を見る時に、先ほども議員の方から言われたように、一

生懸命やっている中に、不慮の災害とかあると、どうしてもそっちの方が先になって後送

り、後送りになってしまう部分、それが我々がもっと突っ込めばいい部分もあるのかもし

れないけれども、やることによってそのものが疎かになっても困るということで、慎重な

部分もなきにしもあらずということもあると思いますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 
 決して我々も一切無関心でいるということはないことだけは、ちょっと聞いていただき

たいと思います。 
○委員長 議員から説明ありましたけど、できるだけ議員の立場で意見を言ってください。

お願いします。 
 ②についてどうですか。モニターさん、今、委員長から説明がありました。 
○議会モニター 私もある程度その辺はこうなんだろうなという気持ちでこれを見たりな

んかしていると、できないのは自分なりに解釈をして、こうなんだろうなということの、

自分なりの結論というか、あれはしていますので、どこのあれでもそうだと思うのですけ

れども、その辺を議員さんがもうちょっとたまにはお尻を叩いてむちをいれてもうちょっ

とこういう改革を進めてくれということをきちっとするようにしていただければいいかな

というふうに感じております。それと、それはその他の時にいろいろお願いをしようと思

っていますけど。 
○委員長 議員の方に注文が出されましたけど、ほかの議員さんどうですか。 
 常任委員会、所管事務調査等含めてのモニターさんからのご意見です。議員。 
○議員 今ね、モニターさんから厳しい指摘受けました。私たちも議員として、行政側の

理由は理由として、ある程度理解はできるけれども、きちっと今回、報告書にも反省を求

める所は反省を求めて、今後に襟を正して進めてほしいということで文章を入れさせてい

ただきました。 
 今度、広報でまとめられて今回のことがきちっとある程度町民に理解できるようにです

ね、報告をさせていただきたいと思っております。 
○委員長 議員の方もですね、モニターさんに委員会を傍聴してもらうわけですから、町

民に理解されるという質疑と報告が必要だろうというふうに思います。 
 ②番目、常任委員会、特別委員会含めてですけれども、傍聴してということで進めてい
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ますが限定されますので、次③番目、議会運営全般についてということにも入っていきた

いと思いますが。モニターさん。 
○議会モニター 議会運営ということで、先般７月に議会の活性化講演会ということで聞

かせてもらったりしているわけですけれども、講師の先生にも題目がいいなと、随分言わ

れました。そういう面で浦幌町議会もすごく去年からモニター制度が始まっていますけど、

議会そのものがすごく変わってきたというか、動きがよくなったのかなという感じはして

いるんですね。だから、これから今年度２年目に入るわけですけど、やっぱり皆さん方に

すごくわかってやってもらえるなという、もっと奮闘してと言ったら変ですけど、やって

いただければ今決してやっていないということじゃなくて、非常に私よくなったと思って

います。 
 より良くするためには、さっきからもいろいろ説明ありますように、皆さん方に住民の

皆さんに知らせていけるとか、そういうようなことがやっぱりもっとアピールするとか、

私はこれからこんなにやりますよというみたいなことを議員さん皆さん方が思っていただ

ければより住民の皆さん方が聞きに来るというような、ということにつながっていくのか

なと思っています。 
 だから、議会運営全般ということで、すごくいいということだけは申し上げておきたい

なと思っています。以上です。 
○委員長 ありがとうございます。これについてどうですか。こちらの席にいる副議長あ

たり、何かご説明。 
○副議長 議会運営全般ということで、今モニターさんからいただきました。我々も本当

に基本条例という大きなバイブルを長い間かけてやって、そしてこれから先は、やっぱり

町民のために出た議会、もっと知らしめるということを積極的に進めていこうということ

で、今も時間的には今期は難しいので来期の改選後にはなるかと思いますけど、今言った

ようにテレビ中継の議会中継ですね。その辺についても積極的に推進して、やろうという

ことを決定して、あとどういう形でやるか、内容どうするか、具体的な所までまだまだこ

れからですけれども、とにかく町民にいろいろな知らしめる方法は、ここに書いてありま

す便りだとか、いろいろな媒体を通じてとにかく興味を持って、先ほども言われたとおり、

来れない人、ちょっと日程的に合わない人は、そうしたらあとは紙、ペーパーで読んでい

ただくか、それとも今言ったように、パソコンだとか、そういうネット中継を通じた形で

知っていただくかということで、積極的に進めるということは、決定して進んでいますの

で、今言われたことは本当にありがたい、興味を持たれて良くなってきたということに対

しては、我々ももっともっとやっていくことの必要性を感じているところでございます。

今後ともひとつご協力よろしくお願いいたします。 
○議会モニター 傍聴というのは、どこの浦幌ばかりじゃなく、どこの町でもどこの市で

も少なくなっているという話が見たことがあるのですけれども、それに対するいろいろ努

力みたいなものというのは、調べたりしたことはあるんでしょうか。 
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○委員長 ええとですね、十勝管内の傍聴実績について資料持っていたのですが、ちょっ

と今ないと思いますが、十勝管内は非常に傍聴率、傍聴者数は高い方です。全道的に見て。

ご承知のように、皆さんモニターになってもらっているから、新聞記事も目につきますよ

ね。傍聴やら一般質問、十勝管内は一般質問も多いと言われています。新聞報道ですけど

ね。 
 私たちが直接調べた経過はなかったと思いますが、新聞報道では十勝管内は非常に活性

化も一生懸命だし、傍聴も多い、それから一般質問も多いと言われています。とじ込み別

の方になっちゃったんで。 
○副議長 合わせていいですか。どうしても議会というのは、平日の 10 時開会というのは、

一つの起因になっていますのでね、やはり日常仕事をしていたり、いろいろなことでなか

なかその時間帯によっぽど興味あって、どうしても議会がどういった結論を出すか聞きた

いということであれば、自分の仕事だとか、いろいろキャンセルなり、休暇なりをもらっ

てくることも可能でしょうけれども、通常ではなかなか難しい、それで我々も日曜日に、

せめて４回のうち１日日曜日に会議を開こう、議会を開こう、またナイターもやりましょ

う、いろいろなことを模索してやってきているので、それに合わせてだけど毎回の定例会

を日曜日ということになると、やっぱり行政側の対応もありますし、毎回夜ということに

なると、いろいろな経費の問題とか、いろいろありますので。なるべく回数はふやしてい

きたいなと思っていながら、今のところとりあえずサンデー議会、それからナイター議会

は、これはきちっと１年間の中で開催しましょうと、進めていきますよ、まだまだ町民の

声が盛り上がってくれば、次の展開もあると思いますけれども、そのために先ほども言っ

たとおり、いろいろな媒体を通じて興味を持ってもらって、いろいろな議会の内容、進捗

状況、議決内容を知っていただく、見ていただくために、今向けているというか、先ほど

言ったとおり、これから進める、映像でということを進めていると、今言われたとおり、

委員長から言ったとおり、傍聴の人数というのは、各町村も把握していますけれど、申し

わけありません。私一言言いますと、議案にも大きな影響があるんですよね。たまたま合

併ということに対するいろいろな定例会だとか、委員会、特別委員会は、本当にあふれん

ばかりのこともありましたし、だから通常の議案は全部大した興味がない、そういうこと

じゃなくて、町民の意識としてやっぱりそういうことも傍聴の関係するのかなという感触

は持っております。 
○議会モニター やっぱり今言われたね、そういうことって考えると、自分らもこれから

また年内に議会報告会なんかあるじゃないですか。ああいう時って、一般の人が結構顔出

していただいているのでね、そういう面はすごく今、議員言うようにさ、つながっていく

のかなという気はしますよね。 
 だから、議会とか委員会は少ないんだけれども、議会の報告会みたいな一般の人から見

たら夜やるからということもあるでしょうけど、関心そのものがないわけではないと思う

のです。そういう意味で結構参加していただいているのでいいのかなと思いますよね。 
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○委員長 先ほど、ちょっと副議長の方から議会中継のお話ありましたけど、一生懸命実

施する方法について協議を進めているところです。ご承知のように、簡単なユーストリー

ム方式とかねあるんですけども、いろいろトラブルあったりしたら困るので、デモやった

のは６月でしたよね。６月の最終日に業者に来ていただいて、デモをやってみたのです。

今のこの放送施設をそのまま使える業者にね、非常にすばらしいなということで、発言者

の方にカメラが自動的にセットできるとかね、一応まだ非公式ですが、実施するというこ

とは議会で決めましたから、いつどうするかということではスケジュールつくって協議進

めてましてね、これは理事者協議もしなかったら予算のことあります。 
 29 年９月、改選あった次の年ぐらいに新しい人がきちっと決めていただければなという

ふうにスケジュールを組んで、理事者の方とも協議を進めていかなければなと思っていま

すけれども、これまで協議進んでいますからお話してもいいかなと思っていますけども、

議会の中継ですからね、いろいろなこと決まりをつくっておかないとうまくないので、そ

ういう素案をつくって皆さんに議員協議会でも協議をして進めています。 
 そんなことで皆さんから要望のあった議会中継は、簡単にやれる方法も知っていますが、

よその簡単なのはもうちょっとシステムがどうだとか、それからややもするとどこかから

書き込みがあったりして、選挙の時に妨害あったりしたらやだねというようなことで慎重

に確実な方法を実施したいなと検討している段階ですから、私たちが目指しているのは、

デモした段階でお聞きしますと、スマートフォンなんかでは見れるシステムに、その時点

でしますというような状況まできていまして、ぜひね、それはできなきゃ困ると思ってい

ましたので、そういうことで実施したいということで協議を進めています。 
 もう１点、モニターさんの方から話のあった議会活性化の講演会ですね、についても、

もしご所望であれば講演会録というか、記録ありますから、もしモニターさんほしいなと

いうことであれば講演内容を全部収録したものあります。 
 勢籏先生には、大分浦幌の評価を高くしていただいたように思いますけれども、私たち

は全国 112 番目ですか、評価をしていただいたようですが、別に評価してもらうためにね、

努力しているのではなくて、町民に対する理解をいかに進めれるかということを私たちな

りに議会中継、ネット中継やってなくてもやれることやっていこうということで進めてき

たところです。その辺のことをね、評価をしていただいたのかなと。これは勢籏先生の評

価ではなくて、早稲田大学が全国調査した結果ですけれどもね。 
 そんなことで、少し私の方から説明させていただきましたが、３番目の議会運営全般に

ついてということでいろいろご意見いただきました。議会の報告会の話もありましたが、

またその辺のこともご意見ありましたら後ほどいただくとして、④番目の議会だよりにつ

いてということで、これは皆さん出席参加できなくてもお読みいただいているかなと思い

ますので、ご意見いただきたいと思います。 
 モニターさん、どうぞ。 
○議会モニター 議会だよりなんですけど、私、去年モニターになってすぐだったと思い
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ます、その時もいろいろな話、硬いかなという話させてもらって、それから２号ぐらい出

ています。内容的には本当によくなったというか、柔くなった、私はもっとざっくばらん

に書き方をしてほしいという言い方を去年は言ったつもりなんですよね。 
 今年こうやって見ると、すごく良くそういう感じになっています。正直言って、この中

身は元々報告で漢字ばかりというか、そういうことばっかりなんですけれども、もうちょ

っとくだけたといったらちょっと言葉悪いですけども、見やすいというかね、そういうふ

うにもう少しなるのかな、なんとかならないかなという感じを持って申し上げたいなと思

います。 
○委員長 モニターさん。 
○議会モニター 例えば、この議会だよりの表紙なんかはね、これは一般町民から持ち込

まれたものではないんですよね。 
 何かそういう自分たちが写した写真を公募して、興味を持って見てもらえたりはしない

ですかね。 
○委員長 町民から公募して、使ってはどうかという。 
○議会モニター 季節、季節があるからちょっとあれかもしれない。 
○議会モニター 回数がちょっと少ないかね。出る号数が少ない、でもそういうことって

いうのはね、町民の皆さんに知ってもらったり、情報があればね、そういうの取り上げて

いくというのは、広報委員会の方でやるんでしょうけれど、すごくいいことじゃないです

かね。 
 さっき言ったように、広がるというか、意味が広がっていけるような、そういう議会だ

よりづくりを取り入れてはどうかなと、感じはしますけどね。 
○委員長 モニターさんの方から具体的なご意見ありましたけど、とりあえず現広報特別

委員長。 
○議員 前回は、確かにモニターさんの方からね、少し堅苦しいのではないかというお声

はもう十分にお聞きしております。今回は、少し柔らかくなったのではないかなという、

そういうお声を聞いて、ちょっとやっぱり自分らで努力したことも見ていただいているの

かなというふうに思って、いくらか安心したところもございますけれども、広報委員会、

計４回の委員会を開いておりまして、今回も１回終わりまして、この後に３回あるんです

けれども、実は年に１回札幌の方で研修会があるんですよね。 
 それに行っているんですけれども、それは全道各地から議会だよりを持って行って、先

に渡しておくんですね。講師の方が議会だよりを専門にそういう講演をして歩く方がいら

っしゃるんですね。その方の講演を聞きましてですね、いろいろクリニックですからね、

クリニックしているんですけれども、やっぱりいい面、悪い面というのは、すごく指摘が

講師の方からあるんですよね。 
 ですから、そういう面では、浦幌は悪い面、指摘と言うんですか、出した議会だよりに

いろいろ言っていただくんですけれども、浦幌はこういう点はまだクリアしているのかと、
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そういうことがやっぱり多かったのかなというふうに思います。 
 多かったというのは、ほかのクリニックしている中身よりも、まだ浦幌の方は上を行っ

ているのではないかなというふうに、自己暗示なのですけれども、今回もいきまして、委

員の方、それぞれそんなような話をしてきたところなのです。 
 一番最初にやはり目を引くということについてはですね、私どももやはり新聞を見た時

に、やはり見出しというんですか、こう開いた時に、本当にどこにやっていいのかという

見出しがやっぱり一番のポイントだろうというように研修をしてきたんですけれども、そ

ういうことを含めながらですね、今後また広報委員会一同頑張ってまいりたいなというふ

うに思っております。 
 本当に読んでいただいている方からですね、いろいろなことをまたお聞きしたいなとい

うふうに思っております。 
 それと前回ですね、議会だよりの一番後ろにまちの声というのがありますよね。せっか

く書いていただいたから、コメントをどうなんだろうかというお話もしていただいたんで

すよね。まちの声の趣旨というのは、町民の方がこの町に住んで感じていることや日々の

自分の思いを描いていることを自由に書いていただくコーナーでありますし、書いていた

だいて、それを紹介するコーナーなんですね。 
 町の広報でもこれはないと思うんです。議会だよりだけが町の方を紹介していると思う

んですよ。私ども編集委員会で協議をさせていただきました。町民の方が書いてくれた内

容や思いと読み手側の受け方によってですね、コメントが適切かどうかというのは、非常

に考えたんですよね。 
 そういうことからいけばですね、やはりコメントのしやすいもの、またコメントがちょ

っとということもありますので、いろいろな角度から協議をさせていただいた結果、コメ

ントの方につきましては、記載しないということになりましたので、ひとつこの辺のこと

もご理解を賜りたいなというふうに思っております。以上でございます。 
○委員長 モニターさん。 
○議会モニター ちょっとそれについてなのですけれども、今言われる道で広報誌持って

行った時に、議会だより持って行った時に、さっきクリニックされるみたいなこと言われ

たんですけど、中身として悪いことは書かないだろうから、もうちょっと僕は浦幌的な、

広報紙、議会だよりの方向にいってもいいのじゃないかなというような、生意気かもしれ

ませんけど、そういう気するんですよね。 
 全道のどこでも通用するとか、さっき上の方だと言われているから安心はしているんで

すけど、良くなっていいんだろうなと思っていますけど、でも広報誌そのものはね、私は

浦幌の町民に出すわけだから、そういうような感じ方を編集なりされてもいいのかなとい

うふうな気がしますけどね、別に行政に出すわけじゃないので、あくまでもたぶんこのう

らほろ町議会だよりは、浦幌町民の方に見ていただくというか、読んでいただくのが趣旨

だと思うんですよね。 
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 そういう面ではね、そういう方向でもいいのかなと、そうするともうちょっとさっきか

らいっているように、ざっくばらんというか、もっとくだけたと言ったら言葉悪いですけ

ど、そういう方向にも書けていけるのかなという、私の考えなので、その辺は皆さん方で

考えていただければいいかなと、わかりました。 
○委員長 議員。 
○議員 私の説明が悪かったのかなというふうに思うのですけれども、あくまでも北海道

のことでなくて、やはり今言われますように、町民がこう見て本当にわかりやすい、とり

あえず地元、私も浦幌ですから、やっぱりその内容をいかに読んでいただけるようなこと

というのは、ずっと考えていることなんですよね。 
 ですから、見た時にレイアウトと言うんですか、そのバランス的なことだとか、そうい

うことのクリニックということもあったものですから、今、話をさせていただいた中身な

んですけれども、今後に向けましてもですね、今おっしゃっていただいたことを十分踏ま

えながらですね、また頑張ってまいりたいなというふうに思っております。 
○委員長 クリニックなんですけれども、これは全国レベルのクリニックで、そこで評価

されたものが全国で最優秀賞もらったりという、そういう所へ出しているのです。全道だ

けでないですね。 
 モニターさんの方からご意見ありましたけれども、表紙を町民から公募してそういうも

のを採用したらどうだという具体的なご意見でございました。どんなふうに、後ほどまた

検討させてもらってもいいし、その辺の回答をいかがでしょう。 
○議員 基本的にはですね、表紙から１部つくるのもすべて広報委員会の仕事だろうとい

うことでですね、それぞれの担当あるんですけれども、表紙に関しては委員全員でやりま

しょうというようなことなので、そういう面ではいろいろ角度的に写した部分だとか、た

まにはですね、町の広報ありますでしょう。そんな中でたくさん撮っている写真等もある

んですよね。そういうのもたまにお借りすることもやっぱりございます。 
 なかなか表紙の写真というのは、常にやっぱり表情を撮るものですからね、慣れた方も

委員の中にはいますけれども、なかなか素人が撮るったら大変なことなので、町民の方か

らいただくということもですね、今後また協議させていただきたいなというふうに思って

おります。 
○委員長 そのほかの委員さんから、広報に関して。 
○議会モニター 私、たまたまうちの家内の親が白糠に住んでいるものですから、時たま

白糠の議会だよりということも読むチャンスも結構あるんですよ。いい面、悪い面あるん

でしょうけど、白糠は非常に簡素なんですよね。コンパクトというか、枚数も多くないん

ですよ。そういった面で逆にわかりやすいけど、こういったところは浦幌は、それの方が

かえってパッと見れるのかなという、ページが少ない分すっと読めるというか、そういう

分野もちょっと一部感じましたね。 
 だから見出しだとか、そういうページ数が多い方がいいのかと言ったら、決してそうじ
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ゃなく、読む分量がふえれば、その分だけ町民も関心が薄れて、違うところに移って、こ

こは読まないでという分野も結構あるんでないかと。 
 それと年間綴じている議会だよりを何かの必要として、こういうことを思い起こしてい

る人なんて、それに関連していない人でほとんどって言ったら申しわけないけど、パーセ

ンテージの非常に低いのではないかという感じするんですよ。私はできるだけ見るように

していますけども、議会だよりだとかね、そういうもの大体ごみの集配行ったら大体、一

月後、二カ月後に入ってんでないの。そういう感じをしますよ、正直言って。 
 だからそこはね、それがいい悪いということは別として、私らが思っている以上に町民

の関心は薄いのではないかというのが私の感想ですね。 
 だけど、やっぱり努力するというか、そういうことは必要だと思うのですが、だからそ

れをそうしないようにできるだけどうしたら、私は解決方法知らないけども、増刊号みた

いなのをたまにぽっと出して、こういうことがありましたと出すのも、２カ月にいっぺん

でなくて、中間だとかにぽっと何か違う特集を組んで出すだとか、見開きぐらいで出すだ

とか、そういうことも一ついいのかなという感じは、その分だけ皆さんの手間がかかるか

ら大変だと思うんですよ。 
 それともう一つ、私ごとなんですけど、まちの声、私も何番だったか六十何番か七十何

番だったか私も出たんですよ。浦幌ってこういうことやっているんだ。何を書いたらどう

したらいいかというのは、非常に困りましたけど、あら出ていましたねって随分言われま

したよ。そういった面では結構ね、見てたというか、あれはＰＲになったかな。そういっ

た面ではありがとうございますってやつだけど、一部は覚えてもらえましたよ。 
 こっちぽんと引っ越してきてね、あれは議員にのっけてくれと言われてね、そういう私

も記憶があります。あの辺はすごくいいと思うのです。 
○委員長 参加意識ですね。 
 ご意見いただいた中でも編集に町民の参加の場を設けれないかとかね、カラーにできな

いかとかご意見をいただいたりしていますけれども、その辺どうでしょう。議員の皆さん、

その辺の見解について。カラー化については、広報委員の方も協議をしている経過もある

んですが、ちょっと説明できたら。 
○議員 枚数の方はですね、年４回出ていましてご承知のように定例会後なのですけれど

も、その前に臨時会があれば臨時会の中身を掲載しますし、一般質問、これは大体１ペー

ジをとりましょうということでやっているんですよね。その関係でどうしても５人、６人

になりますと、やはりその分が１枚、大体大方１枚使わせていただいておりますし、また

そのほかに各常任委員会報告、こちらの方も大体１ページぐらいはとったりしますし、今

回はまた追跡調査というのが前回から載っていると思うんですよね。 
 ですから、いろいろページ数をふやすということではなくてですね、やはり今までの議

員の人が一般質問をやったとか、また今まで町民の方から聞いてきて、議員が行政に言っ

て、これどんなふうになったんだろうかということで前回から載せていますし、今回もま
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た前回載せられなかった分を載せていく関係で、どうしてもページ数的にはですね、決し

て多くしているわけではないんですけれども、どうしても今までのページになってしまう

のかなというふうには思っているんですよね。 
○議会モニター いい悪いということは別としてね、やっぱりそういうふうにやっている

所もあるし、それは別に私はそうしてほしいじゃない、決してしてくださいということじ

ゃないわけですから、今度、どこか私も出張行ってそういう議会だよりみたいなのを身近

に手に入ったら持ってきて、入れば今度は渡しますよ。 
 例えば、十勝管内のことわかっても釧路管内だとか、ほかの方面は入らないかもしれな

いじゃないですか。そうしたら、もしあれば持ってきてこういうやり方もやっているよと

いうこともね、参考意見になるかもしれませんので、皆さん一生懸命やっていることにつ

いては、非常に感じていますのでそれについてどうこうということはない。 
○委員長 よその議会だよりもですね、皆さんネットでかなり引っ張っていろいろなとこ

ろ全国の賞をもらったところなど全国引っ張れますからね、私らもやっていますし、皆さ

ん結構引っ張ってやった中で、広報委員会も見る広報誌を重視するか、読む方を重視する

かという議論もね、やっているんです。そんなこと含めてちょっとカラー化のご意見の中

にね、カラー化のご意見もありますけれども、広報委員さん、カラー化の協議経過も含め

てどうですか。議員。 
○議員 今言われたように、カラーにすることの方が見る人にとってもちょっと引きつけ

るものがあるのではないかということの中からカラーにしたらどうかという話は当然させ

ていただいております。 
 ただいかんせん、何をするにも料金がかかることです。そうすると、カラーにしてどの

程度見ていただけるかというのも正直わかりません。ただ、先ほどモニターさん言われた

ように、他町村と比較してどうかというのは、今委員長言われたように、ネットも含めて

いろいろなところから見させていただいていますし、先般の札幌でのクリニックでも他町

村と見比べてみて、先ほど議員が言われたように、正直言って自慢話みたいになりますけ

れども、決して他町村に劣るようなものではないのかなと、しかし、いかんせん見ていた

だいているかどうかというのは、また別問題として、これをどう見て見やすくするか、先

ほど言われたように、見開きでコンパクトなものが目についてすぐわかるというのも当然

理解もできます。 
 一方では、これじゃあ内容がさっぱりわからないんだという声も当然ございます。そう

いった点でどうしようかというのは、大変皆さんと協議をしながら検討させていただき、

現在も含めてですね、より見やすくするのはどうしたらいいのか、先ほどモニターさんか

ら言われたように、パッと見て何が気づくのか、じゃあこれだってものがなかなか正直言

って見い出せないのも現状なのかなと思います。 
 その中でも集まるごとに皆さんと検討しながら、他町村と比較してどうのこうのという

ときりがないのですけれども、我が町で何が気づくのか、これは表紙までもつながってい



- 15 - 
 

くのかもしれません。やっぱり新鮮なものをより伝えたい、目に引くものをとは考えては

いるのですが、力不足も含めていま一歩、一生懸命やっているんですけれども進まないと

いうこともあります。あと補足は、委員長にしてもらいます。 
○委員長 ただいまモニターさんからね、ありましたご意見は、あくまでもご意見ですか

ら、これは十分取り入れるべきものはね、協議して取り入れたり検討に値する事項かなと、

広報委員さんも。 
○議員 今、カラーの関係でお話出たのですけれども、平成 14 年までは表紙はカラーだっ

たんですよね。その頃は、もう財政難だということでですね、平成 15 年から今のような白

黒の表紙になったんですけれども、その辺のこともちょっとご理解いただきたいなと思っ

ています。 
○委員長 それでは、時間も迫ってきましたので⑤番目に移らせていただきたいと思いま

すが、ホームページ及びメルマガの議会情報についてということで、ご意見を伺いたいと

思いますが、ご意見いただいた中でホームページの会議録検索、それから議会独自のホー

ムページが必要ではないかというご意見も届いているようですが、会議録検索できたよね。

議会ホームページで会議録、議会の会議録は、ホームページで検索できます。 
 議会独自のホームページというのは、先日の勢籏先生のね、講演でもあったようにこれ

から必要だよというような案件は指摘されているんですよね。これらについて利用されて

いる方のご意見、モニターさん、みんなメルマガ登録されているのかな。 
○議会モニター やっています。 
○議会モニター やっていません。 
○委員長 利用されている方がいたらご意見伺いますが、どうでしょう。 
○議会モニター 私もしているんですけど、すごくいいと思います。結構、でも開いてい

ないというか、していない人が多いみたいですよね。もうちょっと何かみんなに広がって

ほしいなと思います。 
○議会モニター それもやっぱりＰＲ不足とちゃうかいなと思っているんですけど。私も

読んでないものな、あるんだけど。今度読もうかな。 
○議会モニター すごくいいですよ。 
○議会モニター これは価値観の違いというかさ、ですから、そういうものを便利ととら

えるか、そういうものが必要ないと考える側ですから、この辺は必要と考える人は大いに

利用すべきだと思いますし、それでいいのではないかと思いますけど、私は。強制するこ

とじゃないですからね。 
○委員長 あとご意見ございませんか。モニターさん、いかがでしょう。何かお気づきの

点ございましたら。 
○議会モニター 私も今回なかなか仕事で定例会とか出れなかったんですけれども、今の

皆さんのお話聞いて、やはり議会だよりがすごく○○モニターさんの意見がいいなと思っ

たんですよね。一般の町民の人から募集して、選定するのは皆さんにやってもらうような
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形でいいと思うのですけれども、あとまちの声も何て言うんでしょう、ある程度絞った形

の中で、例えば、いろいろな分野からという方法も一つでしょうけれども、例えば、産業

なら産業、こういった産業の人方の声をまとめてピックアップするとか、ですると、結構

該当者が一番興味を持つと思うんですよね。写真もそうですし、意見もそうですしね。や

っぱりそういうチャンスを広げてあげるというかな、うまく動線に乗っけてあげれるよう

な、先ほどの議会だよりの方ももっとイラストを入れて聞くところはこういう所が大変面

白そうですよとか、何か一目瞭然でなおかつわかりやすくて、見たら楽しそうだなみたい

な、そういうイメージを少し反映してくださればいいかなというのが私の感想です。 
○委員長 ありがとうございます。 
 先ほどの議会だより含めたご意見です。これについては、今、はいということではなく

て、今後十分複数意見というのがありますから、議会の方としては検討していかなければ

ならないというふうなことだと思います。よろしくお願いいたします。 
 ホームページ、メルマガ、議会情報について、この辺でよろしいでしょうか。①から⑤

までそれぞれ皆さんのご意見を伺いながら、説明も含めて進めさせていただきました。 
 ⑥でその他ということで、この全体的な議会運営受けて、ご意見ありましたら受けてい

きたいと思いますけれども。 
 モニター会議についてのご意見としては、全体的なその他の事項でということでお伺い

したいと思います。よろしくお願いします。 
 ご意見ないようでしたら、よろしいでしょうか。とりあえずモニターさんとの協議、閉

めさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。ありがとうございます。 
 以上でモニターさんとの会議ということで協議させていただいた⑤番目まで、そしてそ

の他の分はありませんでしたが、以上で本日のモニター会議という形を閉めさせていただ

きたいと思いますので、私の進める部分、これで終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 
○議員（司会） それでは、４番目のその他ということで局長の方からお願いします。 
○議会事務局長 第５回のモニター会議ということで、来年の３月でございますが、これ

は年間の行事の中でもう既に決められている日程でございます。３月 24 日火曜日午後７時

からということで、最終のモニター会議を予定してございます。この後にですね、また懇

親会を予定をさせていただいておりますので、日程等についてはよろしくお願いしたいな

と。特別何かが入らない限りは、この日程でいきたいというふうに考えていますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上であります。 
○議員（司会） ということで、第５回モニター会議が来年の３月 24 日ということになっ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 それでは、ここでモニター会議を閉めたいと思います。最後の閉めを副議長お願いした

いと思います。 
○副議長 それぞれ皆さんお忙しい時間お集まりいただきまして、またモニター会議とい
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う固い内容でございますけれども、議運の委員長の進めでスムーズにいきました。今日、

本当にざっくばらんに題材に沿った形でいろいろな形でご意見いただきました。まだまだ

もう少し深くいろいろな事例を含めながらしなきゃならないかなと思っております。 
 そういうことも含めまして、モニターの皆さんには、機会あるごとに議会の活動を十分

注視していただきまして、いろいろなところでご助言いただければありがたいと思います。 
 先ほども局長の方から来年の３月の予定までも大体決めさせてもらいましたけれども、

ご遠慮なく議会、委員会、特別委員会を傍聴された時には、ご意見をいただきまして、ひ

とつ議会のために、またモニターという立場を超えまして町民、先ほどいろいろな意見出

ました。議会に皆さんが来ていただけますように、議会で皆さんが目を向いていただきま

すように、ひとつ日頃の日常生活の活動の中でもひとつ広報活動をよろしくお願いしたい

と、お願いばかりでもうしわけございませんけれども、本当に今日はまた長時間にわたり

まして慎重審議、またモニター会議を盛り上げていただきましたことをお礼申し上げます。

どうもありがとうございました。 
閉議 午後 ８時１５分 


