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開議 午後 ６時５８分 
○事務局 定刻に若干早いのですけれども、皆様お揃いですのでただいまより第２回議会

モニター会議を始めさせていただきます。 
 改めまして、皆さんこんばんは。私の方から今日のレジメ、スケジュール的なものをお

話させてください。まず議長のごあいさつをいただいてから、２番目に議会モニター会議

ということで、浦幌町議会モニター設置要綱の９条、10 条、11 条というところで、議運の

委員長からお話をさせていただきます。 
 あわせてですね、会議録の公開ということで、この辺についても議運の委員長からお話

をさせていただきます。 
 ３番目には、本題であります意見交換ということで、⑥番まで書いてございますが、こ

の内容について、モニターさんの方から雑駁なご意見、ご感想をですね、言っていただき

たいというふうに考えております。 
 本日の進行については、議運の委員長の方にお任せをいたしますので、時間的には遅く

ても８時半を目途にですね、終了させていただきたいというふうに思っていますので、ご

協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 
 それでは、議運の委員長お願いいたします。 
○議員 まず議長のあいさつをお願いしたいと思います。 
○議長 私の方からご指名でございますので、一言ごあいさつ申し上げたいと思います。 
 本日は、大変夜分にかかわらず、お忙しい時間帯にご出席をいただきまして、心から感

謝とお礼を申し上げたいと思います。 
 日頃より議会の活動に対しまして、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げる次第

であります。 
 本年４月に浦幌町議会基本条例が施行され、その中の目玉でもある議会モニター制度に

おいて、皆様にご委嘱申し上げ、これまで、６月、９月定例会、２回の臨時会、その他常

任委員会や特別委員会などを傍聴していただきました。本当にありがとうございました。 
 お忙しい中を傍聴してくださり、また、本日のモニター会議への出席と、心からお礼を

申し上げる次第であります。 
 議会運営は、決められたルールの中で行っておりますが、少しでも、町民の皆様に開か

れた議会となるよう、また、議会の活動を少しでも理解していただけるよう努力していか

なければならないと思っているところでもあります。 
 本日は、モニターの皆様のご意見を我々議員全員が直接お聞きする第２回目の議会モニ

ター会議でございます。 
 有意義な時間とさせていただきたく、夜分お疲れのところでございますけれども、どう

ぞよろしくご教示賜りますようお願い申し上げたいなと思っています。 
 このあとは、議運委員長の方から進めていきたいと思っておりますので、よろしくご理

解のほど賜りますよう心からお願い申し上げまして、開会のことばに代えたいと思います。
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どうぞよろしくお願いいたします。 
○議員 申し遅れましたが、先ほど事務局長の方でお話ありましたように、議運の委員長

でございます。今日の進行をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 
 先ほど、局長の方より本日の内容について説明していただきましたが、配付してありま

す議案の⑥にその他とありますが、そこでは今私たち議会で活性化の中の協議事項、定数

と報酬に関する協議を進めているところでございます。 
 モニターの皆さんにも率直なご意見を伺いたいと思いますので、⑥のその他の部分でよ

ろしくお願いをしたいと思います。 
 それでは、早速ではありますが、２番目、議会モニター会議ということで始めさせてい

ただきますが、まず最初にですね、モニターさんには第１回目の会議の時、モニターの要

綱について説明させていただきました。今日ですね、改めましてこのモニター会議は、ど

ういう位置づけなのかということで、説明させていただきたいと思いますので、配付して

いると思いますが、浦幌町議会モニター設置要綱の２ページ目をお開きください。 
 ２ページ目に職務というところがございます。第９条のところです。議会モニターは、

次の各号に定める職務を行うものとする。１として、会議を傍聴し、当該会議の運営に関

する意見を文書により提出すること。 
 ２、浦幌町議会だより及び浦幌町議会ホームページに関する意見を文書により提出して

いただくものとします。３、議長が依頼した町議会の運営に関する調査事項に回答してい

ただきます。４、町議会議員と１年に１回以上、意見交換を行うことということで、第１

回目の会議でお願いしましたが、今年度については２回お願いしようと思っております。

５として、浦幌町議会モニター会議に出席すること。６、その他、議長が必要と認めたこ

ととしております。 
 次に、提出された提言等の処理ということで、規定をしております。第 10 条、議会モニ

ターから提言等が提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議に当該提言等を送付

し、当該会議において検討させるものとする。 
 ２、前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した議会モニターに通

知するとともに、議長が別に定める方法により公表するものとする。 
 次に、会議ということで、第 11 条、議長は、議会モニターと連絡調整及び意見交換を図

るため、議会モニター会議を開催するものとするということで、規定しております。 
 このことをご理解いただいた上でですね、もう一点ご了解をいただかなければならない

ことがあるのですが、会議録というものを一緒に配付していると思います。 
 そこにですね、モニター会議も私たちの会議も全部ホームページ等で公開しております

ので、今日の皆さんのご発言は誰がということは一切しませんが、この様式にしたがって、

記載をし、公開するという規定になっておりますので、あらかじめご了解いただきたいな

と思います。よろしくお願いいたします。 
 議会モニター会議についての説明として、前段の説明を以上とさせていただきます。 
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 それでは、３番目、意見交換ということで始めさせていただきますが、①定例会、臨時

会を傍聴していただきました。傍聴していただいた感想を率直に意見をいただき、また議

員の方からもその辺はこうだよということがあれば、議員からもご意見いただきながら意

見交換という形でやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
○議会モニター 何度か定例会、臨時会も何回か傍聴させていただきました。 
 そういう中で、議員さんの質問について、もうちょっと元気よくというか、覇気のある、

そういう言葉で言っていただきたい。モニター席にいるとですね、非常に聞きづらい分野

があるのですよ。あそこっていうのは、どちらかと言うと響くから、一語一句きちっとわ

かるような質問をしていただきたい。言葉として。 
 それと、今、45 分間というルールで何度でもその間は質問できるという状態になってい

ますよね。ある程度、質問できるようになっているということですので、もうちょっと核

心をついて言えないのかなという所がですね、非常にあるということですね。 
 もうちょっと答弁者の方が困るような核心をついたようなね、どういうふうに言ったら

いいかわからないけど、もうちょっと違った角度で言えないのかなということが、私自身

は感じました。 
 その後の、委員会についてもいいのですか。やっぱり私たちモニターは、議会じゃなく

て、この委員会、予算委員会というか、こういう所に逆に出席をして、本当の議員と理事

者側がどういうふうに意見を言っているのかということをモニターとしては、予算委員会

だとか、委員会に出る必要があると。 
 本会議に入ってしまうと、決まったような質問で、それでシャンシャンと大体終わると

いうことが非常に多いですから、私は何回かそういうものを出て、いいことだなというこ

とが感じたというか、それを持ち帰って町内会でもそういう自主防災ということについて

は、やっぱりやらなければならない、そして、何日間の集中豪雨だとか、そういうものに

あった時点で、非常にやっぱり改めてテレビを見てて、やっぱりこういう自主共助という

か、こういうものが物すごく必要だということで、こういうものをしていかなければいけ

ないということを非常に感じていますね。 
 これも私は委員会に出なかったら、そこまでの関心を持てなかったかもしれませんね。

ただ、役場側からの要請で文書が流れていただけではわからないという分野があって、本

会議だったらそういうのじゃなくて、できるだけモニターの皆さんには、この特別委員会

だとか、常任委員会、この辺をぜひ傍聴していただきたい。この方がよく皆さんモニター

さんとして、議会に対してこう言えるっていう分野が非常にあると思うのですよ。もうち

ょっと質問をこうしてくれだとか、予算云々ということで。 
 私感じたことはそれとですね、この間、決算委員会出ていまして、全部の項目というの

は、私もちょっと頭に入れてもう一回後で、あれが閲覧できるのなら、決算委員会見たい

と思っていますけれども、あの中で一番感じたのはですね、今いろいろな所に委託してい

ますよね。あの中で、一番私自身が感じたことは、パークゴルフ場、百二十何万の収入し
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かないのに、1,100 万の町からの要するに委託料をいただいていると。 
 私はこれだったら、逆に無料にしてどこかに草刈りだとか、管理人も置かないで、無料

にして半額くらいでできるのではないかと。逆のことを考えると、そういうふうに決算委

員会、非常に感じました。 
 水道だとか、ほかのいろいろなことについては、これはそういうかかるということは当

然のことですし、これは風呂だとかそういうものと別なんですよね。今非常に減っている

んですよ。パークゴルフ場に来る来場者も、それだったら、思い切って逆に無料にして、

600 万か 700 万でどこかに１週間に２回こういうふうに刈りなさいだとか、やっぱりそう

いうことをした方が非常に効率いいと。 
 どう見ても 10 分の１しか収入がないのに、ないということ自体で委託しているというこ

と自体がですね、私は 10倍かかっているわけですから、それも要するに７カ月と考えると、

百何十万毎月払っているわけですから、たしかにこれによって健康増進だとか、いろいろ

なことがあるから、あるのであれば、無料にしてやった方が私は逆にいいと。 
 ただ、厚内と上浦幌の草刈りもありますから、ただ上だとか厚内については、芝を全部

傷めているだとか、逆に問題がある。だから、そういった面もうちょっとね、それだった

ら、厚内は厚内で誰かできる人に、吉野みたく年間何十万でやってくれと。 
 上もその方が安上がりというか、その方がお互い皆さんでいいのではないかと。パーク

場なくせと言っているわけではなくて、いろいろな委託している先をもうちょっといろい

ろな面で森林公園から、体育館から、いろいろともうちょっと詰めをしなければ、私はい

けないのではないかなというふうに思っています。 
 私が素直に感じたのは、別に、パークゴルフ場をやり玉に上げるだとか、そういうこと

じゃなくて、やっぱりもうちょっと効率のいい方法を皆さんで知恵を出してね、やっぱり

考えていった方がいいのではないかなと。 
 パークゴルフ場は必要だし、整備も必要だということは重々わかっていますので、その

辺を一回皆さんも実態というか、よく見ていただきたいというふうに。 
 下手な言い方すると、パーク場なくしていいのではないかとか、要するに指定管理者を

外せだとか、そういうふうに聞こえてしまうけど、私は全然そういうことじゃなくて、言

っているつもりではないので、くれぐれも誤解のないように。以上です。 
○議員 ありがとうございます。 
○議会モニター モニターになって初めて議会も傍聴しました。みんなわからない中から

も、町が抱えている悩みとかそういうものも随分伝わってきました。これは本当にモニタ

ー初めての制度と言うんですけど、今５人ですけれども、たくさんの人が何とかモニター

に加わって、いろいろなことを町の人って本当に自分も含めてなんですけど、いろいろな

悩みを知らな過ぎるというのか、そういうふうに思いました。 
 ２年間ちょっと勉強してね、私もいろいろな町の何かできることがあればと思いました。

今の所それぐらいです。 
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○議員 ありがとうございます。 
○議会モニター 私も、さっき他のモニターの方もいろいろたくさん言ってくれたので、

いい話だったと思っています。私は、委員会の方は出ていないですけれども、定例会、一

般質問出させてもらって、さっきモニターの方もちょっとおっしゃっていましたけど、私

の考えですけど、議員さん、もうちょっと突っ込んだ話をできないのかな。別に理事者を

何かという意味じゃございませんが、もう少し時間を有効に使うのは結構なので、もう少

し専門的なものなのか、突込み的な良い質問をしていただければなというふうに、まず感

じました。 
 委員会出てほしいということなので、私委員会出ていないですけど、さっきそういう経

過ありましたので、そっちの方に出てみようかなと感じています。 
 これ３番目に言った方がいいのかな、感じて思ったのですけど、モニター制度今年から

始まったわけで、私も最初からこうやって議会のいろいろな日程をいただいています。こ

れ見ると、議員さん、すごい大変だなと思っています。出ることも多いし、定例会や臨時

会、決算委員会やいっぱいある中で、たくさんやっています。 
 その中で、自分たまたま５人しかモニターいませんけれども、そういう中で議員さん一

生懸命やってられるので、いろいろな機会に、有権者の方にもうちょっと議会ってこんな

もんだとか、難しい話じゃなくて、こんなもんだよぐらいな、逆にざっくばらんと言った

ら議会の内容としては申しわけないと思いますけど、そのような何か手立てをもっと皆さ

んがしていただいて、モニターじゃなくても傍聴に来ていただく、開かれたというか、私

もいい言葉見つかりませんけれども、そんなような感じになればなというふうに思いまし

たね。 
○議員 ありがとうございます。 
○議会モニター 委員会の方は、本会議よりいろいろな質問をしているのですよ、現状は。

町側とのやりとり。本会議というのは、どっちかって言ったら、そこで大体まとまったこ

とを代表者が質問をして、それでというのが議員さんが答えるべきなのか、私が傍聴して

感じとして、そういうことなのですよ。 
○議員 言われるとおり、委員会は発言制限ありませんから、例えば２回聞いて、ほかの

人が質疑する、そのあとまた私が質疑してもいい、質疑のルールが制約ないのですね。そ

れで気楽に追及できるというかね、そういうのありますね。 
 それでは、他のモニターの方どうでしょうか。 
○議会モニター 私ごときが喋っていいのか本当に、一応議会モニターということでやら

せていただいているので、率直に私が感じて、数回しか出席させていただいていないので

すけれども、率直に感じたことは、この議会だよりもそうですけど、皆さん議員さんのさ

れている発言が随分受身な発言が多いのかなというのは率直に感じました。 
 私は、議員さんというのは、当然行政から出てくる政策を評価する、チェックするとい

う仕事というのは、もちろん理解していましたけど、議員さんからの政策提案というよう
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なことがないのかなというようなことは感じました。 
 個々の例えば福祉だとか、産業がどうだということはあるでしょうけれども、例えば町

がどういう方向にだとか、全体の政策というか、ビジョンだとかというのを議員さん全体

の意見として何かないのかなというふうに、一部でしか私参加できませんでしたけれども、

感じたところです。以上です。 
○議員 ありがとうございます。 
○議会モニター 今、発言のモニターの方と私も同じこと考えているのですが、こういう

地方議会というのは、どっちかって言ったら受身ですね。国が全部予算をその中で自分の

所に、大体予算の 11 倍か 12 倍なんですね。直接町税の大体 10 倍ぐらいの予算を組んでい

るんですね。ということは、１割ないぐらいですね。８％かなんぼしか要するに直接の税

というのないんですね。 
 そして、あとは交付税なのですよ。だから交付税もいろいろな交付税、そういうルート

を探しながら、要するに町の方で皆さんが何とかこういうものを浦幌に当てはめようとい

うことで、いろいろな形をとっているという、簡単に言うとそういうことだと思うのです

よ。 
 ですから、町から出てくるのも自分の所のビジョンを描いて、予算をこういうものに獲

得じゃなくて、何か使えるものがあればということを今一生懸命やっているのではないか

と、非常に受身なんですね。 
 だから、私の考えだけど、国自体が 1,000 兆円の要するに国債を発行して、現状一人の

借金にすると 100 万ぐらいをしているわけですね。現状国自体が。地方議会に合わせると、

べらぼうな数字になるわけですよ。同じぐらいの数字が逆に出てきてしまう。 
 ということで、さっきモニターの方が言ったんだけれど、本来どうあるべきかというこ

とを議員さん共々町側といかに打ち合わせ、そういうものをすべきだと思うのですよ。 
 国会見てても、非常に無駄遣いが多いのですね。予算を獲得するための、要するにそれ

を盛んにやってるわけですから。 
 それが町職員の一つの使命でもあるということにもなるのでしょうけれども、私はこの

間耐震改修の件で、そういう案件があるからって、ラフな要するに見積もりしか出てない

って、明細がないって、積算がないで何で一括でこういう金額出るのか、私は昼から傍聴

しなかったですけど、こんなのってありなのかなと。それがやっぱり役人というか、国が

そういう体質だし、予算を獲得するためにそういうことが相変わらず行われているという

ことがいかに行政の無駄というか、こういうものが非常に多いのではないかと。 
 私だけ一人で喋って申しわけないけど、なんでここで浦幌の庁舎の改築をしなければい

けない、そうしたら公民館はどうするんだとか、そういうことがあれば、将来何年後とい

うことを考えると、役場もこれだけの大きさいらない、そうしたら公民館をどうするんだ

と、併用してやるかどうか、そういうようなコンパクトなそういうことを議員さんからも

うちょっと、私は出てもいかったのではないかと思っているんですよ。 
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 改築だけで、それだけで６億なんぼのお金がかかる、私は、この辺がやっぱり、それと

積算が積み上げたものが何もなくて、ぼっと出て、数字は出せませんって。 
 これは予算を獲得するためのあらで、それをこれから設計に頼んで１月か２月でないと

できない、それも年度内に発注しなければいけないということだと思うのですよ。 
 なんでこういうことをするのか、私は町が本当に必要であれば、手当は別として、やっ

ぱり町債発行でその後の資金をどうするのかということを、ある面で念頭で考えていかな

ければいけないことではないか。その辺をもうちょっと追及してほしかったです。 
 それはあまりなかったのですよ。最終的に午後にまわりましたけどね、答弁中止になっ

て、あの明細はどうなったのか、私は聞きたいのです。 
○議員 実はですね、その件については、特別委員会を設置して、今言われた前段の部分

は、特別委員会でやっているのですよ。やっているから、本会議の補正予算で６億 5,600
万出ましたけど、それで本会議でそこまで必要ないというか、特別委員会でいろいろな審

議しているので、特別委員会先ほど言いましたように、発言制限のない、理事者とのやり

とりがあって、一応終結したのです。 
 そういう中で、役場の耐震補強については、災害の時に対策本部になるから、まず第一

に補強するということを、私たちは認めたというかね、特別委員会の協議の経過は、モニ

ターさん言われたように、ぜひ議事録もありますから確認してみてください。 
 今、モニターの方からも議会の対応についてお話ありました。皆さんからいろいろな意

見出ましたから、議員の方で今の改修の問題やらいろいろ出されました複数の方からもう

少し追及的にできないのかとありましたけど、議員の方から、反論とかそういうことじゃ

なくて、説明という形で議員の方から何かあれば、ぜひお話をしてみてください。 
○議員 順を追ってお話をさせていただければということで、発言にしても、十分に聞こ

えなかったりなんかする部分は、多々あったのかなと。私についても、特に自身がなけれ

ばだんだんトーンが下がってくるというのは、現実問題としてあるのかなと、これらも含

めて、これは反省だと思っておりますし、また一歩進んだ質問と言いますか、決して職員、

町長問い詰める云々じゃないのですけれども、もっと進んだ質問があって然るべきだろう

ということを、私ども常に思うのは、最後の詰めをどこに持っていくのかな、正直ざっく

ばらんな話をしますと、相手を困らせるのではなくて、ちょっとした夢を与えながら、何

とか答弁をもらおうという努力は、それぞれにしているのではないかと。 
 ただ、そのことが甘いと言われれば、そのことがあったことも事実だというふうに反省

をしながら、話はしているんですけれども、あと、先ほど定例会議上での言葉よりもモニ

ターさんから言われたように、委員会だとかそういったことの方がモニターの人方もある

意味有意義な聞き方ができるのかなというふうに思います。 
 全部言ってしまうとあれなので、ほかの方。 
○議員 モニターの方からパークゴルフ場のことが出ました。私たち議員の仲間でも一般

質問でそろそろ料金をという話をしているのですが、なかなか町の方でうんと言ってくれ
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ないのが現実なのです。来月の 10 月 22 日に使用料と手数料の総務常任委員会をここの３

階の委員会室で開催します。その時にどういう答弁もらえるかわからないのですが、ぜひ

とも 10 月 22 日の９時から使用料、手数料等の常任委員会を開催しますので、１年以上前

から何とかすれということ、議員が一般質問してますけど、なかなか１回つけたものは「は

い」と言ってくれないんですよね。私の出方も甘いのかなと思いますけど、東部４町きち

んと調査していないのですが、ほとんど料金はタダみたいなようですね、その辺も調査し

ながら 10 月 22 日には、ぜひとも新年度の予算組む前にいい返事がほしいなという、努力

しますので、ぜひ 10 月 22 日に来てください。 
○議会モニター 帯広市もそうですけど、週１回の芝刈り、それで今までは元々無料だっ

たのですが、管理人置いてないのですよ。芝だとかそういうものは荒れてますけど、パー

クゴルフ自体の最初からやったいきさつは、幕別で、パークというのは、公園で気楽に子

どもから年寄りまでできるスポーツということで、多少でこぼこあっていい、指定管理で

管理しているから、私はでこぼこを無くせというのですよ。 
 それが管理業務だと思う。それで、私は再三教育委員会にも言いますけど、もうちょっ

と整備しなさいと、枯れている所、剥げている所はもうちょっと芝を何とかしなさいと言

うのですが、だけど無料にして１回だとか２回の、幕別は当然そうですよね。 
 やっぱりそういう所が結構増えていますよね。池田も無料で、大会だとか直前は刈りま

すね。本別はお金をとっています。足寄も一部とっていますね。小さい所は別ですが。陸

別は無料です。その代り、芝だとかそういうものというのは、極端にそこまで管理されて

いませんから、長い部分もあれば短い部分もあります。ある面で無料できて、人がたくさ

ん来てくれれば、それもまたいいのかなと。 
 ただ、浦幌の場合は、結構釧路管内、白糠だとか、帯広市だとか池田から、本別からい

ろいろな所から正直言って来ているのですよ。そういう面もあるから、料金の徴収どうこ

うって言ったって、ほかの町村も行っているけど、それは無料でやっているわけですから、

今の非常に私もよく知り合いになってあれしているというのは、茨城だとか鹿児島だとか、

いろいろな所から来ているのですよ。 
 キャンピングカーで、道の駅に泊まりながら。大体忠類と羅臼、この辺では、キャンピ

ングカーの仲間が集まる場所です。だから、忠類もタダですけれどもね、温泉があってと

いうことで、結構多いですね。浦幌に滞在している日数は、聞いたら少ないですね。だか

ら、そういう面でお金とるのがいいのか、悪いのかという問題あるけど、さっき私言った

ように、無料にして人がたくさん集まって、週に１回だとかしか刈らないけれども、ある

程度最低限の補修はするけれどもという方が逆に効率がいいのではないかというふうに感

じております。森林公園も同じです。 
○議員 ほかに、議員さん。いろいろな意見が出ていますが。 
○議員 先ほどの繰り返しなのですけれども、モニターの方言われているんですけれども、

本会議よりも委員会、私もそんなに喋る方ではないのですけど、やっぱり委員会の方がざ
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っくばらんな意見が出る方が多いので、やはり議員間同志もそういうことで協議もします

し、町の理事者からの聞き取りもありますので、できれば委員会の方も来ていただければ、

私たちとしては今言われたようなことも含めてこのあとも活動できるのかなと思っており

ます。お忙しいと思いますけど、そちらの方も時間的に来ていただければと思います。以

上です。 
○議員 あんまりパークゴルフやらないんだけれども、全般的にやっている人方の話の中

では、整備されてお金がかからない方が一番理想なのでしょうけれども、どうなのでしょ

う。多少荒れても好きな人は、我慢をしてもらえる状況なのか、やっぱり多少お金かかっ

ても整備した方がいいということなのか、その辺も含めて全般的にどうなのですか。その

辺あまり聞いたことない。 
○議会モニター それはお金がかかっても、整備されている方がやる側とすればいいので

はないですか。だけど、百二十何万しか収入ないのに、そこまでする必要があるのかって

いう疑問を感じますね。行政として、それだったら違った方法でいった方がどうなのかと

いう、ただね、それを請け負っている企業もあるわけですから、それを一概にどうこうと

言えない分野もあるんですよ。 
 ただ、地方と町から来る方と料金的には区別をされていいのではないかと思いますよね。

だって現実的に町の予算、税金云々って言ったって町の予算を使ってあそこを管理してい

るわけですから、他町村から来た場合は 100 円でも高くてもいいのではないかというふう

に私は思います。 
 お金とっている所は、町外から来た方は要するになんぼということはごく当然に開きが

ありますよね。だって、税金を使って整備をしているわけですから。大体のところ、お金

とっている所は、全部高いです。 
 パークゴルフ場のことだったら、大体主だった所は行っていますので。 
○議員 ちなみに一番高い所はどこですか。 
○議会モニター 今ですね、札幌で今 1,600 円かな。恵庭だとか江別、それから北区の拓

北とあるのですが、ここできたところが 1,600 円、1,800 円だったかな。１日です。800 円、

1,200 円、安い所で 800 円。 
○議員 タダの所もあるから、高い所だってそういう所もあるっていうこと。 
○議会モニター 札幌市がやっている小さい所は無料です。大体。ところが、それは物足

りないのですね。民間は、大体 1,600 円、一番高い所は、拓北は 1,800 円でなかったかな。 
○議員 その変わりね、施設もきちっとしていますし、利用の人数が違いますからね。通

路なんかも芝が剥げちゃうのですよね。そういうのは、管理費、民間の場合は取っていま

すね。 
 ほかに議員さんの方で決算の審議の問題、あるいは政策提言の問題を指摘されていまし

たけど、それについて。 
○議員 一番最初のね、一般質問の 45 分間の時間なのですけど、私も２項目に対してやっ
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たのですが、こういう 45 分で何回でも質問できるよということになると、結構質問回数は

多いのですよね。多いのだけれども、時間的に言ったらある程度、ここまでいっちゃうと、

それで終わっちゃうということで、大体２項目やって 30 分で終わりました。 
 やっぱりもう少し本当に核心のある所というか、突けばいいんだろうというのもあるん

ですけど、ある程度の答弁をもらって、それ以上のことを今度もうできないという、執行

者の方ができないということになれば、それ以上のことがなかなか言えなくなるというこ

とで、大体そのぐらいの時間で終わったということですね。 
 ですから、実質もっと再質問だとか、再々質問もどういうことを聞いていけばいいのか

ということをもっとですね、メモってやっていれば、多少の時間 45 分間という時間ではで

きるのかもしれないですけど、その辺でなかなか満度使うということは、できなかったの

かなと、私は自分ではそう思っていました。 
○議員 私も一般質問がやっぱり皆さんいろいろ突いたと思うのですけれども、自分なり

に調べて、町がどういう体制でその政策に向かっているか、それが私たちの要望と言いま

すか、それとどういうふうに違っているのか、町民に対してどうあればいいのか、いろい

ろ考えながら質問しているのですけれども、本当に私個人のことで言いにくいのですけれ

ども、やっぱりどぎまぎしたり、本当に議員として申しわけないくらい情けないなと思っ

ていつもやっているんですけれども、その中で、町理事者だけじゃなしに、現場にいる職

員たちの回答を得たことで、やっぱり職員たちも私と同じように悩んでいるなと、やっぱ

り回答の中からも見えたりするのですよね。 
 その中で、国がどういう体制でその政策に向かっているか、町はその中でどういうふう

にやっているか、それを考えていくことに、どこまで突っ込んでいったらいいんだろう、

それがどうしても後でめちゃくちゃ反省するんだけれども、自分の意見がばぁっと折れて

しまうというのですか、はっきり言えば、これ以上言っても、国の政策の中では、制限が

あることだしというふうに思ってしまうのですね。 
 ですから、ただ質問してみて私が強く思ったことが、今町の回答はここまで出て、私の

質問に対して出してくると、このことを私は議員として町民の皆さんに町の回答を、これ

をお知らせをする。できれば私がどういう思いで質問したかということで、町民の方とお

話をしたい。なかなか機会を設けれないのですけれども、定例会のたびに、私はこういう

つもりで質問したんですよということを、町民の前で説明したい。町民がそれについてど

う思っているか、答えてほしいということで、機会を持っているのですけれども、やっぱ

り自分の力の無さと言いますか、それがなかなか町民の方に見えてこないというのが今つ

くづく思っております。 
 ただ、こうしてモニターの皆さんが議会に来た時に、議会に対してこういうことを感じ

ているのか、このたび今この話し合いの中でつくづく、そうだったのかということを、や

っぱりそうだったのかということと感じております。きれいごとに終わりますけど、この

ことを糧にしてですね、もっともっと町民の皆さんに私が考えていることを、町民がどう
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いうふうに思っているかということもあわせて、聞ける機会が開けたらなと、そういうふ

うに思っています。以上です。 
○議員 先ほどからモニターさんからもっと多くの人にモニターになってもらって、たく

さん理解してもらう機会をふやしたらいいのではないかという趣旨も複数ありました。本

当にありがたいお言葉だと思って聞いています。当初、私たちも一番の目的だったってい

うか、皆さんに地域にこういう状況を発信していただける、これが一番効果があるのでは

ないかなと思って、モニター制度を期待していたところでありましたから、そういう言葉

をいただいて、大変嬉しく思っていますが、なかなかモニターを募集したというよりも、

ご承知のように、予定は 10 人でしたけれども、５名しかなっていただけなかったというこ

とで、私たちも大いに期待はしていたのですよね。もう少しふえていただければなという

のは事実です。 
○議会モニター 傍聴もね、みんな行ってみたいとは言うんですよね。言うんだけど、い

ざそうなったら。 
○議会モニター やっぱり直接は関わりたくないよね。 
○議員 それぞれ話が出てきたと思うのですけれども、お互いに批判とかじゃなくして、

お互いに話を聞かせてもらう、そしてそれについて言い訳じゃないけれども、本音として

どうなんだというお互いに知っていただきながら、それから先ほど政策提案の話もあって、

議員からも言いかけたんだけれども、我々が議論することについて国からの全額が目に見

えると、この辺が限界なのかなという部分は正直言ってあります。言いたくても、周りか

ら見ると、もっと言えよと言っても、決まっているやつ、ただ職員をいじめるだけ、それ

だけでは結果が出ない。だとすれば、それを一つのきっかけとして、別な方向と言うのも

おかしいんですけれども、一つの足掛かりとして何かができないのかなということは、皆

さん考えているのではないかなと、私なんかはずるいとかなんとかじゃなくて、やはり町

民の声も踏まえて、でも金額が決まったらできないと、それもまたこれも何とかならない

かということは正直ありますよね。そのことをちょっとわかってもらえると、さっきのモ

ニターの方の話もしていただいたので、わかってお話していることは十分。 
 正直言って、そういった面では、仲間の中でももうちょっと言えよと言われることも事

実ながら、ちょっと一歩踏み込めない、わかればわかるほど言えないという部分。 
○議会モニター よくわかりますよ。ですから、国が大体７月ぐらいから来年度というも

のの予算をどうするかということが、要するに地方から吸い上げて、だから、来年度、本

年度じゃなくて、来年度、再来年度に対して、浦幌町がどういう形でいくのかということ

を議会が逆に進めていくという方法が多分、別のモニターの方の言っていることがそうい

うことだと思うのですよ。私もそう思うのですよ。 
 だから、７月ぐらいから９月ぐらいまでに大体県から全国のそういうもの全部吸い上げ

ていくわけで、その前に町もある程度出していくわけですから、ラフ予算という。その前

にいかに来年度の予算に反映、再来年度の予算に反映するものは何が必要かということを
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議会と行政とやっていくということがね、できあがったものに何言ったって予算なんて限

られているのだから、おりてくるの。 
 さっき言ったように、８％しかないのだから。要するに、浦幌の自主財源というのは、

１割切るぐらいでしょ。なんだから、あと 90％いずれにしたって、補助金でやっているわ

けだから、その辺も本当は皆さんに知ってほしいんですよ。モニターもさることながら、

町民に知ってほしい。だから、いかに税金を納めることの大切さ、有意義に使う、自分で

要望をこうしてくれ、ああしてくれと言う前に、自分のできることをするという、そうい

うことを町民一人一人がやっていかなければならない。 
 こういうこの場だとか、議会だとか、そういうことを知ることによってね、やっぱり町

民の意識というのは、変わるのではないかと思いますよ。 
○議員 今本当にすばらしいなということも含めてなのですけれども、住民の意識があれ

ばこそ、今形変えるとパークゴルフなんかでも自分たちでやろうかとなれば、今これから

総務の方でやるんですけれども、そういう声を聞かせていただくと、パークをやっている

人を中心としてやってもらえるとすればという提案もできるんですよね。 
 これは国からくるやつは、ここでできるものについてはある程度検討課題になってくる

のかなと。 
○議会モニター だけど浦幌はなかなか協会としても受けないでしょ。事務局の方います

けど、なかなか難しいでしょ。 
○議員 吉野が受けているのも本当に異例中の異例で、今大変ですよね。運営するのが。

今の指定管理者の話ですけどね、かつてですね、８年ぐらい前だと思いますが、競争入札

で患者輸送車、年間 800 万でやっていたのですが、安くしたい、財政改革ね、ということ

で、やったら 400 万落ちたんですよね。 
 ところが、受けた会社が従業員一人減らしちゃったんですよ。安いのが本当に町民のた

めかということで、次の時は入札最低額を上げてね、そういう議会も安ければいいという

もんじゃないぞということで、反省もありまして、ですから、今言われた無料にして、人

減らす方がいいのか、指定管理者はね別に否定はしないということですけれども、そうい

う私たちもいろいろな状況の中でやってきていまして、なかなか難しい問題があるなとい

うことを感じているのですよ。それはほかの議員の皆さんもみんな思っていることで、人

減らししながら、財政改革が本当にいいのかと、町民いなくなる財政改革でいいのかとい

う、ジレンマありますよね。 
 その辺は私たちも思案しながらいろいろな審議していますけど、今、定例会、臨時会傍

聴してということで、特別委員会の話も出ました。常任委員会、所管事務調査の話も出ま

したけども、③番目まで含めましてね、議会全般も含めてですね、議員が議会議員として

対応している、その話にも集中しましたけれども、議会運営全般についてということまで

広げて、また改めてご意見いただきたいと思います。 
○議員 パークゴルフ場の管理については、こうしていろいろな意見いただいた中で、
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100％ね、いろいろ言われたことが通るかどうかわからないけれども、これ一つの提言とし

て、やはり我々とらえることはとらまえていかないとならないと思うので、今後使用料手

数料の調査も含め、そういったいろいろな方法をやはり我々も理事者に問いただしていか

なければならないし、そのことによって理事者もやはり何かいい方法がということで、考

えていただけるのかなと。 
 だから、すぐには 100 点満点はなかなかとれないかもしれないけど、今よりはいい方向

へ必ずいかさなければならないなと思っております。 
 あと自主財源については、16％ぐらいですね。使用料等もろもろ含めてですね、あと、

やはりこうして今日モニターさんで来てくれた４人の方というのは、本当に感謝している

のです。本当にこんな形で町民の方と議会が身近でいろいろなことを話すというのは、い

いなと思うのですけれども、我々も数年前から議会報告会やってるんですけれども、確か

にご意見いただくんだけれども、どうしてもやはり数が多くなってくると、こっちもちょ

っと構えるところあるし、発言される方も自分の発言が全体の中でどうなのかなというこ

とで、やはりちょっと構えちゃうところ確かなんですよね。 
 残念だなと思うんだけれども、さっきもできるだけ議会に町民の方が足を運んでいただ

いた中で我々の活動というものも見ていただいて、いろいろなご指摘をいただいたり、ま

た認めるところは認めてもらえる形の中になれば最高かなと思っているんですよね。 
 やはり、すぐにはなかなかいい形にならなくても、こうして少しずつ少しずつ努力して

いけば、少しずつ上にもっと今よりいい形にいけるのかなということで、私はそういうふ

うに考えています。 
 また、自分も個々の議員もですね、自己評価ということで言うと、私のことは言えない

けれども、それぞれの議員かなり誠実に一生懸命頑張っているなという感じはするんです

よね。それが町民の方にご理解いただいているか、いただいていないかというのはわかり

ませんけど、一生懸命私はみんなやっているなという感じはしていますね。そのどういう

ことをやっているか、またはどういうふうに考えているか、そしてどう施策に生かしてい

くか具体的なものを示していかないと、なかなか認めてもらえない。その辺が難しいとこ

ろがあるわけですけどね。漠然とした話ですけど、すいません。 
○議員 せっかくの機会ですからね、今常任委員会の話も出ていましたから、総務文教厚

生常任委員会、産業建設常任委員会、それぞれこの２年間私たちのこの任期になってから

の常任委員会調査どんなことをやったかちょっとお知らせを、名目だけでもわかる範囲で、

わかっていただいた方がね。 
○議員 産業建設常任委員会を仰せつかっております。今年の２月だったと思うのですけ

れども、鹿追町のバイオマス今やっている所ですか、日本では一番大きな組織と言うんで

すか、スケールがあるということで視察に行ってきました。そこは、鹿追は農業と観光の

町でして、非常に農業から出る酪農家もやっぱり多いものですから、糞尿を考えたバイオ

マスなんですね。ですから、悪臭を防ぐと、そしてまた一つね、それを利用していろいろ
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発電、また畑に還元するというような施設を見てきました。 
 浦幌もご承知のように、酪農家が今五十数戸ありまして、ＪＡも酪農部分がやや生産量

が畑作から見ましたら上回っているというような状況にありまして、浦幌も即とは言えま

せんけども、今後やはり十分に考えていく余地はあるだろうということで２月に行って参

りました。 
 もう一点はですね、模範牧場の管理状況、ここ２年前に町で経営していたものを今度指

定管理者に委託をしたということですね、そのまま頭数的にも酪農家から預かっていまし

て、施設がですね、非常に老朽化しているということで、昨年からバンカーサイロ、今年

は今年度は畜舎も既に建築の半ばぐらいいきまして、11 月の初めから供用を開始できると

いうような状況でございます。 
 その経費がやや２億円かかるということでございましたので、委員会としてもやはり預

託頭数だとか、今後の酪農家の周知ということでやっていただくようなことで委員会を開

いております。 
 畜産振興に向けての模範牧場ですから、やはり行政としても、また町としてもですね、

やはり位置づけが必要であろうということで行って参りました。 
 また、来月に入りまして９日なのですけれども、公営住宅の長寿命化計画の進捗状況と

いうことで、10 月９日午後からなのですけれども委員会を開きたいと思いますので、こち

らの方ご案内も予定していますので、ぜひ傍聴いただきたいなというふうに思っておりま

す。 
○議員 総務の方どうでしょうか。 
○議員 総務はですね、５月に○○さんも傍聴されたと思うのですけれども、前委員長の

時に防災のことを現地調査も含めながらいろいろと町民の声を吸い上げながら防災計画と

いったものをやってきました。６月 24 日ににわかに委員長になったばかりで、それまで人

任せではなかったのですが、委員長が上にいたものですから、なかなか一緒にやってきた

のですが、若い委員長に任せておいたというか、そんなようなところで、突っ込んだこと

を私もそれ以前のことはしなかったのですが、防災を大変大事なことで現地調査をしなが

らサイレンの状況だとか、無線の状況、それからどこまで山の斜面、厚内の階段、山の斜

面を利用した階段なんかをどこまで伸ばしてやったらうまく逃げられるのかなという、そ

ういう本当に階段を上りながら現地調査をして、お年寄りにも優しい避難の方法というこ

とで、新たにお金をかけて迂回路と言うんですか、上まで行けるようなことをまた再度つ

くってもらうということで、そういったことで防災の方はだいぶ良くなったかなと、30 メ

ートルの津波がきても本当にてんでんこなのですけど、自分の命は自分で守るということ

なのですが、その前に公でできることは全部町でやるということで、そういったことも目

鼻がつきまして、緊急というか、すぐに来なければ次の大きな災害が起きた時には対応で

きるのではないかなというふうに思っております。 
 つい先だっては、７月ですね、遊休施設のことをやりました。遊休地のことは前にやっ
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たものですから、遊休施設、山の上の農村環境改善センターと常室の学校、吉野の幼稚園、

この３つの施設を町として今後どのように考えていくかということで、いろいろと所管事

務調査をいたしました。 
 この３つの施設すべてプロポーザル方式ということで、全国に情報発信してこの施設を

条件さえ合えば、無料でもいいし、有償でもいいし、お貸ししますよということで、まだ

ホームページには載せていないのですが、プロポーザル方式でやろうということで、今見

守っている最中です。 
 浦幌町も非常に遊休財産と言うんですか、使われていないものがたくさんありまして、

もったいないということで、いろいろな話が出てますが、なかなか今の経済状況でしたら、

プロポーザルが早くやってくれればいいなと思ってこの間もホームページ見ていたのです

が、まだ実際の話としてはホームページに出てきていません。 
 それでいつ言ったらいいのかなと様子を見ているのですが、なかなかそれはあまり早く

急かしても中途半端になっても困るなということで、一応町の方針としてはそういうこと

でやりますよということで、農村環境改善センターというところは、山の上で非常に道の

駅ができてから目立つということで、何とか利用ということを考えて町もいるんですけれ

ども、私たちも話を聞いたら貸して中を改装しても１億円以上かかると、壊すのも１億円

以上かかるということで、非常に本当にお荷物というか、そんなような感じになって、何

とか活かしていただきたいなということで、要求は町の方にしておりますので、どういう

ふうにやっていくかわかりませんが、こういうことで遊休施設のことも調査しております。 
 それと先ほども申しましたが、10 月 22 日９時に財政健全化をしました。平成 16 年です

か、それからの行政改革含めた手数料やなんかをどのような動きがあったか、本当にその

成果が表れたか、もしモニターの方の言われたようにパークゴルフ場の使用料をとらなく

てもやっていけるのなら何とかしていただきたいということで、これから 22 日に来月話し

合いますが、一応実態調査と将来の展望みたいなものを町長と理事者と詰めて、これも話

していきたいと思いますので、ぜひ傍聴にいらしてください。以上です。 
○議会モニター もう指定管理者の募集しているんじゃないですか。来年度の。会議とい

うか、始まるんでないですか。来年４月１日から５年ですから、３月で切れるはずですか

ら。 
○議員 今、突然常任委員長さんに話振りまして申しわけありません。 
 常任委員会の所管事務調査出席された○○さんしかいないということで、常任委員会が

どんな活動を、調査をしているか、ちょっとお知らせしようと思って、常任委員会はそれ

ぞれ６名ずつおりますけれども、そういう調査をし、理事者に質疑をして、常任委員会と

しての意見をつけます。どうあるべきだというね。それを本会議報告する、広報にも載り

ますけれども、ぜひ皆さん目を通してください。 
 協議の最終ですけれども、５分ほど休憩したいと思いますが、よろしいですか。よろし

くお願いいたします。 
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午後 ８時１２分 休憩 
午後 ８時１９分 再開 

 
○議員 会議を続けます。ただいま③番目まで含めてご意見いただいたようなつもりでお

ります。次にですね、④議会だよりについて、⑤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、あわせてご意見あったら伺います。いかがでしょう。 
○議会モニター 議会だよりについてなのですけど、前に聞いた時、２年で交代するんで

したっけ。別に交代するのがいいとか悪いのではなくて、やっぱり変わったら内容少し変

わってくるのですね。それで、全体ちょっと含めてなのですけど、こんなのがいいのか、

私の考えでわかりませんけど、元々議会だよりそのものの内容は、町民の皆さんに報告す

るという義務があるものだから、硬い文章ばっかりなんですよね。 
 それで少しちょこっとでもいいんだけれども、開けた明るい議会、ちょっと私もわかり

ませんけれども、その要素がちょこっとあって目をパチっと見るだけでもいいのかなと思

ったりするんですよ。硬いことばかりだと、読まないですよね、はっきり言ってね。 
 自分たち、こうなっているから読むようになっているんですけど、僕も元々は読んでい

ましたけど、より中身詳しく読もうという気になるんですよね。そういうのと同じで、も

うちょっと全部を柔くすれということじゃなくて、一部分でもいいし、どこかちょこっと

でも、ワンポイントでもいいんですけど、そういうのができないのかなと感じをしており

ますけど。 
○議員 広報委員長どうですか。 
○議員 ２年交代ということで、今年の４月に交代しまして、第２回の定例会、６月定例

会から１号発行させていただきました。委員の中には初めての方だとか、何年かやられて

いる方もいらっしゃいまして、やはり本当に積極的に意見や何かをいただいてですね、初

めてつくり上げたことなのですけれども、今、モニターの方が言われますように、もう少

し柔らかく、何か目を引く、そういうことも十分に考えながらですね、あと７号ございま

すので、十分勉強しながらやって参りたいなというふうに思っております。 
○議員 今、委員長が言われたとおり、いかに見てもらえるかという部分で８月 18 日に札

幌で広報研修にも行ってきたのですが、まずいかに的確にとらえ、的確に知っていただく

かというのが基本だと思います。そういった中で、少しでも柔らかく、当然我々もそう思

っているんですけれども、的確にとらえながら、的確にとらえるということは、どうして

も硬い文章になりつつあるのかなと。 
 そういった中で、モニターの方の言われたように、ワンポイント的なものでもいいから

何かということの中で、これは予算にもかかわることなので、カラーにしたらいいのでは

ないかに始まって、いろいろ話はさせていただいている最中というか、その中で、今言わ

れたように、ワンポイント的にでも何か目を引くようなものが、これも果たしてどうなの
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かということもあるんですけれども、これから検討していく要素は多分にあるのかなと思

っております。 
○議会モニター 議会だよりなんですけどね、まちの声というのが一番後ろに載っていま

すよね。これね、意外と女の人、写真が嫌だって言うんですよね。写真が載らないと結構

言いたいことがあるということを言っていた方もいましたので、これわざわざきちんと写

真を撮らなくても、どうなのでしょうかね。 
 知らしめるためにはあった方がいいのかもしれませんけど、そういう意見もありました。 
○議員 今までは写真を出しているんですよね。名前は、どういう顔の方なんだろうか、

やはり聞かれるのもあるんですけど、今までほとんど写真は出ているような感じですね。 
○議員 全般的なことになると、議会だよりだけども町民の人もいかに入れるかという中

では、やっぱり写真を入れた方がというのが研修に行くと、そうですね。それに参加した

んだ。顔が見えないから何でも書けるかっていったら、なかなかそうにもならない部分が

あって。そういった面で写真は、本人了解の上でいれさせてはもらっています。 
○議会モニター 今言うように写真出すのがいいのか悪いのかまたこれ違ってくるかもし

れないけれど、非常にやっぱりこういう人が町内にいるよっていうような、情報発信の一

つだと思えばね、やっぱりそれはそれでその人が顔写真を出さないでくれと言えばさ、そ

れだっていいわけでしょ。 
○議員 駄目だってことはないです。ただ、個人的な考えとして、似顔絵を描かせてもら

うかもしれないし、定かではないのですけれども、写真を載せないと絶対駄目だという規

定はないですよね。 
○議員 そんなご意見もありますということですね、ご依頼する時はそういう意見も確認

をとりながらね、失礼のないように。 
 そのほか、モニターさんから議会だより、ホームページ等について。改めてありません

か。 
○議会モニター 予算だとか議会だよりに出ていますよね。議員の質問したことについて

は読んでも、数字を見て申しわけないのだけれども、議会に来ている人というのは、そん

なにいないと思うんですよ。だからやっぱり注釈つけれる所は、こういうことでこういう

ために使われますよとか、これについてはこういうふうになりますというような注釈がち

ょっと一部あっても、ただ、これはこうですとボンと数字だけ出てても非常にわからない

所もあると思うのです。 
○議員 先般の講習の中でもやっぱり必要性のあるものはつけた方がいいよということで、

数字を並べるよりも円グラフだとか、棒グラフなどできちっとやった方がわかるのではな

いかと、それらも含めて今、限られたページ数の中でどうできるか、この部分も含めて、

先ほど言われたように、広報が変わると変わるんだねという、当然出てくるのだと、前向

きな中で検討はさせてもらっているつもりであります。 
 わかっている者が書くのと、全然知らない人が見ると、なかなかどこまで理解している
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か。町債云々というのは、もちろんわかりやすく、町の借金がなんぼ、貯金がなんぼみた

いな、書き方もあっていいのかなと、そういったことも含めて今検討させてもらいながら。 
○議員 住民からすれば、こういう予算の載せ方しますから、町の広報も同じように載せ

ますから、自分が特に知りたい内容が何かわからない時、いまのような意見、当然なりま

すよね。 
○議会モニター 私は、ある程度理解できるけど、パッと見た時、大体理解できない方が

多いと思いますよ。だから、特に今回は、このテーマに沿って、こういう予算はこうです

よというような、そういうこともね、いいのかなと。 
○議員 その年のその年の何かがある、例えば、今だと防災関係でいろいろやっている、

だとすれば、防災関係を取り上げようかとか、そういったものもということですよね。 
○議員 この３月のですね、例えば、子どもたちが健やかに育つ環境づくり事業となって

います。括弧して学校施設整備事業、浦幌小屋外遊具改修に 680 万、ここまで書いてある

のですね。ですから、読んでもらえればかなりわかるのですけれども、大まかな項目見た

時は、なかなか理解してもらえない。結構見ていただければ書いてあるんだけれども、全

部見るまではいかないですよね。できるだけね、これも改善していくように要望ですから。 
 あと、どうでしょう。議会だより、ホームページ、メルマガ情報等について、ご意見あ

りませんけども、貴重なご意見いただきました。この辺で五つまでのご意見、意見交換を

終了させていただいて、その他のところで、議会の定数・報酬について率直なご意見をい

ただきたいと思います。 
 議会も今、もうそろそろ詰めなければならない協議事項を進めております。先の広報に

も載せましたけれども、ほかの町村にもいろいろな調査をさせていただいて、委員会運営

にどれくらい必要だとか、周りの報酬はどうだ、何人によると委員会活動の支障がないか、

いろいろな方角から協議しているところですけれど、住民目線でモニターの皆さんの貴重

なご意見お願いします。 
○議会モニター 私は、別に議員を減らすだとか、そういう気持ちっていうのは、持って

いないのですよね。いかに議員さんが町のことについて、やっぱり活発な意見を言い、や

っぱりそれを推進していくというか、町のことをやっていくということについては、議員

が少なくていいということじゃなくて、多くてもそれはあれでしょうけども、やっぱり多

種多様なね、モニターも 10 人ぐらい最初言ったというのは、いろいろな意見を吸い上げた

いのと同じで、議員さんもいろいろな職業の中から出ておられて、それなりのやっぱりす

ることによってね、同じ意見の人ばかり議会に集まったって、決して良くないと思うので

すよ。 
 あと、議員報酬についてはですね、私は、費用弁償というか、通年の給料じゃなくて、

基本ベースを例えば 15 万なら 15 万にする。あとは１日とか出たので割っていくだとか、

そういう方法もあるのではないかということで、それにしたって、そんなに極端に議員報

酬を私は、議員も減らすべきでないし、議員報酬を減らすのか、減らしたらその分だけ仕
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事がふえるのだから、一人あたりの議員報酬を上げるという方法もあるわけですよねある

面で。 
 だけども、私は、現状のあれで、改定するなら基本給決めて、議会に出たのを日当制に

するだとか、そういうことを試みると。その試算でどのくらいになるかということで、解

消するということも一つの案ではないかなというふうに思います。 
○議員 ほかのモニターさん、いかがでしょう。 
○議会モニター 今議員さん、さっき何回か話されてることなんだけれども、やっぱり最

終的には町民の皆さん方に、今議員報酬やら定数はいいという話したけど、お示しはしな

きゃいけないんだよね。 
 そうなると、今みたいにどれだけがいいのかということは、ある程度詰めて考えた方が

いいんじゃないかと。 
○議員 モニターさんの意見を、今回出すということではなくて、私たちも例えば、現状

か、上げるか下げるか、現状維持でも、活性化の審議ですから、いろいろな議論をすると

いうことでやっておりますけどね。 
○議会モニター だけど一般の町民はさ、議員そんなに 13 名もいて、何やっている、議員

減らせという人も中にはいますよね。正直なところ。そして、給料も高いのではないかと

言うけれども、ところが議員というのは、これは選ばれて出てですね、するわけですから

仕事を、そのしてる仕事の評価を町民はどう思っているかということだと、最終的には。 
○議員 私もよく聞くのは、議員定数が多いんでないか、少ないんでないか含めてなんで

すけれども、じゃあ報酬ももっと下げたらどうだという言い方されることあるんですけれ

ども、じゃあいくらが妥当だと思うって聞くと、じゃあ今何ぼもらってるって、今の金額

知らないでなんぼ下げるって言ったら、高いんでないのかとか、以前、議運の委員長も言

っていたのですけれども、現状よりも定数も報酬も含めて、要するに下げるという言葉が

多すぎるなということは、話したことはあります。 
 現状の単価をわからないで、高い高いと言っている人も事実です。中には。 
○議会モニター 広報をよく見なさいって。まずそれだと思いますよ。 
○議員 私も店でわざと出しておくんですね。何これ報酬かって、そうだよと。見ていい

よと、これ何よ、全部引かれてこれかって言いながら、これからまた引かれているのか、

こんなもんかって人が正直言って 10 人中８人、９人はもっともらってるだろうなという感

覚でいたことは事実ですね。 
○議会モニター そうだと思うよ。だからそれだけ議員さんもさっき言ったようにアピー

ルしないといけないって。定数下げるだのなんだのって言うのもさ、僕でね、なんぼ定数

下げてもね、議員さん言われるように、やっぱり他のモニターの方も言っていたけど、言

ってくる人はいるって、なんぼ下げても。5,000 人切れば、また減らせとか言って、いるっ

て、どこまでいっても。 
 だけどさ、どこまでもいるんだけど、それがどこで落ち着いて住民の皆さんといわゆる
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さっき言っているように、聞いてくれて議会に反映できるか、町の理事者に聞いてもらえ

るかのはさ、やっぱり減ればいいという問題でもないって。 
○議員 若い人いるんですけど、手短に話します。私ばかりでなくて、ほとんどの議員が

思っているのは、これからに繋ぐ議員定数、報酬であってほしいというのが大半かなとい

う感じではいるんですけれども、これからまた検討していきたい。 
○議員 議会もですね、活性化の事業の中で、去年も神原先生に来ていただいて、活性化

の講演をしていただきました。そして、１時間皆さんと意見交換という形をしましたけど、

今年も 10 月 30 日に予定しておりますので、夜ですけれども、ぜひまた神原先生に、芽室

へも来て講演している人なんですね。再度今年も来ていただきますので、ぜひ聞きに来て

いただきたいなと思います。 
 この点は、その他の点で伺おうと思いましたけど、無理にどちらということで伺おうと

いうことではありませんから、特別意見なければこのぐらいで終わらせていただきたいと

思います。 
○議会モニター 現状維持でいいんでないですか。 
○議員 議長。 
○議長 それぞれモニターの方には、生の声を聞かせていただきましたことに、心からお

礼と感謝を申し上げたいなというふうに思ってございます。そんな中で、議員からの政策

的な提案はどうなっているんだというようなご意見を頂戴いたしまして、それについては

言われるとおり私たちも一番議員としてやらなければいけないこと、まだ浦幌町は今基本

条例を制定した中で、そのことについては、向かっていかなければいけないことというふ

うに思っておりますので、もう少々時間を貸していただきながら、勉強させていただきた

いなというふうに思っていますので、ご理解をいただきたいなと思います。なるべくお答

えができるような体制が整えばいいなというふうに思っております。 
 それから、それぞれ指定管理者制度の問題につきましても、このことについては、基本

的には委員長から言われましたように、高い、安いというような次元ではなく、町の活性

化のためにそこで働く人がいかにして一人でも多くの方が働いていただけるかというのが

理事者の脳裏にあることだと思っています。 
 そんなことで、私もこの件については、論議を必ずにしておりますし、皆さんとも協議

をしておりますけれども、やっぱり浦幌町の働く場所という問題もあるのであろうという

ふうに思っておりますので、その辺でもまた総務文教厚生常任委員会も調査をするという

ことでございますので、その辺もご理解をちょうだいできるような方向性になればいいな

というふうに思っております。 
 それから、広報の関係については、委員長言われたとおりでございますし、そのような

ことでやっていかなければいけないなというふうに、なかなか議会だよりも私も議員にな

ってから携わっていますけれども、なかなかたがをはずす内容ができないことを深くお詫

びを申し上げたいなというふうに思ってございますので、この辺も先ほど委員長言われま
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したように、何とか１名でもという中で皆さんに見ていただける広報づくりにしていきた

いなと、議会だよりにしたいなと思っていますけれども、実際的に私やっている間に調査

したことありますと、１割ぐらいしか見ていないのですよね。議会だよりをね。そういう

ような調査結果もございますけれども、そんな中でやっぱり硬いばかりに、十分に見ても

らえないというようなこともあるのかなと思ってございます。 
 また議員定数と議員報酬の関係については、これは皆さんからご意見を頂戴することが

一番だろうというふうに、それぞれこれには多種多様なご意見がございまして、皆さんに

ご理解をしていただける点とご理解していただけない点というのがございますけれども、

この辺もこれからまだまだ委員長から言われましたように、北海道大学の神原先生のご意

見を頂戴しながら、また検討を重ねながらやっていきたいというふうに思ってございます

けれども、ちなみに浦幌の議員報酬、これは私どもから大きな口を開いて言うようなこと

ではございませんけれども、十勝管内 18 町村一番最低で推移をさせていただいております。 
 そんなことで、定数の方にもそれぞれ本別、大樹、広尾、浦幌よりは人口が多い 2,000
人ぐらい多いのですけど、その中でも定数としては 13 人が果たして適切かどうかというこ

とで、これから十分に議論をしながら毎年毎年選挙があるたびに定数を下げた、報酬を下

げた、こういう論議をしないように、向こう何期間はこの定数でいきますよというような、

きちっとしたものをお示ししながら、町民の方にご理解をいただきながら、やっていかな

ければいけないだろうというふうに考えてございますので、その辺もそれぞれお含みをい

ただきながら、ご理解、ご指導いただけたら本当にありがたいことだなというふうに思っ

ています。以上です。 
○議員 予定の時間経過しました。協議事項予定しましたものをすべて終わらせていただ

きまして、４番目のその他でですね、ちょっとモニターの皆さんに確認をさせていただき

たい点が１点ございまして、２回予定していると申し上げましたが、３月に１回目は委嘱

状ということで、勉強させていただきました。今日２回目ですけど、もう１回３月にお願

いしたいなと思っております。 
 それでですね、３月には少し時間を詰めて皆さんと後に懇親会も設けたいなと思ってい

るのですが、いかがでしょうか。確認がとれれば、そのように準備をさせていただきたい

なと思います。 
○議会モニター 割勘でやるならいいですよ。 
○議員 よろしいでしょうか。 
○議会モニター はい。 
○議員 それでは、今日は一応予定しました協議内容をすべて終わらせていただきました。

つたない進行でございましたけれども、モニターの皆さんに貴重なご意見、うれしいご意

見をいただきました。なかなか地方議会は議員の方から予算提案権がございません。です

から、非常に苦しいのですが、皆さんのご指摘を受けながら、また勉強したいなと、頑張

っていきたいなと思っています。みんなで頑張っていきます。 
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 今日は、大変ありがとうございました。 
閉議 午後 ８時４６分 

 
 


