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開議 午後 ６時００分 

○議員（司会） 皆さんお晩でございます。ただいまより第５回議会モニター会議を始め

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議長の方からごあいさつをお願いしたいと思います。 

○議長 皆さんお晩でございました。大変、変わった天候の中、それぞれ夜分にもかかわ

らず、お忙しい中、第５回の議会モニター会議にご出席を賜りまして心から厚くお礼申し

上げる次第であります。 

 また、日頃から、定例会、臨時会、常任委員会それぞれの傍聴をいただきまして、重ね

てお礼と感謝を申し上げる次第であります。 

 平成 25 年４月からスタートいたしました議会モニター制度も２年を経過いたしまして、

本日は任期最後の会議となった次第であります。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をされまして、町内にも徐々

に浸透してきたところでもあります。これはひとえに、議会モニターの皆様のご努力の賜

物と感謝申し上げる次第であります。 

 来月の４月には、統一地方選挙が執行され、浦幌町議会も改選となりますが、我々議会

が進める議会の活性化は、議会基本条例を基本に改選後も継続して行っていくものでござ

います。 

 議会といたしましては、現状に満足することなく、常に見直しを図りながら、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行きたいと思っている

ところでもございます。 

 議会モニターの皆様には、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て、参考にさせていただくものであります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 本日は、本当に忙しい中ご参集いただきまして心からお礼を申し上げまして、一言あい

さつに代えたいと思います。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○議員（司会） ありがとうございました。 

 それでは、ただいまから意見交換に入りたいと思います。進行につきましては、委員長

の方で進めますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○委員長 改めまして、本日は、大変ありがとうございます。私の方から意見交換の部分

の進行をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 本日の予定は、一応７時までの予定となっておりますので、発言はできるだけ皆さんで

分散してそれぞれ貴重なご意見いただきたいと思っておりますので、ご配慮のほどよろし

くお願いいたしたいと思います。 

 意見交換ということで、おおまかに６つの項目にさせていただきましたので、それぞれ

項目に当てはまる場所でご発言をお願いしたいと思いますが、①として定例会、臨時会を

傍聴してということです。②は特別委員会、常任委員会を傍聴して、③議会運営全般につ
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いて、④は議会だよりについて、⑤は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、最後に総括をというな形でご意見いただきたいと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

 まず①でありますが、定例会、臨時会を傍聴してということで、本当にお仕事をお持ち

の中で傍聴していただきまして、どんな感想を持たれたのかな、どんなご意見があるのか

なと私たちも楽しみにしているんですが、いかがでしょう。 

○議会モニター 一問一答という形で 45 分という時間がある程度ある、この間ナイターや

ったんですけれど、時間が皆さん 20 分以上ぐらい残していると。やっぱりその辺せっかく

質問、質疑、そういうものが 45 分間あるわけですから、いかに有効に使って突っ込んだ意

見がもうちょっとあってもいいのではないかと、やっぱりこれは何回でも似たような形で

自分が思っている答えが聞けなければ質問できるはずなんですから、その辺がやっぱりも

うちょっとあってよかったのではないかという感じがしています。私の方はそれだけです。 

○委員長 議員の方から説明してください。 

 議員。 

○議員 説明になるかどうかというのは、それぞれのとりかたでかなり違ってくるとは思

うんですが、一定程度とかある程度という言葉を使いたくないんですが、聞きたいなと思

うことが聞ければ、ただむやみやたらに同じことの繰り返し、極端な言い方すると、先ほ

どもお答えしたようにというような答弁は当然もらいたくないですよね。 

 そういった中で試行錯誤しながら自分の聞きたいことをより簡潔にわかりやすく答弁を

いただくか。それが傍聴の皆さんに理解してもらえる点がなかったのかもしれないんです

ね。そういった点でもうちょっと突っ込めばという言葉もあるのかもしれないんですけど、

質問者それぞれにある程度の理解をもらっての質問だったかと思いますけれども。以上で

す。 

○委員長 議員の方から説明として何か。議員。 

○議員 私も一般質問をさせていただきました。今、モニターさんの方からおっしゃいま

すように、今時間がちょっとまだ余ったのかなというふうにも自分でも思っている所なの

です。一般質問につきましては、私の聞きたいこと、質問用紙に私は書いたつもりで、そ

の答弁があれば、自分で納得する面もありますし、ただ細かいことだとか、聞きたいこと

は自分でも聞いたつもりですけれども、今も同僚議員がお話しますように、あまりにも同

じことを何回も聞き直すというのは、あまりよくないのかなというふうには思うので、私

は通告書に質問事項を書いて、それの答弁があれば私は納得しているところなんでござい

ます。 

○委員長 議員の方からも説明がありました。これについてはですね、例えば、質問事項

が２つ、３つとかある場合にも一応 45分と制限していますから、そういう場合には、結構

みんなチーンとなったりする場合もあるので、その辺ご理解いただきたいなと思うのです

が。 
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 ほかにモニターさんの方から。 

○議会モニター 私は、時間はそんなにあれはしていないんですけれども、やっぱりいい

質問をするためには、やっぱりこの間のナイターも聞かせていただきましたのですが、や

っぱり相当な資料と言うんでしょうかね、関連する資料を集めないと、いい質問というか

な、鋭いというか、そういうのがやっぱり理事者に対してはできないのではないかなと、

今言うように、資料集めるのは本当に大変だと思います。 

 やっぱり資料の基にというか、それがあって初めていい内容の質疑ができればいいのか

なと思っています。それによって、またさっきもちょっと言われましたけど、長ければい

いというものではございませんし、また再度繰り返しと言ってもね、これはやっぱりちょ

っと気になるのかなと思いますので、あまり時間のことは、それで十分質問するのであれ

ば、相当な資料というのか、向こうに納得させていただけるというか、そういう資料がな

いとなかなか時間いっぱいは難しいのかなと思っております。 

 それから質の高い質問を出すには、やっぱり問題提起すると同時に内容をかなり精査し

ながらやっていかないと、中身の濃いと言うんでしょうか、そういうのはちょっと難しい

のかなと、その辺はちょっとこの間気になったんですけれど。何かそんなことでないかな

と私はちょっと思いました。 

○委員長 議員の方から。 

○議員 ただいまそれぞれ一問一答方式の関係で○○モニターの方からもご意見とそれか

ら今○○モニターの方からのご意見がありましたけれども、すべからずしてモニターさん

のご指摘のとおりであろうというふうに思ってございます。 

 特にモニターのご意見の中では、やっぱり周到な準備と勉強をした中で、やっぱり対案

を持って挑戦するくらいの認識がなければいけないのかなというようなふうに思ってござ

いますけれども、それぞれ前回の一般質問の中では、それぞれ自分たちの聞くことに対す

る目的を達成したという中での論議であっただろうと、私も思ってございますけれども、

だけども一般質問の中では、私は今まで例に見ないぐらい立派な一般質問であっただろう

というふうにも思っておりますけれども、今、モニターさんの言われるように、周到な準

備と勉強、やっぱり議員としての聞きただす勉強というのは、ご指摘のとおりやるべきで

あろうというふうに思ってございますけれども、これもそれぞれ各議員が一回、一回の経

験を積みながら、対応しながら、これも議会運営委員会やら、議員協議会の中で皆さんが

聞いている中では、十分な勉強をしながらやってくださいよというようなことで、それぞ

れが知恵を出し合いながらやっているというのが現実でございますので、なるべくモニタ

ーさんの考えられる状況の中で、一つ一つまた努力、勉強しながらそれに向かっていこう

というふうに思ってございますので、ご理解をいただきながらまたご指導賜りますようお

願いを申し上げたいというふうに思ってございますので、ご理解のほどよろしくお願いし

たいなというふうに思っております。 

○委員長 ただいま議員の方から総括的なことでお話を申し上げました。そのほかのモニ
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ターさんからご意見。 

○議会モニター 今日で２年が終わろうとしているんですけれども、１年目の時は本当に

全くわからない感じ、２年目でもあまりわからないんですけど、とにかく行くことによっ

て少しずつ理解が進んできているというような私は状態なのです。 

 それで議会に人が来ないというのは、どうしてかなというふうに思うんですけど、やっ

ぱり国会じゃないんですけど、内容がもうちょっとちょうちょうはっしという、そういう

ふうにお互いの意見がぶつかり合って、そういうようなことがないからかなとも思います。 

 それでちょっとお聞きしたいんですけど、前に合併問題とかありましたよね。その時に

は、私も全然そういうことに関心なかったわけじゃないんですけど、出たことがなかった

んですけど、そういう時には、結構人が集まってそういう意見の交換もあったのでしょう

か。たくさんあったのでしょうか。 

○委員長 議会に傍聴等人が少ないことに関してですが、過去の合併協議などでどんな状

態だったのだろうというお尋ねですが、合併協議の経験のある議員いかがですか。３期以

上の議員しか経験していませんね。 

 議員。 

○議員 注目度が違いますからね、合併については。やはり傍聴とかかなり多かったよう

な気がいたしますね。ただやっぱり、協議会での協議というものもありましたので、議会

でそのことについてどうのこうのというのは、議案が直接関係することはそんなになかっ

たので、むしろ協議会の方へ行って注目していたのではないかなと思いますけどね。 

○委員長 ３町の協議会ね、これには本当にたくさんの人が来ていただきました。議会と

しては特別委員会を設置しましたから、これはもう賛成、反対はっきりした中での傍聴、

住民意見もありましたよね。そうでなくて、聞きに行きたいという方もおられたんですが、

その辺やっぱり注目度が違いましたからね。 

○議員 今、モニターさんの方からご指摘あった点につきましては、３町の時に協議会に

出席した議員はいないと思うんだけれども、豊頃町との２町の時には、私も○○議員も出

たかなと思ってございますけれども、その時の内容というのは、協議会で協議する時には、

２町間でけんけんごうごうと協議をしますけれども、地元に帰ってきて、その報告をした

中で議員協議会の中で協議をするんですけれども、やはりその合併という大変な問題です

から、俺は賛成できないとか、できるとか、極端に反対、賛成派があるという中での論議

ですから、それは普通一般的に理事者にこういう状況の中でやるのとどうなんだというの

とは、またちょっと一風変わってございますので、そういう中の論議と今の一般質問の論

議を対等にテーブルに並べて評価するというのは、ちょっと無理があるであろうというふ

うに判断しております。 

○議会モニター 私はこの２年間をやらせていただいてね、本当にいい経験になってるん

です。それでやっぱりこれをたくさんの人に経験していただきたいと、本当に思っており

ます。以上です。 
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○委員長 ありがとうございます。ほかのモニターさんご意見ございませんか。 

○議会モニター 私もなかなか自分の時間をとれなくて何回かしか傍聴できなかったんで

すけれども、先ほど内容と言うんでしょうか、議員さんと町とのやり取りの中で質問して

答えるという部分で、ちょっと歯がゆいなというのが個人的にありましたね。というのは、

議員さんの方からこういう形で提案している、それに対して町の方としては、こういう考

えがある、それで話が完結してしまうという部分がちょっと何回か聞いていて歯がゆいな

って先ほどの資料を集めるのが大変だなというのがたぶん議員さんもその中でぎりぎりの

線で質問していると思うのですけれども、本当にそこら辺がやっぱり相手を本当にやりと

りを聞いていて、お互いの考えがぶつかり合っている感じで、ただ個人、個人の考えで物

事が進むと、ちょっとまずい部分があるのかなと私は客観的に見ていて、こういう議員さ

んの方でこれだけのことがあっての下地があってのこういう提案だよというものがあると、

さすがに町の方もやっぱりそれに対して応えてくれるのかなというのが、その所までいく

と一番私たちもそれでちょっと納得できるのかなと、私は個人的に思いました。 

○委員長 ありがとうございます。どうですか。議員。 

○議員 私も本当にお話聞いていて反省ばっかりしているんですけど、やっぱり自分が質

問をして相手が回答して、その回答を見てですね、それで私の言っていることがここで通

った、ここは通っていない、その部分を一般質問の日の朝と言うんですか、何時間か前に

来てそれを見て、その上で質問を組み立てたりもするんです。 

 ただ、大体の場合は、自分の予想する範囲内で回答をいただいているので、そこを次に

どういうふうに、次の自分の質問に対して再質問ですね、どういうふうに相手から回答を

もらうかという段になると、これが恥ずかしいんですけど、まったくの出たとこ勝負でそ

れに対して準備があまりできていないというのが、私は録音をいただいてですね、それを

何回も何回も聞いているんですけれども、誠に恥ずかしい限りでただですね、この次はこ

こを突っ込んでいくぞという部分についてはですね、結構資料集めもその部分でできるの

で、こんな言い方して申しわけないんですけれども、次を見てくださいしかありません。 

○委員長 この点について、ほかにモニターさんからご意見ございますか。 

○議会モニター お聞きしたいんですけど、今○○モニターさん言われたそういう質問に

対しての議員さん方の質問の内容というのは、どの程度重きを置いているのかというのは、

個人的意見をある程度反映して資料を集めておっしゃっているのか、それともどうなんで

しょうか。私は個人的には住民の皆さんが大きなというか、そういう意見のもとに質問を

されたり、いろいろなことをしていくのではなかろうかなという、私はそう思うのですけ

れども、皆さん方の考え方というのは、違うのかどうなのか。その辺を関連の形の中でお

聞きしたいんですけれども。 

○委員長 議員。 

○議員 私の質問の組み立て方は、町長の出しているまちづくり計画、いろいろな計画が

あるんですけれども、その中を見て、それをこういうふうに立てているのに、この部分は
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こうなっているぞ、それでこの部分を質問をしてみようというのが１点とそれから普段か

ら事務所に来てくださる方、また行ってその方、住民の方たちと喋っている内容、その内

容からよしこの部分を町に聞いてみよう、その２点を主に組み立てております。 

 あとはですね、福祉計画なりいろいろな介護保険とかですね、国で出している政策に対

して自分たちは普段からどう思っているか、そういったこともその中に組み込みながらや

っております。今のモニターさんの質問でこの自分の組み立て方というのがそういうふう

にやっているんですけれども。 

○委員長 ほかの議員説明ありますか。なければ、全体的な対応としては、今議員が言わ

れたようなことが基本だと思います。その中で、個人、個人がもっと小さな部分について

質問内容とするかどうか、そういう違いだと思います。議員。 

○議員 私も今回一般質問したんですが、住民が必要としている質問を受け取るというか、

議員が受け取るというのはなかなか難しいんですよね。でもいろいろと今回診療所のこと

なんかも質問してみたんですが、大体住民がこうしてほしい、ああしてほしいということ

を聞きとってから質問内容も私もするようにはしているんです。なるべくタイムリー、そ

の時の状況を把握して、皆さんにわかりやすい質問をしているつもりでいますが、一般で

聞いている方は、歯がゆい、もうちょっと何か言えないのかということが多々あるかと思

います。 

 でもその長の答弁は、ここまででそれ以上踏み込むと越権行為みたいなところもあって

はならないという気持ちも強いもんですから、これだけ答弁いただけたらこの辺で妥協し

ようかというような感じで時間も残ってしまうこともあります。 

 でも本当に一生懸命やっているつもりですが、聞いている方は歯がゆいんじゃないかな

というふうに思っております。 

○委員長 モニターさん。 

○議会モニター 別に個人攻撃どうこうじゃないんだけど、こうやって言うと、こういう

モニターの部分でよくないこと、私もさっきは控えめに言ったつもりなんですけれども、

議員に直接聞きたいんですが。 

○委員長 できるだけ全体的な質問にしてください。 

○議会モニター それでね、診療所の話を今しましたけど、私関連で冬場はもうちょっと

横断歩道の除雪をきちっとしてくださいということと、議員さん皆さんに気がついたかど

うか知らない、薬局なんかの前、横断歩道がないんですよ。だからああいった所に横断歩

道をつけて渡りやすくするようにというようなそういう質問が出ても良かったのではない

かなという感じが非常に、これは思ったということは、個人的な言い方すると本当に個人

攻撃になるかもしれないけれども、そうじゃなく、あそこに横断歩道がないからそういう

所に設けれないんでしょうかとか、そうすることによってもうちょっと渡りやすいだとか、

そういうことが非常にあるんでないかという感じがちょっと意見を聞いていて思ったので

すが。ちょっと僭越かもしれないですけど。 
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○委員長 先ほども申しましたように、各種計画に基づいてまちづくりの全体的な質問を

する場合、それから全体的な財政的な質問をする場合、それから私先ほど言いましたけど、

個別の、今モニターさん言われるようにね、行政要望のような形を住民から責めてやる場

合、これはたくさん今までもありますし、現実に、ですから、それが細かなことが全部議

員がね、把握できているかどうか。それらあるので、それぞれの時によっていろいろな個

別の問題も出てきます。そういう対応は、議会の報告会で行政要望あった点について、即

やれる場合もあるし、こういうことは対応はそれなりにね、住民が思うほど個別の行政要

望が全部できているかと言ったら、それはちょっとね、説明しかねますけれども、そうい

う対応はある程度はね、言われるような細かい質疑もあります。特に予算、決算の審議の

中ではね、そういう部分も出てくる場合もありますし、一般質問の場合もあります。 

 ちょっと時間の配分もありますので、定例会、臨時会を傍聴してということの項目を終

わらせていただいて、次に進めたいのですがよろしいですか。 

 それでは②の特別委員会、常任委員会を傍聴してということで、特別委員会はこの２年

間ね、実施されていないのですが、常任委員会、所管事務調査に参加していただいた方も

おられると思います。そんな中でのご意見を伺いたいと思います。いかがでしょう。おお

まかには定例会の関係が一番多いのかなと思いますが。 

○議員 今回、特別委員会とかではないんですけれども、やはり常任委員会なんかにも来

ていただいたら、私たちもそれなりの緊張と言いますか、常に緊張はしているんですけれ

ども、さらなる緊張というのがありましてですね、やはりご意見をいただかなくても聞い

ていただいて、どんなことを審議しているんだろうということを聞いていただけるという

ことはね、そのことが皆さん次に反映していただけるかどうかは別としてですね、あと文

書やなんか出た時にもね、そういうものかというご理解をいただけるのではないかと思い

ます。 

 以前はそんなにこういうことがないと傍聴していただけなかったので、今回はいろいろ

なことの中で、傍聴していただいたので、その辺は僕としてはすごく嬉しかったし、これ

からもお願いしたいなというふうに考えております。時間的に議会ほど長時間でございま

せんので、単発的なんですけれども、それでも私やっぱりその時間帯をちょっと都合つけ

ていただいて、来ていただけたらすごくありがたくうれしく思いました。以上です。 

○委員長 モニターさんの方でね、常任委員会に傍聴に来ていただいた方もおられますが、

いかがでしょう。 

○議会モニター 私はやっぱり議員活動というか、そうしている中で、常任委員会だとか、

そういった所に話を聞くというのは、非常にですね、議会よりいろいろな意見が活発に担

当者とのやりとりだとか、議会とは全然違って、説明だとか全部あるじゃないですか。そ

ういった面で議会もあれですけど、常任委員会は非常に聞いていて良かったなと言う感じ

はありますね。 

○委員長 ありがとうございます。議会の基本条例の中にも常任委員会活動の充実という
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ことで、こういう形の協議はできるだけやっていきたいなというようなことで進めている

ところですけど、大変ありがたいご意見です。 

 ほかのモニターさんからご意見ございませんか。ないようでしたら、次に進めさせてい

ただきたいと思いますが、よろしいですか。 

 では③番目、議会運営全般についてということで、ご意見を伺います。 

○議会モニター まずは議会モニターとして定例会等々含めまして、なかなか参加できな

かったことをお詫び申し上げます。申しわけございませんでした。２年間一応モニターと

して活動させていただきましたけれども、議会に町民がなかなか関心を寄せないと、なぜ

かなとずっと考えていた中でですね、先ほど議長の方から開かれた議会というようなお話

をされていましたけれども、開いただけではちょっと町民はついてこないのかなと、じゃ

なくて、町民に近い議会じゃないといけないんじゃないかなと。 

 そのためにはどういう形がいいのかなといろいろ考えたんですけれども、政策条例だと

か、そういったものも町民に近い部分で議員さんの方から積極的につくっていただくとい

うのも一つの方法なのかなと。ある地域では、乾杯条例だとか、そういったもの地域の地

酒で必ず乾杯する時は地域の地酒を使いますよだとか、そういった条例も町民の興味を引

く一つの手段かなというような感じはしますので、その辺もまだまだ町民の方になるべく

近づいてですね、もっともっと議会に興味を持ってもらうような仕組みをつくって、それ

がですね、行政の方に興味を持っていくことなのかなと、合わせてですけれどもね、そう

いう印象を受けました。以上です。 

○委員長 ありがとうございます。これについて議員の方から。議員。 

○議員 私も議員やっていてなかなか一般の町民の人が議会に行くことがなかなかないよ

うな感じを受け取れるんで、やっぱり条例も作った中で、やっぱり今のところ町民の方が

来てくれないことがちょっと大変なことだなとは思うので、これからはやっぱり議員さん

が今一般会議とか条例の中でできたのでね、これを回数を多くしてやっぱり議員さんが町

民の方に行った方がまだまだいかなきゃならないのかなとは思っています。今まではなか

なかね、来て来てと言っていたんですけれど、これからはやっぱりこっちから行かないと

なかなか距離が縮まらないのではないかと思います。 

○委員長 この関係について、議員さんほかに説明。議員。 

○議員 ○○議員とちょっと重複する点もあろうかと思いますけれども、なかなか一般の

方と近くで話をするということがない、そういった中で、皆様方承知の方もいらっしゃる

かもしれませんが、議会条例の中にも組み入れられた報告会、これは絶対やろう。どなた

が議員になっても最低報告会はやろう、その報告会をやる中でも過去には浦幌だけでやっ

たんですけれども、それはやっぱり見直ししながら今年については４会場でやった、これ

も一つの正直言って発展かなというふうに思っております。そういった中で、町民の方々

からいろいろな声を聞きながら、どの方法が一番いいのだろうかなという、これからこれ

でやってるからいいんだということではなくて、それらもやっぱり今度選挙ありますから、
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それらも含めて変えていけるものは変えていきながら、町民の方とより身近にというのが

今いる議員の考え方なのかなと思っております。 

○委員長 ほかのモニターさんからご意見ございますか。 

○議会モニター 今言われたのと同じような感じなんですけど、私もこの議会報告会２月

９日と 10日ですね、ちょっと出させてもらったんですけれども、やっぱりさっき言った関

心が薄いというのは、こういう回数的なものをやることによってかなり変わってくるので

はないかなと。出させてもらっていろいろなやっぱり相当多いというわけじゃなかったで

すけれども、かなり人集まっていただいて、やっぱりいろいろな意見を持っていることは

事実だと思うんですよね。ただ、それが反映されていくのかどうかと言ったら、これから

の問題でしょうけど、もっともっと開くというのかな、皆さん方おっしゃっているそうい

う意味ではすごく良かったのではないかなと思いますね。 

 去年は１回でしたからね、そういう面では良かったのではないかと。よく出前講座やり

ますよなんて、チラシ的なものもありますけど、そういうのも一つの方法なのか、それは

まあこれから少しずつ練っていきながらやっていけばいいのかなというふうに思っていま

す。今年は良かったですよ。 

○委員長 ありがとうございます。ほかのモニターさんから。議会運営全般ということで、

いかがでしょう。議員の方からも議会の取り組みとして説明何か。議員。 

○議員 今回、議会報告会４カ所でやったということで、その中で今回３月に一般質問を

やられたと、二人の方がその議会報告会から出た関係で一般質問をしたということで、や

はり少しでも町民の皆さんの意見が出たものに対して、一般質問もそうですし、予算委員

会、決算委員会、町側に対して意見を聞くということがやっぱり必要になってくると思う

んですね。 

 先ほども言ったように、今後とも議会報告会も含めて一般会議もね、どんどんできるよ

うになったらいいかなと思います。 

○委員長 ほかに議員の方から。議員。 

○議員 今、同僚議員から話あったように、報告会、それからそのほかのことも含めてで

すね、議会だよりを見た方はわかるかと思いますが、いろいろな問題の中でその後どうな

っているかということで追跡調査という形の中で出させていただいていることも事実でご

ざいますし、全部が全部を載せられないんですけれども、ある程度大まかなものは協議し

ながら載せていただいています。 

○委員長 その他モニターさんから。 

○議会モニター 議会に来たいんだけど、ちょっと階段がねとかって言う高齢までいかな

くても、何か今膝の悪い方がそういう意見もたまに聞くんですけど、階段を何かエレベー

ターをつけるとかという、それにしても来ない人は来ないと思うんですけれど、だから議

会を聞けるような一般的に違う所で聞けるような、そういうことも考えた方がいいんじゃ

ないかと思うんですけど。 
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○委員長 今のお話ありましたけど。 

○議会モニター 先ほど議員が言われた報告会というのは、すごくポイントになってくる

というか、私はたまたま○○さんとかが商工会でよくお会いして、世間話とかよくする機

会とか多いんですけど、やっぱりそんなことでお互いに情報を通いあわせるとか、やはり

我々一般住民というのは、悲しいから自分の身近な部分の、さっき○○モニターさんの言

っていた、この横断歩道が危ないよとか、具体的にそこが一番我々が気にする部分だと思

うんですよね。 

 それを住民の不満とか、その辺がやっぱり身近なところで、やっぱり議員言っていた報

告会とか小さい規模でやってくれれば、もっともっと住民から本音が出せれる、やはり開

かれた議会という部分の中では、議会で我々が傍聴しても別に意見が言えるわけではない

ですよね。だから、それをやっぱり見にきて下さいと言っても、本当にそれは無理がある

かなという気はするんですよね。 

 やはりそれをそうしたら常に平行線でいってしまうのでね、やっぱり浦幌は浦幌町の住

民の環境に合わせたやり方というか、その辺は逆に皆さん住民なんですから十分わかって

いると思うんですよね。この浦幌町民の性格とか、だから本当に小さい報告会とか、本当

に四、五人集めてもいいと思うんですよね。それを別に本当に若い人だったら、メールで

やりとりしているし、だからちょっとこういうことをやるから話を聞きにこないかとかと

いう形の中でやっぱり、もっともっと議員さんの方から本当に我々に近づいて、ちょっと

お茶会でも開こうよみたいな感じの中でいけば、もっともっとそこが一番情報源とかもら

えるだろうし、それを本当に議会に気持ちが反映されると思うんですよね。傍聴数が多く

なるかといったら、別問題だと思うんですよね。そんな感じでは、今話を聞いていて、な

んかそんな感じしてきました。自分の考えがある程度、以上です。 

○委員長 ありがとうございます。ただいま、小さい規模での説明会、あるいは議員の方

からもう少し住民に近づいてはどうかというようなご意見でございました。議員さんの方

から何か説明ありませんか。議員。 

○議員 議員は、今言われるとおりだと思うんです。本当に町民の方と常に接していろい

ろ意見交換なり、何か悩みごとだとか、そういうことあれば聞いてやるのが本当に今言わ

れるとおりなんだというふうにも思います。そういう面では、ここにいる議員は、ほとん

どそういう考えを私持っていると思うんです。やっぱりそういう接する機会と言うんです

か、そういうことがあれば、やはりどしどし接していきますし、今回、先ほどからもお話

しますように、議会報告会も今年も４回やらせていただいたということでですね、やはり

私どもも地域が変わったところにお邪魔した場合は、やはりこういう意見が出てるんだな

というふうにも、大変勉強になったり、またいろいろなことでですね、活発的に住民の方

からもまた話をいただけるということに関しましては、報告会というのは、異議あるもの

なのかなというふうにも思っております。 

 それとはまた別にですね、本当に町民の方と接する機会というのは、それぞれの議員が
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持っていることだと思いますので、そういう面ではずっとこれは大事にしていきたいなと

いうふうにも思っております。 

○委員長 そのほかモニターさんから議会運営全般についてということで、大変貴重なご

意見いただきましたけど、ほかにありませんか。 

 ないようでしたら、次にですね、④番目、議会だより、また⑤も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、広聴活動全般についてまとめて一緒にご意見伺い

たいと思います。それぞれの立場でね、利用できる範囲でのメルマガなり利用していただ

いている、また議会だよりについてもどんなふうな印象を持っておられるかなということ

でご意見を伺いたいと思います。 

○議会モニター 一番最初だったか忘れましたけど、議会のですね、定例会含めてですけ

ど、インターネットの配信というお話の方私の方から質問させていただいたと思うんです

けれども、その後の進捗状況というのはどのような形になっているんでしょうか。 

○委員長 どなたかご説明。議員。 

○議員 今日も話題に出まして、一応町理事者の方には、29 年の年に何とかネットを含め

たものを設置してほしいというふうに依頼はしました。たくさんの予算がかかるものです

から、なかなか理事者の方も即答はしないんですよね。やはり今スマホでもそういうもの

を見れる時代で私は若い人も議会に興味、関心を持っていただくためには、ぜひとも議会

ネット中継については、実施をしていただきたいというお願いはしておきました。以上で

す。 

○委員長 議会としても実施するという方向性は決めたんですが、実情は今説明したとお

りでありまして、引き続きね、いろいろなアンケート調査でもどのぐらいの方が見られる

のかな、必要性はどうなんだということで、一部導入することに決めたのに、アンケート

調査なんだというご意見もございますが、ただこれからの対応として、資料として必要で

すから、今後もそういう内容のアンケート調査はさせていただこうかなというのが方向性

ですけど、その他の方いかがでしょう。 

○議会モニター ホームページの開催 29 年９月。 

○議員 議会ネット中継です。 

○議会モニター 生中継ですか。 

○議員 その中身はまだはっきりとは決めていないんです。依頼はしました。 

○議会モニター 例えば、予算もいろいろな問題があって 29 年になってるんでしょうけれ

ども、私は個人的には一刻でも早くね、やってほしいなと。前にも一番最初にも言ったん

ですけれども、高額な経費をかけなくてもやり方いろいろあるじゃない、かければいいと

いう問題でもないし、要するに特に若い人がネットで議会が何やっているという部分をす

ごく注目度があるという部分で、ある程度期待しているだろうし、ほかの町村もやっぱり

まだネット中継に踏み込んでいない所もあるだろうし、もう踏み込んでいるところもある、

その踏み込んでいるところは、たぶん同じことが起きていると思うんですよね。その前に、
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こんなのが必要なのかという部分で、それを実際やった時に、どれだけ若い人がネット中

継を見ているかとかというデータはたぶんあると思うんですよ。 

 それをやはりそのデータ、その資料が本当に一番肝心なのかなって気がするんですよね。

やはりそこをやっぱりもっともっと提示していただいて、やり方もほかの町村だとそんな

にお金かけていない、かけているところもあるし、かけていないやり方もあると思うんで

すよね。 

 その辺をやっぱり調べていただいて、議員さんの方から提議してもらってね、その上で

資料が判断材料になると思うんですよね。だから必要なんだよねという部分、そこで必要

でなければ大した期待を持てないかなと、ただ、本当にあと２年後ですよね。２年後だっ

たら、ちょっと正直言って寂しいですね。もうさわりでもいいから、ちょっとネット中継、

今こういうふうに雰囲気だけでもいいからね、やっぱりそのインターネットの良さという

のは、自分がアクセスしてて、それがダイレクトに手応えがある、そこが一番近いという、

インターネットの一番いい所なんですよね。 

 だからみんな若い人はインターネットでいろいろな友だちとやりとりをしたり、買い物

をしたり、いろいろな活用方法を見出して、だからそれだけスマホもこれだけ普及してい

ると思うので、やっぱりその辺を加味しながら、開かれた議会とか、もっと身近な議会に

なるように、連動してくると一番私としては本当は嬉しいかな。それが一刻も早くやって

くれた方がいいのかなと、私は思っています。 

○委員長 この辺の関係については、議長お願いします。 

○議長 それぞれご意見をいただきまして、ありがたいことだなというふうに思っており

ます。ただいま、同僚議員からそれぞれ 29年に向けて対応を考えるというようなことでご

ざいますけれども、いろいろ私どもも勉強させていただいているというのは現実で、モニ

ターさんに前に言われたことがあります。200 万もかからないでできるよというご意見もあ

り、我々としては最低でもやるんだったら 1,000 万ぐらいなことはやらなきゃまずいよと

いうようなご意見もあり、その辺の中では費用対効果が果たしてどういうふうな結果とし

て出るかということになれば、私は慎重な行動をとれば、皆さんの町民のご意見をアンケ

ートでもとって、そして本当にどうなんだというようなことをやっぱりきちっと見定めな

ければ、果たして 200 万のやつじゃまずいとかいいとかという問題ではなく、1,000 万がい

いから悪いからというんでなく、やる以上はきちっとしたものをやらなきゃいけないので

はないかなというような考え方に立っているものですから、なかなかちょっと難しい点が

あるというのは、現実でご理解をいただきたいなと思いますけれども、そんな中でそれぞ

れサンデー議会にしても、ナイター議会にしても、そういう文面でアンケートをいただい

ておりますけれども、その中では 10 人ぐらいの傍聴者の中で 50％ぐらいのアンケートをい

ただきながらやっているんですけれども、それが二人とか、一人とかというような結果の

中で、パーセンテージは 50％かもしれませんけど、そんな中では、３人の人が反対でそん

なもの必要ないよと、一人の人が賛成という、そういうような結果しか出てこないという
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所に大変歯がゆさを感じてございますので、今、新規今年改選された後、高跳びするかも

しれませんし、縮小するかもわかりませんけれども、そんな中ではきちっと町民の若い層

から全般の皆さん方のご意見を十分掌握した中で、費用対効果に果たして合うのか、時代

の流れとは別に、そういうことも効果的に考えていかなければいけないのではないかなと

いうふうに思っておりますけれども、それぞれの意見で本当にネットを見て勉強したい人、

それから 1,000 万円をほかのことに浦幌町の活性化のためにやってくださいよという人と、

やっぱり意見というのはそれぞれですから、二分も三分もするわけですけれども、そうい

う中では、十分協議しながら皆さん方のご要望に応えられるように努力はしていかなけれ

ばいけないというようなことで、新規に選ばれる議員に夢を託しながら、夢を持ってまた

ご指導いただければ、こんなありがたいことはないなと思っていますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長 ご承知のように、なかなか議場へ来ていただいた方、それから議会報告会に来

ていただいた方でアンケートをとると、なかなか出席できない層の人がそういうものを見

たがる、ですから、今も議長が報告されたように、そういう数字だけでは把握できない面

もありますし、ご承知のようにね、Ｕストリームなら 200 万ぐらいかければできるんだよ

というのありますけど、実際議会も昨年の 12 月にデモをやりました。業者に来ていただい

てね、こんななら導入してもいいのかなという思いはありますけど、なかなか執行機関と

の協議もありましてね、進んでいませんが、前向きにやるという方向性だけは出しており

ますので、ご理解ください。 

○議会モニター １回テストやってみたいよね。 

 本当に言っていること最もだし、ただアンケートね、調べたら大したないよと、特に若

い人ってアンケート書いてくれないし、だから本当に１回試しというわけではないでしょ

うけれどもね、いいものをがちんとやって、本当にそれこそ大した見ないんだったら、本

当に無駄遣いかなという気もするから、本当に１回テスト的にやってみて、それで町民の

反応を見てみてというのも一つの方法かなって思いますね。 

○委員長 貴重なご意見ありがとうございました。 

 議会だより、それからホームページ、メルマガ含めてご意見いただいておりますが、こ

の関連でモニターさんからご意見ありませんか。よろしいでしょうか。 

 それではですね、先ほど冒頭申し上げました５項目について一通りご意見伺いましたが、

６番目その他ということでね、モニターの皆さんの２年間の総括として、ご意見伺おうか

なと。議員の方からもね、モニターさんに対してのご意見あったらそれもよろしいですし、

ご意見伺います。モニターさんいかがでしょう。 

○議会モニター ２年間ということなんですけど、今言われているように議会の基本条例

ができまして丸２年、私たちも２年経とうかとなっています。そういう意味では、さっき

から議長も言われたように、開かれた議会というふうなことで進んではきていますし、一

歩一歩前進しているのかなというふうには思っています。 
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 そういう意味で、私たちモニターがどれだけあれしたかよく私もわかりませんけれども、

議会に対する今後のあれはすごくいい方向にというか、参考に、ちょっとかもしれません

けど、参考になるような開かれた議会に進んでいったのではないかなと思います。 

 それから今後なんですけど、やっぱり 27年度からまた新しい誰かなるわけですけど、そ

の中でやっぱりより質を高めていくというのは、議員さんもそうでしょうし、我々住民の

モニターも含めて住民、より高い質を高めていくような努力を皆さんでやっぱりしなきゃ

いけないのかなというふうに思っています。 

 だから議員さんもこのずっと議会基本条例できる前のあれもありましたし、この２年間

もいろいろな面で良かったのではないかなというふうに思っております。以上です。 

○委員長 ありがとうございます。ほかにありませんか。できるだけ皆さん２年間ね、忙

しい思いをして対応していただいたので、一言ずつでも伺いたいなと思うんですが。 

○議会モニター 私は、本当にとても自分のためには良かったと思います。これを独り占

めしないで、たくさんの方にお分けしたいと声を大にして言いたいです。それでそのため

に、自分も周りの人にいろいろお話をして、関心を持ってもらえるように努力したいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございます。どうぞ。 

○議会モニター ２年間、遅いようで早いというか、何ができたのかなと皆さんのきつい

意見が多く言い過ぎたのかなと、ただ私もモニターをおりても議会に傍聴はしたいという

ふうに思っております。できるだけそういう一人でも議会というか、そういうものを傍聴

することによって、また関心度も上がるし、また皆さんも変わってくるんではないかなと

いうふうに思っておりますので、引き続き影の方からというか、傍聴だとか、そういう形

ではいきますので、ありがとうございました。 

○委員長 ありがとうございます。どうぞ。 

○議会モニター 先ほど、結構喋ったのでいいかなと思っていたんですけど、すごく自分

ではなかなか時間とれなくて、なかなか傍聴できなかったんですけど、ただ今日みたいな

こういう場で、これぐらいのスパンで議員さんと近くで話ができるというのは、すごく私

にとっては良かったなと思いますね。 

 本当にこのモニター自体がこのぐらいで一番いい意見出るのかな、あまり多くなると難

しくなってくるのかなという部分で、やっぱり身近に議員さんと話ができる、ある面では

議会モニターという部分をうまく私はちょうど使って、皆さんとお会いして本当に良かっ

たかなと思います。以上です。 

○委員長 ありがとうございます。お願いします。 

○議会モニター ２年間参加させていただきまして、当初私もあまり議会に対しての関心

というのは、正直なかったのが事実です。この２年間通してですね、議員さってどんなこ

とやってるのかなと、いろいろ勉強させていただいた部分も本当にありましたし、本当に

皆さん頑張ってらっしゃるなというのが一番の本当に思っている印象です。 
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 ぜひですね、先ほどからモニターの皆さんおっしゃっていますけど、一人でもこういう

機会に町民の方がですね、触れられるような形をとっていただきたいなというふうに思っ

ております。以上です。 

○委員長 ありがとうございます。無理やり２年間の総括皆さんに聞いたような感じもい

たしますけれども、時間も経過しましたので、ここで議長に総括として一言いただきなが

ら、終わらせていただきたいと思いますので、議長お願いします。 

○議長 大変皆さん方に申しわけありませんけれども、短い決められた時間の中で、それ

ぞれ本当に貴重なご意見、本当に言われるとおりだなというようなこともございますし、

特に開かれた議会についてご意見を頂戴いたしましたけれども、一般会議からそれぞれ報

告会、そのことについては、皆さんのそれぞれのご評価をいただいたことに、心から感謝

を申し上げたいなと、このことについては、まだ縮小しながらでもぜひともこれは新年度

に向かってでも残された議員でやってもらいたいなと、対応してほしいというようなこと

で考えてございます。 

 またその中で、我々もナイター議会やらサンデー議会やらいろいろ試行錯誤して考えて

ございますけれども、そんな中ではなかなか町民の反応がないということに苦慮している

ことは事実ですし、そういうことを協議していることも事実でございますけれども、そう

いう面をモニターの方々が一人に言ったことが二人に、二人に言ったことが三人にという

ような中では、その成果がモニターさんのおかげであろうと、私は自負をしておりますし、

皆さんに感謝をしているところであります。 

 そんな中で、２年間の総括の中で皆さんが本当に先に残られた言葉以上な身に余るよう

な言葉を頂戴いたしまして、評価をしていただいたということについては、本当に心から

感謝とお礼を申し上げ、我々はまだ頑張ってやらなきゃいけないのかなというような、本

当に張り合いを与えていただいたことに感謝をしたいと思います。 

 そんなことで本当に短い時間でございましたけれども、皆さん方にとんだご苦労をいた

だきながら、ご指導賜りましたことに感謝を申し上げますとともに、今後とも叱咤ご叱責

を賜りながら、ご指導賜ればこんなありがたいことはないなというふうに思ってございま

すので、皆さんのお言葉にしたがえるように、それぞれ議員も新たな気持ちで頑張ってま

いりますので、ひとつご指導賜りますようお願いを申し上げまして、私からの総括にした

いと思います。どうもありがとうございます。 

○委員長 それでは、予定しました協議内容、意見交換の時間がきてしまいましたので、

急がしていただきましたけども、本当に貴重な身に余るお言葉をたくさんいただきました。

２年間の任務、本当にありがたく感謝を申し上げます。お仕事をしながら、夜間ばっかり

の会議でありましたけれども、心から感謝を申し上げて私の進行を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） どうもありがとうございました。お約束した時間も迫ってまいりました。

今、議長あるいは委員長の方からも言われたようにですね、議会最終年の２カ年のモニタ
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ーさんの意見の数々をいただけたことによって、例えば、先ほども出ましたように議会報

告会も吉野、厚内、上浦幌、市街とですね、４カ所でやりました。さらにまた、一般会議

もですね、商工会の皆さん、農協の皆さんともやりました。これもですね、ひとえに議会

モニターさんのアドバイスがあったからだと思ってございます。 

 そんな意味でですね、開かれた議会、身近な議会という中でですね、この２年間の中身

でいろいろなアドバイスによってそういうものが実ったかなと、少しは自負している状況

もございます。 

 ここでですね、議会モニターの皆様方へ議長の方からお礼として記念品をお渡ししたい

と思います。 

 

（議会モニターへ記念品贈呈） 

 

○議員（司会） 今日はありがとうございました。 

 

閉議 午後 ７時１２分 


